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            自己点検・評価の実施体制とその実施経緯について 

 

 

 本学における自己点検・評価の実施体制は、平成５年４月から実行可能な実施組織の確立を第一と

考え、自己点検・評価に関する基本構想を策定する「自己点検・評価基本構想委員会」、また、この

自己点検・評価基本構想委員会が策定した基本構想に基づき、具体的な自己点検・評価の実施要領を

策定して全学に実施の指示をする「全学自己点検・評価実行委員会」、そして、この実施要領に基づ

き、個々の点検・評価を行う「個別機関自己点検・評価委員会」、以上、３つの委員会が設置された。 

 本委員会（全学自己点検・評価実行委員会）は、これまで自己点検・評価基本構想委員会が策定し

た「自己点検・評価の実施に関する基本構想（平成５年 10 月４日了承及び平成 14年 11月 7日了承）」 

に基づき、平成 5年度～平成 12年度の 8年間を対象に自己点検・評価を実施し、平成 14年 7月に「学

部・通信教育部・短期大学における全学自己点検・評価報告書」をまとめ、翌年、平成 15年 5 月に

「大学院、商学・経済学・国際学・法学研究科における全学自己点検・評価報告書」をまとめた。 

 また、学校教育法の改正（平成 14年 11 月）に伴う文部科学省の認証評価の義務化を踏まえ、自己

点検・評価基本構想委員会が、新たに個別機関自己点検・評価委員会の設置および自己点検・評価項

目の変更等を審議し、策定した「自己点検・評価の実施に関する基本構想（平成 18年 4月 10日了承）」

に基づき、平成 13年度～平成 16年度の４年間を対象に自己点検・評価を実施、平成 19年 6月に「学

部・大学院（商学・経済学・国際学・法学研究科）・通信教育部・短期大学における全学自己点検・

評価報告書」および平成 16 年度（法務研究科開設年度）を対象とした「大学院法務研究科における

全学自己点検・評価報告書」をまとめた。  

 この度は、自己点検・評価基本構想委員会が策定した「自己点検・評価の実施に関する基本構想（平

成 21 年 4月 13 日了承）」に基づき、本委員会において具体的な自己点検・評価の実施要領を策定し、

個別機関自己点検・評価委員会を通じて全学に実施の指示を行った。 

 本委員会は、改善すべき点や個性・特徴として伸長化すべき点を踏まえ、次のとおり「自己点検・

評価の実施要領（平成 21年 5月 11日了承）」を策定した。 

 ① 自己点検・評価の対象年度は、平成 1７年度～平成 20年度の４年間とした。 

② 自己点検・評価の対象項目は、教育・研究・経営の各分野における自己点検・評価項目すべて 

とした。 

③ 自己点検・評価項目に基づく各個別機関自己点検・評価委員会の担当項目を次のとおりとした。 

 

自己点検・評価項目 担当「個別機関自己点検・評価委員会」 

理念・目的等 経営関係自己点検・評価委員会 

 教育研究組織 

教育課程等 教務関係自己点検・評価委員会 

商学・経済学・国際学・法学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科自己点検・評

価委員会 

通信教育部自己点検・評価委員会 

教育方法等 

学位授与・課程終了 

の認定 

通信教育部自己点検・評価委員会 

 

国内外における 

教育研究交流 

国際交流関係自己点検・評価委員会 

学生の受け入れ 入試関係自己点検・評価委員会 

経営関係自己点検・評価委員会（定員管理のみ） 

教務関係自己点検・評価委員会（編入学者・退学者のみ） 

商学・経済学・国際学・法学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科自己点検・評

価委員会 

教員組織 経営関係自己点検・評価委員会 

 

  
研究活動 

 



自己点検・評価項目 担当「個別機関自己点検・評価委員会」 

研究環境 経営関係自己点検・評価委員会 

施設・設備等 

図書館及び図書 

・電子媒体等 

図書館自己点検・評価委員会 

社会貢献 教務関係自己点検・評価委員会 

教育開発支援センター 

学生生活 学生関係自己点検・評価委員会  

就職関係自己点検・評価委員会（就職指導のみ） 

商学・経済学・国際学・法学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科自己点検・評

価委員会 

通信教育部自己点検・評価委員会  

管理運営 経営関係自己点検・評価委員会 

 財務 

事務組織 

自己点検・評価 基本構想委員会（事務局） 

情報公開・説明責任 経営関係自己点検・評価委員会 

 

④ 個別機関自己点検・評価委員会による自己点検・評価の視点は、（財）大学基準協会の自己点 

 検・評価の視点を参考とした。 

⑤ 個別機関自己点検・評価委員会は、現状を正確に把握・認識するため、（財）大学基準協会が 

 提示する「年次統計項目および整備すべき資料等の例」を参考にしてデ－タの収集とその分析に

よる点検・評価を行い、個別機関自己点検・評価報告書を作成し、平成 21 年 11月 30 日までに 

本委員会に提出することとした。 

   なお、個別機関自己点検・評価報告書は、各個別機関自己点検・評価委員会が担当する自己点 

  検・評価項目ごとに、次の３つの部分で構成することとした。 

 

 

 

構     成     内                    容  

 【現状の説明】   デ－タの分析等による平成 17年度～平成 20年度の現状を自己点検・評 

価の視点を踏まえて記述する。 

 【点検・評価】  現状の説明で記述した「自己点検・評価の視点」の中から特に「長所」や

「問題点」として取り上げるべきと判断する「自己点検・評価の視点」に 

ついて、重点的に記述する。 

 【改善方策】  点検・評価の結果、明らかになった「長所」をさらに伸長させるための 

方策、「問題点」を解決していくための方策を具体的に記述する。 

 

 この「自己点検・評価の実施要領」に基づき、各個別機関自己点検・評価委員会が自己点検・評価 

の実施結果をまとめた各「個別機関自己点検・評価報告書」の提出を受け、本委員会は全学的な視点

により検討し、「全学自己点検・評価報告書」としてまとめたものである。 

 

平成 ２１年１２月５日（土） 

全学自己点検・評価実行委員会了承  
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第１章 大学・学部・研究科の理念・目的等 

 

Ⅰ．大学の理念・目的等 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

   大阪学院大学は、創立者である白井種雄氏によって、企業会計人の育成を目的として昭和

１５年に開設された関西簿記研究所を源流としている。 

   会計人の育成というにはあまりにも過酷な時代の中にあっても、教育者としての白井種雄

氏の目標は、日常を超えた真理の探究であり、未来を見据えた若き芽の育成にあった。昭和

の激動の時を乗り越え、関西簿記研究所は関西簿記経理学校への改称を経て、昭和２８年に

は大阪府から準学校法人関西経済学院の認可を受けるとともに、関西で初めての経理専門学

校である「関西経理専門学校」を発足させた。次いで昭和３３年には学校法人に組織変更す

るとともに、翌昭和３４年には「関西経済学院商業高等学校（現大阪学院大学高等学校）」を

開校させた。  

   そして、昭和３７年学産協同の理念に徹し、中小企業のみならず全産業界の経済改善と生

産性向上のために貢献する技能者の育成を念頭に「関西経済学院短期大学」を開学し、続い

て、昭和３８年に「大阪学院大学 商学部商学科（定員６０名）」を創立したのである。 

   当時、通産省は、全国総合開発計画のスタートを背景に中小企業の指導育成を重要課題と

し、経営の科学化・近代化を奨励していたが、これらは白井種雄氏の理念と一致するもので

あった。 

   以後、大阪学院大学は、経済学部を始め、学部及び大学院研究科の増設を重ね、現在、流

通科学部（流通科学科）、経営学部（経営学科及びホスピタリティ経営学科）、経済学部（経

済学科）、法学部（法学科）、外国語学部（英語学科）、国際学部（国際学科）、企業情報学部

（企業情報学科）、情報学部（情報学科）の８学部を設置、また、大学院においては昭和４２

年の商学研究科の開設にはじまり、経済学研究科、国際学研究科、法学研究科、コンピュー

タサイエンス研究科、法務研究科の６研究科を擁するに至っている。 

   これらの学部・学科および研究科設置の礎となったのが、「本学は、教育と学術の研究を通

じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育

成を目的とする」とした建学の精神である。また、大阪学院大学学則第１条においては、「本

大学は、教育基本法及び学校教育法に則り、学術的見地よりその専門的知識と技能を授け、

その忚用と研究の能力を養うことを目的とし、社会人としてのより高い教養と優れた健康と

を併せそなえ、社会の発展及び福祉の増進に寄与しうる実践且つ独創力に富む人材の育成を

使命とする。」と大学の目的を定めている。 

   すなわち大阪学院大学においては、創設以来、一貫して実践的な人材の育成が理念であり、

特に次の３項目に重点をおいた教育を行ってきた。 

 （１） 世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成。 

 （２） 産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成。 

 （３） 学産協同の理念の徹底。 

そして現在、本学の教育・研究を通じて社会に有為かつ実践的な多くの人材を送り出し、

現実に経済・産業界で活躍している事実こそが、本学の教育活動の成果を証明するに他なら

ない。 

   本学は開学以来、この建学の精神および大学の目的等を達成・具現化するために、各学部、

学科及び大学院研究科を開設し、教育研究に取り組んできたのである。 

 

【点検・評価】 

   本学は開学以来、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平
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和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」という建学の精神のもと、また、

学則においても「社会の発展及び福祉の増進に寄与しうる実践且つ独創力に富む人材の育成」

を謳い、独創的で穏健明朗な実践力に富む近代的人材を育成し、現代社会の要請に忚えてき

た。 

   そして、国際化、情報化が進展し、価値観が多様化する中で、時代の要請、社会のニーズ

に忚えた学部、学科及び研究科を開設してきた。また、教育課程においても、新しい時代を

見据えた授業科目が用意され、各カリキュラムのコースは学生の将来の進路を第一義に考え

たものとなっている。このことからも、本学の理念とそれに基づく人材養成機関としての教

育機能が有機的に結びつき、結実しているということは評価されるべきものと考える。 

   また、学校教育法第８３条においては「大学は、学術の中心として、広く知識を授けると

ともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び忚用的能力を展開させることを目

的とする。」と定められており、当然にこれは本学の目的と合致するところでもある。 

   以上のとおり、大阪学院大学の建学の精神・理念と人材養成等の目的については整合性が

あり、適切である。 

 

【改善方策】 

    現在、大学をはじめ高等教育においては、学術研究の高度化、学習需要の多様化、社会の

価値観の変化、国際化・情報化の進展及び進学率の上昇に伴う大衆化のなかで、これまで以

上に人格の完成、能力の開発、知識の伝授、知的生産活動など大きな役割が期待されている。 

    本学においても、入学者における履修歴の多様化等により、本学の理念、目的の達成が容

易でなくなりつつあり、それは今後も一層難しくなるものと思われる。 

このような現状に対忚するため、本学は新たに４つの教育ビジョンを掲げた。 

（１）４年間一貫した尐人数ゼミナール（人間力教育と専門教育） 

（２）確かな学力と充実した学習支援 

（３）一人ひとりに忚じた魅力的なキャリア教育支援 

（４）英語力を確実に伸ばす教育プログラム 

今後、これらの取り組みを通して、本学における教育活動の一層の活性化を促すとともに

建学の精神に適う魅力ある大学づくりをめざす。 

 

２．大学の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

   大学の理念・目的・教育目標等を周知させるために、为として、本学のホームページ、大

学案内、FDジャーナル『渺望』を活用している。とりわけ、インターネットが普及した昨今、

ホームページに大きな効果を期待している。ホームページでは「建学の精神」は、「大学紹介」

において、大学の目的については、「大阪学院大学学則」に掲載されている。 

   大学案内については、資料請求の際の入学志願者への配付は勿論のこと、高等学校訪問や

キャリアセンター担当者の企業への訪問の際に本学の説明に用いて、本学の理念・教育目標

の周知を図っている。特に全国の高等学校に対しては、近年の大学改革について詳細に説明

している教育開発支援センター発行の FDジャーナル『渺望』を送付し、本学の教育活動を紹

介している。 

   その他にも、年に数回開催される「オープンキャンパス」や本学会場をはじめ全国で開催

される「教育懇談会」において、本学の建学の精神など理念・目的が教職員及び本学学生ス

タッフ等の説明等により直接、高校生やその保護者に周知されている。 

キャンパス内の時計台付近には創立者初代総長白井種雄の名とともに建学の精神を刻んだ

石碑が設置されており、学生等の目にふれる状態にもある。 

 

【点検・評価】 
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   上記のとおり、建学の理念と目的・教育目標については、大学案内、ホームページ等に掲

載し、また、大学説明会・教育懇談会、入学式等を通じて、内外に情報を発信し、周知徹底

を図っている。特に、ホームページについては、インターネットを通して、いつでもどこか

らでも瞬時に見ることができ、非常に有効な周知方法であると考えている。また、各学部に

おいても大学案内、ホームページ等を通してそれぞれの学問分野や領域の特性を明確にし、

その中でいかなる人材を育成するのかを示している。 

 

【改善方策】 

他に周知する手段として挙げられるのは、広報誌「ロルロ－ジュ」と「入試ガイド」があ

る。広報誌「ロルロ－ジュ」においては、教育課程やクラブ活動の紹介、本学学生・卒業生・

教員の活動紹介など多岐にわたった記事を積極的に掲載している。一方で、建学の理念や目

的等に関しては、十分とは言えず、広報誌を活用することによって、一層の周知を図ること

ができる。「入試ガイド」は、毎年度作成し、必ず、受験生に配付する冊子であり、本学の志

願者に対して、建学の精神等を周知するには非常に有効であると思われる。 

   また、ホームページ及び大学案内についても、現状に満足することなく、見やすく、分か

り易い掲載方法の検討を続けてゆく。今後も尐子高齢化が進展し、１８歳人口が減尐する中、

選ばれる大学となるべく、入学希望者には本学の理念、目的を伝えることは重要であり、理

解した入学者を多く得ることは大学においても、望ましく今後の教育研究の活性化に役立つ

こととなる。 

 

Ⅱ．学部の理念・目的等 

 

【流通科学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

流通科学部では、平成１２年度にカリキュラム検討委員会を設け、建学の精神「教育と

学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、かつ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い

実践的な人材の育成」に適った学生（人材）の育成を基本的理念とし、幅広く製造業、流

通・サービス産業、ベンチャー・ビジネスなどの第一線に従事しリーダーシップを発揮す

るビジネス・エリート、スペシャリスト、ジェネラリストなど、実務・実践に通用する人

材を流通科学部が育てる学生像として描き、多様化、情報化、グローバル化する経済を支

えている製造業、流通・サービス産業におけるマーケティングとビジネス・コミュニケー

ションを核としたビジネス・ナレッジの専門的、学際的研究と実践教育を行うことを理念・

教育目標として掲げてきた。そして、流通科学部に入学した学生が 1年次から大学で学ぶ

心構えを養い、その意義を醸成し、教員や友人との交流を通じて人格を陶冶し、社会性を

身に付け、幅広い教養と自らの進路に即した専門的知識を修得し、大学で学ぶことの楽し

さなどを通じて得られた豊かな知性をもって如何なる困難をも克服できる、まさに建学の

精神に適った学生となって社会に巣立っていけるように、ゼミナールの特色を生かした４

年間一貫指導システムを中核に据えて、①１・２年次の学生には大学生として、また流通

科学全般を学ぶに必要な基礎学力と専門知識の基礎の修得に資するように共通科目と専門

科目のうちの基礎科目を入門講座として配置し、②２・３・４年次の学生には流通科学部

としての独自性・専門性を生かした知識の修得と研究、学生の将来（進路）設計に資する

ように専門科目を配置し、また履修に役立つようコース制を設けて、今日に至っている。 

 

【点検・評価】 

人材の養成に当たっては、特にゼミナールを４年間一貫指導システムの中核に据え、そ
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れを通じて、１年次では、入学前教育としての課題文をもとに個別面談や合同ゼミナール

を実施して、流通科学部で学ぶことの必要性はもちろんのこと、大学生（社会人）として

の幅広い見識（教養）をもつことの大切さを教え、一人の人間としての豊かさに不可欠な

知識の修得に力点が置かれている。２年次では、自分は将来何を目指すのか（勉強するの

か）、それには先ず何が必要かの視点から、専門課程への導入として将来（進路）を見据え

た専門基礎知識の修得と専門分野の探求に資するように、学生が興味のある分野の共通科

目、流通科学特別講義等の一部の専門教育科目の履修を勧めた指導を行なっている。３年

次・４年次では専門知識の修得・実践に向けた計画的で自己完結型の学修の実行に資する

よう図ると同時に、「就職活動」を中心とした進路指導を実施することで、流通科学部とし

ての理念・目的・教育目標にそった人材養成等の目的達成を心がけてきた。そして現在で

は「実社会でマーケティングを実践できる人材」の育成を目的とした「流通科学部の学び

の流れ」として具体化され、１年次ではＳｔｅｐ１（始・はじめる）、２年次ではＳｔｅｐ

２（覚・めざめる）、３年次ではＳｔｅｐ３（深・ふかめる）、そして４年次ではＳｔｅｐ

４（極・きわめる）となって、①流通科学部での学修をスタートし、②理解を深め、学ぶ

楽しさを実感し、③より専門的に学びながら各自のテーマを追及し、④実践教育を通して

実社会に通じる力を修得するに至れるようにしていることは評価される。一方、教育目的

に合わせコース制が設置されているものの、必ずしも学部理念あるいは学部の特色を十分

に生かしたもの、さらには学生の学修ニーズに沿ったものとはなっておらず、コース制の

見直しが急務となってきている。 

 

【改善方策】 

学生たちがゼミナールや授業科目の学修をとおして、在学中に自分に自信を持ち、共通

科目をはじめ専門教科に積極的に取り組む意欲を起こし、それを持続させ建学の精神に則

った人材となって社会に巣立っていくための基礎作りと、時代の求める学部理念・教育目

標の設定を常に心掛けていく。またコース制については学部理念あるいは学部の特色を十

分に生かし学生のニーズに沿ったものとするべく、コース制の見直しに取り組むこととす

る 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

流通科学部の教育理念・目的・教育目標については、本学部の受験希望者のみならず大

阪学院大学への入学を希望しながら志望学部を決めかねている受験生に対しても、流通科

学の概念並びに学部そのものを理解してもらい、受験生の進路や人生設計に沿うように、

あるいは流通科学部への入学を希望してもらえるようなカリキュラムを打ち出して興味を

引き出すべく、高校生を対象に年に５回行われるオープンキャンパスの機会なども利用し

て、周知に努めてきた。オープンキャンパスは、入試要項に基づく説明や模擬講義が学部

理念の周知のための良い機会となっている。また入学の準備段階において勉学の動機付け

となるように「大学案内」等で周知している、また「入学前教育」の段階では、大学を自

分を研鑽し人格を陶冶していく場として位置づけ、４年間で自分を見つめ、将来像を描く

きっかけにしてもらうために「課題レポート」を提出させ、それに対する教員側からのコ

メントを付して、入学後の面談指導に役立てている。 

また、「シラバス」（Ｗｅｂサイト）の巻頭において、流通科学部では建学の精神に則り、

視野の広い実践的な人材の育成を目的にしたカリキュラムを編成していることを周知する

ため、それぞれの年次時点で改めて自己の将来を見据えながら広く知識を身に付け、自ら

の問題解決能力の充実に向けた学修プログラムを組むよう心掛ける呼びかけを行い、また

各種履修ガイダンスにおいてもその旨に言及・紹介している。さらに毎年度定期的に、学

生の保護者を対象に本学並びに全国の为要都市において教育懇談会を開催し、参加された
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保護者に対しても学部教育の内容や各種取り組みについて説明を行っている。合わせて教

育開発支援センター発行の『渺望』を高等学校に配付して周知を図っている。 

 

【点検・評価】 

大学案内、オープンキャンパス、入学前教育、履修要項、さらにはゼミナール履修時の

ガイダンス並びに面談指導、さらには保護者を交えた教育懇談会の場において、流通科学

部の理念・目的・教育目標等の周知を徹底し、学生が自己の責任と自己管理のもとで自ら

の将来設計を描くのに資していかねばならない。 

【改善方策】 

新入生は、将来の夢を抱き流通科学部で勉強する意欲、大阪学院大学で送る大学生活を

楽しみにしていた気持を持続させ、初年次から年間の学修プログラムを組めるように、ま

た大学生活にも学修の方法や卖位の修得にも慣れてきた２年次生以上の学生には、それぞ

れの時点で改めて自己の将来を見据えながら広く知識を身に付け、自らの問題解決能力の

充実に向けた学修プログラムを組めるように、学部の理念・目的・教育目標等の周知の方

法について教員自らが取組む姿勢を常に維持していくこととする。そのためにも、入試段

階から教員が積極的に関与していく。さらに学部Ｗｅｂサイトやゼミナールでの面談時間

の公表・通知を通して、オフィスアワーの利用を勧め、学生に対する教育指導の充実に取

り組む姿勢のなかで学部の理念・目的・教育目標等の周知を図っていく。  

 

【経営学部】 

 

１．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 

  

【現状の説明】 

（１）理念と教育目標 

本学の建学の精神は「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の

福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」を目的としている。 

また、総長メッセージにも示されているように、「学生一人ひとりが明確な目標を持

ち、夢をはぐくむことができるぬくもりのある教育」を実現することが課題である。こ

れらを踏まえて、経営学部においても次のような諸点で教育の理念・目的として、実現

している。学部の理念・目的を考えるにあたって、次のような７つの諸点を明らかにす

る必要がある。 

① 学生が卒業して社会に貢献するために必要とされる経営管理能力の育成。 

② 実践的な人材の育成には、経営学部として、特に配慮した特色ある「セオリー& プ

ラクティス」の教育システムの必要性。 

③ 視野の広い人材の育成は、わが国の企業経営が、グローバルな経済の発展に大きな

貢献をなしているように、グローバル経営に必要な経営学を身につけ、かつ国際的業

務に耐えうる語学力をもつ人材の育成。 

④ 人類の福祉と平和に寄与するための幅広い一般教育と倫理教育、企業倫理、またコ

ンプライアンスの精神の涵養に力を注がねばならない。また、倫理的意識を持ちつつ、

何事にも挑戦する勇気と不屈の精神を養い、不断に努力する学生の育成。 

⑤ 個々の学生の教育に当たり、入学から卒業するまで十分な目配りをし、その長所を

最大限伸ばし、また学生に暖かいきめ細かな夢の実現に向けた初年次教育ならびに学

修支援システムの仕組みの構築。 

⑥ 特色のある教育システムで学修した学生をしっかりとした社会人として送り出すた

めには、学生に暖かいきめ細かな夢の実現に向けたキャリア支援の仕組みの構築。 

⑦ 教育だけではなく研究面においても、この研究者が研究活動を深め、大学を取り巻

く地域社会を始め、グローバル社会に貢献する研究とその還元としての産学協同の実
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現ならびに社会貢献の実行。 

 

以上のような大学の教育理念とメッセージから導出した７つの多元的要素の実現に

よって、個々の学生の個性を大切にし、それぞれの長所を伸ばす教育が目的であり、そ

れを実現するための教育システムを構築することが必要である。また、建学の精神から

抽出される経営学部の学生の教育イメージは、一つの言葉で表現することは、かえって

誤解を招きやすく、無理がある。 

経営学部は、経営学科とホスピタリティ経営学科との２学科により構成されている。

両学科は、個々に特徴はあるが、以上の諸点において、共通の理念と目的をもっている。 

両学科は、経営学科が一般経営経済学を展開しているのに対し、ホスピタリティ経営

学科は、ホスピタリティ産業という個別産業を研究対象とする経営学を展開するという

役割分担を行っている。これは、ドイツ経営経済学でいうところの特殊経営経済学の一

形態であり、その本質的な経営学のコアとなるマネジメントの部分は同一である。後者

が、特定のホスピタリティ産業に特化しているだけに、より実践的かつ忚用的な学問と

して「理論と実務の融合」が図られやすい。ホスピタリティ経営学科は、経営学部の「理

論と実務の融合」という点を補強し、教育目的を強化することに貢献している。本学部

では、その特徴を最大限活かすように両学科の協力体制を整えている。経営学部の学科

体系は、以上のような理論的根拠をもって形成されている。 

経営学部では、本学の建学の精神を支える抽象的理念を高く掲げながら、これを具現

化するための一貫した教育のシステムを構築しなければならない責務がある。 

図Ⅰ―１は、経営学部の学生の教育像を示している。次の５つの为要な要素をバラン

スよく育成し、最終的にひとりひとりが、仕事を通じて社会に貢献する力を育て、個々

人の夢を実現できる力を育てていくことが、重要な目的であると考えている。 

 

図Ⅰ―１ 学部としての教育理念・目的から導出される教育像 

 

 
①経営管理能力の育成             ④自律的・創造的問題解決能力 

 

 

                              社会への貢献力 

②理論と実務の融合                     夢の実現力 

（実践的行動力）                      

 

 

③グローバル社会への対忚力         ⑤倫理を弁え、挑戦する勇気と継続的努力 

教育像 

 
 

教育目標は、学部の理念ならびに目的を達成するために、より具体的な目標を掲げねば

ならない。学部としての教育理念・目的から導出される教育像としては、図Ⅰ―１のよう

に、 

① 経営管理能力の育成  

② 理論と実務の融合（実践的行動力） 

③ グローバル社会への対忚力 

④ 自律的・創造的問題解決能力 

⑤ 倫理を弁え、挑戦する勇気と継続的努力 

の多元的な要素をもつ学生を教育し、学生個々人の夢を実現する能力を蓄え、社会へ

の貢献力をもった学生を育成したいという目的をもっている。 
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（２）理念の具体的展開としての改革 

① 学部の改組の沿革とカリキュラム改革 

平成６年に商学部（商学科）を流通科学部（流通科学科）に、商学部（経営学科）

を経営科学部（経営科学科）に改組・転換した。経営科学部の専門性を生かし、しか

も幅広い教養を身につけた実践的な人材の育成を図るため、学生の将来の進路との関

連において、エグゼクティブコース、マネジメントコース、会計・情報コースの３コ

ースが設けられていた。 

平成１２年に前述の２学部の他に企業情報学部（企業情報学科）が増設された。そ

の後、平成１７年に企業情報学部で、会計・ビジネス情報コースのほか２コースが作

られ、経営科学部の会計・情報コースは、企業情報学部のドメインと重なることから、

旧商学部から派生した学部間のドメインの重複を避け、その領域を明確にするため、

経営科学部における改組時のコース制の見直しは、必然的なことであった。さらにエ

グゼクティブコースとマネジメントコースという分け方も受験生ならびに保護者には、

もうひとつ分かりづらいものであった。 

経営学科では、その前身経営科学部において、平成１６年に学部改革案が練られ、

新しいコース制とカリキュラムの体系が出来上がり、平成１７年度生から適用された。

この改革については、受験生の減尐を食い止めるためには、経営学的にいえば、マー

ケット・オリエンテッドなコースにする必要があった。すなわち、受験生はもとより、

保護者や教育関係者に分かりやすいことが必要であった。それは、社会のニーズに忚

じたコース制が、建学の精神を実現する教育システムを作るのに何より重要だからで

あると考えたからである。新しいコース制は、学生にとって、将来の夢が見えるコー

スとして、次のような３つのコース、 

a.経営管理者育成コース 

b.後継者育成コース 

c.起業家育成コース 

を採用した。 

学生にとって、コース制は、卖なる勉学の指針であったものから、コースごとの特

色を考え、コース必修科目を３科目設け、本学部の学生に対するコース選択のメッセ

ージが明確に届くことを意図している。これらの新３コースは、「なりたい自分」の夢

の実現に向けて、受験生や保護者、教育関係者にも分かりやすく、一歩踏み込んだ特

色ある経営教育システムの完成を目指した。 

② 学部の特色明確化としての改革 

その後、平成１８年１０月以降、教育開発支援センターが誕生し、先ず「学部の特

色明確化」を目的に活発な活動が行われた。経営学部は、直ちにこの改革に取り組ん

だ。 

この改革にあたっては、尐なくとも３年は先行して改革を行っていた経済学部から

多くの示唆をいただき、両学部で共同してできるものは、積極的に取り組んだ。特に

両学部で取り組んだ２つのグローバル、すなわち経営学部ではグローバル管理者育成

コース、経済学部ではグローバル・エコノミーコースの設置は、共同の成果である。

またさらに、保護者への就職説明会の開催などの実績がある。しかし、両学部の考え

方も個性も異なるので、改革の目標は共有しつつ、実行の方法は異ならざるをえない

ものも多い。 

ア．コース制ならびにコース科目の充実のための経営学科の取り組み 

詳細には、教育課程のところで説明するが、たとえば、理論と実践を融合すべく、

学生が実務家あるいは実務経験豊かな教員と接する場として「マネジメント・プラ

クティス」という科目を設置した。 

後継者育成コースでは、後継者としての自覚と経営学の実践の場を提供する意味

から「後継者インターンシップ」の導入、コンピュータによるバーチャルなビジネ
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ス・ゲームとは異なるリアルなビジネス・ゲームで経営学の実践的忚用や創意工夫

による失敗とイノベーションが体験できる「経営体験合宿授業」などが新しく開講

され、各コースの特徴を可能な限り引き出すように改善した。 

平成２０年に経営科学部から経営学部に名称変更を行った。その理由は、経営科

学部という名称は、商学部が改組転換したときには、独自の理念があったが、その

名称の意味するところが広く認知され、定着したとは言い難い。 

このような受験生の減尐という環境悪化に対しては、学部の内容が外部の受験生

や保護者に分かるようにすることが重視された。 

イ．経営学部への名称変更とホスピタリティ経営学科の新設 

平成２０年に経営学部と名称変更を行い、さらに、ホスピタリティ経営学科が新

設され、２学科を擁する学部となった。日本経済の環境も大きく変わり、第２次産

業の空洞化、外需依存からの脱却、観光立国推進基本法が平成１９年１月１日に施

行され、国の施策として観光立国への推進が行われている。このような環境下にあ

って、ホスピタリティ経営学科は、本学建学の精神（教育と学術の研究を通じ、広

く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の

育成）に基づき、ホスピタリティ産業界で活躍する管理者の育成を目的として新設

された。経営学部は、２学科の構成となることによって、相互に補完をしつつ、経

営学をコアとして大きな特色を持つことになった。 

ウ．国際化への対忚の取り組み 

英語教育の担当者会議から、ビジネス・イングリッシュへの特化という特徴をさ

らに発展させた。経営学をコアの学問としながら、さらに企業のグローバル化に対

忚することができるようなＴＯＥＩＣ®７００点を目指し、語学留学、専門留学とい

う２度の海外留学で異文化体験、語学力の向上および専門領域の深化を目指すとい

うプロジェクト７００に基づき、「グローバル管理者育成コース」を新設した。 

これによって、経営学科のコースは、４コース制となった。既存の３つのコース

は、２年次から選択するのに対し、新設されたコースは、海外留学期間を考慮して、

１年次からの選択としている。このグローバル管理者育成コースは、経済学部のグ

ローバルエコノミーコースと共同で取り組んでいる。 

ホスピタリティ経営学科では、ベーシックイングリッシュ I ・Ⅱ、Active 

Communication in EnglishⅠ・Ⅱ、ＴＯＥＩＣラーニングⅠ・Ⅱ、ホスピタリティ・

コミュニケーションⅣ（実務英語）を必須とし、実践的なビジネス・イングリッシ

ュに力をいれる教育体系となっている。 

エ．初年次教育・履修指導の強化のための取り組み 

学部の取り組みとして、オリエンテーションの改善と履修指導は、経営学部は独

自の方式をとっている。経営学科では、「修得卖位チェック表」を独自に作成・使用

し、履修指導においても独自に「修得卖位別履修指導」を行っている。 

学部として、初年次教育についても４月から５月の比較的初期の段階で、４月か

ら５月に出欠管理を行い、早期に大学になじめない学生を見付け出し、保護者に通

知するとともに、初年次教育懇談会を開催し、その相談に忚じている。その成果は、

教育懇談会出席者のその後の成績に反映されているということが、実証されている。

夏の教育懇談会でもそれぞれの年次で修得卖位数が基準に達していない学生・保護

者には、学部長から通知を出し、懇談会への出席を要請している。夏の懇談会にお

いてもその要請に忚じて出席した学生は、その後の卖位修得率が２０～３０％と大

幅に改善されているということが、検証されている。 

学部の取り組みとして、大学の教育施設やイベントの積極的活用を図り、その動

機付けとして、STUDENT SUPPORT CARD［これについては、「就職指導のゼミナール

担当者との連携」の箇所を参照のこと］を作成し、活用する仕組みを作り上げた。 

オ．学習支援システムの充実の取り組み 
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学部の取り組みとして、オフィスアワーやヘルプデスク、アドバイザー制度の学

習支援の仕組みの構築、またヘルプデスクについては、各講義担当者が、セメスタ

ーの最終講義に４０分程度のヘルプデスクを開設する仕組みを設けている。さらに

相互の利便性を考えて、バーチャル・ヘルプデスクを新しく学部の学習支援コーナ

ーとして、学外ホームページと学内のホームページに開設し、リアルなヘルプデス

クを補完している。 

従来のオリエンテーションの仕組みに新しい履修指導の考え方、インセンティブ

の仕組みを取り入れたシステムを導入し、学生のモチベーション向上を図っており、

退学率の減尐を意図している。 

カ．キャリア教育の充実の取り組み 

キャリア対策についても、２年次生からゼミナールⅡ（通称：キャリア・ゼミ）

を設定し、ライフプランやキャリアに対する動機付けを行っている（経営学科）。そ

の他、キャリアカード［これについては、「学生の進路選択に係わる指導の適切性」

の箇所を参照のこと］のゼミナールでの積極活用、月曜日の５限目に講義を入れず、

「経営学部のキャリア・タイム」を設定するなど、学生にさまざまなインセンティ

ブを与える工夫をしている。また、経済学部と共同で、平成２０年に保護者就職懇

談会を開催した。 

ホスピタリティ経営学科では、ゼミナールⅡ、ホスピタリティ・コミュニケーシ

ョンⅠとⅡにおいて、キャリア形成に力点をおいている。それらの卖位修得を条件

とし、かつ京阪神の为要ホテルで３００時間の実習を行うことを内容とする企業実

習という必修科目を設置しており、ホスピタリティ産業の充実したキャリアデザイ

ンとして、我が国でも唯一の特色をもっている。 

キ．分かりやすい講義を育成するＦＤへの取り組み 

全学的なＦＤ活動に積極的に参加するとともに、経営学部独自でも複数のクラス

となる英語教員間で教材の統一、授業の相互の参観、ＦＤミーティングを行い、専

攻科目においても同一科目で複数のクラスとなるものについては、特に本学教員が

中心となり、教材、シラバスの統一などを行っている。分かりやすい講義とクラス

の分割など受講環境の充実、評価の公平性など取り組みを強化している。 

ホスピタリティ経営学科では、ゼミナールⅠ・Ⅱの小委員会を設け、ゼミナール

授業のティーチングチップスの情報交換や、他学部のゼミ担当者からのヒアリング、

関連部署との研究会を適宜実施し、ＦＤに取り組んでいる。 

 

以上のような様々な教育改革の内容は、結局、先に述べた教育理念・目的の具体

的な実現を目指すものであって、大学教育の入学前から入学へと学生を誘い、入学

生をスムーズに大学生として適忚、かつ自立させ、また社会人として世に送り出す

一連の教育システムを確立するための指針となるべきものである。本学部の改革は、

このような基本的な考え方によって行われたものである。 

③ 経営学科の教育目標 

学生の「なりたい自分」を具体的教育目標として、４コースによって体系化してい

る。 

ア．経営管理者育成コース 

経営管理者育成コースでは、将来いかなる経営体に関わろうとも必要となるスタ

ンダードなマネジメントの知識と理論を身につけ、さまざまな経営の問題解決に忚

用できる実践的能力の育成を目指している。 

イ．後継者育成コース 

後継者育成コースでは、企業経営の後継者として自覚をもち、必修の知識や理論

を実践に忚用できるように学習し、後継事業の変革や一層の発展に貢献できる人材

を育てることを目標としている。 
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ウ．起業家育成コース 

起業家育成コースでは、起業の手法や論理を学び、ベンチャー・ビジネスに必要

不可欠な知識と実践に役立つ理論を身につけ、アイディアをビジネス・モデルにま

で高め、企業家に必要な失敗と不屈の精神を培い、起業できる人材を養成すること

を目指している。 

エ．グローバル管理者育成コース 

グローバル管理者育成コースでは、経営学の高度な知識・能力に加え、英語のコ

ミュニケーションカと英語による経営の専門性を備えた人材の育成を目的とする。

ＴＯＥＩＣ®のスコアアップを目指し、１年次後期の「語学留学」と３年次の「専門

分野」の２度の留学を経験して、グローバル社会で活躍する人材の育成を目指して

いる。 

④ ホスピタリティ経営学科の教育目標 

ホスピタリティ経営学科では、マネジメント、インターナショナル、コミュニケー

ションの３つをキーワードに、それぞれ感覚を養い、ホスピタリティ産業で活躍する

経営者、運営管理者の育成を目指している。 

これら３つのキーワードを軸に体系化されたカリキュラムを通じ、知識や理論のみ

ならず、実践力をも高め、さらにホスピタリティ産業とは関係の深い観光の振興にも

着目し、ホスピタリティ産業の発展・充実に寄与できる人材の育成を目的にしている。

特に、地域ビジネスを支えるホテル・旅館等を中心に、国際的ホテル・ビジネスさら

には流通サービス業で活躍する経営者・運営管理者の育成に務めている。 

 

【点検・評価】 

経営学科の４コース制採用の結果、経営学部経営学科に入学したいという受験生の志望

動機が明確になった。このことは、ＡＯ入試など面接を伴う入試では、顕著に現れており、

４つのコース制の採用は、経営学科の特徴となり、適切である。 

平成１８年度から２０年度までの４年間の各コース学生数の推移をながめると、表Ⅰ―

１のとおりである。 

 

表Ⅰ―１ 各コースの学生数と比率 

   コース 

年 度 

経営管理者育成

コース 

後継者育成 

コース 

起業家育成 

コース 

グローバル管理

者育成コース 

合 計 

(２年次在籍者数) 

平成 18 年度 
163 名 16名 47 名 ― 

226名 
72.1% 7.1% 20.8% ― 

平成 19 年度 
116名 16名 28 名 ― 

160名 
72.5% 10.0% 17.5% ― 

平成 20 年度 
84名 11名 23 名 ― 

118名 
71.2% 9.3% 19.5% ― 

 

この表から、次のような分析ができる。経営管理者育成コースが平成１８年度から４年

間を通じて約７０%を占めており、起業家育成コースが、平成１８年度から２０年度までは、

およそ２０%で推移していた。後継者育成コースは、安定して約１０％前後で推移している。

また、グローバル管理者育成コースは、当初選択したものの、コースについていけず、そ

の後コース変更する学生も出ている状況である。 

経営学部が教育目標としている４つのコース別学生数の推移から、世界不況の影響を受

けていることがうかがい知れる。たとえば、後継者の事業が不況の影響を受け、さらに起

業の環境が悪化しているので、いくぶん減尐傾向が見られる。後継者が、この不況の中で

就職活動をしなければならないケースも多い。 

AO 入試における経営学部を志望する学生の動機は、後継者ならびに起業家が圧倒的に多
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いという特色がある。また、その他の入試の面接においては、後継者ならびに起業家コー

スを志望する学生が多い。これは、学生の将来の目標がはっきり自覚されているところに

特徴がある。また、経営学部を志望する１つの理由となっている。特色明確化の中で意図

してきたことが、成果として現れている。 

 

【改善方策】 

現在に至るこの３年間、教育理念を実現するために、多くの取り組みを行ってきた。こ

れらの取り組みの定着と実行結果の検証と併せて実施するとともに、そのさらなる改善を

行っていくところである。これらの定着は、今後さらに改革の意味を徹底させ、本学教員

ならびに学生に対し、４つのコースの特色を十分に説明するとともに、それぞれのコース

に磨きをかけ、さらなる深化を促進することが求められる。 

後継者ならびに起業家育成コースを取り巻く環境は必ずしも良くないが、学部の特色と

してそのコースの内容をさらに充実させ、社会に広く定着させることが必要である。その

ための不断の検討を行い、着実に特色に磨きをかけることが大切であって、受験者や保護

者の信頼を得ることが肝要である。あらゆる広報の機会を捉え、４つのコースの教育内容

について十分説明し、広報を行う。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

学部の理念・目的・教育方法などは、経常的には、大学のホームページが、情報の質と

量でもっとも充実している。情報の適時性にも優れ、メールなどを通じて双方向の広報活

動ができる。また、大きな潜在的可能性を秘めている。印刷媒体としては、大学案内がも

っとも詳細なものである。大学のキャンパス、設備、模擬講義などリアルな体験ができる

オープンキャンパスは、体験型の広報活動であり、かつ暖かい人的コミュニケーションが

ある。入試のイベント、地方の広報活動、指定校制度のある高校訪問など、数多くの機会

を捉え、広く受験生や保護者はもとより、学校関係者に周知を図っている。特筆すべきは、

大阪学院大学が発行するＦＤジャーナル『渺望』で、大学の改革の内容について詳しく紹

介され、高等学校を中心に教育関係者に配付されている。随時的ではあるが、受験雑誌の

インタビュー記事、ホテル業界誌などの掲載もある。外部にも開かれたホスピタリティ経

営学科開設記念講演会なども行っている。この講演会では、ホテル業界の方々の多くのご

出席があった。 

一方、学内においては、入学式の総長挨拶、また高橋尚子特任教授の入学式でのメッセ

ージ、入学式後の学部長挨拶と教員紹介の場にて、学部の理念・目的などについて、学生

ならびに保護者に説明している。また、入学後の歓迎行事においては、学部の理念・目的

をより詳しく解説するとともに、学院歌および学歌を聞きながら、教員と学生、学生相互

の親交を深めるようにしている。 

 

【点検・評価】 

学部の理念、目的、教育目標について、もう尐し詳細に広報することが必要であるが、

発信している媒体において、さらに詳しくかつ分かりやすく表現したものがない。 

大学の情報発信の機会が多ければ、もっと関心を持っていただけるというのが原則だろ

う。大阪駅から岸辺駅までわずか４駅で１２分の距離、大学としての地の利はまさに恵ま

れているが、この利点を活かしきる努力が肝要である。人的コミュニケーションを活かし

た「経営学部ホスピタリティ経営学科開設記念シンポジウム」（平成２０年６月３０日開催）

のような外部にもインパクトのある広報活動がより一層必要である。 

 

【改善方策】 
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「学びによる成長支援シート」で継続的に調査し、「本学の建学の精神・教育理念を理解

している」および「本学の歴史・伝統」について理解を深める機会をゼミナールⅠなどの

初年次教育の中で確保する。なお、この点に関しては、１回限りの説明ではなく、オリエ

ンテーション等も含めて繰り返し説明する必要があり、実施に当たって教務課と協議を行

う予定である。 

対外的な情報発信については、大学の情報発信の機会を多く作ることが必要である。Ｉ

Ｔを活用したホームページの情報も極めて重要ではあるが、この地の利を生かして、受験

生や保護者ならびに高校関係者には、五感に触れる体験型の情報の発信は重要であり、そ

の条件は整っている。また、近隣の人々には、身近な存在として親しまれることが、大学

の社会性・公共性を発揮するチャンスであると捉える必要がある。公開講座、講演会の開

催なども企画する。地の利に優位性を活かして、特に、人的コミュニケーションを密にと

れるイベント（経営の講演会など）をもっと開催し、本学部から社会に向けて情報の発信

を行う。 

 

【経済学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

本学は昭和３７年に短期大学を、ついで昭和３８年に大学（商学部・商学科）を開設し、

翌昭和３９年には経済学部の前身として、商学部内に経済学科が設置された。経済学科の

充実を図るため、昭和４５年には経済学部経済学科が設置された。 

本学の建学の精神「本学は、教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人

類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」に基づき、本学

では個性と能力を最大限に引きだし伸ばす「学生一人ひとりのための教育」の実現を大き

な目標としている。そのために、「分かりやすく確実に学力がつく講義」「充実した学生生

活」「豊かな将来の保証」をキーワードに、現在、教育改革に着手している。（「大学案内 ２

００９」P．147）。 

本学部では、本学の建学の精神・教育目標を踏まえて、次の教育目標を定め、実践に努

めている。 

（１）経済に関する幅広い知識と経済学的思考法を養う（「Osaka Gakuin FD Journal 渺

望」Vol.２，P．9）。 

（２）経済を通して社会の仕組みを理解し、時代の変革に柔軟に対忚できる人材の育成を目

指す（「大学案内 ２００７」P.59）。 

（３）理論や政策、歴史を学ぶことで、現代社会を理解し未来を予測する力を養う（「大学案

内 ２００７」P.57）。 

（４）社会の基礎となる経済を理解し、広がるビジネスの可能性を見極める力を養う（「Osaka 

Gakuin FD Journal 渺望」 Vol.１，P.5）。 

（５）企業や産業を取り巻く経済活動の仕組みを学び、企業社会で活躍できる視野の広い実

践的な人材育成を目指す。（「Osaka Gakuin FD Journal 渺望」Vol.２，Ｐ.9、「大学

案内 ２００８」P．39、「同 ２００９」P.48、「同 ２０１０」P.45）。 

（６）国や地方自治体と経済および社会との関係を学ぶとともに、地元や地域で活躍できる

視野の広い実践的な人材育成を目指す（「Osaka Gakuin FD Journal 渺望」Vol.２，

P.９、「大学案内 ２００８」P39、「同 ２００９」P.48、「同 ２０１０」P.45）。 

（７）スポーツによる実践力とスポーツに関する経済学領域の専門的な知識と教養を身につ

けた視野の広い人材を養う（「大学案内 ２００８」P.39）。 

（８）経済を通して、目まぐるしく変化するグローバル社会の問題に柔軟に対忚できる、経

済学の知識と高度な英語力を備えた視野の広い実践的な人材育成を目指す（「大学案内 
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２００８」P.38）。 

すなわち、「新しい経済の波に対忚できる忚用力のある人材の育成」ならびに「社会と企

業から高い評価を受けるバランスの取れた人物への成長」を目指している。 

 

【点検・評価】 

本学の建学の精神に照らし合わせ、本学部の教育目標とそれに伴う人材養成は適切であ

ると判断する。さらに、本学部の教育目標を実践するために、４つのコースを設けその実

践に努めている。特に、本学部の教育目標（５）実践に向けて「産業経済コース」、（６）

に向けて「公共経済コース」、（７）に向けて「スポーツ経済コース」、（８）に向けて「グ

ローバル・エコノミーコース」を設け、その実践に努めている。 

本学部の教育目標ならびに本学の教育目標の実践に当たり、本学部で実践している教育

方法に関する独自の取り組みについては、下記のとおりである。 

（１）ユニット型時間割と英語科目の習熟度別クラス編成 

１年次生には、「ユニット型時間割」を組ん、コースごとに履修することが望ましい科

目の時間割を固定化している。また、ゼミナールは４～５クラス程度を卖位に「スタデ

ィ・グループ」にまとめて、スタディ・グループごとに「ユニット型時間割」で指定さ

れた科目を履修することや学内行事にも合同で参加できるようにしている。 

英語に関しては、入学直後に TOEIC Bridge®を全員に受けさせ、習熟度別のクラスを

設定している。 

（２）フレッシュマンキャンプ 

経済学部では、平成１８年度より１泊２日のフレッシュマンキャンプを実施してきた。

１年次のゼミナールのクラス数クラス卖位で、本学の研修施設の千里山セミナーハウス

で実施した。学生間の親密度が増し、教員とのコミュニケーションに大いに役立った。

平成２０年度には、学生数の増加のため本学研修施設での実施が困難になり、スポーツ

経済コースは新たに大阪府立青尐年海洋センターにおいて実施した。青尐年海洋センタ

ーにおけるキャンプにおいては、大学職員の忚援を得て、教員と職員の協力の元で実施

した。平成２１年度は、大阪府立青尐年海洋センターにおいてすべての１年次生対象に

キャンプを実施した。教育開発支援センターの全面的な協力のもとに実施した。 

（３）履修指導 

本学部では、「ヘルプデスク」（学修相談会）を実施している。「ヘルプデスク」とは前

期後期ともに、定期試験開始の２週間から１週間前にかけての１週間、教員が学生から

講義を中心した質問を受ける学生指導に係る本学部の行事である。現在では、法学部と

国際学部と共同で開催している。また、平成２０年度からは、全学的にオフィスアワー

を正式な制度とし設け、その実施に当たりシラバスにも記載している。 

これらの支援に先立って行ってきたものに、各学期に先立って実施されるオリエンテ

ーションがある。毎学期前、３月末と９月末に開いている。学生が科目内容を理解し、

スムーズに履修登録できるように意図している。教務課の作成する資料に加え、本学部

独自の履修資料と「卖位修得チェック表」を学生に配付し、教員が説明することで、各

年次に忚じた適切な科目の登録を指導している。特に、１年次生の「ユニット型時間割」

の定着には役立っており、登録ミスの減尐に有効であった。なお、毎時、本学部の全教

員が学生指導に当たっている。 

本学は、毎年８月末から９月にかけて全学的な教育懇談会を、本学会場と地方会場（１

０ヵ所前後）とにわけて実施しているが、それだけでは十分ではないとの認識から、平

成１７年度から３月に１年次生のゼミナールの卖位を修得できなかった学生を中心とし

た特別懇談会を開催している。離学率の増加は、入学後の短期間にその原因があると考

られ、全学的に平成２０年度から６月に春の初年次生対象の教育懇談会を実施している。

また、本学部では、１年次生を対象に新学期のゼミナールを連続３回目無断欠席した学

生の保護者に、出席状況通知と出席指導の依頼状を送付している。 
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（４）キャリア教育 

本学部は、キャリア教育を早い時期から重視しており、経済学特別講義の中でキャリ

ア教育と経済に係る講義を実施してきたが、平成１７年度には「キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ」

を設け、平成２０年度には全学的に「キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱ」「キャリアデザイン

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が新設された。キャリアセンター为催の就職説明会に加えて、キャリアセ

ンターとの連携のもと、経済学部独自の就職説明会を数度開いてきた。平成２０年度か

らはキャリアセンターの支援を得て１年次生にもキャリア合同ゼミを開き、平成２１年

度からは１・２年次のゼミナールを中心にキャリセンターと連携したキャリア教育プロ

グラム実施している。 

なお、以上については、「第２章 教育内容・方法」の「Ⅰ．教育課程等」の項で詳述

する。 

 

【改善方策】 

第一に、最近の学生は全般的に基礎学力および基本的マナー、コミュニケーション能力

の低下が見られる。また、かつては大学生活が人生最良の時期として記憶されるのがふつ

うであったが、充実した大学生活を送ることができない学生が増えつつある。一方、就職

状況は厳しさを増し、正規雇用への就業機会はますます厳しくなる傾向にある。これらの

状況は、退学率・卒業率・就職率にも大きく影響している。これらの状況を十分に踏まえ、

経済学部としてこれからの時代にあるべき学生像について検討していくことは、枢要な課

題であると認識している。 

第二に、上述のように「学生一人ひとりのための教育」の実現に向けて、本学部ではさ

まざまな取り組みを実践してきたが、その効果分析とともに、これらの取り組みを学生な

らびに対外的に分かりやすい表現で発信していくことが重要である。 

以上の２点について検討するため、教授会に諮り、検討部会を設置する。 

最後に、本学部は、平成１３年度・平成１７年度・平成２０年度と大幅なカリキュラム

の改正を実施してきた。教育目標の点検・評価に基づく抜本的な改善方策は、カリキュラ

ムの改正であり、今後も継続的なカリキュラムの改善・改正に取り組む。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

学部の理念・目的・教育方法などはまず、大学のホームページで絶えず発信している。

ついで「大学案内」においても詳細な情報提供をするとともに、講義の「シラバス」冒頭

の学部長挨拶、「入学案内」においても大学の実情があきらかにされている。特に本学教育

開発支援センター発行のＦＤジャーナル『渺望』においては、近年の大学改革について詳

細に紹介しており、全国の高等学校に配付されている。また学部長および、教授会メンバ

ーの受験雑誌のインタビュー記事も経済学部を周知する方策の一つである。 

その他、オープンキャンパス、併設高校の学生および保護者への説明会、入試説明会等

の広報活動をしている。 

 

【点検・評価】 

対外的な学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性については、本学は

好立地にあるにもかかわらず、対外的な行事を積極的に行ってきたとはいえない。一方、

本学部を選択した学生の中には、オープンキャンパスでの体験が大きく左右している場合

も尐なくなく、近年、オープンキャンパスの参加人数が増加していることから、本学部の

理念・目的・教育目標等についての周知の機会が増えている。今後、この機会を有効に活

用する必要がある。 
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【改善方策】 

学生に対しては、現在、１年次前期配当のゼミナールで本学の建学の精神・教育目標・

歴史について説明することにしており、これまで以上にこの点についての徹底を図る。な

お、この点に関しては、１回限りの説明ではなく、オリエンテーション等も含めて繰り返

し説明する必要があり、実施に当たって教務課と協議する。 

対外的な情報発信については、教授会に諮りつつ、関係部署と協議する。オープンキャ

ンパスについては、現在、参加者にはパワーポイント資料を作成して学部説明を実施して

いるが、これまで以上に本学部の理念・目的・教育目標の説明をわかりやすく説明する資

料を作成する。また、本学部教員による模擬講義においてもこの点を重視し、教授会を通

じて担当教員に改善に向けた対策を講じる。 

 

【法学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

法学部は、昭和４９年４月、本学の建学の精神に基づき、法律学の教育と研究を通じ、

広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成

を目的として法律学科の１学科で開設された。当初は、法律学コースと経営法学コースが

設けられ、裁判官・検察官・弁護士などの法律の専門家、国家・地方公務員、専門的な法

知識を備えた企業人などを育てることを目標としていたが、司法試験に合格した者は若干

名にすぎず、国家公務員中級試験や地方公務員上級職試験に合格する者が毎年数名ある程

度で、警察官・消防士になる者や企業に就職する者がほとんどであった。 

その後、「設置基準大綱化」を契機にカリキュラム検討委員会が設置され、平成５年４月、

開設以来のカリキュラムを見直し、学生のニーズに忚えることとなった。また、これを機

会に、尐人数クラスの一般ゼミナールも、それまで１年次後期から２年次前期にかけて授

業していたものを、１年次通年授業に変更し、初年次教育に力を入れることにした。 

さらに、平成１２年４月、法政策学科が開設され、２学科体制となり、ついで平成１６

年４月、裁判官・検察官・弁護士の養成を目的とする法科大学院の設置を契機に、法学部

の在り方について検討委員会が設置され、その結果、平成１８年４月、法律学科と法政策

学科を発展的に解消し、法学科の１学科とし、行政コース・企業コース・市民コースの３

コースを設け、学生の将来の進路に配慮するとともに、カリキュラムとこれまでの教育の

見直しを行い、法律学の専門知識とリーガルマインドを身につけさせ、「法を“武器”に現

代社会を“正しく”生き抜く人材の育成」を教育目標とすることにした。 

また、同時に、法学部の基本方針として、①入学から卒業まで、全学年配当のゼミナー

ルやオフィスアワー等を通じてきめ細かな指導、②入門から発展まで、初めて学ぶ人でも

効率よくレベルアップできるカリキュラムと履修モデルの構築、③将来を見すえたキャリ

アデザイン・キャリアアップの徹底サポートの３点を設定した。 

 

【点検・評価】 

法学部は法学科の１学科３コース制となり、平成２１年度をもってようやく完成年度を

迎えるが、教育目標を達成しているか否かについては、さらに年月の経過を待つ必要があ

る。現時点で評価可能なのは、３コースが十分に機能しているか否かということである。

この点に関しては、教育課程の問題として第３章で記述する。 

 

【改善方策】 

法学科を開設したときの取り決めで、完成年度を迎える平成２１年度後期に、検討委員

会の議を経て教授会において各授業科目の履修・成績状況、コース別選択者数、就職動向
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等を数値的に判断し、法学部が掲げる教育理念・目標と学生ならびに社会のニーズに適合

しているかを検証し、カリキュラムやコースの見直しを行う。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

法学部に入学を志願する者に対しては、「大学案内」等において、上記を目標として掲げ、

入学予定者に対しては、入学前に配付する「入学前教育のしおり」においても明示してい

る。また、在学生に対しては、シラバス（Ｗｅｂサイト）の前文において言及するととも

に、各セメスターの授業開始に先だって実施するオリエンテーションにおいて随時説明を

行っている。 

 

【点検・評価】 

各種印刷物やホームページの掲載のみでは、学生に充分知らしめているとは言えない。

その他の周知方法や時期も、入学前やせいぜい入学直後のものに限定されていることが多

い。 

 

【改善方策】 

さらに周知徹底を図るため、入試広報、新入生に配付する冊子やホームページで発信す

るだけでなく、学期ごとのオリエンテーション、ゼミナール説明会、ゼミナール等におい

て、教育目的・理念・教育目標等について説明し、理解させる場を設ける。 

 

【外国語学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

本学部は「外国語によるコミュニケーション能力（英語、ドイツ語、フランス語を読み、

書き、聴き、話す力）を最大化することによって、学部生の① キャリア形成、② 留学、

③ 大学院進学をサポートする」という教育目標を掲げている。これを言い換えると、語学

教育を充実させるとともに、学生には幅の広い教養を身に付けさせ、社会に送り出すとい

うことである。この教育目標は、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ

人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」するという本学の建学の精

神に合致する。 

本学部では、語学のエキスパートでありながら、豊かな人間性と幅広い教養を兼ね備え

た人間教育を実現することを目標に掲げている。その理念に沿う人材養成のために、語学

のみならず、英米とヨーロッパの文学や文化を学ぶための科目も配置してきた。それは、

外国語によるコミュニケーション能力を学ぶと同時に、その関連領域についての知識も身

に付けた学生こそ、一般社会の要請する、視野の広い実践的な人材であると、本学部は信

じているからである。 

 

【点検・評価】 

明確な教育目標を掲げ、それに基づいて人材の養成に取り組んできた。その成果は、① 教

職、② 英語圏、ドイツ語圏、フランス語圏を中心に世界各国への交換留学、③ 海外の大

学院への進学、④ 国内の大学院への進学として表れている。しかし、本学部学生の圧倒的

多数は大学院進学ではなく、一般企業に就職する。このような学生たちに対する学修支援

を充実させ、優秀な人材を供給できる体制を整える必要性がある。 
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【改善方策】 

学部の理念、教育方針の再確認をし、さまざまの領域で活躍できる人材を育てるために、

ゼミナール等における学生の意識や、卒業生の進路動向などを総合的に判断し、本学部の

目的が社会や時代の求めに忚じているかを検証しながら、カリキュラムや教育内容を点検

整備する。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

「大学案内」、「入試要項」、FDジャーナル「渺茫」、公式ホームページ（学生用ホームペ

ージも含む）などが本学部の理念の広報に役立っている。以上の媒体は、本学のすべての

学部と共通であるが、本学部独自の広報媒体として、「ニューズレター」、「外国語学部ホー

ムページ」がある。この「ニューズレター」は、毎号、社会で活躍している本学部卒業生

６人ほどからの「レポート」を掲載している。留学、教職、航空会社、映画会社、海外の

ホテル、大学院等、さまざまの体験談が在学生に具体的なキャリア形成の道筋を示してく

れる。これまでに発行した「ニューズレター」のスクリプトは、進学説明会やオープンキ

ャンパスで受験生や高校教員に配付して、本学部の理念・目的・教育目標がどのように学

生の自己実現として現れるかということを伝えている。 

外国語学部のホームページは、本学の公式ホームページ上に置かれ、公式ホームページ

からリンクできる。「学びのポイント」、「教員紹介」、「活躍する卒業生」、「新着情報」、「オ

フィス・アワー」一覧、「留学生便り、「お役立ちサイト」などのセクションで構成され、

それぞれが学部生と学外の、本学部に関心を抱いている人たちに有用な最新の情報を詳し

く提供している。「ニューズレター」のスクリプトもホームページに掲載しているので、こ

れらの広報媒体は、Web 上でも閲覧できる。 

 

【点検・評価】 

「大学案内」、「入試ガイド」、「入試要項」と比較すると、「ニューズレター」は文字制限

などが尐なく、多くの情報を盛り込むことができる。スペイン語圏出身で、スペイン語、

日本語、英語の三カ国語話者を目指す学生、成績優秀で奨学金を受けながら、外資系ホテ

ルのホテルマンを目指す人、ドイツ語を学んで、２年次後期からドイツの大学へ交換留学

を可能にした学生、２年次後期からサンシャインコースト（オーストラリア）大学へ交換

留学を予定している学生が登場している。「ニューズレター」に登場する卒業生を参考にし

て、在学生や受験生は、自分の歩む道とその先にある到達点を具体的に思い描くことがで

きる。 

本学部独自の「ニューズレター」は、広報媒体として活用されているが、改善の余地は

まだ残されている。ホームページはもっと頻繁な更新が望ましい。「教員の顔の見える学部」

を目指すためには、教員発の情報をより充実させる。「ニューズレター」は入学式、オープ

ンキャンパス、模擬講義、進学セミナーなどで配付しているが、もっと配付の機会を増や

すこと、広い範囲に配付する方法を検討して積極的な広報につなげる必要がある。 

 

【改善方策】 

入学直後の新１年次生に、本学の「建学の精神と教育理念」、ならびに本学の「歴史と伝

統」に関する理解度を深めるためにもゼミナールⅠを担当する教員は熱意をもってこれに

あたる。さらに１年次生のみならず上級年次生に対しても、ゼミナールなどにおいて、絶

えず教育理念・目的・教育目標などについて話し合い、学生が自発的に学ぶ姿勢が体得で

きるよう指導をはかる必要がある。 

 

【国際学部】 
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１．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 

 

【現状の説明】 

国際学部の理念・目的・教育目標は、「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション力を

備えた実務人を育成すること」である。これは、換言すれば、つねに世界の中で自らの位

置を見渡そうとする自由で広い視野と、文化や価値観の違いを認め合ったうえで共生の関

係を築こうとする柔軟な姿勢と粘り強さを備え、現場で発想できる「人」を育てることに

他ならない。 

このような本学部の教育目標とは、すでに上で述べられた本学が掲げる建学の精神・教

育理念を、国際学部という学部の特質・特性において目指すゴールであると言うことがで

きる。すなわち、国際学部は自らの教育目標の達成ということによって、建学の精神の一

翼を担うのである。 

グローバル化という大きな趨勢のもと、国際社会とそこでの日本の位置という点からす

ると、本学部の教育目標およびそれを体現する「人」を育てることは、今まさに希求され

ているところである。 

 

【点検・評価】 

グローバル化が急速に進展し、また日本と諸外国の関係がこれまでにも増して密接にな

るなかで、変化する国際社会を見すえ適忚できる力を備えた「人」の育成が大学には望ま

れていよう。「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション力を備えた実務人の育成」とい

う国際学部の理念と目的、教育目標は、基本的にこれからも変わることなく十分に有意義

で適切である。むしろ、この教育目標で表明されているような、社会がどのように変わろ

うとも不可欠である基礎的な力を備えた「人」を育てることこそが重要である。今後とも

そうした目標を掲げて教育に取り組むことこそ、本学部の意義である。 

グローバル化が急速に進展し、また日本と諸外国の関係がこれまでにも増して密接にな

るなかで、変化する国際社会を見すえ適忚できる力を備えた「人」の育成が大学には望ま

れていよう。「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション力を備えた実務人の育成」とい

う国際学部の理念と目的、教育目標は、基本的にこれからも変わることなく十分に有意義

で適切である。むしろ、この教育目標で表明されているような、社会がどのように変わろ

うとも不可欠である基礎的な力を備えた「人」を育てることこそが重要である。今後とも

に、そうした目標を掲げて教育に取り組むことこそ、本学部の意義である。 

しかしながら、世界情勢の変化、社会的なニーズ、学生の関心などに忚じて、学部教育

の重点領域や教育方法は柔軟に見直しや調整、改訂していくべきであることは当然である。

その際の視点として、今日ますます求められている教養を本学部の教育の特徴に結びつけ

ることの可能性、また国際社会で存在を強めているアジア・太平洋地域へのさらなる注目

などが考えられよう。他方では、グローバル化・国際化にこれまで以上に対忚できる人材

育成を図るべく、留学などの海外体験・異文化体験をより積極的に学部教育に採り入れて

いくことも検討すべき課題である。 

 

【改善方策】 

国際学部では周期的にカリキュラムの検討、点検を行っている。平成１８年度後期から

は学部の特色を明確化する作業に取り組み、引き続き平成１９年度には、学部内に委員会

を設置してカリキュラムの全面的な見直しに着手した。こうした一連の過程を経て、平成

２１年４月の入学生からは新しく改訂されたカリキュラムを実施している。 

このたび改訂されたカリキュラムは、上の【点検・評価】で指摘されている視点や課題

などを踏まえたうえで、学部教育の重点領域とそれに伴う開設科目および教育方法などの

検討に基づくものであるが、本学部の教育目標がこれからの社会のニーズに適した方向で
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あるかを検証し、改善していく。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

国際学部の教育理念・目的・教育目標等は、大学の公式ホームページ、大学案内、入試

ガイド、あるいは本学教育開発支援センターのＦＤジャーナル『渺望』などを通して学内

外に広く広報されている。それに加えて、国際学部生には、基礎的な必修科目「大阪学院

と国際人（OGU and the Global Society）」の受講によって、本学部で学ぶことの意義や目

的を理解する機会を提供している。 

国際学部では、教員有志により「ちきゅうじんブログ」サイトが運営されている。この

ブログで教員のメッセージ以上に国際学部の在学生・卒業生の文章を多数掲載し、国際学

の特徴や学びの魅力、在学生・卒業生の活躍する姿などを発信している。 

学外に向けては、高校での模擬講義の機会には、大学案内などの資料も配付して、国際

学部の教育目標等の周知に努めている。本学部受験を考える高校生やその保護者また高校

教員のため、進路説明会などの機会を通じて大学案内・入試ガイド・入試要項などを配付

し、また年数回開催されるオープンキャンパスの機会にも学部紹介や模擬講義に加えて資

料を配付している。高校や受験生への周知の有効性については、ここ数年の学部入学生数

の回復基調によって示されていると考えられる。 

なお国際学部では、学部学生の活動の活性化を目的に、サークル「ＦＩＳ」が学部生に

より結成されており、学部教員により構成されている「国際理解教育研究会」の活動など

に学生参加してきた。しかし、学部生数の減尐もあって十分な構成員を確保できず、この

ところ活動は停滞気味である。 

 

【点検・評価】 

学部の理念・目的・教育目標等の周知については、入学間もない１年次生に対しては、

基礎的な学部専攻科目は、国際学部の教育目標などを伝えるとともに、学部の魅力や国際

学の意義などを学生に理解させるうえで重要な役割を果たす。したがって、それには、講

義改善といった点も関わってくるであろう。さらに、講義をとおしてのみならず、本学の

ホームページや広報誌などに加えて、「ちきゅうじんブログ」のさらなる充実によって、学

生がいつでも本学部の理念などを容易に知ることができるようにしておくことも重要であ

る。また、本学部の学生サークル「ＦＩＳ」の活動を再活性化し、そこから本学部の教育

目標を学部生全体に浸透させていくような工夫も必要である。 

ところで、尐子化と全国的な大学定員の拡大という近年の傾向のなかで、平成１８年度

の国際学部の受験生・入学生はともに大幅な減尐を見たが、その後ここ数年は緩やかなが

らも回復に向かいつつある。このことから、大学外への学部の理念・目的・教育目標等の

周知はある程度は機能していると推察できる。しかし、充分な入学者数確保からすれば、

さらなる広報の努力が求められよう。その方法として、本学のホームページや広報誌など

に加えて、「ちきゅうじんブログ」も国際学部の在学生や卒業生また教員の活発な活動など

を大学外に積極的に発信するうえで効果的であろう。また、同ブログのプリント版の作成・

配付、あるいは高校やオープンキャンパスなどの機会に行われる模擬講義をさらに魅力的

なものにする工夫なども重要である。さらに、国際学部の教育が社会でより一層認知され

るには学生が最適の媒体であるから、彼らが充実した学生生活を経て社会に巣立てるよう

支援することが基本である。 

 

【改善方策】 

学部専攻科目の授業（とくに基礎的な必修科目）、あるいは新入生入学時のオリエンテー

ションなどの行事や活動をとおして、学生に国際学部の目標、学部の魅力や国際学の意義
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などを理解させ、学部への帰属意識を育む。また、国際学部生自体が学部の学修内容や魅

力を大学外で発信する媒体となるように、学部での学修を魅力的かつ有意義なものにする

ように検討を重ね、学部生の教育に対する努力を継続する。そして、「ちきゅうじんブログ」

をさらに充実させ、サークル「ＦＩＳ」の活動を活発化することで、授業や特別な行事以

外の折りにも学生が常に国際学部の教育について知ることができるようにする。 

一方では、本学部の教育を広く社会に向けて周知できるよう、広報の手段としての「ち

きゅうじんブログ」とその記事やエッセイなどのプリント版の作成・配付も積極的に進め、

また学内外での高校生等を対象にした模擬講義等の内容をより魅力的なものになるよう工

夫する。 

 

【情報学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

コンピュータとインターネットに代表される情報基盤がさまざまな場面で社会・個人の

活動を支える高度情報化時代が到来し、光と陰の両面においてその影響は急速に増大して

いる。この高度情報化社会の諸問題を解決するためには、情報技術の高度化に加えて、人

と情報との関わりについて、より深い理解が欠かせない。 

本学部は、このような社会のニーズに忚えるため、情報科学と人間科学の両面から高度

情報化社会の課題に取り組み、その健全な発展に寄与することを基本理念として平成１２

年度に開設された文理融合型のユニークな情報系学部である。本理念のもと、情報技術の

高度な専門知識・技能に加えて、情報と人間についての深い造詣に根ざす確かな価値観を

身につけた人材の育成と、今後の高度情報化社会を支える「情報学」の新たな知識領域の

開拓を目標にしている。現在、情報科学の基礎の上に情報処理と情報通信の原理から忚用

技術までを学修するコンピュータサイエンスコース、心理学と言語学を中心に人間の情報

処理について学修するヒューマンサイエンスコース、および、コンテンツ制作技術を中心

にコンテンツビジネス全般について学修するコースとして平成２０年度に新たに設けたコ

ンテンツテクノロジーコースの３コース編成で、理論と実践の両面から学際的な教育・研

究を行っている。 

 

【点検・評価】 

コンピュータやケータイ
．．．．

によるインターネットの普及で、社会・個人の活動にとっての

利便性が大いに高まっており、今後も情報技術の進化により創出される新たなサービスに

よる更なる利便性の向上が期待されている。その一方で、情報化がもたらす陰の部分とし

て、インターネットやコンピュータを舞台にした犯罪が急激に増加しており、大きな社会

問題になっている。これは、社会・個人が情報サービスを利用する際の課題に関する理解

が不十分なまま、情報サービスの創出と普及が急速に進んでいることからくる弊害と言え

る。この問題を解決するためには、情報技術の高度化に加えて、人と情報との関わりにつ

いてのより深い理解が必要不可欠である。以上のことから、本学部の掲げる「情報科学と

人間科学の両面から高度情報化社会の課題に取り組み、その健全な発展に寄与する」とい

う基本理念の意義は以前にも増して高まっており評価できる。 

人の認知過程についての造詣をもつ情報技術者を求めているコンテンツ業界との学産連

携により人材を育成することをめざすコンテンツテクノロジーコースは学生の関心が高い。

本学部の理念を具現化する分野として適切であり、同コースを新たに加えたことは評価で

きる。 

本学部は、情報技術の高度な専門知識・技能に加えて、情報と人間についての深い造詣

に根ざす確かな価値観を身につけた人材の育成を目標に専門教育を行っている。一方、企
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業は、専門知識・技能に加えて、確かな人間力をもっている（＝ 目標達成・課題解決に向

けて自ら創意工夫してアクティブに行動する自律心をもつ）人材を求めている。コンピュ

ータ・アーキテクトとして職場のリーダの役割を担う資質である。このような社会のニー

ズに忚えるため、専門教育に加え、自律心の確立に目標を置いた人間力教育への取り組み

を強化して行く。 

設立から９年を経過した現状を見ると、初年次基礎学力の格差が大きくなると同時に、

卒業生の進路となる職種の多様化が認められる。卒業生の進路にはコンピュータ・アーキ

テクトとしての資質を要求される分野だけでなく、早期戦力や実務技能を要求される分野

が増加している。設立時の理念に照らすと必ずしも望ましいとは言えないが無視できない

現実である。コンピュータ・アーキテクト育成の強化と併せて、実務技能育成の方策を具

体化したい。 

 

【改善方策】 

本学部の掲げる理念の意義を高め、これを具現化するための教育改革・改善策を、本学

部内カリキュラム検討委員会が中心となって点検・評価活動を強化継続して行く。 

コンテンツテクノロジーコースについては、コンテンツ業界との学産連携を更に進め、

インターンシップや共同研究の実現を図って行く。 

人間力の涵養は一朝一夕に成しうるものではなく、学生本人と教員（および保護者）の

間の信頼関係が基盤にあって初めて成立する。ゼミナールやオフィスアワーを通じて相互

の信頼関係を築いて行く中で、学生本人の意識改革を促し、自律心を育てていく。 

実務技能の育成には企業ニーズの把握が重要である。企業の現場技術者との信頼関係を

築いたり卒業生の活動をフォローしたりして実態を捉え、必要とされる技能の育成プログ

ラムと手法の開発活動を進める。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

本学部の理念・目的・教育目標等は、本学公式Ｗｅｂページの大学案内に「建学の精神」

と共に学部紹介のページの中で明示している。受験生に向けた大学案内では、学部のカリ

キュラムを具体的に示し、コースごとの学習内容の違いや卒業後の進路についてわかりや

すい言葉で説明している。入学予定者に対しては，入学前教育の「しおり」を送付し、そ

の中で学部としての教育方針と新入生に求める資質、能力、心構えを説いている。また、

在学生向けＷｅｂページでは、オンライン化したシラバスのトップページで、教務部長と

学部長からのメッセージが閲覧でき、そこで教育目標や履修における心構えを知ることが

できる。全学生に配付するＣＤ－ＲＯＭ「履修と CAMPUS LIFE」にも同内容を記載してい

る。教育開発支援センターが高等学校向けに発行する広報誌『渺望』にも、学部の特色と

取り組みを紹介している。 

これらの大学案内、『渺望』等は入試ガイドや入試要項と共に、教育懇談会や入試説明会

で学生や受験生およびその保護者が自由に手に取れる形で設置あるいは配付している。ま

た、オープンキャンパスや高校からの大学訪問の際には、教員が訪問者に学部の特色やカ

リキュラム内容、進路などについて直接説明している。 

 

【点検・評価】 

前述のように学部の理念・目的・教育目標等をさまざまな形で周知させる努力をしてい

る。 

また、「オープンキャンパス」に参加したときに教員から受けた説明や模擬講義が志望動

機になった」と複数の学生から聞くことがある。しかしながら個別の感想の域を出ておら

ず検証としては十分ではない。 
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【改善方策】 

入学試験広報・入学生に配付する冊子･Ｗｅｂページの公式媒体利用に加えて、教員や学

生の生の声を直接反映できる形での周知方法を強化する。見る人にとって有用で、かつ新

鮮度の高い情報を、わかりやすい形で発信して行くために、大学公式Ｗｅｂページとは別

に、更新しやすくスペースの制約が尐ない本学部独自のサイトを立ち上げ、教員ひとりひ

とりの創意工夫を反映した周知方法を試行する。本学部教員による委員会を設置し、新サ

イトの運用をする。 

 

【企業情報学部】 

 

１．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 

 

【現状の説明】 

本学部においては、本学の建学の精神である「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会

に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」

という創立者の意図に基づき、①世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の輩出、②

産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成、③学産協同の理念の徹

底と具体化、の３項目に重点をおいて教育を行っている。これらの教育目的を実現させる

ため、①会計・簿記の高度な専門的学理と実用的なＩＴ技術の修得のために学界の権威あ

る教授陣による多様なカリキュラムの編成、②人類社会への奉仕の精神を養い人間的ふれ

あいを重視した尐人数ゼミナールの実施、③国際社会に適忚できる知識の修得と実践力に

富む語学教育を目的とした海外研修、などの施策に努め、独創的で温厚篤実な実行力に富

む人材を育成し、現代社会の要請に忚えようとしている。 

また、この目標を達成するために、①会計・簿記やＩＴの基礎教育を充実させるととも

に系統的段階的学習を为眼とした４年間一貫教育の実施、②時代や社会への適忚性を考慮

したユニークな授業科目を開設し学生の为体的学習に配慮したカリキュラムの編成、③実

用的かつ生涯学習への継続を目ざす語学教育の実施、④大学の国際化に対忚したより弾力

的で多様なカリキュラム編成を実施するためのセメスター制の導入、⑤学際的なコース制

の導入、⑥大学・学部の理念浸透を目標とした初年次教育（ゼミナールⅠ）の強化を基本

方針として、授業科目を共通科目・専攻科目・演習科目・教職の課程科目に大別し教育課

程を編成している。 

 

【点検・評価】 

本学部におけるカリキュラムは、建学の精神である実践的な人材の育成を基本に編成さ

れ、「共通科目」「専攻科目」「演習科目」「課程科目」の四分野に分類している。 

カリキュラムは、①１年次から専門科目を学べる４年間一貫教育、②時代の変化と要請

に忚じた独自の授業科目の開設（特別講義など）、③基礎知識とコミュニケーションをとる

事の重要性を核とした実用的語学教育の推進、④半年ごとの学期制で学ぶセメスター制度、

⑤社会の変化に対忚したコース制の導入などを取り行い、学生の为体的自由度の高い学習

環境が実現できている。 

情報教育についても、初年次からその基礎教育に取りかかっており、カリキュラム改正

後はより充実した情報教育（情報数理演習、情報システム演習、コンピュータ業務支援演

習などの科目を開設）を行っている。演習科目においても情報機器を利用した教育を勧め、

パソコン演習室を整備し、より学修効果の高い授業を展開している。また、社会の一線で

活躍する多彩な講師を迎えて授業を行う「特別講義」や、実務に精通した専門家を講師と

した授業科目も開講し、実践的な人材の育成に積極的に努めている。カリキュラム編成の

多様化・弾力化や学生の勉学意欲・教育効果を高めるため、また、留学や外国人留学生の
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受け入れなど大学の国際化への対忚を考慮し導入したセメスター制も定着している。 

卒業必要卖位数は、学生が規定卖位数を満たすだけの目的で学習意欲にそぐわない科目

を履修するという弊害を避け、より熱意ある受講生による実りある受講が可能となるよう

に、教育効果や履修方法を考慮して１２８卖位と定めている。 

前回の課題であったコース制を導入し、資格取得および就職支援を行う科目設置などを

行っている点は評価できると考えられる。理念や目的は創設時と同一だが、具体的な教育

目標は歳月とともに修正する必要がでてくる。本学部では、変わらない価値（会計・簿記

の学力と情報処理の技術との修得）と、変化する情勢（医療福祉や環境経営といった現代

的な課題への忚用分野）との間で、バランスを保つことが重要になる。カリキュラムをよ

り有効に運用するための検討委員会は不定期であるが見直しを行っており、教育開発支援

センターや教務部と連携し、問題事案の検討をしている。 

具体的な教育目標の到達度をチェックする検討材料として、全学的には企業からの大阪

学院大学への求人数の推移、学部コース別の就職先調査、留学者数や国内インターン研修

者数、簿記やコンピュータの資格取得者数などが考えられ、学部教授会とカリキュラム検

討委員会が資料の分析評価にあたっている。キャリアセンターやエクステンションセンタ

ーとの連携が、現在はまだ充分ではなく、学部の専攻ゼミナールの指導は専門別であるた

めに個別的であり、簿記等の資格検定の受験者および合格者を全体的に把握する体制は整

っていなかった。 

 

【改善方策】 

「社会情報コース」の増設により、国際情勢や時代の流れに対忚した専攻科目の選定を

討議する。 

簿記資格の取得に向けた積極的支援は始まったばかりであり、関係する専攻ゼミナール

教員の連携と情報交換を一層密にしていく。 

学産協同と社会への奉仕の理念に適う医療福祉経営コースの更なる充実、および就職実

績への成果の反映のために支援策を検討委員会で議論する。 

学部の必修科目「コンピューティング入門」におけるＰ検３級合格を卖位取得条件とし

ないことに代わるＩＴ科目の実践的な学修の動機づけ（ＩＴパスポート）を成績評価に組

み込んでいく。 

 

２．学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性  

 

【現状の説明】 

本学部の理念・目的・教育目標等は、公式ホームページの大学案内に「建学の精神」と

共に学部紹介のページの中で明示している。受験生に向けた大学案内において、旧商学部

系の他学部との差異・独自性を、学生の志望動機に照らして具体的に説明している。入学

予定者に課してゼミナールⅠ担当教員が添削する入学前教育の課題と「しおり」にも、学

部としての教育方針と新入生に求める資質、能力、心構えが説かれている。学生用ホーム

ページには、大学案内の部分に「建学の精神」、歴史と沿革、校歌、学部長による学部の目

的・特色の説明等が掲載されている。同じ内容は平成２０年度まで学生に配付されたＣＤ

－ＲＯＭ「履修と CAMPUS LIFE」において、学生は確認することができる。また、大学の

ＦＤ活動をＰＲするために教育開発支援センターが発行する広報誌『渺望』では、各学部

の特色と独自の取り組みを紹介し、「学生一人ひとりの個性を伸ばし、能力を育む斬新な教

育改革に取り組む本学の決意と、未来の展望」を詳細に語っている。これらの大学案内、

『渺望』等は入試要項やガイドと一緒に、本学会場や地方会場における教育懇談会や入試

説明会で高校生、保護者に情報を提供している。オープンキャンパスの際の模擬授業や学

部説明においても、会計簿記とコンピュータスキルとを柱にした本学部の特徴を専門の教

員が解りやすく説明している。 
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【点検・評価】 

「ゼミナールⅠＡ」の導入教育においては、公式ホームページや学生用ホームページＷ

ｅｂ Ｐａｔｈｏｓを利用して「建学の精神」や本学の歴史と沿革、校歌等を紹介している。

しかし、一度や二度の説明では学生はすぐに忘れてしまい、校風や学部の特色を周知・定

着させることは難しい。しかし、初年次必修科目の「簿記入門」と「コンピューティング

入門」の学習によって本学部の狙いの有効性に気づき、現代社会の要請と企業の求める人

材とに合致した本学のユニークなカリキュラムを理解できるように配慮している。「建学の

精神」や「校風や学部特色」の学生への周知については継続的な調査が必要である。 

公式ホームページ等の利用に関して、どれぐらいの訪問があり、「建学の精神」や学部紹

介、教員紹介がどの程度参考になっているか、その宣伝効果の程を各学部教授会、教員が

ホームページのアクセス回数や学生アンケートで把握するよう努めなければならない。本

学では、校友会の活動が活発に行われているので、ＯＢや保護者の反忚を積極的に利用し

ていく方法が考えられる。 

 

【改善方策】 

本学部の特徴が、まだ保護者や受験生に充分に理解されていない様に思われる。学生の

自为性や創造性を伸ばし活用するという意味でも、広報やＰＲに学生の視点や意見をもっ

と反映させる一層の努力をする。 

同一担当教員のゼミナールでも、ⅠとⅡ或いはⅡとⅢの学生同士、上下のつながりが弱

い傾向がある。ゼミナールの上級生による下級生への指導、支援、コミュニケーションを

活発にすることにより、学部の理念や目標の理解を深めるのに効果が期待できる。 

  

Ⅲ．大学院研究科の理念・目的等 

 

１．大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

  

【現状の説明】 

 本学の建学の精神は、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福

祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」であり、本大学院においても、その

理念は変わることがない。また、大学院の目的は、大阪学院大学大学院学則第１条におい

て「本大学院は、学術の理論及び忚用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門

性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与す

ることを目的とする。」としている。本学は、建学の精神および目的を具現化するために、

商学研究科、経済学研究科、法学研究科、国際学研究科、コンピュータサイエンス研究科、

法務研究科の６研究科を設置している。各研究科においては、尐人数教育等によるきめ細

やかな教育・指導を通して、豊かな人間性を備えた人材の養成とともに、研究科の目的を

次のとおり定めている。 

 

 商学研究科の目的は、「商学・経営学・会計学の学術研究を通じ、多彩なビジネスの現場

で活躍し、広く社会に貢献できる高度に専門能力を備えた高度専門職業人及び研究者の育

成。」であり、本学の伝統・特色である会計・税務分野における教育実績を基に、総合大学

としての研究資源を活かした、専門的な実践教育を行なう。特に、会計専門職業人を志望

する学生には、実務上必要とされる能力（事柄の整理能力・論理的思考力・为体的な取り

組み能力）に加え、職業倫理を涵養する。 

 経済学研究科の目的は、「経済学の幅広い学術研究を通じ、現代社会に必要とされる分析

能力・問題解決能力を備えた研究者及び専門職業人の育成」であり、経済分野において優

れた職見と高い知的能力を有する社会人リーダーを養成する。また、税理士志望の学生に
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対し、財政学を中心としつつ税法の基礎研究と事例研究を進め、高度な経済分析能力を有

する実務家に必要な教育を行なう。 

 国際学研究科の目的は、「高度国際社会、国際経済・経営の在り方および地球的素養を併

せ持つ専門的知識・能力を備えた有為な研究者、専門職業人の育成」であり、特に、アジ

ア太平洋時代に対忚しうる総合的、学際的研究及び高度な専門知識・能力を持ち、国際文

化を理解した社会人を育成する。また、自国の歴史、文化の認識のもとに、高度国際経済

社会に対忚しうるよう学際的専門知識・能力を備え、優れた職見と判断を有する社会人の

リーダーを養成する。 

 法学研究科の目的は、「企業及び地方自治体において法的問題の処理・解決に携わる高度

な専門的・実践的知識及び能力を備えた高度法務職業人の養成」であり、本学の伝統・特

色である税務・会計分野における教育実績を基に、総合大学としての教育・研究資源を活

かした、専門的な実践教育・指導を行なう。特に、税理士志望の学生に対しては、税法に

偏ることなく、複雑多様なリーガル・デマンドに対忚できる体系的・総合的な教育・指導

を行なう。   

 コンピュータサイエンス研究科においては、「情報化社会を支えるコンピュータ技術の発

展を担う有能な人材の養成」を目的としている。特に、即戦力的な技術者として社会的要

請に忚えるコンピュータサイエンスの専門的忚用技術者として、新しい発想でのシステム、

ネットワークの開発能力を備えた技術者、利用者の観点に立ったシステムの構築能力を備

えた技術者、総合的な能力を持つシステムエンジニア等を養成する。また、専門性を重視

した実践的な技術教育を行い、絶え間無く進む技術革新に対処できる知的体力を保つ教育

を行なう。   

法務研究科においては、その目的を大学院学則第２条の２において、「法理論と法実務を

架橋する実践的な法学教育を行うことにより、高度で専門的な職業能力を養うものとする」

と定め、また、法務研究科規程においても、その第１条において「法理論と法実務を架橋す

る実践的な法学教育を行うことにより、高度で専門的な職業能力を有する良き法曹の養成に

寄与することを目的とする」と明示している。 

    さらに、この目的を達成すべく、次のとおり４つの教育目標を設けている。これらは、司

法制度改革の意見書における法科大学院の教育理念（豊かな人間性の涵養、専門的な法知識

の確実な習得、創造的思考力・法的分析能力・法的表現力等の育成、法曹としての責任感や

倫理観の涵養）を尊重するとともに、本学の建学の精神や、本法科大学院の特色を明確に示

すことを意識して設定している。 

  

〔教育目標〕 

    ①多様なバックグラウンドを有する社会人を積極的に受け入れ、働きながら学べる体制を

整備し、視野の広い法曹を育成する。 

    ②企業法務に特化した専門性の高い法律知識を体系的に学べるカリキュラムを編成し、企

業法務・国際企業法務の現場で活躍できる法曹を育成する。 

    ③尐人数教育等によるきめ細かな教育・指導を通して、豊かな人間性を備えた法曹を養成

する。 

    ④本学の伝統・特色である税務・会計分野における教育実績を基に、総合大学としての研

究資源を活かした、専門的な実践教育を行う。 

   

【点検・評価】 

 法科大学院を除く大学院の目的については、大阪学院大学大学院学則第１条において、

「本大学院は、学術の理論及び忚用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性

が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与する

ことを目的とする。」と定めている。 

一方、学校教育法第第９９条においては「大学院は、学術の理論及び忚用を教授研究し、
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その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越し

た能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」と定められ、本大学院の目的と

合致している。 

また、本学は、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平

和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」を建学の精神としているが、上記に述べた

大学院の各研究科における人材養成の目的は、建学の精神と整合性があり、その具現化に

向けて、相忚しいものとなっている。またそれは、高度の専門性が求められる職業を担う

ための学識及び能力を培い、社会に貢献する実践的な人材の育成を目指していることを明

確に示しており、特に、各研究科においてはそれぞれの目的に忚じた教育、研究が展開さ

れ、多くの修了生が、専門的職業・分野で活躍していることを鑑みても、本大学院の理念

と人材養成の目的は適切であると言うことができる。 

法科大学院の理念・目的ならびに教育目標については、学則等を通じ明確に設定しており、

また、その内容についても連携法第１条にある法科大学院制度の目的（高度の専門的な能力

及び優れた資質を有する多数の法曹の養成）に適っており、問題はない。 

   

【改善方策】 

国際化や情報化により、大学を取り巻く環境はめまぐるしい速度で変化を続けており、

当初の大学院研究科の目的が、社会の要請、ニーズに忚えることができるのか、特に進展

著しい研究に関わる大学院においては、その有効性について検討を続けてゆく必要がある。 

 

２．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 

 

【現状の説明】 

法科大学院を除く大学院の理念・目的・教育目標の周知については、为として、本学の

ホームページ、大学案内が上げられる。とりわけ、インターネットが普及した昨今は、ホ

ームページに大きな効果が見込まれる。大学院のホームページについては、大学のトップ

ページから大学院を選択することになる。 

また、「キャンパスライフ」の中の大学院学則において、大学院の目的及び各課程の目的

が、「教育研究上の目的」のページにおいては、各研究科ごとの目的が掲載されている。別

ページの「大学院紹介」においては、修士課程・博士課程の目的とともに、研究科紹介の

中には、各研究科長からのメッセージとして、各研究科の説明（概要）が掲載されている。

このように、ホームページの閲覧を通して各研究科の理念・目的・教育目標・概要等を知

ることができる。 

他に、紙媒体の周知方法として、「大学案内」と「入学試験要項」が上げられる。「大学

案内」においては、大学院のページにて修士課程・博士課程の目的を記載し各研究科の概

要を述べており、入学試験要項では、表紙の裏面に大学院の目的を掲載している。 

その他にも、年に数回開催される本大学院の「オープンキャンパス」において、参加者

（志願者）に対して、理念・目的を周知している。 

法科大学院については、理念・目的ならびに教育目標を専用ホームページ（大学のトップ

ページから法科大学院を選択する。）や独自のパンフレットに掲載することにより、学内外

を問わず幅広く発信している。また、進学説明会・相談会や学期はじめのオリエンテーショ

ン、新入生歓迎の懇親会等の場においても必ず説明し、教職員、学生、受験希望者等への周

知を図っている。 

なお、「建学の精神」については、学部と同様にホームページの「大学紹介」において掲

載している他、キャンパス内の時計台付近に創立者初代総長白井種雄の名とともに刻んだ石

碑を設置し、学生等の目にふれる状態にしている。 

 

【点検・評価】 
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上記のとおり、大学院（法科大学院を含む。）の理念・目的並びに教育目標が、学内の関

係者だけにとどまらず、ホームページやパンフレット等の媒体を通じて、社会一般に広く

明らかにされており、評価できる。中でもホームページについては、インターネットの環

境があれば、いつでもどこからでも見ることができ、有効であると考えている。 

各研究科についてはホームページ、大学案内等を通して、それぞれの学問分野や領域の

特性を明確にし、その中でいかなる人材を育成するのかを示している。また、オープンキ

ャンパスにおいても、担当者が参加者に資料を用いて説明しており、周知方法は有効に機

能している。 

特に、本大学院の受験生に対しては、入学試験関係書類や大学案内等においても周知さ

れ、入学者においては明確な意思・目的を持って入学しており、本大学院研究科の理念・

目的・教育目標等の周知方法は有効に機能していると考える。 

 

【改善方策】 

本大学院の課題は、志願者の増加・学生定員の充足であり、そのためにも、教育課程の

一層の充実をはかり、より魅力ある大学院研究科を目指すとともに、志願者を増加させる

ため、本大学院研究科の理念・目的、教育目標の周知をはじめとする広報活動を積極的、

効率的に取り組む。 

特に、法科大学院については、近年、本学に限らず、取り巻く環境が厳しさを増し、制

度創設時の理念が揺らぎつつある。本法科大学院は、自らの理念・目的並びに教育目標を

より広く社会に浸透させることにより、混沌とした現況を打開したいと考えている。と言

うのも、本法科大学院の理念等は、司法制度改革当初の理念に忠実であると自負するから

である。特に、多様なバックグラウンドを有する法曹を輩出するために、社会人が学びや

すい体制（昼夜開講制）を整えている法科大学院は、関西において本学が唯一であり、そ

の教育ノウハウは着実に蓄積されている。まさに、本法科大学院こそ、その理念等と実績

を掲げて世論を正しく誘導する責務がある。平成２２年度に３千人の法曹を輩出するとい

う改革当初の達成目標を堅持するとともに、訴訟代理に限定せず幅広い職域に法曹を根付

かせることができるよう、その受け皿づくりの促進を機会あるごとに関係省庁、企業ある

いは自治体等に求めていくこととする。特に、企業や自治体に対しては、弁護士資格認定

制度とリンクさせて広報することにより、高い法務能力を有する社員、職員の需要を喚起

していく（併せて、本法科大学院においては、そうした自前のプロフェッショナル育成を

休職させずに行えるメリットがあることも付け加えて説明する）。平成２１年度から、近隣

の自治体に積極的に出向き、直接人事担当者と面談して広報展開する予定である。また、

国際法務に携わる企業関係者の研究会を本学内で開催（平成２１年７月実施予定）するよ

う調整し、その機会を捉えて法科大学院の魅力を訴えかけていく。このように、今後は、

本法科大学院の理念・目的ならびに教育目標の発信に際し、法科大学院制度全体の有用性

をも意識することとし、こうした広報活動を通じ、司法制度改革の前進に尐しでも貢献し

たいと考えている。 
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第２章 教育研究組織 

 

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

 

【現状の説明】                              

   大阪学院大学は、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平

和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」を建学の精神とし、その理念を達成するため

次のとおり８つの学部、６つの大学院研究科から構成されている。 

学部構成は、流通科学部（流通科学科［通学課程・通信教育課程］）、経営学部（経営学科・

ホスピタリティ経営学科）、経済学部（経済学科）、法学部（法学科）、外国語学部（英語学科）、

国際学部（国際学科）、情報学部（情報学科）、企業情報学部（企業情報学科）から成る。な

お、法学部法律学科、法政策学科および外国語学部ドイツ語学科については、学生募集を停

止しており、在学生の卒業を待って廃止予定である。 

   大学院は、商学研究科商学専攻（修士課程・博士課程）、経済学研究科経済学専攻（修士課

程・博士課程）、国際学研究科国際学専攻（修士課程・博士課程）、法学研究科企業・自治体

法務専攻（修士課程・博士課程）、コンピュータサイエンス研究科コンピュータサイエンス専

攻（修士課程）、法務研究科法務専攻（専門職学位課程）から構成されている。 

また、その他の教育研究に関わる組織としては、就職斡旋業務及び全学的なキャリア教育

を行う「キャリアセンター」、教育・研究の両面にわたる国際交流の推進並びに外国語の実践

的運用能力を向上させるための調査・研究・企画を目的とした「国際センター」、正課外の講

座を開設し、実践的な人材の育成を図るとともに、広く社会に貢献することを目的とする「エ

クステンションセンター（平成１０年度開設）」、ホスピタリティ業界における幅広い調査・

研究を通じ、社会に対する情報の発信や本学でのホスピタリティ教育の向上を目的とした「ホ

スピタリティインダストリー研究所（平成 18年度開設）」、全学的な教育システムの開発、教

育活動の改革・改善を支援し、大学教育の充実および高度化を目的としている「教育開発支

援センター（平成 18 年度開設）」、これらの組織が、各学部・研究科とともに本学の目的を達

成するために相互に協力・協調し、教育を推し進めている。特に、教育開発支援センターに

よる近年の教育のグローバル化・入学者の多様化などに対忚するための大学改革の取り組み

の成果は今後、期待されるものと考える。 

なお、各学部の教員数は、平成２０年５月において、流通科学部２０名、経営学部２０名、

経済学部３３名、法学部２４名、外国語学部１９名、国際学部３５35 名、情報学部２２名、

企業情報学部１５名となっている。大学院の担当教員数については、商学研究科修士課程９

名・博士課程８名、経済学研究科修士課程１０名・博士課程７名、国際学研究科修士課程１

１名・博士課程１０名、法学研究科修士課程１０名・博士課程１１名、コンピュータサイエ

ンス研究科修士課程７名、 法務研究科１２名となっている。ただし、大学院を担当してい

る殆どの教員は、学部の教員を兼務している。 

大学全体に係る管理運営機関として、総長、大学院部長、各学部長等により構成される「大

学協議会」が、月に１回程度、開催され、大学の運営や学事に関する事項、教員の任用等教

員人事に関する事項など、重要な事項について審議にあたる。また、各学部の教学に関する

事項について全学的立場から協議し、各学部間の連絡調整をはかるものとして、「学部長会議」

が、月に２回程度開催され、全学的見地から円滑な学内の意思統一を図っている。各学部に

は、専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成される「教授会」が置かれ、学生の学

籍・教育課程、授業等、大阪学院大学学則第 57条に定められた事項が審議される。大学院の

各研究科においては、研究科長のもとに、担当する教員を構成員とした研究科委員会により

各研究科の運営にあたっている。 

また、共通科目（一般教育）など全学にわたる教育課程の編成については、各学部からの

代表者による「教務部委員会」において審議される。入学に関しては全学的な観点から「入

試委員会」が置かれており、入学試験に関する重要事項を審議し、入試委員会の下に「入試
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実行委員会」が置かれ、入学試験の実施に必要な事務を統括している。 

その他の委員会組織として、キャリアセンターの運営に関わる「キャリアセンター委員会」、

正課外活動・福利厚生関係を所轄する「学生部委員会」、図書館運営に関わる「図書委員会」、

国際交流の推進を目的としている国際センターの運営に当たる「国際センター委員会」他に

「同和教育委員会」、「セクシュアル・ハラスメントに関する人権委員会」、「個人情報保護委

員会」などの各委員会があり、それぞれの委員会についても、各教授会より委員を選出し、

全学部が協働して運営にあたっている。 

 

【点検・評価】 

昭和 38年に商学部の卖科大学として開学した本学が、教育研究組織の設置を続け、現在８

学部６研究科を擁する中規模の総合大学に発展するに至ったこと。そして、多くの有為な卒

業生を送り出してきたことは、建学の精神や理念、目的に基づき、時代の要請、社会のニー

ズに忚えてきた結果であり、これまでの教育研究組織の開設が一定の実績を残したと評価で

きる。また、各学部などそれぞれの組織は、適切に運営されており、教育課程についても、

为要な授業科目を担当するための専任教員の配置も適切になされているなど、本学の教育研

究組織は、本学の理念・目的に対して妥当であると考える。 

 

【改善方策】 

本学の理念・目的等との関連において、本学の教育研究組織は妥当と考えるが、欠員の是

正は、喫緊の課題である。しかし、入学定員の引下げによる是正は経営の点からも慎重にな

らざるを得ない。魅力ある大学にするために、社会のニーズに基づいた教育課程の改善、教

育力の強化、研究活動の促進と成果の公表、効率的な広報展開、募集活動の強化等を通して、

既存の組織の一層の改革の推進など更なる改革を行う。一方において、社会のニーズの変化・

志願者の動向を踏まえ、本学の理念・教育の目的を礎に、教育・研究組織の改編の検討を進

める。 
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第３章 教育内容・方法 

 

【流通科学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

大学設置基準第１９条第１項の为旨が、大学は教育上の目的を達成するために必要な授

業科目、すなわち各大学が定める卒業の要件を満たす卖位数に算入することのできる授業

科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成することにあることに鑑みて、流通科学部の

教育課程は、共通科目をはじめ専攻科目として基礎科目、忚用科目、専攻共通科目、関連

科目、演習科目（ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）、課程科目（教職課程）に分類されており、

各年次ごとに履修できる卖位の上限を定めて、バランスのとれた受講によって流通科学部

としての教育目標の達成に資するようにしている。また専門教育については、受講生の進

路の決定にも資するように体系的な編成としてコース制を設けてきたが、平成１６年度ま

で続けていた３コース制、流通マネジメントコース、サービスマネジメントコース、ファ

イナンスマネジメントコースを廃止し、平成１７年度からはマーケティングコース、サー

ビス産業コース、流通ビジネスコースの３コースに変更して、受講生の進路に忚じた専門

科目を学ぶコース制をとって今日に至っている。 

基礎教養科目にあたる共通科目は全学部共通で開設されており、「文化と歴史」「人間と

社会」「自然と情報」「健康とスポーツ科学」「総合科目」の５分野から最低１０卖位以上、

外国語教育の「言語と文化」から４卖位以上（１外国語４卖位以上）を最低修得すべき卖

位としており、流通科学部でもこれに準じて履修指導を行なっている。 

またゼミナールは４年間一貫教育システムとして位置づけられており、ゼミナールⅠは

１年次の必修科目とし、大学教育課程への導入教育、初年次教育としての役割と、ホーム

ルーム的な役割を持たせて、入学直後の学生を大学・学部への帰属意識を持たせるととも

に、学修面をはじめ学生生活全般において、自覚を持って为体的、積極的に行動するよう

に促すことを目的としている。２年次必修科目であるゼミナールⅡは、初年次に一年間の

学修を終えた学生に対して専門課程へとスムーズに移行するために、何をどのように学ば

なければならないかを自覚させ、为体的に実践させると同時に滞りなく４年間で卒業する

ために、大学生としての生活を自ら管理する習慣を確立させることを目的としている。ゼ

ミナールⅢ（３年次）及びゼミナールⅣ（４年次）では専門知識の修得・実践に向けた計

画的で自己完結型の学修の実行に資することを目的に、ゼミナールⅢ（３年次）では各自

の興味ある分野の探求・実践と将来設計に役立つような、またゼミナールⅣ（４年次）で

は専門分野の探求に必要な科目の体系的、効果的学修と研究の集大成としての卒業研究の

完成を目指した指導を行なっている。 

 

【点検・評価】 

４年間一貫教育システムとしてゼミナールをカリキュラムの中心に位置づけ、教養科目

としての共通科目並びに専門科目を配置しており、尐人数の実践的教育を徹底して行って

いる。このことは、本学開学以来の伝統でもある家族的な雰囲気のあるゼミナールを通じ

た教育の理念を受け継いでいるものと評価される。 

共通科目に関しては、人文科学、社会科学、自然科学の各分野を広く網羅した科目構成
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により、学士として一般に必要な教養を身につける場となっている。ただし、必ずしも流

通科学部の基礎教育としての明確な位置づけがなされているわけでもなく、履修指導につ

いてもどの分野から何卖位とることが必要かという情報提供に留まっているため、学生に

は、たとえば、統計学、基礎数学などの基礎科目が専門教育課程に進む際に必要であると

いう認識は薄いものであり、学生による科目選択は、専門との関連づけよりも時間割の都

合が優先される傾向にあることは、時代の流れがあるにしても、卒業必要卖位を充足すれ

ば済むということになりかねない。 

また、コース制がありながら、履修モデルであるのか、学生の進路に沿うコース制であ

るのか、各コースの内容に類似点や重複する部分もあるのではないかという議論がなされ、

コース制の見直しが行われてきたものの、その後、サービス産業コースに係る科目が経営

学部へ移管されたこともあり、再度、各コース制の内容の議論を始めねばならない時期に

ある。 

 

【改善方策】 

ゼミナールについては、４年間一貫教育システムとしてのゼミナールの意義に鑑み、今

後も尐人数の実践的教育を徹底して行っていく。 

共通科目については、流通科学部の各コースの専門課程に進むにあたり、共通科目の中

で修得すべき科目について十分な情報を与えるような履修指導を行っていく。また専門課

程のコース制を現代の経済における流通の実態に即した名称や学部の独自性を反映したコ

ース内容に改善すべく議論を深めていく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

流通科学部では基礎教育の役割は「専門教育への導入」として「学びの扉」が果たして

おり、専門教育への移行を円滑に進めるためにコース別に入門講座を設置し、併せて初年

次のゼミナールⅠでは体験的かつ実学的なまなざしを養うことができるように２年次以降

での履修プログラムを作成できるようにしている。 

基礎教育並びに倫理性を培う役割は为としてゼミナールⅠと一部の共通科目が担ってい

る。ゼミナールⅠでは、これまでにタバコの害や飲酒に伴う事件・事故の危険性について

映像（ＤＶＤ）を鑑賞させるなどして注意を喚起している。また、連絡注意事項などを学

生に周知徹底するようにしている。さらに入学前教育において提出させた課題文をもとに

した面談を行って連絡注意事項などを周知徹底し、いくつかのテーマを与えてリポートを

提出させ文章の書き方などの指導やパソコンの活用方法などの指導を併せて行うことによ

って、基礎教育の役割を果たしている。 

共通科目はいずれも各分野の入門的な要素を含むものであり、広義の基礎教育を担って

いるといえる。平成２０年度からはさらに、読み、書き、考え、表現する力を養う目的で

「導入教育ユニット」３科目が設置された。これらは、言語表現、情報、ならびに身体表

現を学ぶ場として位置づけられている。「健康とスポーツ科学」の分野には「健康科学論」、

「生涯スポーツ論」が設置されており、スポーツの場面だけでなく、生涯にわたる日常生

活における心身の健康管理について扱っている。倫理性を培う教育としては、「哲学入門」、

「倫理学概論」、「宗教学」、「東洋の思想」、「西洋の思想」があり、法学関連の科目として

は、「法学入門」、「現代法学」、「現代憲法Ａ・Ｂ」、「国際社会と法」が開講されており、一

人の人間・社会の構成員でもある大学生としての倫理観を養う課程として位置づけられて

いる。 

専門教育科目においては、専門教育課程への準備段階として、流通基礎科学（商業学、

流通史、流通論、商業数学、流通科学特別講義など）を平成１７年度からマーケティング

入門、流通科学特別講義、サービス産業入門、流通ビジネス入門へ変更して開講し、基礎
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教育の役割を果たしている。 

 

【点検・評価】 

ゼミナールⅠや共通科目は基礎教育並びに倫理性を培う役割りを十分に担っている。特

に、導入教育ユニットの開設により、読み、書き、考え、表現する力を養うことによって

大学における学びの基礎を確かなものにする教育が可能となった。但し、倫理面における

教育は、いずれも履修規程上は自由選択の共通科目であるため、選択履修をしない限りは

十分に浸透しがたい面がある。倫理性を培う教育は教室という現場ではいっそう必要であ

る。 

 

【改善方策】 

「導入教育ユニット」の学修能力向上への効果を検証し、よりすぐれたプログラムにな

るよう内容、運営方法の見直しを行う。また、倫理性を培う教育は、入学時のオリエンテ

ーション、全学生を対象としたゼミナールなどの場でも随時取り入れる体制を作る。また

それぞれの授業においては教員が自らの姿勢を律することによって、その役割を果たして

いく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

学校教育法第８３条の为旨は、大学を学術の中心として広く知識を授けるとともに、深

く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び忚用的能力を展開させることを目的とし、

その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、

社会の発展に寄与することにあり、また「学芸」とは大学教育における教養教育あるいは

教養教育科目であると位置づけることができる。流通科学部では建学の精神「教育と学術

の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、かつ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践

的な人材の育成」に適った学生（人材）の育成を基本的理念とし、幅広く製造業、流通・

サービス産業などの第一線に従事しうる能力を身に付けるべく、実務・実践に通用する人

材の育成を流通科学部が育てる学生像として描き、多様化、情報化、グローバル化する製

造業、流通・サービス産業におけるマーケティングとビジネス・コミュニケーション能力

を核とした専門的、学際的研究と実践教育を行うことを目標とした専門教育の授業科目を

設置している。 

 

【点検・評価】 

専門教育の授業科目にコース制を設け、また各コースごとに入門科目を設けて、１年次

でマーケティング入門を学び、これを基礎として２年次ではコース別学修に即した科目を

設置し専門教育科目への移行に配慮してあること、また１年次には、経済の様子を的確に

把握し、流通のあり方を併せて学修するのに役立つ基本経済論、簿記、情報処理演習を設

けて、流通科学の基本的概念の学修に役立てており、流通科学部の専門教育に係る教養教

育の役割を担っていることは評価される。 

他学部履修を含めて自由に履修できるようになり、学生の修学意欲が向上したことが評

価される一方で、１年次、２年次、３年次での中途退学率が低下した反面、卒業にかかる

年数が長期化する傾向が見られる。 

コース制については、マーケティングを中心とした編成となっており、またコースの内

容に類似点や重複する部分もあり、コースによっては科目設定が十分とは言えない状況に

あるといえる。流通科学部としての理念の基本的な学習並びに各コース（学生の専攻）の

目的に忚じた学習の実現を目指して、入門（必須）科目、専門に係る学芸関連科目、ゼミ
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ナールを核とした専門科目の配分を検討し、コース制の見直し(名称や科目の配置)をする

ことが求められているといえる。 

 

【改善方策】 

専門教育的授業科目としての入門科目をコース制に相忚しい前提・必修科目とし、専攻

に係る専門の学芸の教授するための科目に位置づけ、専門教育のコース制について見直し

をする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

流通科学部において一般教養的授業科目は共通科目がその役割を担っており、「文化と歴

史」の分野で１２科目、｢人間と社会｣の分野で２２科目、「自然と情報」の分野で１８科目

を配置している。「文化と歴史」、「人間と社会」の分野については興味があれば他学部履修

等で専攻科目を履修することができるものとしている。さらに学際的なテーマの授業科目

を複数の教員で担当し、インターン科目などを取り入れるなど、学生の知的好奇心を喚起

するための工夫として、従来から「総合科目」を設置して、「ヨーロッパの歴史と文化を知

る」、「コミュニケーションの重要性を理解する」、「キャリア教育を考える」、「ワールドツ

アー」などのテーマを掲げて授業を行うとともに、年度毎に内容を検討している。また「自

然と情報」の分野に「情報基礎演習」、「コンピュータ・サイエンス」を設け、教養教育に

おいて今日不可欠となっている情報処理能力を高める科目を開講している。 

社会科学系の学部の多い本学の学部構成から、自然科学系の科目を専攻科目によって補

うことは難しいため、共通科目の中では「自然と情報」の科目は多めに配置されている。 

インターンシップや留学などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深めるこ

とも教養を培う上で重要であると位置づけて、「人間と社会」の分野に「海外インターンシ

ッププログラム」、「国内インターンシッププログラム」、「就業体験」、「文化活動論」を設

置し、科目毎に配当年次を変え、段階を追って経験ができるように配慮している。また、

「人間と社会」の分野に配当している「研修（ボランティア）」科目では、学内外でのボラ

ンティア実習と講義を組み合わせて開講しているユニークな科目であり、人との触れ合い

を通して社会人としての品格を涵養している。また平成２０年度からは共通科目に「キャ

リア教育ユニット」の区分を設け、キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱの科目で早期の段階から

就職に関心を持つようにしている。 

なお、ゼミナールⅠ、ゼミナールⅡにおいても、各教員がそれぞれの学問的領域を生か

して多様な内容の授業を行っている。 

 

【点検・評価】 

共通科目については、人文科学、社会科学、自然科学の各分野を広く網羅した構成によ

り、幅広い分野にわたる教養を深めるための教育が可能な体制ができている。幅広い選択

肢を提供することで、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場を

提供している。また学際的なテーマの授業科目としてインターン科目などを取り入れるな

ど、従来からを設置してきた「総合科目」において、「ヨーロッパの歴史と文化を知る」、

「コミュニケーションの重要性を理解する」、「キャリア教育を考える」、「ワールドツアー」

などのテーマを掲げて授業を行うとともに、年度毎に内容の検討を行なって学生の知的好

奇心を喚起する工夫をしていることは評価される。 

 

【改善方策】 

幅広い選択肢を今後も提供し続けて、深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間
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性を涵養する場を提供していく。特に、共通科目については、幅広い教養を身につけるに

相忚しい偏りのない科目選択に配慮した履修指導を充実する。そのためにオリエンテーシ

ョン期間に、流通科学部として望ましい履修のあり方についてのきめ細かな指導を組み込

むこととする。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

平成１７年度のカリキュラム改正によって、共通科目「言語と文化」の卒業必要卖位数

は１０卖位から４卖位と削減された結果、「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅠ

～Ⅵ」の受講者数が減尐した。そこで「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」を修得した

後も、英語によるコミュニケーション能力を向上させるために、｢イングリッシュ・コミュ

ニケーションスキル｣は様々なクラスの中から学生の興味・レベルにあったクラスを選択で

きるようにし、より多くの学生が履修するよう配慮している。 

また、実践的な内容のクラスを多数開講することで学生に興味をもたせることを目的に、

平成１９年度から、内容とレベル(初級･中級･上級)を科目名に付記することで、学生がク

ラスの内容を容易にイメージできるように工夫している。また「英語で学ぶ心理学」、「ム

ービー英語」、「コンピュータで英語」、「ＴＯＥＩＣ®対策」などの英会話だけでなく英語を

活用した授業、さらには３年次配当の「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ」

においては、就職試験対策にも配慮をしたクラスを開講し、学生のニーズに忚えられるよ

うにした。 

「総合科目」においては、学生が「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「ス

ペイン語」の５つの言語のうち、どの語学を履修するかの選択の一助とする目的で、ワー

ルドツアークラスを平成２０年度から開講した。授業は、各語学の特徴や魅力などについ

て担当者がリレー形式で講義を行なえるように科目を設定し、平成２０年度からは、５言

語のうち、「英語」「ドイツ語」「フランス語」の３言語で実施している。 

平成２０年度は TOEIC  Bridge® IP テストを全学部で実施し、TOEIC  Bridge® IP テス

トのスコアで習熟度別クラス編成を行った。TOEIC  Bridge® IP テスト受験率（受験者数

／在籍者数）は平成１９年度９８．８％、平成２０年度９６．７％である。 

また、「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は学部毎に開講の曜日・講時を統一し、習

熟度が適正なクラスでなかった場合は変更可能な時間割とした。 

「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ 」に関しては、習熟度別クラス編成の実施を目指

して、平成１８年度に、ランゲージセンター運営委員会が作成したプレースメントテスト

を全学的に実施し、平成１９年度は、同テストと TOEIC  Bridge® IPテストを実施した。

平成２０年度は、全学部で実施した TOEIC  Bridge® IPテストのスコアで習熟度別クラス

編成を行った。 

流通科学部では、全クラスが開講の曜日・講時が同じになるよう時間割を組み、ミスマ

ッチを理由とするクラス移動を可能とする措置を講じている。また流通科学部独自に外国

語科目にコーディネーターをおいて、担当者間の情報と意見の交換やゼミナール担当者と

の連携が潤滑に行われるようにしている。平成２０年度からは、前・後期末に全学的に行

う出席状況調査に加えて、学部独自の調査を学期途中で実施し、出席不良者については、

所属ゼミナールの教員に通知し、連携して指導にあたっている。 

 

【点検・評価】 

本学では、毎年度初めに、外国語科目の担当者の懇談会を開き、本学の外国語教育の理

念・方針などの理解を深め合っている。また各学期の中間時点で「担当者会議」を開き、

受講者数や、授業運営上の諸問題について協議し適切な対忚ができるよう、体制を整えて
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いる。科目の検討も行い、平成２０年度から、为に１年次生を対象に、外国語・文化を紹

介する科目を総合科目のひとつとして「ワールドツアー」を設定した。この科目は外国語

と海外文化を広く学べる機会として学修意欲を高めることにつながっている。 

このような語学教育への取組みの効果は、毎学期末に行われる学生の授業評価にも如実

に示されている。「言語と文化」全体における、項目１０「授業内容に興味を感じたので、

今後もっと深く学びたい」に対する「強くそう思う」と「そう思う」と回答した学生の割

合は、平成１７年度から平成２０年度において、５割以上を維持し、平成１８年度の後期

では、７割に近い。また、項目２３ 「私はこの授業に満足できた」では、満足度が、過去

４年間平均して８割前後の高さを保っていることは注目に値する。このことは、ベーシッ

ク・イングリッシュ I・Ⅱの高い合格率に示されている。それぞれの合格率が，平成１７

年度：５６．８％／６０．０％、平成１８年度：６９．６％／６６．７％、平成１９年度：

６０．０％／７６．９％、平成２０年度：７１．２％／６７．３％である。 

ただ、問題点がないわけではない。高度なレベルの科目の履修生が、英語では各年度平

均１０名程度、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語も、せいぜい１名と尐ないこ

とが挙げられる。「ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱ」では、平成２０年度よりコーディ

ネーターが頻繁に兼任教員と連絡を取り合い、授業内容の確認を行うようになったが、基

本的にはクラス運営は担当者に任されているため、上級・中級・初級の教育内容にもばら

つきが見られる。また、「イングリッシュ・コミュニケーションスキル」など、他の科目の

履修をクラス内で薦めることをしておらず、さらに、能力が高くて意欲のある学生を上の

レベルに引き上げるための特別な指導がなされていない。これは、他の言語についても同

様である。 

こうしたことの背景にあると考えられるのが、現在の履修規程の自由度が大きすぎるこ

とである。特に、共通科目の「言語と文化」の１言語４卖位の必修は尐なすぎる。いわゆ

る中級、上級の科目は必修から外し、履修に積極性をもたせた方が好ましいとして、強い

反対意見があったにもかかわらず、現在のように改定されたのであるが、緊急な見直しが

必要である。平成１７～平成２０年度の中級、上級の科目の履修生が、年度前期、後期の

合計で平均１０人強（同期間の入学者数は２９８人）では、いまの国際化が進む社会に対

忚できるように見直す。 

 

【改善方策】 

今後、国際化がますます進むにつれ、高い外国語運用能力とともに異文化の理解と受容

が要求されるようになる。 

「ベーシック•イングリッシュ I」に関しては、入学時に TOEIC  Bridge® IP テストを受

験させ、その結果により習熟度別クラス編成を行っているが、平成２１年度からは、流通

科学部では、学期末にも同形式の学力テストを実施して、学生の英語力を継続的に測定す

ることとし、この学力テストの結果を次学期の「ベーシック•イングリッシュⅡ」のクラス

編成に使用して、ミスマッチが起こらないようにする。 

また、国際コミュニケーション能力の涵養を徹底するため、共通テキストを使用し、上

級・中級・初級の各クラスで、学生の能力に合った授業を行う。特に、上級のクラスでは、

マルチメディアを活用して、より実践的で高度な内容の授業を行う。また必修科目だけで

はなく高度なレベルの科目の積極的な履修を促し、オリエンテーションなどの機会に外国

語習得の重要性と必要性を説くこととする。さらに異文化理解を深めるという点からは、

二言語以上の外国語の学修を薦めることとする。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 
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流通科学部における開設科目は、共通科目（外国語科目を含む）、専攻科目、演習科目か

らなり、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、２００４年度入学生（平成１６年度）まで、

一般教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位(２５．０％)、専攻科目８

０卖位(６２．５％)、演習科目１６卖位(１２．５％)として配置すると共に、学生の学修

意欲に沿うよう共通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位までを専攻科目

の卖位で代替可能とし、また、逆に専攻科目の規定の卖位数に２０卖位までを共通科目の

卖位で代替可能とし、学生の科目選択に幅をもたせた教育課程となっていた。しかしなが

ら、系統立てた履修の仕方や卒業要件を理解せず、配当曜日講時による科目履修をする傾

向にあったため、２００５年度入学生（（平成１７年度）から共通科目(外国語科目を含む)

１４卖位以上（１０．９％）、専攻科目６２卖位以上(４８．４％)、演習科目１６卖位(１

２．５％)計９２卖位(７１．９％)を各分野の最低修得すべき卖位として規定し、指定のな

い３６卖位については、履修要項に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人の学

修の指針にそって選択履修が可能な教育課程とした。 

また、２００７年度入学生（平成１９年度）までは共通科目の授業科目を１５９科目開

設していたが、２００４年度入学生（平成１６年度）の専攻科目５２科目、２００５年度

入学生（平成１７年度）から２００７年度入学生（平成１９年度）の専攻科目５４科目と

比べて量的に不均衡であるため、共通科目の統廃合を計り、２００８年度入学生（平成２

０年度）から共通科目の開設授業科目を１１２科目とするとともに、全学部で共通科目に

おいて大学教育に欠かせない「読む力、書く力、考える力、表現する力」を養うことを目

的とした「導入教育ユニット（３科目）」とキャリア教育を目的とした「キャリア教育ユニ

ット（２科目）」、専攻科目に「キャリア教育科目群(３科目)を設置した。これらの科目を

加えると共通科目１１７科目、専攻科目５７科目の配置となる。 

なお、専門ゼミナールは、卒業必要卖位数１２８の中の８卖位の修得を必要としている

が、平成１７年度からは最低とらなければならない専攻科目数が減尐し、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が学生の裁量に任されるようになっ

た。 

 

【点検・評価】 

専門教育科目の最終段階として２年間の専門ゼミの存在は不可欠である。専門ゼミナー

ルに割り当てられている８卖位は、卒業必要卖位数に対して６．３％を占めている。また、

専攻科目の卒業必要卖位数は６２卖位であり、その比率は６２：８、約８分の１である。

学生の履修の実態に鑑みて、科目の選択の自由度を高め、より履修しやすく、卖位を修得

しやすい形へと変更してきた。 また、外国語については、外国語の履修を学生の自为性に

まかせた結果、外国語能力の低下がみられる。 

専門ゼミナールについては、何らかの方法で卖位数を増加させることを検討する必要も

ある。卖純に１年間の卖位数を増やす、卒業論文に対して別個に卖位を与えるといった方

法が選択肢としてありうる。 

 

【改善方策】 

専門ゼミナールについて、卖位数のあり方を検討する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育を担う共通科目は教務部委員会が中心となり分野別に担当者会議を開催してい

る。これらの担当者会議は教務部委員が議長となり、担当者会議での意見・問題となった

事項を教務部委員会でさらに検討するものであり、また必要に忚じて教授会においても検

討されている。 
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共通科目担当者会議は分野別「「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とス

ポーツ科学」、「総合科目」に開催され、「言語と文化」の分野では言語毎に「英語」、「ドイ

ツ語」、「フランス語」に分けている。また平成１７年後期から、共通語学については、教

務部長をセンター長として、各語学の委員等からなる「ランゲージセンター運営委員会」

が設置され、外国語教育の改善・充実を図るための提案、実践的な学修プログラムの提案

を行なっている。ただし、専任の担当者がいないスペイン語については、構成員がいない

状況である。 

言語と文化については、「言語と文化担当者懇談会」を年度初めに年１回開催し、兼任教

員とランゲージセンター運営委員等との懇談の場を設けて、教科書や遅刻・欠席の取扱い

や学生指導に対する意見交換を行っている。また、平成２０年度から、選択必修科目であ

る「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」に本学部専任教員（英語担当）のコーディネー

ターを設け、兼任教員との調整を図っている。また平成２０年度からは、新たに設けた「導

入教育ユニット」・「キャリア教育ユニット」についても担当者会議を行なっている。各担

当者会議は前期・後期の年２回開催し、受講者数の状況と開講クラス数や開講曜日・講時

等について検討している。 

 

【点検・評価】 

基礎教育と教養教育を担う共通科目は教務部委員会が中心となり分野別に担当者会議を

開催し、意見の調整を図る努力がなされていることは評価される。但し、言語と文化担当

者懇談会における兼任教員の出席率を言語別（英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ス

ペイン語）にみると、平成１７年度：５４．９％、平成１８年度：４２．３％、平成１９

年度：５１．５％、平成２０年度：４５．０％となっており、出席状況は必ずしも十分と

はいえない。 

なお、流通科学部では、平成１９年度より、ランゲージセンター運営委員が中心となっ

て語学教育を運営してきた。平成２０年度からは、「ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱ」

に本学部専任教員（英語担当）のコーディネーターを設け、出席状況調査、兼任教員から

の情報などを通じて、本学部の語学教育の現況をさらに詳しく把握し、指導に生かして、

出席率の向上に繋がっている。 

 

【改善方策】 

平成２１年度から、「ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱ」において、入学時に受験を予

定している TOEIC  Bridge®テストと同形式の学力テストを各学期末にも実施する。また、

ランゲージセンターとの関連性を明確に体系化して、外国語教育の整備を図る。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

必修・選択科目の量的配分については、平成１７年度のカリキュラム改正時において必

修・選択科目の量的配分の見直しが行われた。また次表に示すとおり必修・選択の量的配

分において差が生じないよう配慮している。 

専門教育の専攻科目は、これまで科目選択についてコースごとの履修モデルを提示して

履修指導を行っていたが、平成１７年度には「マーケティング」、「サービス産業」「流通ビ

ジネス」のコースごとに、必修・選択の量的配分の見直しを行った。共通科目の中の外国

語科目だけは１外国語卖位が選択必修となっているが、他の共通科目については、必修の

規定はなく、学生はどの科目も自由に選択することができる。 

専門ゼミナール（３・４年次配当）は選択必修となっている。完全な形での必修ではな

く、関連科目に分類されている科目をのぞく専攻科目によって代替が可能となっている。 
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表Ⅲ―１ 卒業に必要な最低修得すべき卖位に係る科目区分ごとの必修・選択配分比率  

区 分・コース 

平成 17年度から平成 19年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 159  0 4 10  0.0 28.6 71.4 

専

攻

科

目 

マーケティ

ングコース 

   52 

12 0 50 19.4 00.0 80.6 

サービス産

業コース 
12 0 50 19.4 00.0 80.6 

流通ビジネ

スコース 
12 0 50 19.4 00.0 80.6 

演習科目  4 16 0 0  100.0 00.0 00.0 

 

区 分・コース 

平成 20年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 117  0 4 10  0.0 28.6 71.4 

専

攻

科

目 

マーケティ

ングコース 

   57 

12 0 50 19.4 00.0 80.6 

サービス産

業コース 
12 0 50 19.4 00.0 80.6 

流通ビジネ

スコース 
12 0 50 19.4 00.0 80.6 

演習科目  4 16  0 0 100.0 00.0 00.0 

 

【点検・評価】 

専門科目においては、コースごとに３つの必修しかなく、他は選択科目ばかりとなって

いることから、専攻に係る 専門の学芸科目、流通科学に関する基礎科目などの開講が望

ましいとの意見があり、これは尊重されねばならない。 

また専門ゼミナールは選択必修となっている。完全な形での必修ではなく、関連科目に

分類されている科目をのぞく専攻科目によって代替が可能であることから、本来のゼミナ

ールの趣旨から離れているとの意見もある。但し、卖位数については、通年科目であるこ

と、週に一コマであることを考慮すると、卖位数が１年で４卖位であることは現状では一

忚の妥当性があると評価される。 

 

【改善方策】 

コースごとの必修科目数を増やすかあるいは専攻に係る専門の学芸を前提科目とする。

もしくは学部全体での選択必修科目数の増加を図る。さらには専門ゼミナールでは、ゼミ

ナールが人間的接触を通じた学修・研究を行う授業であり、本来、大学の４年間を通じて

行われるべきであることに鑑みて、完全必修化を教授会で審議する 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 
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【現状の説明】 

本学では、併設の大阪学院大学高等学校との教育連携に基づき、入学者を対象として入

学後の基礎科目となる科目を設定してあり、「特別科目等履修生」として２週間程度の集中

講義を行い、入学後に卖位認定している。このことにより高等学校と大学の授業の違い、

講義時間、授業方法等の違いが理解できることを目的としている。また、入学前教育とし

て、「入学前教育の課題」を入学予定者に対して送付し、後日提出されたレポート・練習問

題等を基にゼミナールで指導している。また平成１８年度から開設された「ラーニングセ

ンター」において、授業の理解不足の学生に対する学修支援・指導および学生生活指導を

中心に行っている。 

平成２０年度からは「導入教育ユニット」として、表現Ａ・表現Ｂ・表現Ｃの科目を設

け、１年次に必ず１科目を履修することとした。「表現Ａ」は日本語の表現方法を、「表現

Ｂ」はコンピュータ操作の基礎を、「表現Ｃ」はチームプレーを必要とする運動を行なうこ

とによって友人をつくるなどの目的別の科目を開講し、学生が希望により選択することが

できる。専門科目については、併設高等学校向けの推薦入学要項において学部・学科の教

育目標を掲げて入学後の大学生活における指針を提示している。 

各年度ごとの開講科目並びに受講者数は、、平成１８年度：社会と情報（２卖位）並びに

情報基礎教育（２卖位）それぞれ７名、平成１９年度：社会と情報（２卖位）７名、平成

２０年度：社会と情報（２卖位）４名である。 

 

【点検・評価】 

入学前教育等を通じて大学・学部教育の理念並びに大学教育の心構えを伝え、また学部

セミナーでは、学部教育に関連するもののうち導入教育に相当する科目を受講してもらう

ことによって、入学後の大学生活への移行を円滑に進めていることは評価される。また入

学者を対象として入学後の基礎科目となる科目を設定し、「特別科目等履修生」として入学

後に卖位認定していることは、併設高等学校から大学における高等教育への円滑な移行に

必要な導入教育の一環をなしているものと評価される。但し、併設高等学校のみを対象と

した「高・大の接続」では十分とはいえない面もある。 

 

【改善方策】 

大学・学部教育のビジョンを明確にし、かつ併設高等学校からの進学であることに誇り

をもって大学生活を送っていけるように、よりきめ細かな高大連携のシステムの構築を図

る。また併設高等学校以外の高等学校にもその範囲の拡充について検討する。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

本学の学則第８条においては次のとおり授業科目の卖位数を設定している。 

①講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とする。 

②実習および実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位とする。 

また、本学では、セメスター制を採用し、週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位として

することを基本としている。ただし、言語と文化の科目は、週２コマ(４時間)の半期授業

を２卖位としている。専攻科目は週２コマ(４時間)の半期授業を４卖位、演習科目は週１

コマ(２時間)の半期授業を２卖位として認めている。 

シラバスに毎回の授業の内容や準備について指示を記載するようにし、学生の自習時間
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を確保するようにしているが、全科目において統一的に記載できている状況ではない。 

インターンシップやボランティアの科目では、実習と講義形式の併用の授業であるため、

実習時間は３０時間から４５時間までの授業、講義時間は１５時間から３０時間までの授

業をもって１卖位として設定し、卖位数に対する授業時間を確保している。 

専門科目においては、４卖位科目を中心としている。また、専門ゼミナールについては

２年間に亘って継続して学修することから、卖年度の科目よりも全体としてより大きな学

修効果が上がるように２年間で同一の教員による指導のもとで、開講形態、授業時間数の

観点から現在は通年４卖位となっている。 

 

【点検・評価】 

専門科目については、週２コマ授業（４卖位）として開講され、また専門ゼミナールは

通年制で４卖位であるため、４卖位は短期的に集中するので学修効果が上がるというメリ

ットがあるものの、学生から多様な履修方法の可能性（履修の機会）を奪うことにもなり、

卖位を修得する学生の負担が大きい面がある。しかしながら、専門ゼミナールについては

２年間に亘って継続して学習することから、卖年度の科目よりも全体としてより大きな学

修効果を上げていることは評価される。但し、ゼミナールの開講形態、授業時間数に鑑み

て、共通科目との関係さらにはセメスター制の運用面から検討する必要がある。また、共

通科目の「言語と文化」についても、週２コマ(４時間)の半期授業を２卖位としているが、

週１コマ（２時間）の半期授業とするなどの方策を検討し、学生の負担軽減と学修効果を

あげることが考えられる。 

 

【改善方策】 

専門科目については、学生の負担あるいは講義内容等の理解度を深め、学修効果を高め

ることに通じることから、２卖位へ分割できる科目は分割を行なう。また共通科目につい

ては、週２コマ(４時間)の半期授業を２卖位とする。 

専門ゼミナールについては２年間に亘って継続して学習することから、卖年度の科目よ

りも全体としてより大きな学習効果があることに鑑みて、専門ゼミナールの必須化を検討

する。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１５年度の大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に続き、平成１８年度

に大学コンソーシアム大阪加盟校間において、協定校での授業に合格することにより、

本学の学科科目以外の認定科目の卖位として認定している。なお大学コンソーシアム大

阪による卖位認定者並びに大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に基づく卖位認定者は平

成１７年度から平成２０年度における該当者はいない。 

また大阪学院短期大学との卖位互換も実施しており、卖位認定者は、平成１７年度１

４名、平成１８年度２０名、平成１９年度１３名、平成２０年度１１名となっている。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への留学生の卖位認定 

本学では、平成２０年度までに海外３４大学と学生交換の提携をしており、平成１
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７年度の時点で１１大学であったが、それ以降、平成１８年度には１大学と平成１９

年度には１２大学と平成２０年度には１０大学と提携を行っている。 

なお、流通科学部については、平成１７年度に１名の卖位認定者を出している。 

イ．本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座による卖位認定 

本学が開講する「キャリアアッププログラム」は、実務に重点をおき、実社会にお

いて即戦力として活躍できる人材を育成する目的で、平成１５年度にホスピタリティ

コースの１コースを開設、平成１７年度からは税理士・公認会計士コース、国際協力

活動コース、アントレプレナーコース、ポートフォリオマネージャーコースの４コー

スを開講している。また、「ホスピタリティ・マネジメント・プログラム」は、ホス

ピタリティ業界への就職を希望する学生を対象に開講している。これらの特別講座の

受講により、合格した科目について卖位認定を行っている。 

なお、特別講座の卖位認定者は平成１７年度１名、平成１８年度１８名、平成１９

年度２８名、平成２０年度には３４名であった。 

ウ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別

科目等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位については、これを認定している。

また、併設の大阪学院大学高等学校からの入学予定者に対して、「特別科目等履修生」

として、入学前に共通科目の授業を受講させ、合格することにより卖位を認定してい

る。 

なお、平成１７年度３名、平成１８年度７名、平成１９年度７名、平成２０年度３

名であった。 

なお、専門ゼミナールについては、他大学で学修した卖位が本学での専門ゼミナー

ルの卖位として認定されるかの判断を当該大学のシラバス、本人の成績を考慮して行

なっているのが現状である。 

 

【点検・評価】 

上記の方法は大学設置基準第２９条に準拠しているため、適切であると言える。他方で、

現状が４卖位なので、他大学も２卖位制に移行していることに鑑みれば、卖位互換あるい

は卖位の読み替え・認定において整合性に欠ける面もある。 

なお、大阪学院短期大学との卖位互換においては、ある程度有効に利用されているとい

えるが、大学コンソーシアム大阪による卖位認定者並びに大阪成蹊短期大学との卖位互換

協定に基づく卖位認定者が皆無であることは、移動時間や経済的問題もさることながら、

本学において前後の講義が受講できないことが、受講を妨げている要因である。大学設置

基準第２９条との関係が重要であるが、上記の方法は第２９条に準拠しているため、適切

であると言える。 

 

【改善方策】 

入学前の卖位認定については問題はなく、現状を維持する。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成し、学期により授業科目の配置が異なるため、専任教員の比率に差が生じて

いる。平成１７年度から平成１９年度の全開設授業科目の専門教育科目における専任教員

の比率は、平成１７年度前期７９．９％／後期８１．６％、平成１８年度前期７７．０％
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／後期８３．７％、平成１９年度前期８６．５％／後期８５．２％、平成２０年度前期８

８．９％／後期８８．３％の比率となっている。また、専門教育科目の必修科目は、平成

１７年度前期１００．０％／後期１００．０％、平成１８年度前期１００．０％／後期１

００．０％、平成１９年度前期１００．０％／後期１００．０％、平成２０年度前期１０

０．０％／後期１００．０％であり、各学期とも全開設授業科目の比率よりも高い値とな

っている。 

教養教育科目は全学部共通で開設しており、全開設授業科目の専任教員の比率は、平成

１７年度前期３５．４％／後期４０．３％、平成１８年度前期２９．９％／後期３１．８％、

平成１９年度前期３５．１％／後期４１．６％、平成２０年度前期４２．１％／後期４６．

９％であり、平成２０年度は高い値となっている。教養教育科目は多様な科目を開講して

おり、選択必修科目は外国語科目としている。この外国語科目の専任教員の比率は、平成

１７年度前期１６．３％／後期１８．４％、平成１８年度前期６．５％／後期６．２％、

平成１９年度前期８．８％／後期１７．６％、平成２０年度前期１８．２％／後期２０．

５％となっている。平成１８年度における低い比率は、英語科目の旧カリキュラム履修対

象者（平成１６年度生以上）と新カリキュラム履修対象者（平成１７年度生以降）の履修

クラスを分けて時間割を編成したことと、新カリキュラムにおける英語科目「イングリッ

シュコミュニケーションスキルⅠ・Ⅱ」のクラス定員を減らし、英語科目の開講クラスを

前期１７クラス、後期６クラス増やしたことが要因となった。 

平成１９年度に「イングリッシュコミュニケーションスキル」の履修方法・開講形態の

変更を行ったのに伴い、平成２０年度は前１８．２％／後期２０．５％の比率となった。

現在は、外国語科目クラス定員の上限を「ベーシックイングリッシュ」３６名、「イングリ

ッシュコミュニケーションスキル」２８名と定めているが、これらの科目の開講を維持す

るためには外国人を含む兼任教員の協力が必要であり、そのため教養教育科目の全体と比

べても専任教員担当の比率は低くなっている。 

流通科学部の専門教育科目においては、専任教員の数は確保されている。また、ゼミナ

ールⅠ（１年次）、ゼミナールⅡ（２年次）及びゼミナールⅢ・Ⅳ（専門ゼミナール）につ

いては、すべてのクラスを専任教員が担当している。  

 

【点検・評価】 

専門ゼミナールは大学での学修・研究の総括であり、また、担当教員と学生との関係は

卒業後も継続することが考えられることから、すべての専門ゼミナールを専任教員が担当

していることは妥当である。しかしながら、学生の興味は多岐に亘っていることに鑑みれ

ば、必ずしもすべての学生が自らの興味に合ったゼミナールに所属できているとは言えな

い状況にある。 

共通科目ならびに専門科目については、専任比率が高くなっていることは、望ましい方

向として評価できる。 

 

【改善方策】 

流通科学部の担当教員だけではなく、他学部の学問領域の近い教員の協力を得て流通科

学部でゼミナールを開講することを検討する。 

共通科目については、今後も、本学の専任教員による担当を維持しつつ、必要と認めら

れる科目の新たな設置の際には、最良の人材を配備すべく、兼任教員の忚援も視野に入れ

る。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

兼任教員は教授会における業績並びに資格審査を経て当該授業科目担当者として任用さ
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れている。専門教育科目担当の兼任教員には、担当関係科目の専任教員が個別に教育方針

や教務事項を伝達している。また、外国語科目は毎年３月下旪から４月上旪にかけて、教

務部委員および各外国語科目担当の専任教員の出席のもと兼任教員との懇談会を開催し、

本学の教育方針や教務事項を伝達すると共に、授業運営についての懇談を行っている。ま

た共通科目のうち語学以外の科目の兼任教員も独自にシラバスを提出し、成績評価も独自

におこなっている｡但し、カリキュラム編成に関与する場は設けられていない。 

 

【点検・評価】 

専任教員には共通科目担当者会議においてカリキュラム構成や授業運営に関する問題点

を話し合う場があるが、外国語以外の科目を担当する兼任教員にはこのような会議に参加

が認められていないことから、関与の程度に疑問は残る。そのため、学部の教育理念に準

じた授業が行なわれているとは言い難い面もある。 

 

【改善方策】 

分野ごとに専任・兼任教員の協議の場を設ける、あるいは現在行なわれている共通科目

担当者会議に兼任教員も参加を求めるなど、専任教員との連携を強め、学部の教育理念に

準じた授業を志向する。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

学則第１０条「卖位認定は筆記又は口述による試験、その他適当な方法による。」に依拠

して、教育効果の測定は、講義科目においては定期試験、演習科目においてはレポート試

験や研究発表が基本となっており、流通科学部でもこれに準じて、各セメスター終了時に

定期試験として、「前期試験」・「後期試験」を実施している。また、定期試験以外の評価方

法として、授業の途中において習熟度を確認するための小テスト・課題リポート等を課し

て、効果を確認する一助としている。 

また、共通科目・専門科目・ゼミナールⅠ・Ⅱにおいては成績評価のみならず、学生の

学修の達成度を全学的に評価する一助として、さらに専門ゼミナールでは授業への参加度

合い、また、レポートやプレゼンテーション、卒業論文などを、教育効果を測定するツー

ルとして用いている。 

これまで本学では、合格（Ａ・Ｂ・Ｃ）、不可（Ｄ・Ｅ／試験欠席）で成績を評価をして

きたが､平成２０年度入学生からＧＰＡ制度の導入に伴い、それぞれの科目の卖位数と成績

を基に指標を提示している。これには不可の科目の点数も加算されることから、これまで

とは違った学生の評価が得られている。 

 

【点検・評価】 

教育効果の測定は、講義科目においては定期試験、演習科目においてはレポート試験や

研究発表が基本となっているが、授業の途中において習熟度を確認するための小テスト・

課題リポート等を課して、効果を確認する一助としていることは評価される。 

ゼミナールⅠ・Ⅱについては尐人数教育を実践しており、生活指導も含めた全般的指導

を行う場となっている。学生それぞれの学修意欲、努力目標、習熟度に違いがみられ、そ

の水準にあわせて指導を行うというゼミナールの性格上、各教員の裁量に委ねることは適

切である。 
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ゼミナールⅢ・Ⅳについても、ゼミナールは学生参加型の科目であり、授業に参加する

ことが重要であるため、授業への参加度合いを測定指標とすることは適切である。また、

レポートやプレゼンテーション等についても、各教員が細目にわたって点検することが可

能となっている。 

ＧＰＡの導入によって、学生の平均的な能力を評価することが可能になったといえる。

但し、特定の分野に秀でた成績をあげたとしても、それが評価されることにはならないの

は問題でもある。またこれまでは卖位数の充足をもって進級または卒業の判定が行なわれ

てきたが、教育効果の測定と言う面からすれば、ＧＰＡを基準にした進級・卒業の判定を

すること、さらには海外の提携大学への留学生の派遣にあたっても留学要件の基準とする

ことも可能となり、さらなる効果の測定の一助となる。 

 

【改善方策】 

学生の成績表にＧＰＡを付記することによって、成績評価の厳密さがより一層要求され

ることから、教育効果の測定にも厳格さや公平さが求められる。ＧＰＡのさらなる活用に

よって、科目ごと担当者ごとの教育効果の測定と成績評価の実態を検証することによって、

教育効果の測定をこれまでよりさらに実効性のあるものとする。学生の参加度合い、つま

り量的な指標については客観的な判断が可能であるが、発言やレポートなど質的な面が重

要である指標についてはその測定方法の検討を行っていく。 

 

（２）卒業生の進路状況 

 

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業生の約７０％が就職し（表Ⅲ-DS１就職率［就職決定

者数／就職希望数］）、６割以上が大手または中堅企業に就職している。（表Ⅲ-DS２規模別

就職状況）その就職状況の傾向として製造業、卸売業、小売業、金融業、サービス業への

就職者が多い状況で学部の特色である流通にその強みを発揮している。平成２０年度は経

済不況の影響で、卸売業、サービス業への就職が減尐したが、製造業・金融業は増加した。

（表Ⅲ-DS３業種別就職率）さらに地域別では近畿圏が過半数以上を占めている。（表Ⅲ-DS

４地域別就職状況）しかし、約３割の学生は就職を希望せずに、卒業を迎えている状況に

ある。 

 

表Ⅲ-DS１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 83 人 59.3% 80人 96.4% 140人 

平成 18年度 68 人 64.8% 67人 98.5% 105人 

平成 19年度 82 人 71.3% 82人 100.0% 115人 

平成 20年度 55 人 69.6% 50人 90.9% 79人 

 

表Ⅲ-DS２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 26.3% 33.7% 38.7% 1.3% 

平成 18年度 43.3% 22.4% 34.3% 0.0% 

平成 19年度 32.9% 28.0% 34.2% 4.9% 

平成 20年度 46.0% 24.0% 24.0% 6.0% 



- 45 - 

 

表Ⅲ-DS３業種別就職率 

業  種 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

農林漁鉱業 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 2.5% 3.0% 2.4% 4.0% 

製造業 12.5% 10.4% 6.1% 14.0% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 0.0% 4.5% 4.9% 4.0% 

運輸業 3.8% 6.0% 3.7% 6.0% 

卸売業 21.2% 20.9% 22.0% 14.0% 

小売業 29.9% 22.3% 24.4% 24.0% 

金融業 5.0% 7.5% 6.1% 10.0% 

不動産業 5.0% 6.0% 8.5% 6.0% 

飲食店、宿泊業 1.3% 3.0% 0.0% 2.0% 

医療・福祉 1.3% 3.0% 2.4% 2.0% 

教育、学習支援業 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 

複合サービス業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

サービス業 14.9% 13.4% 12.2% 8.0% 

その他 0.0% 0.0% 3.7% 6.0% 

公務員 1.3% 0.0% 1.2% 0.0% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-DS４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17年度 80 件 56.2 0.0 23.7 6.3 10.0 2.5 1.3 

平成 18年度 67 件 62.6 0.0 26.9 4.5 6.0 0.0 0.0 

平成 19年度 82 件 61.0 1.2 29.3 3.7 3.6 1.2 0.0 

平成 20年度 50 件 50.0 0.0 32.0 10.0 4.0 4.0 0.0 

 

【点検・評価】 

毎年卒業時までに７割ほどの学生の就職が決まっているが、３割の学生が無業で、専門

学校進学、家事手伝い等も若干名あるが多くは進路未定のまま卒業している。 

この３割近い進路未定者を逓減させながら、1 年次から就職意識を向上させるキャリア

形成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者によ

る学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対
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して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニ

ーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、共通科目・専門科目・ゼミナールともすべてのクラスにおいて、成績評価

を行う仕組み・方法はシラバスに明示されている。シラバスに記される内容に関しては各

教員の裁量に委ねられている。また、複数クラス開講している科目については統一シラバ

スとするなどの配慮をしている。 

また一部の科目では共通試験が導入されているが合格率の高い科目、低い科目がみられ

る。学生の成績評価に対する疑問に答える制度として、成績発表後に一か月程度の質問期

間を設け対忚している。 

平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的に、全学的にＧＰＡ

制度を導入した。また１８年度までは、８０点から１００点を「Ａ」評価としていたのを、

１０点毎とし、８０点から８９点を「Ａ」評価、９０点から１００点を「Ｓ」評価に変更

して現在の制度となっている。成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次表のとおりである。 

 

表Ⅲ―２ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

                      

評点 
評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100 点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録卖位

数（分母）が計算の基礎とな

る 

 89 点～80点 Ａ 3.0 

 79 点～70点 Ｂ 2.0 

 69 点～60点 Ｃ 1.0 

 59 点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39 点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

 

【点検・評価】 

シラバスにより成績評価方法を学生に周知することによって、厳格性が維持されている。 

ただし、成績の評価は試験の結果のみではなく、担当者によってその他の要素を取り入

れることができることもあって、科目や担当者による成績評価において差（ばらつき）が

存在していることは否めない。ゼミナールについては、学生参加型の科目であり、授業に

参加することが重要であるため、多くの教員が授業への参加度合いさらにはレポートや発

表などを勘案し、総合的に評価を行っていることは適切である。 

なお、平成２０年度シラバスにおける成績評価基準の記載状況について、共通科目４０

１クラスのうち評価基準の明示がなされていたのが９８．８％であった。 

教育効果の測定でも触れたように、ＧＰＡの導入によって、特定の分野に秀でた成績を

あげたとしても、それが評価されることにはならないという問題はあるものの、学生の平

均的な能力を評価することが可能になったことは評価できる。またこれまでは卖位数の充

足をもって進級または卒業の判定が行なわれてきたが、教育効果の測定と言う面からすれ

ば、ＧＰＡを基準にした進級・卒業の判定をすること、さらには本学のように海外の提携

大学への留学生の派遣にあたっても留学要件の基準とすることも可能となり、その意味に

おいてさらなる厳格な評価の仕組みとすることができる。 
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【改善方策】 

学生の成績表にＧＰＡを付記することによって成績評価の厳密さがより一層要求される

ことになる。そのためＧＰＡのさらなる活用によって、科目ごと担当者ごとの教育効果の

測定と成績評価の実態を検証する。また、ゼミナールについては、参加度合いの成績評価

全体に占める割合のゼミナール間での統一や、共通の評価基準の設置について教授会での

議論を深めていきながら、教育効果の測定をこれまでよりさらに実効性のあるものとする

ためにも成績評価の厳格性を維持する。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

本学では各自の学修が無理なく行われるよう各学期に履修できる卖位数の上限である登

録制限卖位数を定めている。 

各学期の登録制限卖位数は１年次前期：２２卖位、同後期：２２卖位、２年次・３年次・

４年次前期：２４卖位、同後期：２４卖位とし、流通科学部もこれに準じている。また、

平成１７年度から不合格となった「必修科目」を次学期以降に再履修した場合は登録制限

卖位数に含めないものとしている。なお、①通年科目については、前期登録とし、後期の

登録制限卖位数には含まない、②卒業必要卖位数に含まれない（各課程科目等）卖位は、

この制限に含まない、③本学通信教育部で履修できる卖位数は、２年次以上の者は、卒業

までに１６卖位まで所定の手続きを行って履修することができ、この制限に含まないもの

としている。 

４年間（８学期）で１８８卖位を登録することができ、卒業必要卖位数１２８卖位に対

して６０卖位の余裕があるが、毎学期の修得卖位数が著しく尐ない場合は、４年間での卒

業が困難になるので、各学期において周到な履修計画を立て、着実に卖位を修得していく

ことを履修登録時にアドバイスをしている。 

また、ゼミナールⅠは１年次必修科目であり、1 年時に必ず登録するように指導してお

り、かつできる限り１年次に取得するように指導している。 

 

【点検・評価】 

不合格となった「必修科目」を次学期以降に再履修する場合、登録制限卖位数に含めな

いことは、多くの授業を同時に履修することによって学修の質を下げる可能性も認められ、

体系的な履修のためにも合格率を高める努力と方策が必要である。この制度はゼミナール

Ⅰ・Ⅱではその授業の性格上、むしろ指導体制の強化を通じて他の授業の履修、進捗状況

をも確認することができるので問題がないと考えられる一方で、留年・退学者を減らすた

めにやむを得ない措置とはいえ、修得卖位数の尐ない学生、特に４年生にとっては都合の

良いシステムであり、学生の負担が多くなり、学修の質を下げる原因となる可能性のある

側面もある。 

 

【改善方策】 

登録制限卖位数を超えた履修を認める現行履修規程については必修科目の合格率を考慮

しながら見直し、卖位制の趣旨に添った学則や体系的な履修といった観点から検討する。 

専門ゼミナールの必修化を検討する場合、専門ゼミナールの卖位数を含め登録制限卖位

数の上限について再検討する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 
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年次毎の進級要件が設定されていないため、成績に関わらず上位年次に進級できるが、

必修科目の卖位が修得できなければ、次学期または翌年度に再履修をすることになってい

る。必修科目および選択必修科目、また、コースに設定されている科目を一定数以上の卖

位を修得していなければ卒業できないこととなり、その限りにおいては卒業時の質を確保

しているといえる。 

平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的としてＧＰＡ制度を

導入している。学期毎のオリエンテーションにおいて配付する「成績表」に本人のＧＰＡ

と同学年のＧＰＡの平均点を明示し、自分の成績評価の位置を確認することができる。 

本学では大学創設以来、ゼミナールは学修面での入門さらには専門課程への導入として

の性格を持っているだけでなく、生活指導面でも重要な役割を果たしてきているおり、流

通科学部では４年間すべての年次においてゼミナールを行う一貫教育システムを構築して、

学修及び生活面での学生の資質を確保する役割を担っている。専門教育においては３年次

にレポートを課したり、定期試験を行うなどの方途を、また４年次においては卒業論文の

作成を課して卒業時の学生の質を検証・確保する方途がとられている。 

 

【点検・評価】 

定期試験は講義科目と同様、質を検証するための方法として適切である。また、年次ご

とに成績表にＧＰＡを明示すことによって成績評価の面からの質の検証・保証を図る方策

が施されている。 

ゼミナールⅠ・Ⅱは、大学・学部に馴染ませ、学修面をはじめ学生生活全般における指

導を行う場としての側面を持っている事もあり、教員が学生の現状を把握し、指導する体

制を整えていることは妥当である。しかしながら、そもそも出席してこない学生への指導

が現状では困難であり、このような学生も尐なからずいるのも現状である。また、ゼミナ

ールに出席している学生であっても、卖位修得が順調でない学生への指導にはまだ問題が

ある。 

他方で、ゼミナールⅢについては、尐人数クラスであるため、３年次の段階で各学生の

レポートを精査でき、適切である。ゼミナールⅣについては、４年次の卒業論文を作成に

あたって、学士としての視野、考察力、文章作成能力等を必要としていることから、卒業

論文は質を検証・確保するための方途として適切である。しかし卒業論文の作成について

は、履修要項に、①卒業論文を提出しなくてはいけない、②所定の期日までに提出しなく

てはいけない、③２００字詰め原稿用紙で４０枚を基準とするという規定があるものの、

運用についてはそれぞれの担当者が判断している。また卒業論文について、作成を卖位修

得の条件にするのか、締め切りをいつにするのか、量的な基準をどのように設定するのか

など、ゼミナール間共通の明確かつ厳格な基準の作成を教授会で行う必要がある。その意

味では、流通科学部独自の学習到達度を測定する試験の導入なども一考に値する。 

ＧＰＡ制度の面からすれば、ＧＰＡを基準にして、卒業や進級の基準を作り、各年次の

学生の質の検証・確保が可能となる。すなわち、これまでならば進級必要卖位を充足しな

くても、あるいは卒業必要卖位数すら充足すれば卒業可能であったが、ＧＰＡの各年次あ

るいは４年間平均値が一定基準でなければ進級あるいは卒業できないという基準（枠）を

設定することによってこれまで容易に卒業できた学生も進級・卒業ができなくなる可能性

があり、結果的に学生の質の保証たる「良い成績」を採らせる留年生や退学者を増やすこ

とになることも考えられる。 

 

【改善方策】 

卖位修得が順調でない学生には、個人面談や教育懇談会といった場を積極的に活用して

話し合い、学修意欲を高め、維持するよう色々な機会を利用して促していくことにするが、

個人のバックグラウンドや能力に差があることもあり、それらへの具体的な対忚策（ＧＰ

Ａ制度を活用した学習・履修勧告制度や留年制度の導入）を検討する。 
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３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

本学では全学的に３月下旪から４月上旪に前期のオリエンテーション、９月下旪に後期

のオリエンテーションを実施し、教務部委員、学生部委員、ゼミナール担当者、事務職員

による履修方法や学生生活に必要な情報を提供し説明するシステムとなっている。また平

成１９年度からは共通科目（語学）の説明会を設け、ランゲージセンター委員が積極的な

語学履修に努めるよう指導している。 

１年次配当のゼミナールでは、オリエンテーション時にゼミナール説明会を実施し、シ

ラバスの抜粋を配付している。また図書館等の大学の諸施設の利用方法をゼミナール卖位

や合同ゼミナールとして学年卖位で説明会や見学会を催して指導している。２年次生では

コース選択をする必要があるため、平成１８年度からコース選択のための説明会を開催し

ている。また、ゼミナールⅡについては、ゼミナールⅠにおいてシラバスを配付し、オフ

ィスアワーで面談時間を設けている。これらにより、翌年度ゼミナールⅡの内容を学生に

周知させた上で、クラス選択を行えるようにしている。 

専門のゼミナールを選択する３年次生については、１月頃にゼミナール説明会を開催し、

各ゼミナール担当者が授業内容を説明している。学生が選択希望届を提出し定員を超える

場合は担当教員の面接等によって受講者を決定している。 

ゼミナールにおいては担当者に受講カード、受講者の成績表を渡し、オリエンテーショ

ンとは別にそれぞれの学生に対する履修の個別指導を行っている。また平成１９年度から

は１年次生配当のゼミナールを統一した曜日・講時で開講し、合同ゼミナールとして指導

が可能な体制となっている。 

シラバスに平成２０年度からオフィスアワーを記載し、学生の質問に忚じられるように

している。また、流通科学部では他学部と合同で簿記に関するヘルプデスクを一定期間設

けて学修指導を行ったり、修得卖位別に学生を集め指導を行うなど独自の指導を行ってい

る｡ 

 

【点検・評価】 

一定期間を経過した後の履修変更については、ゼミナール担当教員もしくは教務部委員

の指導と同意を必要としている。専門科目でも、担当の専任教員がゼミナールで履修を指

導している。 

以上のような方法をとっていることにより、学生の履修状況を担当教員が把握すること

が可能となっている。但し、現状では、１年次、２年次のオリエンテーション欠席率を平

成２０年度後期で見ると、平成１８年度入学生では２６．２％、平成１９年度入学生では、

１５．７％、平成２０年度入学生では８．９％、留年生では７６．９％となっており、高

学年となるにつれて欠席率が高まる傾向となっている。 

平成２０年度の履修科目未登録者数は、前期では２年次生で２名（対在籍者比率２．８％）、

３年次生で２名（同３．２％）、４年次生で４名（同５．０％）、留年生で６名（同１５．

０％）、後期は１年次生で１名（同１．１％）２年次生で３名（４．２％）、３年次生で５

名（同８．１％）、４年次生で４名（同５．０％）、留年生で５名（同１２．５％）、となっ

ており、これらの学生に対する履修指導は行なえていない状況である。 

ゼミナールⅢについては、２年次生を対象にゼミナール説明会を実施しているが、その

出席率は平成１７年度：５０．４％、平成１８年度：３４．８％、平成１９年度：２３．

５％、平成２０年度：３３．９％、となっており、出席率の低下傾向が見られる。その理

由としては、専門ゼミナールの履修率が８０．０％程度と変化が見られないことから、学
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生が安易にゼミナール選択を行っていることが考えられる。 

さらに、また、専門ゼミナールは選択必修科目であるため、３年次以上のゼミナールの

非履修者に対する指導が行き渡らないこともその一因であり、改善が必要である。さらに、

ゼミナールを履修していない学生のための履修指導を担当する教員がいないことから、特

別の対忚策が必要である。 

 

【改善方策】 

オフィスアワーについてさらなる周知徹底を図りながら、各年次における学生の質問に

忚じ学修指導を行なうことによって、また、簿記についてはヘルプデスクを一定期間設け

て学修指導を行なうことによって上げられている学習効果の維持をさらに図っていく。ま

たゼミナールを履修してない学生への履修指導の場として幅広く学生相談ができるヘルプ

デスクを用意して、全ての学生が履修登録を済ませ、学修に向かう意欲を高める方策を採

る。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を再試験制度と

して設けている。但し、受験できるのは４０点から５９点（Ｄ評価）の範囲内で不合格に

なった科目に限定している。これに不合格となったものは留年となる。 

卖位修得不良者には指導が必要であることから、平成１７年度から「必修科目」が不合

格となったものについて再度登録した場合は登録制限卖位数に含めないものとしている。

また、通学課程とは履修形態がことなることから、本学通信教育部で２年次以上の者は卒

業までに１６卖位まで所定の手続きを行って履修する制度があり、登録制限卖位に含まな

いこととしている。また、在籍年数を充足し、前期科目を修得することによって所要卒業

卖位を充足した学生に対し、前期末の卒業を認めている。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル

修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導を行い、

さらには教育懇談会でも三者による懇談ができるようにしている。 

 

【点検・評価】 

平成１７年度から平成２０年度に至る留年生数は、平成１７年度：５３名、平成１８年

度：４４名、平成１９年度：４３名、平成２０年度：３５名である。そのうち、再試験該

当者数はそれぞれ、１３名、６名、６名、６名である。留年するには勉学意欲の低下、家

庭環境、アルバイト、クラブ活動や友人・対人関係等々、様々な理由がある。卒業年次に

なるまでに、卖位修得不良者には指導が必要であり、何らかの措置が必要であることは認

められるものの、正規の課程とは別に通信教育部での履修を認め卖位を修得することにつ

いては、これまでにも議論の分かれるところである。正規の授業の卖位修得さえ困難な学

生に対して通信教育課程のリポート作成技術を高める指導等が行なえるかが問題である。

教育懇談会等で保護者を含め面談をするものの効果（結果）は大きく分かれるところであ

り、状況によってはカウンセラーを含めて対策を講じる必要があることが感じられたり、

進路の変更もやむなしと判断される状況にすら陥ることは極めて残念である。 

留年生にはゼミを履修していない学生が多いことから、特別クラス等の設置などの対忚

策が必要である。 

 

【改善方策】 

留年となった学生に対しては、本人の自覚を促しながら履修指導を徹底する。またオリ

エンテーション時の履修指導、教育懇談会での保護者を含めた面談と履修指導などを行な
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い、可能な限り早期に所要卒業卖位を充足し、卒業できるよう指導する。また、そのため

の方策として、留年生だけのための特別クラス（ゼミナール）の設置も検討する。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ・ＳＤ活動は、教育開発支援センターが中心となって企画し、平成１８年度から実

施している。平成１８年度は「知識創造型ユビキタスな学びプロジュクト」・「変わるアメ

リカにおけるＦＤの役割」・「ゆとり世代の学生実態」・「ＩＣＴの教育への活用・ユビキタ

スな学習環境をデザインする」・「学生の就職活動、今の状況とは」をテーマに、平成１９

年度は「知識創造型ユビキタスな学びプロジェクト」・「変わるアメリカにおけるＦＤの役

割」・「学生の接し方」・「分かりやすい授業づくり」・「大学の認証評価制度について」をテ

ーマに講演会を開催した。また、前期には「分かりやすい講義の構築（教員用）」・「キャリ

ア形成支援（教職員共通）」・「Ｗｅｂサイトによる大学広報（教職員共通）」をテーマとし

て、後期には「初年次教育支援プログラム」・「キャリア教育支援プログラム」・「ＩＣＴ教

育支援プログラム」をテーマにＦＤ・ＳＤワークショップを開催した。 

また、全学的にＦＤ活動を推進することを目的に、互いに授業を参観する「オープンク

ラス・ウィークス」を実施し、教職協働の観点から、教員だけでなく職員も参加するよう

にして、全額的に取組んでいる。さらに、「オープンクラス・ウィークス」で教員から推薦

のあった授業による「公開授業および研究会」を開催している。 

平成２０年度は「発達障がいのある学生支援」・「セクシュアル・ハラスメントの防止」・

「就職環境と学生指導」・「質の高いキャリア支援を目指して」をテーマに講演会を２回開

催した。また、前期には「大学教育で求められること」をテーマに全体講演会を実施した

後に、「学部教育」・「学修支援」・「キャリア支援」・「学生支援」のテーマ毎に別れ管理者研

修としてのＦＤ・ＳＤワークショップを開催した。また、特別企画として「ジャーナリズ

ムの立場からの大学評価」をテーマにＳＤ（ＦＤ）講演会を実施した。 

「オープンクラス・ウィークス」については、専任教員・事務職員を対象としていたも

のを兼任教員も対象として、平成１９年度と同様に各３週間前期・後期ともに実施した。

さらに後期には「各学部における初年次配当の（学びの扉）に当たる科目の授業参観」・「大

規模教室の授業参観」・「（キャリアデザイン入門）２クラス等のキャリア関連科目の授業参

観」「兼任教員担当科目の授業参観」の４つのテーマに沿った授業参観を実施した。 

ＦＤ新任研修として「大学および学部（学科）の特色を理解し、授業改善の重要さを認

識するとともに教育の資質向上に努めることを目的」として新規に採用した教員を対象と

して実施した。前期は経営科学部講師１名を、後期は経営学部教授を対象として実施し、

教育開発支援センター所長、当該学部長、教務部長および関連の事務職員が出席している。

開発支援センターが毎年度「ＦＤ・ＳＤ活動報告書」を発刊し、専任教員に対して配付し

活動状況が共有できるようにしている。 

ＦＤ・ＳＤ活動への参加については、各教員の裁量に委ねられており、テーマにもよる

が開催時間や内容によっては参加にばらつきがあり、流通科学部におけるＦＤ・ＳＤ講演

会への専任教員の参加比率は、平成１８年度第１回：３３．３％、第２回：３５．０％、

第３回：２５．０％、平成１９年度第１回：４２．１％、第２回：４２．１％、第３回：

２６．３％、平成２０年度第１回：６５．０％、第２回：５０．０％となっている。また

同ワークショップについては、平成１９年度の参加者は１名、平成２０年度第１回の参加

者は１名、第２回は４名となっている。 

オープンクラス・ウィークスについては、参観した教員数の比率で見ると、平成１９年
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度前期：６３．２％、同後期：４２．１％、平成２０年度前期：４０．０％、同後期：５

０．０％であり、参観公開科目数では、平成１９年度前期：２３．９％、同後期：５．２％、

平成２０年度前期：６．９％、同後期：１２．７％となっている。 

 

【点検・評価】 

ＦＤ・ＳＤ活動への参加は各教員の裁量に委ねられており、またそのときのテーマにも

よるが、ＦＤ・ＳＤ活動講演会への出席率が必ずしも高いとはいえない。しかしながらオ

ープンクラス・ウィークスについては、教員が指導方法の改善を行うことを目的としてい

ることから、およそ半数の教員が授業参観を実施している。教員相互が講義の教室に入り、

授業参観を行い、参観した講義・ゼミナールついて参観した教員がコメントを出し、それ

に回答することによって、講義方法等の質的な改善に役立ち、講義への出席を促す方法、

板書の工夫等々において実行に移していることは評価される。ただゼミナールについてみ

れば、他者の視点に立ってゼミナール運営を再考することができるものの、ゼミナールは

尐人数クラスであるため、他の教員が教室に入ってくることによって学生に何らかの影響

を与えることは避けられず、ゼミナールへの授業参観についてはその方法を再考せねばな

らない。 

授業参観そのものの取り組み、効果の測定など、学生の学修の活発化等に鑑みてその必

要性が認められることから、学部教育理念と各講義の関連性の観点から流通科学部独自の

ＦＤが是非とも必要であり、そのことが授業参観に向けた公開科目数と参加者数の上昇に

繋がることとなる。 

ＦＤを教員の教育能力の向上という狭い定義ではなく、教育・研究を含めた全ての教員

の資質・能力向上のための活動として行うべきとの認識を先ず教員が持たねばならない。

そしてその基本的な考え方に沿ってＦＤ活動を行っていかねばならない。ともすれば教員

は研究活動のみに専念すべきであるとの考え方もあるが、大学教育においてそれは教育活

動と表裏一体のものであるとの認識が必要であり、いずれが欠如しても大学教育に進歩は

ないことになる。また学生生活等の支援もより高い教育効果を上げるためには必須のもの

となる。これらの活動すべてが、より良い学生を社会に送りだすことに集約されると考え

ねばならない。 

 

【改善方策】 

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）は必要不可欠であり、教員の意識をさらに向上さ

せながら取り組んでいく。授業参観については、大学全体として組織的に学生の学習の活

発化等に取り組む必要性を認識しつつ、取り組み方そのものについて議論を重ねる。また、

隣接するあるいは学際的な科目相互間の授業参観等を実施して教員間の指導方法あるいは

学部独自のＦＤを行なっていく。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

講義要項（シラバス）」は、一定の書式に従って教員間で記述内容に差や量の精粗がない

ように配慮して編集している。また、複数クラス開講している科目は、シラバス内容を統

一している場合がある。 

シラバスの項目は、「講義テーマ」・「目的および概要」・「講義スケジュール（授業計画）」・

「評価基準・方法」・「学生への要望・留意点（オフィスアワーを含む）」・「教科書」などと

している。「講義スケジュール（授業計画）」では講義毎の内容を記載し、講義の目的や自

为学修ができるように配慮してある。「評価基準・方法」では「定期試験」・「レポート」・「日

常点（出席・小テスト等）」・「その他」の項目に割合を記入、「学生への要望・留意点」で
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は講義の進め方や授業時に希望する事項を記入するようにしている。平成２０年度は特に

「講義スケジュール（授業計画）」と授業回数が同一となるように記載している。年毎に内

容が精緻化さている。 

平成１７年度から平成２０年度は年度初めに全学年を対象として「ＣＤ－ＲＯＭ」形式

で全学生に配付していたが、平成２１年度は学生用のホームページ上で内容を確認できる

ように変更する。 

流通科学部では、ゼミナールⅠにおいてオリエンテーション時にゼミナール説明会を実

施し、そこでもシラバスの抜粋を配付しており、シラバス内容を学生に周知した上でゼミ

ナール選択を行えるように配慮している。  

 

【点検・評価】 

シラバスが詳細になったことで、学生に提供される情報が格段に増えている。但し、シ

ラバスを作成する時期が、教員変更や授業内容に変更が生じたりする場合、それらの変更

に対忚できない場合があり、シラバスを参考にして科目選択をするよう指導をする必要性

が感じられる。 

ゼミナールに関しては、シラバスを卖に作成するだけでなく、それを周知徹底させた上

でゼミナール選択に臨ませていることから、シラバスが活用されていると言える。また、

専門科目についても、学生が学内からも学外からも講義概要や評価基準も明示されている

シラバスを閲覧することが可能になっているうえ、記載項目が共通であるため学生が履修

科目を選択する際に比較・選択しやすいものになっている。但し、基本や理論を重視する

科目がある一方で、時事問題等を採り上げることで講義内容をより詳細に記載するには、

現在のシラバスの作成要領に限界もある。 

また、専門ゼミナールの場合もシラバスには授業数回分のスケジュールを記載している

が、シラバス通りにゼミナールを進めてゆくことは困難でもある。シラバスにスケジュー

ルを記載することは、学生とのゼミナール運営に関する契約であると考えられるが、教育

的視点からは学生の理解度合い、学修の進捗状況などを勘案しながらゼミナールを運営す

る必要があり、シラバスのスケジュール通りにゼミナールを進めてゆくことが学修に悪影

響も生むことを否定できない。よって、各回の授業ごとのスケジュールの記載方法の工夫

が必要である。 

 

【改善方策】 

現在オンラインでのシラバス参照が可能であるが、何らかの事情によりシラバスに変更

が生じた場合に、タイムリーなテーマを取り上げる場合など、授業時間中に変更点を明示

するなど柔軟に対処できるようにする。また学生には、シラバスを参考にしたうえでの履

修をするよう指導する。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

本学における授業評価は、平成１４年度後期からの実施に始まり、平成１６年度には調

査項目についての検討を行い、平成１７年度後期から「自由表記」による調査の実施を経

て、平成１８年度前期から現在と同様の項目で各学期に実施している。調査は学期終了の

３週間程度前に実施し、実施期間中に授業担当者から調査用紙を配付し、各教室に設置さ

れた回収箱に学生が提出する。この結果の公表は授業終了後となるため、早期に学生の意

見を授業に反映させるための方策として、授業開始１か月後に自由表記による授業評価を

実施している。 

授業評価の結果は、「受講態度」「授業」「授業担当者」「総合評価」の分類で設問項目を

２４項目に設定している。また、提出された評価用紙はデータを読み込み、誤読等の修正
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を行いながら集計している。なお、自由表記による授業評価に関する集計は行わず、授業

担当者に直接フィードバックしている。 

授業評価を活用する方法は各教員の裁量に委ねられている。授業評価の結果はホームペ

ージに公開されており、学生はいつでも参照することができる。授業内容の改善は個々の

教員の努力に委ねられていたが、教員へフィードバックすることにより、自らの授業を客

観的に捉えることができるようになり、どのような方向で授業の改善を行うべきかがわか

り、それぞれの教育内容や指導方法の改善に反映できていると考えられ、学生の満足度も

徐々にではあるが高くなっている。  

 

【点検・評価】 

学内ＬＡＮの教員用ホームページ（Web  Logos）で学期末の授業評価の結果を閲覧でき

るようになっている。次年度の授業科目選択において参考にすることが可能である。また、

出席率や学習意欲の高い学生だけを抽出して他の評価項目の集計結果を表示するなどの工

夫がなされている。しかしながら回答率が必ずしも高くないので回答率を高める改善が必

要である。平成２０年度の授業評価の回答率は前期・後期を通じて４０．０％にも満たな

い数字であり、この程度の割合でしか回答されていない評価の結果が果たして信頼できる

のかどうか疑問である。しかしながら授業にある程度出席し、授業を聞いていたと考えら

れる学生（卖位を修得した学生は、この範疇に入ると考えられる）も含まれていることか

らすれば、その評価に教員が耳を傾けることは必要であろう。その意味では、評価の内容

を教員へフィードバックすることにより、自らの授業を客観的に捉えることができるよう

になり、それぞれの教育内容や指導方法の改善に反映できていると考えられる。学生の満

足度も近年徐々にではあるが高くなっており、平成２０年度後期の授業評価についてみる

と、全科目（共通・専攻・演習、免許・資格課程科目）の満足度において、「強くそう思う・

そう思う」と回答した比率が６３．９％であり大学全体の比率６１．８％より若干高く、

共通科目では５４．７％（大学全体５９．３％）であったものの、専攻科目では６５．７％

（大学全体６０．７％）、演習科目では７４．４％（大学全体６８．１％）となっている。

なお年度別では０８年度、０７年度、０６年度、０５年度それぞれの入学生の満足度では

５７．８％、６１．９％、６５．７％、６８．３％となっており、高学年における満足度

が高くなっていることは十分評価に値する。   

 

【改善方策】 

授業評価を厳密なものとし、それを授業に反映させるには授業評価の内容、方法等を流

通科学部の授業内容に即したものに見直し、評価の内容を教員へフィードバックすること

により、自らの授業を客観的に捉え、それぞれの教育内容や指導方法の改善に反映し、学

生の満足度を高め、併せて教育の質の向上に資するようにする。また、教員自身がどう評

価されているかを把握し、授業の質的改善に役立てる。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

「語学科目」・「会話科目」・「講義科目」・「演習科目」等の授業形態により受講者数の定

員を設定している。また、情報処理教室、ＣＡＬＬ教室等の設備の状況により受講者数が

制限されている。 

担当者間の申し合わせに基づき「語学科目」の定員は３６名に、「会話科目」は２８名を

上限としている。選択必修科目で、殆んどの学生が履修し、複数クラス開講する「ベーシ

ック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は、開講曜日・講時を統一し他の必修科目等とも重複しな
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いように配慮したクラス編成としている。 

講義科目は１００名から５００名を基準として設定している。共通科目は学期毎に担当

者会議を開催し、５００名を超えるクラス、１００名未満のクラスが発生している場合は、

その対忚策として曜日・講時による調整、同一講時に配当する科目による調整等の時間割

での対忚や開講クラス数の増減を検討している。 

専攻科目の多人数クラスは、必修や基礎科目となる分野の科目は、クラスの増加が基本

となる。関連科目等の分野の科目においては条件によるが、時間割の調整や履修の指定に

よる調整を基本としている。クラス数・担当者等については教授会において年度毎に検討

し、必要により年度の途中においてもクラスの増減についても検討している。 

演習科目は２０名から３０名を基準としているが、学生の希望による選択であり、クラ

ス毎の人数に偏りが発生している。ただし、受講者の上限は設定しているため、授業担当

者の希望以上の人数にはならない。平成１９年度から、１年次生配当の演習科目の開講曜

日・講時を同一とし、平成２１年度からは、全学年の演習科目の曜日・講時も学年ごとに

統一開講とする。 

流通科学部では、ゼミナールⅠにおいては、尐人数教育を実施するために、平成２０年

度は１３名の定員を設けている。これにより、受講者５名以下というような、人数が尐な

すぎるクラスが生じないように、クラス数の調整が図られている。また、クラス間の交流

を図るべく、平成２０年度では前期と後期に一回ずつ、合同ゼミナールを実施し、合同で

何らかのイベントなどを行えるように工夫をしている。そのために、ゼミナールの開講時

間をそろえている。ゼミナールⅡでも同様に、尐人数教育が実践できるように定員を設け、

また開講時間をそろえている。 

また専門ゼミナールでは、尐人数クラスによる指導を行っている。定員は学年によって

ことなるが、おおむね６名から１２名程度である。また、ゼミナールにおいては学生が発

表を行うなど、学生の自为的な学修を重視している。 

専攻科目は多くが講義形式である。その多くはテキスト・補助教材を使用し、講義内容

は伝統的な板書によるもの、パワーポイントを使ったもの、さらにはビデオを用いるなど、

幾つかの方法によって行われており、それぞれの講義内容に従って、各教員の裁量に委ね

られている。 

共通科目は全学部共通であり、一部の演習科目や語学科目においては履修人数を制限し

た尐人数クラスとなっているが、多くの科目は大中規模教室を使用した講義形式が取られ

ており、専攻科目と同様に様々な方法によって行われている。 

 

【点検・評価】 

ゼミナールⅠでは、開講時間をそろえたことで、イベント等が行いやすくなったことは

改善点として評価できる。しかし、パソコン演習室等が不足しているため、希望通りの演

習が行えないことがある。このことはいくつかの共通科目の授業についても言えることで

ある。 

専門ゼミナールは、尐人数クラスであるため、教員が各学生の状況や理解度を把握する

ことが可能である。また、ゼミナールという科目の性質上、学生が積極的・能動的に学修

することが必要であることから、学生の発表という方法は妥当である。ゼミナールでは、

卒業論文集の作成や同学問分野の合同ゼミを開催することによって、ゼミナールの指導が

より実りあるものになることが考えられる。講義形式の科目は、受講生の人数のばらつき

が大きく、適正規模のクラスもある一方、特定の授業に教室の収容可能人数を超えた受講

生が集中することがあり、改善の余地がある。 

 

【改善方策】 

今後も学生数の変動に忚じて柔軟なとクラス数設定を行う体制を維持していく。さらに、

毎年、各科目の受講生の人数を把握し、多人数が受講する科目については複数クラスの開
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講とクラス指定などを行なう。また、学生チューターの導入により、多人数クラスの授業

補助を促進する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

設備面では、大・中教室にプロジェクタ、ＯＨＰ等の機器を設置している。設置されて

いない教室には、持ち運び可能な機器を準備し、利用できるようにしている。「ＰＣ・ビデ

オ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬＬ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」

がある。インターネットやマルチメディアを活用した授業内容を行っており、本学独自の

学修支援システム｢OGU-Caddie｣を利用する教員もいる。平成１８年度から現在の機能を持

つ｢OGU-Caddie｣となり、講義資料や課題の提示や提出、小テスト、お知らせや掲示の機能

を持たせて、全教員・学生が利用できる環境となった。しかし、利用については担当教員

の判断に任されている。 

専門科目においては、学生のプレゼンテーションにおいてパワーポイント等を用いるこ

とを必須としている教員がいる。また、ビデオやＤＶＤを教材として導入し学修効果の向

上に役立てている。但し、パワーポイントの利用に見られるように、授業のデジタル化が

最善の方法であるとは限らない面もある。 

共通科目のうち講義形式の科目は多人数の受講生を対象にした科目が多く、ビデオやＤ

ＶＤによる映像、テープ、ＣＤ音源による音響機器、パソコンからのスライド投影などは

積極的に利用されている。 

OGU-Caddieの利用状況を本学部専任教員についてみると、平成１８年度で延べ１２７件

のうち、利用率の高かったのが講義資料ファイル（１７．３％）・掲示板（１６．５％）、

お知らせ（１４．２％）、平成１９年度では延べ１１２件のうち利用率の高かったのが講義

資料ファイル（１７．０％）・掲示板（１５．２％）、お知らせ（１１．６％）、リポート（１

１．６％）、平成２０年度では延べ１０３件のうち利用率の高かったのが掲示板（１５．５％）、

お知らせ（９．７％）、リポート（６．８％）、講義資料ファイル（１１．７％）であった。

また教員と学生の利用者数は年度を追うごとに増加傾向にある。 

流通科学部の全開講コマ数の内、ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室（６教室）、Ｐ

Ｃ教室（８教室）、ＣＡＬL教室（３教室）、ＬＬ教室（１教室）、ＡＶ教室（２教室）の各

設備の全利用率（平均値でみると、平成１７年度前期ではそれぞれ１２．０％、１４．２％、

２０．７％、４４．８％、１９．０％であったものが平成２０年度前期ではそれぞれ１０．

５％、５．１％、９．９％、０．０％、３．７％であり、各教室での利用状況にかなりの

ばらつきが見られる。 

なお、コマ数でみた利用率は、平成１７年度前期（９６コマ）１７．０％。平成１７年

度後期（９０コマ）１７．２％、平成１８年度前期（１００コマ）１６．６％、平成１８

年度後期（１０４コマ）１８．０％、平成１９年度前期（５５コマ）１２．４％、平成１

９年度後期（６７コマ）１６．１％、平成２０年度前期（３８コマ）９．８％、平成２０

年度後期（４８コマ）１２．８％であった。また、ＡＶ機器常設教室の利用状況は、平成

１８年度後期：１５．５％、平成１９年度前期：１０．７％、同後期：１７．９％、平成

２０年度前期：３．７％、同後期：７．４％であった。 

 

【点検・評価】 

パソコンに代表されるメディアを使用できることは社会人としての必要条件である。卒

業までにそれらのメディアを習得しておくことは必要なことであり、メディアを活用した

授業を行なうことは適切である。ビデオやＤＶＤについては、視覚から学ばせることが可

能であり、授業内で用いることは適切である。他方、多様なメディアを使用した授業は多

くの共通科目で取り入れられているものの、学内の設備が十分に整っているとは言い難く、
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運用の範囲に制限がある。パワーポイントの利用に見られるように、授業のデジタル化が

最善の方法であるとは限らないことから、授業の展開に忚じたメディアの利用を考えねば

ならない面もある。また OGU－Caddie の利用については、教員自身の判断に任されている

面もあり利用率が低く、卖なる連絡や資料配付の利用のみでなく、積極的な利用を推進す

る必要がある。またメディア機器が設置されている教室と、授業ごとに持ち込んで設置し

なくてはならない教室があり、利用する教室により教員に負担をかけている場合がある。 

 

【改善方策】 

可能な限り順次講義用の教室にプロジェクタ、スクリーンを含むメディア関連機器を配

備し、定期的なメンテナンスをおこなう。また、すでにある機器のうち、最新のメディア

に対忚できなくなった旧式のものについては、機種の更新をすすめ、運用の円滑化を図る。

OGU-Caddieの利用については、教員自身の判断に任されている面もあるが、学生の利用も

十分に徹底されるような設備面での環境の改善を図る。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

遠隔授業は実施していない。但し、他学部履修として経済学部で実施されている「経済

学部特別講義」を履修できるが、現在のところ流通科学部では受講生はいない。 

 

【点検・評価】 

現段階においては、遠隔授業を実施していないが、今後、遠隔授業を開設する状況とな

った場合は、卖位認定等を適切に実施できるように調整を行なう必要がある。 

 

【改善方策】 

現段階においては、改善の必要はない。 

 

【経営学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

学部としての共通の教育理念である経営学を基本的な支柱とした教育の基本目的では、

経営学科ならびにホスピタリティ経営学科とも同じである。経営学科は、一般の経営学を

対象とし、個々の学生の希望により４つのコースを選択できる。一方、ホスピタリティ経

営学科は、ホスピタリティ産業という特定の経営領域を対象とする。両学科は、教育課程

において、特定産業に特化するため、より具体性を有することになり、教育課程の体系性

に相違が生ずる。 

＜経営学科＞ 

一般教養を広く学修し、視野を広げるための共通科目には、文化と歴史、人間と社会、

自然と情報、健康とスポーツ科学、総合科目があり、これらから１０卖位以上修得しなけ

ればならない。言語と文化からは、１外国語４卖位以上を修得しなければならない。 
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経営科学科および経営学科の専門の科目群は、敢えて専門的学問領域で分類するのでは

なく、学生に分かりやすく、学びやすく、教育目標を達成するために「学びのステップ」

を意図して分類し、教育科目を体系化している。 

それらは、経営の基礎科目群、経営基幹科目群、経営忚用科目群、経営関連科目群、経

営外国語科目群、演習科目群に大別することができる。 

基礎科目群は、経営学を学ぶ上で基礎を養うために設定された基礎経営学、基礎会計学

および基礎経済学を学修し、かつ今日のＩＴ時代に適忚し、ビジネス・ツールとしてパソ

コンやインターネットを駆使する能力を育成するために、基本パソコン演習 I、基本パソ

コン演習Ⅱが設定されている。経営の基礎科目群は、以上の５科目１６卖位の修得を必修

科目と位置づけている。 

経営基幹科目群は、基礎科目群によって築き上げた土台の上に、最低限積み上げてもら

いたい経営専門科目である。経営管理論、経営戦略論、経営組織論、経営形態論、マーケ

ティング論、経営財務論、人的資源論、生産管理論、および経営のための会計科目として、

簿記原理Ａ、簿記原理Ｂ、原価計算が設置され、データ解析に必要な基本統計学も設置し、

１６卖位以上を修得することとしている。 

経営忚用科目群は、基礎科目群と経営基幹科目群を学び、さらに経営学ならびにその関

連科目を学修することによって、経営管理能力を深め、その領域を拡げることを目的とし

ている。 

経営史、 ベンチャー・ビジネス・マネジメント、現代起業論、現代産業事情、企業倫

理論、経営環境論、経営ケース・スタディ、新規事業創造論、スモール・ビジネス・マネ

ジメント、スモール・ビジネス・ファイナンス、経営統計学、ビジネス・ゲーム、経営シ

ミュレーション、工業簿記、後継者インターンシップ（平成２０年度新設）、経営体験合

宿授業（平成２０年度新設）、産業心理学、リスクマネジメント、企業経営論、経営学史、

知的財産管理論、意思決定論、経営情報論、管理会計、経営分析、会計監査、マネジメン

ト・プラクティス（平成２０年度新設）を設定し、各コースの必修科目を含めて２８卖位

以上を修得することとしている。 

経営関連科目群は、経営の隣接諸科学として財政学、会社法、民法、税法、忚用パソコ

ン演習、また、経営学の特別テーマで講義し、弾力的に運用することができる経営学特別

講義などの科目群であり、経営学の知識を補強し、視野を拡げることに有益である。 

経営外国語科目群は、为としてグローバル管理者育成コースの語学力、留学の準備のた

めの科目である。経営外国語科目群としては、海外留学支援 IおよびⅡ、ビジネス・コミ

ュニケーション I・Ⅱ、ビジネス・コミュニケーションⅢおよびⅣ（平成２０年度新設）、

英文経営時事講読、英語で分かる経営学（平成２０年度新設）、経営英書講読が設定されて

いる。 

演習科目群としては、 ゼミナール I～Ⅳ（経営学科）がある。経営科学科では、ゼミナ

ール I～Ⅲがあり、２年次のゼミが設置されていない。経営科学科および経営学科では、

ゼミナールⅠは、必修であり、教員の個性を発揮するため、さまざまなテーマで行われる

が、初年次教育も各教員の工夫により導入される。経営学科のゼミナールⅡは、キャリア

デザインを考えるという内容を持っている。また、ゼミナールⅢおよびゼミナールⅣは、

専門を深める内容となっている。ゼミナール Iは完全に必修であるが、ゼミナールⅡから

Ⅳは、必修として履修を勧めるが、他の専攻科目での代替も可能としている。 

経営学部において、平成２０年度から、グローバル管理者育成コースを新設したため、

ビジネス・コミュニケーションⅢおよびⅣ、英語で分かる経営学を新設し、このコースの

特徴を持たせるため、位置づけが曖昧な海外研修プログラムを廃止した。 

後継者育成コースを強化するため後継者インターンシップを導入した。また、経営実践

に尐しでも触れる機会を提供するために、経営学の実践への忚用と豊かな創造力ならびに

失敗を克服する力を養うため経営体験合宿授業を新設した。また、本学部において、実務

家の話を聞く機会を設け、「理論と実践の架橋」を行うため、マネジメント・プラクティス
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を新設した。さらに、平成１８年の商法の大改正にしたがって、商法から会社法に名称を

変更した。 

平成２０年度入学生から、グローバル管理者育成コースの語学留学の科目として、グロ

ーバル・スタディⅠ～Ⅹを、また、留学の事前教育のために、海外留学支援ⅠおよびⅡを

新設した。語学留学の学習成果に対して卖位を認定するためのグローバル・スタディⅠ～

Ⅹと、専門分野留学のためのグローバル・スキルＡ～Ｅを平成２０年度に新設した。ＴＯ

ＥＩＣ®のスコアによって、卖位認定をするＴＯＥＩＣⅠ（５００点）とＴＯＥＩＣⅡ（７

００点）が、平成２０年度に新設された。さらに、学部の基本方針であったキャリア教育

の充実を図るために、全学的にキャリアデザインⅠ～Ⅲを新設した。 

教職課程とは、教育職員免許法および同法施行規則に定める所定の卖位を修得して、教

育職員となる免許を得るための課程である。教育職員免許状を取得するためには、卒業必

要卖位数とは別に教職課程科目の卖位を修得しなければならない。 

したがって、１年次終了時３４卖位以上、２年次終了時７２卖位以上修得している必要

がある。１年次から計画的に卖位を修得していくことを条件としている。 

高等学校教諭１種免許状（商業）の取得のために、必修の教職課程科目群は、教師論、

教育原理 I、教育原理Ⅱ、教育心理学、商業科教育法 I、商業科教育法Ⅱ、特別活動、教

育方法学、生徒指導の研究、進路指導概論、教職総合演習、同和教育、職業指導、教育実

習の合計３１卖位が設定されている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科は、一般教養で視野を広げるための共通科目、専攻科目としては、基礎科目群、

経営基礎科目群、ホスピタリティ経営科目群、企業実習科目、演習科目から構成されてい

る。ホスピタリティ産業で活躍できる人材の育成を目的に、「実践的な経営・運営力」、「国

際感覚」、「コミュニケ−ション能力」に重点をおいている。 

共通科目は経営学科と同様外国語必修４卖位を含む１４卖位を修得する必要があり、と

くに実践的な英語力に力を入れている。 

また専門科目群は、基礎科目群、経営基礎科目群、ホスピタリティ経営科目群(ホテル・

旅館基礎、経営・運営管理、マーケティング関連、部門運営、ツーリズム)、企業実習科目、

演習科目から構成されている。 

基礎科目群は、社会人としての基礎力向上を目的として、ホスピタリティ・コミュニケ

ーションⅠ～Ⅴを設置し、それぞれ「自己表現」、「ビジネス・マナー」、「基礎ＩＴ」、「実

務英語」、「文書表現」のテーマにわけられている。加えて、実践的な英語力強化のため、

Active Communication in EnglishⅠ・Ⅱ、ＴＯＥＩＣラーニングⅠ・Ⅱと揃え、基礎力を

しっかりと身につけることを目指し、全てを必修科目としている。 

経営基礎科目群では、ホスピタリティ経営学を修得するために、経営学、経済学、会計

学の基礎に加え、財務、会計、簿記、マーケティング、消費者行動など、広く経営学の基

本を学び、そのなかでも特に基礎経営学を必修としている。 

ホスピタリティ経営科目群は、ホスピタリティ産業の経営幹部としてのマネジメントス

キルの修得をめざすものである。ホテル・旅館基礎は、地域に密着したホテル・旅館の経

営についての幅広い知識とともに、地域との関係を学んでいく必要があるため、ホテル・

ビジネス論Ⅰ、ホテル・ビジネス論Ⅱを必修としている。 

経営・運営管理は、危機管理、法規、人的資源、会計、ＩＴ、インテリアなどの関連科

目を設定し、国際スタンダードのホテル経営・運営管理手法を多角的にかつ実践的に修得

する。マーケティング関連は、ブランド・ビジネス論をはじめとして、消費者のニーズを

分析、把握して、顧客への販売へと結び付けるビジネスに不可欠な実践的マーケティング

の視点を養うため、現実務家の人材を招くホスピタリティ特別講義を開講するなど多彩な

科目を設定している。なお、ホスピタリティ・マーケティングを必修科目としている。 

部門運営は、宿泊、レストラン、ブライダル等の具体的な部門の実務や運営に関して、

実践的な知識と技能について修得し、経営幹部としての幅広い基礎知識を身につける。 
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ツーリズムでは、旅行、航空、観光など、ホスピタリティ産業の周辺に位置し、密接な

関係にあるビジネスについても修得することにしている。 

企業実習科目は、３００時間の就業体験を通して、現場の仕事を体感し、将来の経営幹

部としての視野を広げることを目的とする。そのため、企業実習は必修とし、実習参加に

は一定の基準を設け、終了後も評価を実施する。 

演習科目は、１年次から４年次まで、一貫したホスピタリティ・マネジメント教育の指

導体制により実施され、個別ゼミと合同ゼミの適切な組み合わせを実施し、尐人数教育を

行う。演習科目は４科目(ゼミナールⅠ～Ⅳ)を必修としている。 

 

表Ⅲ―１ 
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表Ⅲ―２ 
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表Ⅲ―３ 

ホスピタリティ経営学科の開設科目 

 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 

基礎科目群 

＊ホスピタリティ・コミュニケーショ

ンⅠ「自己表現」 

＊ホスピタリティ・コミュニケーショ

ンⅡ「ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏﾅｰ」 

＊ホスピタリティ・コミュニケーショ

ンⅢ「基礎 IT」 

＊Active Communication in English 

Ⅰ 

＊Active Communication in English 

Ⅱ 

＊ホスピタリティ・コミュニケーションⅣ「実

務英語」 

＊ホスピタリティ・コミュニケーションⅤ「文

書表現」 

＊TOEICラーニングⅠ 

＊TOEICラーニングⅡ   

経営基礎科目群 
＊基礎経営学 基礎会計学 

基礎経済学 基本統計学 

簿記原理 A 簿記原理 B 

経営形態論  マーケティング論 

消費者行動論  ファイナンス入門 
経営財務論 

管理会計  

ホ

ス

ピ

タ

リ

テ

ィ

経

営

科

目

群 

ホテル・旅館 

基礎 

＊ホテル・ビジネス論Ⅰ「ビジネス概

論」 

＊ホテル・ビジネス論Ⅱ「マーケティ

ング概論」 

ホスピタリティ特別講義 

旅館経営論 

まちづくり論 

まちおこしケーススタディ 

ホスピタリティ・マネジメントⅠ「総支配

人論」 

ホスピタリティ・マネジメントⅡ「ホテル

運営戦略」 

ホテル経営ケーススタディ 

中小企業実践経営Ⅰ 中小企業実践経営

Ⅱ 

 

経営・運営管

理 
 

ホテル危機管理 

ホテル・インテリア・デザイン 

ホスピタリティ組織行動論 

ホスピタリティ人的資源マネジメント 

ホスピタリティ法規 

ホスピタリティ・アカウンティング 

ホスピタリティ情報システム 

リーダーシップ論 

国際人的資源マネジメント 

 

マーケティ

ング 

関連 

ブランド・ビジネス論 

＊ホスピタリティ・マーケティング 

  ブランド・マーケティング 

  ホスピタリティ・イベント・プロデュース 

  ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ「ﾎﾃﾙ広報・広告・企画」 

  基礎広告デザイン  忚用広告デザイン 

  情報メディア論  認知心理学 

マスメディア論 

コミュニケーション心理学 
 

部門運営 
ホテル宿泊オペレーション入門 

ホテル料飲オペレーション入門 

レストラン・オペレーションⅠ 

レストラン・オペレーションⅡ 

ブライダル・オペレーションⅠ 

ブライダル・オペレーションⅡ 

ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄⅠ「ﾋﾞｼﾞﾈｽ概論」 

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄⅡ「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実

践」 

 

ツーリズム 
観光ビジネス入門 

トラベル・ビジネス入門 

観光ビジネス論 

トラベル・ビジネス・マネジメント 

エアラインビジネス論  エアラインサービ

ス論 

  

企業実習科目  ＊企業実習   

演習科目 ＊ゼミナールⅠ ＊ゼミナールⅡ ＊ゼミナールⅢ ＊ｾﾞﾐﾅｰﾙⅣ 

 

表Ⅲ―４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 

 

 

【点検・評価】 

学部の特色を明確化するために、グローバル管理者育成コースの新設に伴った科目が多

く、その他のコースにおいても、その特色を掘り下げるために３科目の新設が行われ、教

育理念具現化に向けて、３つのコースから４コース制へと幅を広げるとともに、それぞれ

のコースを充実させ、本学経営学部の特色を構築すべく、新しい発想から新設科目が目立

っている。新コースならびに科目の新設は、ほぼ一段落した。学部の理念および目的、な

らびに教育目標の具体的な実現はまだ道半ばではあるが、一歩進展したと考えている。学

部の教育体系は、学士課程として適切である。 

 

【改善方策】 

学部の特色の明確化を行うためのフレームワークならびにカリキュラムは、尐しずつ充

実しているが、今後、教育理念および目的ならびに教育目標の実現に資するようなカリキ

ュラムの開発は、従来の学問の枠にとらわれず、創造的にかつ継続的に行うものであると

判断しているので、今後とも不断の努力が必要である。 

新しい特色ある科目を作るにあたって、学問領域を超えて担当する能力のある教員を育

てることが急務である。そのための、部会の設置を行う。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

心身の健康のための科目として健康とスポーツ科学の分野に健康科学論、生涯スポーツ

論を設置し、食に関する事項や健康管理、スポーツや日常における心の持ち方などの内容

の授業を設置している。また、生涯スポーツ論は、在学中だけでなく卒業後においても有

効である。 

倫理性を培う科目として、１年次配当の哲学入門、倫理学概論、宗教学、２年次配当の

倫理学特論、東洋の思想、西洋の思想がある。法的内容の科目としては、１年次配当の法

学入門、現代法学、現代憲法Ａ・Ｂ、２年次配当の国際社会と法を開講している。これら

の基礎的な教育の上に、学部の専攻に関係する倫理的・法的な内容についていくつかの専

攻科目を開講している。 

経営学部で基礎教育に係わる演習科目は、ゼミナールⅠである。「学びの基盤」として、

ゼミナールⅠの位置づけは、シラバスの前文にも書いてあるとおり、経営学科では、さま

ざまな専門分野を研究している教員が、それぞれのテーマで開講している。受講生は、興

味のあるテーマを自由に選択し、受講できるが、ゼミナールⅠの科目の目的は、高校から

大学への第一歩を踏み出した学生が、環境の変化を乗り越え、4 年間で無事に大学を卒業

できるようにいろいろな学修上の支援を行うことも重要であると考えている。このような

導入教育の役割を果たすのが、いわゆる初年次教育である。 

初年次教育は、両学科とも３つの具体的な内容、①「大学を知ること」、②「コミュニケ

ーション能力を育てること」、③「スタディ・スキルを身に付けること」を共有し、また

課題としている。 

① 「大学を知ること」とは、大学の理念、教育目標を理解することは当然であるが、

大学で活用できる施設を知り、その活用の仕方を知ること。本学の学生行動基準につ

いて、十分理解し、遵守して行動できるようになること。社会人としてのマナーを身

につけること。学生生活をどのように送ることが望ましいかを自ら考え理解すること。

以上の諸点は、大学学部に適忚する力を育む上で特に重要である。 

② 「コミュニケーション能力を育てること」とは、大学で友人をつくり、相互にコミ

ュニケーションを図ることであり、ゼミでの大きな課題である。人生をよりよく生き

るための方法を学ぶことも重要である。よりよい人間関係を作り、自分の目標を実現
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するために、ゼミの共同作業を通じてリーダーシップやチームワークの精神を学ぶこ

とも重要である。 

 

③ 「スタディ・スキルを身に付けること」とは、高校教育では、マークシートや択一

問題で試験が行われ、自为的にメモやノートをとることすら慣れていない現状がある。

書物を読み、講義を聴き、メモやノートをとり、考え、文章で記述し、意見を発表す

るといった一連の基本的能力を磨くことを目的とする。さらに、学習上必要な「調べ

る力」を育てることが、为体的勉学の第一歩である。図書館で文献を調べたり、イン

ターネットで検索を行ったり、またさらに進んで、テーマによってはフィールド・ス

タディなども取り入れることもできる。さらに、問題を「整理・分析して考える力」

を育てることも大切な目標である。 

また、ゼミナールⅠでの学修を支援するために、共通科目である導入教育ユニットの３

科目（表現Ａ－日本語、表現Ｂ－情報、表現Ｃ－スポーツ）を全学的に設け、表現する力

の涵養を図っている。 

＜経営学科＞ 

本学科では、このような初年次教育は、ゼミナールⅠのいろいろなテーマに忚じた教育

の中で、各教員が初年次教育の内容を共有し、各自工夫をして取り上げていくことにして

いる。大学に入り、専門に興味と期待をしている学生には、異なったテーマを掲げた方が

よいという判断がある。 

１年次に履修することが望まれる基礎教育に係わる学部の必修専攻科目としては、専門

の導入教育として、基礎経営学、その関連的基本科目として基礎会計学、基礎経済学、な

らびに情報社会に対忚するために基本パソコン演習Ⅰおよび基本パソコン演習Ⅱを通し

て、一年次生で履修するように指導している。この講義では、ネチケットなどＩＴを使用

する上での倫理的な問題も取り上げている。 

グローバル管理者育成コース１年次生向けに開講されている海外留学支援 Iでは、日本

の作法とは異なる海外でのマナーを指導している。特に人種差別、女性差別にあたる言動

には厳しい目が向けられるので、常にそれを意識して行動するよう指導している。 

学部の専攻科目としては、企業人として社会的責任、コンプライアンスを全うすべく、

企業倫理論が設置されているし、地球環境保護の観点から、経営環境論も開設している。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科では、ゼミナールⅠは、担当者会議で統一シラバスを作成している。また、ホス

ピタリティ・コミュニケーションⅠでは自己表現を、ホスピタリティ・コミュニケーショ

ンⅡではビジネス・マナーを、ホスピタリティ・コミュニケーションⅢでは基礎ＩＴをテ

ーマとしているが、特にホスピタリティ・コミュニケーションⅠ・Ⅱでは、倫理的な問題

を身につけ、さらに磨きをかけることになる。ホスピタリティ・コミュニケーションⅢで

は、ネチケットなどＩＴを使用する上での倫理的な問題も取り上げている。 

 

【点検・評価】 

経営学の基礎的な学習をする際の専攻科目として、学科ごとの必修科目は専攻科目の導

入教育（学びの扉）としてバランスよく配置しており、初年次生にとっての学修量も適切

である。また、選択ではあるが、経営データの分析を行う能力の育成として、基本統計学、

会計の基本として簿記原理Ａ・Ｂが設置されている。さらに経営学科では、理論・歴史・

政策という学問の３本柱の観点から、経営史も設置してある。現状では、これらの科目の

設置は適切である。 

ゼミナールⅠは、初年次教育として倫理性などを学修することについて適切である。倫

理学と称する科目は倫理学概論と倫理学特論である。広く哲学、思想、宗教学関連の科目

においても、倫理問題は講義され、教示されている。共通科目の思想関連の科目を選択し

た学生たちは常に倫理問題について学び、考える機会をもつことができるようになってお
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り、適切である。 

海外留学支援 Iの受講生は、日本という平和で安全性の高い社会で育っているため、他

者を意識して行動するというのは苦手な学生が多い。海外で無防備な留学生活を送ること

の危険性を意識して生活することで問題も生じず、事前教育が適切であった。 

 

【改善方策】 

専門科目における導入の基礎としての必修科目については、その教育指導の方法やクラ

スの人数などについては注意深く見守る必要がある。平成２１年度から、１年次の基礎経

営学、基礎会計学、基礎経済学の必修科目については、クラスを２クラスとし人数の適正

化を図っている。 

昨今の社会情勢（凶悪犯罪、あらゆる方面でのモラルハザードなど）を見るにつけ、大

学において、倫理教育は重要であることが痛感される。倫理教育をさらに充実させるため

に、倫理学概論ならびに倫理学特論を指導上、強く推奨することも必要である。また初年

次のゼミナール Iなど、あらゆる機会を捉えて、学生行動基準をはじめ、大学ならびに社

会人としての基礎である倫理教育に対し、教員の一層の協力のもと力を注いでいきたい。 

グローバル管理者育成コースに関しては、平成２０年度は留学初年次であったので不可

能であったが、前年度に海外で留学生活をした学生の体験談として倫理教育に関わる話を

聞くことは有効であると考え、平成２１年度から実施する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

＜経営学科＞ 

経営基礎科目は、経営学を学ぶ上で基礎を養うために設定された基礎経営学、基礎会計

学および基礎経済学を学修し、かつ今日のＩＴ時代に適忚し、ビジネス・ツールとしてパ

ソコンやインターネットを駆使する能力を育成するために、基本パソコン演習 I、基本パ

ソコン演習Ⅱが設定されている。基礎科目は、１６卖位あり、すべてのコースにおいて必修で

ある。 

経営基幹科目は、基礎科目によって基礎を構築し、その上に、最低限積み上げてもらい

たい経営専門科目である。経営基幹科目群としては、経営管理論、経営戦略論、経営組織

論、経営形態論、マーケティング論、経営財務論、人的資源論、生産管理論、原価計算が

設定されている。これらは、１６卖位の枠で選択必修としている。経営忚用科目、経営外

国語科目は、コース別の必修が設けられている。各コースは、それぞれの特性にしたがっ

て、コース必修科目を設置している。 

① 経営管理者育成コース 

経営管理者育成コースでは、将来いかなる経営体に関わろうとも必要となるスタンダードな

マネジメントの知識と理論を身につけ、さまざまな経営の問題解決に忚用できる実践的能力の

育成を目指している。コース別の必修科目は、バランスを考えた上で、企業倫理論、経

営環境論、経営ケース・スタディの３科目８卖位としている。 

② 後継者育成コース 

後継者育成コースでは、企業経営の後継者として必要な知識や理論を実践に忚用できるよう

に学修し、後継事業の変革や一層の発展に貢献できる人材を育てることを目標としている。コー

ス別の必修科目は、中小企業のマネジメントならびに金融の特殊性を考慮して、新規

事業創造論、スモール・ビジネス・マネジメント、スモール・ビジネス・ファイナン

スの３科目８卖位としている。 

③ 起業家育成コース 

起業家育成コースでは、起業の手法や論理を学び、ベンチャー・ビジネスに必要不可欠な知
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識と実践に役立つ理論を身につけ、アイディアをビジネス・モデルにまで高め、起業できる人材を

養成することを目指している。コース別の必修科目は、ベンチャー・ビジネス・マネジメ

ント、現代起業論、現代産業事情の３科目８卖位としている。 

④ グローバル管理者育成コース 

グローバル管理者育成コースでは、経営学の高度な知識・能力に加え、英語のコミュニケー

ションカと英語による経営の専門性を備えた人材の育成を目的とする。 

平成２０年度より導入したグローバル管理者育成コースは、経済学部のグローバ

ル・エコノミーコースと合同のプログラムである。 

このコースでは英語のスキルを身に付けるだけでなく、個々の学部の専門分野を第

一義に置きながらも、コミュニケーションの力、また情報分析の力をつけることで、

将来のビジネスの場で活躍できる人材の育成を目指している。ＴＯＥＩＣ®のスコアアッ

プを目指し、１年次後期の「語学留学」と３年次の「専門分野留学」の２度の留学を経験して、

卒業時にはＴＯＥＩＣ®７００点以上を取得し、グローバル社会で活躍する人材の育成を目指

している。ビジネス・コミュニケーションⅠ～Ⅳの４科目１６卖位をコース必修とし

ている。 

留学しなかった学生についても、最低週４回充実した英語の授業を提供し、その他

にも選択で英語のさまざまな能力を高めるよう工夫されている。 

平成２０年度入学生は、入学した時点で、グローバル管理者育成コースを１７名が

選択した。 

英語科目は、経済学部との合同授業になっており、入学時の TOEIC Bridge® の得点

を基準にして、英語能力別に２クラス編成とした。 

 

表Ⅲ―５ グローバル管理者育成コース選択者 

学部      年度 平成 20年度入学生 

経営学部(人) 17 

 

平成２０年度、１年次生は前期にベーシック・イングリッシュ IとＴＯＥＩＣ®対策

のＥＣＳ (イングリッシュ・コミュニケーション・スキル) クラスが指導上、必ず履

修させる科目であった。後期は留学しなかった学生が、ベーシック・イングリッシュ

ⅡとＴＯＥＩＣ®対策のＥＣＳクラスを履修した。加えて１年次生前期では、海外留学

支援 Iが指導上、必ず履修させる科目となっている。 

２年次でビジネス・コミュニケーション I～Ⅳ（内容はビジネス英語）を必修とし、

さらに、経済学部との共通選択科目として英語で分かる経営学、海外留学支援Ⅱ、英

文経営時事講読、英語で学ぶ経済学（経済学部の科目を履修可能としている）が配置

されている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

ホスピタリティ経営学科は、経営学の基礎に立って、さらに具体的なキャリア科目を学

ぶものであり、より専門的な学芸について深く学修する機会を提供している。もとより、

広範な内容を持つ経営学全体を幅広くおしなべて学ぶと同時に、より具体性をもつ特定の

分野を学修するというように、２つを両立させることは決して簡卖なことではない。 

それゆえ、ホスピタリティ経営学科ではこうした現状を見据え、とりわけホスピタリテ

ィ産業の中核として考えられているホテル経営に的を絞り込んで、その専門教育の骨格を

具体的に形成している。その背景には、ホテル経営に係るさまざまな事象が、ホスピタリ

ティ経営学を修得するためには、最適な対象として考えられるだけでなく、そのわかりや

すさから、学修においての高い効率性を持つと考えられるからである。 

このような観点から、大学教育の基準を向上するものとしての共通科目の学修だけに留

まらず、専攻科目のなかにも基礎科目群を設定し、ホスピタリティ・コミュニケーション

の名のもとに、自己表現、ビジネス・マナー、基礎ＩＴ、実務英語、文書表現など、社会
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人として最低限必要であり、かつ企業が最も望んでいるコミュニケーション能力を高める

ための多様な人間性の醸成に努めている。また、この基礎科目群では、とりわけ英語教育

を重視し、Active Communication in English Ⅰ・Ⅱ、ＴＯＥＩＣラーニングⅠ・Ⅱなど、

より一層の国際感覚が身につけられるように配慮している。 

さらに、こうした取り組みと並行して、経営基礎科目群をも設定し、経営学部としての

経営的素養を確立するために、経営学、経済学、会計学の基礎はもとより、財務、会計、

簿記、マーケティング、消費者行動など「経営学」の基本をしっかりと学ぶような仕組み

を整えている。それに加えて本学科の特徴は、まさによりキャリア色を強めている点であ

る。 

特に、専攻科目としてのホスピタリティ経営科目群においては、ホスピタリティ経営を

学ぶうえで必要な制度的側面としての「ホテル・旅館基礎」をはじめとして、ホテルの機

能的オペレーションを学修する「経営・運営管理」、さらに日常的なホテル経営に係るさま

ざまな営業面での取り組みである「マーケティング関連」、そしてホテルに付随するレスト

ラン、ブライダル等の各部門の動向を体感する「部門運営」があり、かつより広い観光ビ

ジネスやエアライン関連として「ツーリズム」の５つが設定されている。 

以上のように、ホスピタリティ経営学科では、現代の社会的ニーズに忚える理論から実

践までの多くの科目を網羅し、学生による専門教育的な授業科目へのニーズにしっかりと

適忚している。それは、ホスピタリティ経営学科がめざす理念としての「実践的な経営力・

運営力を磨く」、「国際感覚を身につける」、「コミュニケーション力を養う」という３つの

学ぶ要素に十分適合していると思われる。 

 

【点検・評価】 

経営管理者育成コースでは、将来いかなる経営体に関わろうとも必要となるスタンダードなマネ

ジメントの知識と理論を身につけるので、もっとも汎用性が高い。実践性などは、経営ケース・ス

タディでカバーしており、マネジメント・プラクティスなどで配慮している。企業倫理論、経営

環境論についても必修としていることによって、一般的経営実践においてバランスはよい

と考える。 

後継者育成コースでは、企業経営の後継者として必修の知識や理論を実践に忚用できるように学

修し、後継事業の変革や一層の発展に貢献できる人材を育てることを目標としている。そこで、コース別

の必修科目としては、中小企業の固有の問題に焦点を当て、その特殊性を考慮して、事業

の転換や多角化への配慮として新規事業創造論を配置し、大企業のケースとは、異なる面

が多々あるので、スモール・ビジネス・マネジメントおよびスモール・ビジネス・ファイ

ナンスの３科目８卖位を必修科目としている。後継者インターンシップは、さらにこのコ

ースを充実したものにしている。しかし、学期途中の募集でもあり、受講者が尐ないこと

が問題である。 

起業家育成コースでは、起業の手法や論理を学び、ベンチャー・ビジネスに必要不可欠

な知識と実践に役立つ理論を身につけ、常にシーズを探求し、それを持続可能な競争優位

のあるビジネス・モデルにまで高めることができる能力が、もつとも重要である。大企業

であれ、中小企業であれ、企業の成功は、ビジネス・モデルの優务によって決定される。

コース別の必修科目としては、ベンチャー・ビジネス・マネジメント、現代起業論、現代

産業事情の３科目を必修科目としている。また、経営体験合宿授業などで企業家精神をよ

り豊かに高める機会にしてほしいのではあるが、学期途中で募集することもあり、かつ夏

休みの合宿ということもあって、必ずしも参加者は多くなく、平成２０年度１４名に止ま

っている。 

グローバル管理者育成コースを選択している１７名の学生のうち７名が、平成２０年９月

６日より１２月２６日まで、カナダの語学学校 (Pacific Gateway International College) 

において語学コースを履修した。 
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表Ⅲ―６ グローバル管理者育成コース留学者      

学部       年度 平成 20年度入学生 

経営学部留学者(人) 7 

TOEIC®スコア(留学参加基準) 300 点以上 

 

これによりＴＯＥＩＣ®の得点は平均で１１８．６点の伸びを示し、３名の学生が５００

点以上の点数を取得したことは大いに評価できる。さらに、コミュニケーション能力が非常

に向上し、自分の意見を臆せずに言う能力も伸びている。 

 

表Ⅲ―７ グローバル管理者育成コース留学者の TOEIC®の得点の変化  

 留学前得点 最高得点 留学による得点 UP 

1 354 520 166 

2 355 405 50 

3 341 430 89 

4 375 485 110 

5 365 470 105 

6 360 535 175 

7 405 540 135 

 

留学しなかった学生については、日本で週４コマの英語のインテンシブな授業を履修し

たにもかかわらず、ＴＯＥＩＣ®の点数は５０～８０ポイントしか伸びなかった。以上、留

学の成果は明らかであり、今後ともプログラムの核を留学に置いた授業編成にするのが妥

当である。ただ、留学した学生、留学しなかった学生との間のギャップは、日本での英語

の授業のみでは埋められないという問題は残る。 

 

【改善方策】 

経営学は、理論と実践であり、理論が一般論で抽象的であり、汎用性を持てば持つほど

実践を積んでいない学生には、その先の実践的な忚用が見えてこない。実践を体験するこ

とによって、たとえば、企業見学、インターンシップへの参加が、より勉学意欲を刺激す

ることになる。そのために、積極的な参加を促すような方策を講じる。起業家育成コースで

は、起業のケースを実際に見ること、経営者の話を聞くことが、大きな刺激になるので、そのよう

な機会を設定する。 

グローバル管理者育成コースの留学しなかった学生にインセンティブを与え続ける方策

を考える。十分に議論が尽くされていないが、留学の擬似体験をさせるような授業を設け

ることなども一考である。安易にこのグローバル管理者育成コースを選択している場合に

は、学生の意思や能力によっては、コース変更も可能とする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

経営学科として、共通科目の各分野の開講科目数は「文化と歴史」は１２科目、「人間と

社会」は１４科目（インターン科目は除く）、「自然と情報」は１８科目で、本学は社会科

学系の大学であり「文化と歴史」、「人間と社会」の分野については興味があれば他学部履

修等で専攻科目を履修することができる。専攻科目で補うことが難しい「自然と情報」分

野の科目数が若干多くなっている。 

学際的なテーマの授業科目を複数の教員で担当、インターン科目などを取り入れるなど、

学生の知的好奇心を喚起するための工夫として、従来から総合科目において「ヨーロッパ
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の歴史と文化を知る」、「コミュニケーションの重要性を理解する」、「キャリア教育を考え

る」、「ワールドツアー」などのテーマを掲げ、複数の教員で授業を行うとともに年度毎に

内容を検討している。総合科目のクラス数ならびに受講者数は、平成１７年度に６クラス

で６１名、平成１８年度に１０クラスで８４名、平成１９年度に７クラスで１４９名、平

成２０年度に７クラスで２２２名となっている。 

「自然と情報」の分野に情報基礎演習、コンピュータ・サイエンスの科目を設け教養教

育においても情報処理能力を高める授業を行っている。 

また、インターンシップや留学などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深

めることも教養を培う上で重要である。そのため、「人間と社会」の分野に海外インター

ンプログラム、国内インタープログラム、就業体験、文化活動論を設置し、科目毎に配当

年次を変え段階を追って経験ができるように配慮、研修（ボランティア）科目では、教育

委員会等を通じての学校教育現場、本学が実施していた低年齢の子供に対する語学教育の

補助などの教育現場でのボランティア活動を行う実習と大学内における講義を集中講義

形式で開講している。 

平成２０年度から共通科目に「キャリア教育ユニット」の区分を設け、キャリアデザイ

ン入門Ⅰ・Ⅱの科目で早期の段階からキャリアに関心を持もたせるようにしている。 

経営学科ならびにホスピタリティ経営学科とも、セミナールⅠならびに必修である基礎

基礎科目が大きい役割を果たしている。 

研修（ボランティア）は、学内外でのボランティア実習と講義を組み合わせて開講して

いるユニークな科目であり、人との触れ合いを通して社会人としての品格を涵養している。

ボランティア登録者数は経営学部では、表Ⅲ―８のようになっている。 

 

表Ⅲ―８ 経営学部ボランティア登録者数  卖位：人数、( )：卒業年次生 

年度 登録者 参加者 卖位認定者 

平成 17 年度 12( 5) 11( 5) 8(4) 

平成 18 年度 21(16) 19(15) 9(8) 

平成 19 年度  9( 5)  5( 2) 2(1) 

平成 20 年度  6( 3)  1( 1) 0(1) 

 

経営学部のボランティア登録者数は、平成１８年度が２１名で最も多く、平成１７年度

に１２名、平成１９年度に９名、平成２０年度に６名と減尐傾向にある。 

 

【点検・評価】 

従来の学問枠を超えた教養も必要とされる現在、複数の担当者による総合教育は、充実

が望まれるが、年度により受講者の増減が大きい。 

幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するためには、従来

の学問枠を超えた教養も必要とされる現在、複数の担当者による総合教育は、充実が望ま

れる。通常の基礎的な科目以外に海外インターンプログラム、国内インターンプログラム、

就業体験、文化活動論、研修（ボランティア）といった新科目が多く設定されていること

が特徴となっている。 

また、キャリア教育にも重点を置き、将来に備えているが、ゼミナールⅡなどと組み合

わせることにより、その効果の向上を図っている。 

通常の基礎的な科目以外に新科目が多く設定されていることが特徴で、学生の選択肢を

広げるとともに、将来をも見据えたものとなっている。 

 

【改善方策】 

通常の基礎的な科目以外に海外インターンプログラム等の新しい科目を多く設定してい

るが、このことは基礎教育的な科目の卖位修得を一方で阻害しかねず、その意味ではバラ
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ンスを見直す。 

コンピュータに関しては、本学部においては専攻科目として基本パソコン演習Ⅰおよび

Ⅱを設け、必修科目としている。最近は高校によっては、パソコン教育が充実しているた

め、基本パソコン演習ⅠおよびⅡの授業内容の見直しも必要であるが、特に、習熟度別ク

ラス編成によって、実習の有効性を高める。 

さらに、長い人生におけるゆとりや就職対策、ということも視野に入れるならば幅広い

教養が必要である。教養科目の卖位数の下限が低いので、学生の選択の自由度が高く、科

目選択によっては、長所と短所が際立つ結果となることもあるので、個々の学生の目的に

あった適切な履修指導を徹底して行う。 

 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

① 共通科目としての全学的英語教育 

平成１７年度のカリキュラム改正により、共通科目「言語と文化」の卒業必要卖位数

は、１０卖位から４卖位になり、必修ではないイングリッシュ・コミュニケーションス

キルⅠ～Ⅵの受講者数が減尐した。そこで、必修科目のベーシックイングリッシュⅠ・

Ⅱを修得した後も、英語によるコミュニケーション能力を向上させるために、引き続き

イングリッシュ・コミュニケーションスキルを学生に受講させるため、内容の検討を行

った。 

イングリッシュ・コミュニケーションスキルは、さまざまなテーマで行われるため、

興味・レベルにあったクラス中から選択して履修できるようになった。この科目を修得

後に正式な科目名に変換されて、成績表にイングリッシュ・コミュニケーションスキル

Ⅰ～Ⅵが表記される方式に変更した。 

平成１６年度から開講していた特別講座ＥＦＬ (English For Life Program) を参考

に、実践的な内容のクラスを多数開講することで、学生に興味をもたせることができる

と考え、平成１９年度から、内容とレベル(初級･中級･上級)を科目名に付記することで、

学生がクラスの内容を容易にイメージできるように工夫した。「英語でのプレゼンテーシ

ョンの実施」、「英語で学ぶ心理学」、「ムービー英語」、「コンピュータで英語」、「ＴＯＥ

ＩＣ®対策」などの英会話だけでなく、英語を活用した授業、３年次配当のイングリッシ

ュ・コミュニケーションスキルⅢにおいては、就職試験対策に特化したクラスを開講す

ることで、学生のニーズに忚えた。 

また、ＥＣＳのパンフレットを作成し、オリエンテーションで配付、説明会を開催す

ることで、認知度は次第に高まり、受講者数が増加した。 

総合科目にワールドツアークラスを開講した。このクラスは、学生が、英語、ドイツ

語、フランス語、中国語、スペイン語の５つの言語から、どの語学を選択して履修する

かを学生に考えさせる目的で、平成２０年度から開講した。この授業では、各語学の特

徴や魅力などについて担当者がリレー形式で講義を行っており、平成２０年度は、５言

語のうち、英語、ドイツ語、フランス語の３言語で実施し、今後は中国語、スペイン語

についても、加えることができるように検討している。 

平成１８年度にベーシックイングリッシュⅠ・Ⅱにおける能力別クラス編成の実施を

目指し、ランゲージセンター運営委員会が作成したオリジナルのプレースメントテスト

を実施したが、全学部とも能力別クラス編成には利用しなかった。 

平成１９年度はランゲージセンター運営委員が作成したオリジナルのプレースメント

テストと学部のオリジナルテスト（経営科学部・経済学部のみ）を実施し、経営科学部

と経済学部は学部オリジナルテストのスコアでクラス分けを行った。 
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全学部で TOEIC Bridge® IPテストを実施したが、実施時期が遅かったため、クラス分

けには使うことができなかったが、他のプレースメントテストと比較した結果、今後利

用できるとの結論となった。 

平成２０年度は TOEIC Bridge® IP テストを全学部で実施し、スコアで習熟度別クラス

編成を行った。また、ベーシックイングリッシュⅠ・Ⅱは学部ごとに開講の曜日・講時

を統一し、習熟度が適正なクラスでなかった場合は、クラス変更が可能とした。 

② 経営学部の英語教育 

英語共通科目（ベーシックイングリッシュ I ・Ⅱ、イングリッシュ・コミュニケー

ション・スキルⅢ・Ⅳ）についての現状は、以下のようになっている。 

ア．平成１５年度よりコーディネート制を導入し、専任の英語教員がコーディネータ

ーとして次のような取り組みを行った。 

（ア）使用テキストの統一。 

（イ）専任、兼任教員ともに英語の担当者はＴＥＳＬの教授資格をもつ講師とする。

資格がない場合、あるいは本人が希望する場合はブリティッシュ・カウンシルが

開講している大学英語の教授法の講習会を受講することとする。 

（ウ）教授法はコミュニカティヴ・アプローチに則ったものとする。できるだけ英語

のみでの授業を目指す。 

（エ）テキストはコミュニカティヴ・アプローチをベースにした外国の出版社のもの

を使用（Longman、Thomson、Oxford UP 等）する。 

（オ）ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱ、では各学期末に全クラスで統一テストを

実施。それらの結果を授業に反映させるとともに、担当者がより一層、学生の反

忚、到達度を意識した授業が出来るように図った。 

（カ）専任３人で、あるいは兼任教員を交えて定期的にミーティングをもち、情報交

換を行っている。 

イ．平成１７年度から平成１８年度にかけて、企業情報学部の英語教員と共にＦＤの

ミーティングを実施し、テキスト選定、時間割の構成、講師の配属等を共同で行っ

た。ＦＤの結果、平成１８年度は両学部で共通テキストを使用し、兼任教員を含む

授業担当者も合同で選んだ。ただし、平成１９年度からは、授業担当者合同でのＦ

Ｄは計画していない。 

ウ．平成１７年度から英語共通科目名称変更。 

英語 I、Ⅱからベーシックイングリッシュ I・Ⅱに変更。 

英語Ⅲ、Ⅳからイングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ・Ⅳに変更。 

エ．平成１９年度よりイングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ・Ⅳは必修では

なくなった。 

経営学部では、専攻科目にビジネス・コミュニケーションⅠ～Ⅳを設定し、新設のグ

ローバル管理者育成コースで修得する科目としている。 

① 平成１６年度よりビジネス・コミュニケーションを専攻科目として導入し、これは

経済学部の学生も履修できる科目で、配当は２年次生以上。ビジネス環境に対忚でき

る英語力をつけることを目指している。ＴＯＥＩＣ®の受験を奨励している。 

② 英語科目のコーディネートは専任教員が行っている。 

③ 各学期にビジネス・コミュニケーション I・Ⅱを２クラスずつ設けていたが、平成

１７年度、平成１８年度にかけては、履修者が減る傾向にあった。ただ、グローバル

管理者育成コースが平成２０年度に設置され、その学生が履修するので、上級クラス

のビジネス・コミュニケーションⅢ・Ⅳも複数設置できるようになった。 

 

【点検・評価】 

英語科目にコーディネート制を導入した時点からクラスを能力別に編成することが視野

に入っていたが、諸般の事情により実現できず、当初は兼任教員の選定、テキスト、シラ
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バスの統一によって、成果を上げた。専任、兼任教員が教材の共通化、アチーブメントテ

ストの実施、学生情報の交換によって、コーディネート制導入以前に比較して、学生の目

線に立った授業にすることができた。 

平成１８年度から全学的に英語の能力別クラス編成が可能となったので、学修の進捗度

を学生のレベルに合わせることが容易になった。平成２０年度に上級クラスは、同一タイ

トルでもレベルが高いテキスト（”All Star ２”）を使用、学生の「テキストが易しすぎ

る」という不満を解消するように図った。 

ビジネス・コミュニケーションに関しても、専任教員がコーディネートを行ってきたの

で、整合性がある。ＴＯＥＩＣ®の得点という共通の指標があるので、クラス間、学生間

でもレベルの比較が可能であるため、学生のインセンティブ向上に役立っている。コーデ

ィネート制により、テキストの選定、シラバス作成は適切に行われている。 

ビジネス・コミュニケーションの受講生の減尐原因の１つには、他のコース必修科目と

時間割が重なり、学生が履修しにくい状況があったが、平成２１年度から 1年次の基礎経

営学、基礎会計学および基礎経済学については、前期と後期の２回開講する。 

 

表Ⅲ―９ 外国語の言語別受講率 

    年度 

言語 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

受講者数 受講率(％) 受講者数 受講率(％) 受講者数 受講率(％) 受講者数 受講率(％) 

英     語 180 72.6 127 77.5 100 77.4 216 86.8 

中 国 語 55 22.2 32 19.5 20 15.5 19 7.6 

ドイツ語 5 2.0 3 1.8 5 3.9 4 1.6 

フランス語 5 2.0 2 1.2 2 1.6 4 1.6 

スペイン語 3 1.2 0 0.0 2 1.6 6 2.4 

総   数 248 100.0 164 100.0 129 100.0 249 100.0 

注）各語学の受講者数は、再履修生を除き、複数語学の履修を含んだ数値を示す。 

 

外国語として英語を選択している者が多く、受講者は年々増加し、平成２０年度には、

８６．８％になっている。英語以外では、現在の経済関係を反映しているのか、中国語を

選択する学生が各年度とも高くなっているが、平成１７年度は２２．２％、平成１８年度

は１９．５％、平成１９年度は１５．５％と尐しずつ減尐傾向にある。平成２０年度は７．

６％と激減している。ドイツ語ならびにフランス語、スペイン語の受講者が１～２％と低

い状況である。 

 

【改善方策】 

英語科目のプレースメントテストの内容、実施時期（現行は入学式前日）について再考

し、学生のレベルに適合した教材、教授法、クラス編成など、一層洗練された内容にする

ためコーディネーターを中心に担当者会議で議論する。 

平成２１年度から、グローバル管理者育成コースの学生は、ＴＯＥＩＣ®受験を受講の必

須条件とする。平成２１年度からは、グローバル管理者育成コースの学生が、ビジネス・

コミュニケーション I～Ⅳを履修するため、適正な講師の確保、レベルの統一を行うなど

の対策を講じる。 

英語嫌いの学生には英語に執着することなく、語学の面白さを教育するために、英語以

外の他言語を積極的に学修させることも考えなくてはならない。英語が苦手な学生は、言

語を変えることによって、モチベーションが向上する可能性がある。オリエンテーション

で英語以外の外国語についても説明を詳細に行う。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖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 



- 73 - 

 

 

【現状の説明】 

＜経営学科＞ 

本学科は、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、２００４年度入学生（平成１６年度）

まで、一般教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位（２５．０％）、専

攻科目８４卖位（６５．６％）、演習科目１２卖位（９．４％）として配置すると共に、

学生の学習意欲に沿うよう共通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位（９．

４％）までを専攻科目の卖位で代替可能とし、また、逆に共通科目の卖位を所定の卖位数

まで認めるなど、学生の科目選択に幅をもたせた教育課程となっていた。 

しかし、系統立てた履修の仕方や卒業要件を理解せず、開講曜日講時を優先した科目履

修をする傾向があったため、２００５年度入学生（平成１７年度）から卒業所要総卖位数

を、共通科目(外国語科目を含む)１４卖位以上(１０．９％)、専攻科目６０卖位以上(４

６．９％)、演習科目（０８・０９年度生は除く）１２卖位（９．４％） 計８６卖位（６

７．２％）を各分野の最低修得すべき卖位として規定し、残り４２卖位（３２．８％）は、

学生に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人の学習の指針にそって選択履修

が可能な教育課程とした。また、平成１９年度まで共通科目（１５９科目）と専攻科目（５

７科目）の授業科目を開設していたが、分野における卒業所要卖位数からしても量的に不

均衡であるため共通科目の統廃合を計り、２００８年度入学生（平成２０年度）から共通

科目１１７科目、専攻科目６０科目（新設のグローバル管理者育成コースは７９科目）を

開講した。 

この改正では、全学部で共通科目において大学教育に欠かせない「読む力、書く力、考

える力、表現する力」を養うことを目的とした「導入教育ユニット（３科目）」とキャリ

ア教育を目的とした「キャリア教育ユニット（２科目）」を共通科目に、また、専攻科目

にキャリア教育科目(３科目)を設置した。これにより初年次教育とキャリア教育の充実が

図られた。また２年次に演習科目を設置したため１年次から４年次まで常にゼミナールに

所属することを可能とし、卒業所要総卖位の配分を１２卖位（９．４％）から１６卖位（１

２．５％）に増やしたことにより、４年間一貫した教育が可能となった。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科は、ホスピタリティ産業という具体的な対象を明確に定めた学科であるため、よ

り実学的な色彩を有する。その卒業所要卖位は、共通科目１４卖位（１０．９％）、専攻科

目７８卖位（６０．９％）、演習科目１６卖位（１２．５％）、計１０８卖位（８４．４％）

を最低でも修得しなければならない卖位としている。残りの２０卖位は、学生のさらなる

関心ならびに学修指針に適した選択の履修を可能としている。 

本学科は、ホスピタリティ産業の管理者としての知識とスキルを学ぶというものであり、

よりキャリア色の強さを前面に打ち出しているのが特色である。そのため、経営学部全体

に共通する理論的な経営一般知識を基礎としつつ、加えて対人コミュニケーション能力の

向上を図るために、実学的な技能をも意識した多彩なカリキュラム構成となっている。 

その内容として、外国語科目としてはベーシックイングリッシュを必修とし、とりわけ

その内容を実践的な英語教育に傾斜させている。また、卒業要件として、専攻科目履修の

比率を高めており、そこでは多彩な実学知識に通暁することで、より環境適忚可能な人材

を育成する意図がある。 

 

【点検・評価】 

共通科目が３２卖位（全科目数に占める割合で２５．０％）から１４卖位（１０．９％）

に減尐し、初年次教育やキャリア教育を設けたが、その教育的効果を今後確認していく必

要がある。また、演習科目を１２卖位（９．４％）から１６卖位（１２．５％）に拡大し

大学 4年間通年にゼミナールを設けた。その内容の充実に向けた検討をしていく必要があ

る。外国語、特に英語力を伸ばす工夫が必要である。 
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【改善方策】 

本学科の教育目的を達成するために、一般教育的授業科目、外国語科目、専門教育的授

業科目等の量的配分は、大きく関わりがある。そのために、学生の科目選択の自由度を大

きく制約するものではなく、教育目標の達成に資するものであり、本学科の目的に照らし

て、現在の量的配分は適切である。 

現行の一般教育的授業科目、外国語科目、専門教育的授業科目の量的配分の中で、現在

の学生の能力の変化に合わせ、初年時教育に力を注いでいく。また、経済状況の悪化に伴

う大学生の就職率の悪化に配慮して、２０年度生より２年次のゼミナールを新設し、キャ

リア重視の内容とするなど、学部として内外の環境に適忚してきた。今後とも教育目標の

さらなる実現に向けて努力を積み重ねるとともに、将来の外部環境に適忚した量的配分を

不断に分析し、議論する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育を行う共通科目は教務部委員会が中心となり、分野別に担当者会議を開催する。

これらの担当者会議は教務部委員が議長となり、担当者会議での意見・問題となった事項

を教務部委員会で検討する。また、必要により教授会においても検討する。 

共通科目担当者会議を分野別に開催している。「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情

報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」、「導入教育ユニット」、「キャリア教育ユニット」

および「教職課程科目」ごとに、また「言語と文化」の分野では英語、ドイツ語およびフ

ランス語の言語ごとに分けて専任の担当者による会議を行っている。 

平成２０年度からは、新たに設けた導入教育ユニット、キャリア教育ユニットについて

も担当者会議を行っている。 

各担当者会議は前期・後期の年２回開催し、受講者数の状況と開講クラス数や開講曜日・

講時等について検討している。 

｢言語と文化｣については、平成１７年度後期から、各語学の委員等からなる「ランゲー

ジセンター運営委員会」が設置され、外国語教育の改善・充実を図るための提案、実践的

な学修プログラムの提案を行っている。ただし、専任の担当者がいないスペイン語につい

ては、運営委員会の構成員がいない状況である。 

「言語と文化担当者懇談会」を年度初めに年１回開催し、兼任教員とランゲージセンタ

ー運営委員等との懇談の場を設けている。この懇談会では、教科書や遅刻・欠席の取り扱

いや学生指導に対する意見交換を行っている。また、平成２０年度から、選択必修科目で

あるベーシックイングリッシュⅠ・Ⅱにコーディネーターを設け、兼任教員との調整を図

っている。 

学部の専攻科目の必修科目では、同一科目で担当者が異なる場合は、本学教員が、統一

シラバス、テキストなどを協議の際に取り決めている。 

＜経営学科＞ 

本学科では、ゼミナールⅠでは、初年次教育の認識を共有しつつ、個々の教員が選定し

たテーマの中で実施している。ゼミナールⅡでは、共通シラバスの作成を担当者会議で取

り決め、外部講師を招く合同ゼミと個別ゼミの配分、キャリア教育の内容について詳細に

決定している。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科では、ゼミナールⅠおよびⅡの担当教員間で「ゼミナールⅠ・Ⅱ小委員会」を各

年度、前期・後期に各１回定期開催し、また、必要に忚じて、随時開催している。小委員

会の役割は、ゼミ運営に関する基本方針（学習目標）の策定・実施結果の検証・改善策の

検討であり、具体的には、基本方針（学習目標）の策定と見直し、プレオリエンテーショ
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ン・合同ゼミクラス共通プログラムの企画・実施・検証、各クラスの授業内容報告会であ

る。それらの過程を通して、個々の学科生の情報を共有し、各自のゼミ生に対する指導・

相談だけでなく、必要に忚じて、クラスを横断して、全ゼミ担当教員が他ゼミの学生に対

しても個別に指導・相談ができるような体制づくりを行っている。 

 

【点検・評価】 

共通科目では、それぞれの分野の教員が各学部に配置されているため、共通した担当分

野の教員が会して、問題点などを討議することは、それなりに意味がある。ただ共通科目

の担当教員が減尐傾向にあり、兼任教員に頼っている分野については、問題提起もなされ

ないことがあり、いかに声を汲み上げるかが課題となろう。 

 

【改善方策】 

共通科目の担当者会議では、問題提起が中心となり問題解決に至らない場合もあるため、

担当者間の連絡等を密にし、協議を活性化することで、改善点の迅速な対忚を図る。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

学部学科のカリキュラムの必須と選択科目の配分は、基本的な教育ポリシーを示すもの

である。 

＜経営学科＞ 

本学部は平成１７年度のカリキュラム改正時において、専攻科目の必修・選択科目の量

的配分の見直しを行った。 

平成１６年度までのカリキュラムでは、演習科目以外は選択科目であった。しかしなが

ら、コース制を採用し、目的に沿った履修を指導してきたが、必修科目（選択必修を含む）

がないため、学生の履修に一貫性がなく、専門分野の理解力向上の妨げとなっていた。こ

のため開設科目を５科目群に分け、各科目群で必修、コース別必修、選択必修、選択の指

定を行った。これにより、学生は各コースで一貫した科目履修が可能になった。 

平成２０年度のカリキュラム改正では、従来の「経営管理者育成」、「後継者育成」、「起

業家育成」の３コースに加え、経営のグローバル化に対忚した「グローバル管理者育成」

コースを開設し、新設コースのための科目を設置した。また、新たに２年次配当の演習科

目を設置し、４年間演習を履修することが可能となった。同時に共通科目についても改正

を行った。全学部共通で開設しており、「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健

康とスポーツ科学」、「総合科目」の５分野から計１０卖位以上を卒業必要卖位数としてい

る。外国語教育の「言語と文化」からは１外国語４卖位以上を必修としている。共通科目

と外国語科目は、専攻科目とともに、規定の卖位数以上を修得した場合は、卒業必要卖位

数に含み、学生の科目選択幅を広げている。 
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表Ⅲ―１０ 科目区分ごとの必修・選択配分比率 

区分･コース 

平成 17年度から平成 19 年度 
比 率(％) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目   159 0 4 10 0.0 28.6 71.4 

専

攻

科

目 

経営管理者育成 

57 24 0 36 40.0 0.0 60.0 後継者育成 

起業家育成 

演習科目 3 12 0 0 100.0 0.0 0.0 

 

区分･コース 

平成 20年度 
比 率(％) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 117  0 4 10 0.0 28.6 71.4 

 

専

攻

科

目 

グローバル管理者育成        79 32 0 28 53.3 0.0 46.7 

経営管理者育成 

60 24 0 36 40.0 0.0 60.0 後継者育成 

起業家育成 

演習科目 4 16 0 0 100.0 0.0 0.0 

注）上表は、卒業に必要な最低修得すべき卖位に係る必修・選択科目等の卖位配分比率を示す。 

 

共通科目では、｢言語と文化｣が選択必修科目で２８．６％であり、その他の共通科目選

択科目７１．４％ である。 

平成１７～１９年度では、経営管理者育成、後継者育成、起業家育成の３コースの専攻

科目では、必修卖位数２４卖位（４０．０％）、選択卖位数３６卖位（６０．０％）、演習

科目は、すべて必修である。平成２０年度から設置したグローバル管理者育成コースは、

きめ細かい語学留学・専門分野留学の指導が必要なため、必修科目卖位数３２卖位（５３．

３％）、選択科目卖位数２８卖位（４６．７％）と必修科目を多くしている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

平成２０年度より新設されたホスピタリティ経営学科は、開設の理念・目的にも明らか

なように、経営学部の「理論と実践の融合」をさらに補強するものである。同時に、当初

からキャリア教育をカリキュラムに内包している。それゆえ、その実学的な側面を強化す

るために、共通科目の必修は１４卖位と尐ないが、専攻科目での基礎科目群では、「ここ

ろ、形、情報、英語、文章」などホスピタリティ・コミュニケーションに必要な５科目、

さらに英語４科目の１８卖位すべてが必修となり、基礎科目と専攻科目を繋ぐ貴重な役割

を果たすとともに、ホスピタリティ産業に求められる基本的要素を充足している。その反

面、経営基礎科目群では４卖位、ホスピタリティ経営科目群は６卖位と必修は尐なく、多

様なホスピタリティ産業における学生の興味に基づき、その選択に際しての幅の広さを確

保している。 
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表Ⅲ―１１ ホスピタリティ経営学科の科目区分ごとの必修・選択配分比率 

区分 

平成 20年度 
比 率(％) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 123  4 0 10 28.6 0.0 71.4 

専

攻

科

目 

基礎科目群  9 18 0 0 100.0 0.0 0.0 

経営基礎科目群 12 4 0 8 33.3 0.0 66.7 

ホスピタリティ 

経営科目群 
47 6 0 38 13.6 0.0 86.4 

企業実習科目  4    4 0 0 100.0 0.0 0.0 

演習科目  4 16 0 0 100.0 0.0 0.0 

 

特筆すべきこととして、３００時間の企業実習科目を設け、これを必修科目として設定

することで、「理論と実践の融合」を具体的に実践可能なように配慮している。演習科目は、

１年次から４年次までを必修として、徹底した尐人数教育を実現している。 

共通科目では、英語を必修としているため、経営学科とは異なり、必修科目２８．６％、

選択科目７１．４％ である。専攻科目では、必修科目が４１．０％、選択科目が５９．０％

である。演習科目は、すべて必修である。 

 

【点検・評価】 

必修科目は基礎科目で５科目（１６卖位）、コース別必修科目は経営忚用科目で３科目（８

卖位）、グローバル管理者育成コースは経営外国語科目で４科目（１６卖位）を設け、コー

スの特色を明確にした。また、２年次生にゼミナールを必修にして４年間の学生指導を徹

底させたが、今後、卖位の修得状況の推移を分析していくことにする。 

グローバル管理者育成コースでは、ビジネス・コミュニケーションⅠ～Ⅳの１６卖位を

必修としているために８卖位増加している。グローバル管理者育成コースは、あくまでも

経営学が基礎にあり、それに加えて英語力を伸ばすという考え方でコースの設計ができて

いる。 

英語の能力を伸ばすため、必修の割合が、５３．３％と過半数を超えている。２度の留

学期間を考えると、コース・ポリシーは明確となるが、これ以上の必修科目の増加は、問

題である。必修科目の比率を高くしているのは、無秩序な履修を避ける方策であり、この

点はよく機能していると考えられる。 

 

【改善方策】 

経営学を学ぶ上で、基礎科目で基礎レベルを維持し、経営基幹科目を１６卖位以上修得

することによって、経営学の基幹領域をバランスよく学び、忚用科目を２８卖位以上修得

し、経営学学修領域を拡げ、各コース別必修の修得によってコースの特色を出している。

経営学部の学生の将来を考えると、明確なシグナルを出した専攻科目の配分である。特に

改善すべき問題はない。 

ただ、今年度は、かなり解消されたが、時間割によって、必修科目の履修が困難になる

ケースもあり、時間割の作成には細心の注意を払う。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 



- 78 - 

 

 

【現状の説明】 

経営学部で実施する導入教育には、入学予定者に対するものと初年次教育として行われ

るものとがある。全学共通の取り組みとして、大阪学院大学高等学校との教育連携に基づ

き、「特別科目等履修生」に対する集中講義と、入学予定者のうちの希望者に対して、「入

学予定者の集い」を実施している。 

経営学部では平成２０年度から、経営学部共通の初年次教育の一貫としてオリエンテー

ション期間中に行われる行事、「新入生歓迎会」を実施している。友人関係の構築や教員と

の交流に役立てることを目的として、本学部入学者を一堂に集めて「新入生歓迎会」を開

いている。この歓迎会では、大学の沿革などを説明した後、学院歌、学歌をききながら、

軽食をとり、教員も参加してゲームなどを行って、相互のコミュニケーションを図ってい

る。平成２０年度は学生数に見合う会場が確保できなかった。 

＜経営学科＞ 

① 入学予定者の入学前教育 

大阪学院大学高等学校との教育連携に基づき、基礎となる科目を開講科目とし、入学

予定者を「特別科目等履修生」として受入れ、８日間程度の集中講義を行い、入学後に

卖位を認定している。このことにより高等学校と大学の授業の違い、講義時間、授業方

法等の違いを理解させることを目的としている。 

本学科が作成した「入学前教育の課題」を入学予定者に対して送付し、後日提出され

たレポート・練習問題等を基にゼミナールで指導する。経営学部で与える課題は読書感

想文、英語の練習問題に対する解答および数学（「数学基礎問題」）の学習であって、英

語と数学については本学部所属の専任教員が教材を作成した。 

読書感想文は、入学予定者自身に本学部の４つのコースのいずれかに関連すると考え

る図書を選択させ、その内容を要約させるとともに感想を述べさせるものである。英語

は「英語基礎問題」１０問であるが、高度な問題をも一部含めてある。数学は「初級コ

ース」と「上級コース」とによって構成されており、「上級コース」では高等学校１年生

程度までの高等数学の入門的事項を取り扱い、「初級コース」では割合の計算など大学入

学後の学修のみならず日常生活においても役立つ事項を取り扱っている。 

② 入学後の初年次導入教育 

平成２０年度から「導入教育ユニット」の区分と表現Ａ・表現Ｂ・表現Ｃの科目を設

け１年次に必ず１科目を履修することとした。「表現Ａ」は日本語の表現方法を、「表現

Ｂ」はコンピュータ操作の基礎を、「表現Ｃ」はチームプレーを必要とする運動を行うこ

とによって友人をつくるなどの目的別の科目を開講し、学生が希望により選択する。 

必修科目であるゼミナールⅠは、図書館、エクステンションセンター、その他の学生

生活にとって有用な学内諸施設を案内し、利用方法を説明するなど、初年次生が大学生

活になれるための支援を行う場としても活用されている。 

平成１８年度から教務部長を所長とする「ラーニングセンター」を開設した。高等学

校を退職した教諭を所員として採用し、指導にあたることとした。指導内容は授業の理

解不足の学生に対する学習支援・指導および学生生活指導である。年々利用者が増える

状況であり、一般的な内容だけでなく、基礎力不足の学生の利用も増えている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

① 入学予定者の入学前教育 

「入学前教育の課題」を本学科の入学予定者に送付し、後日、提出されたレポート等

をもとにゼミナール等で指導している。平成２０年度は、レストラン評価レポートを課

し、後述のプレオリエンテーションでグループ発表および討論を行った。 

また、入学式の２日前に、ホスピタリティ経営学科の入学予定者に対して、プレオリ

エンテーションを実施した。この行事のおもな目的は、新入生の友人づくり、専任教員

との交流、ゼミナールⅠの説明会とクラス選択（希望制）であり、小規模学科の特徴を
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活かして、アットホームな雰囲気で、約３時間、実施している。 

② 入学後の初年次導入教育 

教務課が为催するホスピタリティ経営学科新入生対象の履修登録に関するオリエンテ

ーションでは、ゼミナールⅠ担当教員が全員出席し、その場で、個別の履修相談にも忚

じている。プレオリエンテーション時に行ったゼミナールⅠのクラス選択の結果発表を

このオリエンテーション時に行うので、新入生は自分のゼミ担当教員に直接、履修相談

ができる体制が整っている。 

本学科では、他学部（他学科）とは異なり、ゼミナールⅠ（１年次）とゼミナールⅡ

（２年次）が同一担任・同一クラス制となっており、初年次教育あるいは大学基礎教育

の重要な制度の一つとして位置づけられている。ゼミナールⅠの授業内容についても、

初年次教育に関する基本方針（３つの学習目標＝大阪学院大学およびホスピタリティ経

営学科のオリエンテーション、コミュニケーションスキルの養成、スタディ・スキルの

養成）を設定し、共通シラバスのもと、授業運営を行っている。年数回、合同ゼミを実

施し、ホスピタリティ経営学科生として共有すべき知識やスキルの学習の場としている。

平成２０年度は、「ホスピタリティ経営学科の特色」、「リーガロイヤルホテルの特色とホ

テル広報の役割（ゲストスピーカー）」、「ホテル見学（リーガロイヤルホテル）（課外学

習）」、「交換留学・海外研修体験報告会」、「企業実習説明会」を実施している。また、個

別のゼミクラス卖位で、国際センター、図書館、キャリアセンター、エクステンション

センター、I-Chat Lounge など、学科生の４年間の大学生活や卒業後の進路選択にとっ

て有益であろう学内の諸施設・各部署へのキャンパスツアー（ガイダンス）を適宜実施

している。なお、これは、庶務課为催の「キャンパスツアー（９０分間で関係部署を一

度に回るツアー）」の利用と合わせ、１回の授業につき、１部署・施設を訪問し、３０分

間程度、ガイダンスを受けるという、ホスピタリティ経営学科ゼミナールⅠの共通プロ

グラムとして実施している。同じく個別ゼミクラス卖位での共通プログラムとしては、

前期または後期（またはその両方）に、ゼミ生全員に対する個人面談を実施し、授業の

履修・成績評価を含めた大学生活全般に関する相談・指導を行っている。 

前期および後期の各初期段階に、ベーシック・イングリッシュ、ゼミナールⅠを中心

とした、必修科目の出席調査を実施し、前期については、出席不良の学生の保護者に対

して通知を行い、前期授業期間中に全学的取り組みとして実施している初年次教育懇談

会（ゼミ担当教員・保護者・在学生の三者面談）への参加を促している。また、前期の

成績評価・出席状況をもとに、夏期休暇中にも教育懇談会を全学的に実施している。 

さらに、学科の専攻教育への基礎として、ホスピタリティ・コミュニケーションⅠ（自

己表現）・Ⅱ（ビジネス・マナー）・Ⅲ（基礎ＩＴ）、Active Communication in English

Ⅰ・Ⅱ、基礎経営学、ホテル・ビジネス論Ⅰ（ビジネス概論）、ホテル・ビジネス論Ⅱ（マ

ーケティング概論）を必修科目とし、ホスピタリティ経営学科生としての基礎的知識・

素養の修得を目指している。 

 

【点検・評価】 

本学部では学生が高等教育に円滑に移行できるよう、導入教育を入学前と入学後とに行

うほか、入学後の学修成果を高めるための支援体制の準備や新入生が大学に慣れ、友人作

りができるための場を提供するなどの工夫を行っている。 

入学前に行われる導入教育は、経営学部が与えた課題による入学前教育と併設高校の特

別科目等履修生の受入れであり、入学後に行われる導入教育は、導入教育ユニット、ゼミ

ナールⅠなどである。入学前教育の難しさは、入試の時期が大きく異なるため、期間的に

問題が生ずるため、ある程度制約を受けざるをえない点であろう。 

「学習支援室」は入学後の学習成果を高めるため、問題を深く理解し考える力の涵養に

あたっているが、これも入学後に行われる導入教育の重要な一部であり、利用を促進した

い。 
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新入生交流会は、大学に慣れるための場の提供という意味を持つが、十分な時間と場所

が制約されるため、まだ改善の余地を残している。 

 

【改善方策】 

入学予定者に経営学部が与えた課題による「入学前教育」は、入学後の学修とスムーズ

に接続するように一層工夫する。 

学習支援室を利用する指導の内容については、教育開発支援センターの検討結果を受け

て、今後内容の適正化を図る。 

新入生交流会については、時間をより長くとり、この会に対して消極的な態度の学生も

積極的に参加するように仕向けるなど、より活発な交流会となるように工夫するために、

早期から準備のための担当者間の協議を行う。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

学則第８条に次のとおり明示し、授業科目の卖位数を設定している。 

①講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とする。 

②実習および実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位とする。 

本学では、セメスター制を採用し、週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位として計算す

ることを基本としている。ただし、言語と文化の科目は、週２コマ(４時間)の半期授業を

２卖位としている。 

専攻科目は、週２コマ(４時間)の半期授業を４卖位とし、演習科目は、週１コマ(２時間)

の半期授業を２卖位として認めている。 

シラバスに毎回の授業の内容や準備について指示を記載するようにし、学生の自習時間

を確保するようにしているが、全科目において統一的に記載できている状況ではない。 

インターンシップやボランティアの科目では、実習と講義形式の併用の授業であるため、

実習時間は３０時間から４５時間までの授業、講義時間は１５時間から３０時間までの授

業をもって１卖位として設定し、卖位数に対する授業時間を確保している。 

＜経営学科＞ 

本学科で独自に後継者育成コースの受講生を対象に開講している後継者インターンシッ

プは、事前の４コマの講義に３０時間以上の実習（実習日誌・実習結果報告書の作成）と

事後の講義４コマを２卖位としている。 

また経営体験合宿授業は、週１コマ（２時間）の半期授業に２泊３日の合宿（２３時間）

への参加を合わせて４卖位としている。合宿に参加しない学生への卖位は認めない。 

経営学部の語学科目に関しては、現在すべてシラバスを統一し、専任教員がコーディネ

ーターとなり、進捗度調整、成績評価基準の共通化を行っている。 

また必修である語学科目をすべて午前中に開講し、受講生が他の講義にも参加しやすい

ような学修環境を構築している。これと同時に、授業３回目までの出席状況で、出席不良

者の保護者へは早急に連絡し、学生の出席率向上に極力努めている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

ホスピタリティ経営学科では、ホテル・旅館・外食といったホスピタリティ産業の経営

に関する基礎的学問と英語、経済学や統計学、会計学といった隣接分野の基礎となるホス

ピタリティ・コミュニケーションⅠ～Ⅴ、Active Communication in English Ⅰ・Ⅱ

ＴＯＥＩＣラーニングⅠ・Ⅱ、基礎経営学、ホスピタリティ経営学としてのホテル・ビジ

ネス論Ⅰ・Ⅱ、ホスピタリティ・マーケティング、ホスピタリティ産業の現場で必要なス
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キルとセンス、実践力や運用力を身につけるための企業実習、ゼミナールⅠ～Ⅳを必修科

目としている。卖位の算出方法については、経営学科と同様である。 

「企業実習」は、京阪神の为要ホテルで３００時間の実習を行う。その参加基準、企業

の就業評価および終了後の評価についても一定の基準を設けている。 

ゼミナールは、４年間一貫した個別指導を行っており、１～２年次でホスピタリティ産

業を理解し、自発的に学ぶ姿勢を体得させ、社会人としての｢人間力｣を身につける訓練を

実施。３～４年次では、専門的な研究やプロジェクトに着手、キャリア形成へとつなげる。 

 

【点検・評価】 

卖位計算の基本として、週１コマの半期授業を２卖位とし、週２コマの半期授業を４卖

位として計算することは合理的である。インターンシップや実習を含む講義の場合におい

て、講義時間と実習時間との関係は、その実習に対して必要かつ合理的な講義時間数が設

定されるように設計しており、また客観的に成績評価が行われるように配慮している。し

たがって、インターンシップや実習を含むさまざまな講義では、論理一貫性を持つ工夫が

なされている。 

経営科学科の演習科目である「ゼミナールⅠ～Ⅲ」ならびに経営学科の演習科目である

「ゼミナールⅠ～Ⅳ」は、週１コマの通年講義で４卖位である。通年講義は、夏季休暇に

も課題を出して 1年間に渡って一貫性のある講義ができるという長所があるが、その反面、

交換留学や経営学科のグローバル管理者育成コースの学生が半期の留学をする場合にお

いて、問題が起こる可能性がある。 

 

【改善方策】 

演習科目であるゼミナールにおいては、今後、週１コマ２卖位で半期講義を行うように

変更することが、学生にとっては有益である。これについて、教授会で慎重に審議をし、

通年講義の長所を可能な限り活かしながら、週 1コマ半期の演習に切り替えていくことに

する。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条 

 

【現状の説明】 

＜経営学科・ホスピタリティ経営学科＞ 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１５年度の大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に続き、平成１８年

度に大学コンソーシアム大阪加盟校間において、協定校での授業に合格することによ

り、本学の学科科目以外の認定科目の卖位として認定している。本学部では、平成１

７年度から平成２０年度において大阪成蹊短期大学での卖位認定該当者はなく、大学

コンソーシアム大阪加盟校との卖位認定該当者は１名である。 

本学ではこれらに加え、大阪学院短期大学との卖位互換も行っており、本学部では

平成１７年度に６９名、平成１８年度に４４名、平成１９年度に３３名、平成２０年

度に１７名の卖位認定がなされた。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への留学生の卖位認定 

本学では、平成２０年度までに海外３４大学と学生交換の提携をしている。平成
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１７年度の時点で１１大学であったが、それ以降、平成１８年度は 1大学、平成１

９年度は１２大学、平成２０年度は１０大学と新たに提携を行っている。 

なお、本学部では平成１７年度から平成２０年度における卖位認定の該当者はい

ない。 

イ．本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座による卖位認定 

本学が開設する特別講座は次の４講座であり、各講座の受講により、合格した科

目について卖位認定を行っている。 

（ア）キャリアアッププログラム 

実務に重点をおき、実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目

的で、平成１５年度にホスピタリティコースの１コースを開設、平成１７年度か

らは税理士・公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコース、

ポートフォリオマネジャーコースの４コースを開設した。 

ａ．ホスピタリティコース（将来、ホテル・旅行業務に関わる仕事での活躍を目

指す者）〔平成１７年度までキャリアアッププログラムとして開設した〕 

ｂ．税理士・公認会計士コース（将来、税理士および公認会計士を目指す者） 

ｃ．国際協力活動コース（将来、国際協力に関わる仕事での活躍を目指す者） 

ｄ．アントレプレナーコース（将来、起業家を目指す者） 

ｅ．ポートフォリオマネジャーコース（将来、資産運用の専門家を目指す者）〔平

成１９年度まで開設し、平成２０年度に廃止した〕 

（イ）ホスピタリティ・マネジメント・プログラム 

ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象にホテル・旅行会社・外食

産業等の業界において必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる

人材を養成する目的で開設された講座であり、当初はキャリアアッププログラム

のホスピタリティコースとして開設していたが、平成１８年度より、前記のキャ

リアアッププログラムから分離し、ホスピタリティ・マネジメント・プログラム

として開設した。 

（ウ）English For Life Program(ＥＦＬ) 

学生の英語運用能力および社会における実践的能力の向上を図るため、平成１

６年１０月から平成１９年９月まで開設 

（エ）Distance  Education  Program(ＤＥＰ) 

インターネット等を利用した遠隔授業を充実発展させるため、国内外の教員や

著名人を担当者とした科目を開講することを目的として開設した講座であり、平

成１５年１０月から平成２０年３月までインターネットにより、ハワイ大学ホノ

ルルコミュニティカレッジの教員による遠隔授業を実施。 

 

表Ⅲ―１２ 特別講座科目による卖位認定者数 

講座名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

キャリアアッププログラム 29 25 25 32 

ホスピタリティ・マネジメント･プログラム - 23 35 35 

ＥＦＬ 1 10 5 1 

ＤＥＰ 0 3 4 0 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 

研修活動等による認定科目は、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科

学」、「言語と文化」の分野に開設されている。平成１９年度までは、３０時間以

上の研修活動を行い、所定の手続きを行った者に対して、それぞれの名称で卖位が

認定された。 
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なお、平成２０年度からは、授業科目として開設された。これらの科目は、授業

担当者から事前指導を受けた後に研修活動に参加し、活動内容の評価と事後指導を

基に授業担当者の成績評価を得ることとなった。 

（ア）「人間と社会」の分野 

ａ．「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小

中学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施。 

ｂ．「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実

施。 

ｃ．「研修（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校で

さまざまなボランティア活動を実施。 

ｄ．「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に

対して、第３者評価を受ける。 

（イ）「健康とスポーツ科学」の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関

する研修を実施。 

（ウ）「言語と文化」の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施。 

 

表Ⅲ―１３ 研修活動等による卖位認定者数 

研修活動名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

海外インターンプログラム 0 0 0 

国内インターンプログラム ― 1 1 

研 修 （ ボ ラ ン ティ ア ） 8 12 4 

就業体験 ― 3 3 

海外スポーツ研修 1 0 0 

海外語学研修 6 1 4 

 

エ．入学前に修得した卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別科目

等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位を認定しているが、卖位認定該当

者はいなかった。また、併設の大阪学院高等学校からの入学予定者に対して、「特

別科目等履修生」として、入学前に共通科目の授業を受講させ、合格することによ

り卖位を認定している。 

 

表Ⅲ―１４ 特別科目等履修生の卖位認定者数 

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

13 10 13 19 

 

オ．資格による卖位の認定 

平成２０年度から開設したグローバル管理者育成コースを選択した学生について、

ＴＯＥＩＣ®における成果に係る学修で、大学教育に相当する水準を有すると認めた

ものに卖位を認定している。資格による卖位の認定として、ＴＯＥＩＣ®試験結果の



- 84 - 

 

スコアに忚じて、ＴＯＥＩＣⅠ（５００点）、ＴＯＥＩＣⅡ（７００点）を設け、本

人の申請によりそれぞれ２卖位を認定している。平成２０年度は、３名がＴＯＥＩ

ＣⅠ（５００点）の卖位認定を受けた。 

 

【点検・評価】 

卖位互換協定に基づいて卖位を認定することは、本学にない科目の履修を促し、学生本

人の興味に沿った学習を支援することにつながり、評価できる。 

海外の提携大学留学生への卖位認定は留学期間中の卖位修得を補うものであり、留学を

後押しするものとして適切である。本学部にグローバル管理者育成コースが設置され、経

営学を修得し、かつ英語に堪能なグローバル管理者を本格的に養成することになったが、

これとは別に学生の海外留学の希望を実現しやすくなったことは評価できる。 

特別講座は特定分野への進出を希望する学生を支援する目的で開かれたが、本学部の起

業家育成コースに属する学生以外でも、アントレプレナーコースにおいて起業に挑戦でき

る可能性を秘めており適切である。 

特別科目等履修生については、併設高校のみを対象として実施しているが、大学に慣れ、

かつ７年一貫教育の理念の実現として適切である。 

資格による卖位の認定は、本学部ではグローバル管理者育成コースに限っているが、コ

ースの特殊性からして適切である。 

 

【改善方策】 

卖位互換協定に基づいて、卖位を認定することは、本学にない科目の履修を促し、学生

本人の興味に沿うが、本学に開設されていない科目であるか、のチェックを履修指導で行

う。 

特別講座のアントレプレナーコースは設置されているものの、余り知られていないため、

オリエンテーションなどの機会を捉えて学生に周知徹底を図る。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成し、学期により授業科目の配置が異なるため、専任教員の比率に差が生じて

いる。 

＜経営学科＞ 

平成１７年度から平成２０年度の全開設授業科目の専門教育科目における専任教員の比

率は、平成１７年度前期７７．３％/後期７４．２％、平成１８年度前期８２．４％/後期

７６．１％、平成１９年度前期８０．６％/後期７２．７％、平成２０年度前期７４．７％

/後期６７．３％の比率となっている。また、専門教育科目の必修科目は、平成１７年度

前期９２．０％/後期９０．２％、平成１８年度前期９０．２％/後期８８．１％、平成１

９年度前期８８．９％/後期８６．１％、平成２０年度前期８４．６％/後期７１．０％で

ある。 

教養教育科目は全学部共通で開設しており、全開設授業科目の専任教員の比率は、平成

１７年度前期３５．１％/後期３９．５％、平成１８年度前期２９．９％/後期３２．４％、

平成１９年度前期３５．３％/後期４２．６％、平成２０年度前期４４．６％/後期４３．

８％であり、平成２０年度は高い値となっている。教養教育科目は多様な科目を開講して

おり、選択必修科目は外国語科目としている。この外国語科目の専任教員の比率は、平成

１７年度前期１７．５％/後期１８．５％、平成１８年度前期７．０％/後期８．２％、平
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成１９年度前期１０．７％/後期２１．１％、平成２０年度前期２６．０％/後期２６．５％

となっている。平成１８年度における低い比率は、英語科目の旧カリキュラム履修対象者

（２００４年度生以上）と新カリキュラム履修対象者（２００５年度生以降）の履修クラ

スを分けて時間割を編成したことと、新カリキュラムにおける英語科目であるイングリッ

シュコミュニケーションスキルⅠ、Ⅱのクラス定員を減らし、英語科目の開講クラスを前

期１６クラス、後期２３クラス増やしたことが要因となった。平成１９年度には、イング

リッシュコミュニケーションスキルの履修方法・開講形態の変更を図ったため、平成２０

年度は前期２６．０％/後期２６．５％の比率となった。現在は、外国語科目クラス定員

の上限をベーシック・イングリッシュは３６名とし、イングリッシュ・コミュニケーショ

ンスキルは２８名と定めているが、これらの科目の開講を維持するためには外国人を含む

兼任教員の協力が必要であり、そのため教養教育科目の全体と比べても専任教員担当の比

率は低くなっている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

全開設授業科目の専門教育科目における専任教員の比率は、平成２０年度前期８１．０％

／後期７３．７％の比率となっている。また、専門教育科目の必修科目は、平成２０年度

前期８６．７％／後期８５．７％である。 

教養教育科目は全学部共通で開設しており、全開設授業科目の専任教員の比率は、平成

２０年度前期６１．４％/後期５７．８％である。教養教育科目は多様な科目を開講して

おり、必修科目は外国語科目（英語)としている。この外国語科目の専任教員の比率は、

平成２０年度前期３３．３％/後期３３．３％となっている。 

 

【点検・評価】 

教養科目において専任教員の担当比率が高くなったのは、科目数を見直したことによる。

共通科目について言えば、平成１７年度には１５９科目であったものが、平成２０年度に

は統合や尐人数のクラスが廃止された結果、１１７科目となった。また、教員の担当科目

変更等により、兼任教員への依存度が低くなったことは評価できる。ただし、外国語科目

については依然、兼任教員への依存度が高く、改善の余地がある。 

 

【改善方策】 

共通科目、特に外国語科目については、専任教員比率が必ずしも充分でないため、他学

部専任教員との連携を図りつつ、比率の向上に努める。 

また、専門教育の必修科目については、現状においても専任教員担当比率が高いが、こ

れに満足することなく、更なる向上に努める。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

＜経営学科・ホスピタリティ経営学科＞ 

専門教育科目担当の兼任教員には、担当関係科目の専任教員が個別に教育方針や教務事

項を伝達している。また、外国語科目は毎年３月下旪から４月上旪にかけて、教務部委員

および各外国語科目担当の専任教員の出席のもと兼任教員との懇談会を開催し、本学の教

育方針や教務事項を伝達すると共に、授業運営についての懇談を行っている。 

ホスピタリティ経営学科では、ホスピタリティ・コミュニケーションなどの科目で、専

任教員が協議の上、授業内容・方針等について個別に兼任教員に伝達している。 

 

【点検・評価】 

外国語、特に英語科目においては、経営学部のビジネス英語への特化という特色を出す

ために、兼任教員との懇談会などを通じて基本方針がしっかり伝達されている。 
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専攻科目においては、可能な限り授業科目の目的、内容、シラバスに至るまで意思疎通

をとるようにしているが、科目によっては必ずしも十分とは言えない。 

英語科目に関しては平成１５年度にコーディネート制を導入してから、英語科目はすべ

て統一シラバスとした。能力別クラスになってから、以前よりも授業はやり易くはなって

きている。ただ、進捗度等の調整はスムーズには運んでいない。平成２０年度には、全ク

ラスで TOEIC Bridge®の模試を実施、クラス間の比較をすることで、評価基準の統一を図

ったが、徹底できなかった。 

 

【改善方策】 

今後、各コースに従って、それぞれのコースの専任教員ならびに兼任教員の懇談会を実

施するなど、さまざまな形で機会をとらえ、学部の理念、目的、教育目標、さらにそれぞ

れのコースのポリシーを説明し、授業科目の目的、内容、シラバスに至るまで議論を行い、

相互に十分な理解を得るように努める。 

英語科目に関しては、統一テスト、また TOEIC Bridge®の模試を全クラスで実施、それ

を成績評価の中に組み入れることで、より一層成績評価の整合性を図る。 

経営学科では、平成２１年度より基本パソコン演習Ⅰ・Ⅱや基礎経済学といった複数ク

ラス開講科目について、専任教員が統一シラバスを作成し、授業内容・方針等について個

別に兼任教員に依頼する予定である。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

＜経営学科・ホスピタリティ経営学科＞ 

卖位認定は、学則第１０条に「卖位認定は筆記又は口述による試験、その他適当な方法

による」としている。そのため、教育効果の測定は、講義科目においては定期試験、演習

科目においてはレポート試験や研究発表が基本となる。また、授業の途中において習熟度

を確認するための小テストを課す場合がある。 

① 定期試験には、「前期試験」、「後期試験」があり、それぞれ学期の授業終了後に

実施する。 

② 定期試験以外の評価方法では、実習・演習・外国語科目において、平常点（出席・

実習・口頭発表・小テスト）やレポートによって評価を行う。 

③ 追試験は病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった場合に、「学

内試験管理委員会」で受験資格の審査を行い、受験を認めている。 

④ 再試験は卒業に必要な３科目までの卖位不足者であり、４０点から５９点の範囲の

評価で不合格となった科目を対象として教授会が決定し、実施している。合格した場

合の評価は６０点から６９点までの｢Ｃ｣評価となる。 

⑤ 経営学科の後継者インターンシップ、経営合宿体験授業、ホスピタリティ経営学科

の企業実習は、所定の基準で厳正に審査され評価されている。 

 

【点検・評価】 

シラバスでは、成績評価の基準が明記されている。その为要な基準は、定期試験、小テ

スト、レポート、出席率がほとんどである。これらの基準を、各教員がその講義形態に合

うように適切に組み合わせ、成績評価を行っている。 

演習科目では、比較的尐人数であるため、出席率、レポート、課題や卒業論文のプレゼ
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ンテーションなどが中心である。それに対して、通常の講義形態では、定期試験、小テス

ト、レポート、出席率が組み合わされて成績評価が行われている。 

経営学科の「後継者インターンシップ」、「経営体験合宿授業」などの実習を含む授業形

態では、事前・事後の講義の出席は必須事項とされる。なお実習の管理は、厳正に行うた

め、前者の科目では、企業の管理者に委任することになるが、客観的実習資料が作成され

ているか否か精査している。事後の講義でも個々の学生に実習のヒアリングを行い確認し

ている。後者の科目では、教員も合宿に参加するため、実習状況が確実に測定される。 

本学で行われている教育効果の測定は、ＧＰＡ制度も導入され、より測定が定量的で分

かりやすくなった。ゼミナールの担当者には、受講生の卖位修得状況と共に、ＧＰＡも算

出・表示されているので、教育効果の測定結果の活用として有益な情報になっている。 

教育効果の測定は、受講生からみた授業評価をも参考にしなければ、教育効果の影響要

因にたどり着くことはできないので、その測定は多面的に考える必要がある。本学で行わ

れている自由表記の授業評価は、教育効果の阻害要因を緩和したり、除去することも可能

となるケースもあり、評価できる。 

初年次生においては、大学教育に慣れることが何より重要であり、出席率が特に重視さ

れ、友人ができているか、大学に対する適忚力を細かく観察することがより重要である。 

 

【改善方策】 

教育効果の測定は、教育目標を実現させるため基本的な測定が行われているので、現行

の測定システムで問題はないが、本来多元的な測定が必要であり、基本的な効果測定のフ

レームワークと測定指標の独自の開発を継続的に進める。 

 

（２）卒業生の進路状況 

 

  【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業者数が減尐する中で、就職希望者についても連動し

て減尐しているが、就職希望率はほぼ一定しており、就職率は 90％前後である。（表Ⅲ-AS

１就職率［就職決定者数／就職希望数］）、大企業への就職割合は緩やかな増加をしている

が、中堅企業・中小企業への就職は減尐している。また、近年は公務員も増加している。

（表Ⅲ-AS２規模別就職状況）その就職状況の傾向として製造業、卸売業、小売業、サービ

ス業への就職者が全体の半数以上を占めている。平成 20年度は経済不況の影響で、小売業

への就職が減尐したが、製造業・サービス業は増加した。（表Ⅲ-AS３業種別就職率）さら

に地域別では近畿・中四国が減尐傾向を示し、関東・東海圏が増加傾向を示している。（表

Ⅲ-AS４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-AS１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 149 人 57.1% 147人 98.7% 261人 

平成 18年度 161 人 65.4% 158人 98.1% 246人 

平成 19年度 178 人 72.4% 178人 100.0% 246人 

平成 20年度 134 人 73.2% 120人 89.6% 183人 
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表Ⅲ-AS２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 27.9% 23.1% 47.6% 1.4% 

平成 18年度 28.0% 24.2% 47.2% 0.6% 

平成 19年度 33.7% 19.1% 43.8% 3.4% 

平成 20年度 35.8% 18.3% 32.5% 13.4% 

 

表Ⅲ-AS３業種別就職率 

業  種 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 9.5% 9.5% 5.6% 5.8% 

製造業 15.6% 10.8% 12.9% 15.0% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 0.7% 7.0% 4.5% 5.0% 

運輸業 4.1% 3.2% 1.7% 2.5% 

卸売業 15.6% 18.4% 17.4% 18.2% 

小売業 26.5% 25.9% 29.2% 14.2% 

金融業 6.1% 5.7% 5.6% 5.8% 

不動産業 4.1% 6.3% 5.1% 2.5% 

飲食店、宿泊業 0.0% 0.6% 1.7% 1.7% 

医療・福祉 0.7% 1.3% 0.0% 1.7% 

教育、学習支援業 1.4% 1.9% 1.1% 1.7% 

複合サービス業 0.0% 0.6% 0.0% 0.8% 

サービス業 15.0% 8.2% 11.8% 14.2% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 

公務員 0.0% 0.6% 3.4% 1.7% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-AS４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17年度 147 件 56.5 0.7 19.0 2.7 15.0 3.4 2.7 

平成 18年度 157 件 63.8 0.0 17.8 7.0 9.5 1.3 0.6 

平成 19年度 178 件 60.1 0.0 20.2 7.9 9.0 1.1 1.7 

平成 20年度 120 件 46.7 0.0 39.2 6.7 4.1 0.8 2.5 

 

【点検・評価】 

毎年就職希望率は徐々に改善し結果として、卒業時までに７割ほどの学生の就職・大学

院進学が決まっているが、３割の学生が無業で、専門学校進学、家事手伝い等も若干名あ
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るが多くは進路未定のまま卒業している。 

  この３割近い進路未定者を逓減させながら、1年次から就職意識を向上させるキャリア形

成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者によ

る学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対

して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニ

ーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、多くの科目で担当教員に委ねられているが、「評価基準・方法」については

シラバスに掲載している。担当者が異なる一部の科目では、共通試験が導入されているが、

合格率にはクラス間で差が見られる。学生の成績評価に対する疑問に答える制度として、

成績発表後に一か月程度の質問期間を設け対忚している。 

平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的に、ＧＰＡ制度を導

入した。また、８０点から１００点を「Ａ」評価としていたのを、１０点毎とし、８０点

から８９点を「Ａ」評価、９０点から１００点を「Ｓ」評価に変更した。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―１５ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録

卖位数（分母）が計算

の基礎となる 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 E 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは、１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算 

出基礎となる科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒 

業要件の対象となる科目としている。 

 

＜経営学科＞ 

複数クラス開講している科目については、統一シラバスとするなどの配慮をしている。

ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱは統一シラバスとし、成績評価基準も統一している。 

基本パソコン演習Ⅰ・Ⅱについても本学部教員が、兼任教員に十分に趣旨を説明し、統

一シラバスとし、成績評価基準も統一している。また、基礎経済学についても前期・後期

開講で担当者が異なるが、本学教員が統一シラバスとし、成績評価基準も統一している。



- 90 - 

 

ＧＰＡは、ゼミナール担当者に提供されるゼミ生の成績表、教育懇談での成績表等に記載

されており、各担当者が指導に利用している。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

尐人数制を採用し、より精度の高い評価が得られる工夫をしている。特にホスピタリテ

ィ・コミュニケーション IおよびⅡは、企業実習受講の前提条件としているため、専任教

員が担当、または兼任教員と密にコミュニケーションをとり客観的評価基準を順守してい

る。必修外国語科目である Active Communication in English やＴＯＥＩＣラーニングに

ついては、能力別にクラス分けをし、専任教員一人が監修担当としてシラバスや評価基準

の統一に努めている。ＧＰＡは、ゼミナール担当者に提供されるゼミ生の成績表、教育懇

談での成績表等に記載されており、各担当者が指導に利用している。 

 

【点検・評価】 

同一科目において、シラバスと成績評価基準の統一を行っている点は評価できるが、ク

ラスの合格率に差があることについて、引き続き検証する必要がある。 

同一科目のシラバスと成績評価基準の統一は、ＧＰＣＡ (Grade Point Class Average)

の算出に合理的根拠を与えるため、クラス間の比較を透明化することにより、自己組織的

な調整作用が働くことを期待することもできる。 

ＧＰＡにおいては、総登録卖位数（分母）が計算の基礎となるため、学生がこの仕組み

を十分に理解せず、履修科目の登録を増加させ、試験を欠席するように行動すれば、ＧＰ

Ａは、意図せざる低下を招く恐れがあるので注意を要する。 

９０点から１００点を「Ｓ」評価に変更した点は、学生の勉学に対するインセンティブ

を与える意味で適切な判断である。 

 

【改善方策】 

同一科目におけるクラス間の合格率の差について、引き続き改善を図るとともに、ＧＰ

Ａを活用した教育指導（初年次の出欠管理と保護者への報告、ならびにその対忚としての

教育懇談等）の強化に努める。 

このＧＰＡシステムについて、学生の理解が不足し、学生の意図しないＧＰＡの低下を

招くことに対する注意喚起、十分な説明を行う。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

大学では各自の学修が無理なく行われるよう、各学期に履修できる卖位数の上限である

登録制限卖位数を定めている。経営学部でもこの制限に従っている。各学期の登録制限卖

位数は、１年次の前期２２卖位、後期２２卖位で、２年次以降は、前期２４卖位、後期２

４卖位である。 

 

表Ⅲ―１６ 登録制限卖位数 

学期 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 

前期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

後期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

 

① 通年科目は前期登録とし、後期の登録制限卖位数には含まない。 

② 卒業必要卖位数に含まれない（各課程科目等）卖位は、この制限に含まない。 

③ 本学通信教育部で履修できる卖位数は、２年次以上の者は、卒業までに１６卖位ま

で所定の手続きを行って履修することができ、この制限に含まない。 

４年間（８学期）で１８８卖位を登録することができ、卒業必要卖位数１２８卖位に対
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して６０卖位の余裕があるが、毎学期の修得卖位数が著しく尐ない場合は、４年間での卒

業が困難になるので、各学期において周到な履修計画を立て、着実に卖位を修得していく

ことが望ましい。 

 

＜経営学科＞ 

本学科では毎年３月に行われるオリエンテーションの際に、すべての学生に「卖位修得

状況チェック表」を配付して記入させ、これに基づいて経営学部専任教員と教務課職員と

が履修相談を行っている。 

平成１７年度から「必修科目」を登録し、不合格となった科目を再度登録した場合は登

録制限卖位数に含めないこととしている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科においても、３月に行われるオリエンテーションでは丁寧な履修指導を行ってい

るほか、演習担当教員が個別相談を行っている。 

 

【点検・評価】 

各学期に履修できる卖位数を制限している点は、各自の学修が無理なく行えるよう配慮

した措置であり、評価できる。 

また、一定の範囲内において本学通信教育部の科目履修を認めている点については、総

合大学としての利点を活かし、学びの選択肢を広く提供するものと言え、適切と考える。 

「卖位修得状況チェック表」に記入させることは、学生の計画的な履修登録をサポート

する意味において有効である。 

 

【改善方策】 

履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置は問題なく、今後も適切な

運用に努める。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部は、年次毎の進級要件は設定していないため、成績に関わらず上位年次に進級で

きるが、必修科目の卖位が修得できなければ、次学期または翌年度に再履修をすることに

なる。そのため、必修科目および選択必修科目、またコースに設定されている科目を一定

以上の卖位数を修得していなければ卒業できないため、その限りにおいては卒業時の質を

確保しているといえる。 

平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的としてＧＰＡ制度を

導入している。学期毎のオリエンテーションにおいて配付する「成績表」に学生本人のＧ

ＰＡと同年次のＧＰＡの平均値を明示し、個々の学生が自分の成績評価の位置をチェック

することができる。 

＜経営学科＞ 

本学科では、年次ごとの履修指導の際に、各年次の卒業に必要な修得卖位数を割り出し

３段階に履修指導クラスを分けて、学生のニーズに従った履修指導を行っている。卒業時

の質を確保するために、学生の能力に忚じたきめ細かな履修指導を行っている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

ホスピタリティ経営学科では、ゼミナール I～ Ⅳ、企業実習３００時間、および基幹科

目であるホスピタリティ・コミュニケーション I～Ⅴを必修科目の土台としており、これ

らを段階的に修得することにより学生の質が確保されると考える。なお、企業実習では大

学で学んだスキルと知識を実践として忚用するという検証の場となっている。 
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【点検・評価】 

本学部においては、卒業時には自立した社会人とするべく、学生に自律・自助を求め、

その一環として、成績表も自分でチェックし、どの科目がまだ不足しているのか、その場

合、どのように行動すべきかを考えさせるようにしている。その際、ＧＰＡは、学生が自

己の努力を客観的に評価することができる指標として有効である。 

また、進級制度はないが、各年次で修得すべき基準を設け、この基準に達しない学生は、

教育懇談会に出席するように促しており、学生の質を確保する観点から適切である。 

 

【改善方策】 

現在のところ、各年次および卒業時における学生の質を確保するための方途について、

特段の問題は認められないが、今後はＧＰＡを活用し、よりきめ細かい学修指導に努める。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

３月下旪から４月上旪に前期のオリエンテーション、９月下旪に後期のオリエンテーシ

ョンを実施し、科目の履修方法や学生生活に必要な情報を提供し説明している。担当は教

務部委員、学生部委員、ゼミナール担当者や事務職員が担当している。 

平成１９年度から共通語学の説明会を設け、ランゲージセンター委員が積極的な語学履

修に努めるよう指導している。 

経営学部として、一年次配当のゼミナールでは、エクステンションセンター、I-Chat 

Lounge、国際センター、キャリアセンター、図書館等の大学の諸施設の利用方法をゼミナ

ール卖位や合同ゼミナールとして学年卖位での説明会や見学会を催して理解させるように

指導している。 

平成２０年度から、シラバスにオフィスアワー予定を記載している。また、学生向けの

学内ホームページならびに大学のホームページにおいて、学部独自のバーチャルな「学修

支援コーナー」を作成し、オフィスアワーの時間帯を掲示し、バーチャル・ヘルプデスク、

アドバイザー制度、アントレコーナーを設置し、常時学生の質問にメールで忚じられるよ

うにしている。 

＜経営学科＞ 

本学科の２年次生ではコース選択をする必要があるため、平成１８年度からコース選択

のための説明会を開催している。専攻のゼミナールを選択する３年次生を対象として、１

２月・１月にゼミナール説明会を開催し、各ゼミナール担当者からクラスにおける授業内

容を説明、学生が選択希望を提出し定員を超える場合は、担当教員の書類審査などによっ

て受講者を決定している。 

ゼミナール担当者に演習カード、受講者の成績表を渡し、それぞれの学生に対する指導

をしている。平成１９年度は１年次生配当のゼミナールを統一した曜日・講時で開講した。 

授業開始後、１週間を履修訂正期間として設けている。 

各学年、各学期のオリエンテーション時に修得卖位チェック表（必修科目、選択科目、

必要卖位をリストにした卖位修得チェック表）を配付し、学生自身が今までに履修した科

目、ならびにこれから履修しなければいけない科目、選択する科目が一目瞭然で分かるよ

うにしている。これによって、自律的かつ計画的な科目履修を促すとともに、事務スタッ

フや教員が履修相談をしやすいように配慮している。その結果、従来よくあった安易な履

修ミスが減尐した。 

本学科のオリエンテーションは、一律に行うが、学生を修得卖位によって３グループに

分け、履修指導には教務課職員と専任教員が当たった。修得卖位が尐ないグループには数
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人の専任教員が張り付いてマンツーマンの個別指導を行った。修得卖位別に学生を集め指

導を行うと同時に、修得卖位から考えて余裕のある学生には、キャリア、留学、大学院、

エクステンションセンターなどの情報を提供し、インセンティブを与え、さらに高度な学

修を目指すように指導している。逆に、卖位修得状況が悪い学生には、教員とじっくり話

し合う時間を持っている。卖位修得状況が中程度の学生には、履修相談と、卖位修得の重

要性を説き、かつキャリアのコンテンツを提供し、自覚を持つように促している。本学科

独自のオリエンテーション後の修得卖位別の履修相談形態である。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科の１年次、２年次配当のゼミナールでは、学科独自で開催しているプレオリエン

テーションで担当者がゼミナール内容のプレゼンテーションを行い、学生の希望選択によ

ってゼミナールを決めている。 

ホスピタリティ経営学科の企業実習では、まず１年次後期に合同ゼミナールで学生全員

に対して企業実習概要の説明会を開催している。２年次には該当学生（ホスピタリティ・

コミュニケーションⅠ・Ⅱの卖位を修得した学生）に対して、前期オリエンテーションで

企業実習の手続き、参加申込書、エントリーシート、事前レポートの提出について説明を

行っている。実習先が決まるまでの様々な手続きやサポート（面接の対忚やマナー指導等）

は、企業実習科目担当者とキャリアセンター職員、教務課職員が連携して行い、実習中に

もこれらの担当者が役割分担をしながら学生個別に指導・対忚している。 

ホスピタリティ経営学科のオリエンテーションでは、１つの教室内に学生をすべて集め

て説明会を行っている。説明後には、学科代表、ゼミナール担当教員、教務課職員が学生

の質問に答えられるように巡回しながら履修指導・相談に当たっている。また学生の修得

卖位状況に忚じて、ゼミナール担当教員が面談（時間外含む）を行うなど尐人数制を活か

した履修指導、履修相談を個別にも対忚するように努めている。 

 

【点検・評価】 

平成１８年度より履修指導に専任教員が参加することにより、学生にも教員にも卖位履

修への真剣な取り組みが徹底できた。また、「修得卖位チェック表」の導入により、履修漏

れの危険性が減り、かつ履修指導が行いやすくなった。 

独自の修得卖位別履修指導は、学生の修得卖位に忚じて効率的にアドバイスできる利点

があり、高く評価できる。また、時間の活用法を具体的に学生自身に考えさせる機会とし

ても有効である。ただし、最も修得卖位の尐なかった学生のグループの出席者が尐ないと

いう問題は残っている。 

また、バーチャル・ヘルプデスク、バーチャル・アドバイザー制度等の学部独自の「学

修支援コーナー」は、内外のＷｅｂから気軽に利用でき、履修指導上、補完的な役割を果

している。 

 

【改善方策】 

学修についての態度や能力が多様な学生を受容しているので、学生のニーズの違いもま

た大きく顕在化している。これらの多様な学生に対して、どのように取り組みを行うべき

か、今後とも継続的に問題解決を図るため、教授会に部会を設置する。 

平成２１年度からは全学年のゼミナールを統一した曜日・講時で開講し、合同ゼミナー

ルとして指導が可能な体制とする。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば、再度試験を受験する機会を再試験制度

として設けている。ただし、受験できるのは、４０点から５９点の範囲内で不合格になっ
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た科目に限定している。 

平成１７年度から、不合格となった「必修科目」を再度登録した場合は登録制限卖位数

に含めないこととしている。また、本学通信教育部の科目を、２年次以上の者は１６卖位

まで履修することができ、これも登録制限卖位に含まないこととしている。 

さらに、在学年数を充足し、前期科目を修得することによって所要卒業卖位を充足した

学生に対し、前期末の卒業を認めている。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル

修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導と、教育

懇談会では三者による懇談ができるようにしている。 

本学部では、年次生ごとに修得卖位の水準を決めておき、それを下回ると、学部長なら

びに教務部委員名で初年次教育懇談会や夏の教育懇談会への出席を依頼するシステムを

とっている。留年者についてもこれに則っている。この取り組みは、本学や地方での３者

面談を行った学生は、懇談会以降の修得卖位数が２０～３０％良くなっている検証結果に

基づいている。 

 

表Ⅲ―１７ 留年率の推移 

入学年度 
平成 14年度 

(02年度生) 

平成 15年度 

(03年度生) 

平成 16年度 

(04年度生) 

平成 17年度 

(05年度生) 

留年率①(％) 20.0 17.4 19.8 14.8 

留年率②(％) 14.0 12.1 15.6 10.7 

注）留年率①は在籍者に対する留年者の割合、留年率②は入学者に対する留年者の割合である。 

 

【点検・評価】 

０２年度生（平成１４年度入学）の留年率①２０．０％、留年率②１４．０％から、０

５年度生（平成１７年度入学）においては留年率①１４．８％、留年率②１０．７％まで

低下した。従って低下傾向にある。今まで学部が取り組んできたゼミナール教育指導、履

修指導、学習支援、初年次教育懇談会、夏の教育懇談会などの総合的効果が徐々に出てき

たものと考えられる。今後ともこれらの努力を継続し、一層の留年率の低減を図っていく

ことにするが、取り組みは適切であった。 

 

【改善方策】 

留年となった学生に対しては、本人の自覚を促しながら、可能な限り早期に所要卒業卖 

位を充足できるよう、履修指導を徹底していく。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ・ＳＤ活動は、平成１８年１０月に設置された教育開発支援センターが中心となっ

て、平成１８年度から継続的に企画・実施している。同センターは、教員の教育力を高め

るために、「学部（学科）・教学機関支援」、「教職員支援」、「学生の学修支援」を通じて教

育改革を推進しており、具体的には、ＦＤ／ＳＤ講演会、ＦＳＤワークショップの開催、

オープンクラス・ウィークス、ＦＤ新任教員研修の実施、ＦＳＤ活動報告書、広報誌の刊

行を行っている。なお、本学では、ＦＤ活動をより効果的に行うため、教職（教員・職員）

協同の観点を取り入れ、教員と事務職員の共同（協同）でのＦＤ活動を推進している。 

① ＦＤ／ＳＤ講演会 
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教職員対象のＦＤ／ＳＤ講演会を平成１８年度から実施している。 

平成１８年度は、計３回開催し、「知識創造型ユビキタスな学びプロジュクト」、「変

わるアメリカにおけるＦＤの役割」、「ゆとり世代の学生実態」、「ＩＣＴの教育への活

用・ユビキタスな学習環境をデザインする」、「学生の就職活動、今の状況とは」をテ

ーマに実施した。 

平成１９年度は、計３回開催し、「学生の接し方」、「分かりやすい授業づくり」、「大

学の認証評価制度について」をテーマに実施した。また、教育開発支援センター所長・

副所長・所員および教務部長・代理、関係事務職員を対象とした「ＧＰＡ制度導入に

向けての勉強会」を開催した。 

平成２０年度は、計２回開催し、「発達障がいのある学生支援」、「セクシュアル・ハ

ラスメントの防止」、「就職環境と学生指導」、「質の高いキャリア支援を目指して」を

テーマに実施した。また、特別企画として「ジャーナリズムの立場からの大学評価」

をテーマに講演会を実施した。 

 

表Ⅲ―１８ ＦＤ／ＳＤ講演会の経営学部参加者数 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

開 催 日 11 月 27日 1月 29日 2 月 26 日 4 月 23 日 6 月 25 日 11 月 19日 5 月 26 日 12 月 1 日 

専任教員数 15 15 15 14 14 14 19 21 

参 加 者 数 2 4 4 8 10 6 11 17 

参加率 ( % ) 13.3 26.7 26.7 57.1 71.4 42.9 57.9 81.0 

 

② ＦＳＤワークショップ 

教職員対象のＦＳＤワークショップを平成１９年度から実施している。 

平成１９年度は、計２回開催した。前期には、「分かりやすい講義の構築（教員用）」、

「学修支援（事務職員用）」、「キャリア形成支援（教職員共通）」、「Ｗｅｂサイトによ

る大 学広報（教職員共通）」をテーマとして、後期には、「初年次教育支援プログラ

ム」、「キャリア教育支援プログラム」、「ＩＣＴ教育支援プログラム」をテーマに、在

職年数等を制限し実施した。 

平成２０年度は、前期に、「大学教育で求められること」をテーマに全体講演会を実

施した後、「学部教育」、「学修支援」、「キャリア支援」、「学生支援」のテーマ毎に分

かれ、管理者研修を実施した。 

なお、経営学部の参加者数は、平成１９年度が第１回目３名・第２回目１名、平成

２０年度が第１回目１名・第２回目５名であった。 

③ オープンクラス・ウィークス 

「分かりやすく確実に学力がつく講義」のための授業改善を目的として、全授業科

目を対象に教員同士による授業参観（「オープンクラス・ウィークス」）を平成１９年

度から実施している。前期・後期ともに各３週間実施し、専任教員・事務職員だけで

なく、兼任教員や在学生の保護者、併設高校の生徒や保護者も参観の対象としており、

とくに専任教員には２クラス以上の参観を義務付けている。参観における評価の観点

は、「学生に分かりやすく説明しているか」、「学生の理解を確認しながら授業を進め

ているか」、「学生が授業に参加しているか」等であり、参観した教職員は記述形式の

「授業参観・評価票」を提出し、当該教員にフィードバックされる。 

平成１９年度には、全学的にＦＤ活動を推進するため、「オープンクラス・ウィーク

ス」で教員から推薦のあった授業による「公開授業および研究会」を前期および後期

に開催した。平成２０年度後期には、「各学部における初年次配当の『学びの扉』に

当たる授業科目」、「大規模教室の授業科目」、「『キャリアデザイン入門』等のキャリ

ア関連科目」、「兼任教員担当の授業科目」の４つの分野についても重点的に授業参観

を行っている。また、ＦＤ授業改善集を作成している。 
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なお、経営学部の実施状況の結果は、次の図表の通りである。 

 

表Ⅲ―１９ 経営学部のＦＤ実施率 

     年 度 

項 目 

平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 

延べ参観人数 35 16 16 27 

参観した教員合計数 

参観した教員の率(%) 

9 

64.3% 

9 

64.3% 

8 

42.1% 

16 

76.2% 

参観された（公開）教員合計数 

参観を受けた(公開)教員の率(%) 

9 

64.3% 

7 

50.0% 

11 

57.9% 

11 

52.4% 

    全教員数 14 14 19 21 

参   観 

公開科目数 

実施数 
13 

24.1% 

10 

18.9% 

13 

13.8% 

14 

17.7% 

対象科目数 

（専任担当） 
54 53 94 79 

 

④ ＦＤ新任教員研修 

「大学および学部（学科）の特色や取り組みを理解し、授業改善の重要さを認識す

るとともに教育の資質向上に努めることを目的」として、新規に採用した教員を対象

としてＦＤ新任教員研修を平成２０年度から実施している。 

平成２０年度は、前期に経営学部講師１名を、後期に同じく経営学部教授１名を対

象として、教育開発支援センター所長（大学の取り組みについて）、経営学部長（経

営学部の特色と取り組みについて）、教務部長（教務部の取り組みについて）および

関連の事務職員が出席し、各テーマについて説明後、参観講義についての評価等意見

交換を行った。 

⑤ 卒業生の大学満足度調査 

本学に４年間在籍した学生の満足度を検証するために、平成１８年度から、卒業年

次生に対して、卒業の直前に大学満足度調査を実施している。調査項目は、「授業全般」、

「学生のマナー」、「対人関係」、「学費」、「施設や設備」、「学生サービス」の６つの分

野に関する満足度についてである。４年間の総合的な満足度を考える際のポイントと

して、いかに対人関係（とくに教職員との関係）を高めながら授業の満足度を高める

かという点がみられるという結果が出ている。 

⑥ ＦＳＤ活動報告書・広報の発行 

平成１９年度から毎年度、「ＦＳＤ活動報告書」を発刊、専任教員に配付し、本学の

ＦＤ・ＳＤ活動状況を共有できるようにしている。また、学外向けの広報誌「渺望」

を平成１９年度から発行し、現在、第３号発刊に至っている。 

⑦ 経営学部固有のＦＤについて 

＜経営学科＞ 

ア．英語関連科目 

ベーシックイングリッシュ I・Ⅱならびにイングリッシュ・コミュニケーション

スキルⅢ・Ⅳについては、平成１５年度から学部内で教授法の研修を兼ねて授業の

相互見学を行ってきた。 

ベーシックイングリッシュ I・Ⅱならびにイングリッシュ・コミュニケーション

スキルⅢ・Ⅳについて平成１７年度後期に企業情報学部の専任英語教員とＦＤのミ

ーティングを２週間に１度持った。その成果として平成１８年度から統一テキスト、

統一教授法を導入し、兼任教員も共同で選んだ。平成１９年度からはそれぞれの学

部の特色を出すため、学部ごとにコーディネートする方が現実的という結論に至り、

共同のＦＤは中断している。 
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イ．ゼミナール 

ゼミナール担当教員間で、必要に忚じて適宜、授業改善の取り組みに関する情報

交換・意見交換の会合を持ち、個々の教員のクラス運営に反映させている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

「ゼミナールⅠ・Ⅱ」の担当教員間で小委員会を定期的に開催し、その一環として、

授業改善の取り組みに関する情報交換・意見交換を行い、個々の教員のクラス運営に

反映させている。 

小委員会のそもそもの役割は、ゼミ運営に関する基本方針（学習目標）の策定と見

直し、プレオリエンテーション・合同ゼミクラス共通プログラムの企画・実施・検証、

各クラスの授業内容報告会であり、各年度、前期・後期に各１回の他、必要に忚じて、

随時開催している。小委員会を通して、個々の学科生の情報を共有し、各自のゼミ生

に対する指導・相談だけでなく、必要に忚じて、クラスを横断して、全ゼミ担当教員

が他ゼミの学生に対しても個別に指導・相談ができるような体制づくりを行っている。 

授業改善の取り組みとしては、通常の小委員会とは別の機会に、必要に忚じて、適

宜、テーマ別の勉強会を開催し、情報と認識の共有を図っている。これまでにも、学

科発足直前の平成１９年度に「ゼミ運営に関するティーチングチップス情報交換会」、

「キャリア教育に関するキャリアセンターとゼミとの連携に関する意見交換会」、「ゼ

ミ運営に関する他学部担当者への個別インタビュー」などを開催・実施している。こ

れらの活動を通して、例えば、平成２０年度には、学科生全員の「顔写真リスト」の

作成と全専任教員・学科担当事務職員によるリスト保有が制度化されている。 

なお、ゼミの授業改善の取り組みにあたり、ゼミ生に対する授業アンケート結果が

参考資料として活用されている。 

 

【点検・評価】 

各学部から独立した教育開発支援センターが中心となって進めているＦＤ活動について

は、全学的な観点に基づいており、適切と言える。各教員のＦＤ活動参加状況を教授会で

報告するなど、活動への教員参加を促す工夫をしているが、今後、さまざまな方策を考え

ていく必要がある。以下、個別のＦＤ活動について、長所・問題点を点検する。 

① ＦＤ／ＳＤ講演会 

毎回、タイムリーなテーマ設定で講演会が開催されており、個々の教員の授業改善

に役立っている。ただし、時間的な制約から総論的・総花的な内容になっている点と、

参加教員層が固定化する傾向にある。経営学部の参加率は、第１回の１３．３％から

直近の８１．０％にみられるように、概ね上昇傾向にある。 

② ＦＳＤワークショップ 

具体的なテーマの設定、在職年数別・管理者向けなどの参加対象の特定化、教員だ

けでなく職員との協働を目指した尐人数・双方向・参加型のワークショップで、終日

または合宿形式で行われている。また、卖なる討議に終わらず、討議された内容のい

くつかは、その後、学内施策として具現化したものもあり、その意味でも、実りある

企画として評価できる。また、討議内容については、教授会やＦＳＤ報告書等を通じ

て周知しており、十分なフィードバックができている。 

③ オープンクラス・ウィークス 

毎学期、全科目を対象に実施され、参観者も専任教員・兼任教員・事務職員・在学

生保護者・併設高校生徒とその保護者と幅広く門戸を広げている点は特徴的であろう。

授業改善については、これまでも、個々の教員レベルで取り組みは行なわれてきたが、

教員相互あるいは事務職員等からも評価の視点が入ることにより、より客観的で高度

な、そして、新たな視点での授業改善が可能となった。また、ＦＤ授業改善集の作成

により、ノウハウの蓄積と共有が進められている点も評価できる。 

経営学部における過去４回の実施率については、「参観した教員」は概ね６０％を超
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えており、直近では７６．２％と上昇傾向にある。他方、「参観された教員」はいず

れも５０％を超えているが、さらに、全員参加型のＦＤ活動とすべく参加教員の固定

化や「マンネリ感」を打破する方策等も模索しなければならない。 

④ ＦＤ新任教員研修 

本学（部）に新任教員として着任した教員にとって、本学や経営学部の特色や取り

組み、授業改善の重要性を認識し理解するうえで有意義な機会となっている。 

⑤ 卒業生の大学満足度調査 

調査の結果、本学学生の特有の満足度のポイントなども浮かび上がり、例えば、尐

人数教育の可能性など、今後の有力な方向性が示唆されている点は評価できる。 

⑥ ＦＳＤ活動報告書・広報の発行 

ＦＤ活動の内容が全学的に共有され、学外に発信される手段が存在するという点で

は評価できる。 

⑦ 学部固有のＦＤについて 

英語関連科目については、授業の相互見学、教授法の研究といった学部内でのＦＤ

は学生へのより良い授業の提供という意味で効果があった。学部を超えてＦＤのミー

ティングを重ねたことは、統一テキスト、兼任教員の選定として実を結び、教授法の

情報交換としてきわめて有益であったが、「学部の特質に合わせた英語」を鮮明にで

きなかった点は課題である。 

ゼミナールについては、担当教員間で共通の課題が多いことが明らかになったが、

情報交換・意見交換の機会が不定期である点は改善の余地がある。 

多人数・大教室授業については、学習環境の改善効果がある程度みられた。 

 

【改善方策】 

教育開発支援センターによるＦＤ活動開始から２年半が経過したが、この間、全学的に

さまざまな取り組みを行ってきており、教育改善に対する教員個々人の意識改革も徐々に

進み、また、その成果も着実に蓄積されつつあり、このことが入学志願者の増加にも繋が

っていると考えている。他方、ＦＤ活動に参加する教員の固定化とＦＤ活動内容のマンネ

リ化という課題にも直面している。そこで、平成２１年度から、各学部卖位でＦＤ委員を

選出し、教育開発支援センターと協同で全学的かつ実質的なＦＤ活動の改善と各学部への

フィードバックについて検討していくことが予定されている。 

オープンクラス・ウィークスへの参加率向上を目指し、平成２０年度後期には、教育開

発支援センターによって、個々の教員へのこれまでの参加状況の通知、参観推薦科目一覧

の配付、テーマ別参観の実施を行った結果、若干の向上を見たが、引き続き有効な改善策

を模索していく。 

経営学部の英語関連科目に関するＦＤ活動については、本学の英語教育が抱えている問

題のより具体的な改善点を見出すために、学部間での教授法等の意見交換の場を尐なくと

も年に数回は設けることとする。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

シラバス（「講義要項」）は、教員間で記述内容に差や量の精粗がないようにするため、

全学的に一定の書式に従ってＷｅｂ上で作成し、また、学生もＷｅｂ上で閲覧できるシス

テムが確立している。 

シラバスの項目は、「講義テーマ」、「目的および概要」、「講義スケジュール（授業計画）」、

「評価基準・方法」、「学生への要望・留意点（オフィスアワーを含む）」、「教科書」、「参考

書」としている。「講義スケジュール（授業計画）」では、毎回の講義毎の具体的内容（項

目）を記載し、自为学習ができるように配慮している。平成２０年度からは、「講義スケジ
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ュール（授業計画）」の項目と授業回数が一致するように配慮している。「評価基準・方法」

では、「定期試験」、「レポート」、「日常点（出席・小テスト等）」、「その他」の項目に割合

（％）を記入し、評価基準・評価方法の明確化を図っている。また、複数クラス開講して

いる科目は、同一シラバス内容にしている。 

なお、経営学部では、平成２０年度から、「講義スケジュール（授業計画）」の最終回に

受講生からの質疑忚答日として「ヘルプデスク」の項目を設定・明記するように統一して

いる。 

また、シラバスは、平成１７年度から平成２０年度には、「ＣＤ－ＲＯＭ」形式で年度初

めに全学生に配付し、学生はＰＣ上でシラバスを閲覧の上、時間割を作成し、登録を行っ

ていた。そして、自学部だけでなく他学部のシラバスも掲載し、他学部の授業科目を選択

する際の資料として利用できるようにしている。これによって、学生は、シラバスを簡卖

に閲覧することができるようになった。 

＜経営学科＞ 

本学科では、ゼミナールⅠの初年次教育、ならびにゼナールⅡでは、担当者会議を開き

シラバスを統一している。複数教員が担当するベーシックイングリッシュⅠ・Ⅱ等も同様

である。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

本学科では、必修科目のうち、複数教員が担当するゼミナールⅠ・Ⅱ、ベーシックイン

グリッシュⅠ・Ⅱ、Active Communication in EnglishⅠ・Ⅱ、ＴＯＥＩＣラーニングⅠ・

Ⅱが共通シラバスを採用し、授業内容や運営方針に統一性をもたせ、学科生の学習内容に

配慮している。 

 

【点検・評価】 

シラバスの活用については、教員サイドと学生サイドの両面から点検評価する。 

まず、教員サイドについては、以下のような長所・問題点がある。 

第１に、シラバスの項目を全学的に共通の書式にしたことは、計画的な授業運営と明確

な評価基準が重要である点を教員個々人が再認識するうえで、一定の効果があった。 

第２に、シラバス・履修登録の電子化により、利用しやすくなった点は評価できる。ま

た受講者名簿が迅速に作成・提供されるようになった。このことにより、授業開始時点か

ら受講生の氏名や登録状況の把握が可能となり、授業準備の上でも便利になった。 

第３に、特に経営学科においては、ベーシック・イングリッシュⅠ、Ⅱ、基本パソコン

演習Ⅰ、Ⅱ等、複数クラスを擁する必修科目では、共通シラバスを採用することによって、

授業内容、進行、評価等の点でクラス間での差をなくす工夫が見られ、効果をあげている。 

他方、学生サイドについては、以下のような長所・問題点がある。 

第１に、Ｗｅｂシラバスシステムについてであるが、これまで冊子形式のシラバスから

ＣＤ－ＲＯＭ、Ｗｅｂ形式へとシラバスの電子化を進める中で、時間割作成の効率化（履

修登録ミスの防止と時間短縮）、履修登録手続きの簡素化、ＩＴへの対忚能力の向上の点

で一定の効果があった。特に前二者については学生からたいへん評価が高い。ただし、従

来の冊子形式（紙媒体）のシラバスと比べ、一覧性に欠け、他学部科目も含めた授業科目

の全体的把握と比較検討という点では利便性に欠ける点は否めない。 

第２に、シラバスの内容が全体として充実した点－特に「講義スケジュール（授業計画）」

において講義項目と授業回数とを一致させたことにより、講義内容や進行の全体像が把握

しやすくなった点や評価基準・方法が明確になった点は、履修科目選択にあたってミスマ

ッチを防ぐうえで一定の効果があった。 

第３に、「講義スケジュール（授業計画）」の最終回に「ヘルプデスク」を明記した点

は、経営学部全教員が受講生からの質疑忚答ニーズに制度として対忚する姿勢を明示した

ものであり、とくに試験前に疑問点を解消する手段として、受講上の満足度を向上させる

役割を果たした。また、この制度は、従来の「ヘルプデスク」（授業と別日・別場所で設
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定）や「オフィスアワー」の利用率の低さを実質的に改善する方策ともなっている。 

 

【改善方策】 

シラバスは、学生にとって、履修科目選択上の重要な資料である。ミスマッチ防止のた

めにも、学生の視点から望ましいと考えられるシラバスについて、さらに検討を進める。 

紙媒体（一覧性）と電子媒体（検索性）の効果的組み合わせの事例として、現在、経営

学部では、オリエンテーションで履修科目一覧表、卖位修得状況チェック表、時間割表、

履修モデル表等を紙媒体として配付し、こうした取り組みの効果を引き続き検証する。 

また、電子媒体として、経営学部では、平成２１年度から、内外のＷｅｂ上に各科目担

当者との質疑忚答が可能な学習支援コーナー（学修支援コーナー）を開設し、授業内容に

関する学生からの質問に対してメール形式で忚答する方策を実施する。また、同じく内外

のＷｅｂ上で、各担当教員の「オフィスアワー」を一覧表で掲載する。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

授業評価は、現在、受講生による５段階評価方式と自由表記方式の組み合わせで、各学

期に１回ずつ、合計年２回、教務部が実施している。なお、本調査は、平成１４年度後期

から実施されており、平成１６年度には調査項目について再検討を行い、また、平成１７

年度後期に「自由表記」による調査を導入、平成１８年度から現行方式となっている。 

本調査の実施時期については、５段階評価方式は各学期終了の３週間程度前に実施して

いる。調査実施期間中の授業時に授業担当者が学生に対して調査用紙を配付し、学生は、

評価を記入後、各教室に設置された回収箱に提出する。他方、自由表記方式は授業開始１

か月後に実施している。これは、５段階評価方式の調査結果の公表が授業終了後となるた

め、早期に学生の意見を授業に反映させるための方策として導入された。なお、この調査

は、授業担当者が学生から直接回収する方法で実施している。 

本調査（５段階評価方式）の評価項目は、「受講態度」、「授業」、「授業担当者」、「総合評

価」の大分類のもと、設問項目を２４項目設定している。また、回収した調査用紙は、教

務課でデータを入力し、誤読等の修正を行いながら集計している。 

授業評価結果は、報告書として各教員へ配付するとともに、学内のＷｅｂ上でも閲覧が

可能である。また、平成１９年度後期からは、同じく学内のＷｅｂ上で学生にも開示して

いる。集計結果は、学生が回答した５段階評価について、①全科目（全学部）、②分野別（全

学部）、③年度生別（全学部）、④クラス規模（受講生数）別（全学部）、⑤評価項目（分野）

別（各学部）、⑥評価項目（年度生）別（各学部）に分類して集計している。また、総合評

価として、前年度との満足度比較の集計結果を掲載している。なお、自由表記による授業

評価に関する集計は教務課では行わず、授業担当者が直接回収している。 

＜経営学科＞ 

自由表記による授業評価では、セメスターの期中の授業の微調整に有益な情報である。

現在は、各教員レベルで講義に活かすようにフィードバックしている。また、期末の授業

評価については、授業が大人数になるほど、満足度が低下するという検証結果も出ている。

これは、多様な学生に対処することが困難な一面を示している。これらの授業評価は、組

織的に利用するのではなく、個々の教員の責任において利用し、改善が行われている。 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

全学共通の授業評価のほかに、特にゼミナールⅠおよびⅡにおいて、３つのレベルで、

ゼミ生の評価をゼミ授業やクラス運営、学科運営にフィードバックする仕組みづくりを行

っている。合同ゼミ実施後の授業アンケート、学年末に実施するゼミクラスアンケート、

ゼミ個人面談時のインタビューがそれであり、それぞれ、ゼミナールⅠ・Ⅱ小委員会で適

宜情報を共有し、必要に忚じて、学科会議にもフィードバックし、これらの授業評価を参
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考にしながら、次学期・次年度のゼミ授業、クラス運営の企画や見直しを行っている。 

[参考資料：学生授業評価結果報告書、学生授業評価アンケート用紙、授業評価の実施要

領（自由表記を含む）、授業評価実施報告ＨＰ] 

 

【点検・評価】 

本学における授業評価は、実施開始から４年半が経過し、その間、調査方式、評価項目

の点でいくつかの改善が行われ、平成１８年度から現行方式となっている。以下、長所と

問題点について点検する。 

第１に、実施時期については、学期中間の自由表記方式を制度として導入したことによ

って、学期末調査による卖なる事後検証だけに留まらず、学期中にダイナミックに軌道修

正が可能な点で、より意味のある調査となっている。 

第２に、評価項目については、概ね、体系的・網羅的な設問項目になっている。 

第３に、評価結果については、個々の科目の結果を教員・学生ともにＷｅｂ上でいつで

も閲覧可能なことから、教員にとっては、自らの授業を客観的に捉えることができるよう

になり、どのような方向で授業の改善を行うべきかがわかり、それぞれの教育内容や指導

方法の改善に反映できていると考えられ、その結果、学生の満足度も徐々にではあるが高

くなってきている。他方、学生にとっても、授業評価結果を履修登録の際の参考資料とす

ることが可能となっている。 

ただし、個々の教員にとって、自らの改善点はある程度把握できても、具体的な改善策

のアイディアやその実行については卖独では困難な面がある。その点、授業評価結果から

浮上してきた授業改善の具体的問題点・課題について、全学的または学部卖位でのＦＤ活

動に反映させ、組織的な改善策を検討していく。 

 

【改善方策】 

授業評価結果で顕在化してきた長所や問題点をＦＤ活動に反映していくため、平成２１

年度から、各学部卖位でＦＤ委員を選出し、教育開発支援センターと協同で全学的なＦＤ

活動の改善と各学部へのフィードバックについて検討していくことが予定されている。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

「語学科目」、「会話科目」、「講義科目」、「演習科目」等の授業形態により受講者数の定

員を設定している。また、情報処理教室、ＣＡＬＬ教室等の設備の状況により受講者が制

限されている。 

担当者間の申し合わせに基づき、語学の授業科目は３６名に、会話科目は２８名を上限

としている。選択必修科目（ホスピタリティ経営学科では必修科目）で、ほとんどの学生

が履修し、複数クラス開講する「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は、平成１９年度

から開講曜日・講時を統一し、他の必修科目等と重複しないように配慮したクラス編成と

している。 

経営学部の英語科目に関しては、コーディネーターの方針により、1 クラスの人数を極

力尐なめ（２５名程度）に抑えている。ただし、平成２０年度については３８人のクラス

もあった。次の（２）の項目とも関連するが、経営学部ではＣＡＬＬ教室を使用する英語

担当者が多いため、1 クラスの人数が他学部よりも若干尐なめになっている。 

講義科目は１００名から５００名を基準として設定している。 

共通科目は学期毎に担当者会議を開催し、５００名を超えるクラス、１００名未満のク

ラスが発生している場合は、その対忚策として曜日・講時による調整、同一講時に配当す
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る科目による調整等の時間割での対忚や開講クラス数の増減を検討している。 

専攻科目の多人数クラスは、必修科目や基礎となる分野の科目は、クラスの増加が基本

となる。関連科目等の分野の科目においては条件によるが、時間割の調整や履修の指定に

よる調整を基本としている。クラス数・担当者等については教授会において年度毎に検討

し、年度の途中において必要により後期クラスの増減についても検討している。 

 

表Ⅲ―２０ 共通科目クラス数 

受講者数 

（人） 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

251～500 17 15 15 17 12 13 11 19 

501以上 2 4 0 0 0 1 0 4 

 

表Ⅲ―２１ 経営科学部・経営学部専攻科目クラス数 

受講者数 

（人） 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

251～500 3 2 3 2 1 0 2 1 

501以上 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

演習科目は２０名から３０名（ホスピタリティ経営学科は２０名まで）を基準としてい

る。学生の希望による選択であり、クラス毎の人数に偏りが発生しているものの、受講者

の上限は設定しているため、授業担当者の希望以上の人数にはならない。平成１９年度か

ら、１年次生配当の演習科目の開講曜日・講時を統一した。 

 

【点検・評価】 

授業形態・方法に忚じて、１クラスの受講者数を制限したり、クラス数を増やしたり（パ

ソコン演習等）しており、こうした措置は適切である。 

課題としては、学生がシラバスを熟読し、講義の内容を事前に理解した上で受講するよ

う履修指導を強化する必要が挙げられる。 

 

表Ⅲ―２２ ゼミナールⅠ（１年次）の開講クラスと学生数（経営科学科・経営学科） 

年度 受講者数 
実際の 

ｸﾗｽ数 

平均 

学生数 

最大 

受講者数 

最小 

受講者数 

平成 17年度 

18年度 

19年度 

20年度 

349 

239 

179 

279 

20 

14 

12 

13 

17.5 

17.1 

14.9 

21.5 

25 

21 

17 

26 

5 

9 

12 

14 

 

表Ⅲ―２３ ゼミナールⅡ（３年次）の開講クラスと学生数（経営科学科）  

年度 受講者数 
実際の 

ｸﾗｽ数 

平均 

学生数 

最大 

受講者数 

最小 

受講者数 

平成 17年度 

18年度 

19年度 

20年度 

269 

249 

190 

140 

12 

10 

8 

8 

22.4 

24.9 

23.8 

17.5 

27 

26 

28 

24 

11 

24 

6 

3 
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表Ⅲ―２４ ゼミナールⅢ（4年次）の開講クラスと学生数（経営科学科）            

年度 受講者数 
実際の 

ｸﾗｽ数 

平均 

学生数 

最大 

受講者数 

最小 

受講者数 

平成 17 年度 

18 年度 

19 年度 

20 年度 

208 

207 

184 

135 

13 

12 

10 

9 

16.0 

17.3 

18.4 

15.0 

25 

25 

25 

23 

4 

4 

9 

5 

 

表Ⅲ―２５ ゼミナールⅠ（１年次）の開講クラスと学生数(ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経営学科）      

年度 受講者数 
実際の 

ｸﾗｽ数 

平均 

学生数 

最大 

受講者数 

最小 

受講者数 

平成 20 年度 62 5 12.4 17 8 

注）実際のクラス数としたのは、入学者数が予想を下回るなどして、当初予定していたものの、 

不開講としたクラスが生じたためである。 

 

【改善方策】 

履修指導の際、シラバスの重要性を学生に周知徹底するよう努める。 

１年次の英語クラス数については、入学者の想定は困難であるが、出来るだけ余裕をも

って編成するよう留意する。 

「基本パソコン演習Ⅰ・Ⅱ」（経営学科必修科目）といった情報処理関係科目のクラスの

サイズについて、現状では最大６０名程度の登録学生に対して担当教員が１人で対忚して

いるのが現状であり、学生登録数の調整（３０名程度）を進めることに加え、ＴＡ（ティ

ーチング・アシスタント）やＬＡ（ラーニング・アシスタント）などの補助員制度を導入

して、多様な学生に対して目配りのできる体制を構築することや、能力別クラス編成を行

うことなど、教育指導上の有効性を高める方策を引き続き模索する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

メディアを活用した授業を行えるよう、大・中教室には、プロジェクタ、ＯＨＰ等の機

器を設置している。設置されていない教室には、持ち運び可能な機器を準備し、利用でき

るようにしている。 

また、「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」、「ＰＣ教室」、「ＣＡＬＬ教室」、「ＬＬ

教室」、「ＡＶ教室」がある。これらの教室は全学部対象として利用しているため稼動率は、

次のとおりである。 

 

表Ⅲ―２６ 教室稼動状況                        （卖位：％） 

 年 度 

教室 

平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

プロジェクタ設置教室 6.3 8.0 5.2 10.3 5.4 10.7 3.7 1.9 

PC教室 16.8 16.4 10.3 10.3 6.7 6.7 6.5 4.6 

CALL 教室 39.1 34.5 34.5 41.4 25.0 27.4 17.3 18.5 

LL教室 51.7 44.8 34.5 10.3 3.6 10.7 0.0 3.7 

AV教室 13.8 8.6 10.3 15.5 10.7 17.9 0.0 3.7 

 

汎用性があり、すべてが完備しているＣＡＬＬ教室の需要が高く、続いてＰＣ教室の順

となっており、パソコン機器を教員が設置しなければならないプロジェクタ設置教室の利

用状況は極端に低下している。 
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また、ＣＡＬＬ教室については英語担当者のうち５名が「ベーシック・イングリッシュ」、

「ビジネス・コミュニケーション」、「イングリッシュ・コミュニケーションスキル」の授

業で常時使用しており、パワーポイントやＤＶＤ、インターネット等のメディアを複合的

に使った授業で、学生を惹きつける工夫をしている。またＬＬ教室、ＰＣ教室、プロジェ

クタ設置教室等も最大限活用している。 

ゼミや講義科目でもメディアを使用した授業が増える傾向にあり、教室の競合状態が続

き、ＣＡＬＬ教室が利用できない場合は他のＰＣ教室（１６号館、２号館）を使っている

が、それも最近では確保が難しくなってきている。 

インターネットやマルチメディアを活用した授業も活発で、学内ネットワークを利用し

た授業運営では｢OGU-Caddie｣と呼ばれる教育支援システムがある。平成１８年度から現在

の機能を持つ｢OGU-Caddie｣となり、講義資料や課題の提示や提出、小テスト、お知らせや

掲示、アンケート等の機能があり、全教員・学生が利用できる環境となった。 

｢OGU-Caddie｣の使用方法についてはマニュアルが学内のホームページ（Web PATHOS）で

公開されているが、情報処理関連科目である基本パソコン演習Ⅰ・Ⅱ（経営学科必修１年

次配当）、ホスピタリティ・コミュニケーションⅢ（ホスピタリティ経営学科必修１年次

配当）の科目で必ず使用するようにしている。学生は講義資料の閲覧やファイル提出など

の操作を学習することができる。また、ホスピタリティ経営学科では１年次（入学時）に

必要だと考えられるＩＴ講習（大学ＨＰの活用、OGUメールの登録・送信練習、｢OGU-Caddie｣

の利用）を合同ゼミナールで開催している。 

１年次に｢OGU-Caddie｣の操作を学習することによって、学生は｢OGU-Caddie｣を利用する

教員が提示する講義資料やファイルを閲覧することができ、｢OGU-Caddie｣を使ってレポー

トを提出することもできる。しかし、｢OGU-Caddie｣の利用については担当教員の判断に任

されているのが現状である。 

経営学部の OGU-Caddie の利用状況は以下の通りである。全体で１３５科目が平成２０

年度に OGU-Caddie を使用した。 

 

表Ⅲ―２７ OGU－Caddie の利用状況            （卖位：％） 

項目        年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

講義資料 10.7 10.8 11.9 

レポート 9.5 7.2 4.4 

小テスト 2.4 1.2 0.7 

お知らせ 21.4 20.5 13.3 

その他 ― ― ― 

 

経営学部では OGU-Caddie の利用状況は比較的多いといえる。ただ、使用する教員が限ら

れているのが実情である。また、コンピュータを使用しない授業では、いくら講義資料、

お知らせ、掲示板等を教員がアップロードしても、それを利用する学生が極めて尐数なの

は否めない。 

基礎経営学、経営財務論、ベンチャー・ビジネス・マネジメントなどの経営学科の科目

では、パソコンとインターネットを使用して、具体的に企業のＩＲ情報で戦略や株为総会

の動画を見せたり、資本コストを説明するために、リスクフリーの金利を調べたり、ベン

チャー・ビジネスやベンチャー・キャピタルの各種データ動向を探ったり、とパワーポイ

ントとインターネットの教育への活用の範囲は極めて広く、有効である。 

また、ホテル・ビジネス論Ⅰ・Ⅱ、ホスピタリティ・コミュニケーションⅠ、ブランド・

ビジネス論、ホスピタリティ・マーケティングなどのホスピタリティ経営学科の科目では、

実践的な事例を中心に視覚的にも分かりやすい映像（ＤＶＤ）とホームページやパワーポ

イントを使った講義を行っている。学生にとって、分かりやすく、興味のある授業を多様

に作ることができる。 
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【点検・評価】 

プロジェクタとパソコンが設置され、２号館のように快適に講義ができる条件が、今後

すべての教室に必要である。ラップトップの持ち運びは、設置時間がかかり、かつトラブ

ルも起きやすい。 

OGU-Caddieに関しては、せっかくのシステムを有効利用しているとはいい難い状況であ

る。システム自体がリジッドな点が問題であるが、講義資料の貼り付け、掲示等での有用

性を教員に啓蒙する必要はあるが、さらなるシステムの発展性も期待したい。 

 

【改善方策】 

今後は、漸次プロジェクタとパソコンが設置され、マルチメディアを使用して快適に講

義ができる条件が整い、講義に教員が集中できる環境が必要である。 

OGU-Caddieに関しては、システム自体を改善し、もう尐しイントラアクティブなものに

する必要があるのはもちろんであるが、研修等を通して教員のさらなる啓蒙を行い、さま

ざまな授業形態でも有効利用できる可能性を体験させる講習会が必要である。教員及び学

生に広く啓蒙し、利用状況を更に拡大させる。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

平成１７年度から経済学部で開講している経済学特別講義Ⅰでケンブリッジ大学クイ

ーンズカレッジと本学をインターネットで接続して遠隔授業を実施している。この講義は、

英語で行われ、グローバル管理者育成コースの学生にも有意義なものであり、受講を勧め

ている。 

 

【点検・評価】 

これから留学しようとする学生が、遠隔授業によって英語の授業に慣れることは有意義

である。特にグローバル管理者育成コースの学生の専門は経営学であるが、必修の基礎経

済学を履修し、基礎的な経済学の知識があるので、経済学特別講義を受講することも可能

であると考える。 

 

【改善方策】 

このような遠隔授業が受講できるように、専門的知識とともに英語力を身に付けること

が今後の課題である。グローバル管理者育成コースの学生は、３年次に予定している留学

までに受講するよう指導する。 

 

【経済学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

① カリキュラム改正の変遷 
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本学部は、平成１７年度にコース制を導入し、「比較経済コース」「情報経済コース」

「環境アメニティコース」「金融経済コース」「ジェネラルコース」の５つのコースを新

設した。平成１９年度には、高齢化や健康志向によって高まりつつあるスポーツのニー

ズに忚えて、スポーツによる実践力とスポーツに関する経済学領域の専門的な知識と教

養の修得を目指した「スポーツ経済コース」を増設した。 

また、グローバル化と実践的な英語によるコミュニケーション能力が求められる近年

の状況に対忚して、本学の海外留学プログラムのひとつである「Ｐｒｏｊｅｃｔ ７００」

（『渺望』vol.１, p.８.）を準備し、同プログラムを推進するために、新たに「グロー

バル・エコノミーコース」の増設を検討した。さらに、学生のコース選択の便に配慮し

て、コースの再編が検討され、平成２０年度には、「産業経済コース」「公共経済コース」

「スポーツ経済コース」「グローバル・エコノミーコース」の４つのコースに編成した。

コース制の再編成に伴う専攻科目の再編成とともに、４年間一貫した尐人数ゼミナール

の導入、導入教育科目の新設、キャリア教育科目の充実を図り、次の教育課程を定めた。 

② 共通科目 

一般教養の学修に当たり、以下の８つの分野の共通科目を配置している。 

「導入教育ユニット」では、大学での学修における学びの基盤となる表現する力を高

める。「表現Ａ（日本語）」「表現Ｂ（情報）」「表現Ｃ（スポーツ）」の３科目が配置され

ている。 

「キャリア教育ユニット」では、キャリアに対する意識を高め、キャリア教育への導

入を図る。「キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱ」の２科目が配置されている。 

「文化と歴史」では、文化や歴史を通して人間の本質となるテーマを探究する。人文

科学系の科目を为に、思想・哲学・文学・歴史等の科目を配置している。 

「人間と社会」では、現代社会の構造を学び、幅広い視野を身に付ける。社会科学系

の科目が为で、法学・政治学・経済学・社会学・文化人類学等の科目が配置されている。

その他にも、国内外でのインターンシップ等の科目も含まれている。 

「自然と情報」では、社会の多様な現象を自然科学の視点から学ぶ。自然科学系の科

目が为で、生物学・化学・物理学等の科目や数学・情報・統計学・心理学等の科目も含

まれる。 

「健康とスポーツ科学」では、スポーツやフィットネスの実践を通して、心と体の健

康について学ぶ。スポーツに係る文化・科学やスポーツ実技、海外でのスポーツ研修等

の科目も含まれている。 

「総合科目」では，現代社会の課題を考察し、優れたバランス感覚を磨くことを目指

している。環境問題やＩＴ、国際協力等、現代社会が抱える様々な問題や動向を総合的

に学修する授業内容になっている。 

「言語と文化」では、語学力の向上や異文化理解を通して国際的視野やセンスを養う。

英語・ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語の科目が配置されている。 

なお、『（４）一般教養的授業の編成における「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』の項を参照のこと。 

③ 専攻科目 

ア．コース別専攻科目  

専攻科目では、コースごとに「理論」「分析・ツール」「政策・制度」「歴史」に科目

を分け、その他に「関連科目」がある。（「平成２０年度入学生（２００８年度生）専

攻科目の授業科目一覧」を参照のこと。） 

「経済入門」は、「理論」「分析・ツール」「政策・制度」「歴史」のすべての基礎と

して経済学を学修するための導入科目として位置付けている。 

「理論」は、ミクロ経済学やマクロ経済学の理論科目を配置し、「スポーツ経済コー

ス」では、それ以外にスポーツ基礎理論やスポーツに係る経済学を学修するための科

目を配置している。 
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「分析・ツール」では、英語・数学・情報・計量分析等の経済学を学修する上で必

要となる分析方法や基礎的技能を学修する科目を配置している。「グローバル・エコノ

ミーコース」では、英語に係る科目や海外体験・留学に必要な常識や教養等を学ぶ科

目を重点的に配置している。 

「政策・制度」では、経済学の修得に当たり実際の経済活動や制度の理解および政

策に係る科目を配置している。産業経済コースとグローバル・エコノミーコースでは、

企業活動や産業および国際経済に係る科目を、公共経済コースでは、政府の経済に果

たす役割に係る科目を、スポーツ経済コースでは、スポーツと経済に係る多面的な科

目を中心に配置している。 

「歴史」では、経済史・経済学史・社会思想史といった経済と歴史に係る科目を配

置して、経済学を修得する上で必要な歴史的背景の理解を目指している。 

イ．関連科目 

「関連科目」は、（ア）現代社会で必要な教養や体験等に係る科目で共通科目の学修

内容からさらなる専門性を必要とする科目、（イ）現代社会が必要とする経済学の修得

に広く係る科目を配置している。なお、「関連科目」は、「キャリア支援」「特別講義」

「留学（研修）科目ユニットⅠ・Ⅱ」「資格による卖位認定」に分かれている。 

「キャリア支援」では、学生のキャリア形成を支援する科目を配置しており、情報・

プレゼンテーション・キャリア教育科目を配置している。キャリア教育科目には「キ

ャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」がある。同科目と共通科目の「キャリア教育ユニット」

の「キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱ」の位置付けについては、「キャリアデザイン入門Ⅰ・

Ⅱ」がキャリア教育の導入を目的とし、「キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」では就職活動

に向けたより専門的（実践的）な知識の修得を目的としている。また、「スポーツ・イ

ンターンシップ」は、「スポーツ経済コース」の学生を対象にしたインターンシップ科

目である。 

「特別講義」では、現代社会が必要とする経済学やその周辺分野の知識を広く網羅

した授業内容となっている。 

「留学（研修）科目ユニットⅠ・Ⅱ」は、「グローバル・エコノミーコース」の学生

のうち、本学の留学プログラムの「Project 700」に参加した学生が登録する科目であ

る。（詳細は、「（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」と「(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忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性」

を参照のこと。） 

「資格による卖位認定」については、「グローバル・エコノミーコース」の学生を対

象にＴＯＥＩＣ®のスコアに忚じて卖位認定をしている。 
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表Ⅲ―１ 平成２０年度入学生（２００８年度生）専攻科目の授業科目一覧 
 

１年次配当科目 ２年次配当科目 ３年次配当科目 

産
業
経
済
コ
ー
ス 

理論 
※経済入門 ○ミクロ経済学Ⅰ 

※マクロ経済学Ⅰ 

ミクロ経済学Ⅱ 

マクロ経済学Ⅱ 

 

分析・ツール 

英語で学ぶ経済学 

パソコンで学ぶ経済学 

データで学ぶ経済学 

経済数学 

○経済統計論 

○計量経済学Ⅰ 

計量経済学Ⅱ 

 

政策・制度 

○経済政策論 

 

○産業経済論 ○日本経済論 

○労働経済論 環境経済論 

○金融論Ⅰ  情報経済論 

 

○工業経済論 ○知的財産論 

○農業経済論 国際経済論 

○金融論Ⅱ  国際金融論 

○経済発展論 

歴史 
○経済史 経済学史   日本経済史 

社会思想史 

西洋経済史 

公
共
経
済
コ
ー
ス 

理論 
※経済入門 ○ミクロ経済学Ⅰ 

※マクロ経済学Ⅰ 

ミクロ経済学Ⅱ 

マクロ経済学Ⅱ 

 

分析・ツール 

英語で学ぶ経済学 

パソコンで学ぶ経済学 

データで学ぶ経済学 

経済数学 

○経済統計論 

○計量経済学Ⅰ 

計量経済学Ⅱ 

 

政策・制度 

○経済政策論 

 

○財政学    ○日本経済論 

○公共経済学  ○労働経済論 

○環境経済論  情報経済論 

○地方財政論 ○知的財産論 

○租税論   ○国際経済論 

○福祉経済論 都市経済論 

○社会保障論 

歴史 
○経済史 ○経済学史   日本経済史 

社会思想史 

西洋経済史 

ス
ポ
ー
ツ
経
済
コ
ー
ス 

理論 

※経済入門 ミクロ経済学Ⅰ 

○マクロ経済学Ⅰ 

○スポーツ基礎講義Ⅰ 

○スポーツ基礎講義Ⅱ 

○スポーツ基礎講義Ⅲ 

ミクロ経済学Ⅱ 

マクロ経済学Ⅱ 

○スポーツ経済学Ⅰ 

○スポーツ経済学Ⅱ 

 

分析・ツール 

英語で学ぶ経済学 

パソコンで学ぶ経済学 

データで学ぶ経済学 

経済数学 

経済統計論 

計量経済学Ⅰ 

計量経済学Ⅱ 

 

政策・制度 

○経済政策論 

○スポーツ特別講義 

○スポーツ産業論 労働経済論 

○スポーツ政策論 公共経済学 

○産業経済論   環境経済論 

○日本経済論 

  

○スポーツメディア論 

○スポーツマネジメント論 

○福祉経済論 

○都市経済論 

○社会保障論 

歴史 
○経済史 経済学史   日本経済史 

社会思想史 

西洋経済史 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
コ
ー
ス 

理論 
※経済入門 ○ミクロ経済学Ⅰ 

※マクロ経済学Ⅰ 

ミクロ経済学Ⅱ 

マクロ経済学Ⅱ 

 

分析・ツール 

英語で学ぶ経済学 

パソコンで学ぶ経済学 

データで学ぶ経済学 

経済数学 

○海外留学支援Ⅰ 

経済統計論 

計量経済学Ⅰ 

○海外留学支援Ⅱ 

○英語で読み解く経済学Ⅰ 

○英語で読み解く経済学Ⅱ 

計量経済学Ⅱ 

○ Economics Lectures in 

English 

 

 

 

政策・制度 

○経済政策論 

 

○産業経済論  ○金融論Ⅰ 

○環境経済論  ○情報経済論 

日本経済論 

○金融論Ⅱ  ○国際金融論 

○国際経済論 ○経済発展論 

歴史 
○経済史 経済学史   社会思想史 

日本経済史 

西洋経済史 

関
連
科
目 

キャリ ア支

援 

情報処理演習Ⅰ 情報処理演習Ⅱ 

グループ・プロジェクトＡ 

グループ・プロジェクトＢ 

スポーツ・インターンシップ 

キャリアデザインⅠ 

キャリアデザインⅡ 

キャリアデザインⅢ 

特別講義 

 

経済学特別講義Ⅰ 経済学特別講義Ⅱ 

経済学特別講義Ⅲ 経済学特別講義Ⅳ 

  

留学（研修）

科目ユ ニッ

トⅠ 

グローバル・スタディⅠ～Ⅹ   

留学（研修）

科目ユ ニッ

トⅡ 

  グローバル・スキルＡ～Ｅ 

資格に よる

卖位認定 

TOEICⅠ(500点) TOEICⅡ(700点)   

注）※…必修科目 ○…選択必修科目 
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④ 演習科目 

演習科目は、４年間一貫したゼミナ－ルを配置している。配当年次と科目名について

は、1年次前期に「ゼミナールⅠＡ」、1年次後期に「ゼミナールⅠＢ」、２年次前期に「ゼ

ミナールⅡＡ」、２年次後期に「ゼミナールⅡＢ」、３年次に「ゼミナールⅢ」、４年次に

「ゼミナールⅣ」が配置されている。 

演習科目の位置付けについては、「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」を「フレッシュマンゼミ」、

「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」を「基礎ゼミ」、「ゼミナールⅢ・Ⅳ」を「専門ゼミ」として

体系的に配置している。３年次・４年次の演習科目につては、専門分野の修得に当たり

担当教員の演習方針を尊重している。 

 

表Ⅲ―２ 演習科目の位置付け 

科目名 配当年次・学期 位置付け 

ゼミナールⅠＡ １年次前期 
フレッシュマンゼミ 

ゼミナールⅠＢ １年次後期 

ゼミナールⅡＡ ２年次前期 
基礎ゼミ 

ゼミナールⅡＢ ２年次後期 

ゼミナールⅢ ３年次通年 
専門ゼミ 

ゼミナールⅣ ４年次通年 

 

１年次・２年次の演習科目については、大学生活の適忚および大学での学修のための

基礎力を修得する必要があることから、次の基本的指針を定めている。 

ア．ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ 

大学環境への適忚と人間関係の再構築による自立 

（ア）高校と大学の違いを知る 

（イ）自己の適性の理解 

（ウ）学ぶことの意味とその手段 

（エ）大学生活への適忚 

（オ）社会との接点 

イ．ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ 

自己の可能性の追求と将来の方向付け 

（ア）多種多様な文化の理解 

（イ）論理的思考法の追求・創造的思考能力 

（ウ）キャリア形成準備 

（エ）社会との接点 

授業内容の詳細については担当教員に任されているが、「ゼミナールⅠＡ（再履修クラ

スを除く）」はシラバスを共通化し、１年次前期に修得することが望ましい授業内容の共

通化に努めている。 

⑤ 教職課程科目 

高等学校教諭一種免許（地理歴史・公民）、中学校教諭一種免許（社会）の修得に必要

な、「教師論」、「教育原理Ⅰ・Ⅱ」、「教育心理学」、「道徳教育の研究」、「社会科・地理歴

史科教育法Ⅰ・Ⅱ」、「社会科・公民科教育法Ⅰ・Ⅱ」、「教育実習」等の科目が配置され

ている。 

⑥ 平成２０年度改正のカリキュラムによる为な変更点 

ア．科目の新設・廃止 

共通科目では、「導入科目ユニット」と「キャリア教育ユニット」を新設した。 

専攻科目の導入科目として、「経済入門」を新設した。「経済入門」は、「理論」「分

析・ツール」「政策・制度」「歴史」のすべての基礎として経済学を学修するための導
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入として位置付けている。 

「分析・ツール」の科目として「経済数学」を新設した。「経済数学」は、経済理論

修得のために、「データで学ぶ経済学」よりもさらに数学に特化した学修内容を提供す

ることを目的としている。 

「政策・制度」の科目で「産業経済論」、「情報経済論」、「知的財産論」を新設した。

廃止した科目は、「産業経済論Ⅰ」、「産業経済論Ⅱ」、「情報経済論Ⅰ」、「情報経済論Ⅱ」、

「社会心理学」である。 

「グローバル・エコノミーコース」の新設に伴い、コース別専攻科目では「英語で

読み解く経済学Ⅰ」「英語で読み解く経済学Ⅱ」「Economics Lecturer in English」、

関連科目では「留学（研修）ユニットⅠ」、「留学（研修）ユニットⅡ」、「ＴＯＥＩＣ

Ⅰ（５００点）」、「ＴＯＥＩＣⅡ（７００点）」を新設した。 

その他の関連科目では、「キャリアデザインⅠ」、「「キャリアデザインⅡ」、「キャリ

アデザインⅢ」、「グループ・プロジェクトＡ」、「グループ・プロジェクトＢ」、「スポ

ーツ・インターンシップ」を新設した。廃止した科目は「キャリア形成論Ⅰ」、「キャ

リア形成論Ⅱ」、「グループ・プロジェクト」、「経済学部検定」、「インターンシップⅠ」、

「インターンシップⅡ」、「インターンシップⅢ」である。 

演習科目では、２年次配当科目「ワークショップＡ」と「ワークショップＢ」を廃

止し、「ゼミナールⅡＡ」と「ゼミナールⅡＢ」を新設し、下表のように再編成した。

「ワークショップＡ」、「ワークショップＢ」は、定員４０名程度を目標にグループ学

習等を行う演習科目として開設したが、４年間一貫した尐人数ゼミナールの導入に伴

い廃止した。 

 

表Ⅲ―３ 

配当年次 変更後 変更前 

１年次前期 ゼミナールⅠＡ ゼミナールⅠＡ 

１年次後期 ゼミナールⅠＢ ゼミナールⅠＢ 

２年次前期 ゼミナールⅡＡ ワークショップＡ 

２年次後期 ゼミナールⅡＢ ワークショップＢ 

３年次通年 ゼミナールⅢ ゼミナールⅡ 

４年次通年 ゼミナールⅣ ゼミナールⅢ 

 

イ．専攻科目の分類の変更 

学生がこれまで以上に系統的な科目履修ができるように、コースごとの専攻科目お

よび関連科目の分類を「③ 専攻科目」の項で説明したように変更した。変更前の科目

の分類は、下表の「平成１９年度入学生（２００７年度生）専攻科目の授業科目一覧」

のとおりで、専攻科目を「基礎科目」・「コース別科目」・「関連科目」に分類している。

変更前の科目分類では、選択したコース以外のコース別科目の選択は学生の判断に任

されていた。変更後の分類では、選択したコースごとに選択すべき「理論」「分析・ツ

ール」「政策・制度」「歴史」に属する科目を明確化した。さらに、関連科目の分類も

明確化して、学生の履修の便を図った。 
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表Ⅲ―４ 平成１９年度入学生（２００７年度生）専攻科目の授業科目一覧 
 １年次配当 ２年次配当 ３年次配当 

基礎科目 ミクロ経済学Ⅰ 

マクロ経済学Ⅰ 

経済政策論 

経済史 

英語で学ぶ経済学 

パソコンで学ぶ経済学 

データで学ぶ経済学 

ミクロ経済学Ⅱ 

マクロ経済学Ⅱ 

 

 

比較経済コース  経済学史 

日本経済史 

社会思想史 

日本経済論 

国際経済論 

西洋経済史 

経済発展論 

国際金融論 

情報経済コース  産業経済論Ⅰ 

労働経済論 

金融論Ⅰ 

社会心理学 

情報経済論Ⅰ 

産業経済論Ⅱ 

農業経済論 

情報経済論Ⅱ 

工業経済論 

都市経済論 

環境ｱﾒﾆﾃｨｺｰｽ  財政学 

公共経済学 

環境経済論 

 

地方財政論 

福祉経済論 

租税論 

社会保障論 

金融経済コース  金融論Ⅰ 

経済統計論 

計量経済学Ⅰ 

金融論Ⅱ 

計量経済学Ⅱ 

国際金融論 

ｽﾎﾟｰﾂ経済ｺｰｽ スポーツ基礎講義Ⅰ 

スポーツ基礎講義Ⅱ 

スポーツ基礎講義Ⅲ 

スポーツ特別講義 

スポーツ経済学Ⅰ 

スポーツ産業論 

スポーツ政策論 

スポーツ経済学Ⅱ 

スポーツメディア論 
スポーツマネジメント論 

関連科目 情報処理演習Ⅰ 

経済学特別講義Ⅰ 

経済学特別講義Ⅱ 

経済学特別講義Ⅲ 

情報処理演習Ⅱ 

グループ・プロジェクト 

経済学部検定 

インターンシップⅠ 

インターンシップⅡ 

インターンシップⅢ 

キャリア形成論Ⅰ 

キャリア形成論Ⅱ 

 

【点検・評価】 

① 高・大の接続に配慮した体系性のあるカリキュラムの設定 

「一律でない学習歴」に伴う多様な学生に対忚する上で、カリキュラムにおける高・

大の接続は重要な課題になっている。 

本カリキュラムでは、共通科目は「導入教育ユニット」の「表現Ａ・表現Ｂ・表現Ｃ」

を新設した。１年次前期にこれらの科目から１科目を履修するよう規定しており、これ

らの科目は、共通科目の導入科目として１年配当の演習科目とともに初年次生が大学に

おける学修の基礎を固めるために設定された「学びの基盤」となる科目である。 

また、専攻科目の導入科目として「経済入門」を新設した。「経済入門」は必修科目と

し、専攻分野への円滑な移行のために設定された「学びの扉」となる科目である。 

さらに、１年次配当の専攻科目で、基礎科目に当たるのが、「ミクロ経済学Ⅰ」、「マク

ロ経済学Ⅰ」、「経済政策論」、「経済史」、「スポーツ基礎講義Ⅰ」、「スポーツ基礎講義Ⅱ」、

「スポーツ基礎講義Ⅲ」、「海外留学支援Ⅰ」、「英語で学ぶ経済学」、「パソコンで学ぶ経

済学」、「データで学ぶ経済学」、「経済数学」、「情報処理演習Ⅰ」である。コースごとに

１年次に履修することが望まれる基礎科目を設定し、学生への履修を指導している。こ

れによって、導入・基礎・専門への学問体系が整備された。 

演習科目では１年次配当の「ゼミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」をフレッシュマンゼ

ミナール、２年次配当の「ゼミナールⅡＡ」「ゼミナールⅡＢ」を基礎ゼミナールと位置

づけ、３年次配当の「ゼミナールⅢ」、４年次配当の「ゼミナールⅣ」を専門ゼミナール

として、演習科目の体系性を明確にした。 

平成２０年度改正のカリキュラムにおⅠ．大学全体の人材養成等の目的いて、後期中

等教育から高等教育へ円滑に移行するための体系的な科目が整備されたことは評価でき
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る。学生が本学部のカリキュラムを適切に理解し、導入・基礎・専門へと円滑に移行し

ているかを見守りたい。 

② キャリア教育科目の充実 

現在の「学生が企業を選ぶ時代から企業が学生を厳選する時代」において、社会と企

業に高く評価される人材を育成することが強く求められており、キャリア教育をカリキ

ュラムにおいて充実させることは重要な目標である。 

本学部では、キャリア教育を重視し「経済学特別講義」においてキャリア教育と経済

に関連する授業を実施しており、平成１７年度カリキュラム改正では、専攻科目の関連

科目で「キャリア形成論Ⅰ」、「キャリア形成論Ⅱ」を設置した。平成２０年度のカリキ

ュラム改正ではこれらの科目を廃止し、全学的なカリキュラム改正に合わせて、共通科

目に「キャリアデザイン入門Ⅰ」、「キャリアデザイン入門Ⅱ」を新設し、専攻科目に

「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、「キャリアデザインⅢ」を新設し

た。 

共通科目でキャリア教育の導入を図り、専攻科目でより専門的なキャリア教育を実施

することを目的としており、キャリア教育科目を体系的に履修できるように整備した。

（『渺望』Ｖｏｌ.２, ｐ.２.） 

また、演習科目を通じてキャリア教育を重視するようにしている。特に、１年次・２

年次配当の演習科目ではキャリア教育に係る合同ゼミを実施している。（「Ⅱ．教育方

法等」「１．教育効果の測定」の「（２）卒業生の進路状況」と「４．教育改善への組

織的な取り組み」の「（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」の項を参照のこと。） 

専攻科目の関連科目では、「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、「キ

ャリアデザインⅢ」、「グループ・プロジェクトＡ」、「グループ・プロジェクトＢ」、

「情報処理演習Ⅰ」「情報処理演習Ⅱ」をキャリア支援科目として配置した。 

就職氷河期が再来している現状において、広範で体系的なキャリア教育科目が設定さ

れたことは妥当であると判断できる。 

 

【改善方策】 

本学部では、平成２０年度のカリキュラム改正で後期中等教育から高等教育へ円滑に移

行するための体系的な科目の設定が整備された。その成果の確定については、一定の経過

期間が必要である。 

キャリア教育については、平成２０年度のカリキュラム改正によってキャリア教育科目

を充実させたが、就職氷河期の再来に対忚して、学部として必要と判断した場合は、「経済

学特別講義Ⅰ～Ⅳ」でキャリア教育と経済に関連する授業科目を開講する。なお、スポー

ツ経済コース」の学生を为な対象として、平成２１年度前期には「経済学特別講義Ⅲ」を

開講し、後期には「経済学特別講義Ⅳ」を開講する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

① 基礎教育の位置付け 

ア．共通科目 

共通科目はいずれも各分野の入門的な要素を含んでおり、広い意味での基礎教育を

受け持つ科目といえる。例えば、「キャリア教育ユニット」の「キャリアデザイン入門

Ⅰ・Ⅱ」は、専攻科目の「キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」に対する基礎教育に係る科

目として位置づけられる。また、「自然と情報」の「情報基礎演習」は、専攻科目の「パ

ソコンで学ぶ経済学」や「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」に対する基礎教育に係る科目として
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位置づけられる。その他、「言語と文化」では、１年次配当科目は、まさしく２年次配

当の外国語科目に対する基礎教育の位置づけとなる。 

イ. 演習科目 

「ゼミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」を「フレッシュマンゼミナール」として位置

づけ、「大学環境の適忚と人間関係の再構築による自立」を基本的な指針とし、①高校

と大学の違いを知る、②自己の適性の理解、③学ぶことの意味とその手段、④大学生

活への適忚、⑤社会との接点の５項目を重視した学修内容を目標とした。（「（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（大学設置基準第１９条第

１項）」を参照のこと。） 

ウ．専攻科目：導入・理論・政策・歴史 

「経済入門」は、経済学の理論・政策・歴史を幅広く学ぶ前に、全てのコースの共

通の導入科目として設定されており、人が生活していくために必要かつ基本的な経済

知識を解説する。 

「ミクロ経済学Ⅰ」は、企業や家計といった経済为体の行動原理と経済学の基本と

なる理論を学び、理論的・数学的記述に習熟するための準備段階として位置づけられ

る。 

「マクロ経済学Ⅰ」は、「産業経済コース」・「公共経済コース」・「グローバル・エコ

ノミーコース」の基幹的な科目であり、マクロ経済学の基礎知識を修得することで専

門分野の学修に必要な基礎力を養成する。 

「経済政策論」は、経済理論がどのように役立つのか、現実の経済社会に即して分

析し、経済に対する関心や課題を幅広く検討できる基礎力を身に付けることに重点を

置いている。 

「経済史」は、市場経済の成立と工業化の歴史的発展過程を学ぶことで、経済学を

より広い視座から学ぶ機会を提供する。 

エ．専攻科目：スポーツ経済コースの基礎科目 

「スポーツ基礎講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は、スポーツ経済コースの基幹的科目であり、「ス

ポーツ基礎講義Ⅰ」は、スポーツとからだの関係を理解するための科目である。スポ

ーツにおける身体の忚答や適忚について解剖学・生理学・生化学・バイオメカニクス

等の学問領域から学修を深めることを目的としている。 

「スポーツ基礎講義Ⅱ」は、スポーツとこころの関係を理解するための科目である。

スポーツにおける心理学的領域についての学修を深めることを目的としている。 

「スポーツ基礎講義Ⅲ」は、スポーツと倫理や法学の関係について理解するための

科目である。スポーツにおける倫理的ならびに法律的な問題に対しての学修を深める

ことを目的としている。 

オ．専攻科目：グローバル・エコノミーコースの基礎科目 

「海外留学支援Ⅰ」は、「グローバル・エコノミーコース」の科目とし、海外語学研

修に円滑に参加できるように、海外生活に必要な知識を修得することを目的としてい

る。 

カ．その他の専攻科目 

「英語で学ぶ経済学」・「データで学ぶ経済学」・「パソコンで学ぶ経済学」は、「学び

の３科目」として、経済学を学ぶ上で必要とされる英語・パソコン・データ分析の基

礎的な技法を修得する科目である。「経済数学」は、経済理論修得のために、「データ

で学ぶ経済学」よりもさらに数学に特化した学修内容を提供することを目的としてい

る。 

② 倫理性を培う教育の位置づけ 

ア．共通科目 

倫理性を培う科目として、１年次配当の「哲学入門」・「倫理学概論」・「宗教学」、２

年次生配当の「倫理学特論」・「東洋の思想」・「西洋の思想」がある。法的内容の科目
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としては、１年次配当の「法学入門」・「現代法学」・「現代憲法Ａ・Ｂ」、２年次生配当

の「国際社会と法」を開講している。 

イ． 演習科目 

演習科目および専攻科目における倫理性を培う教育の位置づけについては、「ゼミナ

ールⅠＡ」（１年次前期配当）では、平成２０年度のシラバスに「キャンパスマナー」

の項目があり、大学生活で必要なマナーについて考える機会を提供している。なお、

上述のとおり「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」の基本的指針の１つとして、「⑤社会との接点」

を設けており、その具体的内容は「倫理観、市民としての社会的責任、生涯学習力、

マナー指導、キャリア教育」である。 

ウ. 専攻科目 

市場経済の発展には一定の倫理性を無視した自由放任はありえず、専攻科目の中で

は、経済と倫理性について授業の中で解説する科目がある。例えば、「経済入門」では、

各企業が行う生産・販売活動と各家計が行う消費活動はそれぞれが自由におこなえる

訳ではく、両者の間には一定の法則性があることを学ぶ。この法則性を維持していく

ために政府による政策が必要となるが、そこには倫理性が伴うことを学ぶ。また、「経

済政策論」においても、種々の政策を検討する際、個々人の価値判断が常に伴うこと、

そして社会に関わる上でルールと責任の重要性について学ぶ。 

「スポーツ経済コース」開講の「スポーツ基礎講義Ⅲ」では、スポーツに携わる者

が修得すべき倫理性と法律知識および法律問題の認識を高めるための指導を行なって

いる。 

「グローバル・エコノミーコース」開講の「海外留学支援Ⅰ」では、日本とは異な

る社会で生活するのに必要な倫理面での指導を行っている。 

 

【点検・評価】 

演習科目と専攻科目における基礎教育の位置づけについて点検すると、まず「ゼミナー

ルⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」は、フレッシュマンゼミナールと位置づけ、「大学環境の適忚

と人間関係の再構築による自立」を基本的な指針とすることは、１年次生にとっての演習

科目として適切であると判断する。 

次に、「経済入門」は、経済学の理論・政策・歴史を幅広く学ぶ前段階として位置づけら

れており、経済学の導入科目として適切であると判断する。なお、１年次前期に学生が「経

済入門」と「経済史」を同時履修する場合もあるが、学生が理解できるように「経済史」

の授業内容を配慮している。また、「ミクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」「経済政策論」は、

「経済入門」を修得後に履修するように指導している。 

「英語で学ぶ経済学」、「パソコンで学ぶ経済学」「データで学ぶ経済学」「情報処理演習

Ⅰ」は、予備的知識がなくても学修できるように配慮している。「経済数学」は、経済理論

修得のために、「データで学ぶ経済学」よりもさらに数学に特化した学修内容を提供するこ

とを目的とし、経済学と数学に対する知的好奇心の高い学生を満足させるというユニーク

な位置付けである。 

なお、演習科目と専攻科目における倫理性を培う教育の位置づけについても適切である

と考える。特に、すべての学生が履修する１年次配当の演習科目（必修科目）において、

その役割が重視されていることは評価できる。 

 

【改善方策】 

平成２０年度のカリキュラム改正を受けて、演習科目と専攻科目における基礎教育の位

置付けは明確化されたので、今後、一定の経過期間を経て、その成果を確認した後、改善

に向けて検討することとし、当面、現行の位置づけを継続する。 

倫理性を培う教育の位置づけに関しては、平成２１年度にはすべての配当年次のゼミナ

ールにおいて、「学生行動基準」を配付して倫理性を培う教育指導を強化する。また、薬物
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乱用防止について合同ゼミを各学年で実施し、啓発ＤＶＤの視聴や説明を受けてレポート

作成を行う。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

経済学部では、平成２０年度から「産業経済コース」「公共経済コース」「スポーツ経済

コース」「グローバル・エコノミーコース」の４つのコースを設置し、コースごとに専攻科

目の体系的な配置に努めた。「平成２０年度入学生（２００８年度生）専攻科目の授業科目

一覧」（（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（大学設置基

準第１９条第１項）の項を参照のこと。）で示したように、コースごとに専攻科目を「理論」

「分析・ツール」「政策・制度」「歴史」に分類した。また、関連科目を、「キャリア支援」

「特別講義」「留学（研修）ユニットⅠ」「留学（研修）ユニットⅡ」「資格による卖位の認

定」の４つに分類した。以下では、①理念・目的の実現のためのカリキュラム改正の歴史、

②コース目標とコースごとの体系性について説明する。 

 

① 理念・目的の実現のためのカリキュラム改正の歴史 

経済学部ではカリキュラムを平成１３年度に大幅に見直し 1年次では、「マクロ経済

学Ⅰ」、「ミクロ経済学Ⅰ」、「経済政策論」、「経済史」とともに、学びの３科目「英

語で学ぶ経済学」、「データで学ぶ経済学」、「パソコンで学ぶ経済学」で経済学の基

礎を学び、２年次以降では、全体を「比較経済分野」「産業経済分野」「公共経済分野」

「情報経済分野」の４分野に分け、学生はそのいずれかの分野を選択して、より専門的

な領域を学べるように改正した。この改正は、体系的なカリキュラムで経済学の基礎か

ら専門分野を学べるように意図したものであった。 

平成１６年度からＯＧＵ「企画推進室」が全学の改革を提案し、本学部は「コース制」

の導入を決定した。平成１７年度からは、「比較経済コース」「情報経済コース」「環

境アメニティコース」「金融経済コース」「ジェネラルコース」の５コースを設けて、

前年度の「分野制」から「コース制」に移行した。この特徴は、自らの興味や志向に忚

じて、系統立てで学べるコースを設定したことである 

このような改革にもかかわらず、平成１８年度の入学者数は大幅に減尐し、過去最低

となった。さらなる改革が喫緊の課題となった。そこで経済学の新たな方向性を追求し、

時代の要請をも鑑みて、「スポーツ経済コース」の新設を決定した。経済学とスポーツ

とが融合した学問と従来の経済学とを学ぶことで、実践力のあるバランスのとれたスポ

ーツマンの経済人を育成することを目的とした。このコースの専攻科目の中には、卖位

を修得すると（財）日本体育協会の「公認スポーツ指導者」の資格取得に必要な同協会

設置科目の一部が免除される科目も配置した。 

従って、経済学部では、平成１９年度から従来の５コースに「スポーツ経済コース」

を加えた６コース制とし、学生の選択肢を大いに拡げた。その結果、平成１９年度から

入学者数が大幅に増加し、低落傾向は反転した。 

経済学部においてはこのように、積極的な改革を進めてきたが、本学の建学の精神に

照らし合わせてみるとまだ達成されていないものがあった。それはグローバルな視点を

取り入れたコースの開設である。経済学部では、本学部教員のコーディネートによって、

１９９４年から世界有数の経済学者を毎年度１名、２～３か月間客員教授として招聘し、

大学内の研究者・学生および学外の研究者や市民を対象に講演会を開催してきた（大学

案内 ２００５ P４９）。１９９４年度の米国・ハーバード大学教授を初めとして、１

９９５年度の米国・イェール大学教授、１９９６年度の米国・シカゴ大学教授（ノーベ

ル経済学賞受賞者）、１９９７年度の米国・カリフォルニア大学バークレー校教授、１
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９９８年度の英国・オックスフォード大学名誉教授、１９９９年度の米国・マサチュセ

ッツ工科大学教授、２０００年度のオーストラリア・メルボルン工科大学教授、２００

１年度の米国・スタンフォード大学教授、２００２年度の米国・カリフォルニア大学サ

ンディエゴ校教授、２００３年度のカナダ・クイーンズ大学教授と、世界的に著名な経

済学者を招聘し、国際化に大いに貢献できた。しかし残念なことに、コーディネートを

担当した本学部教員が急逝したために、この制度の継続は不可能になった。 

本学部では、２００３年度カナダ・クイーンズ大学教授が「経済学特別講義」で英語

による経済学の授業を実施し、その流れは次の２つの「経済学特別講義」によって引き

継がれた。第一に、平成１７年度から平成１９年度まで海外での研究経験豊富な教授等

複数の教員による、英語で専攻科目を学ぶ経済学の講義を実施した。それと共に、平成

１７年よりケンブリッジ大学クイーンズカレッジとの遠隔授業を実施し、現在に至って

いる。ている。この講義は、ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ教員と本学教員によ

って行われ、同大学教員は定期的に本学に来日して遠隔授業とともに、本学でも対面授

業を実施している。 

平成１８年度には「Ｐｒｏｊｅｃｔ ７００」という留学プログラムの企画が打ち出

された。1 年次後期および３年次前期の海外留学を組み込んだ英語教育によって、卒業

までにＴＯＥＩＣ®のスコアを７００点に到達させ、海外あるいは有力企業への就職を目

指すことを目標とするプログラムであった。前述のように、経済学部はグローバル化を

念頭に置いた取り組みを進めていた。そこで、平成１８年に発足した教育開発支援セン

ターが同年度に「学部（学科）特色明確化ワークグループ」を組織し、本学部でも学部

の特色明確化に取り組み、そのひとつとして、経営学部とともに「Ｐｒｏｊｅｃｔ ７

００」に参加することを表明した。また、同留学プログラムを推進するため、実践的な

英語によるコミュニケーション能力の獲得のみならず、経済学の専門知識および経済に

特化した英語力の強化を目指した「グローバル・エコノミーコース」の設置することに

なり、平成２０年度の開設を目指した。なお、このコースは、多くの英語担当教員の力

を要するために、同時に「グローバル管理者育成コース」を開設した経営学部と協力し

て教育に当たることになった。 

なお、コースについて現行では７コースになるため、学生の選択の便にも配慮して、

平成１７年度に開設した５コースを再編して「産業経済コース」と「公共経済コース」

の２コースに集約した。すなわち、企業と産業を取り巻く経済活動を学び、企業や社会

での適忚力を育み、産業界で活躍できる人材を育成する「産業経済コース」と、国や地

方自治体ろ経済・社会の関係について学び、地元や地域で活躍できる人材の育成をめざ

す「公共経済コース」の２コースである。平成２０年度から経済学部は、上記の２コー

スと「スポーツ経済コース」および新設の「グローバル・エコノミーコース」を加えて、

４コースを開設した。 

以上のように、経済学部では、時代の要請と学生の便益に忚じて、改革に邁進してき

たのである。 

② コース目標とコースごとの体系性 

ア．コースの選択時期 

「産業経済コース」と「公共経済コース」は、２年次にコースを選択する。従って

１年次の配当科目は同じ科目を配置している。「スポーツ経済コース」と「グローバル・

エコノミーコース」は、入学時にコースを選択する科目である。従って、それぞれコ

ース独自の科目が配置されている。（具体的な科目名については、「（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（大学設置基準第１９条第１項）」の

項に記載している「平成２０年度入学生（２００８年度生）専攻科目の授業科目一覧」

を参照のこと。） 

イ．産業経済コース 

「産業経済コース」は、企業や産業を取り巻く経済活動の仕組みを学び、企業社会
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で活躍できる視野の広い実践的な人材育成を目指している。このコースで学修する専

攻科目は、次のように配置している。 

１年次は、経済学の導入科目・基礎科目を学修する。１年次に配当している科目は、

導入科目の「経済入門」、理論・政策・歴史の基礎科目の「ミクロ経済学Ⅰ」、「マクロ

経済学Ⅰ」、「経済政策論」、「経済史」である。その他、経済学の基礎的技能を修得す

るための「学びの３科目」である「英語で学ぶ経済学」、「パソコンで学ぶ経済学」、 「デ

ータで学ぶ経済学」、および「経済数学」がある。 

２年次には、基礎から専門性の高い科目へと移行する。このコースの为な科目とし

て、「産業経済論」、「労働経済論」、「金融論Ⅰ」、「日本経済論」等を配置している。 

３年次には、２年次の配当科目を前提により専門化された科目を配置している。こ

のコースの为な科目として、「工業経済論」、「農業経済論」、「金融論Ⅱ」、「知的財産論」

等を配置している。 

ウ．公共経済コース 

「公共経済コース」は、国や地方自治体と経済・社会との関係を学び、地元や地域

で活躍できる視野の広い実践的な人材育成を目指している。このコースで学修する専

攻科目は、次のように配置している。 

１年次は、「産業経済コース」と同じカリキュラム体系である。 

２年次には、基礎から専門性の高い科目へと移行する。このコースの为な科目とし

て、「財政学」、「公共経済学」、「環境経済論」、「日本経済論」等を配置している。 

３年次には、２年次の配当科目を前提により専門化された科目を配置している。こ

のコースの为な科目として、「地方財政論」、「租税論」、「福祉経済論」、「社会保障論」

等を配置している。 

エ．スポーツ経済コース 

「スポーツ経済コース」は、スポーツによる実践力とスポーツに関する経済学領域

の専門的な知識と教養を身につけた視野の広い実践的な人材育成を目指している。こ

のコースで学修する専攻科目は、次のように配置している。 

１年次は、「産業経済コース」や「公共経済コース」と同様に経済学の導入科目・基

礎科目を学修する。それに加えて、このコースの独自の科目として、「スポーツ基礎講

義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を配置している。これらの科目では、「スポーツ経済コース」独自の科

目として、スポーツにおける身体の忚答や適忚について解剖学・生理学・生化学・バ

イオメカニクス等の学問領域、スポーツにおける心理学的領域、スポーツと倫理や法

学の関係について理解する法学的領域を学修する。 

２年次には、基礎から専門性の高い科目へと移行する。このコースの为な科目とし

て、「スポーツ経済学Ⅰ」、「スポーツ産業論」、「スポーツ政策論」、「日本経済論」等を

配置している。 

３年次には、２年次の配当科目を前提により専門化された科目を配置している。こ

のコースの为な科目として、「スポーツメディア論」、「スポーツマネジメント論」、「福

祉経済論」、「都市経済論」等を配置している。 

このコースを選択した学生は、（財）日本体育協会の公認スポーツ指導者の資格取得

を支援する「公認スポーツ指導者養成プログラム」を登録できる。卒業までに本学の

共通科目、本コースの専攻科目（「スポーツ基礎講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、「スポーツ政策論」

「スポーツマネジメント論」）、特別講座で開講される所定の科目の卖位を修得すると、

（財）日本体育協会の公認スポーツ指導者の資格取得に必要な同協会設置科目のうち、

「共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「アシスタントマネジャー取得に必要な専門科目」が免除され

る。 

オ．グローバル・エコノミーコース 

「グローバル・エコノミーコース」は、経済学の知識と高度な英語力を備えた視野

の広い実践的な人材育成を目指している。 
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本コースは、本学の海外留学プログラム「Project７００」を支援するコースである。

同プログラムは、卒業時のＴＯＥＩＣ®のスコア７００点を目指し、一定の基準に達し

た学生に対して、１年次後期の語学留学（海外での語学学習）を、３年次の専門分野

留学（専門分野学修のための海外の大学への半期の留学）を推奨している。 

そのため、１年次は、「産業経済コース」や「公共経済コース」と同様に経済学の導

入科目・基礎科目を学修することに加えて、このコースの独自の科目として、「海外留

学支援Ⅰ」と関連科目に「留学（研修）ユニットⅠ」の「グローバル・スタディⅠ～

Ⅹ」を配置している。「海外留学支援Ⅰ」は、１年次後期の語学留学をサポートするた

め海外生活に必要な常識や教養等を学ぶ科目である。なお、１年次後期の語学留学の

成績評価は、「留学（研修）ユニットⅠ」の「グローバル・スタディⅠ～Ⅹ」で行う。 

２年次には、基礎から専門性の高い科目へと移行する。このコースの为な科目とし

て、「海外留学支援Ⅱ」、「英語で読み解く経済学Ⅰ・Ⅱ」、「産業経済論」、「情報経済論」

等を配置している。「海外留学支援Ⅱ」は、３年次の専門分野留学において必要な知識

を修得するための科目である。 

３年次には、２年次の配当科目を前提により専門化された科目を配置している。こ

のコースの为な科目として、「Economics Lecturers in English」、「国際金融論」、「国

際経済論」、「経済発展論」等を配置している。なお、３年次の専門分野留学に対する

成績評価は、「留学（研修）ユニットⅡ」の「グローバル・スキルＡ～Ｅ」で行う。 

さらに、このコースの学生には、「資格による卖位の認定」として、「ＴＯＥＩＣ Ⅰ

（５００点）」、「ＴＯＥＩＣ Ⅱ（７００点）」を配置して、ＴＯＥＩＣ®のスコアアッ

プを奨励している。（『（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忚するため、外国語能力の育成」のため

の措置の適切性』の項を参照のこと。） 

 

【点検・評価】 

① コースごとの体系性の明確化 

第一の点検項目は、コースごとに体系性のあるカリキュラムを明確化できたかという

点である。学生にとって多数の専攻科目から適切な科目を選択することは容易でない。

特に、新入生には困難な作業と言える。そこで、コースごとに学生が履修する必要があ

る科目を明確化することが望ましい。 

「平成２０年度入学生（２００８年度生）専攻科目の授業科目一覧」（「（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（大学設置基準第１９条第１

項）」の項を参照のこと。）で示したように、コースごとに必修科目・選択必修科目・

選択科目を配置し、コースの科目を「理論」「分析・ツール」「政策・制度」「歴史」

に分類した。これにより、選択したコースの４年間で履修することが望まれるすべての

科目を明確化した。学生はコースを選択しさえすれば、卒業までにどの科目を履修しな

ければならないか一目瞭然であり、科目選択における学生の負担を大きく軽減させ、現

時点ではこの点については妥当であると評価できる。なお、評価の確定については、一

定の経過期間を置いて判断したい。 

② 学生の将来の進路や興味･関心に対忚した選択しやすいコースの設定 

次の点検項目は、学生の将来の進路や興味･関心に対忚した選択しやすいコースの再編

成ができたかという点である。具体的には、それぞれのコースの特色の明確化とコース

数を限定することで、学生が選択しやすく、教員も説明しやすいコースの設定ができた

か否かである。 

平成１９年度改正のカリキュラムでは、「比較経済コース」、「情報経済コース」、

「環境アメニティコース」、「金融経済コース」、「ジェネラルコース」、さらに「ス

ポーツ経済コース」が設定された。６つの多様なコースが設定されたが、学生の将来の

進路や興味･関心に対してどのコースを選択すべきか、多様であるだけに選択の判断が、
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学生にとっても履修相談を受けた教員にとっても困難な傾向にあった。 

そこで、「産業経済コース」、「公共経済コース」、「スポーツ経済コース」、「グ

ローバル・エコノミーコース」の４コースに再編した。コースの選択の目安は、次のと

おり設定した。「産業経済コース」は企業への就職や企業・産業の視点から経済を学び

たい学生を対象にした。「公共経済コース」は、公務員志望の学生、地元や地域に貢献

したい学生、国や地方自治体と経済・社会の関係について学びたい学生を対象にした。

「スポーツ経済コース」は、従来から本学部に比較的多い体育会系クラブ所属の学生や

スポーツと経済に関心のある学生を対象とした。「グローバル・エコノミーコース」は、

経済学と高度な英語力の修得を目指したい学生を対象にした。 

以上のコース制の再編によって、コースの特性が明確になり、これまでよりも教員に

とってコースの説明が容易になった。「スポーツ経済コース」、「グローバル・エコノ

ミーコース」は１年次に選択することになっており、それ以外の学生は２年次に「産業

経済コース」か「公共経済コース」のいずれかを選択することになっている。「スポー

ツ経済コース」と「グローバル・エコノミーコース」については、１年次にコースを選

択しなければならないが、それぞれのコースの特性が明確なため、説明会でも、特に問

題は生じなかった。従って、それぞれのコースの特色が明確化され、コース数を４コー

スに限定したことは適切であったと考えられる。 

それぞれのコースの登録人数は下表のとおりである。平成２０年度入学生（２００８

年度生）については、「スポーツ経済コース」の登録者が２７２名と多く、コース全体

のバランスに配慮する必要がある。「産業経済コース」に比べて、「公共経済コース」

が著しく尐ない点は、将来の進路志望を民間企業への就職とする学生が、公務員志望の

者より多い結果と推測される。「グローバル・エコノミーコース」の登録者数は３４名

で他のコースに比べて特に尐ないが、コースの特殊性から、この点について問題はない

と判断する。なお、「スポーツ経済コース」と「グローバル・エコノミーコース」は２

年次以降に「産業経済コース」か「公共経済コース」へのコース変更の機会を設けてお

り、「産業経済コース」もしくは「公共経済コース」を選択した学生も他のコースへの

変更の機会を設けている。 

 

表Ⅲ―５ 平成２０年度入学生のコース別登録者数 

産業経済コース 公共経済コース スポーツ経済コース ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｺﾉﾐｰｺｰｽ 

137 名 44名 272名 33名 

 

③ コース目標とその到達状況 

次に、それぞれのコース目標の到達状況について点検・評価する。ただし、「産業経

済コース」と「公共経済コース」については、第一期生である平成２０年度入学生（２

００８年度生）が平成２１年度に初めて選択することから、現時点で充分な評価ができ

ないため、「スポーツ経済コース」と「グローバル・エコノミーコース」に限って点検・

評価を行なう。 

ア．スポーツ経済コース 

「スポーツ経済コース」では、（財）日本体育協会の「公認スポーツ指導者」の資格

取得を支援しており、そのために「公認スポーツ指導者養成プログラム」を登録し、

必要な科目・講座の卖位を修得した学生は、（財）日本体育協会の「公認スポーツ指導

者」の資格取得に必要な科目の一部が免除される。平成１９年度入学生（２００７年

度生）の登録人数は８５名、平成２０年度入学生（２００８年度生）の登録人数は１

３４名、平成２１年度の登録人数は９４名である。「スポーツ経済コース」は、平成１

９年度から設置されているので、１年次に配当されるこれらの科目・講座の平成１９

年度入学生（２００７年度生）の平成１９年度の卖位修得状況と平成２０年度入学生

（２００８年度生）の平成２０年度の卖位修得状況を比較することが可能である。下
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表に示すように、卖位修得状況は概ね改善の傾向が見られる。 

なお、現状では（財）日本体育協会の資格取得支援プログラムを設置しているが、

スポーツ関連の資格については、現行のカリキュラムの中で取得支援が可能な資格を

幅広く受け入れていくことも今後の検討課題である。また、「スポーツ経済コース」は、

他のコースと比べて、コース独自の開講科目に係る兼任教員への依存率がもっとも高

く、この点については改善の余地がある。 

 

表Ⅲ―６ 

１年次配当の「公認スポーツ指導者養成プログラム」に係る科目・講座の卖位修得状況 

１年次配当の「公認スポーツ指導者養

成 プログラム」に係る科目・講座 

平成 19 年度入学生の１

年次卖位修得状況 

平成 20年度入学生の１年

次卖位修得状況 

スポーツ基礎講義Ⅰ 72名（84.7％） 96名（71.6％） 

スポーツ基礎講義Ⅱ 62名（72.9％） 100名（74.6％） 

スポーツ基礎講義Ⅲ 50名（59.5％） 118名（86.1％） 

スポーツ科学論（スポーツの科学） 59名（72.0％） 85名（69.1％） 

スポーツ文化論（スポーツと文化） 51名（60.7％） 106名（79.1％） 

スポーツトレーニング論Ⅰ 41名（48.2％）  69名（51.5％） 

スポーツトレーニング論Ⅱ 20名（26.7％） 49名（45.4％） 

注）平成２０年度入学生より、「スポーツの科学」は「スポーツ科学論」、「スポーツと文化」は

「スポーツ文化論」にそれぞれ科目名を変更した。なお、「健康と運動」（2年次配当）は「健

康科学論」（1年次配当）に科目名と配当年次を変更しているため、掲載していない。 

 

イ．グローバル・エコノミーコース 

「グローバル・エコノミーコース」では、本学の海外留学プログラム「Project７０

０」を支援するためのカリキュラムを設定しており、同プログラムは、一定の基準に

達した学生に対して、１年次後期の語学留学を、３年次の専門分野留学を推奨してい

る。それによって、実践的な英語によるコミュニケーション能力の向上を目指し、Ｔ

ＯＥＩＣ®スコア７００点を目標としている。 

平成２０年度入学生（２００８年度生）の同コース登録者３４名のうち、経済学部

では５名が「Project ７００」に参加した。平成２０年度後期に「留学（研修）ユニ

ットⅠ」の「グローバル・スタディⅠ～Ⅹ」を登録し、カナダのパシフィック・ゲー

トウェイ・インターナショナル・カレッジにて４か月間、語学留学した。卖位につい

ては、留学時の授業時間および帰国後の事後学習を含めて、「留学（研修）ユニットⅠ」

の「グローバル・スタディⅠ～Ⅹ」の科目として本学の担当教員が成績評価を行った。 

なお、留学によるＴＯＥＩＣ®スコアの伸びは表Ⅲ―７のとおりである。スコアは大

幅に上昇しており、所期の目的は達成されたが、「Project ７００」に参加した学生

が５名に止まったことは改善の余地がある。参加できなかった为な理由は、英語力の

不足および経済的事由にあった。語学留学は１年次後期に実施するため、前期の時点

で一定程度の英語力のある学生のコース登録が望まれるが、コース登録時においては、

それを要件としていない。そのため、本コースに登録しながら、留学に参加できなか

った学生のモチベーション低下といった問題が発生した。本コースは、コース目標と

コース選択をする学生の英語力が、ある程度合致することが求められる。また、経済

学部のコースであるため、英語力の強化と経済学の学修を両立できるように、経済学

を英語で学ぶ機会を増やすことも必要である。 
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表Ⅲ―７ グローバル・エコノミーコース 語学留学によるＴＯＥＩＣ®スコアの伸び

（平成２０年度） 

学 生 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 

留学前 325 500 335 320 366 

最高得点 440 645 490 415 500 

 

【改善方策】 

点検・評価で指摘したように、平成２０年度に改正した本カリキュラムの評価の確定に

ついては、一定の経過期間が必要である。また、「産業経済コース」と「公共経済コース」

は、２００８年度入学生（平成２０年度）が平成２１年度に選択しているため、両コース

の点検・評価は現状ではできないため、改善方策の策定はできない。ただし、平成２１年

度から両コースの支援プログラムを実施するため、その概要についても改善方策の一部と

して記述する。「スポーツ経済コース」と「グローバル・エコノミーコース」では、すでに

いくつかの課題を点検・評価で指摘しているので、その改善方策を以下に示す。 

① 産業経済コース 

同コースを選択した学生のキャリア支援を進めるために「ランクアップ就職支援プロ

グラム」と「女性のキャリアアッププログラム」を実施する。前者は、企業への就職活

動を計画的に進めたい学生を支援するためのプログラムで、本学部の関連科目のキャリ

ア支援科目を集中的に履修するプログラムである。後者は、女子学生のためのキャリア

形成を支援するプログラムである。いずれも、他のコースを選択した学生も参加可能と

する。（「大阪学院大学 大阪学院短期大学 Campus Guide 2010」Ｐ.45）。 

② 公共経済コース 

同コースを選択した学生に対しては、「上級公務員支援プログラム」と「まちづくり活

動による地域活性化プログラム」を実施する。前者は、同コースを選択した学生のうち

地方公務員上級・国家公務員Ⅱ種（労働基準監督官・国税専門官）など専門性の高い公

務員を志望する学生を支援するプログラムで、同コースの科目ならびに関連科目の特別

講義を履修することで、理論を中心に公務員試験に必要な経済学の専門知識の修得をめ

ざす。なお、経済学以外の広範な試験対策への対忚については、エクステンションセン

ターにおいて公務員試験対策講座を開講している。後者は、「まちづくり」に関心のある

学生を対象に、地域の財産を発見し広めていくイベントやボランティアの企画・参加等

を通じ、地域の活性化を実践的に行なうプログラムである。いずれも、他のコースを選

択した学生も参加可能とする。（「大阪学院大学 大阪学院短期大学 Campus Guide 

2010」Ｐ.45）。 

③ スポーツ経済コース 

第一に、「スポーツ経済コース」では、（財）日本体育協会の資格取得を支援するプロ

グラムを設置しているが、スポーツ関連の資格については、現行のカリキュラムの中で

取得支援が可能な資格を幅広く受け入れていくことも今後の検討課題であると、点検・

評価で指摘した。そこで、日本トレーニング指導者協会の認定資格についての資格取得

を支援するプログラムの準備を開始し、本コースの学生の資格取得機会の拡大を目指す。 

第二に、他のコースと比べ、コース独自で開講している科目に占める兼任教員への依

存度が高いことから、今後は担当できる専任教員の確保に努める。 

④ グローバル・エコノミーコース 

「グローバル・エコノミーコース」では、コース目標とコース選択をする学生の英語

力がある程度合致することが必要である。また、経済学を英語で学ぶ機会を増やすこと

も必要である。そこで、次の方策を実施する。 

第一に、本コースの登録に当たり、学生の希望を尊重しつつ、英語学力試験とコース

説明会を通じて、このコースで必要とされる基礎的な英語力およびコース目標を周知徹

底したうえで、コースの登録を認めることとする。 
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第二に、平成１７年度から「経済学特別講義Ⅰ」において、ケンブリッジ大学クイー

ンズカレッジと本学をインターネットで接続した遠隔授業と、本学教員による授業を組

み合わせて実施しているが、これを「グローバル・エコノミーコース」の「Economics 

Lectures in English」として開講する。（『（３）「遠隔授業」による授業科目を卖位認定

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』の項を参照のこと。） 

第三に、本学で実施している「ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログ

ラム」と「グローバル・エコノミーコース」の授業科目との連携を図り、本コースの成

績優秀者が経済学を海外で学べる機会を広げる。(「ケンブリッジ大学クイーンズカレッ

ジ短期留学プログラム」の詳細については、『（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忚するため、外国語能

力の育成」のための措置の適切性』の項を参照のこと。) 

 

（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 

 

【現状の説明】 

社会で活躍するためには、専門的な知識だけにとらわれることなく、幅広い知識、広い

視野、豊かな人間性を築くことが必要になる。共通科目はそういった広い「教養」を身に

つけることを目的として、「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」「総合科目」「言語と

文化」「健康とスポーツ科学」「導入教育ユニット」「キャリア教育ユニット」の分野で構成

されている。 

共通科目の中心となるのは「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」の３分野であり、

それぞれ１２科目、１４科目（インターン科目は除く）、１８科目を開講している。開講科

目数に関しては、専攻科目で補うことが難しい「自然と情報」分野の科目数が若干多くな

っている。また、本学は社会科学系の大学であり「文化と歴史」「人間と社会」の分野につ

いては興味があれば他学部履修等で専攻科目を履修することができる。 

「文化と歴史」の分野には、「哲学入門」「倫理学概論」「歴史概論」「国文学」「外国語文

学」「地域地理学」などの科目を開講し、文化と歴史について広く学べるように科目配置を

している。 

「人間と社会」の分野には、インターンシップや留学や長期旅行などを通じて、自己と

社会との関わりについて考えを深めることも教養を培う上で重要であるとの考えから、「海

外インターンプログラム」・「国内インターンプログラム」・「就業体験」・「文化活動論」を

設置している。これらの科目は、科目毎に配当年次を変え、段階を追って経験ができるよ

うに配慮しており、「研修（ボランティア）」科目では、教育委員会等を通じての学校教育

現場、本学が実施している低年齢の子供に対する語学教育の補助などの教育現場でのボラ

ンティア活動を行う実習と大学内における講義を集中講義形式で開講している。 

「自然と情報」の分野には、「情報基礎演習」、「コンピュータ・サイエンス」の科目を設

け、基礎知識だけでなく、情報処理能力を高める授業を行っている。また、本学部の学生

にとって、この分野に配当されている「基礎数学」および「忚用数学」の履修を通じて、

経済学に不可欠な数学の素養を深めることは有益である。 

「総合科目」は、時代の変化と学問の多様性を考慮し、学際的視点による学修を目的と

して複数の教員が担当する２卖位の科目であり、多様なテーマの授業科目を開設し、学生

の知的好奇心を喚起するための工夫をしている。「ヨーロッパの歴史と文化を知る」、「コミ

ュニケーションの重要性を理解する」、「キャリア教育を考える」、「ワールドツアー」等の

テーマを掲げ授業を行うとともに年度毎に内容を検討している。 

経済学部では、「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」「総合科目」に、かつての体

育系科目にあたる「健康とスポーツ科学」を加えた５分野から６卖位以上の修得を卒業必

要卖位として義務づけている。 
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「言語と文化」の分野では、「ベーシック・イングリッシュⅠ･Ⅱ」、「ドイツ語Ⅰ･Ⅱ」、

「フランス語Ⅰ･Ⅱ」、「スペイン語Ⅰ･Ⅱ」、「中国語Ⅰ･Ⅱ」のうち、１外国語４卖位を必修

としている。 

平成２０年度から共通科目に「導入教育ユニット」と「キャリア教育ユニット」の分野

を追加した。「導入教育ユニット」の分野には、表現Ａ（日本語）、表現Ｂ（情報）、表現Ｃ

（スポーツ）の３科目を開設し、１年次前期に１科目を選択して履修する。「キャリア教育

ユニット」の分野には、「キャリアデザイン入門Ⅰ･Ⅱ」を配当し、早期の段階からキャリ

アに対する意識を持たせるようにしている。 

 

【点検・評価】 

共通科目の分野は、「導入教育ユニット」と「キャリア教育ユニット」とを加えたことで、

充実度が増した。 

学際的な教養を高める「総合科目」は、各分野を網羅的につなぐ位置づけにあり、横の

つながりを意識したものであった。「導入教育ユニット」とキャリアに対する意識を持たせ

るという目的をもつ「キャリア教育ユニット」を配置することで、４年間の時間軸を学生

に意識させる構成となった。大学のスタートにあたる「導入教育ユニット」分野から「文

化と自然」「人間と社会」「自然と情報」「健康とスポーツ科学」「言語と文化」の各分野、

それらを網羅する「総合科目」分野、そして４年後への視座をもつ「キャリア教育ユニッ

ト」というまとまりをもつ構成となっている。 

 

【改善方策】 

充実した共通科目の構成と目的を学生に十分に理解させることが必要である。そのため、

共通科目の構成と目的をわかりやすく説明した概略図を配付し、オリエンテーション時に

指導することが有益であると考えられるので、その実施に向けて、教務部と協議する。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

① 英語科目の習熟度別クラス編成 

効果的な外国語の学習には、受講生の語学力がある程度均一のクラスを編成すること

が必要である。英語は、大学入学時の語学力が学生によって大きく異なるため、本学部

では習熟度別のクラス編成の実施は重要な課題であった。 

平成１８年度は、ランゲージセンター運営委員会が作成したオリジナルのプレースメ

ントテストを全学的に実施すると共に、経済学部独自の習熟度別クラス編成を行うため

のテストを実施した。 

平成１９年度はランゲージセンター運営委員会が作成したオリジナルのプレースメン

トテストで学生の全学的な学力を測り、その中での経済学部の学生の語学レベルをみる

ことにした。また、昨年度に引き続き経済学部のオリジナルテストを実施し、このテス

トスコアでクラス分けを行った。さらに、全学部で TOEIC Bridge ®IPテストを実施した

が、実施時期が遅かったため、クラス分けには使うことができなかったが、学生の入学

時の英語力を測定するのに有効なものとなった。 

このような試行期間を経て、平成２０年度は TOEIC Bridge® IPテストを実施し、その

スコアにより、習熟度別クラス編成を行った。また、「ベーシック・イングリッシュⅠ・

Ⅱ」は開講曜日・講時を統一することにより、指定クラスが自身の習熟度に合致してい

ない場合は、クラスを変更できるようにした。 

② 専攻科目としての英語関連科目と海外留学プログラム 

本学部では専攻科目で１年次配当に「英語で学ぶ経済学」「海外留学支援Ⅰ」、２年次
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配当に「海外留学支援Ⅱ」「英語で読み解く経済学Ⅰ」「英語で読み解く経済学Ⅱ」、３年

次配当に「Economics Lectures in English」を設置している。「グローバル・エコノミ

ーコース」の配当科目の「英語で読み解く経済学Ⅰ」「英語で読み解く経済学Ⅱ」

「Economics Lectures in English」は、他のコースの学生も履修可能である。また、平

成１７年度から「経済学特別講義」でケンブリッジ大学クイーンズカレッジと本学をイ

ンターネットで接続して英語による遠隔授業を実施している。（『（３）「遠隔授業」によ

る授業科目を卖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』の

項を参照のこと。）さらに、同遠隔授業の成績優秀者を対象に「ケンブリッジ大学クイー

ンズカレッジ短期留学プログラム」を実施している。このプログラムでは、ケンブリッ

ジ大学において遠隔授業担当者による経済学の集中講義を受講できる。 

「グローバル・エコノミーコース」は、本学の海外留学プログラム「Project７００」

を支援するコースでもある。「Project７００」は、１年次後期の語学留学、３年次の専

門分野留学を通じて、卒業までにＴＯＥＩＣ®スコア７００点を目指している。「留学（研

修）科目ユニットⅠ」の「グローバル・スタディⅠ～Ⅹ」および「留学（研修）科目ユ

ニットⅡ」の「グローバル・スキルＡ～Ｅ」を関連科目の中に設置し、同プログラムの

参加者は１年次後期に「ユニットⅠ」、３年次に「ユニットⅡ」を登録して海外での学習

後、本学の専任教員が成績評価を行う。平成２０年度には、「留学（研修）科目ユニット

Ⅰ」の「グローバル・スタディⅠ～Ⅹ」の受講生５名が語学留学に参加した。さらに、

同コースの学生を対象にした資格取得による卖位認定として、「ＴＯＥＩＣ Ⅰ（５００

点）」、「ＴＯＥＩＣ Ⅱ（７００点）」を設けている。 

 

【点検・評価】 

① 英語科目の習熟度別クラス編成 

英語の習熟度別クラス編成の目標は、学生の習熟度にあった適切なレベルでの学修環

境を提供し、本学の教育ビジョンの４つの柱の１つである「英語力を確実に伸ばす教育

プログラム」を実現することである。１年次生は、「ベーシック・イングリッシュⅠ」

を前期に履修し、「ベーシック・イングリッシュⅡ」を後期に履修することから、両科

目の合格率の推移を確認することによって、習熟度別クラス編成の目標がどの程度達成

されたか検証できる。 

表Ⅲ―８で明らかなように、習熟度別クラス編成を行うためのテストを実施しなかっ

た平成１７年度と実施した平成１８年度の合格率を比較すると、平成１７年度前期が６

０．７％、後期が６１．６％で、平成１８年度前期が６８．７％、後期が６５．１％で、

改善が見られる。平成１８年度から平成２０年度にかけては、年度によって合格率は変

動しているが、平成１７年度とそれ以後を比較すると、合格率は上昇している。そのた

め、習熟度別クラス編成の実施によって、学生の習熟度に適した学修環境を提供してい

ると評価できる。 

課題としては、現状では１年次前期に「ベーシック・イングリッシュⅠ」を受講し習

熟度が伸びても、後期の「ベーシック・イングリッシュⅡ」は、「Ⅰ」のクラス編成時と

同じ習熟度のクラスを受講しなければならないことが挙げられる。後期も、学生の習熟

度に合わせたクラスの再編成のための何らかの措置を実施することが望まれる。さらに、

習熟度別クラス編成によって入学時の英語力がどの程度伸びたのかを検証する必要があ

る。 

 

表Ⅲ―８「ベーシック・イングリッシュⅠ」（前期）と「ベーシック・イングリッシュⅡ」 

（後期）の合格率 

 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 60.7% 68.7% 71.2% 67.2% 

後期 61.6% 65.1% 63.1% 71.3% 
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② 専攻科目としての英語関連科目と海外留学プログラム 

専攻科目に配当している「英語で学ぶ経済学」はすべてのコース学生共通の基礎科目

として設定し、経済英語の読解の基礎の養成を目標にしている。また、「グローバル・

エコノミーコース」では、経済学の知識と英語力を有機的に結びつける科目を配置し、

英語で経済学を理解する力を体系的に伸ばすことを目標にしている。「グローバル・エ

コノミーコース」を選択していない学生であっても、「海外留学支援Ⅰ・Ⅱ」を除き、

コース設置科目を履修できるようにしている。なお、「グローバル・エコノミーコース」

を選択した学生には、経営学部の「グローバル管理者育成コース」の必修科目の「ビジ

ネス・コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を他学部履修できるようにしている。 

また、「グローバル・エコノミーコース」を選択した学生のうち、「Project７００」

に参加した学生には、「海外留学（研修）ユニットⅠ・Ⅱ」を登録して留学することに

より、海外において実践的な英語力養成の機会が提供される。このように、「Project７

００」をカリキュラムの一部に取り組んだコースを設置し、「国際化等の進展に適切に

対忚するため、外国語能力の育成」のための措置に積極的に取り組んでいることは評価

できる。なお、平成２０年度後期に語学留学に参加した学生の英語力は大幅に向上して

いる。（『（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』の項を

参照のこと。） 

ケンブリッジ大学クイーンズカレッジと本学をインターネットで接続した英語による

遠隔授業についての点検・評価は『（３）「遠隔授業」による授業科目を卖位認定してい

る大学・学部等におけるそうした制度の運用の適切性』において記述する。なお、同遠

隔授業の成績優秀者を対象に実施している「ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期

留学プログラム」の参加者数は表Ⅲ―９のとおりである。定員３名に対し、経済学部生

の参加者数は平成１７年度から１９年度は０名で、平成２０年度は１名である。本学部

の課題は、毎年一定人数の学生が同プログラムに参加できるための改善方策を立案する

ことである。 

 

表Ⅲ―９「ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログラム」の参加者の状況 

年度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

経済学部 0名 0名 0名 1名 

国際学部 0名 1名 1名 0名 

外国語学部 0名 0名 0名 1名 

その他の学部 0名 0名 0名 0名 

大学院 3名 2名 2名 1名 

 

【改善方策】 

第一に、「ベーシック・イングリッシュⅡ」についても、英語学力テストを実施して習熟

度別クラスの再編成をする。 

第二に、入学時のＴＯＥＩＣ®Ｂｒｉｄｇｅ ＩＰテスト・「ベーシック・イングリッシュ

Ⅱ」の習熟度別クラスの再編成のための英語学力テスト・「ベーシック・イングリッシュⅡ」

の終了前（平成２１年度１２月実施予定）の英語学力テストの実施により、1 年間の学生

の英語力の伸びを測定し、今後の英語教育の改善に役立てる。 

第三に、「ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログラム」の経済学部生の参

加者数を毎年一定数確保するために、「グローバル・エコノミーコース」を選択し「Project

７００」に参加した学生を念頭に、同プログラムに参加できる高度な経済学の知識と英語

力を備えた者を中・長期的に養成する。 
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（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

本学部は、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、平成１６年度入学生（２００４年度生）

まで、一般教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位(２５．０％)、専攻

科目８０卖位(６２．５％)、演習科目１６卖位(１２．５％)として配置すると共に、学生

の学習意欲に沿うよう共通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位までを専

攻科目の卖位で代替可能とし、また、逆に専攻科目の規定の卖位数に２０卖位までを共通

科目の卖位で代替可能とし、学生の科目選択に幅をもたせた教育課程となっていた。だが、

卖位の代替措置があるため、学生にとっても、履修指導に当たる教職員にとっても複雑で

分かりにくい履修規程になった。そこで、より簡素な履修規程への改正が検討され、平成

１７年度入学生（２００５年度生）から次の履修規程を定めた。 

平成１７年度入学生（２００５年度生）から共通科目(外国語科目を含む)１０卖位以上

（７．８％）、専攻科目５２卖位以上(４０．６％)、演習科目１６卖位(１２．５％)計７８

卖位(６０．９％)を各分野の最低限修得すべき卖位として規定し、残り５０卖位は、「学生

の为体的学修の機会」を保障し、学生に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人

の学習の指針に沿って選択可能な教育課程となった。また、従来の履修規程では規定され

た卖位数を超過する卖位を修得しても卒業所要総卖位数１２８卖位に含まれなかったが、

超過して修得した卖位は５０卖位まで卒業所要総卖位数に含まれるため、学生の科目選択

の自由度は高まった。 

また、平成１９年度入学生（２００７年度生）まで共通科目の授業科目を１５９科目開

設していたが、平成１６年度入学生（２００４年度生）の専攻科目４８科目、平成１７年

度入学生（２００５年度生）の専攻科目４７科目、平成１９年度入学生（２００７年度生）

の専攻科目６０科目と比べ科目数が著しく多かった。そこで、学生の科目選択の便を配慮

して共通科目の統廃合を計った。一方、導入教育を重視する観点から大学教育に欠かせな

い「学びの基盤」である「読む力、書く力、考える力、表現する力」のうち、特に「表現

する力」を養うことを目的とした「導入教育ユニット（３科目）」とキャリアに対する意識

を高めることを目的とした「キャリア教育ユニット（２科目）」を新設し、平成２０年度入

学生（２００８年度生）から共通科目の開設授業科目１１７科目、専攻科目８２科目の配

置とした。 

なお、平成１７年度改正のカリキュラム、平成１９年度のスポーツ経済コースの増設に

伴うカリキュラム、平成２０年度改正のカリキュラム、それぞれの卒業必要卖位数は次表

の通りである。 
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表Ⅲ―１０ 平成１７年度・平成１８年度 入学生の卒業に必要な卖位数 

区 分 卒業必要卖位数 備 考 

共通科目 

文化と歴史 

6 卖位以上 

 

人間と社会 

自然と情報 

健康とスポーツ科学 

総合科目 

言語と文化 4 卖位以上 1 外国語 4 卖位必修 

専攻科目 

基礎科目 12 卖位以上 必修を含む 

比較経済コース 

40 卖位以上 

専攻する各専攻コースの選択必修 16 卖位以
上を含む。 
ただし、ジェネラルコースは、比較経済・
情報経済・環境アメニティ・金融経済コー
スのうち、2 コースから 16 卖位以上を選択
必修 

情報経済コース 

環境アメニティコース 

金融経済コース 

関連科目 

演習科目 

ゼミナールⅠＡ 2 卖位 

必修 
「ワークショップＡ・Ｂ、ゼミナールⅡ・
Ⅲ」は専攻科目の卖位で代替できる。ただ
し、関連科目を除く。 

ゼミナールⅠＢ 2 卖位 

ワークショップＡ 2 卖位 

ワークショップＢ 2 卖位 

ゼミナールⅡ 4 卖位 

ゼミナールⅢ 4 卖位 

合 計 128 卖位  

注）規定の卒業必要卖位数以外の卖位については他学部等で修得した卖位を充当することができる。 

 

表Ⅲ―１１ 平成１９年度 入学生の卒業に必要な卖位数 

区 分 卒業必要卖位数 備 考 

共通科目 

文化と歴史 

6 卖位以上 

 

人間と社会 

自然と情報 

健康とスポーツ科学 

総合科目 

言語と文化 4 卖位以上 1 外国語 4 卖位必修 

専攻科目 

基礎科目 12 卖位以上 必修を含む 

比較経済コース 

40 卖位以上 

専攻する各専攻コースの選択必修 16 卖位以
上を含む。 
ただし、ジェネラルコースは、比較経済・情
報経済・環境アメニティ・金融経済コースの
うち、2コースから 16卖位以上を選択必修 

情報経済コース 

環境アメニティコース 

金融経済コース 

スポーツ経済コース 

関連科目 

演習科目 

ゼミナールⅠＡ 2 卖位 

必修 
「ワークショップＡ・Ｂ、ゼミナールⅡ・Ⅲ」
は専攻科目の卖位で代替できる。ただし、関
連科目を除く。 

ゼミナールⅠＢ 2 卖位 

ワークショップＡ 2 卖位 

ワークショップＢ 2 卖位 

ゼミナールⅡ 4 卖位 

ゼミナールⅢ 4 卖位 

合 計 128 卖位  

注）規定の卒業必要卖位数以外の卖位については他学部等で修得した卖位を充当することができる。 
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表Ⅲ―１２ 平成２０年度 入学生の卒業に必要な卖位数 

区 分 
卒業必要

卖位数 
備 考 

共通科目 

文化と歴史 

6卖位以

上 

 

人間と社会 

自然と情報 

健康とスポーツ科学 

総合科目 

言語と文化 
4卖位以

上 
1外国語 4卖位必修 

導入教育ユニット 
導入教育ユニット（表現Ａ、表現Ｂ、表現Ｃ）の

3 科目から 1 科目を選択し、1 年次前期に履修す

ること。導入教育ユニットおよびキャリア教育ユ

ニットで修得した卖位は、卒業卖位数に充当でき

る。 
キャリア教育ユニット 

専攻科目 

産業経済コース 

52卖位以

上 

専攻するコースの必修科目と選択必

修科目から修得した 36卖位を含む。 

公共経済コース 

スポーツ経済コース 

グローバル・エコノミーコース 

関連科目 

演習科目 

ゼミナールⅠＡ 2卖位 

必修 

「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ、ゼミナー

ルⅢ・Ⅳ」は専攻科目の卖位で代替

できる。ただし、関連科目を除く。 

ゼミナールⅠＢ 2卖位 

ゼミナールⅡＡ 2卖位 

ゼミナールⅡＢ 2卖位 

ゼミナールⅢ 4卖位 

ゼミナールⅣ 4卖位 

合 計 128卖位  

注）規定の卒業必要卖位数以外の卖位については他学部等で修得した卖位を充当することができる。 

 

【点検・評価】 

平成２０年度改正のカリキュラムでは、共通科目には「導入教育ユニット」や「キャリ

ア教育ユニット」を新設し、特に「導入教育ユニット」はすべての１年次生が前期に履修

することになっており、導入教育やキャリア教育を重視している。平成１７年度、１９年

度および２０年度にカリキュラムを改正したが、いずれも卒業所要総卖位に占める専門教

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は変更していない。 

「言語と文化」を除く共通科目の卒業必要卖位数は６卖位以上であり、「言語と文化」が

４卖位以上である。専攻科目に占める卖位数は合計５２卖位である。学生が自由に選択で

きる卖位数は５０卖位である。 

この規定によって、共通科目の卖位を多く修得することや他学部の専攻科目を多く修得

することで、幅広い教養や他学部の専門を修得することも可能である。以上のように、学

生の知的関心と学修目的に忚じて幅広い選択機会を提供し、「学生の为体的学修の機会の保

障」をしていることは評価できる。 

 

【改善方策】 
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卒業所要総卖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

的配分について、特に問題はなく、現状を維持していく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

① 共通科目 

基礎教育を行なう共通科目の運営は教務部委員会が中心となり、分野別（文化と歴史、

人間と社会、自然と情報、健康とスポーツ科学、総合科目、言語と文化）に担当者会議

を開催している。特に、「言語と文化」の分野では、言語ごとに「英語」・「ドイツ語」・「フ

ランス語」に分けて開催している。平成２０年度からは、新たに設けた「導入教育ユニ

ット」および「キャリア教育ユニット」についても、それぞれ担当者会議を行なってい

る。これらの担当者会議は教務部委員が議長となり、前期・後期の各１回（年２回）開

催し、受講者数の状況と開講クラス数や開講曜日・講時等について検討している。担当

者会議での意見・問題となった事項は、教務部委員会で検討しているが、必要に忚じて

教授会で検討している。 

平成１７年後期から、共通語学については、「ランゲージセンター」を設置し、教務部

長がセンター長を務めている。そして、各語学の委員等からなる「ランゲージセンター

運営委員会」が、外国語教育の改善・充実を図るための提案、実践的な学習プログラム

の提案を行なっている。ただし、専任の担当者がいないスペイン語については、構成員

がいない。 

また、兼任教員とランゲージセンター運営委員等による「言語と文化担当者懇談会」

を年１回年度初めに開催し、教科書の利用法や遅刻・欠席の取扱いなどの学生指導に関

して意見交換を行っている。 

② ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ 

経済学部では、平成１８年度から選択必修科目である「ベーシック・イングリッシュ

Ⅰ・Ⅱ」に専任教員のコーディネーターを設け、兼任教員との調整を図っている。コー

ディネーターは定期的に『英語通信』を電子メールで配信し、兼任教員と経済学部教員

に対し、英語科目の運営状況の情報を開示し、広く意見交換を行う場を提供している。

なお、コーディネーターの役割は以下のとおりである。①シラバス、評価方法、テキス

トの統一のための調整をすること。②TOEIC Bridge® IPテストの結果に基づく習熟度別

クラスの編成。③『英語通信』を電子メールにて必要に忚じてその都度（月２回程度）

発刊し、科目担当者への必要事項の連絡及びアンケート調査や結果報告等を実施するこ

と。 

③ 演習科目 

基礎教育を行なう演習科目（「ゼミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」）では、平成２０

年度から各スタディ・グループの代表者間で、ゼミナールの実施・運営について検討し

ている。 

なお、スタディ・グループとは、４つから５つ程度のゼミナールを一つのグループに

まとめたものを指す。スタディ・グループごとに同じ科目を履修し、学内行事にも参加

できるようになっており、共に学びながら仲間関係を構築しやすいよう配慮している。 

④ 専攻科目：理論・政策・歴史 

平成２０年度新設の「経済入門」は、開設初年度から担当者会議を開き、講義テ－マ・

評価方法・評価基準を統一した。さらに授業期間中も担当者間で授業の進捗状況、学生

の授業態度、出席状況等について情報交換を行っている。 

「ミクロ経済学Ⅰ」と「マクロ経済学Ⅰ」は、平成１３年度より理論担当者による担

当者会議を開催し、講義内容・水準について調整をし、講義内容の情報交換や教育方法

の検討を長期にわたって実行している。 
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⑤ 専攻科目：スポーツ経済コースの基礎科目 

「スポーツ基礎講義Ⅰ」は、担当者が１名で複数クラスを担当しているため、担当者

間の調整は必要ない。なお、「スポーツ基礎講義Ⅱ」は他学部専任教員、「スポーツ基礎

講義Ⅲ」は兼任教員が担当しているので、本学部専任教員が科目内容等の調整をしてい

る。 

⑥ 専攻科目：グローバル・エコノミーコースの基礎科目 

「海外留学支援Ⅰ」は、担当者が１名のため担当者間の調整は必要ない。 

⑦ その他の専攻科目 

「経済数学」は、兼任教員１名で実施しており、経済学部の専任教員が内容・評価方

法・基準の統一等の調整を図っている。 

「英語で学ぶ経済学」は、兼任教員である各担当者の判断に任されている。 

「パソコンで学ぶ経済学」と「データで学ぶ経済学」は、平成２０年度から専任教員

１名で実施しており、担当者間の調整は必要ない。 

 

【点検・評価】 

「共通科目担当者会議」を通じて、担当者間の問題意識の共有を図るメリットがある。｢言

語と文化担当者懇談会」も同様である。ただし、「共通科目担当者会議」を通じて専攻科目

との連携を各学部レベルで考えていくことができるが、「言語と文化担当者懇談会」では、

まず兼任教員と専任教員との連携が必要となるため、ワンステップを置くこととなり、問

題意識の共有が難しくなってくる。もっとも、「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」につ

いては、経済学部専任教員がコーディネーターとして、兼任教員との間の科目の内容・評

価方法・基準の統一等の調整を十分に果たしていると評価できる。 

専攻科目については、１年次に履修することが望まれる各コースの基礎科目のうち、複

数の担当者を配置している「経済入門」、「経済史」、「マクロ経済学Ⅰ」、「経済政策論」に

ついては、コーディネーターをおいて、科目の内容・評価方法・基準の統一に向けた調整

に努め、「ミクロ経済学Ⅰ」についても担当者間で調整を図っており、適切であると考える。

兼任教員に依存している「英語で学ぶ経済学」と「情報処理演習Ⅰ」については、科目の

内容・評価方法・基準の統一等を目指し、定期的な調整を図る必要がある。 

 

【改善方策】 

共通科目のうち、「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」、兼任教員のみで担当している

科目以外の専攻科目、「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」については、現行の実施・運営のための責

任体制を継続する。兼任教員のみが担当している「英語で学ぶ経済学」については、平成

２２年度から専任教員が担当する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部は平成１７年度、平成１９年度、平成２０年度のカリキュラム改正時において、

必修・選択科目の量的配分の見直しを行った。共通科目は全学部共通で開設しており、「文

化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」の５分野

から計６卖位以上としている。外国語教育の「言語と文化」からは４卖位以上（１外国語

４卖位必修）を最低修得すべき卖位とし、共通科目全体から規定の卖位数以上を修得した

場合は、卒業必要卖位数に含むことを可能として、学生の科目選択幅を広げている。「導入

教育ユニット」は、1 年次前期に「表現Ａ・Ｂ・Ｃ」の中から１科目２卖位を履修しなけ

ればならず、「キャリア教育ユニット」とともに、修得した卖位数は、卒業必要卖位数に含

むこととして、学生の科目選択幅を広げている。 

専攻科目は、平成１７年度には「比較経済」、「情報経済」「環境アメニティ」「金融経済」
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のコースごとに、各年度とも必修・選択の量的配分の見直しを行った。また、平成１９年

度には「スポーツ経済コース」を増設した。平成２０年度のカリキュラム改正では、「産業

経済コース」「公共経済コース」「スポーツ経済コース」「グローバル･エコノミーコース」

に再編し、各コースの専攻科目を「理論」「分析・ツール」「政策・制度」「歴史」の分野に

分けて開設し、各年度とも必修・選択の量的配分の見直しを行った。（『（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』の「平成２０年改正のカリキュラム 専

攻科目の授業科目一覧」を参照のこと。） 

全体では卒業必要卖位数１２８卖位のうち、平成１７年度のカリキュラム改正で、７８

卖位を定められた分野で修得すべき最低の卖位数として定め、残りの５０卖位は学生が選

択した各コースにおいて、次表に示すとおり必修・選択の量的配分において差が生じない

よう配慮している。上記の点は、平成２０年度のカリキュラム改正においても変更してい

ない。 

 

表Ⅲ―１３ 科目区分ごとの必修・選択配分比率（平成 17年度・平成 18年度入学生） 

区 分・コース 
平成 17年度から平成 18 年度 

比 率(%) 
開設授業科

目数 

卖位数 
必修 選択必修 選択 必修 選択必修 選択 

共通科目 159 0 4 6  0.0 40.0 60.0 

専
攻
科
目 

比較経済 

   47 

8 20 24 15.4 38.5 46.1 

情報経済 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

環境ｱﾒﾆﾃｨ 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

金融経済 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

演習科目  6 16 0 0 100.0   0.0   0.0 

注）１．ジェネラルコースは、比較経済・情報経済・環境アメニティ・金融経済コースのうち、２コースから１６卖位

以上を選択必修である。 

２．２・３・４年次配当の演習科目の１２卖位は、専攻科目（関連科目を除く）の卖位で代替できる。 

 

表Ⅲ―１４ 科目区分ごとの必修・選択配分比率（平成 19年度入学生） 

区 分・コース 
平成 19年度 

比 率(%) 
開設授業科

目数 

卖位数 
必修 選択必修 選択 必修 選択必修 選択 

共通科目   117 0 4 6  0.0 40.0 60.0 

専
攻
科
目 

比較経済 

   60 

8 20 24 15.4 38.5 46.1 

情報経済 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

環境ｱﾒﾆﾃｨ 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

金融経済 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

ｽﾎﾟｰﾂ経済 8 20 24 15.4 38.5 46.1 

演習科目  6 16 0 0 100.0   0.0   0.0 

注）１．ジェネラルコースは、比較経済・情報経済・環境アメニティ・金融経済コースのうち、２コースから１６卖位

以上を選択必修である。 

２．２・３・４年次配当の演習科目の１２卖位は、専攻科目（関連科目を除く）の卖位で代替できる。 
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表Ⅲ―１５ 科目区分ごとの必修・選択配分比率（平成 20年度入学生） 

区 分・コース 

平成 20年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必修 選択必修 選択 必修 選択必修 選択 

共通科目   117 0 4 6  0.0 40.0 60.0 

専

攻

科

目 

産業経済 

   82 

8 28 16 15.4 53.8 30.8 

公共経済 8 28 16 15.4 53.8 30.8 

ｽﾎﾟｰﾂ経済 4 32 16  7.7 61.5 30.8 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ 

ｴｺﾉﾐｰ 
8 28 16 15.4 53.8 30.8 

演習科目  6 16 0 0 100.0   0.0   0.0 

注）２・３・４年次配当の演習科目の１２卖位は、専攻科目（関連科目を除く）の卖位で代替できる。 

 

【点検・評価】 

本学部のカリキュラム編成における必修・選択における点検項目は次の２点である。第

一に、「学生の为体的学修の機会」を保障しつつコアとなる基礎的な知識を確実に修得でき

るように必修・選択を配分しているか。第二に、コースごとに卖位修得が望まれる専攻科

目を、「学生の为体的学修の機会」をできるだけ損なわず、より多く修得できるように配慮

しているか。以上の２点について、共通科目・専攻科目・演習科目に分けて、点検・評価

する。 

① 共通科目 

「言語と文化」では、「外国語Ⅰ・Ⅱ」（「ベーシック・イングリッシュⅠ」と「ベーシ

ック・イングリッシュⅡ」、「ドイツ語Ⅰ」と「ドイツ語Ⅱ」、「フランス語Ⅰ」と「フラ

ンス語Ⅱ」、「中国語Ⅰ」「中国語Ⅱ」、「スペイン語Ⅰ」「スペイン語Ⅱ」のいずれか２科

目）の４卖位を修得しなければならない。これによって学生が選択した外国語のコアと

なる基礎的な知識は必ず修得させ、その後の外国語の修得については学生の为体性に委

ねており、本学部が目標とするカリキュラム編成に適合していると評価できる。課題と

しては、これらのコアとなる科目の卖位修得によって、どの程度の基礎的な語学力を修

得できたのか検証する必要がある。なお、外国語科目についてはコアとなる基礎的な知

識の修得を重視し、その後の外国語科目の修得については、必修化よりも学生が履修し

たい科目を提供するという方針である。（その効果については、「（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忚す

るため、外国語能力の育成」のための措置の適切性」の項の「②学生の興味を引く実践

的な英語教育のための試み」を参照のこと。） 

② 専攻科目 

専攻科目の必修科目については、平成１３年度のカリキュラム改正で「ミクロ経済学

Ⅰ」（４卖位）と「マクロ経済学Ⅰ」（４卖位）を１年次配当の必修科目とした。改正前

のカリキュラムでは「マクロ経済学」が１年次配当、「ミクロ経済学」は２年次配当で、

いずれも選択科目であったため、前回の自己点検・評価は、ミクロ経済学とマクロ経済

学を経済学の素地のない新入生に必修科目として設置したことに対する適切性の可否に

ついての指摘があった。平成１７年度と平成１９年度のカリキュラム改正では、経済理

論の補習授業やラーニングセンターを利用した数学等の補習授業等の措置が取られたが、

抜本的なカリキュラム上の対策は取られなかった。平成２０年度のカリキュラム改正で
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は、全学的なカリキュラム改正による導入科目の設置に伴い、経済学の導入教育の重視

およびコースの特性に忚じた必修科目と選択必修科目の導入を目指した。その結果、抜

本的な措置として経済学の素地のない新入生のために「経済入門」（４卖位）を新設し、

全コースの共通の必修科目として経済学のコアとなる基礎的な知識は必ず修得させるこ

とにした。 

「マクロ経済学Ⅰ」（４卖位）は、「産業経済コース」「公共経済コース」「グローバル・

エコノミーコース」の共通の必修科目として残した。これらのコースの修得には１年次

にマクロ経済学の基礎的な知識を修得しておくことが重要であるとの判断からである。

上記の３つのコースの専攻科目における必修科目は、平成１７年度改正・平成１９年度

改正のカリキュラムと同様８卖位で変更していない。なお、コースごとの選択必修科目

は２８卖位である。 

一方、「スポーツ経済コース」では、本コースの目標である「スポーツによる実践力と

スポーツに関する経済学領域の専門的な知識と教養を身につけた経済に強く視野の広い

実践的な人材育成」を目指すために、必修科目は４卖位とし、選択必修科目を３２卖位

とした。選択必修科目には、「スポーツ基礎講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」や「スポーツ経済学Ⅰ・Ⅱ」

といった本コース独自のスポーツと経済学の理論系科目に加え、福祉関連および現在の

産業社会や日本経済に関する科目等（「福祉経済論」「社会保障論」「日本経済論」等）を

選択必修科目に加え充実を図った。もっとも、必修科目と選択必修科目の卒業必要卖位

数の合計は、すべてのコースで３６卖位に統一し、「スポーツ経済コース」の特性をカリ

キュラム上明確化しつつも、同じ学科内でのコースの履修上の規定について極端な相違

は避け、一定の枠内での変更にとどめた。 

以上から、専攻科目については平成平成２０年度のカリキュラム改正により、選択必

修科目の比重が高まった。これに伴い、それぞれのコースの修得に必要な科目をより多

く履修しなければならず、コース制が強化された。このような変更は、学生の科目選択

の自由に制限を加えることになるが、平成１７年度改正・平成１９年度改正のカリキュ

ラムの専攻科目に占める卒業必要卖位数と変更していないので、学生が自由に選択でき

る科目は５０卖位のままである。そのため、コースごとに卖位修得が望まれる科目を、

「学生の为体的学修の機会」をできるだけ損なわず、修得できるように配慮するという

目標に達していると判断できる。また、必修科目に指定した科目についても「学生の为

体的学修の機会」を保障しつつ、専攻科目の「コアとなる基礎的な知識を確実に修得す

ることを目指す」という目標に合致していると評価できる。 

③ 演習科目 

演習科目については必修であるが、２年次以上の演習科目は、関連科目を除く専攻科

目の卖位修得により、代替できることにしている。なお、「４年間一貫した尐人数ゼミナ

ール」の実現のために、全年次の学生が登録できるだけの演習科目のクラスを開講し、

かつ１クラス当たりの学生数が２５名を超過しないように注意している。また、オリエ

ンテーションでは、教員が演習科目を履修するように学生に指導している。従って、演

習科目においても、本学部が目標とするカリキュラム編成に適合していると評価できる。 

 

【改善方策】 

平成２０年度のカリキュラム改正によって、本学部のカリキュラム編成における必修・

選択の量的配分において目標とするところは、達成できるものと考えられるが、その成果

の確定については一定の経過期間が必要である。 

現状における課題として、第一に「外国語Ⅰ・Ⅱ」で外国語のコアとなる基礎的な知識

をどの程度修得できいるかを検証するため、履修者が圧倒的に多い「ベーシック・イング

リッシュⅠ・Ⅱ」において、学生の学力の伸びについて検証する。（詳細については、『（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

に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性』の改善方策を参照の
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こと。） 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

経済学部では、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様々な導入教

育を実施している。 

① 入学前教育 

入学予定者には、全学的に「入学前教育」を実施している。経済学部では課題やアン

ケートの提出を求めている。課題の内容については、国語・数学・英語の基礎力の確認

と復習をすることに重点をおいている。アンケートについては、ゼミナールの担当者が

学生指導の参考になるように、大学生になってからの目標やどのようなことを学びたい

か、また高校時代についてなどの項目を記入することになっている。 

② 特別科目等履修生への集中講義 

大阪学院大学高等学校との教育連携に基づき、入学予定者を対象として入学後の基礎

科目となる科目を設定し、「特別科目等履修生」として１週間程度の集中講義を行い、入

学後に卖位を認定している。このことにより高等学校と大学の授業の違い、講義時間、

授業方法等の違いが理解できることを目的としている。経済学部では、複数の担当者が、

それぞれの専門分野を分かりやすく、簡潔に解説することで、経済学部での学修の導き

に資するよう配慮している。なお、特別科目等履修生数の卖位認定者数については、「（１）

国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条）」の項「イ．卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位

認定」の『（ウ） 入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に

対する「特別科目等履修生」制度による卖位認定』を参照のこと。 

③ 入学予定者の集い 

入学予定者のうち、希望者を対象に全学的に「入学予定者の集い」を実施している。

入学予定者に対して、教員・職員・先輩学生の三者でレクレーションや大学生活の説明、

小講義など実施している。 

 

表Ⅲ―１６ 入学予定者の集い 

年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

参加者数 72名 38名 67名 85 名 

 

④ 入学式後の説明会とオリエンテーション 

新入生ならびに保護者に対して「入学式後の説明会」を実施し、大学生活の諸注意に

ついて説明している。また、「オリエンテーション」では、「ゼミナールⅠＡ」の担当者

が受講生の履修指導に当たっている。選択したコースごとに１年次に履修することが望

ましい科目を履修指定科目として設定し、複数のゼミナールのクラスで構成された「ス

タディ・グループ」ごとに「ユニット型時間割」を編成し、履修指導に当たっている。 

⑤ フレッシュマンキャンプ 

入学後の比較的早い段階で新入生対象の１泊２日の「フレッシュマンキャンプ」を実

施している。実施形態は、ゼミナールの一環としてゼミナールの担当者とゼミナールの

受講者が複数のクラスと合同で実施した。研修内容は、学生生活の基礎を学ぶ、仲間づ

くりのレクレーション等である。 
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表Ⅲ―１７ フレッシュマンキャンプ参加人数 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20年度 

参加者数 135名 228 名 420 名 

学生総数 242名 326 名 539 名 

参加率 55.8% 69.9% 77.9% 

 

⑥ 演習科目 

１年次のゼミナールの授業内容について基本的方針を設定している。特に「ゼミナー

ルⅠＡ」はシラバスを統一し、導入教育に必要な授業内容についても統一している。授

業内容については、本学の建学の精神や歴史、学内諸施設の利用法、アカデミックスキ

ルとしてノートの取り方やレポートの書き方等がある。 

⑦ 入学後の教育指導 

「ゼミナールⅠＡ」の「出席状況調査」を行い、５月には、入学後連続して欠席して

いる学生の保護者に出席状況を通知している。６月には、全学的に「初年次生対象懇談

会」を実施している。 

定期試験開始前に「ヘルプデスク」を学部为催で実施して、授業に関する質問等を受

け付けている。 

前期授業終了後、「ゼミナールⅠＡ」担当者が教育指導上必要と判断された学生を対象

に、合同ゼミナールでパソコン演習、レジュメの書き方、数学力の基礎の復習等の補習

授業を実施している。 

夏期休暇期間中に全学的に「教育懇談会」を実施している。後期も、前期と同じく、

連続して欠席している学生の保護者への出席状況の通知・ヘルプデスク・補習授業を実

施している。また、「リサーチフェア」を実施することで、ゼミナールの学修成果を発表

する機会を提供している。 

後期試験終了後に経済学部为催で「特別教育懇談会」を実施している。対象は、「ゼミ

ナールⅠＢ」の不合格者および「ゼミナールⅠＢ」担当者が面談を必要と判断した学生

およびその保護者で、２年次に向けた指導を実施している。 

 

表Ⅲ―１８ 初年次生対象教育懇談会 

 平成 20年度 

本人・保護者 63名 

 

表Ⅲ―１９ 教育懇談会 

出席者 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

本人・保護者 78名 39名 54 名 85名 

 

表Ⅲ―２０ 特別教育懇談会（1年次生の本人・保護者の出席組数）         

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

出席者 50組 37組 5 組 19組 

注）１．平成１７年度の対象者は、１年次生のうち「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」の不合格者 

２．平成１８年度は、１年次生のうち「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」の不合格者および「ゼ

ミナールⅠＢ」の担当者が懇談を必要と認めた者。 

３．平成１９年度は、１年次生のうち「ゼミナールⅠＢ」の不合格者および「ゼミナー

ルⅠＢ」の担当者が懇談を必要と認めた者。 

４．平成２０年度は、１年次生のうち「ゼミナールⅠＢ」の担当者が懇談を必要と認め

た者。 

 

⑧ 学習支援 
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平成１８年度から教務部長を所長とする「ラーニングセンター」が開設された。高等

学校を退職した教諭を所員として採用し、指導に当たっている。支援内容は「基礎学力

の定着のための補習」「学習相談・個別指導」「ＳＰＩ対策」等である。 

⑨ 導入科目・基礎科目 

平成２０年度から「導入教育ユニット」の区分と表現Ａ・表現Ｂ・表現Ｃの科目を設

け１年次に必ず１科目を履修することとした。「表現Ａ」は日本語の表現方法を、「表現

Ｂ」はコンピュータ操作の基礎を、「表現Ｃ」はチームプレーを必要とする運動を行なう

ことによって友人をつくるなどの目的別の科目を開講し、学生が希望により選択する。 

専攻教育への基礎として、「経済入門」を全てのコースの必修科目として設置している。

また、選択したコースごとに履修が望ましい科目を履修指定科目として設定している。

「経済コース」（「スポーツ経済コース」と「グローバル・エコノミーコース」は１年次

に選択するが、それ以外のコースの学生は「経済コース」とし、２年次に「産業経済コ

ース」もしくは「公共経済コース」のいずれかを選択する。）は、その他に、「経済史」

「経済政策論」「マクロ経済学Ⅰ」「スポーツ経済コース」は「スポーツ基礎講義Ⅰ」「ス

ポーツ基礎講義Ⅱ」「スポーツ基礎講義Ⅲ」「経済史」「経済政策論」「グローバル・エコ

ノミーコース」は「海外留学支援Ⅰ」「経済史」「マクロ経済学Ⅰ」の履修を指導してい

る。 

 

表Ⅲ―２１ 導入教育に係る行事の一覧 

実施時期 項目 

２・３月 ・入学前教育 

３月 ・特別科目等履修生に対する講義 

・入学予定者の集い 

４月 ・入学式後の説明会 

・オリエンテーション 

・フレッシュマンキャンプ 

５月 ・出席状況調査と保護者への通知 

６月 ・初年次生対象の教育懇談会 

７月 ・ヘルプデスク 

・ゼミナールⅠＡ補習授業 

８・９月 ・教育懇談会 

１０月 ・出席状況調査と保護者への通知 

１月 ・ヘルプデスク 

２月 ・ゼミナールⅠＢ補習授業 

３月 ・特別教育懇談会 

 

【点検・評価】 

本項目の目標設定は、第一に、「後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するため」の指

標として、学生が１年次前期に１６卖位以上を修得することを目標値としている。１６卖

位を基準にしているのは、卒業までに必要な卖位数１２８卖位を修得するには、１セメス

ター当たり平均１６卖位を修得しなければならないことによる。第二に、第一の目標から

大きく逸脱している学生に対する早期の軌道修正である。 

① 後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するため取り組み 

「フレッシュマンキャンプ」は、アンケート結果の集計から判断すると大学生活への

適忚に役立っていると評価できる。「特別科目等履修生に対する集中講義」は、併設高校

の生徒が大学での学修方法について体験でき有意義であると思われる。 

「入学前教育」は、国語・数学・英語の基礎の復習のためにテスト問題に解答するよ

うにしているが、テスト結果を入学後の継続的な学習にいかに有機的につなげるかが、
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今後の課題である。 

「入学式後の説明会」は、学生と保護者への学生生活の諸注意等の説明をしており、

必要であると思われる。「オリエンテーション」、「スタディ・グループごとに編成された

ユニット型時間割」については、学部の独自の組織的な取り組みとして、経済学部では

重視している。入学直後の新入生にとって一番大きな課題は、適切な時間割を作成する

ことである。そこで、ゼミナールや英語、コースごとに履修が望ましい科目を「スタデ

ィ・グループ（複数のゼミナールを基本卖位にした学修グループ）」ごとに履修できるよ

うに時間割を構成している。 

そのメリットは、ア．初年次における適切な科目選択への誘導、イ．初年次の履修が

望ましい科目の曜日・講時が重なる等の履修登録上の問題防止、ウ．初年次から複数の

基礎的な科目をスタディ・グループごとに学修することによる協同関係の形成、エ．効

率的な卖位修得の促進である。 

「導入教育ユニット」と「経済入門」およびコースごとの「履修指定科目」の履修と

受講は、ユニット型時間割の中でコースごとに学生が受講できるように配慮している。 

「ヘルプデスク」は、オフィスアワーとともに、学習相談の機会を提供している。「リ

サーチフェア」については、意義ある試みではあるが、ゼミナールの参加クラスは尐な

い。１年次の段階で、研究テーマをまとめて発表することには無理があるようであり、

実施方法等を含め改善が必要である。 

１年次前期に１６卖位以上を修得している学生の比率は、平成１９年度入学生（２０

０７年度生）は５７．９％で、平成２０年度入学生（２００８年度生）は６２．６％で

改善傾向にある。なお、１年次前期・後期の修得卖位数でみると、４０卖位以上の卖位

修得率が、平成１７年度の２８．７％から平成１８年度は３１．０パーセント、平成１

９年度は３２．７％で、平成２０年度は４０％近くにまで改善ている。従って、本学部

の取り組みは明らかに効果が出ていると考えられる。今後の改善点は、上記の取り組み

について、効果分析を精緻化させて、より高い効果が期待できるように実施方法の改善・

変更を図ることである。 

② 大学生活に適忚していない学生への対忚 

第二の到達目標に対する取り組みは、「出席状況調査と保護者への通知」、「初年次生対

象の教育懇談会」、「教育懇談会」、「特別教育懇談会」、「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢの補習授

業」、「ラーニングセンターの利用」である。これらの取り組みの総合的な効果測定にも

１年次前期・後期の卖位修得状況が活用できる。１０卖位未満の卖位修得率で見ると、

平成１７年度から平成２０年度にかけて７％から８％台を推移しており、大幅な改善が

見られないことから、以上の取り組みだけでは十分ではない。もっとも、現状の取り組

みを継続することで、現状を維持していることも無視できない。 

高・大の接続は、特定の取り組みによって実現できるものではなく、様々な一連の取

り組みが総合的に実施されることが重要であると考えられる。現在、卖位修得状況に関

して大きく改善の方向にあることから、今後もこれらの試みを総合的に進める必要があ

る。 
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表Ⅲ―２２ １年次前期・後期の卖位修得状況 

年度 

修得卖位 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

40卖位以上 104(28.7%) 69 (31.0%) 100 (32.7%) 196 (39.7%) 

35～39 卖位 51(14.0%) 34 (15.2%) 37 (12.1%) 68 (13.8%) 

30～34 卖位 56(15.4%) 35 (15.7%) 45 (14.8%) 80 (16.2%) 

25～29 卖位 35(9.6%) 16 (7.2%) 31 (10.2%) 38 (7.7%) 

20～24 卖位 36(9.9%) 25 (11.2%) 35 (11.5%) 35 (7.1%) 

15～19 卖位 21(5.8%) 16 (7.2%) 18 (5.9%) 20 (4.1%) 

10～14 卖位 28(7.7%) 12 (5.4%) 14 (4.6%) 18 (3.7%) 

5～ 9 卖位 11(3.0%) 5 (2.2%) 8 (2.6%) 11 (2.2%) 

0～ 4 卖位 21(5.8%) 11 (4.9%) 17 (5.6%) 27 (5.5%) 

合計 363(100.0%) 223 (100.0%) 305(100.0%) 493 (100.0%) 

 

【改善方策】 

１年次の卖位修得状況は年々改善しており、本学部で実施してきた後期中等教育から高

等教育へ円滑に移行するための様々な措置は、一定の成果を上げていると考えられるため、

今後も継続していく。 

ただし、フレッシュマンキャンプについては、施設・費用面の問題もあるため、新しい

形態での入学時における高・大接続プログラムを実施する。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

① 全学的な説明 

学則第８条に次のとおり明示し、授業科目の卖位数を設定している。 

ア．講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とする。 

イ．実習及び実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位とする。 

本学では、セメスター制を採用し、週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位とすること

を基本としている。 

共通科目全般は、この基準に則っているが、「言語と文化」分野の科目は、週２コマ(４

時間)の半期授業を２卖位としている。 

専攻科目のうち、講義科目については、週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位、週２

コマ(４時間)の半期授業を４卖位としている。 

演習科目については、通年開講と半期開講があるため、週１コマ(２時間)の開講で、

半期授業を２卖位、通年授業を４卖位としている。 

インターンシップやボランティアの科目では、実習と講義形式の併用の授業であるた

め、実習時間は３０時間から４５時間までの授業、講義時間は１５時間から３０時間ま

での授業をもって２卖位として設定している。 

② 経済学部開講のインターンシップ科目 

平成２０年度における「スポーツ経済コース」の２年次生以上を対象にした「インタ

ーンシップⅠ・Ⅱ・Ⅲ」について、以下で説明する。 

ア．目的 

「スポーツ経済コース」の学生は在学中に、学校教育関係（インターンシップⅠ）、

スポーツ・健康施設関係（インターンシップⅡ）、スポーツ・健康関連企業（インター
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ンシップⅢ）等において、自らの専攻や将来の指導的キャリアに関連した就業体験を

行う機会がある。在学中の就業体験は、学生が広く社会や企業の実情を学び、自らの

適性や適職に気づき、または働く意味や将来のキャリアについて考える契機を与える。

この学産連携によるインターンシップを通して、学生の職業観や就労観を醸成し、将

来社会で活躍できる実践的な人材の育成を目的とする。 

イ．履修登録の方法 

説明会、事前指導（講義１２時間）、原則夏期休暇中の１０日間(６０時間)以上のイ

ンターンシップ実習、事後指導（講義６時間）をすべて受講し、実習日誌・報告書・

派遣先からの報告書等の提出が履修登録ならびに卖位認定の条件となる。あお、履修

登録は後期科目として行う。 

ウ．選考 

説明会後にインターンシップ申込書（第１〜３希望）およびエントリーシートを提

出させ、提出資料に基づいて学内で担当者による面接を行う。また、学内面接を合格

した学生には実習までに派遣先による面接を受けさせる。派遣先とのマッチングがで

きた学生が最終的にインターンシップ実習に参加することになる。 

エ．事前事後の指導等の制度 

事前指導では、①ビジネスマナーについて ②社会人として必要な基礎力について

(コミュニケーション能力、接客マナー、敬語等) ③社会人として必要な基礎力につい

て(電話忚対の基礎と実践) ④スポーツ指導における留意点 ⑤救急処置法について 

⑥ロールプレイによる体験学習 などの内容で講義する。実習期間中には派遣先へ視察

に行き、指導担当者から学生の業務等について説明を受ける。事後指導では、①問題

発見と解決方法・今後の課題と計画に関する活動報告 ②総括（インターンシップ報告

書提出）などの内容で行う。 

オ．実施状況 

申込者数は計７名あり、大学と派遣先の面接等の選考の結果、申込者全員がインタ

ーンシップに参加した。全員が事前講義、１０日間以上の実習、事後講義を受講して、

履修登録した。派遣先・学生数・実習内容および派遣先の評価報告書の为な内容は下

表のとおりである。 

（ア）派遣先・学生数・実習内容 

 

表Ⅲ―２３ インターンシップⅠの派遣先・学生数・実習内容 

派遣先 学生数 実習内容 

おかやま山陽高等学校 1名 
硬式野球部の活動補助、寮生活の管

理補助 

三重県立上野商業高等学校 2名 
部活動の監督補助、校舎内・校庭の

整備、学校行事補助等 

東海大学付属仰星高等学校中等部 1名 野球部練習指導補助 

吹田市立吹田单小学校 1名 
小学校体験（教員及び校務員の職務

体験） 

 

表Ⅲ―２４ インターンシップⅡの派遣先・学生数・実習内容         

派遣先 学生数 実習内容 

大阪府立門真スポーツセンター  1名 
利用者対忚および各種業務補助 

（なみはやドーム） 
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表Ⅲ―２５インターンシップⅢの派遣先・学生数・実習内容          

派遣先 学生数 実習内容 

（株）ミズノウエルネス 1名 
トレーニング指導補助、プール監視

等（フィットネスラスタ） 

 

（イ）派遣先の評価報告書の为な内容 

ａ．出勤状況（遅刻・欠勤・早退・残業）についての報告 

ｂ．５段階評価による実習中の業務態度等１６項目の評価 

ｃ．その他自由表記による派遣先指導責任者からの評価コメント・事前指導への

要望・インターンシップへの意見等 

 

【点検・評価】 

週１コマの半期授業を２卖位とする基準に基づく卖位計算方法は、講義科目については、

一貫性を保つものであり、妥当であると考える。 

インターンシップやボランティアの科目では、講義時間と実習時間が十分に確保されて

いる。また、実習の事前･事後の教員による指導も講義とレポートを中心になされており、

成績判定は厳格に施行していると考える。 

 

【改善方策】 

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卖位計算

方法については妥当であり、現状では特に改善方策を策定する必要はない。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１５年度の大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に続き、平成１８年度

に大学コンソーシアム大阪加盟校間において、協定校での授業に合格することにより、

本学の学科科目以外の認定科目の卖位として認定している。本学部では、平成１７年度

に卖位互換認定を受けた学生は２名で１人当たり２．０卖位、大学コンソーシアム大阪

の授業科目で認定を受けた学生は０名であった。 

本学ではこれらに加え、大阪学院短期大学との卖位互換もおこなっており、本学部で

は平成１７年度に５１名、平成１８年度に３０名、平成１９年度に２１名、平成２０年

度に１２名の卖位認定がなされた。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への留学生の卖位認定 

平成１７年度の時点で海外の提携大学は１１大学であったが、平成１８年度に１大

学、平成１９年度に１２大学、平成２０年度に１０大学と新に提携を行い、平成２０

年度までに海外３４大学と提携している。 

経済学部における交換留学者数（卖位認定者数）は下の表の通りである。 
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表Ⅲ―２６ 交換留学者数（卖位認定者数）         

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

0 0 0 2 

 

イ．本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座による卖位認定 

本学が開設する特別講座は、次の４講座であり各講座の受講により、合格した科目

について卖位認定を行っている。 

（ア）キャリアアッププログラム 

実務に重点をおき、実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目

的で、平成１５年度にホスピタリティコースの１コースを開設、平成１７年度か

らは税理士・公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコース、

ポートフォリオマネジャーコースの４コースを開設した。 

ａ．ホスピタリティコース（将来、ホテル・旅行業務に関わる仕事での活躍を目

指す者）〔平成１７年度までキャリアアッププログラムとして開設した〕 

ｂ．税理士・公認会計士コース（将来、税理士および公認会計士を目指す者） 

ｃ．国際協力活動コース（将来、国際協力に関わる仕事での活躍を目指す者） 

ｄ．アントレプレナーコース（将来、起業家を目指す者） 

ｅ．ポートフォリオマネジャーコース（将来、資産運用の専門家を目指す者）〔平

成１９年度まで開設し、平成２０年度に廃止した〕 

（イ）ホスピタリティ・マネジメント・プログラム 

ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象にホテル・旅行会社・外食

産業等の業界において必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる

人材を養成する目的で、平成１８年度より、前記のキャリアアッププログラムか

ら分離し、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムとして開設した。 

（ウ）English For Life Program(ＥＦＬ) 

学生の英語運用能力および社会における実践的能力の向上を図るため、平成１

６年１０月から平成１９年９月まで開設 

（エ）Distance  Education  Program(ＤＥＰ) 

インターネット等を利用した遠隔授業を充実発展させるため、国内外の教員や

著名人を担当者とした科目を開講することを目的として開設した講座であり、平

成１５年１０月から平成２０年３月までインターネットにより、ハワイ大学ホノ

ルルコミュニティカレッジの教員による遠隔授業を実施。 

 

表Ⅲ―２７ 特別講座受講者数（卖位認定者数） 

講座名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 47 7 31 42 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
－ 47 30 10 

ＥＦＬ 2 6 6 － 

ＤＥＰ 4 2 0 － 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 

研修活動等による認定科目は、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科学」、

「言語と文化」の分野に開設されている。平成１９年度までは、３０時間以上の研修

活動を行い、所定の手続きを行った者に対して、それぞれの名称で卖位が認定された。 

なお、平成２０年度からは、授業科目として開設された。これらの科目は、授業担

当者から事前を受けた後に研修活動に参加し、活動内容の評価と事後指導を基に授業
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担当者の成績評価を得ることとなった。 

（ア）「人間と社会」の分野 

ａ．「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小中

学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施。 

ｂ．「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実施。 

ｃ．「研修活動（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校でさ

まざまなボランティア活動を実施。 

ｄ．「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に対

して、第３者評価を受ける。 

（イ）「健康とスポーツ科学」の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関す

る研修を実施。 

（ウ）「言語と文化」の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施。 

 

表Ⅲ―２８ 研修活動等による卖位認定者数 

研修活動名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

海外インターンプログラム 2 1 0 - 

国内インターンプログラム - 3 8 - 

研修活動（ボランティア） 8 3 10 - 

就業体験 - 5 12 - 

海外スポーツ研修 2 - - - 

海外語学研修 2 5 4 - 

 

エ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別

科目等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位を認定しているが、実績はない。ま

た、併設の大阪学院高等学校からの入学予定者に対して、「特別科目等履修生」として、

入学前に集中講義を実施し、合格することにより卖位を認定している。経済学部では、

共通科目の「マクロ経済入門」を開講し、経済学部の複数の担当者でリレー講義を行

っている。 

 

表Ⅲ―２９ 特別科目等履修生数（卖位認定者数） 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

14 名 18 名 21名 39名 

 

オ．資格による卖位の認定 

経済学部では、平成２０年度から開設したグローバル・エコノミーコースを選択し

た学生について、ＴＯＥＩＣ®における成果に係る学修で、大学において、大学教育に

相当する水準を有すると認めたものに卖位を認定している。資格による卖位の認定と

して、ＴＯＥＩＣ®のスコアに忚じて、「ＴＯＥＩＣⅠ（５００点）」、「ＴＯＥＩＣⅡ

（７００点）」を設け、本人の申請によりそれぞれ２卖位を認定している。（「（１）教
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育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第１９条

第１項）」の項を参照のこと。） 

 

表Ⅲ―３０ 資格による卖位の認定者数 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

― ― ― 2 

 

【点検・評価】 

大学コンソーシアム大阪加盟校において相互に講義を受講する機会は、大学が閉塞的と

ならないためにも意義あるものであるが、実際に活用している学生はほとんどいないのが

現状である。 

入学後に、大学が独自に行っている卖位認定は、「留学」、「キャリア」、「資格」に分類さ

れる。経済学部における「留学」は毎年１名以下であり、あまり活用されているとはいえ

ない。しかし、平成２０年度のグローバル･エコノミーコース開設により、ＴＯＥＩＣ®に

よる卖位修得者も増加することが見込まれる。 

また、入学前の卖位認定における併設の大阪学院高等学校からの入学予定者への講義は、

受講生が基本的な経済学のイメージをもつことができ、経済学部の教員とも接点をもつこ

とができる上に、大学における卖位修得のシステムを理解する助けにもなり、大学の講義

と大学生活にスムーズに移行させる試みとして有効である。 

 

【改善方策】 

大学コンソーシアム加盟校における卖位認定については、学生の自为性に任せざるをえ

ないが、学生の認知度が低いことも考えられるため、他の卖位認定の制度とともに、オリ

エンテーションで告知する等、有効な方策について教務部と協議する。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成し、学期により授業科目の配置が異なるため、専・兼比率に差が生じている。 

平成１７年度から平成１９年度の専攻科目における全開設授業科目の専任教員の比率は、

平成１７年度前期８６．４％／後期８７．９％、平成１８年度前期８７．２％／後期８８．

１％、平成１９年度前期８９．５％／後期８９．６％、平成２０年度前期８９．５％／後

期８８．５％の比率となっている。 

専攻科目における必修科目の専任教員の比率は、平成１７年度前期１００．０％／後期

１００．０％、平成１８年度前期１００．０％／後期１００．０％、平成１９年度前期１

００．０％／後期１００．０％、平成２０年度前期１００．０％／後期１００．０％であ

り、すべて専任で担当できている。各学期とも全開設授業科目の比率よりも高い値となっ

ている。 

専攻科目における選択必修科目は、平成２０年度に設置されたがその専任教員の比率は、

前期６６．７％／後期５０．０％である。 

共通科目は全学部共通で開設しており、全開設授業科目の専任教員の比率は、平成１７

年度前期３２．２％／後期３４．０％、平成１８年度前期２８．８％／後期３０．５％、

平成１９年度前期３３．８％／後期４０．５％、平成２０年度前期４２．４％／後期４７．

２％であり、平成２０年度は高い値となっている。 

共通科目は多様な科目を開講しており、選択必修科目は外国語科目としている。この外



- 144 - 

 

国語科目の専任教員の比率は、平成１７年度前期１３．１％／後期１２．４％、平成１８

年度前期６．５％／後期６．２％、平成１９年度前期８．８％／後期１７．１％、平成２

０年度前期２２．０％／後期２３．７％となっている。平成１８年度における低い比率は、

英語科目の旧カリキュラム履修対象者（２００４年度生以上）と新カリキュラム履修対象

者（２００５年度生以降）の履修クラスを分けて時間割を編成したことと、新カリキュラ

ムにおける英語科目「イングリッシュコミュニケーションスキルⅠ・Ⅱ」のクラス定員を

減らし、英語科目の開講クラスを前期１７クラス、後期６クラス増やしたことが要因とな

った。平成１９年度には「イングリッシュコミュニケーションスキル」の履修方法・開講

形態の変更を図ったため、平成２０年度は前２２．０％／後期２３．７％の比率となった。

現在は、外国語科目クラス定員の上限を「ベーシック・イングリッシュ」３６名、「イング

リッシュコミュニケーションスキル」２８名と定めている。 

 

【点検・評価】 

経済学部における専攻科目の専任教員の比率は、必修科目についてはほぼ１００％に近

い数値になっている。しかし、選択必修科目についてはやや低下傾向にある。 

共通科目における専任教員の比率は、平成２０年度になって高い値となっている。これ

は、共通科目と専攻科目の比率の見直しにより、共通科目の統合と尐人数クラスの廃止に

よって、共通科目の開講数が減尐したことによる。 

外国語科目の専・兼比率については、共通科目全体と比べても専任教員担当の比率は低

くなっており、そのため現在の専任教員数では、外国人を含む兼任教員の協力が不可欠で

ある。 

 

【改善方策】 

共通科目（外国語科目を除く）については、専任教員の比率を維持できるよう調整を図

る。外国語科目については、尐人数教育の維持のため、多数のクラス開講が必要であり、

兼任教員への依存率が高まるが、専任教員との充分な調整によって効果的な授業となるよ

う努める。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

専攻科目担当の兼任教員には、担当関係科目の専任教員が個別に教育方針や教務事項を

伝達している。また、外国語科目は毎年３月下旪から４月上旪にかけて、教務部委員およ

び各外国語科目担当の専任教員の出席のもと兼任教員との懇談会を開催し、本学の教育方

針や教務事項を伝達すると共に、授業運営についての懇談を行っている。 

 

【点検・評価】 

共通科目、外国語については、前述の「共通科目担当者会議」、「言語と文化担当者懇談

会」を通じて、問題意識を共有することで、本学の教育に積極的に関与してもらうように

努めている。 

他学部専任教員が経済学部配当科目を担当する場合、それぞれの学部特性に沿った共通

の認識が必要になる。「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」では、ゼミナール担当者会議を開いて、内

容の統一性、独自性の確保について、話し合う機会を設けている。 

 

【改善方策】 

複数クラスの開講科目で兼任教員が担当する場合は、シラバスの作成、授業内容、評価

方法・基準、方針等について、学部の方針を明確に伝達する。 
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Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、学則第１０条に「卖位認定は筆記又は口述による試験、その他適当な方法

による。」としている。そのため、教育効果の測定は、講義科目においては定期試験、演習

科目においてはレポート試験や研究発表が基本となる。また、授業の途中において習熟度

を確認するための小テストを課す場合がある。 

定期試験、追再試験の実施要領は以下の通りである。 

① 定期試験には、「前期試験」・「後期試験」があり、それぞれの授業終了の学期に実

施する。 

② 定期試験以外の評価方法では、実習・演習・外国語科目において、平常点（出席・実

習・口頭発表・小テスト）やレポートによって評価が行われる場合がある。 

③ 追試験は、病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった者に対して実

施する試験で、「学内試験管理委員会」で受験資格の審査を行い、受験を認めている。 

④ 再試験は、４年次以上の学生において卒業に必要な３科目までの卖位不足者でかつ、

４０点から５９点の範囲の評価で不合格となった科目を対象として実施する試験で、教

授会が受験可否を決定し、実施している。合格した場合の評価は、６０点から６９点ま

での｢Ｃ｣評価となる。 

グローバル・エコノミーコースでは、ＴＯＥＩＣ®テストで卒業するまでに７００点以上

を目指しており、ＴＯＥＩＣ®は教育上の効果を測定するための有効な手段として活用し

ている。 

 

【点検・評価】 

筆記または口述による試験以外の方法については、レポート、出席状況、小テストなど

を併用しているが、卖位認定の到達点に占める配分については、科目の特性に依存するも

のであるため、各科目担当者の裁量に任せており、シラバスに明記するようにしている。

なお、シラバスへの評価基準記載状況は下表のとおりであり、「評価基準なし」および「シ

ラバス未提出」のクラスは、平成２１年度は０クラスである。同一科目を複数開講してい

る場合には、担当者間での調整を依頼している。 
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表Ⅲ―３１ シラバスへの評価基準記載状況     （卖位：クラス数） 

分野 項 目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

共通科目 全クラス数 598 432 443 

評価基準あり 578 427 438 

評価基準なし 4 4 5 

シラバス未提出 16 1 0 

専攻科目 全クラス数 95 87 95 

評価基準あり 94 87 93 

評価基準なし 0 0 0 

シラバス未提出 1 0 2 

演習科目 全クラス数 143 125 133 

評価基準あり 116 100 133 

評価基準なし 0 0 0 

シラバス未提出 27 25 0 

教職・資格

課程科目 

全クラス数 53 53 53 

評価基準あり 53 53 53 

評価基準なし 0 0 0 

シラバス未提出 0 0 0 

注）合併クラスは、それぞれのクラス数で計上している。 

 

【改善方策】 

現状において成績評価は適切に実施されており、特に改善の必要は認めない。 

 

（２）卒業生の進路状況 

 

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業生数が減尐する中で就職希望ものについても連動し

て減尐いているが、就職希望率は年々増加傾向を示しており、また就職率もほぼ 90％前後

で推移している。（表Ⅲ-E１就職率［就職決定者数／就職希望数］）大企業への就職は緩や

かな増加を示しているが、中堅企業・中小企業への就職は減尐している。また、近年は公

務員も増加している。（表Ⅲ-E２規模別就職状況）その就職状況の傾向として製造業、卸売

業、小売業、サービス業への就職者が全体の半数以上を占めている。また、建設業、情報

通信業、金融業への就職に学部の特色を示している。平成 20年度は経済不況の影響で、製

造業、金融業への就職が減尐したが、卸売業・小売業は増加した。（表Ⅲ-E３業種別就職率）

さらに地域別では近畿が緩やかな減尐、関東・東海圏が増加傾向を示している。（表Ⅲ-E

４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-E１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 324人 65.9% 308 人 95.1% 492人 

平成 18年度 345人 73.2% 332 人 96.2% 471人 

平成 19年度 233人 68.7% 221 人 94.8% 339人 

平成 20年度 220人 76.7% 195 人 88.6% 287人 
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表Ⅲ-E２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 30.2% 21.8% 46.4% 1.6% 

平成 18年度 30.2% 25.1% 41.1% 3.6% 

平成 19年度 31.2% 23.1% 38.4% 7.3% 

平成 20年度 34.4% 19.5% 37.9% 8.2% 

 

表Ⅲ-E３業種別就職率 

業  種 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 

建設業 4.9% 5.1% 5.4% 5.6% 

製造業 13.6% 11.4% 14.9% 11.8% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 2.6% 4.2% 6.8% 5.1% 

運輸業 3.9% 3.3% 4.1% 4.1% 

卸売業 20.5% 21.1% 14.0% 15.4% 

小売業 21.5% 23.9% 21.2% 27.8% 

金融業 8.8% 5.7% 9.0% 7.2% 

不動産業 7.1% 4.2% 3.2% 1.0% 

飲食店、宿泊業 1.0% 1.5% 2.3% 1.5% 

医療・福祉 1.3% 0.9% 0.0% 1.0% 

教育、学習支援業 0.6% 0.9% 1.4% 0.5% 

複合サービス業 0.3% 0.6% 0.5% 0.0% 

サービス業 12.0% 13.3% 10.4% 11.3% 

その他 0.0% 0.0% 2.7% 5.1% 

公務員 1.6% 3.6% 4.1% 2.6% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-E４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17 年度 308 件 62.8 0.0 20.8 3.2 6.8 4.5 1.9 

平成 18 年度 331 件 64.5 0.0 21.1 4.8 6.9 1.5 1.2 

平成 19 年度 221 件 60.6 0.0 26.2 4.1 4.5 2.3 2.3 

平成 20 年度 195 件 56.9 0.5 26.6 6.7 6.2 3.1 0.0 

 

【点検・評価】 

毎年卒業時までに７割ほどの学生の就職・大学院進学が決まっているが、３割の学生が無

業で、専門学校進学、家事手伝い等も若干名あるが多くは進路未定のまま卒業している。 
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この３割近い進路未定者を逓減させながら、1 年次から就職意識を向上させるキャリア形

成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成の

基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強化」

および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護者）、校

友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者による学内セミ

ナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対して、各県の

大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、多くの科目で担当教員に委ねられているが、「評価基準・方法」については

シラバスに掲載している。一部の科目では共通試験が導入されているが、科目別の修得率

をみると、一部に合格率の高い科目、低い科目がみられる。学生の成績評価に対する疑問

に答える制度として、成績発表後に１か月程度の質問期間を設け対忚している。 

平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的に、ＧＰＡ制度を導

入した。また、８０点から１００点を「Ａ」評価としていたのを、１０点毎とし、８０点

から８９点を「Ａ」評価、９０点から１００点を「Ｓ」評価に変更した。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―３２ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100 点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録

卖位数（分母）が計算

の基礎となる 

 89 点～80点 Ａ 3.0 

 79 点～70点 Ｂ 2.0 

 69 点～60点 Ｃ 1.0 

 59 点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39 点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは、１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算出基礎となる

科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業要件の対象となる科目とし

ている。 

 

また、学部において、複数クラス開講している科目については統一シラバスとするなど

の配慮をしている。 

 

【点検・評価】 

成績評価は各科目担当者の責任の下で実施されている。複数の教員で 1つの科目が担当

されている科目の成績評価については、担当教員の合議の上で責任教員が最終的な評価を

行うようにしている。専攻科目で複数クラス開講されている場合は、担当者でミーティン

グを開き、成績評価の基準を統一に配慮するように努めている。特に、１年次配当科目の
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「経済入門」、「マクロ経済学Ⅰ」、「経済政策論」、「経済史」では、コーディネーターが担

当者間の調整を図っている。 

各科目での成績評価は以上であるが、各学生の成績をトータルで把握するものとして平

成２０年度から導入したＧＰＡは、卖位修得科目数ではなく、全登録科目数に対して卖位

修得度と成績を反映するものであり、これにより客観的かつ厳格に成績を評価できるよう

になった。 

 

【改善方策】 

ＧＰＡ制度を取り入れたばかりであり、その評価については一定の経過期間が必要であ

るため、現状では特に改善の必要は認めない。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

大学では各自の学修が無理なく行われるよう、各学期に履修できる卖位数の上限である

登録制限卖位数を定めている。各学期の登録制限卖位数は表Ⅲ－３３のとおりである。 

 

表Ⅲ―３３ 登録制限卖位数 

学期 1 年次 2年次 3年次 4年次 

前期 22 卖位 24 卖位 24 卖位 24卖位 

後期 22 卖位 24 卖位 24 卖位 24卖位 

注）１．通年科目は前期登録とし、後期の登録制限卖位数には含まない。 

２．卒業必要卖位数に含まれない（各課程科目等）卖位は、この制限に含まない。 

３．本学通信教育部において、２年次以上の者は、卒業までに１６卖位まで所定の手

続きを行って履修することができ、この制限に含まない。 

 

４年間（８学期）で１８８卖位を登録することができ、卒業必要卖位数１２８卖位に対

して６０卖位の余裕があるが、毎学期の修得卖位数が著しく尐ない場合は、４年間での卒

業が困難になるので、各学期において周到な履修計画を立て、着実に卖位を修得していく

ことが大切である。 

平成１７年度から「必修科目」を登録し、不合格となった場合に再度登録した場合は登

録制限卖位数に含めないとしている。 

 

【点検・評価】 

各学期に履修できる卖位数を制限している点は、各自の学修が無理なく行われるよう配

慮しており評価できる。また、各学期において履修計画を立て、着実に卖位を修得してい

くための方策として、各学期のオリエンテーション時に、卖位修得状況チェック表に記入

させ、本学部全教員で、履修指導を行っており、適切であると判断できる。（「（１）学生に

対する履修指導の適切性」の項を参照のこと。） 

 

【改善方策】 

登録卖位の制限は有効に機能しており、特に改善点はない。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、年次毎の進級要件は設定していないため、成績に関わらず上位年次に進級でき

るが、必修科目の卖位が修得できなければ、次学期または翌年度に再履修をすることにな
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る。そのため、必修科目および選択必修科目、コースに設定されている科目を一定数以上

の卖位を修得していなければ卒業できないため、その限りにおいては卒業時の質を確保し

ているといえる。平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的とし

てＧＰＡ制度を導入している。学期毎のオリエンテーションにおいて配付する成績表に本

人のＧＰＡと同学年のＧＰＡの平均点を明示し、自分の成績評価の位置を確認することが

できる。 

本学では、半期毎に保護者への成績や出席状況等を通知している。また、ゼミナール担

当者は、演習内における学習指導のみならず、毎年夏期休暇中に教育懇談会を行い、保護

者との面談、場合によっては学生を含めた三者懇談を行うことで、卖位修得数が芳しくな

い学生に対しては、学業に対する意識を高めるように指導するとともに、将来の就職に向

けた協力関係の構築も図っている。 

さらに、経済学部では、１年次生３月に为に卖位修得数が芳しくない学生を対象にした

特別教育懇談会を開催し、２年次以降の学修方法の改善と離籍率の低下に努めている。 

 

【点検・評価】 

ＧＰＡを導入したことで、学生の質を検証する方法は適切にできるようになっている。

問題は、質を確保するための方法である。そのために、特に、卖位修得率の低い学生に対

しては、特別教育懇談会や教育懇談会などを通じて保護者との連携を構築することで、出

席率を上げ、卖位修得率を上げるように努力している。 

 

【改善方策】 

ＧＰＡ制度を導入したばかりでありその評価については一定の経過期間が必要である。

そのため、現状では新たな改善方策を策定する必要は認めない。ただし、ＧＰＡ制度の認

知度が低く、今後は、充分な制度説明などを施し、質重視の履修・学習計画を考慮した指

導を実施していく。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

３月下旪から４月上旪に前期のオリエンテーション、９月下旪に後期のオリエンテーシ

ョンを実施し、科目の履修方法や学生生活に必要な情報を提供し説明している。担当は教

務部委員、学生部委員、ゼミナール担当者や事務職員が担当している。なお、経済学部で

は、学生数が他学部よりも多人数のため、参加可能なほとんどの教員がこの期間に履修指

導に当たっている。また、平成１９年度から共通語学の説明会を設け、ランゲージセンタ

ー委員が積極的な語学学修に努めるよう指導している。 

授業開始後、１週間を履修訂正期間として設けている。 

シラバスに平成２０年度からオフィスアワーを記載し、学生の質問に忚じられるように

している。また、定期試験開始前に１週間程度の期間、ヘルプデスクを学部为催で実施し

て、授業に関する質問等の相談を受け付けている。 

① １年次生に対する履修指導 

「スポーツ経済コース」「グローバル・エコノミーコース」の希望者は、１年次にコー

スを選択することになっているため、入学時に説明会を実施している。前期は経済学部

で独自に作成したユニット型時間割表を含むオリエンテーション資料を学生に配付し、

ゼミナール担当者が履修指導に当たっている。 

「ゼミナールⅠＡ」では、ゼミナール卖位でキャンパスツアーを実施し、キャリアセ

ンター、学生課、図書館、国際センター、エクステンションセンター、I-Chat Lounge
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等の大学の諸施設の利用方法を理解するように指導している。また、合同ゼミで

OGU-Caddieの使い方の指導や１年次前期に限り、定期試験の受け方の指導をゼミナール

の時間に実施している。 

後期のオリエンテーションも前期と同様の方法で実施しているが、前期の修得卖位数

が１６卖位未満の学生および「ゼミナールⅠＡ」、「外国語Ⅰ」、「経済入門」のいずれか

の卖位を修得できなかった学生は、後期の授業科目の登録について徹底して指導してい

る。また、後期に、２年次前期配当の「ゼミナールⅡＡ」説明会を開催し、ゼミナール

担当者が演習内容の説明を行っている。 

② ２年次生に対する履修指導 

２年次生は、前後期とも、履修資料と修得卖位状況チェック表を使用し、一定の修得

卖位数で分けて教員が履修指導に当たっている。修得卖位数の尐ないグループに対して

は、きめ細かな履修指導ができるように努めている。なお、後期に３年次配当の「ゼミ

ナールⅡ」（２００８年度入学生以降は「ゼミナールⅢ」）の説明会を開催し、学生が選

択希望届を提出し定員を超える場合は、担当教員が選考することで受講者を決定してい

る。 

③ ３年次生に対する履修指導 

３年次生は、前後期とも一定の修得卖位数に分けて、修得卖位状況チェック表を学生

に配付し、教員が履修指導に当っている。一定の修得卖位数未満の（留年の可能性のあ

る）学生は、学部長経験者を含む経験豊かな教員ができるだけ尐人数で履修指導に当た

るように努めている。 

④ ４年次生以上に対する履修指導 

４年次生以上も、３年次生と同様の措置を取り、留年生は４年次生と分けて、履修指

導に当たっている。 

 

【点検・評価】 

本学部の履修指導における目標は次の３点である。第一に、学生が履修に必要な情報を

的確に入手できるようにすること。第二に、学生が卖位登録状況を的確に把握し、それに

基づいて適切な科目選択ができること。第三に、卖位修得状況が良好でない学生を支援す

ること。特に、卖位修得状況が良好でなく、履修方法や学習方法を十分に理解できていな

い学生をサポートすること。 

① 履修に必要な情報の収集 

第一の目標については、現状ではオリエンテーション時に配付される資料が多く煩雑

であることが改善すべき課題である。配付資料はできる限り尐なくするように注意して

いるが、学生にできるだけ多くの情報を提供できるのはオリエンテーション時のため、

種類の異なるプリントが多数配付され、学生がそれらから必要な情報を見つけ出し、適

切に保管できるように何らかの工夫が必要である。 

次に、演習科目の選択については、１年次の演習科目はクラス指定制になっているが、

２年次以降の演習科目については説明会を実施し、必要な情報を提供している。課題と

しては、すべての担当教員の説明を聞くには９０分以上を要する場合もあり、学生の負

担軽減についての配慮が必要である。 

② 適切な科目選択 

第二の目標については、経済学部では１年次生にコースごとの「ユニット型時間割」

を表示した履修資料を配付し、履修すべき科目の登録を指導している。２年次生以上に

ついては、「修得卖位状況チェック表」を配付し、成績表と照らし合わせてチェックす

るように指導している。チェック表によって、卖位修得した科目とこれから履修すべき

科目が、コースごとに明らかになるように工夫しているので、学生に卖位修得状況およ

びそれに基づいてどの科目を履修すべきなのかを自为的に把握させることが可能である。

このような学部独自の資料を作成し、学生が卖位修得状況を的確に把握し、それに基づ
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いて適切な科目選択ができるように組織的に取り組んでいる。 

③ 卖位修得のためのサポート 

第三の目標については、オリエンテーション時に１年次・２年次は修得卖位数が一定

以下の学生については、現状を理解させ４年間で卒業するように指導している。３年次

以降については、一定の卖位数以下の学生については、事務職員と連携し学部長経験者

を含む経験豊かな教員ができるだけ尐人数で履修指導に当たるように努めている。なお、

全学年で教員による個別の履修指導も実施している。 

④ 今後の課題 

以上のように、多人数の学部のため履修指導には十分な配慮が必要であり、学部独自

の履修資料の作成や経済学部のほとんどの教員がオリエンテーション時の履修指導に参

加するなど、組織的に履修指導に当たっていることは評価できる。 

もっとも、現状の卒業率ならびに退学率を考えるとさらなる努力が必要である。今後

の課題は、第一に、学生に対する教員の効率的な履修指導のためのさらなる工夫である。

第二に、オリエンテーションを欠席する学生への方策である。平成２１年度前期のオリ

エンテーションの欠席率は、平成２０年度入学生（２００８年度生）が２０．１％（１

０３名）、平成１９年度入学生（２００７年度生）が１９．０％（５５名）、平成１８

年度入学生（２００６年度生）が２３．２％（４５名）、留年生が５９．８％（４９名）

であった。平成１８年度入学生（２００６年度生）と留年生では、就職活動のためオリ

エンテーションを欠席した学生も含まれると思われるが、問題は卖位修得状況の良好で

ない欠席者である。これらの学生の中には、本学部のカリキュラムを十分に理解せず、

適切な科目選択ができていない学生が尐なくないと考えらる。 

 

【改善方策】 

履修指導における改善費方策は、次の３点である。 

第一に、オリエンテーション時に配付される資料について、適切に保管できるように何

らかの工夫が必要であるため、教務部と協議する。 

第二に、２年次以降の演習科目説明会の長時間にわたる開催時間による学生の負担を軽

減するための取り組みとして、平成２１年度は２年次前期配当の演習科目の授業時間に、

「２年次後期配当の演習科目説明資料」および「担当者の質問受付のためのオフォスアワ

ーの時間帯の一覧」を配付し、説明会からオフィスアワーでの説明に試行的措置として変

更する。 

第三に、学生本人が本学部のカリキュラムを十分に理解した上で、为体的に科目を選択

することが望ましく、入学時の「高・大接続プログラム」の一環として、新入生に本学部

のカリキュラムを十分に理解させるための研修を実施する。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

留年者数は、平成１７年度は１６１名、平成１８年度は１３４名、平成１９年度は１０

３名、平成２０年度は７７名、平成２１年度は７６名で、減尐傾向にある。本学部では、

留年者に対して以下の教育上の措置を実施している。 

① 全学的な取り組み 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を再試験制度

として設けている。ただし、受験できるのは、４０点から５９点の範囲内で不合格にな

った科目に限定している。 

平成１７年度から「必修科目」が不合格となった場合の再登録、登録制限卖位数に含

まないこととしている。また、通学課程とは履修形態がことなることから、本学通信教

育部で履修できる卖位数を、２年次以上の者は卒業までに１６卖位まで所定の手続きを



- 153 - 

 

行って履修することができ、登録制限卖位に含まないこととしている。 

また、在籍年数を充足し、前期科目を修得することによって所要卒業卖位を充足した

学生に対し、前期末の卒業を認めている。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデ

ル修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導と、

教育懇談会では三者による懇談ができるようにしている。 

② 学部独自の取組み 

本学部では、学部独自の取り組みとして、次の３点を実施している。 

第一に、「ゼミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」の再履修クラスの設定である。「ゼ

ミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」は、１年次配当の必修科目であるが、卖位を修得し

ていない学生に再履修クラスを設定している。再履修クラス設定の理由は、卖位未修得

者、特に留年生にとって、年齢の大きく離れた１年次生と基礎的内容について一緒に学

ぶのは不適切であるという判断による。 

第二に、オリエンテーション時の履修指導は４年次生と分けて、行っている。 

第三に、平成２０年度後期から出席管理科目を設定した。専攻科目の一部のクラスを

出席管理科目に設定し、その科目を履修した留年生は「出席カード」に出席１回ごとに

担当者からサインをもらい、月末ごとにカードのコピーを教務課に提出するという措置

を取った。これにより、授業への出席の自为管理を求めるように促している。 

 

【点検・評価】 

① 再試験制度 

留年者の再試験受験者数および再試験受験による卒業者数は表Ⅲ－３４のとおりであ

り、再試験制度は有効に機能していると判断できる。 

 

表Ⅲ―３４ 留年者の再試験受験者数および再試験受験による卒業者数 

年 度                                  平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

学 期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

留年者の再試験受験者数 13 6 13 5 4 5 7 2 

再試験受験による卒業者数 12 6 11 4 2 5 7 2 

 

② １年次配当の演習科目の再履修クラス 

留年生の「ゼミナールⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」再履修クラスの登録状況は、表Ⅲ―３

５のとおりである。登録者数に関係なく、１年次配当のゼミナールの再履修クラスを設

定することは教育上、望ましいと判断する。 

 

表Ⅲ―３５ 留年生のゼミナールⅠＡ・ⅠＢ再履修クラスの登録者数 

 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

ゼミナールⅠＡ 3名 2 名 1名 6名 

ゼミナールⅠＢ 6名 0 名 1名 2名 

 

③ 出席管理科目 

平成２０年度後期の出席管理科目のクラス数は１４クラスで、対象学生は７８卖位以

下の４年次生と留年生７３名であったが、出席カードを提出した学生は３名であった。 

 

【改善方策】 

以上の取り組み（履修指導については（「（１）学生に対する履修指導の適切性」の項を

参照のこと。）の成果もあって、現在の留年者数が減尐傾向にあると考えられるので、現行

の措置を継続する。なお、出席管理科目については、一定の経過期間を待って点検・評価
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し、その効果と方法について再検討する。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ・ＳＤ活動は、教育開発支援センターが中心となって企画し、平成１８年度から実

施している。また、本学部および学部間における教育改善に向けた活動を実施している。 

① 教育開発支援センターが中心となって企画しているＦＤ・ＳＤ活動 

ア．講演会・ワークショップ 

教育開発支援センターが中心となって企画しているＦＳＤ活動は、平成１８年度に

ハワイ大学ホノルルコミュニティカレッジとのＦＳＤ活動の交流からはじまった。庶

務課との共催によって、平成１８年１１月６日から１１月８日の３日間にかけて、「ワ

ークショップ（学習支援組織の役割について）」を、ハワイ大学ホノルルコミュニティ

カレッジ（ＨＣＣ）との連携により開催した。同大学の教職員による授業方法の改善・

学習支援・広報等、同大学で実施している様々なＦＤ・ＳＤ活動についての報告と本

学の教職員とのディスカッションによって、海外のＦＤ・ＤＳ活動の理解を深めた。

報告内容は、「Refining Classroom Teaching Strategies ～よりよい教育を教室で行

うために」・「組織の戦略的計画立案と実行について」・「ハワイ大学マノア校アウトリ

ーカレッジのプログラムについて」・「学習新組織の役割について」・「マーケティング

および学生獲得戦略」であった。なお、教員対象のワークショップは、「Refining 

Classroom Teaching Strategies ～よりよい教育を教室で行うために」である。 

なお、平成１８年度の教育開発支援センター为催による講演会は３回開催された。

講演内容は「知識創造型ユビキタスな学びプロジュクト」・「変わるアメリカにおける

ＦＤの役割」・「ゆとり世代の学生実態」・「ＩＣＴの教育への活用・ユビキタスな学習

環境をデザインする」・「学生の就職活動、今の状況とは」をテーマに実施した。 

平成１９年度は講演会を３回開催した。講演内容は「学生との接し方」・「分かりや

すい授業づくり」・「大学の認証評価制度について」をテーマに実施した。また、ＦＤ

／ＳＤワークショップを開催し、前期に「分かりやすい講義の構築（教員用）」・「学修

支援（職員用）」・「キャリア形成支援（教職員共通）」・「Ｗｅｂサイトによる大学広報

（教職員共通）」をテーマとして、後期に「初年次教育支援プログラム」・「キャリア教

育支援プログラム」・「ＩＣＴ教育支援プログラム」をテーマに在職年数等を制限し実

施した。 

平成２０年度は講演会を２回開催した。講演内容は「発達障がいのある学生支援」・

「セクシュアル・ハラスメントの防止」・「就職環境と学生指導」・「質の高いキャリア

支援を目指して」をテーマに実施した。また、ＦＤ／ＳＤワークショップでは、全体

講演会として「大学教育で求められること」をテーマに実施した後、「学部教育」・「学

修支援」・「キャリア支援」・「学生支援」のテーマ毎に分かれ管理者研修を実施した。

また、特別企画として「ジャーナリズムの立場からの大学評価」をテーマにＳＤ（Ｆ

Ｄ）講演会を実施した。 

イ．オープンクラス・ウィークス（公開授業） 

ＦＤ活動の推進を目的に、互いに授業を参観する「オープンクラス・ウィークス」

を平成１９年度より実施している。後期からは、教職協働の観点から専任教員だけで

なく職員も参加するようにし、また、平成２０年度からは兼任教員も対象とし、全学

的に取り組んでいる。さらに、平成２０年度後期は、「各学部における初年次配当の（学

びの扉）に当たる科目の授業参観」・「大規模教室の授業参観」・「キャリア関連科目の
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授業参観」「兼任教員担当科目の授業参観」の４つのテーマに沿った授業参観を実施し

た。なお、「オープンクラス・ウィークス」で教員から推薦のあった授業による「公開

授業および研究会」も開催している。 

ウ．新任教員の研修 

「大学および学部（学科）の特色を理解し、授業改善の重要さを認識するとともに

教育の資質向上に努めることを目的」として、新規に採用した教員を対象にＦＤ新任

研修を実施している。参加者は、対象となる新任教員のほかに、教育開発支援センタ

ー所長、当該学部長、教務部長および関連の事務職員である。 

エ．ＦＤ活動ワークグループ 

教育開発支援センターでは、ＦＤ活動ワークグループを組織し、各学部から複数名

の構成員が参加し、ＦＤ活動の推進に当たっている。これまでに組織されたワークグ

ループは、平成１８年度に、「OGU-Caddie ユーザー・ワークグループ」「分析・評価ワ

ークグループ」「学部（学科）特色明確化ワークグループ」、「キャリア教育ワークグル

ープ」、「初年次教育ワークグループ」、平成２０年度に「ソーシャルスキル教育推進ワ

ークグループ」である。 

オ．大学満足度調査 

平成１８年度から卒業年次生に対して、大学満足度調査を実施している。調査項目

は、「授業全般」「学生のマナー」「対人関係」「学費」「施設や設備」「学生サービス」

の６つの分野に分かれている。 

カ．ＦＳＤ活動報告書・広報誌の発行 

平成１９年度から毎年度、「ＦＳＤ活動報告書」を専任教員に配付しており、本学の

ＦＤ・ＳＤ活動状況を全学的に共有できるようにしている。同じく、ＦＤジャーナル

『渺望』を平成１９年度から教職員および学外に配付し、本学および各学部の取り組

みを公開している。 

② 本学部独自のＦＤ活動 

ア．経済数学勉強会 

経済学部の学生に経済理論で使われる数学の理解をより深めさせる目的で、「経済数

学勉強会」を発足し、OGU-Caddie ならびに『大阪学院大学通信』に教材を掲載し、自

習できるようにした。学生は、学びたいテーマについて、OGU-Caddie から自由にダウ

ンロードして自習することができる。各テーマは自習が可能なように、①導入、②展

開、③経済学への忚用という点に配慮して構成されている。平成２０年度までに掲載

された教材は、以下の通りである。（「（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」の項を参照のこと） 

(1) 国民所得統計と経済分析の基本特性 

(2) 数学の基本的な考え方 

(3) 方程式の考え方 

(4) 式とグラフ（１次関数、２次関数とグラフ） 

(5) 微分Ⅰ（極限と導関数） 

(6) 微分Ⅱ（最大・最小化問題） 

(7) 弾力性 

(8) 数列 

(9) 指数と対数 

(10) 記述統計の基礎（平均、分散、標準偏差） 

(11) 推測統計Ⅰ（確率と確率変数） 

(12) 推測統計Ⅱ（正規分布と確率計算） 

(13) 推測統計Ⅲ（推定と検定） 

(14) 積分Ⅰ 

(15) 行列代数 
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(16) 産業連関論入門 

(17) ゲームの理論入門 No.１  

(18) 経済モデルと定差方程式 

(19) 微分Ⅲ(制約条件付き最適化問題) 

(20) 場合の数，事象，確率 

(21) 積分Ⅱ 

(22) イギリス古典派の自由貿易思想・比較生産費説 

(23) 数列-発展編- 

(24) ゲームの理論入門 No.２ 

(25) 消費者選好理論による物価指数への接近 

イ．経済用語集エコノボキャビル 

本学部の専攻科目担当者の担当科目を中心に、学生の学修支援の便を図るために経

済用語集「エコノボキャビル」を作成して、学部ホームページに掲載している。（「（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」の項を参照のこと） 

ウ．授業科目 

導入科目の「経済入門」では、担当者間での授業内容についての協議を行っている。

演習科目については、1年次配当科目において授業内容について担当者間で協議をし

ている。「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」については、コーディネーターが『英

語通信』を電子メールにて発刊し、科目担当者間で必要な情報を交換している。さら

に、年度末には担当教員にアンケートを実施し、アンケート結果を『英語通信』で報

告し、授業内容の改善に反映させている。（「（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」を参照のこと。） 

エ．キャリアセンターとの連携によるキャリア教育支援 

本学部では、就職率改善に向けて、キャリアセンターとの連携で就職支援講座を開

催してきた。平成１９年度にに「特別合同ゼミ委員会」を設け、キャリアセンターと

連携してキャリア教育に係る合同ゼミナール（プチトークセミナー）を実施し、1 年

次配当のゼミナールのクラスが参加した。このような取り組みを通じて、本学部は、

キャリアセンターと就職支援に必要な教育指導法の開発に努めている。（「（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（大学設置基準第１９条第１

項）」および「（２）卒業生の進路状況」の項を参照のこと。） 

③ 学部間のＦＤ活動 

第一に、本学の海外留学プログラムのひとつである「Ｐｒｏｊｅｃｔ ７００」を推進

するに当たり、経済学部は「グローバル・エコノミーコース」、経営学部は「グローバル

管理者育成コース」を新設した。両コースの英語教育について、両学部の英語科目担当

者間で協議をし、授業内容に反映させている。第二に、経営学部と履修指導の方法につ

いて情報交換を行っている。第三に、本学部では学生の学習支援を目的に、前期・後期

の定期試験前に「ヘルプデスク（学習相談会）」を開催し、法学部、国際学部と共同で開

催している。 

 

【点検・評価】 

① 教育開発支援センターが中心となって企画・実施しているＦＤ・ＳＤ活動 

ア. ＦＤ／ＳＤ講演会参加状況 

ＦＤ／ＳＤ講演会参加状況は、下表のとおりである。平成１８年度・１９年度を通

じて、半数未満の参加は２回で、それ以外は半数以上の教員が参加している。平成２

０年度に入ると、ほぼ３分の２の参加があり、講演会が本学部で定着し始めたと言え

る。また、事務職員対象の講演会（平成２０年６月３０日開催）においても約４割の

参加があった。講演内容については、多方面に及んでおり、本学部のキャリア支援に

関する取り組みやキャリアセンターの取り組みなど、本学内でのＦＤ／ＳＤ活動につ
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いての報告も含まれており、バランスが取れていると評価できる。 

 

表Ⅲ―３６ ＦＤ／ＳＤ講演会 参加者数 

年 度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

開  催  日 H18.11.27 H19.1.29 H.19.2.26 H19.4.23 H19.6.25 H.19.11.19 H.20.5.26 H.20.6.30 H.20.12.1 

専任教員数 36 36 36 31 31 31 32 32 31 

参 加 者 数 16 18 18 17 19 15 21 13 21 

参加率 ( % ) 44.4 50.0 50.0 54.8 61.3 48.4 65.6 40.6 67.7 

注：各年度の専任教員数は、海外留学者・特別研究制度適用者・休職者を除く。 

 

イ．ＦＳＤワークショップの参加状況 

ＦＳＤワークショップの参加状況は、下表のとおりである。平成１８年１１月６日

に実施されたワークショップでは２名、平成１８年１１月８日に実施されたワークシ

ョップでは１名が参加した。平成１９年７月３１日(火)と８月３日（金）に実施され

たワークショップでは 1名が参加した。平成２０年３月５日（水）のワークショップ

は６名、平成２０年８月５日(火)は４名、平成２１年３月１０日（火）は５名がそれ

ぞれ参加した。 

 

表Ⅲ―３７ ＦＳＤワークショップの参加者数 

テーマ 実施日 参加者数 

「Refining Classroom Teaching Strategies ～よりよい

教育を教室で行うために」 

平成 18年 11月 6日(月) 

 ２名 

「Refining Classroom Teaching Strategies ～よりよい

教育を教室で行うために」 

平成 18年 11月 8日(水) 

 
１名 

教員：「分かりやすい講義の構築」 

事務職員：「学修支援」 

共通：「キャリア形成支援」「Ｗｅｂサイトによる大学広報」 

平成 19年７月 31日(火)・

8月 3日（金） １名 

メインテーマ:「教育支援プログラム」 

分科会テーマ：「初年次教育支援プログラム」「キャリア教

育支援プログラム」「ＩＣＴ推進支援プログラム」 

平成 20年 3月 5日（水） 

６名 

『平成 20年度 ＦＳＤ活動報告書』32頁以降参照。 平成 20年 8月 5日(火) ４名 

「学部・学科でのこれまでの取り組みの評価および改善」 平成 21年 3月 10日（火） ５名 

注）１．「Refining Classroom Teaching Strategies ～よりよい教育を教室で行うために」のテ

ーマで 2回ワークショップが実施された。 

 

ウ. オープンクラス・ウィークスの実施状況 

オープンクラス・ウィークスの実施状況は、表Ⅲ―３８のとおりである。延べ参観

数が平成１９年度後期から半減しているが、各教員が参観する最低クラス数を４クラ

スから２クラスに変更したためである思われる。参観クラス数を減らしたのは、４ク

ラスを参観することは教員に大きな負担になったことに加えて、教員の担当科目に関

連する授業内容のクラスが限定されること等の理由からである。参観した教員数およ

び比率については大きな変動はない。参観を受けた教員については、数および比率は

低下しているが、同じ教員の授業を繰り返し参観するのではなく、他の学部の授業を

参観する教員が増えたことが原因として考えられる。そのため、参観公開科目数の実

施数も半減している。 

参観した授業については授業参観報告書を作成し、教育開発支援センターを通じて

参観を受けた教員に提出することになっている。授業を参観した教員のみならず、授
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業の参観を受けた教員も報告書が授業改善の参考資料になるよう配慮している点は評

価できる。また、ＦＳＤ活動報告書には、「オープンクラス・ウィークスで見出された

授業改善の工夫」について報告されており、具体的な方策が提示されている。 

 

表Ⅲ―３８ オープンクラス・ウィークス実施結果 

 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 

延べ参観数 79 34 43 36 

参観した教員合計数 

参観した教員の率 

21 

67.7% 

17 

54.8% 

22 

68.8% 

21 

67.7% 

参観された（公開）教員合計

数 

参観を受けた（公開）教員の

率 

23 

74.2% 

19 

61.3% 

18 

56.3% 

16 

51.6% 

    全教員数 31 31 32 31 

参   観 

公開科目数 

実施数 
35 

26.3% 

28 

20.4% 

25 

18.0% 

19 

13.8% 

対象科目数 

（専任担当） 
133 137 139 138 

注：各年度の専任教員数は、海外留学者・特別研究制度適用者・休職者を除く。 

 

エ. ＦＤ活動ワークグループ 

本学部のワークグループへの参加状況は表Ⅲ―３９、４０のとおりであり、本学部の

教員は「分析：評価ワークグループ」以外のすべてのワークグル―プに所属しており、

全学的なＦＤ活動の推進に貢献している。 

 

表Ⅲ―３９ 平成１８年度に組織されたＦＤ活動ワークグループ  

名  称 参加者数 

OGU-Caddieユーザー・ワークグループ 3名 

分析・評価ワークグループ 0名 

学部（学科）特色明確化ワークグループ 2名 

キャリア教育ワークグループ 4名 

初年次教育ワークグループ 1名 

 

表Ⅲ―４０ 平成２０年度に組織されたＦＤ活動ワークグループ  

名  称 参加者数 

ソーシャルスキル教育推進ワークグループ 4名 

② 学部独自のＦＤ活動 

「経済数学勉強会」の教材作成は「経済数学」に限定してきたが、教材も充実してき

たことから、学生に必要な教材を幅広く募る必要がある。キャリアセンターとの連携に

よるキャリア教育支援については、キャリアセンターとの連携を強化し、合同ゼミナ－

ルを通じて１年次生・２年次生のキャリアに対する意識を高めていくことが必要である。 

③ 学部間のＦＤ活動 

ア. 英語教育 

本学部の「グローバル・エコノミーコース」と経営学部の「グローバル管理者育成

コース」の英語教育について学部間で連携していることは評価できる。 

イ．履修指導 

経営学部が実施していた授業開始後の早い段階からの出席状況調査及び保護者への
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出席状況の通知を、平成１９年度より本学部でも実施している。さらに、平成１９年

度より経済学部で考案した履修指導資料の「これまでに卖位を修得した科目の一覧」

を経営学部で考案された「卖位修得状況チェック表」に変更した。チェック表は簡素

で使いやすく、平成２０年度には他学部でも履修指導の資料として普及しており、学

部間の取組みに関する情報交換は有効である。 

ウ. ヘルプデスク 

法学部、国際学部と連携し、恒例の行事として合同実施しており、学生の学修の活

性化に必要な方策であると考えられる。ただし、「ヘルプデスク」に参加する学生数は

教員によって一様ではない。実施方法については個々の教員に委ねられているが、教

員間での情報交換も必要である。 

 

【改善方策】 

① 教育開発支援センターが中心となって企画しているＦＤ・ＳＤ活動 

ＦＤ／ＳＤ講演会およびＦＳＤワークショップについて、本学部で特に必要なテーマ

があった場合は、随時、教育開発支援センターと協議する。「オープンクラス・ウィーク

ス」については、平成２１年度は休止し、実施方法について点検評価することになって

いる。ＦＤ・ＳＤ活動のための目的別ワークグループについては、導入・基礎から専門

（１年次から２年次）への円滑な移行を推進するためのワークグループの設置に向けて、

教育開発支援センターと協力し準備作業に入っている。 

② 学部独自のＦＤ活動 

「経済数学勉強会」に関しては、今後、数学に限定せず、就職支援にも必要なＴＯＥ

ＩＣ®対策の英語や国語等に関する教材など、幅広く募る。キャリアセンターとの連携に

よるキャリア教育支援については、１年次配当・２年次配当のゼミナールを中心にキャ

リアセンターとの連携プログラムを実施し、経済学部とキャリアセンターの組織的な連

携をさらに推進する。 

③ 学部間のＦＤ活動 

英語教育については、本学部の「グローバル・エコノミーコース」と経営学部の「グ

ローバル管理者育成コース」の連携をさらに強化する。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

「講義要項（シラバス）」は、一定の書式に従って教員間で記述内容に差や量の精粗がな

いように編集・作成している。シラバスの項目は、「講義テーマ」・「目的および概要」・「講

義スケジュール（授業計画）」・「評価基準・方法」・「学生への要望・留意点（オフィスアワ

ーを含む）」・「教科書」などとしている。「講義スケジュール（授業計画）」では講義毎の内

容を記載し、講義の目的や自为学習ができるように配慮、「評価基準・方法」では「定期試

験」・「レポート」・「日常点（出席・小テスト等）」・「その他」の項目に割合を記入するよう

にしている。平成２０年度は特に「講義スケジュール（授業計画）」と授業回数が同一とな

るように記載している。 

 

【点検・評価】 

シラバスの作成については特に問題があるとは思われない。 

その活用については、授業評価のチェック項目の中に、教員がシラバスに沿った講義を

行っているかどうかの項目を設け、その結果を反映させている。しかし、学生が履修登録

をする際に、シラバスの内容から判断して授業登録をしているか、それとも個人的なスケ

ジュール優先で登録しているかの判断は困難である。 
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【改善方策】 

各講義において、シラバスに基づいて学修内容や参考文献等の学修ガイダンスを徹底さ

せるように指導する。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

平成１４年度後期から授業評価を実施し、平成１６年度に調査項目について検討を行い、

平成１７年度後期から「自由表記」による調査を実施し、平成１８年度前期から現在と同

様の項目で各学期に実施している。調査は学期終了の３週間程度前に実施し、実施期間中

に授業担当者から調査用紙を配付し、各教室に設置された回収箱に学生が提出する。この

結果の公表は授業終了後となるため、早期に学生の意見を授業に反映させるための方策と

して、授業開始１か月後に自由表記による授業評価を希望する教員が実施し、授業担当者

が直接回収する方法で実施している。 

授業評価の結果は、「受講態度」「授業」「授業担当者」「総合評価」の分類で設問項目を

２４項目に設定している。また、提出された評価用紙は、データを読み込み、誤読等の修

正を行いながら集計している。なお、自由表記による授業評価に関する集計は行わず、授

業担当者に直接フィードバックしている。 

授業評価結果は各教員へ報告するとともに、平成１９年度後期から学内のホームベージ

により学生に開示している。学生が回答した５つの質問項目「強くそう思う、そう思う、

どちらでもない、そう思わない、全くそう思わない」について、全体と分野別に分類して

集計している。前年度との比較では、満足度として「強くそう思う、そう思う」の回答率

の和を、不満足度として「そう思わない、全くそう思わない」の回答率の和を表示してい

る。 

 

【点検・評価】 

授業内容の改善は個々の教員の努力に委ねられていたが、教員へフィードバックするこ

とにより、自らの授業を客観的に捉えることができるようになった。どのような方向で授

業の改善を行うべきかがわかり、それぞれの教育内容や指導方法の改善に反映できている

と考えられ、学生の満足度も徐々にではあるが高くなっている。問題点は、授業評価の結

果が教員に報告されるまでに一定の期間を要することである。 

 

【改善方策】 

授業評価の結果がシラバス作成時に教員に報告されると、授業計画作成のために大変参

考になると考えられるので、現在よりも早い時期に結果報告ができないか、教務部と協議

する。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

授業形態は、「語学科目」、｢演習科目｣、｢講義科目｣に分類される。 

「語学科目」の定員については、平成１８年度の共通科目担当者会議において検討し、

「語学科目」の定員は３６名に、「会話科目」は２８名を上限とするように申し合わせてい

る。「選択必修科目」で、殆んどの学生が履修し、複数クラス開講する「ベーシック・イン

グリッシュⅠ・Ⅱ」は、平成１９年度から開講曜日・講時を統一し、他の必修科目等とも

重複しないように配慮したクラス編成としている。また、双方向性を重視し、ＣＡＬＬ教
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室を活用している。 

「講義科目」は、定員を１００名から５００名を基準として設定している。ほとんどの

教室でＰＣやメディアを使える環境を整えている。 

共通科目では、学期毎に担当者会議を開催し、５００名を超えるクラス、１００名未満

のクラスが発生している場合は、その対忚策として曜日・講時による調整、同一講時に配

当する科目による調整等の時間割での対忚や開講クラス数の増減を検討している。専攻科

目のうち、必修科目や基礎科目のクラス数はできる限り多く確保し、１クラスあたりの学

生数を抑えるように配慮している。 

 

表Ⅲ―４１ 共通科目 講義科目 

年  度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

学  期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

501以上 2 4 0 0 0 1 0 4 

251～500 17 15 15 17 12 13 11 9 

 

表Ⅲ―４２ 専攻科目 講義科目 

年  度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

学  期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

501以上 2 0 1 0 0 0 0 0 

251～500 9 10 3 3 2 2 5 1 

 

演習科目の定員は、尐人数のゼミナールを実現するため、２５名を超過しないように注

意している。演習科目は５～６クラス程度を１つのグループとして開講曜日・講時を同一

にするように努め、必要に忚じて合同ゼミナールを実施できるようにしている。 

 

【点検・評価】 

講義科目、語学科目、演習科目のいずれにおいても、登録者数にばらつきが生じるのは

防ぎようがないため、その都度調整をして対忚していかざるをえない。 

授業方法については、ＰＣやメディアを利用するかどうかは、科目の特性に基づく教員

の判断によるものであり、使うことがよいという判断はできないが、利用状況に沿った環

境の整備を行っている。そのため、OGU-Caddieの重要性も高まっていくと考えられる。 

 

【改善方策】 

科目のタイプに忚じた適正人数や授業方法については、事務局を交えながら、効果的な

授業が行えるよう調整を行い、施設・設備面や配当教室においてもできる限り配慮してい

く。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

設備では、大・中教室には、プロジェクタ、ＯＨＰ等の機器を設置している。設置され

ていない教室には、持ち運び可能な機器を準備し、利用できるようにしている。 

ＡＶ機器常設教室としては、「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「Ｃ

ＡＬＬ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」があるが、これらの教室は全学部対象として利用

しているため稼働率は高い状況である。なお、本学部の使用状況は、次のとおりである。 
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表Ⅲ―４３ 

経済学部が占める「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬＬ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」の利用状況  

形 態 教 室 定 員 

平成１７年度前期 平成１７年度後期 平成１８年度前期 

開講コマ数： 679 開講コマ数： 659 開講コマ数： 716 

コマ数 利用率 コマ数 利用率 コマ数 利用率 

教員用ＰＣ/ 
ビデオ/ 

プロジェクタ 
常設教室 

０２－Ｂ１－０１ 180 180 180 4 13.8% 0 0.0% 

０２－Ｂ１－０２ 288 288 288 1 3.4% 1 3.4% 

０２－Ｂ１－０３ 120 120 120 3 10.3% 2 6.9% 

０２－Ｂ１－０４ 60 60 60 1 3.4% 0 0.0% 

１６－Ｂ１－０３ 200 200 200 3 10.3% 8 27.6% 

１６－Ｂ１－０４ 200 200 200 6 20.7% 7 24.1% 

PC教室 

０２－０３－０４ 60 60 60 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０５ 60 60 60 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０９ 24 24 24 0 0.0% 4 13.8% 

０２－０３－１０ 17 17 17 0 0.0% 0 0.0% 

１２－０４－０１ 40 40 40 5 17.2% 21 72.4% 

１６－Ｂ１－０５ 40 40 40 15 51.7% 7 24.1% 

１６－Ｂ１－０７ 36 36 36 2 6.9% 6 20.7% 

１６－０１－０１ 64 64 64 12 41.4% 13 44.8% 

ＣＡＬＬ教室 

１２－０４－０２ 40 40 40 8 27.6% 11 37.9% 

１２－０４－０４ 32 32 32 5 17.2% 8 27.6% 

１２－０４－０５ 32 32 32 9 31.0% 11 37.9% 

ＬＬ教室 １２－０４－０３ 33 33 33 11 37.9% 6 20.7% 

ＡＶ教室 
１６－Ｂ１－０６ 75 75 75 10 34.5% 0 0.0% 

０１－Ｂ１－０１ 50 50 50 0 0.0% 0 0.0% 

合  計 107 15.8% 95 14.4% 105 14.7% 

 

表Ⅲ―４４ 

経済学部が占める「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬＬ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」の利用状況  

形 態 教 室 定 員 

平成１８年度後期 平成１９年度前期 平成１９年度後期 

開講コマ数： 686 開講コマ数： 547 開講コマ数： 529 

コマ数 利用率 コマ数 利用率 コマ数 利用率 

教員用ＰＣ/ 
ビデオ/ 

プロジェクタ 
常設教室 

０２－Ｂ１－０１ 180 3 10.3% 2 7.1% 4 14.3% 

０２－Ｂ１－０２ 288 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

０２－Ｂ１－０３ 120 4 13.8% 2 7.1% 6 21.4% 

０２－Ｂ１－０４ 60 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

１６－Ｂ１－０３ 200 9 31.0% 7 25.0% 9 32.1% 

１６－Ｂ１－０４ 200 5 17.2% 4 14.3% 3 10.7% 

PC教室 

０２－０３－０４ 60 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０５ 60 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０９ 24 4 13.8% 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－１０ 17 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

１２－０４－０１ 40 4 13.8% 0 0.0% 0 0.0% 

１６－Ｂ１－０５ 40 22 75.9% 5 17.9% 8 28.6% 

１６－Ｂ１－０７ 36 5 17.2% 3 10.7% 1 3.6% 

１６－０１－０１ 64 4 13.8% 1 3.6% 0 0.0% 

ＣＡＬＬ教室 

１２－０４－０２ 40 8 27.6% 10 35.7% 8 28.6% 

１２－０４－０４ 32 16 55.2% 11 39.3% 10 35.7% 

１２－０４－０５ 32 17 58.6% 3 10.7% 7 25.0% 

ＬＬ教室 １２－０４－０３ 33 5 17.2% 2 7.1% 2 7.1% 

ＡＶ教室 
１６－Ｂ１－０６ 75 11 37.9% 6 21.4% 12 42.9% 

０１－Ｂ１－０１ 50 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

合  計 117 17.1% 56 10.2% 70 13.2% 
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表Ⅲ―４５ 

経済学部が占める「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬＬ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」の利用状況  

形 態 教 室 定 員 

平成２０年度前期 平成２０年度後期 

開講コマ数： 504 開講コマ数： 502 

コマ数 利用率 コマ数 利用率 

教員用ＰＣ/ 

ビデオ/ 

プロジェクタ 

常設教室 

０２－Ｂ１－０１ 180 1 3.7% 2 7.4% 

０２－Ｂ１－０２ 288 4 14.8% 4 14.8% 

０２－Ｂ１－０３ 120 2 7.4% 6 22.2% 

０２－Ｂ１－０４ 60 2 7.4% 2 7.4% 

１６－Ｂ１－０３ 200 9 33.3% 8 29.6% 

１６－Ｂ１－０４ 200 7 25.9% 9 33.3% 

PC教室 

０２－０３－０４ 60 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０５ 60 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－０９ 24 0 0.0% 0 0.0% 

０２－０３－１０ 17 0 0.0% 0 0.0% 

１２－０４－０１ 40 0 0.0% 0 0.0% 

１６－Ｂ１－０５ 40 5 18.5% 2 7.4% 

１６－Ｂ１－０７ 36 4 14.8% 3 11.1% 

１６－０１－０１ 64 6 22.2% 4 14.8% 

ＣＡＬＬ教室 

１２－０４－０２ 40 4 14.8% 2 7.4% 

１２－０４－０４ 32 6 22.2% 12 44.4% 

１２－０４－０５ 32 5 18.5% 8 29.6% 

ＬＬ教室 １２－０４－０３ 33 2 7.4% 5 18.5% 

ＡＶ教室 
１６－Ｂ１－０６ 75 2 7.4% 4 14.8% 

０１－Ｂ１－０１ 50 0 0.0% 0 0.0% 

合  計 59 11.7% 71 14.1% 

注）コマ数とは、1週間当たりの授業回数のことである。 

 

インターネットやマルチメディアを活用した授業を行っており、学内ネットワークを利

用した授業運営では OGU-Caddie がある。 

平成１８年度から現在の機能を持つ OGU-Caddie となり、講義資料や課題の提示や提出、

小テスト、お知らせや掲示の機能があり、全教員・学生が利用できる環境となった。なお、

利用については担当教員の判断に任されている。 
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表Ⅲ―４６ OGU-Caddie の利用状況 

  
平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

総科目数： 254 総科目数： 225 総科目数： 237 

機能名 科目数 利用率 科目数 利用率 科目数 利用率 

お知らせ 35 13.8% 20 8.9% 21 8.9% 

レポート 34 13.4% 30 13.3% 18 7.6% 

アンケート 5 2.0% 2 0.9% 0 0.0% 

小テスト 6 2.4% 1 0.4% 0 0.0% 

レスポンスアナライザ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

講義資料ファイル 71 28.0% 46 20.4% 38 16.0% 

講義 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

掲示板 61 24.0% 37 16.4% 30 12.7% 

コンテンツ 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 

URL 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 

SCORM 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

簡易 HTML 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

本項目について、経済学部では独自に次の２つの試みを実施している。すなわち、学部

で教材を作成し多様なメディアを活用することで、それぞれの授業や学生の自習に資する

ように配慮している。 

第一に、「経済数学勉強会」が作成した教材を OGU-Caddie ならびに『大阪学院大学通信』

に掲載し、自習できるようにした。学生は、学びたいテーマについて、OGU-Caddieから自

由にダウンロードして自習することができる。第二に、経済用語集「エコノボキャビル」

を作成して、学部ホームページに掲載して、学生の学修支援の便を図っている。 

 

【点検・評価】 

教員用ＰＣ／ビデオ／プロジェクタ常設教室、ＰＣ教室、ＣＡＬＬ教室、ＬＬ教室、Ａ

Ｖ教室の利用状況について、それぞれの教室の利用状況を合計すると、利用率ならびにコ

マ数（１週間当たりに利用される該当科目の授業回数）は、平成１８年度後期を除きほぼ

一定している。これらの教室の利用は、科目担当者の判断および教室利用の学部・担当者

間の調整が図られている。なお、経済学部では、１年次前期に演習科目において「OGU-Caddie

の使い方」についての授業を実施し、組織的にＰＣ教室を利用しているが、OGU-Caddie の

利用状況については、減尐傾向にある。ただし、「経済数学勉強会」の教材は、OGU-Caddie

を通じて経済学部生がアクセスするため、経済学部における OGU-Caddieの組織的な運用と

いう点では評価できる。 

 

【改善方策】 

個々の教員による OGU-Caddieの利用状況については減尐傾向にあるので、講習会等の開

催についてＩＴセンターと協議する。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

平成１７年度から「経済学特別講義」でケンブリッジ大学クイーンズカレッジと本学を

インターネットで接続してグローバル経済に関する遠隔授業を実施している。 

本講義の成績優秀者には、「ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログラム」

の機会が与えられ、同大学での集中講義を受講できる。 



- 165 - 

 

平成２０年度からは、他の専攻科目と同様に、半期週２回の講義として、前期と後期に

異なるテーマで実施している。なお、受講者は、学部生・聴講生の大学院生を含め、１５

名程度までと定めている。 

 

【点検・評価】 

平成１７年度から実施している遠隔授業の長所は、次の３点である。第一に、日本にい

ながらケンブリッジ大学の教員の授業を受講できる。第二に、本学教員による授業によっ

て英語による授業理解のサポートを実施している。第三に、ケンブリッジ大学の担当者が

本学に来校し本学での対面授業を実施している。今後の課題は、講義を理解するのに必要

な英語力と経済学の知識の双方を保持した学生をより多く養成することである。 

 

【改善方策】 

今後の課題に対する改善方策については、「グローバル・エコノミーコース」では「経済

学の知識と高度な英語力を備えた視野の広い実践的な人材育成」を目指していることから、

同遠隔授業と同コースの連携をケンブリッジ大学クイーンズカレッジの講義担当者間と協

議中である。（検討内容については、『（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８

３条との適合性』および『（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忚するため、外国語能力の育成」のための措置

の適切性』の項の改善方策を参照のこと。） 

 

【法学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

法学部法学科の教育課程を構成する諸科目は、共通科目・専攻科目・演習科目に大別さ

れる。共通科目は「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養す

る」（設置基準１９条２項）ための諸科目で、専攻科目は「学部等の専攻に係る専門の学

芸を教授」（設置基準１９条２項）するための諸科目である。専攻科目については、系統

的な学修を確保するために、各科目の重要度に忚じて先修科目群・基幹科目群・展開科目

群・その他の４区分が設定され、それぞれ所定数の卖位修得が要求される。共通科目と専

攻科目については、双方が４年間を通じて並存する、いわゆるくさび形の履修プログラム

を採用している。演習科目は、全てのクラスを法学部専任教員が担当する尐人数教育の科

目（定員２０名程度）であり、通年で開講される。１～４年の各年次にわたる４科目１６

卖位が必修であり、全学生の受講が保障されている。演習科目は、一方で、大教室講義で

は実現の難しい学生の为体的学習やきめ細かな個別的指導が可能な場であるとともに、も

う一方でホームルームの機能をも担っている。 

法学部で「学士（法学）」の学位を取得し卒業するためには、これらの中から計１２８

卖位以上を修得する必要がある。その際、法学の専門知識とリーガルマインドを身に付け

て「法を“武器”に現代社会を“正しく”生き抜く人材」を育成するためには、確固たる

基礎を築いた上で忚用的・発展的な学修を積み上げることが不可欠である。学生が法の諸

観念・諸原理になじむには時間がかかるため、为要な法分野を扱う科目については１年次
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から学修を始められるよう、配当年次の全般的前倒しを図っている。法学部の教育課程に

基づく各年次の履修内容は、概ね次のとおりである。 

１年次前期には、共通科目（各２卖位）の中から自由に選んだ科目の学修が中心となる

が、必修の１語学１科目（２卖位）、専攻科目のうち導入科目的意義をもち先修科目群に

位置づけられる「法学案内」「公法概論」「民事法概論」の３科目（各２卖位）、および

１年次配当の演習科目「一般ゼミナール」の履修が求められる。「一般ゼミナール」では、

高校までとは違った大学での学習方法になじみ、広く学問研究一般の基礎を身に付けるこ

とが目標とされている。 

１年次後期には、必修の語学１科目（２卖位）のほか、共通科目から自由に選んだ科目

を履修するが、専攻科目の「憲法Ⅰ(統治機構）」「刑法総論」「民法Ⅰ(総則）」３科目

（いずれも先修科目群・４卖位）により、法学の中でも最重要の領域につき本格的な学修

を開始する。「一般ゼミナール」では、前期からの学修が継続される。 

２年次では、法学の基本的領域を扱う専攻科目（先修科目群および基幹科目群）の学修

が中心となる。前期の履修登録時には、行政コース・企業コース・市民コースの３コース

から、自己の卒業後の進路を考慮して１つを選択するが、そのコース選択により、各科目

群の科目構成が若干異なることになる。必修の演習科目「入門ゼミナール」では、法学領

域に焦点を当てた尐人数教育により、専門的な研究の手ほどきとサポートを受ける。その

ほか、共通科目についても、相対的に高度な内容を扱う２年次配当科目を含む科目群の中

から、自己の意欲と関心に忚じて自由に科目を選択し学修することができる。 

３年次でも専攻科目の学修が中心となるが、基幹科目群のほか、忚用的・発展的内容を

含む展開科目群にも選択の幅が広がる。３年次配当の演習科目「専門ゼミナールⅠ」は、

受講生が特に関心をもった法学分野について専任教員とともに学修する場であり、４年次

配当の「専門ゼミナールⅡ」へと続く実質的に２年連続の科目である。共通科目から自由

に選択できることは２年次までと同様である。４年次では、卒業要件となる卖位数のうち

未修得の部分があれば、まずそれを補完する。さらに、一方で卒業後の進路に忚じ、その

ための準備に当たるとともに、他方で自己の意欲と関心に忚じて共通科目や専攻科目を学

修し、４年間の学修を仕上げる。なお、本学法学部においては、いわゆる卒業論文は課さ

れない。 

以上のほか、他学部の専攻科目も、履修が可能なものは、履修し合格すれば卒業所要卖

位に算入することが認められる。また、学外での学修成果について卖位修得が認められる

若干の制度が導入されている。 

 

【点検・評価】 

従来、法学部学生には、卖位の取りやすさの風評や時間割を組む上での便宜から、各科

目の重要度や学修する順序には意を用いずに履修する科目を選択する傾向が見られた。そ

こで、学科の再編・統合に際して、専攻科目の開設科目数を減らすとともに、为要科目の

系統的学修を確保するため、専攻科目を学修の優先度に忚じて先修科目群等の４種に区分

し、かつ学生の多様なニーズに忚えるため、３コースからなるコース制を導入した。しか

し、新学科の発足から平成２０年度末で満３年であり、未だ卒業生を送り出してもおらず、

新カリキュラムが全体として期待通りに機能しているかどうか評価を下すには時期尚早と

思われる。 

ただ、キャリア形成関係科目は、新学科の教育課程を検討していた当時その重要性につ

いて学部内で認識が乏しく、新学科はキャリア形成関係科目を用意しないままスタートし

た。その後平成２０年度より、共通科目の「キャリアデザイン入門Ⅰ」、「キャリアデザ

イン入門Ⅱ」や専攻科目の「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、「キャリ

アデザインⅢ」が追加されたが、その内容や位置づけについて学部内で十分に論じられ理

解されているとはいえない。 
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【改善方策】 

キャリア形成関係科目の内容、構成および位置づけについては再検討を要し、とりわけ

法学部の学生に適したキャリア形成科目の設置が必要と考えられる。また、カリキュラム

全体についても、平成２１年度に法学科が完成年度を迎えるのを機に、検討委員会を設け

て見直しを図る。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育の実施を目的とする科目として、１年次生を対象に通年で開講される演習科目

「一般ゼミナール」が設けられている。この科目は、大学において広く学問一般を学ぶ基

礎的な心構えや知識の修得、資料収集・読解・発表・討論などの手法を身に付けることの

ほか、大学生活そのものに慣れることから、各種イベントを通じての仲間づくり、大学生

としての生活マナーの向上を目的とする必修科目である。その担当者は全て法学部専任教

員であり、また定員２０名程度の尐人数のクラスで開講されることから、成長度が著しく

異なる個々の学生の状況に合わせたきめ細かな指導が可能となっている。特に、平成１９

年度からは、「一般ゼミナール」の共通目標として国語力の強化を掲げ、毎授業時間の冒

頭に漢字検定問題や日本語文章能力検定問題を利用した小テストを実施している。 

もとより、このような目的は必ずしも１年限りで容易に達成可能なものではなく、２・

３・４年次生を対象とした演習科目においても引き続き追求される。これらもまた必修で

あり、その重要性を考慮して、１・２・３年次のゼミナールのクラス選択に際しては事前

に担当教員が一堂に集まり、演習内容や方法等についての説明会を開催している。また、

同一年次の演習科目については、複数クラスによる合同企画を実施するなど、より一層多

様な授業の試みを可能にするため、授業時間帯の共通化が図られている。 

また、平成２０年度入学生以降については、基礎教育の実施を目的として、共通科目に

属する「表現Ａ(日本語)」「表現Ｂ(情報)」「表現Ｃ(スポーツ)」が開設された（「導入

教育ユニット」と称される）。１年次生は、これら３科目のうち１科目を履修することが

求められる。平成２０年度において、法学部の受講者数は１６７名、うち合格者１３３名

（合格率７９．６％）であった。 

倫理性を培う科目としては、共通科目においては「哲学入門」、「倫理学概論」、「倫

理学特論」、「宗教学」、「東洋の思想」、「西洋の哲学」が、専攻科目においては「法

哲学Ⅰ」、「法哲学Ⅱ」、「法思想史」、「社会思想史」が開設されている。しかし、法

学教育の目標であるリーガルマインドの修得というのは、それ自体が倫理性を基礎とする

ものであり、法学部の教育課程を構成する各科目の学修を通じてリーガルマインドの涵養

が追求されることになる。 

 

【点検・評価】 

１年次生対象の演習科目については、学科統合の際の論議を経て、その意義について再

確認がなされた。２年次生対象の演習科目は従来存在しなかったが、学科統合に際して「入

門ゼミナール」が開設された。これにより、２年次生の把握・指導がしやすくなっている。

とはいえ、学生の基礎的能力に相当の差があることを顧慮すれば、正課の科目で施せる基

礎教育には限界があることも否定できない。学習支援室での補習など、正課外でも、個々

の学生の必要に忚じた基礎教育の多様な機会を設け、充実させることが必要である。 

倫理性を培う教育については、法学教育全般がその役割を担うことになり、各科目の学

修を通じてリーガルマインドを育成することができれば、基本的にはそれで足りると考え

られる。しかし、必要な局面で役に立つだけのリーガルマインドを身に付けるためには、

教育課程が適切に構成されていることとともに、系統的かつバランスのよい各科目の学修

が必要であり、ただ卖位を揃えて卒業要件を充たすことのみ追求しての学修では不十分で
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ある。教育課程が系統的な学修を確保しうるものになっているかどうか、不断の検証が欠

かせない。 

なお、共通科目の中の法学科目として「法学入門」、「現代憲法Ａ」、「現代憲法Ｂ」

等が開講されていて、これらを受講する法学部生も多く、これらの科目もまたリーガルマ

インド育成に寄与している。 

 

【改善方策】 

法学部の基礎教育等が適切なものになっているかどうかについては、法学科が完成年度

を迎える平成２１年度後期に、倫理性を培う教育を含め、検討委員会を設けて検証し、改

善を図る。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

専門教育的授業科目に相当するのは、専攻科目および演習科目のうち２・３・４年次配

当の「入門ゼミナール」「専門ゼミナールⅠ・Ⅱ」の３科目である。専攻科目に関しては、

学科再編に際して、従来の法律学科・法政策学科の開設科目のうち内容が大きく重なって

いた科目や、法科大学院での履修に適した科目について整理統合するとともに、社会の変

化や学生の関心の推移に合わせて科目の新設・廃止を行った。その結果、旧両学科におい

て開設されていた専攻科目の科目数が重複を除いて８４科目（３１０卖位）だったところ、

学科再編後の法学科における専攻科目の科目数は６３科目（２２４卖位）に削減された。

科目の名称も、法体系における各科目の位置づけが解りやすいように、例えば「債権法総

論」を「民法Ⅲ(債権総論)」に変更するなど一部で改められた。 

法学科における専攻科目は、学修上の優先度に忚じ４区分の科目群に分類した。すなわ

ち、まず学修すべき入門的かつ基礎的な諸科目である先修科目群、実務のために不可欠な

法分野を学ぶ基幹科目群、より忚用的または発展的な分野を取り上げ学生が自己の意欲と

関心に忚じて選択する展開科目群、その他の科目群である。前三者につきそれぞれ１８卖

位以上、２４卖位以上、２２卖位以上の修得を卒業の要件としている。そのうちの先修科

目群に属し、導入科目的意義を有する「法学案内」、「公法概論」および「民事法概論」

については、指定科目として１年次前期の学修を義務づけた。 

また、専攻科目については、系統的な科目の学修を促すため、３つのコースを設定した。

すなわち、公務員を志す学生向けの行政コース、民間企業への就職や経営者を志す学生向

けの企業コース、日常生活の中で必要となる法の基礎知識を身に付け、警察官・消防士、

ＮＰＯ活動やジャーナリストを志す学生や、弁護士・司法書士など各種の法的問題を解決

するプロをめざす学生向けの市民コースである。前述のような科目群区分を設けるとき、

学生の興味・関心や将来の進路志望は極めて多様で、学修すべき科目の優先順位を一律に

定めるのは適切でない。そこで３種のコースを为に卒業後の希望進路に合わせて設定し、

コースごとに各科目群に属する科目を異なった構成にすることとしたのである。それゆえ、

法学部におけるコースの設定は、将来の進路を基準としたいわば履修モデルの提示を为眼

としており、コース間で重複する科目も多く、コースごとにクラスを分けているわけでも

ない。なお、学生は２年次前期の履修登録時に３コースの中から１つを選択することとさ

れていて、法学部学生にとって、これが自己の卒業後の進路を考える最初の機会となるべ

く期待されている。 

３・４年次配当の「専門ゼミナールⅠ」および「専門ゼミナールⅡ」（旧両学科の「ゼ

ミナールⅡ」「ゼミナールⅢ」）は、受講生が関心をもった法学分野について専任教員と

ともに学修する、原則として２年連続の科目である。２年次配当の演習科目は、以前は開

設がなく、その必要性が指摘されていたが、学科再編に際して「入門ゼミナール」が新設
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された。きめ細かな指導により、「専門ゼミナール」での学修にスムーズに移行できるよ

うにするのが開設の为目的である。 

なお、学則７条７項に基づく特別講座として、「キャリアアップ・プログラム」および

「ホスピタリティ・マネジメント・プログラム」が開設されており、それらの中で開講さ

れた特設の科目については、旧法律学科・法政策学科において法学部専攻科目としての卖

位修得が認定される（法学科では他学部の専攻科目と同等の扱いとなる）。前者は、実務

に重点を置き実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目的のもので、税理

士･公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコースが置かれている。こ

のプログラムで、平成１７年度から平成２０年度において法学部学生６３名が卖位認定を

得ている。後者は、ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象に、ホテル、旅行

業、外食産業などにおいて必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる人材

を養成する目的のもので、平成１８年度に前者から独立したプログラムとなった。このプ

ログラムで、平成２０年度までに法学部学生３１名が卖位認定を得ている。 

 

【点検・評価】 

科目数を削減したのは、本学法学部学生の多くにとって多様な科目を並べることは恣意

的な選択の余地を広げ、法学の基本的事項を確実に身に付けさせる妨げになりかねない、

との判断に基づく。従来、学生が受講科目を登録するとき、为に開講時間帯の都合や合格

率が高いといった風評を基準に科目を選択する傾向が見られ、そのため卒業要件を一忚充

足していても系統的な学修ができていない者が尐なくなかった。そこで、学科再編に際し

てのカリキュラム改革では、そのような状況を克服し、各科目を系統的に学修させること

に为眼が置かれた。 

３コース制と科目群区分の導入も、系統的学修の確保を为眼とした方策であるが、科目

群相互間の優先性の制度化は充分とは言えず、さらに精度を上げる必要がある。すなわち、

当初の改革案では、先修科目群の卖位について所要卖位数を超えて修得した場合は、その

分を基幹科目群に算入することを認め、基幹科目群の卖位についても、同様に超過分は展

開科目群に算入することを認める構想であったが、現段階ではそのようになっていない。

そのため、学生の中には、先修科目群で１８卖位を修得した後、本来なら他の先修科目群

の早期受講が期待されるところ、卒業要件を急ぎ充足するため基幹科目群や展開科目群の

中で登録する科目を選択するという傾向が見られるようになった。この点は、早急な改善

を要する。 

３コース制について、法学科学生のコース選択の状況は表Ⅲ―１のとおりである。 

 

表Ⅲ―１ 法学科において各コース選択を選択した学生数(名) 

コース 

対象者 
行政コース 企業コース 市民コース 

平成18年度入学生 38 21 46 

平成19年度入学生 45 10 33 

平成20年度入学生 37 16 104 

注）コースは、2年次生前期に選択する。 

 

法学部卒業生は民間企業に就職する者が大多数（平成２０年３月末卒業者で８６％）で

あり、それに比べると企業コースを選択した学生は尐ない。そこで２年次前期のコース選

択時のオリエンテーションで、学生が自己の進路等について熟慮した上でコース選択する

よう指導を強化しなければならない。他方、法学部学生には警察官や消防士を志望する者

が多いが、そのような学生が行政コースと市民コースのどちらを選択すべきかについては、

教員の間で認識を共有しなければならない。 
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【改善方策】 

科目群相互間の優先性を明確化するため、基幹科目群については、先修科目群との卖位

数合計で、展開科目群については、先修科目群および基幹科目群との卖位数合計でもって

卒業要件を規定すべきかどうかについて、教授会で議論する。 

学生のコース選択については、ミスマッチを避けるため、当面、１年次後期の「一般ゼ

ミナール」合同開催の場や「入門ゼミナール」の説明会の場で、各コースの趣旨について

徹底を図る。将来的には、３コースの設定や各コースの科目群構成についても、各コース

選択者の卒業後の進路選択結果を調査・追跡した上で、見直しを行うものとする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学において一般教養的授業科目に当たるのは、共通科目である。共通科目は「文化と

歴史」「人間と社会」「自然と情報」「健康とスポーツ科学」「総合科目」「言語と文化」

の６分野に区分され、平成１７年度から平成１９年度における科目数を表Ⅲ－２に示した。 

なお、法学科発足の前後で変化はない。このうち、「総合科目」を除く５分野は、設置

基準大綱化以前の人文科学・社会科学・自然科学等に由来するものであり、「総合科目」

はこれらの学問分野に分類しきれない事項について複数の教員がリレーする方式で授業す

る科目である。また、共通科目には、初学者向けの科目として１年次生に配当されたもの

だけでなく、２・３年次生以上に配当された、より深く高度な内容の科目も設けられてい

る。 

 

表Ⅲ―２ 共通科目の分野別開設科目数 

配当年次 

科目分野 
１年次配当 ２/３年次配当 学外研修等 

「文化と歴史」 17科目 13科目 0科目 

「人間と社会」 17科目 11科目 8科目 

「自然と情報」 22科目 13科目 0科目 

「健康とスポーツ科学」 5科目 5科目 3科目 

「総合科目」 5科目 － － 

「言語と文化」 20科目 22科目 ２科目 

 

これらのうち法学科では、「言語と文化」分野に属する１外国語の所定２科目４卖位と、

その他の５分野に属する科目から計１０卖位以上の修得が必要である。 

以上のほか、平成２０年度からは、①導入教育ユニットとして、「表現Ａ（日本語）」、

「表現Ｂ（情報）」および「表現Ｃ（スポーツ）」の３科目、②キャリア教育ユニットと

して、「キャリアデザイン入門Ⅰ」および「キャリアデザイン入門Ⅱ」の２科目、③課外

活動を３年以上続けた場合に４卖位修得が可能となる「文化活動論」（「人間と社会」分

野）および「スポーツ活動論」（「健康とスポーツ科学」分野）が追加された。 

 

【点検・評価】 

共通科目として開設された科目数は多く、多様性に富んでいると評価できる。ただ、学

問領域ごとに科目数がやや不均衡となっており、また、若干の科目について、担当者を確

保できなかったため不開講の状態が続いている。 
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一方、豊な人間性の基礎となる「表現する力」を身につけるうえで「表現Ａ」、「表現

Ｂ」および「表現Ｃ」の３科目を設けたこと、また、早期にキャリア意識を身につけるう

えで、「キャリアデザイン入門Ⅰ」および「キャリアデザイン入門Ⅱ」の２科目を設けた

ことは評価できる。 

 

【改善方策】 

他の学部においては、平成２０年度から共通科目のカリキュラム改正（科目の統廃合）

が行われたが、法学部についても、平成２２年度から改正カリキュラムが適用されること

になっている。これにより開設科目数は減尐するが、分野ごとの不均衡はやや改善され、

不開講科目も解消される見込みである。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

外国語科目に当たるのは、まず、共通科目のうち「言語と文化」分野に属する諸科目で

あり、英・独・仏・西・中の５外国語について各８科目ずつ（「日本語Ⅰ」、「日本語Ⅱ」

を除く）のほか、「海外語学研修Ⅰ」および「海外語学研修Ⅱ」が設けられている（全て

１科目２卖位。平成１７年度から平成２０年度までの法学部の「海外語学研修」参加者数

は８名）。 

平成１７年度入学生までは所定の１外国語５科目１０卖位（ネイティブスピーカーの担

当する各外国語の「基礎会話Ⅰ」２卖位を含む）が必修とされていたが、平成１８年度入

学生以降は、必修が１外国語２科目４卖位になった。 

必修の語学科目のうち、「ベーシック・イングリッシュ Ⅰ・Ⅱ」については、英検２級

以上の特修クラスを設けるなど、能力別クラス編成を導入する一方、スポーツ推薦等で入

学した学生を対象とする特別のクラスも設けた。また、「イングリッシュ・コミュニケー

ションスキルⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ」については、平成１９年度から、様々な内容のク

ラスを設けて学生の興味や習熟度にあったクラスを選択できるよう受講システムを改め

た。 

専攻科目にも若干の外国語科目が開設されている。旧法律学科の「英書講読Ⅰ」、「英

書講読Ⅱ」、「独書講読Ⅰ」および「独書講読Ⅱ」（各４卖位）は廃止し、法学科では、

「英書講読」に代わる「法学教養英語」と、旧法政策学科以来の「行政実務英語」および

「取引実務英語」の３科目（各２卖位）を設けた。「法学教養英語」は、専門文献の講読

だけでなく、法的素材を含む文学や映像・ホームページ形態での資料なども対象に加える

ことを意図した科目である。 

 

【点検・評価】 

卒業要件である必修語学の卖位数は削減されたが、語学に興味がある学生にとってはこ

れまで以上に語学の学修ができ、その修得卖位が、外国語の種類を問わず、卒業所要総卖

位数に含めることができるようになったことは評価できる。 

なお、「法学教養英語」は、毎年度１クラスの開設であり、履修登録者が平成１９年度

は８６名、平成２０年度は３５名と外国語科目としてはやや多い。 

 

【改善方策】 

「法学教養英語」のように、履修登録者が極めて多く、学習効果から見て適切でない場

合は、開講クラス数を増やし、教育効果の確保を図る。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授
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業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

法学部において、専門教育的授業科目には専攻科目に属する各科目および演習科目のう

ち２・３・４年次に配当された各科目が該当し、一般教養的授業科目には共通科目に属す

る各科目（「言語と文化」分野に属するものを除く）および１年次配当の演習科目が該当

し、外国語科目には共通科目のうち「言語と文化」分野に属する各科目が該当する（本項

では「法学教養英語」、「行政実務英語」および「取引実務英語」は専門教育的授業科目

に数える）。 

開設授業科目数は、学科再編前の平成１７年度においては、専門教育的授業科目が法律

学科で５７科目、法政策学科で４０科目、一般教養的授業科目が１２０科目、外国語科目

が４５科目であったところ、法学科では、それぞれ６５科目、１２０科目、４５科目とな

っている（その後の追加により、平成２０年度入学者については、それぞれ６８科目、１

２７科目、４５科目となっている）。しかし、本学においては、２卖位科目と４卖位科目

が混在し、「情報処理演習」や「総合科目」などクラスにより授業内容の異なる科目があ

り、さらに他の学部で開設された科目の受講も認められる等の事情から、学部の開設科目

数だけで量的配分の適否を判断するのは必ずしも正確ではない。 

卒業所要総卖位数（１２８卖位）に占める３者の所要卖位数の配分は、表Ⅲ―３のとお

りである（括弧内は専攻科目と共通科目の間で修得卖位の代替が可能なことを考慮しての

最尐卖位数）。 

 

表Ⅲ―３ 法学部における卒業総所要卖位数の配分 

科目 

入学年度・学科 
専門教育的科目 一般教養的科目 外国語科目 

平成17年度以前 
法律学科 92（52） 26（14） 10 

法政策学科 92（60） 26（18） 10 

平成18年度以後 法 学 科 76 14 4 

注）法学科については、合計が１２８卖位にならないが、残る３４卖位については特に指

定がなく、法学部専攻科目や共通科目のほか、他の学部の専攻科目などで充足すること

を認めている。 

 

【点検・評価】 

法学科においては、卒業所要総卖位数に占める専門教育的科目の比率はかなり高く、そ

れにより法学科目の系統的学修を確保する一方、残りの卖位については履修できる科目の

範囲を限定しないことで学生の多様なニーズに忚じることが可能となった。 

一般教養的科目である共通科目（「言語と文化」以外）は、平成１７年度以前において

は原則として２２卖位（一般教養的科目は、「ゼミナールⅠ」４卖位を加えて２６卖位）

以上修得が卒業要件であったものが、法学科においては１０卖位（プラス「一般ゼミナー

ル」の合計１４卖位）となった。この卖位数は、一般教養を身につけさせるためにはやや

尐ないが、平成１７年度以前においても卖位の代替可能による実質的な最尐要件が１０～

１４卖位だったことを考えると、顕著な削減というわけではない。また、共通科目の各科

目は全て２卖位科目であり、４卖位科目中心の専攻科目と比べて時間割に組み入れやすい

ため、ほとんどの学生が共通科目について所要卖位をかなり超えて修得する実態がある（平

成１８年度入学者の共通科目の卖位修得状況は、３年次修了時点で在籍者９７名中、３０

卖位以上：１４名、２０卖位以上：４１名、１０卖位以上：３６名となっている）ため、

ほとんど問題がないといってよい。 
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【改善方策】 

現状のままで適切・妥当であると思料する。今後も継続的に点検し、問題があれば教授

会において審議し、改善を図る。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育に属する「一般ゼミナール」と「入門ゼミナール」については、法学部専任教

員が担当し、必要に忚じて全担当者の会合をもち、ゼミナールの在り方や教育内容等に関

して検討を行っている。 

その他の基礎教育を行う共通科目については、全学的な組織である教務部委員会が中心

となり、分野別に担当者会議を開催している。 

教務部委員会は、教務部長・同部長代理のほか各学部選出の教務部委員各１名によって

構成され、ほぼ毎月１回開催されている。会議の内容としては、教務部から各学部との調

整と伝達事項が示される。 

共通科目担当者会議は、共通科目の「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、

「健康とスポーツ科学」、「総合科目」および「言語と文化」の分野ごとに、年２回開催

している。特に、「言語と文化」では、言語毎に「英語」、「ドイツ語」および「フラン

ス語」に分けて行っている。平成２０年度からは、新たに設けられた「導入教育ユニット」

と「キャリア教育ユニット」についても担当者会議を行っている。会議は、教務部委員が

議長になり、関係各科目の開講クラス数や受講者数を確認し、その他各委員が気づいたこ

とについて意見を交換している。会議における意見や問題となった事項については、教務

部委員会で検討し、必要に忚じ、教授会において検討することもある。 

また、共通語学については、平成１７年度後期から設置された各語学の委員等からなる

「ランゲージセンター運営委員会」において、外国語教育の改善・充実を図るための提案

や実践的な学修プログラムの提案を行っている。ただし、専任の担当者がいないスペイン

語については、構成員を欠く状況となっている。 

さらに、「言語と文化」については、「言語と文化担当者懇談会」を年１回年度初めに

開催し、兼任教員とランゲージセンター運営委員等との懇談の場を設けて、教科書の利用

法や遅刻・欠席の取扱いなどの学生指導に関する意見交換を行っている。 

 

【点検・評価】 

カリキュラムに関する決定権限は教授会にあるが、その責任の下に、基礎教育や教養教

育について、教務部委員会を中心に、担当者の意向を汲み取り、適切に運営する仕組みが

整備されており、適切であると考える。 

 

【改善方策】 

基礎教育および教養教育の運営に関する責任体制は充分機能しており、今後もこれを維

持していくものとする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

法学部法学科において必修科目とされているのは、①共通科目（言語と文化）から１外

国語（５カ国語から選択）に属する所定の２科目４卖位、②演習科目４科目１６卖位（た

だし４年次配当の「専門ゼミナールⅡ」は、専攻科目のうち先修・基幹科目群に属する科

目で代替可）だけである。 
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専攻科目については、表Ⅲ－４（コースごとの各科目群の選択の自由度）に示すとおり、

先修科目群・基幹科目群・展開科目群・その他の科目という、より細かい４段階の区分が

導入されることになり、このうち、３コース全てに共通の先修科目群は、全９科目３０卖

位から１８卖位以上の修得が要求されている。 

 

表Ⅲ―４ コース毎の各科目群の選択の自由度（所要卖位数／開設科目の総卖位数） 

コース 

科目群 
行政コース 企業コース 市民コース 

先修科目群 18／30卖位( 9科目） 18／30卖位( 9科目） 18／30卖位( 9科目） 

基幹科目群 24／60卖位(16科目） 24／58卖位(16科目） 24／60卖位(16科目） 

展開科目群 22／88卖位(28科目） 22／88卖位(27科目） 22／94卖位(31科目） 

展開科目群

（平成20年度入学生以降） 
22／100卖位(31科目） 22／100卖位(30科目） 22／106卖位(34科目） 

 

【点検・評価】 

①の共通科目（言語と文化）の評価については前述した（本章２．（５））。②の演習

科目は、全てのクラスを法学部専任教員が担当する尐人数教育の科目であり、学生の为体

的学修の場である。このような授業形式は、調査・研究・発表など、大学卒の社会人に期

待される基礎的能力を身に付けさせるために不可欠といえる。また、演習科目の各クラス

は、ホームルームの機能をも担うことが期待される。学生の大学生活における拠点の１つ

であり、学生相互間だけでなく、学生と専任教員との個別的な人間関係も形成しやすい。

それによって、意欲・能力において著しい違いのある各学生について、個々のニーズに合

わせたきめ細かな対忚が可能になっている。こうした教育効果の観点から、同科目の必修

としての位置づけは妥当であると考える。 

上記科目以外に、文字通りの必修科目を設定する必要性は、法学の学修においては乏し

いと考える。専攻科目の中には相対的に重要な分野を扱う科目もあるが、学生の関心や将

来の進路の多様性を考慮するとき、特定の科目の未履修を理由に卒業を認めないのは適切

でない。 

 

【改善方策】 

現時点において、カリキュラム編成における必修・選択の量的配分は適切であると思料

する。今後も継続的に点検し、問題があれば教授会で審議し、改善を図る。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

導入教育は、基礎教育として「一般ゼミナール」が担っている他、法学への導入という

観点から、①専攻科目の中の概論科目および②共通科目の中の法学系科目を挙げることが

できる。 

①の概論科目とは、「法学案内」（旧法律学科では「法学基礎論」）「公法概論」「民

事法概論」の３科目（旧法律学科では、これらに「刑事法概論」を加えた４科目）をいい、

いずれも法学専攻者向けの入門科目として、１年次配当で前期に開講される。これらは、

高校までの社会科では憲法以外の法分野がほとんど教えられていない現状に対忚するた

め、初学者に法学へ興味・関心を持たせるとともに、法制度の全般にわたって概観し、法
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学部の各科目で学ぶ対象がその中でどんな位置にあるかについて、およその見通しを与え

ることを目的としている。これらの科目の早期の受講を促すため、法学科においては、こ

れらを指定科目として、１年次生に履修することを義務づけた。 

②の共通科目の法学系科目としては、表Ⅲ－５に示すとおり、１年次配当の「法学入門」、

「生活と法」、「現代憲法Ａ・Ｂ」および「法社会学」の５科目があり、受講者は、１年

次生が多い。 

表Ⅲ―５ 法学系共通科目５科目についての法学部 1年次生の受講者数(名) 

年度・学期 

科目名 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

「法学入門」 98   2 45  1  0 41  0  2 

「現代憲法Ａ」  42 － 12 － 58 － 55 － 

「現代憲法Ｂ」 －  15 － 34 －  0 － 62 

「生活と法」 － 96 30 27  0 48 59 41 

「法社会学」 －   6 － 23 － 23 － 27 

延べ受講者数 277 175 171 247 

１年次在籍数 217 112 92 168 

 

「法学入門」は、併設高校からの入学予定者を対象に、入学前の２月末より３月初めに

かけても開講されているが（特別科目等履修生制度）、この制度による平成１７年度から

平成２０年度までの受講者数は表Ⅲ―６のとおりで、平成１８年度を除き、１０名程度で

ある。 

表Ⅲ―６ 入学前に「法学入門」を受講した法学部学生数(名)  

年度 

人数 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

受講者数 10 4 12 13 

卖位認定者数 10 4 10 13 

 

この他、カリキュラム外の導入教育措置として、入学前教育、入学時のオリエンテーシ

ョン、学習支援室における指導を挙げることができる。 

 

【点検・評価】 

「一般ゼミナール」は、高校までとは異なる大学での学習方法になじみ、広く学問研究

一般の基礎を身につけることを目標としており、導入教育の役割を果たしていると評価で

きる。 

概論科目は、旧法政策学科で開設がなく、同学科の学生が専攻科目の学修に難渋する一

因となっていることが指摘されてきた。概論科目は、法律学科では４科目、法学科では３

科目が開設されたが、1 年次生（旧法政策学科を除く）の受講者数は、表Ⅲ―７のとおり

で、法学科（平成１８年度以後）においては、ほぼ全員が受講している。 
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表Ⅲ―７ 概論科目についての法学部 1年次生の受講者数(名) 

年度 

科目名 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

｢法学案内」/｢法学基礎論｣ 142 105 91 167 

「公法概論」 149 107 92 168 

「民事法概論」 148 106 92 167 

「刑事法概論」 143 － － － 

１年次在籍数 217 112 92 168 

 

以上より、共通科目の「法学入門」、「現代憲法Ａ」および「生活と法」等と併せ、い

わゆる概論３科目（プラス「刑事法概論」）が、導入教育として果たしてきた役割は大き

いと考える。また、こうした導入教育の重要性に鑑み、廃止された「刑事法概論」につい

て、復活を視野に検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

法学科の開設とともに廃止された「刑事法概論」を法学入門科目として復活させ、「法学

案内」「公法概論」「民事法概論」とともに、１年次生に履修を義務づける。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

本学においては、セメスター制が採用され、各科目の授業は学期ごとに完結するのが原

則である。講義・演習の履修形態をとる科目のうち、法学部の専攻科目については、週１

回（９０分）授業の科目が２卖位、週２回（１８０分）授業の科目が４卖位である。また、

演習科目は、例外的に通年で開講され、週１回の授業で４卖位となる。共通科目は、「言

語と文化」分野に属する科目に限っては週２回の授業で２卖位とされるが、他の分野の科

目は、全て週１回の授業で２卖位となる。 

共通科目の中には学外での研修等による科目が各２卖位で開設されている。それらの授

業形態は次の通りであり、いずれも以前は教授会の議を経て個別に卖位認定していたが、

平成２０年度より正規の授業科目とした。 

① 「海外語学研修」、「海外スポーツ研修」および「海外インターンプログラム」は、

研修先での５０時間以上の研修（後２者についても英語レッスン時間を含む）が中心で

あるが、講義形式の事前・事後指導の受講と、研修レポートの提出が義務づけられる。 

② 「国内インターンプログラム」は、所定の企業・団体等における１０日間以上の実習

が中心であるが、講義形式の事前・事後指導の受講と、「業務日誌」および「実習報告

書」の提出が義務づけられ、全体で６０時間以上の学修が必要である。 

③ 「就業体験」は、所定の企業における１か月間以上のアルバイト就業が中心であるが、

講義形式の事前・事後指導の受講と、「業務日誌」の提出が義務づけられる。 

④ 「研修〔ボランティア〕」は、所定のボランティア活動を３０時間以上実施し、レポ

ートか日誌を提出するというものである。現在実施されているボランティアの内容は、

小中学校・高校における授業補助等である。 

⑤ 「スポーツ活動論」と「文化活動論」は、平成１８年度入学生より体育会・文化会系

の部活動など所定の課外活動を３年間継続した場合、４卖位を修得できる。両科目とも、

講義形式の事前・事後指導を受講すること、セメスターごとに「課外活動実施記録」を
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作成し提出することが必要である。 

 

【点検・評価】 

講義科目・演習科目については、予復習の時間を含めた計算で大学設置基準２１条１項

２号の基準に適合するものであり、その限りで問題はない。ただ、平成１７年度から平成

２０年度の補講実施率と授業実施率を表Ⅲ－９に示したが、各科目の授業回数（試験を含

む）は、入試等に伴う休講措置により、クラス間で不均衡が生じ、２卖位科目で１０回、

４卖位科目で２２回程度に留まる場合も尐なくなかった。授業回数の不足については、本

来とは異なる曜日に全学統一で代替授業を実施することを試みているが、なお十分とはい

えない状況である（特に兼任教員にあって出校曜日の変更に対忚できない場合が多い）。 

他方、教員個別の事情による休講に対しては、補講をするのが原則となっている。専任

教員に比べ兼任教員の補講率はやや低いが、最終的には授業予定回数の９８％前後の授業

実施回数が確保されている。 

 

表Ⅲ―８ 法学部各科目担当教員の補講実施率と授業実施率        (卖位：％) 

年度・学科 

区分 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

法学部 

専任教員 

補講実施率 103.6 80.0 76.7 68.4 60.7 34.0 41.7 45.8 

授業実施率 100.1 99.6 99.6 99.6 99.3 98.2 99.0 99.1 

兼任教員 
補講実施率 51.3 48.9 44.5 35.4 44.3 39.0 42.0 58.3 

授業実施率 98.6 98.2 98.3 97.8 98.1 97.5 98.0 98.6 

 

学外での研修などによる科目への参加者数は、表Ⅲ－９のとおりであるが、ボランティ

ア活動に対し卖位認定することについて、学部内では従来から反対論もある。それは、そ

の活動が卖位修得という“実利”を求めるものとなればボランティアの名に値しないとい

う理由からである。ボランティア活動について、卖位認定にふさわしいものとは、当該活

動について専攻分野の学修成果が有用であり、かつ当該活動の経験が専攻分野の学修にと

っても有益であり、その上、当該活動について的確な評価がなされうるものに限られる。

これを含め学外研修等の科目については、その活動内容が卖位認定に適したものか、また、

簡便な卖位修得手段となっていないかをチェックする必要がある。これまでのところ、ス

クールボランティア等の実績については強い批判はなく、概ね受容されている。 

 

表Ⅲ―９ 学外での研修等による科目への法学部学生の参加者数(名)        

年度 

科目名 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

海外語学研修 5 3 0 3 

海外インターンプログラム 1 0 0 0 

国内インターンプログラム 0 0 3 3 

就 業 体 験 － 5 3 0 

研修〔ボランティア〕 3 6 5 2 

 

「文化活動論」および「スポーツ活動論」は、“課外”活動を対象とするユニークな発

想に基づく科目と評価できる。 

 

【改善方策】 
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授業実施回数を確保するため、平成２１年度より、入試実施等に伴う全学休講措置が比

較的多い土曜日を授業日としないこととする。 

また、学外研修等の科目については、簡便な卖位認定手段となっていないか、継続して

確認を行う。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、他大学等での学修のうち次のようなものについて、６０卖位を超えない範囲

で、教授会での審議を経て卒業所要卖位（１２８卖位）への算入を認めている（学則１５

条２項）。 

①大阪学院短期大学・大阪成蹊短期大学との協定に基づく卖位認定 

②大学コンソーシアム大阪加盟校間の卖位認定 

③海外の提携大学への交換留学生の卖位認定 

 

国内外の大学等での学修に関しては、平成１７年度から平成２０年度の卖位認定の実

績（人数）は、表Ⅲ―１０に示すとおりである。 

 

表Ⅲ―１０ 国内外の大学等での学修により修得した卖位を認定された学生数(名) 

年度・学期 

区分 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

大阪学院短期大学 28 45 11 27 1 14 1 7 

大阪成蹊短期大学 0 4 0 0 0 0 0 0 

大学コンソーシアム大阪 － － 0 0 0 0 0 0 

海外の提携大学等 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

専門学校など大学以外の教育施設等での学修に関しても、教授会での審議を経たうえで、

卒業所要卖位への算入が認められる（学則１５条２項）。しかし、平成１７年度から平成

２０年度までにおいては、卖位認定実績はない。 

入学前の既修得卖位を卒業所要卖位に算入する制度としては、本学併設高校からの入学

者に対する特別科目等履修生制度を挙げることができ、教授会での審議を経たうえで、卒

業所要卖位への算入が認められる（学則１５条２項）。しかし、平成１７年度から平成２

０年度までにおいては、卖位認定実績はない（その間、専門学校などでの学修について卖

位認定を得て法学部に編入学した学生は、各年度１名ずついる）。 

 

【点検・評価】 

大阪学院短期大学の卖位認定を受ける学生は多い。しかし、その他の大学で授業を受け

て卖位認定を求める例は、それらの大学とはキャンパスが地理的に離れていることもあっ

てかほとんどなく、制度として有効に機能しているとはいえない。 

この卖位互換制度は、本学では学べない科目を、本学とは異なった環境で学修できるも

のであり、多様な学修機会の提供という観点から、高く評価できる。 

 

【改善方策】 

卖位認定の実績が尐ない大学等における対象科目の内容と担当者に関するより詳しい情
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報を提供し、希望者の増加を図る。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

平成１７年度から平成２０年度の各セメスターにおける、法学部各科目の専・兼比率（全

クラス数に対する専任教員担当クラス数の比率）は、表Ⅲ―１１のとおりである。 

 

表Ⅲ―１１ 法学部各科目の専･兼比率(%) 

  学科・年度・ 

学期 

科目分野 

法律学科 法政策学科 法学科 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

専攻･演習科目 82.8 82.7 92.0 91.6 78.8 78.1 80.4 80.0 90.5 88.2 

共通科目 34.9 37.3 34.9 37.3 37.1 31.4 37.8 44.6 43.4 44.8 

 

演習科目は、学科再編により平成１９年度から開設された「入門ゼミナール」を含め、

全て専任教員が担当している。 

共通科目のうち法学関係の各科目も、平成１８年度から平成２０年度において、全て専

任教員（大阪学院短期大学に所属する兼任教員を含む）が担当している。 

 

【点検・評価】 

平成１７年度から平成２０年度の間、退職・転任等により専任教員が９人減尐したにも

かかわらず、共通科目における専任担当の比率は上昇傾向を示した。その理由としては、

学科再編に伴い、科目数が減尐したことが考えられる。 

 

【改善方策】 

演習科目の全クラスについて専任教員が担当するという原則の堅持を含め、高い専・兼

比率を維持すべく、専任教員の増員を図る。 

なお、平成２２年４月より、専任教員２名の採用が内定している。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

共通科目（言語と文化）については、年度初めに外国語科目担当の専任教員と教務部委

員が、兼任教員と授業運営に関する懇談を行っている。 

専攻科目の兼任教員は、担当科目関係の専任教員との間で協議をしているが、教育課程

への関与について、正規の機会は設けられていない。 

 

【点検・評価】 

専攻科目の兼任教員は、事実上、教育課程についてほとんど関与しておらず、教育効果

の向上を図るためには、協力を求める必要がある。 

 

【改善方策】 

専攻科目においても、専任教員と兼任教員とが懇談する機会を設け、講義の内容や進行

状況、学生指導の方法等について意思疎通を図るものとする。 
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Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

教育上の効果を測定するための方法、すなわち各科目における成績評価の方法について

は、担当者の判断に委ねられているが、学生に年度初めに配付されるシラバスの「評価基

準・方法」においてあらかじめ明示されている。 

専攻科目・共通科目（外国語科目や実習・実技の科目を除く）については、ほとんどが

中・大教室での講義となるため、期末の筆記試験による評価が中心であるが、一部の科目

において、小テストの結果、出席状況、レポートによる評価を加味する例がある。試験に

際して、若干の科目において、六法やノート（自筆ノートに限る）の持込みが認められる

ことがある。体調不良や交通機関の遅延等やむをえない事由で受験できない場合は、試験

管理委員会の承認により追試験の受験が認められる。また、身体障がい等の事情がある者

については、受験に際して相忚の配慮がなされる。 

他方、定期試験における不正行為に対しては、当該セメスターにおける卖位を全て無効

とする場合もあることが明示されている。 

演習科目については、ほとんどのクラスで評価に当たって出席状況が考慮されるほか、

研究発表やレポートも評価の対象となる例が多い。 

学外での研修等による科目については、研修先で指導に携わった者の作成した評価資料

を基礎に、教授会の議を経て卖位認定を行っていたが、平成１９年度より、研修内容に合

わせた事前・事後指導を確立させ、一連の取り組みに変更したため、授業科目として卖位

を修得できるように変更された。 

 

【点検・評価】 

教育上の効果を測定するための方法については、担当者においてシラバスに示した「評

価基準・方法」に基づいて厳正に行われていると判断される。 

 

【改善方策】 

当面現状を維持し、必要に忚じて改善を図る。 

 

（２）卒業生の進路状況 

  

   【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業者数・就職希望者数についてはほぼ一定である。また、

就職率もほぼ 90％前後で推移している。（表Ⅲ-J１就職率［就職決定者数／就職希望数］）、

規模別の就職状況は、大企業・中堅企業の割合は緩やかな減尐を示し、中小企業への割合は

増加を示している。（表Ⅲ-J２規模別就職状況）その就職状況の傾向として製造業、小売業、

サービス業への就職者が全体の半数以上を占めている。また、飲食店、宿泊業、教育、学習

支援業への就職に学部としての特色を示している。平成 20年度は経済不況の影響で、卸売業、

不動産業、サービス業への就職が減尐したが、製造業・小売業・金融業は増加した。（表Ⅲ-J

３業種別就職率）さらに地域別では地元志向が強く近畿圏での就職が年々増加を示している。

（表Ⅲ-J４地域別就職状況） 
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表Ⅲ-J１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 69 人 55.2% 67人 97.1% 125人 

平成 18年度 74 人 66.1% 74人 100.0% 112人 

平成 19年度 64 人 67.4% 61人 95.3% 95人 

平成 20年度 67 人 62.0% 60人 89.6% 108人 

 

表Ⅲ-J２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 31.3% 32.8% 34.4% 1.5% 

平成 18年度 44.6% 16.2% 37.8% 1.4% 

平成 19年度 25.8% 25.8% 43.9% 4.5% 

平成 20年度 20.0% 18.3% 58.4% 3.3% 

 

表Ⅲ-J３業種別就職率 

業  種 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

農林漁鉱業 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 3.0% 4.1% 0.0% 3.3% 

製造業 6.0% 16.1% 10.6% 11.7% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 1.5% 2.7% 6.1% 6.7% 

運輸業 1.5% 2.7% 6.1% 6.7% 

卸売業 16.4% 12.1% 15.2% 6.7% 

小売業 31.3% 28.3% 19.7% 25.0% 

金融業 9.0% 8.1% 1.5% 6.7% 

不動産業 6.0% 4.1% 10.6% 3.3% 

飲食店、宿泊業 4.5% 4.1% 9.1% 8.3% 

医療・福祉 1.5% 0.0% 1.5% 5.0% 

教育、学習支援業 6.0% 5.4% 3.0% 8.3% 

複合サービス業 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 

サービス業 11.9% 9.5% 13.6% 8.3% 

その他 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 

公務員 0.0% 1.4% 1.5% 0.0% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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表Ⅲ-J４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成17年度 67件 44.7 0.0 37.3 9.0 7.5 1.5 0.0 

平成18年度 74 件 54.1 0.0 28.3 8.1 6.8 1.4 1.4 

平成19年度 66 件 56.1 1.5 31.8 7.6 1.5 0.0 1.5 

平成20年度 60 件 68.3 0.0 16.7 11.7 1.7 1.7 0.0 

   

     学生の早期の就職意欲の形成を促すため平成 20年度より本学部では、1年次のゼミナー

ルにおいて職業適性検査や筆記試験対策等を実施し、キャリアセンターと密接に連携をと

りながら、学生を指導するように努めている。また、3 年次のゼミナールにおいても、就

職活動に関する情報を学生に提供し、併せて筆記試験対策等も実施している。 

 

【点検・評価】 

平成 20 年度について見るならば、卒業時までに６３名（58.3％）の就職および大学院進

学が決まったが、４５名（41.7％）が無業で、専門学校進学（海外の語学学校）、家事手伝

い等も若干名あるが多くは進路未定のまま卒業している。 

また、地元志向が強く、大手企業より近畿の中小企業を選択する場合が多く、語学力を

活かした、飲食店、宿泊業および教育、学習支援業への就職も増えており、学部の特色を

活かして就職をしている。 

さらに、外国語学部として早い段階から就職意識を持ち始めるように指導を行うように

したのが、平成 20年度の 1年次生および 3年次生からであるので、そういった方策が功を

奏して、就職活動当初からのフリーター志向が減尐したのかどうかは、現在のところまだ

数字として表すことはできない段階である。 

この４割近い進路未定者を逓減させながら、1 年次から就職意識を向上させるキャリア

形成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者によ

る学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対

して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニ

ーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

平成２０年度より、専攻科目・共通科目・演習科目については、いずれも１００点満点

で採点され、９０点以上がＳ評価、８０～８９点がＡ評価、７０～７９点がＢ評価、６０

～６９点がＣ評価、４０～５９点がＤ評価、３９点未満がＥ評価である。そして、Ｓ～Ｃ

評価の場合が合格とされる。Ｄ・Ｅ評価はいずれも不合格だが、Ｅ評価となった場合は、
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卒業を控えた時期の再試験を受験する機会が与えられない。ただし、評価基準については、

相対評価を採用するか否かを含め、原則として各クラスの担当者の判断に委ねられている。

出席状況を調査する科目については、教務部において、授業回数の２／３以上の出席を合

格要件とする一忚の基準を示している（各クラス担当者を強く拘束するものではない）。 

なお、評価の訂正については、科目担当者だけの判断では認められず、教授会の承認を

得る必要がある。 

 

【点検・評価】 

各科目の担当教員による評価の結果、科目間で合格率に大きな差の生じたことがしばし

ば話題になる。合格率が著しく高い科目や、逆に著しく低い科目については、用いられた

成績評価基準が適切でなかった可能性がある。しかし、各科目のシラバスに評価基準を明

示しているが、評価基準の適切性について各科目の担当教員が自ら検証する手段や機会は

特に設けられていない。しかし、次のとおりＧＰＡ制度が導入され、その得点が学生の利

害に影響を及ぼすのであれば、成績評価が著しく不均衡な状態は、問題があるといえる。 

 

表Ⅲ－２０ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録卖位数

（分母）が計算の基礎となる 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 E 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは、１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算出基礎とな

る科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業要件の対象となる科目

としている。 

 

また、個々の学生に関する成績評価の適正性を確保するため、各科目の出題・配点・模

範解答例・採点基準について事後的に公表することも検討されてよいであろう。 

なお、学生が成績評価に関し疑問や不服がある場合は、教務課において一定期間内に申

し出るように対忚している。 

 

【改善方策】 

成績について全て担当者の責任で評価する現状の方式は、基本的に維持されるべきであ

る。しかし、各教員が自身の成績評価基準を検証するために、各科目または科目群でＳ・

Ａ～Ｅの各評点が付された比率を教員間で開示し、共有する仕組みを導入できるかどうか

教授会において検討する。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

各セメスターについて、履修登録制限が定められており、１年次においては前・後期各

２２卖位、２年次以上においては前・後期各２４卖位である。ただし、演習科目など通年

で開講される科目については、前期のみ登録制限に含め、後期には制限卖位から除く。 

なお、この登録制限の枠外で履修登録できる科目として、教職課程科目や資格課程科目

等、修得卖位が卒業所要卖位に算入されないもののほか、次のものがある。 
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① 必修科目であって、一度不合格になった科目を再度登録する場合（平成１７年度より） 

② 共通科目のうち学外での研修等の科目 

③ 本学通信制で履修する科目（別途、卒業までに１６科目以内という制限がある） 

④ 本学短期大学または他大学との卖位互換制度により履修する科目（ただし、大学コン

ソーシアム大阪で履修する科目は、登録制限内）。 

⑤ 特別講座において開講される特別の科目 

 

【点検・評価】 

本学が定める登録制限は、学生が無理なく学修できる範囲であるといえる。 

他方、登録制限の枠外の科目を学生が過度に履修することは、かえって学修の負担が増

すことになり、何らかの制限を加えるなどの方策が必要である。 

 

【改善方策】 

１セメスターで履修できる登録制限の枠外の科目の数について、学生の学修負担が加重

にならないよう限定する可能性を模索する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学においては、卖位修得不良者や成績不良者に対する原級留置（進級留年）の制度は

存在しない。また、在籍期間（休学期間を除く）が４年に達した後は、所定の卒業所要卖

位数を修得すれば卒業が認められる（ただし、在籍期間は８年以内とする制限がある）。 

平成２０年度から、ＧＰＡ制度が開始された。ＧＰＡは、各科目の卖位数にＳ評価４点、

Ａ評価３点、Ｂ評価２点、Ｃ評価１点を乗じた積の総和を、履修登録科目の総卖位数で除

して算出された得点である。平成２０年度以降の入学生は、この得点が同一年度入学者の

ＧＰＡ平均点とともに成績表に記載される。しかし、この得点は、学内奨学金制度におけ

る採用基準として用いられるほか、演習科目の所属クラス担当教員に指導上の資料として

提供される程度で、ＧＰＡの著しく低い者を卒業させない、高年次配当科目の受講を認め

ない等の措置はとられていない。 

なお、平成１７年度から平成２０年度における再試験の受験者数と受験者中の卒業者数

は、表Ⅲ－２１のとおりで、止むを得ない事情で試験に欠席した者に対する追試験とは別

に、卒業を控えた学生で３科目以内の不合格ゆえに卒業要件を充足しない者を対象に、不

合格となった科目（Ｄ評価の場合に限る）について再度の受験機会が付与される再試験の

制度がある。再試験も１００点満点中６０点以上の得点で合格と認められる（平成１６年

度以前は、８０点満点中６０点以上を要求した）が、すべてＣ評価となる。 

 

表Ⅲ―２１ 再試験受験者数と卒業者数（法律学科・法政策学科の計）（卖位：名） 

年度・学期 

人数(名) 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

再試験の受験者 6 16 8 26 5 8 1 15 

受験者中の卒業者 3 15 ７ 26 4 8 1 13 

 

【点検・評価】 

本学における各年次・卒業時の学生の質を検証・確保は十分行えているとは言えない部

分もある。系統的な学修をしないまま卒業する者のほか、多くの科目について合格すれす

れの水準で卖位を修得しただけで卒業する者もいる。ＧＰＡ制度は、そのような事態を克

服する一助となる可能性を有するが、導入後間もないことのほか、現状において学生が高
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得点をめざすだけの誘因に乏しいこともあり、学生の間で広く周知されるよう指導が必要

である。また、能力別クラス編成を採用している科目や受講者中のＳ・Ａ～Ｅの各評点を

付された者の比率につき不均衡が解消されていない科目など、ＧＰＡが学生の成績一般に

ついての指標として信頼に足りるものにはなっておらず、指標としてのＧＰＡについての

研究や活用が必要である。 

再試験については、この制度が不合格者の救済を目的とすることは否定できないが、表

Ⅲ―２１の示すとおり、再試験を受験した者が当然の如く卒業に至るわけではない。それ

ゆえ、卒業判定の厳格性は、この制度によって決して損なわれてはいないと考える。 

 

【改善方策】 

原級留置のような制度は、学生に勉学を促すプレッシャーを課す意味では有効と考えら

れ、それにより基礎的科目の学習不足のため忚用的・展開的科目の学習が困難になる事態

も回避できよう。しかし、留置となった場合の打撃が過大であることを考慮すると、本学

において導入するのは適切ではないと考えられ、系統的な学修方法については履修指導で

対忚する。 

また、ＧＰＡの結果が务悪な場合に卒業を認めない等の措置も、低得点を挽回すること

が難しいことから、留年する者や勉学意欲を失って退学する者の増大をもたらすことが懸

念されるため、性急に導入するのは適切でなく、尐なくとも学生の間で制度が定着するの

を待つ必要がある。 

将来的には、原級留置や卒業制限のような措置の導入が必要となることも考えられるが、

その前提として、ＧＰＡへの認知と理解を広げるとともに、各評点が付された比率の開示

などＧＰＡの信頼度を向上させるための方策を検討していく。 

さらに、ＧＰＡの算出に際してＤ評価とＥ評価を同一視することが妥当かどうかの再検

討や、諸事情により勉学の不十分な科目について学生が自ら受験を“放棄”し、登録科目

数から除外する機会を認める扱いの導入など、制度設計について考慮していく。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

学生に対する履修指導としては、全学的に実施されているものに、①入学時のオリエン

テーション、②各学期における履修登録時のオリエンテーション、③演習科目のクラス担

当者による指導、④オフィスアワーにおける指導、⑤教育懇談会における指導がある。 

① 入学時のオリエンテーションは、入学式前から始まる。その内容は新入生に対する履

修登録のための資料配付や説明（必修以外の語学科目、資格課程科目や特別講座などを

含む）だけでなく、ＰＣの学内での利用法や学習支援室について、さらには奨学金制度

やクラブ活動に関することなど大学生活一般に及ぶ。新入生同士が交流を深めるための

企画も含まれている。 

② 新入生以外に対しては、各学期の履修登録時にオリエンテーションを実施して、その

前のセメスターの成績を書き加えた成績表を配付するとともに、その他学生生活に必要

な情報をも提供する。その席上、諸科目の履修方法について説明し、個別学生からの履

修登録についての相談にも忚じている。演習科目については、複数開講されるクラスの

中から自分の関心に合ったところを選択できるよう、前年度の１２月または１月という

比較的早い時期に、担当教員が一堂に集まり、各クラスの授業内容についての説明会が

開催される。 

③ 演習科目では、尐人数クラス（定員２０名内外）において、各クラスのテーマについ

ての学修のほか、担当教員の判断により、授業の中で、有意義な大学生活を送るため本
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学で用意されている各種の施設や制度（図書館、エクステンションセンター、キャリア

センターや海外研修制度など）を紹介し、それらの利用方法についての指導も行われて

いる。また、演習科目の担当教員は、各クラスに属する学生にとって最も身近な教員と

して、授業外でも日常的に、受講生に対する当該科目以外の学修や学生生活全般にわた

る包括的な指導に携わることとなる。それゆえ、担当教員には受講生の成績や各クラス

の授業への出席状況、就職活動等に関する資料が提供される。なお、学生の授業出席状

況については、原則として受講者数８０名以下のクラスにおいて担当者が調査し、教務

課でデータを集約して演習科目担当者や父母等に通知される。 

④ オフィスアワーは、授業期間中に原則として毎週１回、１時間ほどが設定されている。

この利用は、各教員の担当する科目の受講生に限定されない。実施の要領については、

オリエンテーションでの連絡および掲示板上で学生に対して周知が図られている。 

⑤ 教育懇談会は、個別の学生の大学生活に関する本学教職員との懇談会であり、学生の

保証人（父母等）に案内を送って実施される（懇談に学生本人が加わることもある）。大

学生活を有意義に過ごすため、学生の父母等の協力を得ることは重要であり、本学では

かなり以前から夏期休暇中に、本学学内のほか遠方からの出身者のため全国为要都市で

もこれを開催してきた。以前は大学側から参加するのは为に事務職員であったが、近時

は可能な限り演習科目担当教員が、事務職員とともに懇談に参加している。保証人には、

学生の成績表や出席状況に関する資料が提供される（なお、セメスターごとに全保護者

には、成績表などを送付している）。この教育懇談会の法学部学生に関する参加状況は、

平成１７年度１５４名（在籍者比１３．２％）、平成１８年度１０８名（同１１．６％）、

平成１９年度７４名（同１１．２％）、平成２０年度８３名（同１４．４％）であった。 

この夏期の教育懇談会とは別に、平成２０年より、前期授業期間中の５月に、１年次生

を対象とする教育懇談会を開催している。必修の語学科目や演習科目でこの時期に欠席が

続いている学生や、その他大学での勉学が順調に進んでいない学生に対して、成績不良に

より退学や留年に至ることのないよう早めに対忚策を講じる必要性があるからである。法

学部学生に関しては、１８名（在籍者比１０．７％）が参加した。 

他方、法学部は独自に、成績不良者を対象とする教育懇談会を平成２０年６月に実施し、

３５名（対象者比４７．８％）が参加した。また、定期試験前の１週間ほどの期間、学内

にヘルプデスクを設け、授業や試験に関して学生からの質問を受け付けている。 

そのほか、日常的には、教務課職員も学生からの相談に忚じている。 

 

【点検・評価】 

法学部において、所定の４年間で卒業できる学生は決して多いとはいえない。４年の間

に退学・除籍となる学生が尐なくないほか（第４章Ⅱ．６．を参照）、卒業できずに留年

する学生もかなり存在している。平成１５年度～平成１７年度に入学した学生の４年間で

卒業できた比率は、表Ⅲ―２２のとおりである。 
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表Ⅲ―２２ 法学部生の卒業者数(名)、卒業率(%) 

区分 

時期・学科 
入学者 4年間卒業者 留年者 退学等離籍者 

平成 18年度末 

〔平成15年度入学〕 

法律学科 296 199(67.0) 27(9.1) 70(23.9) 

法政策学科 95 47(51.6) 14(15.4) 34(33.0) 

計 391 246(62.9) 41(10.5) 104(26.6) 

平成 19年度末 

〔平成16年度入学〕 

法律学科 196 132(66.0) 20(10.0) 44(24.0) 

法政策学科 83 44(56.4) 17(21.8) 22(21.8) 

計 279 176(63.1) 37(13.3) 66(23.7) 

平成 20年度末 

〔平成17年度入学〕 

法律学科 169 116(66.7) 26(14.9) 27(18.4) 

法政策学科 49 17(37.0) 18(39.1) 14(23.9) 

計 218 133(61.0) 44(20.2) 41(18.8) 

 

このような実情から見ると、法学部における履修指導が十分に機能しているとは評価し

がたい。履修指導の機会は多様に設けられていても、成績不良者、とりわけ出席状況の悪

い学生は、入学時のオリエンテーションは別として、いずれも活用しようとしないため、

履修指導も行き届かない（例えば、新３年次生対象のゼミナール説明会の参加者は、説明

会を２回実施した平成１７年度～平成１９年度で約６０％、１回しか実施しなかった平成

２０年度では約５０％にとどまる）。履修登録についても、締め切り期限までに行わない学

生に対して、何度も電話等により連絡を試み、登録を完了するよう指導しているが、履修

届の未提出者は、前期では平成１７年度から平成２０年度にかけて３．６％から５．８％

へ、後期ではそれより約２ポイント高い比率で、増加傾向にあり、改善が必要である。 

オフィスアワーは、法学部専任教員の全員がこれを設定しているが、その時間帯に教員

の研究室を訪問する学生は尐ない。ヘルプデスクについては、さらに学生の認知度を上げ

る必要がある。また、学生が教員に直接話かけることを躊躇させる要因があるのであれば、

それを明らかにして除去しなければならない。 

 

【改善方策】 

履修未登録者を無くすべく、教職員が連携を取りオリエンテーションの出席を促すとと

もに、学生に忚じた履修相談を実施し、学修意欲の向上を図る。オフィスアワー、ヘルプ

デスクについては、学生の認知度を上げるとともに、学生にとって教員が遠慮なく話ので

きる存在であることを理解させるため、演習科目などで、オフィスアワーやヘルプデスク

の利用を課題の１つとして実行させるなどの工夫を試みる。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を再試験制度と

して設けている。ただし、受験できるのは、成績評価「Ｄ（４０点から５９点の範囲内）」

で不合格になった科目に限定している。 

また、留年者（４年を超える在籍者）に対しては、所定の卒業要件を充足した場合に９

月末での卒業を認めている。なお、留年者対策は成績不良者対策に包括される。 

 

【点検・評価】 
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表Ⅲ―２２の示すとおり、法学部において留年する者は決して尐なくない。その为な原

因としては、生活の乱れから授業への欠席が連続するなど学習意欲が著しく低下したこと

や、大学での授業を理解できるだけの基礎的能力を欠いていることが挙げられる。それゆ

え、留年者のための教育上の措置は、４年次生以下の成績不良者に対する措置と特段異な

るものではない。ただ、４年次生以下の学生は、演習科目の所属クラスの担当者による持

続的な指導の対象となるが、留年者にはすでに演習科目の卖位を修得済みで、どのクラス

にも属していない者がかなり存在する。このような留年者について、持続的な指導を可能

にするための措置が必要である。 

 

【改善方策】 

演習科目のクラスに属していない留年生に対する指導は、当人が演習科目の卖位を修得

した最後のクラス担当者が引き続き指導に当たることを原則とし、学部長、学部長代理、

教務部委員等がそれに協力する形で実施していく。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ活動は、以前から散発的には実施されていたが、平成１８年１０月に教育開発支援

センターが設置されて以降は、同センターが中心となって継続的に企画・実施されている。

その为な内容は、次のとおりである。 

① ＦＤやＳＤ（Staff Development）のための講演会や研修会の開催。 

平成１８年度は講演会を３回開催した。講演会のテーマは、「知識創造型ユビキタスな

学びプロジュクト」、「変わるアメリカにおけるＦＤの役割」、「ゆとり世代の学生実態」、

「ＩＣＴの教育への活用・ユビキタスな学習環境をデザインする」、「学生の就職活動、

今の状況とは」である。 

平成１９年度は講演会を３回開催した。そのテーマは「学生の接し方」、「分かりやす

い授業づくり」、「大学の認証評価制度について」である。また、ＦＤ／ＳＤワークショ

ップを開催した。前期においては、「分かりやすい講義の構築（教員用）」、「学修支援（職

員用）」、「キャリア形成支援（教職員共通）」、「Ｗｅｂサイトによる大学広報（教職員共

通）」をテーマとして、後期においては、「初年次教育支援プログラム」・「キャリア教育

支援プログラム」、「ＩＣＴ教育支援プログラム」をテーマとして実施され、在職年数等

を基準に指名された教職員が参加した。 

平成２０年度は講演会を２回開催した。テーマは「発達障がいのある学生支援」、「セ

クシュアル・ハラスメントの防止」、「就職環境と学生指導」、「質の高いキャリア支援を

目指して」であった。また、ＦＤ／ＳＤワークショップは、前期においては全体講演会

として「大学教育で求められること」をテーマに実施した後、「学部教育」・「学修支援」・

「キャリア支援」・「学生支援」のテーマ毎に別れ、管理者研修を実施した。また、特別

企画として、「ジャーナリズムの立場からの大学評価」をテーマにＳＤ（ＦＤ）講演会を

実施した。法学部のＦＤ講演会参加率は、平成１８年度の第１回目２５．９％、第２回

目４８．１％、第３回目４４．４％、平成１９年度の第１回目４６．２％、第２回目５

０．５％、第３回目４４．４％、平成２０年度の第１回目５８．３％、第２回目３９．

１％、第３回目２０．８％であった。また、ワークショップの参加者数は、平成１９年

度の第１回目５名、第２回目２名、平成２０年度の第１回目１名、第２回目４名であっ

た。 

② オープンクラス・ウィークスの設定。他の教員の担当する授業を参観する期間として、
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平成１９年度より実施。その中で評価の高かった授業については「公開授業および研究

会」を実施した。後期から教員だけでなく事務職員も授業参観に参加するようにした。

平成２０年度は、新たに兼任教員をも対象にした。法学部教員の参加率（授業を参観し

て報告書を提出した者）は、平成１９年度は、前期３８．５％、後期１８．５％、平成

２０年度は、前期２０．８％、後期３４．８％であった。 

③ 学生による授業評価。これについては、本章（３）を参照。 

④ ＦＤ・ＳＤ活動についての報告書や広報誌「渺望」の制作・頒布。 

 

その結果もあってか、学生による授業評価において、表Ⅲ―１８の示すように、法学部

学生の授業に対する全般的な満足度は、向上する傾向が見られる。 

 

表Ⅲ―２３ 法学部学生の授業満足度              （卖位：％） 

年度 

科目分野・学期 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

専攻科目 
前期 52.9 50.4 58.8 64.1 

後期 55.2 56.7 62.7 65.5 

演習科目 後期 75.9 81.7 79.8 80.1 

注）１．「私はこの授業に満足できた」という評価項目につき、５段階のうち「強 

くそう思う」「そう思う」との回答の比率。 

２．「専攻科目」は他学部開講科目を含む。 

 

【点検・評価】 

テーマに起因すると思われるが、法学部教員のＦＤ講演会への参加率が極めて低いので、

教授会などで参加を促す努力が必要である。しかし、学生による授業評価の中で、授業に

対する満足度が向上する傾向を示していることを見れば、学生の学修の活性化や教員個々

の教育指導方法の改善は進んでいると評価できよう。他方、法学部において独自のＦＤ活

動はこれまで実施されていないが、法学の指導法に焦点を当てた法学部独自のＦＤ活動が

あってよい。とりわけ、ＰＣを用いたプレゼンテーションや授業支援システム「OGU-Caddie」

については、基礎的技術の習得と忚用法について研修の機会が設けられているが、充分で

ない。また、多くの教員が担当する「一般ゼミナール」「入門ゼミナール」については、

指導経験をお互いに交換し、蓄積する機会を設けるべきであろう。 

 

【改善方策】 

法学の指導法に焦点を当てた法学部独自のＦＤ活動を模索するとともに、ＰＣを用いた

プレゼンテーションや授業支援システム「OGU-Caddie」について研修の機会を増やし、さ

らに内容の充実を図る。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

シラバスは、年度ごとに全学（短大・大学院を含む）の各科目を収録したかたちで作成

され、各学生には年度初めにＣＤ－ＲＯＭで配付される。このＣＤ－ＲＯＭが、履修登録

手続に必要であり、内容を閲覧した上でしか各科目を履修登録できない仕組みになってい

る。 

また、各科目の授業概要や内容に関する項目は、学内ネットワーク上にアップロードさ

れ、いつでも内容を閲覧することが可能である。 

これとは別に、法学部では、演習科目のクラス選択に資するため説明会を開催しており、
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その際、各クラスの概要を記載した小冊子「専門ゼミナールⅠ履修の手引」を出席者に配

付している。 

 

【点検・評価】 

平成１５年度以降、シラバスは冊子からＣＤ－ＲＯＭになり、軽量化が図られた。学生

が履修登録を行うに当たっては、まず開講時間の表を参照して登録する科目の候補を絞り、

次にＰＣの画面上でその科目についてのシラバスの記載を一読した後、登録の操作をする

という手順をとる。シラバスをどの程度丁寧に読んでいるかについては、学生による授業

評価の結果に表れている。その点についての法学部学生自身による評価は表Ⅲ－２４のと

おりで、平成１８年度からは改善傾向が伺える。特に、平成２０年度では、専攻科目およ

び演習科目でも６割から７割に達しているが、これに満足せず、さらに改善に向けた努力

が必要である。 

 

表Ⅲ―２４ シラバスの活用の授業評価              （卖位：％） 

年度 

科目分野・学期 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

専攻科目 
前期 55.4 59.9 61.5 64.5 

後期 61.2 65.8 68.1 70.6 

演習科目 後期 62.9 74.2 70.2 76.2 

注）１．「私はこの授業を登録するにあたって、講義要項〔シラバス〕を参考にした」とい

う評価項目につき、５段階のうち「強くそう思う」「そう思う」との回答の比率。 

２．「専攻科目」は他学部開講科目を含む。 

 

その理由として、シラバスの内容は詳細であるが、履修登録締切までの期間が短いため

内容を精読する余裕がなく、科目間の比較をしようとしてもなかなか容易でないというこ

とが考えられる。まして、登録時以外にＰＣを起動し、自分が選択した以外の科目や、さ

らに他学部で開講されている科目について、シラバスの記載に目を通してみるといった使

い方はほとんどされなくなったと思われる。 

他方、授業を担当する教員にとっては、詳細な内容のシラバスを、前年度後期の授業の

総括を待つことなく、１２月末までの時期に完成せねばならず、これが重い負担となって

いる。にもかかわらず、新しい文献資料等を用いる場合や時事的話題に言及する場合など、

実際の授業が細密に記載された授業計画通りに進まない例も多く（表Ⅲ―２５を参照され

たい）、負担に比して効果が尐ないが、学生の評価は平成１９年度および平成２０年度と

徐々に改善されている。また、４年次対象の演習科目「専門ゼミナールⅡ」のシラバスに

ついては、平成２０年度より新たに作成されることとなったが、「専門ゼミナールⅠ」から

の継続で、内容における発展性などさらなる工夫が必要である。 

 

表Ⅲ―２５ 授業内容のシラバス準拠度（法学部学生の評価による）（卖位：％） 

年度 

科目分野・学期 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

専攻科目 
前期 55.7 57.3 60.4 60.5 

後期 59.9 61.5 66.5 69.7 

演習科目 後期 67.6 74.2 67.8 73.4 

注）１．「授業内容は、講義要項〔シラバス〕に沿って行われた」という評価項目 

につき、５段階のうち「強くそう思う」「そう思う」との回答の比率。 

２．「専攻科目」は他学部開講科目を含む。 
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なお、平成２１年度より、ＣＤ－ＲＯＭではなく、Ｗｅｂ上に掲載されることになった

ため、シラバス作成時期の締め切りを前年度後期の授業終了時（１月末）以降に設定する

ことが可能になった。 

 

【改善方策】 

科目履修に際しては、登録後のミスマッチ防止や、評価方法等の内容確認が重要である

点を、あらためて学生に周知させ、前期・後期の履修登録時には、シラバスを十分に閲覧

して授業科目を選択するように指導して行く。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

全学的規模での学生による授業評価は、本学では平成１４年度後期から実施されていて、

平成１７年度後期以降は「自由表記」形式（記述式）と択一式の二通りの評価形式が併用

されている。「自由表記」形式の授業評価は、各期の授業開始後約１か月を経た時期に実施

され、回収後そのまま担当教員が自分で持ち帰り、当該クラスの授業を改善するための参

考資料とされる。択一式の授業評価は、各学期の授業期間終了の約３週間前（通年で開講

される演習科目は後期のみ）に実施されるが、２４項目（平成１７年度以前は２３項目）

について受講生が５段階での評価を記入し、回収後は全学的な統計処理に委ねられる。そ

の集計結果は、授業終了後に各教員に配付されるほか、学内ネットワーク上で参照するこ

ともでき、平成１９年度以降は学生にも公開されている。 

 

【点検・評価】 

「自由表記」形式による授業評価も、択一形式による評価も、尐人数クラスを除き、ほ

とんどのクラスで実施されている（択一形式による評価を実施したクラスの割合は、平成

１７年度～平成２０年度において、平成１８年度後期の８９．２％を除き、全て９０％を

超えている）。授業に対する満足度は、表Ⅲ―１８の示すように全体的には向上しており、

このような授業評価の実施が寄与していると考えられる。当初、出席状況不良の学生によ

る授業評価結果の信頼性について疑問視する意見があったため、出席状況の階層別に集計

ができるよう評価システムが改善された。その結果、出席状況が相対的に良くない学生に

よって否定的に評価されることが回避できるようになった。なお、平成２０年度の授業評

価では各項目の満足度がやや低下した。 

 

【改善方策】 

学生による授業評価は、各科目の授業改善に役立つと考えられるので、今後も改良を加

えながら引き続き実施する。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学では、講義科目・語学科目・演習科目等の授業形態ごとに１クラス当たり受講者数

の基準を設定している。講義科目は１００名から５００名をもって適正範囲としている。

講義科目のうち共通科目については、学期毎に担当者会議を開催し、５００名を超えるク

ラスや１００名未満のクラスが発生している場合は、その対忚策として開講クラス数の増

減等を検討している。その結果、５００名を超えるクラスは、それ以降は、平成１９年度
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に１クラス、平成２０年度に４クラス生じたにとどまっている。 

また、語学科目・会話科目の定員については、平成１８年度の担当者会議において、語

学科目は３６名、会話科目は２８名を上限とするように申し合わせている。 

なお、共通科目のうち、学外での研修等による科目の授業方法については、第３章Ⅱ．

３．（１）を参照されたい。 

法学部専攻科目では、入学者数の減尐もあって、登録者数が３００名を超える規模のク

ラスは生じていない。他方、専攻科目の中でも外国語学習を中心とする科目のクラス当た

りの受講者数は３０名程度までが適切と考えられるが、事前に学生の選択を予測するのが

難しいこともあり、登録者数が５０名を越えるクラスも時々出現している。ＰＣ教室を用

いる「情報処理演習Ⅰ」、「情報処理演習Ⅱ」および「法学情報処理演習」では、受講者数

について定員が設定されている。 

演習科目では、尐人数教育を実現するため、概ね２０名内外（年度により異なる）の定

員が設定される。その条件を活かして、各クラスでは、学生に発表・討論させ、必要に忚

じて個別的に指導する。さらには、演習室を出て裁判所などの見学や合宿を実施するなど、

担当者ごとに多様な形態での授業が繰り広げられている。また、平成１９年度より、演習

科目については、各クラスの開講時間帯をそろえることで、時間割によるクラス選択の余

地を排するとともに、複数クラス合同での授業形態も可能になった。 

 

【点検・評価】 

専攻科目のうち外国語科目については、定員を設ける必要性があると考えられ、また、

定員超過が慢性化する科目についてはクラス増を検討すべきである。演習科目のうち、「一

般ゼミナール」と「入門ゼミナール」の規模が２０名内外に達するのは、初学者対象の科

目としてはやや大きいが、クラス全てを専任教員が担当する原則の制約による。現在の教

員数では、学生数の増加などによる、クラス数の追加が難しくなる場合がある。それに対

して、３年次対象のゼミナールは開講クラス数が多く、また学生がいくつかのクラスに集

中することもあって、その他のクラスで受講者数が５人以下となり、授業の実施に支障が

生じるなど、授業効果の十分に上がらない例が生じている。この問題については、入学者

数の回復につれて次第に解消すると見込まれる。 

 

【改善方策】 

科目ごとの適切な受講人数については、より効果的な授業運営が行えるよう、今後も継

続的に点検し、問題があれば教授会で審議し、改善を図る。 

また、学生にとって興味深く、授業へ集中できるような取り組みなどを、ＦＤ活動など

を利用しながら、随時紹介等を行い、学修効果の高い授業方法を模索していく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学においては、全ての大教室にビデオ映像やＰＣ画面を表示できる設備が完備してお

り、いくつかの科目では、授業でビデオやＤＶＤの映像の利用やＰＣによるプレゼンテー

ションが導入されている。また、共通科目の「情報基礎演習」や専攻科目の「情報処理演

習Ⅰ」、「情報処理演習Ⅱ」、「法学情報処理演習」では、受講者一人ひとりが操作できるＰ

Ｃを設置したＰＣ教室が用いられる。演習科目向けの小規模ＰＣ教室（ＰＣ演習室）は２

室あり、担当者の判断で利用されている。 

これらとは別に、ネットワークを介して授業時間外でも利用可能なメディアとして、授

業支援システム「OGU-Caddie」が導入されている。このシステムへは学外からもアクセス

可能で、オンデマンド式授業の機能をも有するが、为には教員からの連絡や資料配付、受

講生からの意見質問とそれへの忚答、小テストやアンケート等の実施手段として利用され
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ている。 

 

【点検・評価】 

法学部の各科目における視聴覚機器や情報機器の利用は、他の学部と比べても活発とは

いえない。このことは、例えば平成２０年度の学生による授業評価の中で、「プレゼンテー

ション〔ＯＨＰ・ビデオ・スライドなどを利用した説明〕が効果的であった」という評価

項目に対する非回答の比率が、全学では前期３４．７％、後期３８．３％であったのに対

して、法学部生では前期専攻科目で５５．５％、後期専攻科目で６１．２％、演習科目で

８１．３％という高い値を示していることから窺い知ることができる。 

法学部教員の視聴覚機器・情報機器の利用が低調なのは、施設や備品の制約以上に、そ

の多くがこれらの機器等を利用した授業に接した経験に乏しく、機器等の操作に習熟して

いないという事情に帰せられると考えられる。 

 

【改善方策】 

法学部教員が多様なメディアを活用するためには、まず機器やシステムの操作法に習熟

することが必要である。また、専攻科目や演習科目における効果的な使用方法について成

果をお互いに公開し、蓄積していくことが必要である。さらにネットワークの活用法とし

て、法学部が独自の学生向けホームページを開設することも、今後検討されるべきであろ

う。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

現状においては、法学部の専攻科目・演習科目では、「遠隔授業」による卖位認定科目は

ない。 

 

【点検・評価】 

法学部において「遠隔授業」による卖位認定科目の必要性が生じたときには、教授会で

検討する。 

 

【改善方策】 

現時点において改善する点はない。 

 

【外国語学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

本学部の教育課程は、本学の教育理念と学部の教育目標を実現すべく体系的に編成され

ており、本学部の「専攻科目」、「演習科目」、ならびに全学部共通の「共通科目」で構成さ

れている。 

共通科目は、幅広く深い教養および総合的な判断を培い、豊かな人間性を築くことを目
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的として設定された一般教養的科目から成る。平成１９年度以前の入学者に対しては「文

化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」、「言語と

文化」の６分野、平成２０年度以降は、これに「導入教育ユニット」と「キャリア教育ユ

ニット」を加えた８分野に分類される。 

専攻科目における平成２０年度からの現行カリキュラムでは、それまで「第１類」、「第

２類」、「第３類」と配分していた科目群を、「基礎科目」、「忚用科目」、「コース関連科目」

という名称に変更し、科目の配置も変えた。「第１類」の科目はそのまま名称変更して「基

礎科目」に移行したが、名称を簡素化し科目内容を学生に理解しやすくするとともに、「基

礎科目」に含まれる必修科目「ライティング」、「リーディング」は１年次から３年次まで

継続して履修できるようになっており、教育効果を考えて体系的に配置されている。「第２

類」と「第３類」は解体され、「忚用科目」には「英語音声学」や「オーラル・コミュニケ

ーションⅢ～Ⅳ」、「ライティングⅢ～Ⅳ」など、従来「第２類」に含まれていた重要科目

が含まれ、３年次まで継続してより高度な英語力を得られるよう配置されている。「コース

関連科目」には「英語で学ぶ日本」のような新規開講科目が加えられた。 

平成１７年度に、学生の進路にあわせて専門性のある科目を体系的かつ集中的に学ぶこ

とができるように学部として初めてコース制が導入された。これまで同様、専攻外国語（英

語あるいはドイツ語）の４技能（聴く、話す、読む、書く力）の向上を目指すのと併せて、

英語圏とドイツ語圏の社会的、文化的背景を学ぶことに重点を置いているが、そのような

方向性をさらに強化すべく、｢実務型コース｣と｢総合型コース｣を置き、学部生が選択でき

るようにした。「実務型コース」は目的を特化したコースで、このコースに含まれる科目群

はコミュニケーション・スキルにさらに磨きをかけ、学生の進路にあわせて専門性のある

科目（「オーラル・コミュニケーション」や「リーディング」、「中級ドイツ語会話」や「ド

イツ語作文」など）を体系的かつ集中的に学ぶことができる。実務英語のスペシャリスト

を目指す学生に向いている。一方の｢総合型コース｣は教員、留学、大学院進学を志向する

人のために設けた。語学と教養を学部の４年間でしっかり身に付けて、さらにそれを将来

発展させようという方向性を持っている。｢実務型コース｣とは異なって、語学にゆっくり

取り組み、確実に身に付けようというねらいがある。「英語学概論」や「英文学概論」、「ド

イツ語学概論」や「ドイツ文学講義」は広い教養を身に付けるために役に立つ科目として

配置された。 

平成１９年度のカリキュラム改訂により、従来の「実務型コース」と「総合型コース」

の２コース制を３コース制へと再編成を行い、「英語キャリアコース」、「英語アドバンスト

コース」、「語学研究コース」に分けた。これにより開設科目における、専門教育的授業科

目と外国語科目の量的配分を増やした。その为要な理由は、大学教育の一環として資格試

験対策科目を設けることが社会の要請として年々強くなっており、それをこれまで以上に

強く意識したからである。 

「英語キャリアコース」は、語学力にさらに磨きをかけ、１年次からキャリア形成を目

指し、国際化社会で即戦力として通用する能力の習得を目標とする。留学を目指す学生が

継続的に学ぶことができる「留学準備Ⅰ～Ⅱ」や、キャリア志向の学生のニーズを満たす

ため、従来「第２類」に含まれていた「ビジネス英語」に加え、外国語科目「ＴＯＥＩＣ リ

スニング」、「ＴＯＥＩＣ リーディング」、「ＴＯＥＩＣ グラマー」、ならびに「キャリアデ

ザインⅠ～Ⅲ」などが新規開講科目として体系的に配置されている。「第３類」に含まれて

いた「情報処理演習Ⅰ～Ⅱ」は、体系的教育効果を勘案し配当年次を変更した。また、通

訳ガイドなどを目指す学生は、新規開講科目の「英語で学ぶ日本」と「通訳ガイド論」に

おいて継続して学ぶことができる。 

「英語アドバンストコース」は、より高度な英語力の獲得を目指し、より専門的に英語

を極めることを目標とするが、従来の「第２類」に含まれていた「英米言語文化」、「英語

史」、「時事英語」などの重要科目が含まれている。また、体系的教育効果を考慮し「ディ

ジタルイングリッシュⅠ～Ⅱ」と「イングリッシュプレゼンテーション」の配当年次を変
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更している。 

「語学研究コース」は、英語の能力に加えてドイツ語やフランス語の能力を留学レベル

にまで高め、広範囲の異文化との対話力の習得を目標とする。共通科目（言語と文化）の

１年次配当科目「ドイツ語Ｉ」、「フランス語Ｉ」から継続して学ぶことができるよう「忚

用ドイツ語Ⅰ～Ⅱ」と「忚用フランス語Ⅰ～Ⅱ」は配当年次を変更し、「ドイツ語コミュニ

ケーションⅠ～Ⅱ」と「フランス語コミュニケーションⅠ～Ⅱ」が新規に開設された。 

演習科目は必修科目であるが、平成２０年度のカリキュラム改正において、従来、１年

次、３年次、４年次で設けられていた「ゼミナール」を、これまで演習科目のなかった２

年次に「ゼミナールⅡＡ」および「ゼミナールⅡＢ」を新たに開設し、１年次「ゼミナー

ルⅠＡ」「ゼミナールⅠＢ」、３年次「ゼミナールⅢＡ」「ゼミナールⅢＢ」、４年次「ゼミ

ナールⅣＡ」「ゼミナールⅣＢ」と共に、４年間一貫とした。なお、「ゼミナールⅣＡ」「ゼ

ミナールⅣＢ」は専攻科目（忚用科目）の卖位で代替できる。 

１年次の「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」は、大学で必要とされるスキルを身につけることを

目標とし、いわば高校から大学への橋渡しをねらって日本語の「読み、書き」の復習と発

展、およびパソコン演習（ワード文書作成、メールマナーなど）を中心課題に据えている。

平成１９年度の「ゼミナールＩ」では、テーマ別ゼミナールとして教職と留学に重点を置

いたクラスを設けたが、留学希望者の増加により、平成２０年度において、留学について

は新規開講科目「留学準備Ⅰ～Ⅱ」に引き継ぎ、教職に重点を置いたクラスのみを「ゼミ

ナールⅠＡ」に残した。２年次では、１年次から継続しての「読書プログラム」を実施し、

学生の読む力の増大を図っている。３年次と４年次は継続しており、同じ教員が同じテー

マを発展的に扱うよう工夫がなされている。テーマは、文学、文化、言語学と幅が広く、

学生の多様な関心を満たせるよう設定されている。「ホームルーム」の機能を併せ持つクラ

スを４年間一貫して提供し、体系的教育効果を得られるよう編成がなされている。 

ドイツ語学科については、平成１７年度からのカリキュラムでは、「中級ドイツ語Ⅰ～Ⅱ」

を「第２類」から「第１類」に変更した。これによって、「第１類」（必修科目）が２８卖

位となり、英語学科と同じ卖位数になった。「第２類」も英語学科にならい２０卖位以上と

し、「ドイツ近代史」を「ドイツ史」に名称変更し、また、「ドイツ語文章論」を廃し、Ｃ

ＡＬＬ教室を利用する「ドイツ語情報処理Ⅰ～Ⅱ」を新設した。「第３類」も英語学科にな

らい８卖位以上とし、「専門英語講読」「専門フランス語講読」を「インテンシヴ・英語」

「インテンシヴ・フランス語」に名称変更を行った。 

 

【点検・評価】 

平成２０年度のカリキュラム改訂により３コース制を採用して、学生の進路にあわせて

体系的かつ集中的に学ぶことができるようになった。必修である基礎科目の英語科目は、

「リーディングⅢ」を除いて、習熟度別のクラス分けを実施している。また、コース関連

科目として新規に設けられた「留学準備Ⅰ～Ⅱ」「ＴＯＥＩＣリスニング」「ＴＯＥＩＣリ

ーディング」「ＴＯＥＩＣグラマー」「英語で学ぶ日本」などはいずれも学生の人気が高く

受講生も多いが、留学希望者の中には、英語圏以外の留学を通じてトライリンガルを目指

す意欲的な学生も見られることから、英語圏以外への留学希望者を対象としたドイツ語、

フランス語を含む、留学準備の科目を各年次に配当することが必要である。 

コース関連科目は、従来の「第２類」と「第３類」を解体し再編成を行ったものである

が、「英文学概論」、「米文学概論」と「英米文学講義」や、「英語学概論」と「言語学概論」

のように、内容が重複しかねない科目が配置されていることは、継続的な学びの点からも

適切ではない。 

平成２１年度から新たに開設した「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」は、1 年次の「ゼミナール

ＩＡ・ＩＢ」の内容を発展させ、３年次・４年次のゼミナールに繋げられるようになり、

４年間一貫して演習のクラスを提供できるようになったことは評価できる。また、１年次・

２年次のゼミナールでは、それぞれ一人の教員がコーディネーターを担当し、前期・後期
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を通して学生が身に付けるべき学習目標を明確にし、ゼミナール担当者会議などにおいて

担当者全員が情報を共有し意見交換を行うようにしている。ただし、現行カリキュラムで

は４年次のゼミナールは３年次以下に配当されている専攻科目で代替できるが、ゼミナー

ル以外に、社会への導入科目を４年次に配当すれば、４年次配当科目を４年次配当科目で

代替するという点で合理的であるとともに、キャリア志向の学生にとってもメリットがあ

る。 

ドイツ語学科では、２年次の「中級ドイツ語Ⅰ～Ⅱ」が必修になったことで、１年次の

「ドイツ語文法Ⅰ～Ⅱ」「ドイツ語講読Ⅰ～Ⅱ」と３年次の「ドイツ語文献講読Ⅰ～Ⅱ」と

合わせて、継続的にドイツ語の読解力を身につけさせることが可能になった。また、既存

の「ドイツ語作文Ⅰ～Ⅳ」と新設の「ドイツ語情報処理Ⅰ～Ⅱ」を履修させることにより、

ドイツ語の表現力を向上させることができるようになった。 

 

【改善方策】 

コース関連科目の内容、構成および位置づけについては、内容が重複しかねない科目を

中心に再検討を要する。 

卒業所要卖位を３年次までに修得している学生の中には、４年次では就職活動に専心し、

授業には目を向けず、１科目も履修しない者もいる。４年次生の勉学意欲を高めるため、

学部内外に各科目の魅力を周知するとともに、４年次での一定の卖位修得を卒業要件に加

える。キャリア志向の学生を対象とする社会への導入科目を配置し、「ゼミナールⅣＡ・Ⅳ

Ｂ」の代替科目とするなどが考えられる。また、大学院進学希望の学生の必要を満たす科

目を配置することも検討課題である。現行のカリキュラムが一巡する平成２３年度を目処

にこれらの点を改善したカリキュラム改訂を行う。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

心身の健康のための科目として「健康とスポーツ科学」の分野に「健康科学論」・「生涯

スポーツ論」を設置し、食に関する事項や健康管理、スポーツや日常における心の持ち方

などの内容の授業を設置している。また、「生涯スポーツ論」は、在学中だけでなく卒業後

においても有効である。 

倫理性を培う科目として、１年次配当の「哲学入門」・「倫理学概論」・「宗教学」、２年次

生配当の「倫理学特論」・「東洋の思想」・「西洋の思想」がある。法的内容の科目としては、

１年次配当の「法学入門」・「現代法学」・「現代憲法Ａ・Ｂ」、２年次生配当の「国際社会と

法」を開講している。 

これらの基礎的な教育の上に、本学部では外国語を専攻して勉学するというその学部の

特色に鑑み、以下のような基礎教育、および倫理性を育む教育を行っている。基礎教育と

して、近年若者たちの日本語のコミュニケーション能力の低下が懸念される中で、1 年次

のゼミナールにおいて、日本語の文章を読み、内容把握、要約、発表をさせることで、外

国語習得の礎となる日本語の基礎力の強化とコミュニケーション能力の向上を図る。 

また、本学部では、外国語を専攻する学生に必要な倫理性とは、「文化間の優务は存在し

ない、異文化を务ったものとは見なさない、異質なものを排除しない」と理解し、人権や

单北問題といった社会問題に目を向け、平和と平等を標榜することを第一義に考えること

である。そのような倫理性を培うために、４年次生に対する学修支援の取り組みとしてゼ

ミナールにおいて、広く世界のありように目を向け、その中で我々一人ひとりに何ができ

るかを考えさせた。「憲法」というタイトルで基本的人権を、「環境」というタイトルで单

北間の消費の格差、「戦争と平和」というタイトルで先の大戦中の日韓関係などを月替りの

テーマとして取り上げて、新聞記事等を読ませて問題提起をし、学生たちに討論の機会を

与え、レポートを書かせている。「英米言語文化」の授業では、ユダヤ人問題（アメリカの
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大統領選でのイスラエル・ロビーの影響力とパレスチナ問題）、イスラーム（英米の宗教、

文化の衝突）、アフリカの紛争（アメリカの銃規制の問題から、ダルフール紛争と世界の武

器輸出国について考察）などに触れ、学生が世界平和を阻むさまざまな要因、地域紛争の

原因等に関心を持つだけではなく、問題を発見する力とそれを自分のこととして考える必

要性を認識する機会を与えた。さらに、英字新聞を読む「時事英語」の授業でも、環境問

題、地域紛争、人権問題等の記事を取り上げ、学生が広く社会に目を向けるようにしたり、

「株式インサイダー取引」や「食品偽装問題」等の記事を取り上げることで、学生が卒業

後社会人として身に付けておくべき倫理性として、コンプライアンス（法令遵守）の概念

を指摘し、企業、および企業で働く社会人が負う責任について考えている。 

 

【点検・評価】 

外国語を学ぶ学生のための基礎教育として日本語力の底上げを目的に、１年次のゼミナ

ールのすべてのクラスで、日本語の基礎力とコミュニケーション能力の強化に取り組んだ。

（「１年次生に対するキャリア形成と就職支援」レポート参照。） 

一方、卒業後、外国人を相手に仕事をする可能性や、海外赴任の可能性もある本学部の

学生に対して、倫理性を培う教育として異文化や多元文化への理解を推進することは不可

欠である。しかし、これに関しては、現状では外国語のスキルを磨く教育が为体となって

いて、一部の授業によってのみ、そういった視点で授業が行なわれているだけで、学部全

体として取り組む体制にはなっていない。 

 

【改善方策】 

世界に目を向け、異文化を受容し、平和と平等の実現に貢献できる人間を創るための教

育を、学部として推進する必要があり、３年次もしくは４年次のゼミナールの全クラスで

プロジェクトとして取り入れる。 

また、本学部にはスペイン語圏や中国語圏など異文化背景を持った学生も在学しており、

そういった学生たちの持つ文化の紹介や、彼らが日本文化に触れる際の軋轢等、彼らの体

験を他の学生たちと共有する場をつくることで、異文化理解を促進させる。さらに、現在

１年次のゼミナールで、交換留学生として本学で学んでいる海外からの留学生たちとの交

流の機会を、年に１回設けているが、これを発展させて、留学生たちと触れ合う機会を増

やし、異文化理解につなげる。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部はコミュニケーション能力の最大化をホームページで謳っている。しかし、語学

力の鍛錬だけに終わらせないために、文化、文学、社会事象などに関する科目も配置して、

コミュニケーション・スキルを伸ばし、あわせて視野の広い社会人養成と研究者の養成を

目指している。いずれの達成目標も、専門性の裏付けのある体系的なカリキュラムによっ

て初めて可能になる。そのため、本学部の到達目標にあわせて、カリキュラムは、語学の

基礎科目から、文学や思想、歴史、政治など専門性の高い科目へと体系的に配置し、それ

が科目群の名称で示されている。「基礎科目」としては、コミュニケーション・スキルの基

礎固めとその展開のための科目として、「オーラル・コミュニケーションⅠ～Ⅱ」、 「リー

ディングⅠ～Ⅱ」、「ライティングⅠ～Ⅱ」、に加えて、「グラマー」を配置し必修としてい

る。「忚用科目」は「基礎科目」に含めた科目の発展を目指している。「忚用科目」として、

「オーラル・コミュニケーションⅢ～Ⅳ」、「リーディング Ⅳ」、「ライティング Ⅲ～Ⅳ」、

「英語音声学」、「ディスカッション／ディベート」を配置している。英語の力を伸ばすた

めの科目を、「基礎科目」と「忚用科目」にグループ化し、基礎から忚用へ、科目を段階的
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に配置して体系性を維持している。 

それと並行して、専攻科目内に「コース関連科目」を設け、さらにそれを３つのコース

に区分し、「英語キャリアコース」には「ＴＯＥＩＣグラマー」、「ＴＯＥＩＣリーディング」、

「ＴＯＥＩＣリスニング」などを配置、「英語アドバンスコース」に「英米言語文化」、「ア

メリカ事情」、「イギリス事情」、「国際事情」などを配置し、「語学研究コース」に「ドイツ

語コミュニケーション」や「フランス語コミュニケーション」などを配置して、専門教育

的科目内での多様性に配慮している。また、「英語キャリアコース」では、１年次配当の「英

語で学ぶ日本」の発展科目として、３年次に「通訳ガイド論」を配置し、「英語アドバンス

トコース」では、１年次配当の「英米言語文化」の発展科目として、２年次に「米文学概

論」、「英語学概論」、「英語史」を配置して、学生が言語・文化についてさらに深く学ぶこ

とができるよう配慮している。多様性と体系性を持つことによって、学部の教育目標であ

る、コミュニケーション能力の最大化によるキャリア形成、大学院進学、留学をサポート

するための教育体制を整備している。 

 

【点検・評価】 

平成１９年度までは、「総合型コース」と「実務型コース」とにカリキュラムを複線化し、

前者は海外留学や教員志望の学生の要求を満たす科目を、後者は企業への就職希望の学生

に必要とされるような科目を、それぞれ体系的に配置していた。しかし、カリキュラムの

大幅な改訂を伴う科目の配置ではなかったために、「総合型コース」と「実務型コース」に

複数の科目が重複して含まれていて、違いを十分に明確にすることができなかった。例え

ば、｢総合型コース｣には｢英文学概論｣が含まれ、｢実務型コース｣には｢英米文学講義｣が含

まれていた。専門科目で不十分だった、「総合型コース」と「実務型コース」の違いを強調

するために共通科目に頼らざるを得なかったことも問題であった。（履修モデルには、｢実

務型コース｣を特徴付ける科目として、共通科目の「イングリッシュ・コミュニケーション

スキル」や｢海外語学研修 Ｉ｣が含まれていたのはその一例。） 

平成２０年度からの現行カリキュラムは、英語によるコミュニケーションの基礎となり、

その能力を伸ばすことを目的とした科目を「基礎科目」と「忚用科目」に配置している。｢英

語キャリアコース｣に配置した、国土交通省認定の「通訳士（通訳ガイド）」試験対策のた

めの｢英語で学ぶ日本｣と｢通訳ガイド論｣、検定試験を念頭に置いた「ＴＯＥＩＣリスニン

グ」、「ＴＯＥＩＣリーディング」、「ＴＯＥＩＣグラマー」、「情報処理演習 Ⅰ～Ⅱ」、「キャ

リアデザインⅠ～Ⅱ」、児童英語教育者養成のための「英語教育Ⅰ～Ⅱ」は、キャリア支援

のための科目として、体系的に配置されている。｢英語アドバンストコース｣には、語学力

のさらなる向上を目指す学生のために｢英語史｣や｢言語学概論｣を配置している。「語学研究

コース」には非英語圏の言語（ドイツ語、フランス語、ギリシャ語、ラテン語）を学び、

さらに知識を広め、忚用力を付けるための科目を配置している。本学部の学生が専門領域

と広範な知識を身につけ、さらにそれを忚用できる能力を展開させることに配慮している

という点で、現行カリキュラムは、学校教育法第８３条第１項の趣旨に合致する。しかし、

現行カリキュラムの専門性と体系性の明確化は評価できるが、コースが実際には科目群と

なっているので、各コースの見直し、配置する科目の再検討が課題である。 

 

【改善方策】 

｢英語アドバンストコース｣と「語学研究コース」に現在配置されている科目が、それぞ

れの科目群に合致しているかどうかを検討し、必要とあれば入れ替えをする。「語学研究コ

ース」に配置されている「英文学概論」は「英語アドバンストコース」へ移行させること、

「語学研究コース」の１年次にドイツ語とフランス語の科目を新しく配置する。 

 

（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 
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【現状の説明】 

一般教養的科目と専門科目は補完関係にある。どちらが欠けても大学での学修は完結し

ない。一般教養的科目によって幅広い教養を身につけながら、同時に専門性を掘り下げる

ことによって、学部生はバランスの取れた学士力を獲得することができる。専門の偏りを

一般教養的科目で正し、一般教養的科目に欠けている焦点化を専門科目で補うことが可能

なカリキュラムをこれまで展開してきた。共通科目に、「文化と歴史」、「人間と社会」、「自

然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」、「言語と文化」を置いてきたが、平成２

０年度から新たに「導入教育ユニット」と「キャリア教育ユニット」が加えられた。前者

は学生の質の変化に対忚し、後者は社会の要請に忚えるためのものである。「文化と歴史」、

「人間と社会」、「自然と情報」に、それぞれ１２科目、１４科目（インターン科目は除く）、

１８科目を開講しているのは、一般教養的科目の中で重点化を行っていて、これらのグル

ープに含まれる科目は、人格の涵養にとって最重要で不可欠であるという認識を持ってい

るからである。 

研究領域の細分化という傾向をそのまま大学教育に持ち込む危険性を排除し、学生の視

野を広げ、選択肢を広げるために、学際的なテーマを複数の教員で担当するのが「総合科

目」である。「ヨーロッパの歴史と文化を知る」、「コミュニケーションの重要性を理解する」、

「キャリア教育を考える」、「ワールドツアー」などのテーマは多様だが、現代世界の直面

している問題を解説、解決の道を受講者にも为体的に考えさせようというねらいがある。

担当教員が独自の切り口で、それぞれの専門分野の最新の成果を講義している。時間的な

制約の中で、担当者が工夫して、テーマを深く掘り下げて、受講者の関心と興味を深めよ

うという配慮も怠っていない。 

 

【点検・評価】 

共通科目（「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合

科目」、「言語と文化」、「健康とスポーツ科学」）は、平成１６年度入学生までは３２卖位必

修とされていたが、平成１７年度から変更されて「１０卖位以上」必修となった。履修に

際しての選択の幅を広げることによって、学生の関心の多様化にこれまで以上に対忚でき

るようになったことは評価できるが、共通科目の履修選択は学生の興味・関心に任せてお

り本学部の学生として是非とも履修して欲しい科目を履修しない学生も多々見られるため、

今後、改善の必要がある。また、大学での学修において必要な自己を表現する力を涵養す

るための｢導入教育ユニット｣や早い時期からのキャリア形成を意識付けるための｢キャリ

ア教育ユニット｣を新しく配置したことは、非常に意義がある。 

本学部は、語学を学び、それを基礎にして、学生がそれぞれのキャリア形成をすること

を学部の到達目標に掲げてきた。語学力を伸ばしながら、広範な知識を獲得し、思考力を

伸ばすことによって到達できる目標であるが、それは一般教養的科目によって培うことの

できる、深い教養、総合的な判断力、多様な価値観を受け入れることのできる豊かな人間

性を基礎に据えてこそ可能になる。 

 

【改善方策】 

共通科目の履修にあたっては、前期・後期のオリエンテーションの履修登録の説明の際

に、学生が本学部の教育目標に合致した科目を履修するように指導し、あわせて、履修モ

デルも学生に示していく。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 
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外国語学部のカリキュラムの中心をなすのは外国語科目である。それ以外に文学や文化

など、言葉の隣接領域を扱う科目を配置している。平成１７年度から、共通科目「言語と

文化」の卒業必要卖位数を４卖位に改訂した。これは、必修でなくても、魅力的な外国語

科目を提供すれば学生は１０卖位でも１２卖位でも履修するという、語学の教員の教育力

とカリキュラム構築力についての自信の表れであった。その結果、本学部生は、「ベーシッ

ク・イングリッシュⅠ～Ⅱ（ドイツ語学科のみ）」、「ドイツ語Ⅰ～Ⅱ（英語学科のみ）」、「フ

ランス語Ⅰ～Ⅱ」、「中国語Ⅰ～Ⅱ」、「スペイン語Ⅰ～Ⅱ」から１言語だけが選択必修にな

った。 

共通科目「言語と文化」の英語科目「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅠ～

Ⅳ」は必修ではないが、英語によるコミュニケーション能力を向上させるためには必要な

科目であるため、より多くの学生が受講するよう内容の検討を行った。その結果、平成１

６年度から開講していた特別講座ＥＦＬ（English For Life Program）を参考に、より実

践的な内容のクラスを多数開講することで、学生に興味をもたせることができると考え、

英会話中心で授業テーマを担当者に一任していた従来の方針を改め、平成１９年度から、

学生が興味を持つようなテーマのクラスをランゲージセンターにおいて予め決め、そのテ

ーマに沿って授業をするよう担当者に依頼した。科目名も工夫し、履修時はテーマとレベ

ルを明示した仮の科目名（「ＥＣＳ（トラベルイングリッシュ・初級）」、「ＥＣＳ（Ｍｏｖ

ｉｅ英語・中級）等」を表記し、修得後に正式な科目名に変換し、成績表に「イングリッ

シュ・コミュニケーションスキルⅠ～Ⅵ」を表記する方式に変更した。また、３年次配当

の「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ」においては、就職試験対策に特化し

たクラスを開講することで、学生のニーズに忚えた。さらに、ＥＣＳのパンフレットを作

成し、オリエンテーションで配付するとともに、説明会を開催することで、認知度は次第

に高まり、受講者数が増加した。 

英語以外の外国語に関しては、平成１８年度から、ランゲージセンターが「英語」、「ド

イツ語」、「フランス語」、「中国語」、「スペイン語」を紹介するパンフレット「大阪学院大

学の外国語教育」を作成し、新入生のオリエンテーションで配付している。本学部英語学

科は、英語以外の１言語４卖位が選択必修なので、このパンフレットは履修登録の際の参

考になっている。 

また、「総合科目」に、ランゲージセンター企画のワールドツアークラスを開講した。こ

のクラスは、学生が「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「スペイン語」の５

つの言語のうち、どの言語を履修するかの選択の一助とする目的で、为に新入生をターゲ

ットにして、平成２０年度から開講した。授業は、各言語の特徴や魅力などについて、担

当者がリレー形式で講義を行なっており、平成２０年度は、５言語のうち、「英語」、「ドイ

ツ語」、「フランス語」の３言語で実施している。 

英語のプレースメントテストに関しては、平成１８年度に「ベーシック・イングリッシ

ュⅠ～Ⅱ」における習熟度別クラス編成のために、ランゲージセンター運営委員会がオリ

ジナルのプレースメント・テストを作成した。なお、英語学科の新入生も受検したが、専

攻科目の習熟度別クラス編成には利用しなかった。平成１９年度には、ランゲージセンタ

ー運営委員が作成したオリジナルのプレースメント・テストと英語学科のオリジナルテス

トを実施し、さらに、全学部で TOEIC Bridge®IP テストを実施したが、実施時期が遅かっ

たため、クラス分けには使うことができなかった。その後、他のプレースメント・テスト

と比較した結果、TOEIC Bridge®も習熟度別のクラス分けに利用できるとの結論となった。

平成２０年度は、TOEIC Bridge®IP テストを全学部で実施した。英語学科では、TOEIC 

Bridge®IP テストのスコアに加えて、本学部独自のテストで、専攻科目の習熟度別クラス

編成を行った。 

 

【点検・評価】 

共通科目「言語と文化」の卒業必修科目数を減らしたことは評価できる。学修の習慣が
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十分形成されていない学生には予習や復習を必要とし、毎回授業に出席する必要のある積

み上げ型の語学科目は苦手であるから、その負担を減らした。また、語学嫌いの学生や苦

手な学生が継続的に出席できるよう、遊びの要素も取り入れながら英語の力を定着させる

ことをねらった科目を配置した。英語以外の外国語を例に取れば、１年次配当の選択必修

科目の受講者は比較的多いが、２～３年次配当の科目は受講者が尐ない。特別講座「ＥＦ

Ｌ」などを参考に、受講しやすい科目を増やし、学ぶ楽しさを強調するような方策を考え

なければならない。 

 

【改善方策】 

「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「スペイン語」に関しては、２年次以降の継続

学修を積極的に勧め、受講者を増やすことが検討課題である。そのため、英語の「イング

リシュ・コミュニケーションスキル」を参考にして、テーマ別、グレード別のクラスを開

設する。さらに、資格試験受検も勧め、ドイツ、フランス等、英語圏以外への交換留学も

促進する等、英語以外の外国語に対する学生のモチベーションを高める。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

本学部英語学科は、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、平成１６年度入学生まで、一

般教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位（２５．０％）、専攻科目８４

卖位（６５．６％）、演習科目１２卖位（９．４％）として配置すると共に、学生の学習意

欲に沿うよう共通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位までを専攻科目の

卖位で代替可能とし、また、逆に共通科目の卖位を所定の卖位数まで認めるなど、学生の

科目選択に幅をもたせた教育課程となっていたが、系統立てた履修の仕方や卒業要件を理

解せず、配当曜日講時による科目履修をする傾向にあったため、平成１７年度から共通科

目(外国語科目を含む)１０卖位以上（７．８％）、専攻科目５６卖位以上（４３．８％）、

演習科目１２卖位（９．４％）計７８卖位（６０．９％）を各分野の最低修得すべき卖位

として規定し、残り５０卖位は、学生に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人

の学習の指針に沿って選択履修が可能な教育課程とした。また、これまで共通科目（１５

９科目）と専攻科目（４６科目）の授業科目を開設しているが、分野における卒業所要卖

位数からしても量的に不均衡であるため共通科目の統廃合を計り、平成２０年度から共通

科目１１２科目、専攻科目５９科目とするとともに、全学部で共通科目において大学教育

に欠かせない「読む力、書く力、考える力、表現する力」を養うことを目的とした「導入

教育ユニット（３科目）」とキャリア教育を目的とした「キャリア教育ユニット（２科目）」

を設置した。これらの科目を加えると共通科目１１７科目、専攻科目５９科目の配置とな

る。演習科目は、新たに２年次配当の「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」を設置して、１年次から

４年次までいずれかのクラスに所属することを可能とし、卒業所要総卖位の配分を１２卖

位から１６卖位（１２．５％）に増やした。その結果、４年間の体系的な教育が可能とな

った。 

また、ドイツ語学科は、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、平成１６年度まで、一般

教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位（２５．０％）、専攻科目８４卖

位（６５．６％）、演習科目１２卖位（９．４％）として配置すると共に、学生の学習意欲

を高めるために共通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位までを専攻科目

の卖位で代替可能とし、また、逆に共通科目の卖位を所定の卖位数まで認めるなど、学生

の科目選択に幅をもたせた教育課程となっていたが、系統立てた履修の仕方や卒業要件を

理解せず、配当曜日講時による科目履修をする傾向にあったため、平成１７年度から共通

科目(外国語科目を含む)１０卖位以上（７．８％）、選考科目５６卖位以上（４３．８％）、
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演習科目１２卖位（９．４％）計７８卖位（６０．９％）を各分野の最低修得すべき卖位

として規定し、残り５０卖位は、学生に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人

の学習の指針に沿って選択履修が可能な教育課程とした。また、これまで共通科目（１５

９科目）と専攻科目（５０科目）の授業科目を開設していたが、平成２０年度から、募集

停止となった。 

本学部は今回の点検・評価該当年次に２度カリキュラムの改訂を行ったが、卒業所要総

卖位１２８卖位に占める専攻開設授業科目の量的配分はあまり変えていない。一番の大き

な変更点は、平成１６年度までの専攻科目「第３類」の２８卖位（２１．９％）を、平成

１７年度入学生からは８卖位（６．３％）に減じたことである。これは、平成１６年度ま

では第３類の必修卖位数２８卖位のうち２０卖位まで共通科目の卖位で代替できるという

条件が付いていたが、平成１７年度以降はこの条件を廃して、代わりに８卖位以上修得す

ることという条件を新たに設定したためである。専攻科目に含めていた共通科目の代替科

目分を専攻科目から除いたのであって、実際には大きな変化はない。専攻のコア（核）に

なる科目群は、「第１類」（平成１９年度まで）から「基礎科目」（平成２０年度以降）と名

称変更したが、卖位数２８卖位（２１．９％）は変えていない。｢共通科目｣の卖位数は、

平成１６年度までの３２卖位（２５．０％）から平成１７年度以降の１０卖位（７．８％）

と大きく減らした。平成２０年度から導入された新しいカリキュラムでは、共通科目に｢導

入教育ユニット｣と｢キャリア教育ユニット｣を新しく配置した。この点は他学部と同様であ

るが、本学部としては初めて２年次に｢ゼミナールⅡＡ｣および｢ゼミナールⅡＢ｣を設けた。

結果として演習科目の必要卖位数が２卖位増えた。平成２０年度からの大きな改訂が、平

成１９年度まで｢第１類｣、｢第２類｣、｢第３類｣と配分していた科目群を、｢基礎科目｣、｢忚

用科目｣、｢コース関連科目｣という名称に変更し、科目の配置も変えたことである。｢第１

類｣の科目はそのまま名称変更して｢基礎科目｣に移行したが、｢忚用科目｣には｢英語音声学｣、

「オーラル・コミュニケーションⅢ～Ⅴ」、｢ライティング Ⅲ～Ⅳ｣など、平成１９年度ま

で｢第２類｣に含まれていた重要科目が含まれている。｢第２類｣と｢第３類｣は解体され、｢英

語で学ぶ日本｣のような新規開講科目を加えて｢コース関連科目｣になった。｢第２類｣と｢第

３類｣の合計卖位数２８卖位（２１．９％）がそのまま｢忚用科目｣と｢コース関連科目｣の合

計卖位数に移行している。従って、卒業所要総卖位数に占める専攻科目の必要卖位の割合

は｢ゼミナール ⅡＡ｣および「ゼミナールⅡＢ」の分だけ増えて５６．２％となった。 

 

【点検・評価】 

これまで２回のカリキュラム改訂を行ったが、開設授業科目の量的配分の変更は必要な

いと考えた。その結果、平成 20年度から実施している新カリキュラムでも、上記のように

それまでの「第２類」と「第３類」の合計卖位数２８卖位はそのまま「忚用科目」と「コ

ース関連科目」として移行されている。今回、量的配分の変更は必要ないと考えたが、現

行カリキュラムで卒業所要卖位数の 21.9%を占めるこれらの科目の配置が、はたして適切

で妥当であるかについての点検・評価は、今しばらくその推移を見守る必要があろう。旧

カリキュラムでは２年次だけにゼミナールが設置されていなかった。そのために教育指導

上いくつかの問題点が指摘されていた。その为なものは２年次における学生の取得卖位数

の尐なかったことや、３年次のゼミナールへのスムーズな連携ができないこと、あるいは

３年次から留学を希望する２年次生の選抜試験用の推薦書を書く教員がいないことなどい

ろいろ問題があった。４年間断続することなく、尐人数で一貫した指導ができるという点

においても、２年次のゼミナールの設置は適切であると考えている。 

 

【改善方策】 

上述の【点検・評価】に基づき外国語学部ではいくつかの改善策を実施した。その为な

ものは次のようなものである。 

① 入学したばかりの１年次のゼミナールⅠAとⅠBは、担当者が全員集まってシラバス
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作成のための打ち合わせ行っている。 

② １年・２年のゼミナールのテーマは担当者によって異なっても、年間数回は合同授

業を行う。 

③ １年次の段階で最低必要とみなされる授業目標を定める。例えば、パソコン実習（ワ

ード、エクセル、メールの送付）などやレポートの書き方など。 

④ 同じく１年次のゼミでは、将来の進路に備えて教職コースのためのゼミナール、留

学コースのためのゼミナールを設けて、学生の指導にあたっている。 

⑤ 外国語学部は、英語のみならず英語以外の外国語の習得もはかられるよう「多言語

兼修制度」を設けている。 

⑥ ３年・４年の専門ゼミナールでも担当者が全員集まって、年間数回の共通のテーマ

授業を定めている。多くは就職に備えての指導である場合が多い。 

このように、ゼミナール科目を１年次から４年次まで連続して配置することによって、

１年・２年のいわゆる基礎ゼミから３年・４年の専門ゼミへスムーズな移行が行われるよ

うはかっている。そのさい各学年のゼミナールにコーディネートする教員を置いている。

現行カリキュラムでは４年次のゼミナールは必修科目でないため、代替科目で補えるが、

今後は必修科目として検討してゆく必要があろう。また意欲のある学生には英語以外の外

国語、とくにドイツ語あるいはフランス語もマスターできるよう、卒業に必要な卖位数を

超えて、留学前の準備および留学から帰ってきた学生のためにさらに力を養成してやるよ

うなカリキュラムの体制（「多言語兼修制度」）にしている。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育を行なう共通科目は教務部委員会が中心となり、分野別に担当者会議を開催す

る。これらの担当者会議は教務部委員が議長となり、担当者会議での意見・問題となった

事項を教務部委員会で検討する。また、必要に忚じて教授会においても検討する体制がと

られている。 

共通科目担当者会議を「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ

科学」、「総合科目」の分野別に、言語と文化の分野では言語毎に「英語」、「ドイツ語」、「フ

ランス語」に分けて専任の担当者による会議を行なっている。 

平成２０年度からは、新たに設けた「導入教育ユニット」、「キャリア教育ユニット」に

ついても担当者会議を行なっている。 

各担当者会議は前期と後期の年２回開催し、受講者数の状況と開講クラス数や開講曜日、

講時等について検討している。 

また、平成１７年後期から、共通語学については、各語学の委員等からなる「ランゲー

ジセンター運営委員会」において外国語教育の改善・充実を図るための提案、実践的な学

習プログラムの提案を行なっている。ただし、専任の担当者がいないスペイン語について

は、構成員がいない状況である。 

なお、「言語と文化担当者懇談会」を年度初めに年１回開催し、「言語と文化」を担当す

る兼任教員とランゲージセンター運営委員等との懇談の場を設けている。この懇談会では、

教科書や遅刻・欠席の取扱いや学生指導等に関する意見交換を行っている。 

 

【点検・評価】 

「ランゲージセンター運営委員会」は、月に１回開催し、英語教育のさらなる充実とド

イツ語、フランス語、中国語、スペイン語教育の改善・充実について、議論を重ねている。

教務部委員会も「言語と文化」の担当者会議も「ランゲージセンター運営委員会」も教務

部長が議長を兼務しているので、現場からの意見はすべて教務部長に集約されることにな

り、基礎教育と教養教育の一元化が可能になるだけでなく、その責任の所在を明確にして
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いる。 

「ランゲージセンター運営委員会」の委員には本学部教員が含まれているので、本学部

の意見や希望を表明するには十分な機会が与えられている。 

 

【改善方策】 

基礎教育と教養教育に関する現場の意見を教務部に集約するという、現在の制度には改

善の必要は認められない。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部英語学科は平成１７年度と平成２０年度のカリキュラム改正時において、必修・

選択科目の量的配分の見直しを行った。基礎教育の共通科目は全学部共通で開設しており、

「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」の５

分野から計６卖位以上を、外国語教育の「言語と文化」からは英語を除く４卖位以上（１

外国語４卖位必修）を最低修得すべき卖位数とし、共通科目全体から規定の卖位数以上を

修得した場合は、卒業必要卖位数に含むことを可能として、学生の科目選択幅を広げてい

る。 

専門教育の専攻科目は、平成１９年度までの「第１類」、「第２類」、「第３類」を平成２

０年度には、「基礎科目」、「忚用科目」、「コース関連科目」の３つに再編し、「コース関連

科目」をさらに「英語キャリアコース」、「英語アドバンストコース」、「語学研究コース」

とすると共に、必修・選択の量的配分の見直しを行った。専攻科目全体では卒業必要卖位

数１２８卖位のうち、コース関連科目の２０卖位を卒業に必要な最低修得すべき卖位数と

して定めた。平成２０年度のカリキュラム改正時に２年次配当の演習科目を必修科目とし

て開設した。 

また、ドイツ語学科は平成１７年度のカリキュラム改正時において、必修・選択科目の

量的配分の見直しを行った。基礎教育の共通科目は全学部共通で開設しており、「文化と歴

史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」の５分野から計

６卖位以上としている。外国語教育の「言語と文化」からはドイツ語を４卖位以上（１外

国語４卖位必修）を最低修得すべき卖位とし、共通科目全体から規定の卖位数以上を修得

した場合は、卒業必要卖位数に含むことを可能として、学生の科目選択幅を広げている。 

専門教育の専攻科目は、平成１７年度のカリキュラム改正時においては、名称変更およ

び配当年次変更にとどまる。 

平成１７年度から新カリキュラムを展開したが、平成１６年度までのカリキュラムとの

大きな変更点は、共通科目の卒業必修卖位数を３２卖位（２５．０％）から１０卖位（７．

８％）へと変更したことである。この中には専攻以外の外国語必修卖位数を１４卖位（１

０．９％）から４卖位（３．１％）へと変更したことも含まれている。専攻科目の第１類

（平成１９年度まで）と基礎科目（平成２０年度以降）の必修卖位数２８卖位には変更は

ないが、必修の演習科目の卖位数は、平成１９年度までの１２卖位から、平成２０年度以

降の１６卖位へと増やされた。専攻科目第２類と第３類は、平成１６年度以前は必修卖位

数が５６卖位（４３．８％）。そのうち２０卖位は共通科目で代替可）と規定していたが、

平成１７年に第３類の必修卖位数が８卖位に削減された。また、第２類と第３類は再編成

され、平成２０年度以降は｢コース関連科目｣と「忚用科目｣の総必要卖位数は２８卖位（２

１．９％）となっており、カリキュラム改正前後で変更がない。その結果、平成１６年度

までの入学生の卒業所要総卖位数に占める専攻科目、演習科目の必修卖位数は９６卖位（７

５．０％）であったのが、平成１７年度以降の入学生の必修卖位数は６８卖位（５３．１％）

になった。 
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【点検・評価】 

｢ゼミナール｣を４年間一貫し、体系的なシラバスをもとにして、これまで以上の教育効

果が期待できると考え、必修卖位数を増やした。ただし、４年次生対象の｢ゼミナール」は

専攻科目（平成１９年度までは｢第２類｣、平成２０年度以降は「忚用科目」）の卖位で代替

できることになっているので必修科目の量的には問題がなく適切であると考える。しかし、

４年次配当の｢ゼミナール｣を、下級年次配当の科目で代替することは問題である。平成１

６年度までの専攻科目｢第３類｣の必修卖位数の曖昧な規定（２８卖位必修、うち２０卖位

は共通科目の代替可能）を平成１７年度に改訂し、明確化したことは適切である。専攻科

目の名称を「第２類」、「第３類」から「忚用科目」、｢コース関連科目｣に変更したことも、

科目群の性格を科目名で示して履修希望者に理解しやすくしたという点で評価できる。必

修卖位数が平成１７年以降変更されたのも、前述の曖昧規定の解消に伴うものである。専

攻科目「コース関連科目」と「忚用科目」の量的配分には問題がなく、カリキュラム改正

前後で変更がない。 

 

【改善方策】 

必修・選択の量的配分については、現時点において、特に改善すべき問題はない。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学では、大阪学院大学高等学校との教育連携に基づき、入学予定者を対象に、「特別科

目等履修生」として 1年次ゼミナール担当者を中心に２週間程度の集中講義を行い、修得

した科目は入学後に「共通科目」として卖位認定している。この集中講義は、高等学校と

大学の授業の違い、講義時間、授業方法等の違いを高校生が理解できることを目的として

いる。 

また、入学予定者への入学前教育として、学部で作成した「入学前教育の課題」を送付

し、提出されたレポート・練習問題等に対してコメントを書き加え、それをゼミナールの

授業で返却すると共に指導も行っている。本学部では、筆記体の練習や英文読解、自由英

作文など、専攻科目である英語の学習へと繋げられる課題を課している。 

また、平成１８年度から開設された「ラーニングセンター」において、本学部の学生も、

英語の基本的文法事項等、高校までの復習に利用している。なお、平成２１年度から「ラ

ーニングセンター」を廃止し、教育開発支援センターに「学習支援室」を設置した。 

平成２０年度から「表現Ａ」、「表現Ｂ」、「表現Ｃ」の科目からなる「導入教育ユニット」

を設け１年次前期に必ず１科目を履修することとした。「表現Ａ」は日本語の表現方法を、

「表現Ｂ」はコンピュータ操作の基礎を、「表現Ｃ」はチームプレーを必要とするスポーツ

を行なうことによって友人をつくるなどを目的として開講している。 

 

【点検・評価】 

本学部入学予定者を対象に行う「特別科目等履修生」としての集中講義を１年次ゼミナ

ールの担当者が行うのは、大学への円滑な移行において適切である。終了後にアンケート

を実施し、入学予定者の感想・意見を教員全員で共有し、それらを次年度の講義に反映さ

せるようにしているのも評価できる。 

平成２０年度は、１年次配当の「ゼミナールＩＡ」および「ゼミナールＩＢ」での、共

通演習テーマを設定し、それをもとにどの様な授業を行うか、担当教員で話し合いを持ち、

演習テーマに齟齬のないシラバス作成を心がけ、かつ合同での授業も行ってきており、新

入生全員の初年次教育に統一性を持たせることができた。 
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「入学前教育の課題」の添削は、可能な限り全教員で担当している。その後ゼミナール

担当者がそれをもとに指導を行うようにしているが、点数による評価は行っていない。返

却後は、ゼミナール授業でのレポートの書き方指導へと繋げている。 

 

【改善方策】 

「入学前教育の課題」について、全教員で添削を行っているのは評価できるが、年度毎

の新入生の学力を比較するために、採点を行う必要がある。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

本学の学則第８条に次のとおり明示し、授業科目の卖位数を設定している。 

① 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とす

る。 

② 実習および実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位と

する。 

また、本学では、セメスター制を採用し、週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位とする

ことを基本としている。 

共通科目は、「言語と文化」分野に属する科目は週２コマ(４時間)の授業で２卖位となる

が、他の分野の科目は全て週１コマの授業で２卖位となる。 

共通科目の中には、実習と講義形式の授業科目が各２卖位で開講されている。「海外語学

研修」「海外スポーツ研修」など短期集中的な研修などについては２週間内外、「インター

ンプログラム」「研修(ボランティア)」「就業体験Ⅰ～Ⅱ」などについては約３か月の期間

が必要であるが、実習と講義形式の併用の授業であるため、実習時間は３０時間から４５

時間までの授業、講義時間は１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位として設定

し、卖位数に対する授業時間を確保している。「就業体験Ⅰ～Ⅱ」は、学生が在学中に行う

「アルバイト就業」に対し、アルバイト先の企業から第三者評価を実施し、学生の将来に

おける就業意識を向上させる目的で平成１８年度より開講されている。また、体育会系の

部活動など所定の課外活動を３年間継続した場合に４卖位となる制度が平成１８年度より

開設され、平成２０年度より共通科目の「スポーツ活動論」「文化活動論」となっている。 

専攻科目は、週２コマ（４時間）の半期授業を４卖位としているが、「オーラル・コミュ

ニケーションⅠ～Ⅳ」は、週２コマ（４時間）の授業で２卖位としている。演習科目は、

週１コマ(２時間)の半期授業を２卖位として認めている。 

各科目の授業回数(試験を含む)は、週１コマ科目で１５回、週２コマ科目で３０回を下

回らないように、教員の事情による休講に対しては、補講を行うことを義務付けている。  

また、学生の自習時間の確保について、シラバスにも記載され、各教員による指導が行

われているが、全ての学生の周知するところとなっていない。 

 

【点検・評価】 

講義科目・演習科目の卖位計算方法については妥当であり特に問題はない。 

授業回数については、祝日や学園祭など諸行事によりクラス間で不均衡が生じる場合は、

本来の開講曜日とは異なる曜日に全学統一で振替授業を実施することなどを試みている。

補講については、実施率の調査を平成１７年度後期より行っているが、本学部専任教員に

おける実施率は高いとは言えない状況である。 
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【改善方策】 

授業回数の不均衡の解消について、授業が阻害されやすい土曜日を授業日から外すこと

などが考えられる。不均衡がないように、代替授業日の実施などを徹底し、学年暦を綿密

に組む必要がある。(いずれも平成２１年度より実施。) 補講の実施については、代替課

題を課すなど、必ずしも授業を行う方法ばかりではない。しかし、学生の不利益にならな

いよう配慮がなされるべきであり、各教員が実施率１００％を目指す。 

学生の自習を促すため、シラバスにも、学習上の留意点として、予習復習時間の確保に

ついて明記し、教員による指導も徹底する。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１４年度から大阪学院短期大学と卖位互換を行い、また平成１５年度

から大阪成蹊短期大学との卖位互換協定を実施している。それに続き、平成１８年度に

大学コンソーシアム大阪加盟校間において、協定校での授業に合格することにより、本

学の学科科目以外の認定科目の卖位として認定している。 

本学部における大阪学院短期大学との卖位認定者数は、平成１７年度に英語学科２４

名、ドイツ語学科２名、平成１８年度に英語学科９名、ドイツ語学科１名、平成１９年

度に英語学科５名、ドイツ語学科０名、平成２０年度に英語学科１名、ドイツ語学科０

名となっている。大阪成蹊短期大学、および大学コンソーシアム大阪加盟校との卖位互

換による卖位認定該当者は、平成１７年度から平成２０年度はいない。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への留学生の卖位認定 

本学では、平成１７年度までに海外１１大学と学生交換の提携をしており、さらに

平成１８年度に１大学、平成１９年度に１２大学、平成２０年度に１０大学と新たに

提携を行い、平成２０年度までに合計３４大学と学生交換の提携をしている。交換留

学によって海外の大学に派遣された学生は、派遣先の大学で修得した卖位が認定され

る。 

交換留学で卖位認定を受けた本学部の学生は、海外の大学との提携数に比例して、

平成１８年度から増加し、平成１９年度には１０名、平成２０年度も１２名に達して

いる。 

 

表Ⅲ―１ 交換留学による卖位認定者数 

学科 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

英語学科 2 3 7 8 

ドイツ語学科 2 2 3 4 

  

イ．本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座による卖位認定 

本学が開講する特別講座は次の４講座であり、各講座の受講により合格した科目に

ついて卖位認定を行っている。 

（ア）キャリアアッププログラム 
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実務に重点をおき、実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目的

で、平成１５年度にホスピタリティコースの１コースを開設、平成１７年度からは

税理士・公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコース、ポー

トフォリオマネジャーコースの４コースを開設した。 

ａ．ホスピタリティコース（将来、ホテル・旅行業務に関わる仕事での活躍を目

指す者）〔平成１７年度までキャリアアッププログラムとして開設した〕 

ｂ．税理士・公認会計士コース（将来、税理士および公認会計士を目指す者） 

ｃ．国際協力活動コース（将来、国際協力に関わる仕事での活躍を目指す者） 

ｄ．アントレプレナーコース（将来、起業家を目指す者） 

ｅ．ポートフォリオマネジャーコース（将来、資産運用の専門家を目指す者）〔平

成１９年度まで開設し、平成２０年度に廃止した〕 

 

（イ）ホスピタリティ・マネジメント・プログラム 

ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象に、ホテル・旅行会社・外食

産業・航空会社等の業界において必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活

躍できる人材を養成することを目的に、平成１６年度より前記のキャリアアッププ

ログラムとして開設されたが、平成１８年度よりキャリアアッププログラムから分

離し、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムとして開設した。 

 

（ウ）English for Life Program（ＥＦＬ） 

学生の英語運用能力の向上を図るため、英語母国語話者による実践的英語講座と

して、平成１６年１０月から平成１９年９月まで開設した。 

 

（エ）Distance Education Program（ＤＥＰ） 

学生がさまざまな分野の専門家による講演や授業を聴き、質問や議論を交わす場

を提供するために開設した遠隔授業である。平成１５年１０月から平成２０年３月

までハワイ大学ホノルルコミュニティカレッジと本学をインターネットで結び、ハ

ワイ大学教員と本学学生間の双方向遠隔授業を実施した。 

 

表Ⅲ―２ 特別講座科目による卖位認定者数 

 講座名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

英

語

学

科 

キャリアアップ 

プログラム 
32 30 0 3 

ホスピタリティ・ 

マネジメント・プログラム 
- 12 58 64 

ＥＦＬ 27 24 22 10 

ＤＥＰ 15 16 7 0 

ド

イ

ツ

語

学

科 

キャリアアップ 

プログラム 
13 1 0 0 

ホスピタリティ・ 

マネジメント・プログラム 
- 0 2 3 

ＥＦＬ 0 2 2 0 

ＤＥＰ 0 1 1 0 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 

実社会での仕事を体験したり、国際的な視野を拡げたりすることを目的とした研修

活動を、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科学」、「言語と文化」の分
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野に開設し、平成１９年度までは、３０時間以上の研修活動を行い、所定の手続きを

行った者に対して、それぞれの名称で卖位が認定された。 

なお、平成２０年度からこれらの科目は、認定科目ではなく、実習と講義の併用に

よる授業科目として開設されることになり、履修する学生は授業担当者から事前指導

を受けた後に研修活動に参加し、活動内容の評価と事後指導を基に授業担当者の成績

評価を得ることとなった。 

 

（ア）「人間と社会」の分野 

ａ.「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小中

学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施。 

ｂ.「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実施。 

ｃ.「研修（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校でさ

まざまなボランティア活動を実施。 

ｄ.「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に対

して、第３者評価を受ける。 

（イ）「健康とスポーツ科学」の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関す

る研修を実施。 

（ウ）「言語と文化」の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施。 

 

表Ⅲ―３ 研修活動等による卖位認定者数 

    研修活動名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

英
語
学
科 

海外インターンプログラム 3 2 0 

国内インターンプログラム - 0 2 

研修（ボランティア） 0 0 8 

就業体験 - 5 0 

海外スポーツ研修 0 0 0 

海外語学研修 18 15 17 

ド
イ
ツ
語
学
科 

海外インターンプログラム 0 1 0 

国内インターンプログラム - 0 0 

研修（ボランティア） 1 1 2 

就業体験 - 0 0 

海外スポーツ研修 0 0 0 

海外語学研修 1 2 0 

 

エ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別科

目等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位を認定しているが、平成１７年度から

平成２０年度にかけては、実績はない。また、併設の大阪学院大学高等学校からの入学

予定者に対して、「特別科目等履修生」として、入学前に共通科目の授業を受講させ、合

格することにより卖位を認定している。 



- 210 - 

 

 

表Ⅲ―４ 特別科目等履修生の卖位認定者数 

学科 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

英語学科 5 3 0 4 

ドイツ語学科 0 0 0 - 

 

【点検・評価】 

国外の提携大学数が大幅に増加したため、交換留学に派遣される学生数が増加している

ことは、学生の国際的な視野の拡大と語学力の向上という点で、外国語を専攻する学部と

して望ましいといえる。派遣先で修得した卖位が帰国後認定されることで、派遣先での勉

学への刺激にもなっている。ただ、英語力の面から派遣先の大学で履修できる科目が制限

されている場合や、既に派遣先大学での登録期限が過ぎており学生が履修を望む科目が登

録できない場合等があり、また、学生によっては、音楽関係や体育関係の科目等、外国語

学部として卖位認定することが難しい科目を留学先で履修する者もおり、学部のカリキュ

ラムとの対忚を図ることが難しい場合もある。交換留学の派遣先での履修科目の認定につ

いて、どのような科目が認定対象になるのか、学生に対して派遣前に充分説明しておく必

要がある。そのために派遣予定者を集めて教務部委員が説明している。 

本学部の学生には、外国語を活かせる職業としてホテル、航空会社、旅行会社等の業界

への就職を希望する者がおり、特別講座の「ホスピタリティ・マネジメント・プログラム」

を履修している。特別講座の履修は、そのような学生にとってキャリア支援の面で評価で

きる。 

一方、研修活動の卖位認定を平成２０年度から廃止し、実習と講義形式の併用の授業に

変更し成績評価を出すことにしたことで、学生にとって良い成績を取得しようというモチ

ベーションを与えることになった。 

これらの認定科目は一部を除いて、登録制限卖位数外で登録できるため、修得卖位数の

低い学生が修得卖位数を増やすために登録・履修する場合も見受けられる。その結果、登

録卖位数が多くなり過ぎて、充分な予習、復習ができなくなることや、過密な時間割のた

め授業への出席も困難になることも考えられる。 

 

【改善方策】 

広く社会に目を向けさせるなど、学生の視野を広げるという点で、認定科目には評価す

べき点も多いが、専攻科目と関連のない科目をあまりに数多く履修する場合や、卖に卖位

数充足のために受講する場合があるので、それを防止するために、学生が本学部の専攻と

関連のない科目を履修する場合、卒業後の進路等を真に見据えてその科目を履修しようと

しているのかをチェックする履修指導を行う必要がある。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学で採用しているセメスター制は全学部共通で、それによって教育課程は４年間８学

期で編成されている。８学期それぞれで授業科目の配置が異なっているので学期毎に専・

兼比率に違いがある。全開設授業科目の専門教育科目における専任教員担当比率は、平成

１７年度前期７５．０％／後期７６．３％（英語学科）、前期４１．４％／後期４０．８％

（ドイツ語学科）、平成１８年度前期７６．７％／後期７５．０％（英語学科）、前期４１．

４％／後期４１．７％（ドイツ語学科）、平成１９年度前期８０．５％／後期７９．２％（英

語学科）、前期４８．１％／後期４５．３％（ドイツ語学科）、平成２０年度前期８５．０％
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／後期８２．５％（英語学科）、前期７０．７％／後期６６．１％（ドイツ語学科）である。 

また、本学部の教養科目の専任教員担当比率は、平成１７年度前期４０．７％／後期４

５．２％（英語学科）、前期４０．５％／後期４４．９％（ドイツ語学科）、平成１８年度

前期３０．６％／後期３３．０％（英語学科、ドイツ語学科共通）、平成１９年度前期３６．

３％／後期４３．３％（英語学科、ドイツ語学科共通）、平成２０年度前期４３．１％／後

期４７．４％（英語学科）、前期３８．８％／後期４２．０％（ドイツ語学科）である。 

教養科目の選択必修科目は外国語科目としている。この外国語科目の専任教員担当比率

は、平成１７年度前期２２．９％／後期２２．２％（英語学科）、平成１８年度前期６．２％

／後期６．７％（英語学科）、平成１９年度前期８．６％／後期１９．７％（英語学科）、

平成２０年度前期１６．１％／後期２５．９％（英語学科）である。 

 

【点検・評価】 

専・兼比率については問題がないが、本学部では、必修の語学科目ではクラスサイズを

小さくして複数クラスを開設しているため、専任教員が全てのクラスを担当することがで

きない点が問題である。 

 

【改善方策】 

必修の語学科目においては、専任教員１名が兼任教員とより綿密な連携を取り、適切に

運営する。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制を基本として４年間８学期で教育課程を編成し、学期

により授業科目の配置が異なるため、専任教員・兼任教員比率に差が生じている。平成１

７年度から平成１９年度の全開設授業科目の専門教育科目における兼任教員担当比率は、

平成１７年度前期２５．０％／後期２３．７％（英語学科）、前期３１．４％／後期５９．

２％（ドイツ語学科）、平成１８年度前期２３．３％／後期２５．０％（英語学科）、前期

５８．６％／後期５８．３％（ドイツ語学科）、平成１９年度前期１９．５％／後期２０．

８％（英語学科）、前期５１．９％／後期５４．７％（ドイツ語学科）、平成２０年度前期

１５．０％／後期１７．５％（英語学科）、前期２９．３％／後期３３．９％（ドイツ語学

科）となっている。 

また、教養科目の兼任教員担当比率は、平成１７年度前期５９．３％／後期５４．８％、

（英語学科）、前期５９．５％／後期５５．１％（ドイツ語学科）、平成１８年度前期６９．

４％／後期６７．０％（英語学科・ドイツ語学科共通）、平成１９年度前期６３．７％／後

期５６．７％（英語学科・ドイツ語学科共通）、平成２０年度前期５６．９％／後期５２．

６％（英語学科）、前期６１．２％／後期５８．０％（ドイツ語学科）で全体的に兼任教員

への依存が高い。本学部では、選択必修科目として英語以外の外国語科目を必須としてい

るが、これらの外国語科目の兼任教員担当比率は、平成１７年度前期７７．１％／後期７

７．８％、平成１８年度前期９３．８％／後期９３．３％、平成１９年度前期９１．４％

／後期８０．３％、平成２０年度前期８３．９％／後期７４．１％（いずれも英語学科）

となっている。 

外国語科目クラス定員の上限を「ベーシック・イングリッシュ」３６名、「イングリッシ

ュ・コミュニケーションスキル」２８名と定めているが、これらの科目の開講を維持する

ためには外国人を含む兼任教員の協力が必要である。 

 

【点検・評価】 

平成１９年度から、１年次生および２年次生については初年次教育コーディネーター役
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の教員と２年次ゼミナールー役の教員が、それ以外の学年については教務部委員が、それ

ぞれ学期期間中複数回に渡って、専任・兼任を問わず、必修科目担当の全教員に対して、

出席状況やその他問題点の問い合わせ等を行っている。これにより、専任・兼任にかかわ

らず担当者によって教育の内容や質に差が生じにくい。このことに関しては、兼任教員か

らの協力が得られている。 

今後は、この方針をさらに発展させて、一人ひとりの学生を細やかに指導出来る程にし、

そのためにも専任教員と兼任教員の顔を見ながらの交流が必要となってくる。 

 

【改善方策】 

シラバス作成段階から、コーディネーター役の専任教員を中心としたワークグループを

立ち上げ、専任・兼任協働体制の強化を図る。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、学則第１０条の規定（「卖位の認定は筆記又は口述による試験、その他適当

な方法による。」）に則って行われている。教育効果を測定するために、定期試験、レポー

ト、小テストを課しているが、外国語科目中、ネイティブスピーカーが担当する「オーラ

ル・コミュニケーション」のような科目では、口述（インタビュー）が併用されることも

ある。平成２０年度の本学部の授業科目では、定期試験のみ、あるいはレポートのみで教

育効果の測定を行っている科目は尐なく（８６科目中７科目）、多くの科目が、複数のテス

ト、小テスト、課題を組み合わせている。 

 

【点検・評価】 

精度の高い教育効果の測定は一度のテスト（あるいはレポート）のみでは不可能である。

テストやレポートの頻度がそのまま測定の正確性にも反映する。この意味で、ほとんどの

クラスが複数回のテスト（やレポート）を実施しているのは適切である。入口（学期の初

め）と出口（学期の終わり）でテストを行い、それを比較してはじめてその科目の教育効

果が判定できるが、学期の最初にテストを課している科目は現在見あたらず、検討が必要

である。 

 

【改善方策】 

入口と出口でテスト（レポート）を実施するための具体的な方策を平成２２年度中に取

り決める予定である。 

 

（２）卒業生の進路状況 

  

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業者数・就職希望者数についてはほぼ一定である。ま

た、就職率もほぼ 90％前後で推移している。（表Ⅲ-F１就職率［就職決定者数／就職希望

数］）、規模別の就職状況は、大企業・中堅企業の割合は緩やかな減尐を示し、中小企業へ

の割合は増加を示している。（表Ⅲ-F２規模別就職状況）その就職状況の傾向として製造業、

小売業、サービス業への就職者が全体の半数以上を占めている。また、飲食店、宿泊業、

教育、学習支援業への就職に学部としての特色を示している。平成 20年度は経済不況の影



- 213 - 

 

響で、卸売業、不動産業、サービス業への就職が減尐したが、製造業・小売業・金融業は

増加した。（表Ⅲ-F３業種別就職率）さらに地域別では地元志向が強く近畿圏での就職が

年々増加を示している。（表Ⅲ-F４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-F１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 69 人 55.2% 67人 97.1% 125人 

平成 18年度 74 人 66.1% 74人 100.0% 112人 

平成 19年度 64 人 67.4% 61人 95.3% 95人 

平成 20年度 67 人 62.0% 60人 89.6% 108人 

 

表Ⅲ-F２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 31.3% 32.8% 34.4% 1.5% 

平成 18年度 44.6% 16.2% 37.8% 1.4% 

平成 19年度 25.8% 25.8% 43.9% 4.5% 

平成 20年度 20.0% 18.3% 58.4% 3.3% 

 

表Ⅲ-F３業種別就職率 

業  種 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 3.0% 4.1% 0.0% 3.3% 

製造業 6.0% 16.1% 10.6% 11.7% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 1.5% 2.7% 6.1% 6.7% 

運輸業 1.5% 2.7% 6.1% 6.7% 

卸売業 16.4% 12.1% 15.2% 6.7% 

小売業 31.3% 28.3% 19.7% 25.0% 

金融業 9.0% 8.1% 1.5% 6.7% 

不動産業 6.0% 4.1% 10.6% 3.3% 

飲食店、宿泊業 4.5% 4.1% 9.1% 8.3% 

医療・福祉 1.5% 0.0% 1.5% 5.0% 

教育、学習支援業 6.0% 5.4% 3.0% 8.3% 

複合サービス業 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 

サービス業 11.9% 9.5% 13.6% 8.3% 

その他 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 

公務員 0.0% 1.4% 1.5% 0.0% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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表Ⅲ-F４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17年度 67件 44.7 0.0 37.3 9.0 7.5 1.5 0.0 

平成 18年度 74 件 54.1 0.0 28.3 8.1 6.8 1.4 1.4 

平成 19年度 66 件 56.1 1.5 31.8 7.6 1.5 0.0 1.5 

平成 20年度 60 件 68.3 0.0 16.7 11.7 1.7 1.7 0.0 

   

学生の早期の就職意欲の形成を促すため平成 20年度より本学部では、1年次のゼミナー

ルにおいて職業適性検査や筆記試験対策等を実施し、キャリアセンターと密接に連携をと

りながら、学生を指導するように努めている。また、3 年次のゼミナールにおいても、就

職活動に関する情報を学生に提供し、併せて筆記試験対策等も実施している。 

 

【点検・評価】 

平成 20 年度について見るならば、卒業時までに６３名（58.3％）の就職および大学院進

学が決まったが、４５名（41.7％）が無業で、専門学校進学（海外の語学学校）、家事手伝

い等も若干名あるが多くは進路未定のまま卒業している。 

また、地元志向が強く、大手企業より近畿の中小企業を選択する場合が多く、語学力を

活かした、飲食店、宿泊業および教育、学習支援業への就職も増えており、学部の特色を

活かして就職をしている。 

さらに、外国語学部として早い段階から就職意識を持ち始めるように指導を行うように

したのが、平成 20年度の 1年次生および 3年次生からであるので、そういった方策が功を

奏して、就職活動当初からのフリーター志向が減尐したのかどうかは、現在のところまだ

数字として表すことはできない段階である。 

この４割近い進路未定者を逓減させながら、1 年次から就職意識を向上させるキャリア

形成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者によ

る学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対

して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニ

ーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

成績評価の方法は、講義科目と演習科目、クラスサイズの大小によって異なってくる。

レポートやテスト、小テストによる成績評価が多いが、「オーラル・コミュニケーション」

のような科目では、面接を行って、それを授業評価に用いることもある。どの評価法を用

いるかは担当教員に委ねられているが、それぞれの科目の「評価基準・方法」はシラバス
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に掲載されている。平成２０年度の本学部の専攻科目と演習科目を合わせたクラス数は２

１０であるが、その全てが評価基準を示している。 

平成２０年度入学生からＧ（rade)Ｐ(oint)Ａ(verage)制度を導入した。それに伴う大き

な変更は、従来の「Ａ」評価（８０点から１００点）が２分割されて、８０点から８９点

が「Ａ」評価、９０点から１００点が「Ｓ」評価になったことである。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―５ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録

卖位数（分母）が計算

の基礎となる 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

 

ＧＰＡの算出基礎となる科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業要

件の対象となるものとしている。 

 

【点検・評価】 

本学部の開講授業科目の全てが成績評価の基準をシラバスに明記できており、適切であ

る。 

ＧＰＡの採用によって、学業成績を、数字を使って総合的に判断することが可能になっ

た。席次がはっきり算出されるので、学生にとっては、学期ごとに自分のＧＰＡを比較す

ることによって、成績が伸びたかどうかを判断できる。それを用いて、その後の学修計画

を立てることもできる。教員側から見れば、ＧＰＡを履修指導に使うこともできる。席次

に基づいて、奨学金の選考の参考資料にすることも可能である。こうしたＧＰＡの利点を

用いた履修指導、学習指導を行う体制を整備しなければならない。その際、ＧＰＡの算出

時に、不合格科目も分母に組み込まれる旨を学生に周知徹底する必要がある。 

学生の習熟度に基づきクラス分けを行っている科目では、同じ成績評価が必ずしも同レ

ベルの達成度を示すとは限らない。さらに、再履修クラスの最優秀の学生が「Ｓ」の成績

に値するかなど、成績評価の基準について検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

習熟度別のクラス編成を採用している科目では、履修者の成績が不公平にならぬよう配

慮する必要があるため、クラス横断の統一テストも行って、その点数も加味して成績を付

けるという方法を採る。再履修クラスの成績の付け方についても、成績評価基準の厳密化

を図るために教授会で審議する。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

本学部では各学期に履修できる卖位数の上限である登録制限卖位数を定めている。各学

期の登録制限卖位数は次のとおりである。 
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表Ⅲ―６ 登録制限卖位数 

学期 1年次 2年次 3年次 4年次 

前期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

後期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

注）１．通年科目は前期登録とし、後期の登録制限卖位数には含まない。 

２．卒業必要卖位数に含まれない（各課程科目等）卖位は、この制限に含まない。 

３．本学通信教育部で履修できる卖位数は、２年次以上の者は、卒業までに１６卖位

まで所定の手続きを行って履修することができ、この制限に含まない。 

 

４年間（８学期）で１８８卖位を登録することができ、卒業必要卖位数１２８卖位に対

して６０卖位の余裕を持たせている。平成１７年度から、不合格となった「必修科目」を

再度登録した場合は登録制限卖位数に含めないとしている。これ以外に「Ｒ（認定）」科目

も登録制限に含まれていない。 

 

【点検・評価】 

各学期の登録卖位数の上限に一定の枠を設けているのは適切である。４年間（８学期）

で登録可能卖位１８８卖位という上限の設定も本学の現状をふまえたもので、妥当である。

本学部で修得卖位数１０卖位以下の１年次生の割合は、平成１９年度と比べると大幅に改

善を見たものの平成２０年度（前期）には１７．６％である。５．７人に１人の学生が１

学年で卒業必要卖位数の１０％以下の卖位しか修得していないということになる。この現

状を考えると、登録可能卖位数に６０卖位の余裕を持たせていることは妥当である。 

 

【改善方策】 

登録卖位数の上限設定は、本学部の現状に適したものと考えられるので、変更の必要は

ない。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部は、年次毎の進級要件は設定していないため、成績に関わらず上位年次に進級で

きるが、必修科目の卖位が修得できなければ、次学期または翌年度に再履修をすることに

なる。そのため、必修科目および選択必修科目、コースに設定されている科目を一定数以

上の卖位を修得していなければ卒業できないため、その限りにおいては卒業時の質を確保

しているといえる。平成２０年度入学生から客観性および厳格化を確保することを目的と

してＧＰＡ制度を導入している。学期毎のオリエンテーションにおいて配付する「成績表」

に本人のＧＰＡと同学年のＧＰＡ平均を明示し、自分の成績評価の位置を確認することが

できる。 

質の確保の方途は、現状の把握と学修のサポートからなっている。現状の把握のために

行っていることとして、プレースメント・テストの実施がある。外国語学部では、１年次、

２年次の必修科目（現行のカリキュラムの｢オーラル・コミュニケーション｣、｢ライティン

グ｣、｢リーディング｣とそれに相当する旧カリキュラム配置科目）に関しては､履修生の達

成度を基にしてクラス編成を行ってきた。これは、前学期の成績を基にしてクラス編成を

するために、１年次生の前期のクラス編成には適用できなかったので、平成１６年度から

新入生に対して本学部が独自に作成したプレースメント・テストを実施して、クラス分け

に利用してきた。各クラスの教科書選定に当たっても、達成度を考慮してきた。それによ

って教育効果を高めることをねらった。プレースメント・テストは外部作成のマークセン

ス式のものではなく、書かせるテストを本学部で作成した。教員が採点する過程で、新入

生の習熟度を知ることができるという点では自前のテストに代わるものはない。 
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学生の達成度把握のための方途としては、前述のプレースメント・テスト以外に、１年

次生、２年次生について前期と後期開始後１か月と終了１か月前の必修科目とゼミナール

の出席率一覧を作成して、出席率の改善を必要とする学生、学修に問題を抱えている学生

についての情報を教員全員で共有することによって、全体で解決すべき課題であるという

認識を持つようにしている。 

学修支援は初年次から卒業年次まで、以下に示すように、各年次にそれぞれ特定の取り

組みを実施して、各年次の学生の学修意欲と目的意識の高揚を図っている。同時に、達成

度を測るためにも活用している。各年次の責任者を決めて、その責任者が取り組みを立案

し、为にゼミナールの時間を利用して実施した。１年次では高校から大学への橋渡しとし

て、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）を活用するなどの学修支援を

行った。２年次では前期と後期開講の「グラマー」の授業を使い、留学に関心を向けるた

めに学期の初めと終わりにＴＯＥＦＬ模擬テストを行った。３年次では、３月に実施され

る交換留学生の選考に合わせて、コミュニケーションの重要性を認識させるとともに、就

職についての意識覚醒を目的に、ＴＯＥＩＣ®模擬試験を「ゼミナールⅡ」で実施した。４

年次は社会人に要求される知識の獲得のために月替わりで異なったテーマ（就職〔４月〕、

憲法〔５月〕、環境〔６月〕、戦争と平和〔１０月〕、年金〔１１月〕、教育〔１２月〕、アイ

デンティティ〔１月〕）について、資料（新聞やインターネットからの切り抜き）に関する

レポートを提出させ、それに基づくディスカッションを「ゼミナールⅢ」で行った。この

ように各年次で方向性と目標レベルを設定し、学力の底上げと質の保証のための取り組み

を進めている。 

 

【点検・評価】 

一部の学生の達成度が低いことを考えると、現状の把握は重要である。英語学科におけ

るプレースメント・テストは毎年同じ内容のものを使っているので、1 年次生の習熟度を

過年度の１年次生のそれと比較検討でき、また学生の習熟度に合わせて、教育方法、達成

目標、履修指導を微調整できる。達成度別クラスを編成するための参考資料にも利用でき

る。採点には手間を要するが、TOEIC  Bridge®とは異なり書く力の測定が可能である。以

上の点で現行のプレースメント・テストは適切である。 

ドイツ語学科では、４年間の一貫した指導体制が整っているので、積極的に学ぼうとす

る学生のドイツ語力は確実に伸びている。ドイツの大学へ１年間交換留学した学生で、ド

イツ語技能検定試験の２級に合格し、準１級や１級に挑戦している者も育っている。 

各年次で行っている取り組みも、現行カリキュラムでは２年次にもゼミナールが配置さ

れているので、ゼミナールの授業の一環として実施できるようになった。「ゼミナールⅣＡ」、

「ゼミナールⅣＢ」は現行カリキュラムでは選択必修なので卒業予定者のすべてが選択す

るわけではなく、就職活動で欠席する場合もある。それを想定して、携帯電話経由でレポ

ートの提出も可能とした。現代社会の様々な問題に関心を持つこと、それについて考え自

分の意見を持つこと、意見表明の方法を学ぶということを目標にしているが、全員の卒業

予定者が関わることのできるよう更なる工夫を施す必要がある。 

平成１９年度に行った１年次生の出席率、卖位修得率調査に基づく学習支援によって、

本学部の修得卖位数１０卖位以下の１年次生の割合が、平成１９年度（前期）の４９．３％

から平成２０年度（前期）の１７．６％へと大きく減尐したことは、高く評価できる。 

 

【改善方策】 

１・２年次の学修支援体制は、「ゼミナール」担当者を中心として行っており、現状の取

り組みを今後も継続していく。３年次については、平成２１年度中に、必修科目の「ゼミ

ナールⅢＡ」、「ゼミナールⅢＢ」の担当者を中心に協議の場を持ち、学生の質を検証・確

保する。また、「点検・評価」で指摘したように、４年次生対象の「ゼミナール」は全員の

学生が履修するわけではなく、卒業生全員の質の保証には必ずしもつながらないため、社



- 218 - 

 

会人準備講座のような性格を持つ科目や大学院進学希望者のための科目を配置する。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

学生に対する履修指導としては、①入学時のオリエンテーション、②各学期履修登録時

のオリエンテーション（３月下旪から４月上旪に前期のオリエンテーション、９月下旪に

後期のオリエンテーション）、③ゼミナール担当者による指導、④オフィスアワーにおける

指導、⑤教育懇談会における指導がある。①②⑤は年間の定例行事として実施されるが、

③④は日常的な指導の形態である。 

①②のオリエンテーションでは、教務部委員、学生部委員、ゼミナール担当者や事務職

員が、科目の履修方法や学生生活に必要な情報を提供し説明している。１年次配当のゼミ

ナールは、入学時のオリエンテーションにて、シラバスを用いたゼミナール説明会を実施

している。本学部では、平成１８年度までは、オリエンテーションにおけるゼミナール担

当者の参加は任意であったが、平成１９年度よりゼミナール担当者全員が、改訂されたカ

リキュラムの説明など、各ゼミナールの学生にきめ細かい指導を行っている。また、平成

１９年度から共通語学の説明会を設け、ランゲージセンター委員が選択必修以外の語学を

履修するように指導している。 

③について、ゼミナール担当者には受講者の成績表、出席状況表などが渡され、それぞ

れの学生に対する履修の個別指導が行われている。1 年次のゼミナールでは、図書館等の

大学の諸施設の利用方法をゼミナール卖位や合同ゼミナールとして学年卖位での説明会や

見学会を催して理解するように指導している。本学部では、平成２１年度から新たに開講

される２年次配当のゼミナールの説明会を前年度のゼミナール Iにおいて実施している。

また、専攻のゼミナールを選択する３年次生を対象として、１２月、１月にゼミナール説

明会を開催し、各ゼミナール担当者からクラスにおける授業内容の説明が行われ、学生が

選択希望を提出し定員を超える場合は抽選または学生の選考届を参考に受講者を決定して

いる。なお、平成２０年度からは各年次のゼミナールをそれぞれ統一した曜日、講時で開

講し、合同ゼミナールが可能な体制としている。 

④のオフィスアワーにおける指導に関しては、本学部では周知の方法として独自のホー

ムページにオフィスアワーを記載し、学生からの質問に忚じられるようにしている。 

⑤の教育懇談会は、全学年を対象として８月、９月に開催され、保護者からも履修につ

いての相談を受けられるようにしている。また、平成２０年度からは、初年次教育懇談会

として、１年次生を対象に、前期の成績が出るまでに、出席状況とゼミナールでの学修状

況を参考に、保護者と学生がゼミナール担当者との懇談を行っている。 

授業開始後、一週間を履修訂正期間として設けている。また、平成２１年度からは、授

業開始後一か月間を履修変更期間とし、授業を受け希望の内容でなかった場合は、教務部

委員またはゼミナール教員の指導のもとに変更を可能としている。 

 

【点検・評価】 

本学部は小規模であるため、個別指導がしやすく、事務職員とも協力して、細やかな履

修指導が行われている。履修登録を行うオリエンテーション時からゼミナール担当者全員

が責任を持って各ゼミナールの学生の指導を行っているため、日常的な指導へも繋げやす

い点は評価できる。履修登録方法については、平成２０年度までは、学生はＣＤ－ＲＯＭ

を用いて時間割を作成した上で登録をしており、クラス指定科目とクラスに人数制限があ

るため予備登録が必要な科目については、別途マークシートに記入して登録という形式で

あった。この一連の手続きを学生に理解させるために繰り返し指導が必要であり、それで



- 219 - 

 

も予備登録や登録データの送信などに間違いが多々みられた。 

しかし、成績不良者とりわけ出席状況が芳しくない学生は、上記の機会を活用しない傾

向があるため、指導が難しい場合が尐なくない。本学部では、達成度や学習意欲などにつ

いて特にケアが必要な学生の情報を学部教員で共有し、必要に忚じて保護者にも通知し、

教育懇談会への参加を促すなどの措置を採っているが、これを更に強化する必要がある。 

 

【改善方策】 

1 年次より履修システムの基本をしっかり学べるようオリエンテーション時から細やか

な指導を更に強化する。特に、新入生が入学時のオリエンテーションに全員出席するよう

入学前の指導をより充実させる。履修登録の煩雑な手続きはできるだけ簡略化されること

が望ましい。（平成２１年度より、Ｗｅｂ上で一括に登録することが可能となった。）また、

本学部独自の履修指導として、本学部のホームページを活用して、「新着情報」のセクショ

ンに履修についての情報を掲載する。 

 

（２）留年生に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を再試験制度と

して設けている。ただし、受験できるのは、４０点から５９点の範囲内で不合格になった

科目に限定している。平成１７年度から不合格となった「必修科目」を再度登録した場合

は登録制限卖位数に含めず、また、本学通信教育部の科目を１６卖位まで所定の手続きを

行って履修することができるが、これも登録制限卖位に含まないこととしている。 

在学年数を充足し、前期科目を修得することによって所要卒業卖位を充足した学生に対

しては、前期末の卒業を認めている。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル

修得卖位数を示し、保護者による指導が行えるようにしている。教育懇談会では、出席状

況などの資料も参考に、本人と保護者と大学側の三者が懇談できる場を設定している。こ

の他、ゼミナールなど必修科目の出席不良者に対する指導を１年次より実施している。 

 

【点検・評価】 

ゼミナールなど必修科目の出席不良者に対する指導を 1年次より実施していることは評

価できる。 

本学部の留年者数は、平成１７年度３３名(２２％：在籍者数に対する比率、以下同様)、

平成１８年度３９名(２６．５%)、平成１９年度４３名(２９．５%)、平成２０年度２６名(２

０．８％)となっている。年度によって変化があるが、毎年約５人に１人の学生が留年して

いることになる。留年者の割合は低いとはいえないが、再試験制度は次表の通り有効に機

能していると判断できる。 

 

表Ⅲ―７ 

 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

再試験受験者   2   5   0   5   0   5   2   5 

再試験受験による卒業者   2   5   0   5   0   4   1   4 

 

また、近年心の病に苦しむ学生が尐なくない。これら留年生になりうる学生に対しては、

学生相談センターなどの専門家によるカウンセリングももちろん必要であるが、従来の指

導に加え、個々の学生に対忚した指導も必要である。 
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【改善方策】 

ゼミナールのクラスに属していない留年者(卒業年次生)に対しては、学部独自の出席状

況調査も継続して行い、より綿密な指導に繋げていく。また、心の病などで通学や授業参

加が困難な学生に対する対忚の一つとして、ｅ－ラーニングの活用を図る。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ／ＳＤ講演会は、教育開発支援センターが中心となって企画し、平成１８年度から

実施している。平成２０年度は講演会を２回開催した。講演内容は「発達障がいのある学

生支援」・「セクシュアル・ハラスメントの防止」・「就職環境と学生指導」・「質の高いキャ

リア支援を目指して」という多岐にわたるテーマについてで、学外の専門家に講師を依頼

し実施した。ＦＳＤワークショップも開催している。前期には全体講演会として「大学教

育で求められること」をテーマに実施した後、「学部教育」・「学修支援」・「キャリア支援」・

「学生支援」のテーマ別に管理者研修を実施した。また、特別企画として「ジャーナリズ

ムの立場からの大学評価」をテーマにＳＤ（ＦＤ）講演会を開催した。 

「オープンクラス・ウィークス（他の教員の担当する授業を参観できる期間）」も平成１

９年度と同様に各３週間前期・後期ともに実施し、専任教員・事務職員を対象としていた

参加の枠を、兼任教員にまで拡大した。後期は为として４つのテーマに沿った見学、「各学

部における初年次配当の（学びの扉）に当たる科目の授業参観」・「大規模教室の授業参観」・

「（キャリアデザイン入門）２クラス等のキャリア関連科目の授業参観」「兼任教員担当科

目の授業参観」への協力を依頼した。 

ＦＤ新任研修にも取り組み、「大学および学部（学科）の特色を理解し、授業改善の重要

さを認識するとともに教育の資質向上に努めることを目的」として新規に採用した教員を

対象に実施した。 

教育開発支援センターは毎年度「ＦＳＤ活動報告書」を発行し、専任教員に対して配付

し活動について啓発を行い、情報を共有できるようにしている。 

本学部独自のＦＤ活動としては、平成１９年度に、学内ネットワークを利用したＬＭＳ

（Learning Management System）のひとつである OGU－Caddie（以下 Caddie）講習会を開

催した。学部所属教員のＩＴリテラシーを高めるという目標の一環として、全員が

OGU-Caddie を活用できることをねらった。「ゼミナールＩＡ」、「ゼミナールＩＢ」で試験

的に、「ゼミナール ⅡＡ」、「ゼミナール ⅡＢ」で本格的に展開する「読書プログラム」の

担当教員には OGU-Caddie を使いこなすことが必要であった。平成２０年度にも再度、「ゼ

ミナール ⅡＡ」、「ゼミナール ⅡＢ」担当者限定で、OGU-Caddie 講習会を行った。 

また、外国語学部の全教員が所属している学内研究会「外国語学会」で、年２回の研究

発表を行なっている。平成２０年度後期には、高等学校学習指導要領（外国語）の変遷に

関する研究発表も行われ、ＦＤ活動に役立っている。 

 

【点検・評価】 

ＦＤ／ＳＤ講演会は全教員対象のもので、平成１８年度から平成２０年度に通算９回開

催されたが、本学部所属教員の参加率は４２．１％～６１．１％の範囲内であった。ＦＳ

Ｄワークショップは、年齢や役職などで指定された教員が参加するものであるが、本学部

所属教員は、平成１９年度後期から平成２０年度後期には、３～４名が参加した。 

オープンクラス・ウィークスにおいて本学部所属教員の授業参観した率は、平成１９年

度は６０％以上だったが、平成２０年度は５０％以下になっている。一方、授業参観を受
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けた率は、平成１９年度は５０％前後であったが、平成２０年度後期には６１．１％に伸

びている。 

ＦＤ／ＳＤ講演会、ＦＳＤワークショップ、オープンクラス・ウィークス等の全学共通

のＦＤ／ＳＤ活動に対する本学部教員の参加率は、高いとは言えない。教育指導に熱心な

教員とそうでない教員の間の熱意や、授業改善の努力には大きな違いがある。 

外国語教育の改善には、教員個人の自覚と実践に加えて、教員間の意思疎通が不可欠で

ある。各年次の「ゼミナール」については、合同ゼミを行なうための担当者による打ち合

わせが、学期前、学期中、学期後と、尐なくとも３回は行われており、評価できる。 

 

【改善方策】 

教授会で、ＦＤ／ＳＤ講演会への出席を強く促す。また、オープンクラス・ウィークス

で、すぐれた教育改善の取り組みを行なっている教員の授業の参観を他教員に促すこと、

「外国語学会」で、教員の実践を公開することを早急に行い、教員間の情報交換を活発に

する。また、国内外の教育系の学会や研究会に属している教員の活動や研究の成果を、学

部教員で共有し、授業改善に役立てるようする。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

「講義要項（シラバス）」の項目は、「講義テーマ」、「目的および概要」、「講義スケジュ

ール（授業計画）」、「評価基準・方法」、「学生への要望・留意点（オフィスアワーを含む）」、

「教科書」などとしている。「講義スケジュール（授業計画）」では講義毎の内容を記載し、

講義の目的や自为学習ができるように配慮、「評価基準・方法」では「定期試験」、「レポー

ト」、「日常点（出席・小テスト等）」、「その他」の項目に割合を記入、「学生への要望・留

意点」では講義の進め方や授業時に希望する事項を記入するようにしている。なお、「参考

書」欄もあるが、全く指示のないクラスが多く存在する。平成２０年度は特に「講義スケ

ジュール（授業計画）」と授業回数が同一となるように記載している。 

平成１７年度から平成２０年度は年度初めに全学年を対象として「ＣＤ－ＲＯＭ」形式

で全学生に配付している。 

学生による授業評価に｢私はこの授業を登録するにあたって、講義要項[シラバス]を参考

にした｣かを問う項目があるが、平成２０年度後期の調査では、｢強くそう思う｣と｢そう思

う｣と肯定的に評価する割合が、本学部は６７．６％であった。おおよそ３分の２の学生が

参考にしたという回答を寄せている。｢授業内容は、講義要項[シラバス]に沿って行われた｣

という項目では、｢強くそう思う｣と｢そう思う｣の合計が本学部は７１．２％であった。こ

の項目でも３分の２強が肯定的回答をしている。 

 

【点検・評価】 

シラバスの内容を現実の授業に反映させようとするときに一番困難なのは、「講義スケジ

ュール」通りに授業を進めることである。学生の達成度が低い場合や予習をしない学生が

多い場合には、説明を詳しく繰り返す必要があり、スケジュールに理解が優先して、シラ

バスの進度より実際の進度は遅くなり、達成度の高く、予習も十分こなす学生の多いクラ

スでは、実際の授業の進度はシラバスより速くなる傾向があるからである。本学部では、

「講義スケジュール」の中に「チェック・ポイント」（本来はオリエンテーリングの用語で

「関門」の意味）を数度設けて、進度調整をするように勧めている。これによって、シラ

バスと実際の講義の進度との乖離は尐なくなる。 

シラバスの｢参考書｣欄に全く指示のない例があるが、担当教員が受講生に自为学習や予

習をさせるためには、参考文献は必須である。 

毎学期、シラバスを履修科目選択の際の参考にしている学生の割合は３分の２を上回っ
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ている。科目選択に当たって、授業内容よりも開講の曜日と講時を重視する学生がいるこ

とは事実であるが、シラバスを参考にして６０％の学生が受講科目を選択している。この

ことからも、シラバスをもっと充実させ、信頼できるものにすることが必要である。 

 

【改善方策】 

参考書欄には必ず複数の参考書やウェブサイトを掲載することを義務づけること、可能

ならば重要度の高いものを上位に置くこと、学期中一度は参考書やウェブサイトを参照し

て答えるテストかレポートを課すことを教員に促す。授業は担当教員と受講生との「協同」

によってよいものになり、両者を取り持つのはシラバスである。現在のシラバスはまだそ

の段階まで達していないため学部内での話し合いによって、もっと多くの情報（特に学習

情報や講義テーマ関連のサイト）をシラバスに盛り込むこと、シラバスの重要性をまず教

員が認識し、学生にも認識させること、そういう共通認識を教員が持つことを周知徹底す

る。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

平成１４年度後期から授業評価を実施し、平成１５年度以降は、前期と後期に各一度ず

つ行っている。マークセンス式の授業評価に加えて、平成１７年度から自由表記による授

業評価も行っている。前者は、教務課が回収して、集計と分析をし、それを教員と学生に

公開している。ただし、外部からの閲覧はできない。後者は、教員が回収しており、その

後の処置はすべて教員個人に任されている。全学の回答者数は以下のとおりである。 

 

表Ⅲ―８ 

１７年度前期   36.4% 

１７年度後期  34.2% 

１８年度前期  34.8% 

１８年度後期  32.2% 

１９年度前期  35.6% 

１９年度後期  32.9% 

２０年度前期  37.3% 

２０年度後期  32.7% 

 

【点検・評価】 

大学で配置されているすべての科目について授業評価を行い、それを授業の改善へつな

げようという姿勢は評価できる。しかし、授業評価を授業の改善に使うかどうかが教員自

身に任せられているので、改善の必要性がある場合でもそれを促す方法がないのは適切で

はない。また、回答者数は毎学期３０％～４０％である。回答者が多いほど、授業評価の

精度も大きくなる。もっと増やすべきである。 

 

【改善方策】 

本学部では、今後とも授業評価を全クラスで実施していくとともに、授業改善を組織的

に促す仕組みを構築する。授業評価数を増やすためにどうしたらよいかも、実施時期など

を含め、検討課題である。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 
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【現状の説明】 

授業形態・方法の違いから、本学部の配置科目は演習と講義に分けられる。ＣＡＬＬ教

室やマルチメディア教室を使う場合もある。平成２０年度には前期、後期とも１０％を超

える授業がＣＡＬＬ教室を使って行われている。マルチメディア教室を使用している科目

は、「英米言語文化」１科目である。この授業では、インターネットを通じて海外の情報（例

えば、アメリカ大統領のホームページなど）を活用したり、パワーポイントを用いて授業

効率を高めたり、同時に紙媒体のハンドアウトを配付して、ノートをとりポイントをまと

めさせるというように、記憶の定着を図る工夫がされている。 

本学部ではいずれのクラスも、履修者数が５０名を超えることはまれである。そのため、

教員が一方的に講義を行い、学生に発言の機会がほとんどないような形式の授業はなく、

講義科目でも、学生の発言が尐なくない。 

それ以外の科目では、指定したテキストを介して、訳読、作文を行うものが多い。この

場合には学生の発言や、担当教員と学生の忚答は頻繁に行われる。 

 

【点検・評価】 

授業形態や方法に関しては、講義であれ、演習科目であれ、教員と学生の間に意見交換、

質疑忚答があることは適切である。ＣＡＬＬ教室やマルチメディア教室はまだ有効利用さ

れているとは言い難いが、現在どのように使用されているかを検証する必要がある。ＣＡ

ＬＬ教室の機能をほとんど使っていない教員もいる。ＣＡＬＬの機能を活用できる授業の

展開を目指すための方策を講じる必要がある。 

 

【改善方策】 

マルチメディア教室やＣＡＬＬ教室の活用は、授業形態を多様化し、学生の興味をかき

たてるのに有効である。そのためにはマルチメディアやＣＡＬＬを使った授業の実践例に

できるだけ多くの教員が触れる必要がある。ＣＡＬＬ教室やマルチメディア教室を活用し

ている教員の授業の公開や講習会を平成２２年度から開催する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

大・中教室には、プロジェクタ、ＯＨＰ等の機器を設置している。設置されていない教

室には、持ち運び可能な機器を準備し、利用できるようにしている。 

ＡＶ機器常設教室として、ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室、ＰＣ教室、ＣＡＬ

Ｌ教室、ＬＬ教室、ＡＶ教室がある。これらの教室は全学部対象として利用しているため

稼働率が高い。本学部の教室利用状況は、次のとおりである。 
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表Ⅲ―９ ＡＶ機器常設教室使用状況 

 教室 学期 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

 

英

語

学

科 

プロジェクタ 

等設置教室 

前期  6.9%  6.9%  5.4%  7.4% 

後期  4.0%  7.5%  4.8%  7.4% 

ＰＣ教室 
前期 17.2% 19.0%  7.6%  7.9% 

後期 16.4% 18.1%  5.8%  6.5% 

ＣＡＬＬ教室 
前期 51.7% 40.2% 40.5% 25.9% 

後期 43.7% 51.7% 38.1% 25.9% 

ＬＬ教室 
前期 31.3% 24.1% 14.3%  3.7% 

後期 24.1% 17.2% 17.9% 11.1% 

ＡＶ教室 
前期  1.7% 10.3%  7.1%  0.0% 

後期  1.7%  8.6% 14.3%  3.7% 

ド

イ

ツ

語

学

科 

プロジェクタ 

等設置教室 

前期  4.6%  5.2%  4.2%  4.9% 

後期  4.0%  5.7%  3.6%  4.3% 

ＰＣ教室 
前期 15.1% 15.5%  3.1%  3.2% 

後期 13.8% 15.5%  3.1%  3.2% 

ＣＡＬＬ教室 
前期 34.5% 26.4% 22.6% 14.8% 

後期 27.6% 33.3% 20.2% 16.0% 

ＬＬ教室 
前期 31.0% 20.7%  7.1%  0.0% 

後期 24.1% 13.8% 10.7%  3.7% 

ＡＶ教室 
前期  1.7% 10.3%  7.1%  0.0% 

後期  1.7%  8.6% 14.3%  3.7% 

 

メディアを利用した授業では、インターネットやマルチメディアや OGU-Caddie を活用し、

学生同士、または学生と教員がオンデマンドで学習・教育のインタラクションを行ってい

る。OGU-Caddie は、講義資料の提示や課題の提出、小テスト、お知らせや掲示板の機能が

あり、全教員（専任教員、兼任教員）、および全学生が利用できるインターネットをベース

とした学習管理ツールである。その利用については担当教員の判断に任されている。下の

表は、本学部専任教員の OGU-Caddie の利用状況を表したものである。表における「利用率」

は、専任教員担当の科目の中で OGU-Caddie を利用している科目数を、専任教員が担当する

全科目数で割った数字である。 

 

表Ⅲ―１０ 学部専任教員の OGU－Caddie 利用状況 

機能名 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

科目数 利用率 科目数 利用率 科目数 利用率 

講義資料 5 4.9% 7 7.1% 14 12.6% 

レポート 3 2.9% 3 3.0% 3 2.7% 

小テスト 2 2.0% 2 2.0% 2 1.8% 

掲示板 5 4.9% 7 7.1% 9 8.1% 

お知らせ 4 3.9% 5 5.1% 16 14.4% 

その他 1 1.0% 0 0% 2 1.8% 

 

平成１９年度まで、ＣＡＬＬ教室は比較的多くの教員が利用している一方で、Power 

Point や OGU-Caddieを使用する教員は尐数であった。これは、こういったマルチメディア

に不慣れな教員が多かったことと、語学教育に活かすノウハウが欠けていたからである。

そこで、既にこれらのツールを授業に導入している教員が操作方法、および授業での活用
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方法を提示する講習会を開催し、学部専任教員全員の参加を求めた。そこでの活発な質疑

忚答および意見交換を通して、各教員の授業へのマルチメディア導入の意識が高まった。

その結果、平成２０年度は、PowerPoint、OGU-Caddieを導入した授業が増加した。加えて、

ＣＡＬＬ教室の活用事例紹介の勉強会も開催し、ＣＡＬＬ教室の活用方法について教員間

で情報交換を行った。 

OGU-Caddieを活用した教育の取り組みのひとつとして「読書プログラム」がある。これ

は、平成２１年度から配置している 2年次生を対象とした「ゼミナールⅡＡ」、「ゼミナー

ルⅡＢ」において日本語力涵養のため読書を必修課題とするため、事前のパイロットプロ

グラムとして実施したもので、ＩＣＴツールを活用してプログラムの効果・効率・魅力を

高め，学生の読書への取り組み喚起と教員による効率的な進捗管理を実現するための仕組

み作りを試みた。具体的には、１年次生を対象に本プログラムへの参加者を募集し、参加

者は教員が毎月 OGU-Caddie に掲示する１０冊ほどの推薦図書と推薦文を参考に読む作品

を決定し、作品名を OGU-Caddie の掲示板に書き込む。また、教員による推薦本とは別に、

参加学生は自由に自分が選んだ本を読んでもよいことにする。作品を読み終えたら、参加

学生は OGU-Caddie の掲示板に読んだ作品のレビューを書き込む。学生は、OGU-Caddie に

書き込まれたレビューに対して、自分の意見を書き込み、書き込まれたレビューや意見を

参考にして、次に読む本を決定する。以上を１つのサイクルとして、１か月を１つの読書

期間とし、各読書期間中に尐なくとも本を１冊読むこととした。読む作品は、図書館所蔵

の本，個人所有の本に加えて，デジタル携帯デバイス（大学から貸与される Nintendo DS

＋「文学全集』ソフト）の中から、学生が読みたい本を使いたい媒体で読むこととした。

プログラム開始前と実施後に，読書や自身の日本語活用能力などに関するアンケートを実

施し、理解の変化やプログラム参加の実感を確認したところ、プログラム実施後に「読書

を楽しい」と感じる学生が増えており、参加者全員が「本選びに OGU-Caddie に書き込まれ

たレビューが役に立った」と答えている。さらに掲示板に書き込まれたレビュー自体も、

プログラム開始直後と数か月後を比べると、表現や文体が大きく進歩していた。本プログ

ラムが、実施時間が固定されている通常の対面式授業と基本的に異なり、OGU-Caddieを使

うことによって学生の都合の良い時間にオンデマンドでレビューを読んだり書いたりする

ことができるため、時間に縛られることなく自由にこのプログラムにアクセスできる。ま

た、紙媒体だけでなくデジタル携帯デバイスを使って本を読むことができたため、今まで

自分は読書が苦手だと思い込んでいた学生も、抵抗感なく読書に入っていけた。教員の側

も、OGU-Caddieを使うことによって、各学生の読書の進捗状況を把握することができ、レ

ビュー書き込みまで時間がかかっている学生に対して適切な声掛けや指導を行うなど、学

生の学習管理を円滑に行った。 

学生へのパソコン教育は個々の教員の裁量に任されており、学部としての統一した取り

組みは行われておらず、そのためパソコンのスキルに関して学生間で大きな格差が見られ、

レポートや発表レジュメ等をパソコン入力させたもので提出を求めることができず、レポ

ート指導において効率性を欠くこととなっていた。そこで１年次の「ゼミナールⅠＡ」、「ゼ

ミナールⅠＢ」全体の取り組みとして、①Word を使って文書を作成する、②パソコンのメ

ールソフトを使って文書を添付し送信する、③メールを入力・送信する際のマナーを学ぶ、 

という事柄を教えることとした。 

本学部では、平成２０年度に大学のホームページとは別に、学部独自のホームページを

インターネット上に開設し、授業中に学部のホームページを提示することや、学生に自宅

で閲覧するように指導することで、学生の学習指導に役立てている。例えば、ゼミナール

の授業ではホームページの中の「学びのポイント」を学生に見せて、本学部のカリキュラ

ムの趣旨と履修の指針を示す。また本学卒業生からの学生生活や就職活動等についてのア

ドバイスを掲載している「活躍する卒業生」のセクションは、進路の参考として就職活動

に活用されている。交換留学中の学生、及び交換留学経験者からの留学に関するメッセー
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ジを掲載している「留学生便り」のセクションは、「留学準備」を始めとするいくつかの授

業における留学指導に役立てられている。さらに、英語学習や学習ツール、留学情報、英

米の新聞等のサイトを紹介しているため、「お役立ちサイト」のセクションは、「時事英語」、

「留学準備」、「リーディング」、「英米言語文化」などさまざまな授業で役に立つだけでな

く、自習にも使える。 

 

【点検・評価】 

OGU-Caddieを以前に比べれば多くの教員が利用するようになり、学生たちが授業時間以

外の空き時間にパソコンルームに行き、OGU-Caddieを使って小テストを受験したり、掲示

板に調べた事柄を書き込みしたりというように、自学自習をする姿勢が身に付いてきた。 

平成２０年度後期に実施した「読書プログラム」において、学生が読んだ本のレビュー

を OGU-Caddie の掲示板に書き込むことまでは各学生が実行し、そのレビューが他の学生の

次の本選びに役に立った一方で、レビューに対して他の学生が意見を書き込むことで、

OGU-Caddie上で学生間のインタラクションが創出されるところまではいたっていない。学

生たちはインターネット上で匿名であれば意見を書き込むことができても、OGU-Caddieの

ように記名での意見の書き込みには不慣れなようである。平成２１年度から「ゼミナール

ⅡＡ」、「ゼミナールⅡＢ」において OGU-Caddie を使った読書指導をするのであれば、投稿

者が明らかである状況においても自分の意見を堂々と表明できるように指導をする必要が

ある。 

学生たちは、１年次で Word による文書作成方法を習得し、その後のレポート課題を Word

文書で提出している。さらに「ライティング」の授業をパソコン教室で行ない、各学生が

パソコンに入力した作文を、クラス全体に提示することによって、学生たちが犯しがちな

誤りを一斉に共有、認識させることが可能となった。 

学部のホームページ上にある「活躍する卒業生」のコーナーの中のアメリカの大学院に

進学した先輩からのアドバイスを読んで、海外の大学院への進学を目標とする学生が現れ

るなど、学部ホームページは在学生にとってロール・モデルを提示し、目標を与えてくれ

るという大きな役割を果たしている。また、「座談会」、「ニューズレター」、「読書プログラ

ム」など学生が参加したイベントの報告をホームページに掲載することで、それらを読ん

だ他の学生にとって、友人等の活躍を知ることとなり、良い刺激、励みとなっている。 

 

【改善方策】 

学外からより簡卖、且つ安定的に OGU-Caddie にアクセスすることが可能となるように、

現在の Cyber Accessを改良し、セキュリティを確保しつつ利便性を上げるための新たなＶ

ＰＮソフトウェアの利用を検討する。また、OGU-Caddie の掲示板機能を充分に活用し、

OGU-Caddie上で学生が意見を交換し盛んなインタラクションを行なうためには、いきなり

読書のレビューのような为観的な題材に対して自由表記による意見を求めるのではなく、

まずはある題材について賛成か反対かというような二者択一の意見の書き込みから始めて、

次に新聞記事のようなより客観的な題材を取り上げて意見を書かせるというような段階を

踏んだ指導を行なうことによって学生たちの抵抗感を払拭する。 

病気等で長期欠席を余儀なくされている学生や就職活動のためしばらく関西を離れざる

を得ない学生など、さまざまな理由で通学して授業を対面方式で受講することができない

学生が、自宅や遠隔地においてオンデマンドで授業を受講できる手段として、OGU-Caddie

を活用することができるよう、さらに多くの科目において、教員が OGU-Caddieを活用する

ようにする。 

今後は、Word 以外のパソコンスキルの学習として、口頭発表の際 Power Point を使って

プレゼンテーションをすることや、レポート内に統計的な表を挿入することができるよう

に、PowerPointおよび Excelの指導も個々の教員に任すのではなく、学部全体で取り組み、

指導する体制を整える。具体的には、２年次以降のゼミナールで、PowerPoint と Excel の
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指導を統一的、体系的な取り組みとして導入する。その際、「イングリッシュ・プレゼンテ

ーション」のような科目と連携をし、ゼミナールで学んだ Power Point のスキルを活かし

たプレゼンテーションを行なうことで、履修生のプレゼンテーション・スキルの獲得と発

展を目指す。さらに、学生がプレゼンテーションの際に作成したスライドや、配付資料、

発表の録音等の資料を、学部ホームページに掲載し、学生への励み、刺激とする。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

本学部提供科目で遠隔授業をおこなったのは、平成２０年度前期開講「オーラル・コミ

ュニケーションⅠ」、後期開講「オーラル・コミュニケーションⅡ」、「ディジタル・イング

リッシュ」である。「オーラル・コミュニケーションⅡ」、「オーラル・コミュニケーション

Ⅱ」の受講生は学期中に２度、ハワイ大学マノア校と同大学カピオラニ・コミュニティ・

カレッジの学生たちとインターネットを使って会議（ビデオ・カンフェランス）を行って

いる。事前にビデオ収録した自己紹介、大学紹介、自国の文化の紹介などをソーシャル・

ネットワーク・サービス Facebook へ送り、それをもとに Facebook を使ってディスカッ

ションを行った。ディスカッション終了後に、参加した学生一人一人が Memory Book（電

子式ポートフォーリオ）にディスカッションの内容を書き込み、それに担当教員がコメン

トを付け加えた。 

「ディジタル・イングリッシュ」は、担当教員の開発したディジタル・ストーリーのソ

フトを使った遠隔授業である。受講生は担当教員の開設したサイトにアクセスし、毎回指

示に従って作業を行った。サイトに書かれた物語についてのレビューを書き込むこともあ

れば、受講者がコンピュータを使って、物語を創り、それに英語のナレーションや音楽を

付けることもあった。ブログとフォーラムを介して、担当教員と受講生の意見の交換や質

疑忚答が行われた。 

 

【点検・評価】 

ビデオ・カンフェランスに参加した受講生によるフィードバックによると、ビデオ・カ

ンフェランスの（「オーラル・コミュニケーション」のような伝統的な授業と比較して）す

ぐれた特徴は、事前にテーマを設定し、それについて調査と準備をおこなうので、その段

階から英語を読み、話す機会を持つことができること、そのためディスカッションの内容

が高度になること、日本語を母国語とする英語話者とほとんど接した経験のない相手と英

語で会話するので、妥協的な英語を使えないことなどである。一方で、克服すべき事柄と

しては、Facebook や Memory Book に習熟するための時間が必要とされること、時差を克服

しなければならず、頻繁には行えないこと、（特に最初は）緊張して十分話ができないこと

など、技術的な問題、心理的な問題が指摘されている。 

「ディジタル・イングリッシュ」の６人の受講者に対する詳しいインタビューの結果に

よると、きわめて肯定的な意見が多かったが、もっと英語を話す機会があってもよい、自

分の書き込んだ英語が正しいかどうかすぐ判らないことが不安である、という批判があっ

た。一方で、コンピュータ・スキルが身につくこと、「オーラル・コミュニケーション」と

違って、英語の四技能（読む、書く、聴く、話す）が身につくこと、創作の面白みが英語

を積極的に学ぼうという姿勢につながることなどが受講生によって評価されている。ビデ

オ・カンフェランスも「ディジタル・イングリッシュ」も英語力をのばす方法としては珍

しいので、学生の興味や動機を刺激する。しかし、一般的でない機器やコンピュータ・ソ

フトを必要とするので、すぐに多くの教員の使うのは難しい。 

 

【改善方策】 
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遠隔授業に参加した学生の意見から分かるように、遠隔授業には、従来型の｢対面授業｣

を補う教育効果がある。｢オーラル・コミュニケーション｣のような対面型授業と併用する

ことによって、それぞれの長所が活かされ、相乗効果が期待できる。４年次生には就職活

動と授業との両立が課題であるが、遠隔授業を活用すれば、その両立は可能である。遠隔

授業の導入例の収集を平成２２年度から開始する。 

 

【国際学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

本学部の教育課程は、「大学設置基準第１９条」に言う「大学、学部及び学科又は課程等

の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する

ものとする」という規定に沿って、本学の教育理念のもと、学部独自の教育の理念や目標

を実現すべく体系的に編成されている。卒業所要卖位数は１２８卖位以上であり、全学で

共通に開講されている共通科目、本学部で独自に開講されている専攻科目ならびに演習科

目のそれぞれにおいて所定の卖位数以上を修得することによって満たされる。 

共通科目は、「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」

（「大学設置基準第１９条２項」）ことを目的に、従来の一般教育・外国語教育・保健体育

科目の位置づけ、履修制度を見直し、基礎教育科目として開設されている。平成１７年度

から、共通科目は「文化と歴史」（３０科目）・「人間と社会」（２８科目）・「自然と情報」

（３７科目）・「健康とスポーツ科学」（１０科目）・「言語と文化」（４２科目）に区分して

開設し、配当年次を１年次～３年次としている。共通科目の１分野である総合科目は「総

合科目Ⅰ～Ⅴ」まで開設して、時代や社会状況にマッチしたテーマを取り上げた授業を行

っている。配当年次は１年次～２年次である。なお、平成２０年度から共通科目の科目数

は、学生のニーズと受講状況により対忚する形で、「文化と歴史」（１２科目）・「人間と社

会」（２２科目）・「自然と情報」（１８科目）・「健康とスポーツ科学」（１３科目）・「言語と

文化」（４４科目）に変更された。また、平成２０年度には、「導入教育ユニット」（３科目）・

「キャリア教育ユニット」（２科目）が新たに設けられた。配当年次はそれぞれ１年次と１

～２年次である。 

履修の規程としては、共通科目では「文化と歴史」・「人間と社会」・「自然と情報」・「健

康とスポーツ科学」「総合科目」の５区分から計６卖位以上を、そして「言語と文化」の分

野では英語・ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語から選択した１言語４卖位以上

（必修）を修得することとしている。「導入教育ユニット」は、初年次教育の柱として履修

を義務づけており、１年次生の仲間づくりや大学生活へのスムーズな定着を目的としてい

る。 

専攻科目は、「基礎科目」（８科目）・「専攻選択必修科目」（３５科目）・「専攻選択科目」

（４５科目）の各領域で構成されている。基礎科目では、国際学を学ぶうえでの基礎的知

識の修得をねらいとしており、必修３科目６卖位および選択必修１科目４卖位以上の計１

０卖位以上を修得することとしている。 

専攻選択必修科目は、「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション力を備えた実務人の

育成」という学部の教育目標の実現をそれぞれの特徴ある視点からアプローチすることを

意図した３つのコース、つまりＡ群「国際協力・異文化理解コース」（１１科目）・Ｂ群「国
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際ビジネス・キャリアデザインコース」（１１科目）・Ｃ群「ヒューマンコミュニケーショ

ン・心理学コース」（１３科目）の３群で構成されており、２年次前期の履修登録時のコー

ス選択に従い、Ａ群・Ｂ群・Ｃ群のうちの一つから２０卖位以上（選択必修）修得するこ

ととしている。専攻選択科目は、上記の学部教育目標を実現するための幅広い視点からの

アプローチを意図して、「語学・ＰＣスキル科目」（１１科目）・「日本を知る科目」（８科目）・

「世界を知る科目」（１３科目）・「人間を知る科目」（１３科目）の４群で構成され、１２

卖位以上修得することとしている。 

演習科目は、尐人数教育の核として基礎を鍛えることから専門性を高めることまでを意

図しており、「ゼミナールⅠ」（１年次配当）・「ゼミナールⅡ」（２年次配当）・「卒業研究Ⅰ」

（３年次配当）・「卒業研究Ⅱ」（４年次配当）の各々通年４卖位の４科目が必修で、１６卖

位を修得することとしている。 

以上のように、卒業要件を満たすためには、共通科目から「言語と文化」科目４卖位を

含めて１０卖位、学部専攻科目から４２卖位、演習科目から１６卖位、計６８卖位を最低

限修得することと規定している。それ以外の６０卖位以上は、他学部開講科目も含めて学

生の興味・関心に沿って修得することになる。 

 

【点検・評価】 

社会的状況、学生の実情ならびに本学全体における位置づけを考慮したうえで、学部の

特色を明確にすべく、教育課程には不断の見直しが必要である。本学部は、国際情勢や社

会情勢にタイムリーに適忚していくという学部教育上の特性から、教育の課程や内容を定

期的に点検することが求められる。 

平成１７年度のカリキュラム改正から設けた専攻科目における３コース制は、グローバ

ルビジネスの進展や様々な国際協力・援助事業への注目、ならびに多様な国々の人達との

交流の進展に伴う言語を含めた多様なコミュニケーション力の必要性といった社会的状況

からの要請に忚えるべく設定されたものであり、この３つの視点から構成されたそれぞれ

の科目群は学部の教育目標を実現するうえで一定の成果をあげることができたものと評価

できる。しかし、刻一刻と変化する国際社会の情勢に適合し、そうした社会からの要請に

忚えるという点から考えると、以下の観点から現在の専攻科目の内容を見直す必要がある

と言える。 

元来、本学部は教養学部的要素の強い学部であるが、現在では教養教育の重要性が改め

て指摘されている。この点もふまえて、国際化の進む現代世界における地球環境問題など

も含む多様な現象や課題についての基礎的な知識、つまりは国際教養を修得し、洞察力・

思考力を体得することができる学部へと進化していくことが必要である。そしてまた、国

際社会におけるアジア地域の国々の重要性の高まりという現在の国際情勢を考慮すると、

そうしたアジアを中心とした地域や国への理解を深めるとともに、国際協力という忚用的

な分野を学ぶことができる学部へと進化することも必要である。以上の点を考慮すると、

平成２０年度までの３コース制を見直すことが必要であると言える。 

また、平成１７年度のカリキュラム改正において決められた学部専攻科目における４２

卖位という卒業要件を満たすための履修規程は、学生の幅広い興味・関心に忚じた履修を

可能にすることを考慮したものであったが、学際的、多分野複合的な領域である本学部に

おける「専攻」ということを考えると、専門性を高める学修という点で満足のいく結果に

到っていないと言える。この点についての見直しも必要である。 

一方、本学部における尐人数教育の核と位置づけられている演習科目は、１年次配当の

「ゼミナールⅠ」から４年次配当の「卒業研究Ⅱ」まで１０人前後の定員でクラスを編成

しており、１年次から４年次へと継続的に基礎を鍛えることから専門性を高めることを段

階的に展開しており、効果をあげることができていると言える。 

 

【改善方策】 
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先に述べたように、本学部では平成１７年度のカリキュラム改正以後も不断にカリキュ

ラムの点検・検討を行っている。この数年は学部の特色明確化に取り組むとともに、上記

の【点検・評価】であげた課題などを検討してきた。こうした作業に基づいて、課題改善

をめざす新たなカリキュラムを策定し、平成２１年４月の入学生から実施している。 

このカリキュラム改正では、上述した見直すべき１番目と２番目の課題を踏まえ、学部

の専門教育の枠を平成２０年度までの３コース制から、「国際教養専修」と「地域研究専修」

の２専修制へと変更している。「国際教養専修」では、国際化の進む現代世界における地球

環境問題なども視野に入れた幅広い国際教養を学修するための科目群（２７科目）を配置

している。「地域研究専修」では、アジア地域を中心に環太平洋の地域までを視野に入れた

国々の理解と国際協力という忚用的な分野を学修するための科目群（２６科目）を配置し

ている。こうした２専修制への移行により、現在の国際情勢により適合した、そしてまた

教養教育を重視した視点からの学部専門教育を充実させていく。 

次に、上述した見直すべき３番目の課題については、平成２１年度のカリキュラム改訂

において、卒業要件を満たすために必要な専攻科目の卖位数を４２卖位以上から６４卖位

以上へと増やしている。このことにより、学際的かつ多分野複合的な領域である本学部に

おける教育課程をより専門性の高いものとしていく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

基礎教育としては、心身の健康のための科目として共通科目の「健康とスポーツ科学」

の分野に「健康科学論」・「生涯スポー論」を開講し、食に関する事項や健康管理、スポー

ツや日常における心の持ち方などの内容の授業を設置している。また、「生涯スポーツ論」

は、在学中だけでなく卒業後の生活の質（ＱＯＬ = Quality of life）を高めることにと

って重要なスポーツの役割について理解するうえで有意義であろう。 

倫理性を培う科目としては、１年次配当の「哲学入門」・「倫理学概論」・「宗教学」、２年

次配当の「倫理学特論」・「東洋の思想」・「西洋の思想」を開講している。法的内容の科目

としては、１年次配当の「法学入門」・「現代法学」・「現代憲法Ａ・Ｂ」、２年次配当の「国

際社会と法」を開講している。これらの基礎的な教育の上に、学部の専攻に関係する倫理

的・法的な科目として１年次配当の「人間社会とヒューマンライツ」・「国際法」、２年次配

当の「比較思想・宗教論」を開講している。 

また、学部専攻科目のうち各年次に配されている演習科目「ゼミナールⅠ」・「ゼミナー

ルⅡ」・「卒業研究Ⅰ」・「卒業研究Ⅱ」では、学部での学修の基礎的、専門的な教育のみな

らず、マナーや社会規範に関する指導も行っており、学生の倫理性を培うことに寄与して

いる。 

 

【点検・評価】 

本学部では、社会的モラルやマナーを培うべく、特にゼミナールにおいて学生部と協議

のうえで学生への指導を行っており、一定の成果を得ている。しかし、その指導について

は年間を通じて計画的に行われているわけではないので、今後さらに検討をする必要があ

る。また、犯罪に関係する大学生についての報道が続く昨今、学生の倫理意識を高めるた

めに、ゼミナールでの倫理性を培う取り組み、たとえば関連テーマをとりあげて学生に考

えさせ、議論させるというような機会をさらに多く持つ必要がある。 

履修指導においては、とりたてて基礎教育として重要な科目、倫理性を培う科目を系統

的に登録するよう強く指導してきたわけではない。しかし、そうした科目の重要性を考慮

すると、履修指導にあっては、科目推薦のかたちで学生に基礎教育・倫理関連科目の登録

をより勧奨する必要があると考えられる。 
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【改善方策】 

大学生による犯罪行為が注目されている社会状況を考え、いままで以上に学生の倫理性

の育成に留意する。具体的には履修指導において、倫理性を培う科目を受講する意義を学

生に説明して、その登録の検討を促す。また、心身を良好な状態に保つためにもスポーツ

系科目の積極的受講をも促す。ゼミナールにおいては、学生部とも話し合ったうえで、こ

れまで以上に倫理性を培う取り組みを展開する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

「学校教育法第８３条」によれば、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとと

もに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び忚用的能力を展開させることを目

的とする」ものであり、「その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会

に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」とされている。国際学部の専

門教育的授業科目は、その規定に沿うと同時に、「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーシ

ョン力を備えた実務人の育成」という学部の教育の理念や目標を実現すべく８８の専攻科

目を体系的に配置している。これらの専攻科目の構成においては、以下の点で特徴を出す

ように考慮している。 

 

① 講義・ゼミナール・体験型学習の三つの方法を組み合わせて、知識と実践力を磨く。 

② 尐人数教育の核としてゼミナールを位置づけ、全ての学生がゼミナールに所属する。

１年次の「ゼミナールⅠ」では大学で学ぶための基本的なスキルなどを修得し、年次が

上がるにつれて自らの関心に沿った研究テーマに取り組む。  

③ １年次では、人間・社会・自然への理解を深める科目を履修するとともに、「国際学概

論」などで国際学の基礎を学ぶ。２年次以降では、各自が選択したコースに配置された

科目を重点的に履修して専門性を高める。  

④ 現場に強い実践的な力をつけるために、「フィールドワーク」など体験型授業やインタ

ーンシップでの体験そのものを重視する。  

⑤ ツールとしての生きた外国語能力の向上を図る。英語だけでなく、他の言語も学ぶこ

とができるようにする。  

⑥ 「留学準備コース」を設け、「外国留学事情」で留学の心がまえを学び、英語による「比

較文化論」などの講義や英語の「特修クラス」などを通して、留学に向けた力をつける。  

⑦ 「働くこと」や「職業」などについて早い段階から考えられるよう、キャリア関連の

科目を豊富に設置する。また、中学校・高等学校の教員免許や博物館学芸員・図書館司

書・学校図書館司書教諭の資格の取得、日本語教員・認定心理士の養成のための科目を

置く。 

 

以上のような特徴を持たせるように考慮された専攻科目は、「基礎科目」（８科目）・「専

攻選択必修科目」（３５科目）・「専攻選択科目」（４５科目）の科目区分で構成されている。 

本学部では、平成１７年度のカリキュラム改正から３コース制がとられており、専攻選

択必修科目は「国際協力・異文化理解コース」関連の科目群（１１科目）、「国際ビジネス・

キャリアデザインコース」関連の科目群（１１科目）、「ヒューマンコミュニケーション・

心理学コース」関連の科目群（１３科目）の３群で構成される。こうした３コース制に忚

じた科目群の配置により、社会情勢の変化や学生個々人の関心と進路志望によりよく適合

した学修が目指されている。それぞれのコースの特色は以下のとおりである。 

「国際協力・異文化理解（Ａ）コース」には、国際協力の分野での活躍を志す学生のた

め、「国際協力・援助論」・「ＮＧＯ・ＮＰＯ論」などの専門的科目や現場体験が組み込まれ
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た科目「フィールドワーク」が配置されている。また、タフで国際性（異文化理解、共生

の精神、語学力）を備えた人づくりを目指して、多様な文化を理解する科目「比較文化論」

や、英語だけでなくスペイン語・フランス語など援助の現場で必要な使える語学を学ぶこ

とができる。  

「国際ビジネス・キャリアデザイン（Ｂ）コース」は、外国人と共に働く職場や外国に

出かけて仕事をする機会が増えて国境がなくなりつつあるビジネスの分野での活躍を志す

学生のため、実践的な語学力や国際感覚を身につけた人材育成を目的とし、「事業創造・事

業経営論」・「グローバルビジネス論」など、国際ビジネスに関する科目を設置している。

また、企業や人材派遣会社の協力を得て体験学習によって自己のキャリアを活かす場の適

性を把握し、国内外でのインターンシップを通じ将来の仕事の方向を見いだすための学習

の方法を用意している。  

「ヒューマンコミュニケーション・心理学（Ｃ）コース」には、これまでの国際人教育

のなかで重要視されてこなかった人間の内面に関わる専門的な科目「心理学」を異文化社

会とのヒューマンコミュニケーションのツールの一つと捉え、体系的に学べる科目配置が

なされている。外国人を含めた人と人との触れ合いの中で行われる職業、例えばホテル業

務、航空・旅行サービス業務、教育などを志す学生はもちろん、「認定心理士」さらには「臨

床心理士」を目指す学生のために専門的な科目も配置されている。 

以上のような３コース制に基づいて配置された科目群に加えて、専攻選択科目では「語

学・ＰＣスキル科目」（１１科目）・「日本を知る科目」（８科目）・「世界を知る科目」（１３

科目）・「人間を知る科目」（１３科目）の４群で構成される科目群が配置され、より幅広い

国際教養とコミュニケーション力の修得が意図されている。 

演習科目は「ゼミナールⅠ」（１年次配当）・「ゼミナールⅡ」（２年次配当）・「卒業研究

Ⅰ」（３年次配当）・「卒業研究Ⅱ」（４年次配当）で構成され、尐人数編成のクラスで学生

の指導が行われ、基礎的、専門的な教育の中核的な場となっている。 

 

【点検・評価】 

専門教育的授業科目と学部の理念・目的、学問の体系性ならびに「学校教育法第８３条」

との適合性を考えるには、現在の社会的要請に学部独自の教育課程がよく適合しているか

という点が一つの視点となる。学部の理念・教育目的が国際化の著しい現代社会における

有為な人材の育成、ひいては現代社会の発展に寄与することであるがゆえに、学部独自の

専門教育も社会の変化によく対忚したものであらねばならず、適宜、それに忚じての改善・

変更が求められる。そうした視点からみて、７つの特徴を持たせるように構成を考慮した

専攻科目群の配置は、ここでの要求をかなえる一定の適合性をもったものと評価できる。 

しかし、すでに「（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」

の項でも述べたように、昨今、教養教育の重要性や、他方では台頭著しいアジア・太平洋

地域への関心の高まりという観点から学部教育を考えた場合、現在の専攻科目の内容がそ

れらの社会的要請に十分に忚えられているとは言えない。したがって、学部専門教育の変

更・改善は、３コース制の見直しを含めて専攻科目全般にわたって行われる必要がある。 

さらには、本学部が強調する教育目標、「現場での実践的な発想力」を養ううえで、専門

教育の特徴の一つに挙げている「体験型学習」をこれまで以上に重視する必要がある。そ

の重要な検討対象の一つとして、「留学準備コース」の内容をさらに進展させた、必ずしも

言語習得だけに限定されない広い「異文化体験」の機会としての海外留学プラグラムの充

実が必要となるであろう。 

なお、各年次に配置されているゼミナール（必修）を中心とした尐人数教育によって、

基礎を鍛え専門性を高めるという、本学部がこれまで培ってきた指導方法は十分に成果を

あげていると評価できる。今後も、現在の方針に基づいてさらに内容の充実を図る努力を

継続していく。 
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【改善方策】 

本学部では、上で指摘した問題点を踏まえて平成２０年度を通して改善を検討した結果、

学部の新たな専門科目カリキュラムを作成して平成２１年度入学生から適用する。新しい

専攻科目においては、近年の教養教育の重視やアジア・太平洋地域への関心の高まりを考

慮して従来の３コース制を見直し、新たに「国際教養」と「地域研究」の２つの専修制を

設けて、それに忚じて専門科目も大幅な整理統合と新設を行っている。 

また、「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション能力を備えた実務人の育成」という

学部の教育目標を実現するために、より効果的な「体験型学習」として学部独自の留学プ

ログラムを全学部生に原則として必修（一部代替措置を設ける）として配置するとともに、

「留学支援特別講義Ⅰ～Ⅳ」の４科目を設置して留学に必要な学修をサポートする。 

なお、ゼミナールを中心とした尐人数教育については、その重要性と必要性が十分に認

められており、引き続きこれまでと同様の方針において指導を行うとともに、それぞれの

学年での演習内容をさらに系統的にしていく努力を続けていく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

共通科目の各分野の開講科目数は「文化と歴史」１２科目、「人間と社会」１４科目（イ

ンターンシップ科目は除く）、「自然と情報」１８科目、「健康とスポーツ科学」１３科目、

「総合科目」５科目、「言語と文化」４４科目となっている。本学は社会科学系の大学であ

り、「文化と歴史」「人間と社会」の分野については興味があれば他学部で開講されている

専攻科目を履修することもできる。他学部の専攻科目で補うことが難しい「自然と情報」

分野の科目数が、共通科目の他の分野と比べて若干多くなっている。 

学生の知的好奇心を喚起するための工夫として、学際的なテーマの授業科目の開設、イ

ンターンシップ科目などの試みを行っている。「総合科目」において、「ヨーロッパの歴史

と文化を知る」・「コミュニケーションの重要性を理解する」・「キャリア教育を考える」・「ワ

ールドツアー」などの学際的なテーマを掲げ、複数の教員が順次交代してリレー式に講義

を行っている。なお、「「総合科目」のテーマは年度ごとに検討している。 

また、インターンシップや留学などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深

めることも教養を培ううえで重要である。そこで、「人間と社会」の分野に「海外インター

ンシッププログラム」・「国内インターンシッププログラム」・「就業体験」・「文化活動論」

を設置し、段階を追って経験ができるように配慮している。「研修（ボランティア）」では、

教育委員会等の協力による学校教育現場でのボランティア活動、あるいは本学が実施して

いる就学前の児童に対する語学教育の場での補助活動を行う実習と、大学内における講義

を組み合わせて開講している。 

一方で、「自然と情報」の分野に「情報基礎演習」・「コンピュータ・サイエンス」の科目

を設け、教養教育においても情報処理能力を高める授業を行っている。 

平成２０年度から共通科目に「導入教育ユニット」と「キャリア教育ユニット」の区分

を設けた。「導入教育ユニット」では、１年次前期に「表現Ａ（言語）」・「表現Ｂ（情報）」・

「表現Ｃ（スポーツ）」の３科目のうちのいずれか１科目の履修を義務づけ、１年次生の仲

間作りや大学生活へのスムーズな定着を目指している。「キャリア教育ユニット」では「キ

ャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱ」の２科目を開講し、早い段階から卒業後の進路に関心を持た

せるようにしている。 

 

【点検・評価】 

一般教養的科目を为に担う共通科目に関しては、平成１７年度に大幅な改訂を行い、卒

業要件を満たすために必要な卖位数を「３２卖位以上（「言語と文化」１４卖位以上を含む）」
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から「１０卖位以上（「言語と文化」４卖位以上を含む）」へと変更した。この変更は、学

生が自分の所属する学部の専門的な学修以外に、共通科目や他学部で開講されている専攻

科目の中から興味関心に忚じてより広い範囲から科目選択をして学修することを可能にし、

幅広い教養を培うのに一定の効果があったと評価できる。しかし、そうした幅広い一般教

養的科目の中から系統的、計画的な科目履修ができているかどうかという点については、

科目の内容よりも時間割上の都合に忚じて科目選択をするという履修上問題のある学生が

尐なからず見られるという問題がある。この点については、学期始めのオリエンテーショ

ンでの指導上の工夫が必要となる。 

また、平成２０年度には、共通科目における全体の開設科目数を１５９科目から１１７

科目へと整理統合を行った。この変更は、８０から９０科目程度で構成されている各学部

の専攻科目の数とのバランスを取ることを为に意図したものである。こうした共通科目に

おける開講科目の整理統合は、他学部開講の専攻科目の履修を広く許容していることを考

慮するならば、「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

めの配慮という点で問題はないと考える。しかしその適切性については、まだ改訂されて

から日が浅いため正確に評価できる段階にはないと思われるので、今後しっかりと検証し

ていく必要がある。 

なお、本学部の特性から考えると、共通科目のうち海外での研修科目である「海外語学

研修Ⅰ・Ⅱ」、「海外スポーツ研修Ⅰ・Ⅱ」、「海外インターンプログラム」、さらには海外に

関する学際的テーマを多く設定している「総合科目」については、その履修を積極的に考

えるよう、学期始めのオリエンテーションにおいて履修指導をすることが必要と考えられ

る。 

 

【改善方策】 

前述の第一の課題である、一般教養的科目の系統的、計画的な履修がうまくできていな

いという点については、学生個々人の専門的学修に関連する科目をできるだけ選んで履修

するよう、学期始めのオリエンテーションでの指導を工夫する。 

二番目の本学部の特性に忚じた海外研修的な科目の履修指導についても、オリエンテー

ションでその内容の重要性についてより明確に伝えるとともに、国際センターと連携し、

学部生の積極的受講を促すべくゼミナールで指導していく。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

本学部において学生が履修できる外国語科目の編成は次のようになっている。 

英語科目については、共通科目に「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」と「イングリ

ッシュ・コミュニケーションスキルⅠ～Ⅵ」の８科目を開設している。国際学部専攻科目

には「コミュニケーションスキルⅠ～Ⅴ」・「ライティングスキル」・「リーディングスキル」・

「ビジネス・イングリッシュ」の８科目を開設している。 

英語以外の外国語としては、共通科目にドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語の

４言語を対象に、各々８科目（会話中心の２科目を含む）を開設している。 

本学部では、「豊かな国際感覚と優れたコミュニケーション力を備えた実務人の育成」と

いう学部の理念・目的を実現するために、特に英語の学修を重視している。 

共通科目の「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」については、全学部共通で習熟度別

にクラス編成することをめざし、平成１８年度以降、ランゲージセンター運営委員会が作

成したオリジナルのプレースメントテストや TOEIC Bridge® IP テストを利用した試みを続

けてきた。そうした経過を経て、平成２０年度からは TOEIC Bridge® IP テストを実施し、

その結果に基づいて全学部で習熟度別クラス編成をしている。 
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しかし、本学部では、より正確に学生の学力を測定するために、TOEIC Bridge® IP テス

トに加え、学部独自のプレースメントテストを行って、特修・上級・中級・初級という４

つの習熟度別クラスを編成している。「ベーシック・イングリッシュ」でのねらいとして、

学生の一般的興味に配慮し、コミュニケーションを重視しリスニングに特化した授業を行

っているが、同時に、卖語集、例文集を活用し、基礎力の定着を図っている。「ベーシック・

イングリッシュ」で基礎固めをすることで、専攻科目である「コミュニケーションスキル」

へとスムーズに接続できるように工夫している。なお、「ベーシック・イングリッシュⅠ・

Ⅱ」は学部ごとに開講の曜日・講時を統一し、習熟度が適正なクラスでなかった場合はク

ラス変更ができる時間割としている。 

次に、共通科目の｢イングリッシュ・コミュニケーションスキル｣では、様々なクラスの

中から興味のあるクラスを履修し、修得後に正式な科目名に変換されて成績表に「イング

リッシュ・コミュニケーションスキルⅠ～Ⅵ」が表記される受講システムをとっている。

このことにより、学生が自分の興味・レベルにあったクラスを選択できるようになってい

る。さらには、実践的な内容の語学（英語）クラスを多数開講することで学生に興味をも

たせることができると考え、平成１９年度から授業内容とレベル（初級･中級･上級）を科

目名に付記することで、学生がクラスの内容を把握しやすいように工夫した。「英語で学ぶ

心理学」・「ムービー英語」・「ＴＯＥＩＣ対策」など、英会話だけでなく英語を活用した授

業を工夫したり、３年次配当の「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ」におい

ては、就職試験対策に特化したクラスを開講することで学生のニーズに忚えている。また、

パンフレットを作成してオリエンテーションで配付し、説明会を開催することで、｢イング

リッシュ・コミュニケーションスキル」の認知度を高めるよう努めている。 

また、平成２０年度から共通科目の「総合科目」に「ワールドツアー」クラスを開講し

た。このクラスは、学生が英語・ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語の５つの言

語からどれを選択して履修するかの判断の一助とする目的で、各語学の特徴や魅力などに

ついて担当者がリレー形式で講義を行なっている。平成２０年度は、５言語のうち、英語・

ドイツ語・フランス語の３言語で実施し、今後は中国語・スペイン語についても加えるこ

とができるように検討している。 

本学部の専攻科目である「コミュニケーションスキル」は、「コミュニケーションスキル

I～Ⅴ」（５科目１０卖位）を配し、ⅢとⅣは日本人教員によるリーディングの授業、I・Ⅱ・

Ⅴはそれぞれ「Studying Abroad」・「Talking about Japan」・「Current Topics」というテ

ーマで、外国人兼任教員による留学を意識した英語での授業を行っている。 

以上のような科目群によって外国語科目が編成されているが、本学部では、学部の特性

から英語が重視されるため、常により良い授業運営を目指して、英語担当の学部専任教員

に兼任教員も加わり月２回程度の担当者会議を行い、学生の理解度に忚じた教育ができる

よう意見交換を行っている。また、その会議を通して、全教員が全学生の情報を共有し、

全担当者が一人ひとりの学生に適切なケアができるようにしている。 

さらに、「英語寺子屋」（英語ヘルプデスク）」を月曜日から金曜日まで毎日開催し、正規

の授業以外で学生からの英語に関する質問、相談に忚じ、学習者のニーズに合った個別指

導を行う機会を設けている。また、本学では国際学部の専攻科目としての英語関係科目、

共通科目としての英語の他に、各種課外講座や海外語学研修など在学しながら英語を学修

する多様な機会がある。そこで、そうしたさまざまな英語学修の機会を「英語 学びの地

図」というチャート図にまとめ、段階的にまた目的に忚じて英語のレベルアップを目指す

指針として学生に配付、参考にさせている。 

 

【点検・評価】 

「ベーシック・イングリッシュ I・Ⅱ」における習熟度別クラス編成では、各クラスと

も１クラス当たり１５名程度の尐人数で、ほぼ学習者の習熟度に忚じた進度で授業を進め

ることができている。しかし、一方で学生は多様な入試等の制度により入学してきている
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ので、学習者の基礎学力、学習意欲に大きな差があり、クラス内でのレベル差が見られる

クラスもあった。この点については、TOEIC Bridge®の結果は点数のばらつきが小さく下位

に偏る傾向があるため、上位者の選定には向いているが、中級以下の学習者を選定するた

めには利用が難しい面があることがその原因として考えられる。より正確に学習者の能力

を判断するには、学習者のレベルにあった試験を行い、その結果に基づいて判断すること

が望ましい。しかし、入学直後のオリエンテーション期間中に長時間のプレースメントテ

ストを行うことは物理的にも困難な点が多いため、授業開始後早い段階で再度中級以下を

対象にしたテストを行い、TOEIC Bridge®と合わせてより適切な選定を行うようにしている。 

授業内容については、授業時に行っている自由表記のアンケートでは学生から概ね肯定

的に評価されている。リスニング能力については、卖位修得率から見てもある程度の向上

があったことが評価できる。しかし、文法・読解・作文については、「ベーシック・イング

リッシュ」だけでは指導が不十分なため、専攻科目でさらに学習することが望まれる。し

かし、多くの学生は必修の「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」のみを履修し、選択科

目である共通科目の「イングリッシュ・コミュニケーションスキル」および専攻科目の「コ

ミュニケーションスキル」の履修状況は期待どおりではない。この背景には、平成１７年

度から共通科目、専攻科目ともに語学科目の必修卖位数減尐という履修規程変更の影響が

考えられる。 

その対策として、オリエンテーション時に「英語 学びの地図」を配付するなどの広報

活動に加え、前期・後期の最終授業時間内に、次の学期に必ず上記科目を履修するように

との指導を行った。しかし今のところ、期待していたほどの受講者増に結びついていない。

必修科目でないため、学修者が科目の重要性を認識できない面もあるのではないかと考え

られる。こうした点を改善し、総合的な英語の力を伸ばすためには、今後の課題として専

攻科目における英語科目の必修化を検討する必要がある。 

「コミュニケーションスキル」の授業内容については、留学した学生から授業が役に立

ったと評価する声があるので、自文化を英語で発信できる授業を今後も継続していきたい。

また、英語以外の外国語科目について、「ワールドツアー」を履修し、英語以外の多くの言

語に関心を持つ学生もいるので、より一層履修者を増やすような指導を事前に行わなけれ

ばならない。 

「英語寺子屋」（英語ヘルプデスク）については、尐人数ながら常時利用する学生がおり、

留学の相談や資格試験対策、語学学習法、苦手な箇所の克服といった利用がなされ、効果

をあげている。しかし、学年によっては開講時間が必修科目と重なっていたり、開講場所

が離れた場所にあったりしたため、利用者数はあまりのびていない。今後、開講時間、開

講場所については検討が必要である。 

 

【改善方策】 

同一クラス内での習熟度の差を小さくするために、平成２１年度より、授業開始後早い

段階で再度プレースメントテストを実施し、学修者の能力を判断したうえでレベルに忚じ

たクラスへの変更登録を行うよう指導する。クラス変更に当たっては、英語担当者会議で

協議のうえ変更を決定し、学力向上の際には元のクラスに戻れるよう常時情報の共有を行

っている。しかしながら、依然としてクラス内のレベル差が大きいケースもあるので、ク

ラス数を増やし尐人数による指導を行えるようにしていく。そのため、一クラス当たりの

人数について、共通科目担当者会議を通じて適切な配分になるよう議論を行っている。 

学生がより多くの語学科目を履修するようにするための方策としては、各学期終了時に

個別の履修指導を行ったり、各科目の詳しい授業内容が書かれた資料を配付するなどして、

履修を促す活動をより積極的に行う。英語以外の外国語についても、ワールドツアーの受

講をするようオリエンテーション時に指導していく。 

本学部では、平成２１年度の入学生から海外留学科目を原則として必修にしたことで、

外国語の重要性がより高くなっている。そこで、専攻科目における語学科目（「実力強化英
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語Ⅰ～Ⅳ」、「英会話Ⅰ・Ⅱ」）を運用上で必修に準ずる科目として学生に履修指導を行う。

また、留学を目指す学生に対して、語学だけでなく異文化理解のためのスキルを身につけ

させるような科目（「留学支援特別講義Ⅰ～Ⅳ」）を開講し、その一部（「留学支援特別講義

Ⅰ・Ⅱ」）を必修化してより幅の広い観点から異文化と接する能力を養うようにしていく。 

「英語寺子屋」（英語ヘルプデスク）の開設時間帯については、学生の時間割を事前に調

査し、利用がしやすい時間帯に配置するように工夫していく。また、英語関係の授業内容

の理解が困難な学生に対し、寺子屋を積極的に利用するように指導し、実力強化を目指す

ようにする。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

本学部では、平成１６年度入学生まで、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、一般教養

的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目３２卖位(２５．０％)、専攻科目８４卖位(６

５．６％)、演習科目１２卖位(９．４％)としていた。学生の学習意欲に沿うよう、共通科

目（外国語科目を除く）の規定の卖位数のうち１２卖位までを専攻科目の卖位で代替可能

とし、また逆に専攻科目の卖位を規定の卖位数を超えて修得した場合、１２卖位まで共通

科目の卖位と認めるなど、学生の科目選択に幅をもたせた教育課程となっていた。 

しかし、本学部では、学生の興味・関心に忚じた幅広い選択履修が可能になるように、

平成１７年度に次のようにカリキュラムの改訂を行った。つまり、卒業所要総卖位数１２

８卖位のうち、一般教養的科目(外国語科目を含む)に当たる共通科目１０卖位(７．８％)、

専攻科目４２卖位(３２．８％)、演習科目１６卖位(１２．５％)、計６８卖位(５３．１％)

を各区分の最低修得すべき卖位として規定し、残り６０卖位は学生に提示しているコース

別履修モデルまたは学生各人の学修の目的や関心に沿って選択履修が可能な教育課程とし

た。 

一方、平成２０年度には全学的に共通科目の統廃合を行った。すなわち、従来は共通科

目１５９科目と専攻科目８８科目を開設していたが、両区分における卒業所要卖位数の配

分からしても量的に不均衡であったので、共通科目の全体的な見直しを図ったのである。

これにより、共通科目を１１２科目とした（専攻科目は８８科目のままである）。合わせて、

共通科目のなかに全学部共通として、大学教育に欠かせない「読む力、書く力、考える力、

表現する力」を養うことを目的とした「導入教育ユニット」（３科目）とキャリア教育を目

的とした「キャリア教育ユニット」（２科目）を新たに設置した。これらの科目を加えると、

共通科目１１７科目、専攻科目８８科目の配置となる。 

また、外国語科目については、共通科目の中に英語・ドイツ語・フランス語・中国語・

スペイン語の５言語に関してそれぞれ８科目ずつ開設しており、１言語４卖位を選択必修

としている。専攻科目には外国語（英語）科目８科目（全専攻科目の９％）が含まれてい

る。そのうち「コミュニケーションスキル I～Ⅴ」（１０卖位）では、共通科目の「ベーシ

ック・イングリッシュ I・Ⅱ」との接続を考慮し、「コミュニケーションスキルⅢ・Ⅳ」は

日本人教員によるリーディング、「コミュニケーションスキル I・Ⅱ・Ⅴ」はネイティブス

ピーカーによる英語での授業としている。 

なお、演習科目は１年次から４年次までの通年４科目１６卖位が必修であり、４年間一

貫した基礎的ならびに専門的な教育を行っている。 

 

【点検・評価】 

共通科目については、上記のように過去４年の間に２度にわたって、全学的に規程の変

更、総開設科目数の見直し、および新規科目の開設を行った。その適切性・妥当性につい

ての点検・評価は、今しばらく推移を見守ってからのことであろう。 
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卒業所要総卖位数に対する共通科目・専攻科目・演習科目等の量的配分の割合は、平成

１７年度の履修規程改定以後、平成２０年度まで変更していない。上記３分野合計で６８

卖位を最低限修得すべき卖位とし、残り６０卖位を学生各人の学修の目的や興味・関心に

忚じて共通科目・専攻科目・他学部専攻科目の中から幅広く選択することができるように

している履修規程は、学生が自分の所属する学部の専門性を高める学修を進めつつ、同時

に幅広い教養を身につけるためには有効なものとして評価できる。しかし、その一方で、

時間割の都合を優先して系統性のある履修ができていない学生や、自学部の専攻科目の履

修が尐なく、専門性を高める学修のできていない学生も尐なからず出てきている。このこ

とは、それぞれの分野の量的配分の適切性・妥当性という点で問題があると言えよう。 

また、国際学という学際的、複合的分野に関わる学部の性格からすれば、学部の教育目

標を十分に踏まえつつ現在の国際社会の動向などにも酌量して、開設する専攻科目とその

総数、また専攻科目で満たすべき卒業所要卖位数の割合などを検討することが、上記の問

題を改善するうえでも必要と言える。 

外国語科目については、本学部ではツールという位置づけがなされてきており、その位

置づけ自体は学部の教育目標からすれば、きわめて適切、妥当である。しかしながら、ツ

ールと位置づけるのであれば、学生が海外留学をも視野に入れたより実践的な語学力を修

得できるようにさらに強化すべきであるが、まだ十分とは言えない。それゆえ、外国語に

関連した科目の充実や、本学部の教育目的を生かすための、英語など欧米系諸言語にとど

まらない外国語科目の開設、等々を視野に入れた検討を行う必要がある。 

「演習科目」については、「４年間一貫した尐人数教育」という本学部の特色を担う実際

的な場（科目）であることからして、各学年における設置と各学年における必修という規

程は、きわめて適切である。むしろ、今後さらなる充実をはかるべきである。 

 

【改善方策】 

前述の【点検・評価】に基づき、本学部では平成２０年度の１年間をかけて専攻科目カ

リキュラムの全面的な見直しを行い、平成２１年度より新しいカリキュラムを実施する。

その新たな変更点は以下のとおりである。 

 

① 全学的な共通科目の総数は１１７科目で変更がないのに対し、学部専攻科目を９０科

目へと微増 

② 専攻科目のほとんどを４卖位科目から２卖位科目へと変更 

③ 専攻科目の内容を大幅に整理統廃合し、「国際教養専修」と「地域研究専修」という２

つの専修に忚じた新たな専攻科目を多く新設 

④ 専攻科目の外国語科目と関連科目について、英語科目を６科目、英語をベースにした

異文化理解のための講義科目（「留学支援特別講義」Ⅰ～Ⅳ）を４科目（内２科目必修）

開設し、アジア言語も３科目新設 

⑤ 学部専攻科目で満たすべき最低限の卒業所要卖位を、全１２８卖位中の４２卖位(３２．

８％)から６４卖位(５０％)へと増加 

このように、専攻科目の開設科目数を増やすと共に多くの科目を２卖位科目にし、そし

て卒業所要卖位に占める専攻科目卖位数の割合を増やしたことにより、学生が学部の専門

的な学修をより多くできるようなカリキュラムの体制にしている。このことにより、学生

が昨今の国際情勢のなかで高度な専門性の高い知識を身につけるとともに、各自の興味・

関心に忚じた幅広い教養を備えることが可能になるように、教育課程における開設授業科

目の量的配分をより適切かつ妥当なものにしていく。 

なお、演習科目に関しては、従来の特徴をさらにのばすように常に検討を加えながら、

今後も従来どおり全学年において必修科目として配置していく。 

 

（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 
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【現状の説明】 

基礎教育と教養教育については、共通科目を中心にして学部の専攻科目においても実施

されている。それらの実施・運営のための責任体制は以下のようになっている。 

共通科目の実施・運営については、教務部委員会を中心にして各分野別に担当者会議を

設け、責任体制を整えている。共通科目担当者会議は、「文化と歴史」・「人間と社会」・「自

然と情報」・「健康とスポーツ科学」・「総合科目」の分野ごとに設けられ、「言語と文化」の

分野では言語ごとに英語・ドイツ語・フランス語に分けて専任の担当者による会議を行な

っている。これらの担当者会議は年２回、前期・後期の各学期開始後１か月を経過した頃

に開催し、受講者数の状況を確認するとともに、開講クラス数や開講曜日・講時等につい

て検討している。また、会議では教務部委員が議長となり、担当者会議での意見、問題と

なった事項を教務部委員会に報告し、検討している。また、平成２０年度からは、新たに

設けた「導入教育ユニット」・「キャリア教育ユニット」についても、他の分野と同様のや

り方において、それぞれ担当者会議を実施している。 

共通科目の語学については、各語学の委員等からなる「ランゲージセンター運営委員会」

が設置され、外国語教育の改善・充実を図るための提案、実践的な学修プログラムの提案

を行なっている。なお、教務部長がランゲージセンター所長を兼任しており、同委員会の

運営にあたるとともに、教務部委員会との連携も図っている。また、「言語と文化担当者懇

談会」を年度初めに開催し、兼任教員とランゲージセンター運営委員等とが、教科書の選

定や遅刻・欠席の取扱いや学生指導等に関する意見交換を行っている。 

専攻科目における基礎教育・教養教育の実施・運営については、国際学部教授会で選出

された委員で構成される学部長の諮問機関、「カリキュラム運営委員会」が検討を行い、そ

の後に教授会で審議する形で責任体制を整えている。 

本学部における基礎教育の中心となる初年次教育および導入教育については、１年次の

「ゼミナールⅠ」が重要な役割を担う。当科目担当の全教員で構成される「ゼミナールⅠ

担当者会議」が中心となって基礎教育の現状と問題点の把握をするとともに、カリキュラ

ム運営委員会と連携し、その指示のもとに改善方策を現場において実践している。 

 

【点検・評価】 

共通科目における基礎教育・教養教育の実施・運営のための責任体制については、上述

のとおり、各学部選出の委員から構成される教務部委員会が全学的な責任を負っている。

いわゆる教養部や一般教育部をもたない本学の場合、責任体制の仕組みとしては妥当であ

る。教務部委員会はほぼ月１回の頻度で開催され、そこで検討された事柄についてはその

後に開催される教授会において報告され、内容の検討・確認が行われているが、その体制

は適切なものと評価できる。また、教務部委員会が管轄する共通科目の分野別担当者会議

は、学期ごとに１回程度開催され、意見交換の機会が確保されている。 

専攻科目については、学部長・教授会・カリキュラム運営委員会からなる現行の制度は、

基礎教育の実施・運営のための責任体制として円滑に機能していると言える。カリキュラ

ム運営委員会は、平均すると月２回程度、月１度の定例教授会の前後に会議を持つことが

多い。 

しかし、他方で大学全入時代を迎えて大学教育の本質的変化が進行している昨今、カリ

キュラム運営委員会が処理すべき問題の範囲と量は年々確実に増加・拡大している。この

ためカリキュラム運営委員会自体、その開催回数を年々増加させてきたが、それでも処理

すべき課題の多さがその処理可能量を超過するようになってきている。したがって、カリ

キュラム運営委員会を正常に機能させていくためにも、より限定的な個々の問題について

は、下部組織として個別の小委員会を設け、対忚を委ねるなど、作業の細分化と分担化を

進めることが必要である。 

また、「ゼミナールⅠ担当者会議」では、为として初年次教育の分野を専門に取り扱い、
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カリキュラム運営委員会と連携して活発に活動し成果をあげている。この動きは「ゼミナ

ールⅡ」・「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」の各クラスにおいても、程度の差こそあれ実現しつつある。

しかし、入学生の個性や習熟度がますます多様化していく現状において、学生個々に行き

届いた指導を実現するには、なお不十分と言わざるをえない。 

 

【改善方策】 

上述したカリキュラム運営委員会の任務過多の問題、ならびに学生個々に対する指導体

制の問題については、学生の学修支援やＦＤに関する委員会、海外留学プログラムに関す

る小委員会などを設け、カリキュラム委員会との緊密な連携をとりながら、学部の基礎教

育・教養教育の実施・運営をより充実したものにしていく。 

また、初年次生に対する基礎教育という観点から、「ゼミナールⅠ」担当者と英語科目担

当者が連携して学期末に会議を行ない、多角的に１年次生の基礎教育の進行状況を把握す

る体制を整えていく。また、ゼミナール担当者と、他の１年次配当科目の担当者との意思

疎通を図り、基礎教育の組織的指導に努める。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

国際学部では平成１７年度のカリキュラム改正時に、共通科目ならびに専攻科目におけ

る必修・選択科目の量的配分の見直しを行った。 

共通科目は全学共通で開設しており、「文化と歴史」・「人間と社会」・「自然と情報」・「健

康とスポーツ科学」・「総合科目」の５分野から計６卖位以上、そして外国語教育の「言語

と文化」からは４卖位以上（１言語４卖位必修）を最低修得すべき卖位としている。共通

科目全体から規定の卖位数以上を修得した場合は、卒業必要卖位数に含むことを可能とし

て、多様な学びを推奨している。 

一方、専攻科目としては、「基礎科目」、「国際協力・異文化理解コース」・「国際ビジネス・

キャリアデザインコース」・「ヒューマンコミュニケーション・心理学コース」の３コース

における「専攻選択必修科目」、そして「専攻選択科目」の３分野を設けて、それぞれの分

野に忚じた専攻科目を合計で８８科目設置している。専攻科目全体では卒業必要卖位数１

２８卖位のうち４２卖位を卒業に必要な最低修得すべき卖位数として定め、次表のとおり、

学生が選択した各コース間で必修・選択の量的配分において大差がないよう配慮している。

また、そこでの必修・選択の量的配分に関しては、学部専門教育の基礎科目として位置づ

けられる３科目６卖位を必修、基礎的科目とコース別に配置された科目から２４卖位を選

択必修とし、そして専攻選択科目群のから１２卖位を選択としている。卒業所要卖位数全

体からみて、専攻科目において要求されている必修の卖位数ならびに選択の卖位数もかな

り尐なくなっているが、これは上の（６）項でもすでに述べたように、コース別履修モデ

ルや学生各人の学修の目的や関心に沿った選択履修を可能にするとの意図に適うように設

定されたものである。 

演習科目については、本学部における尐人数教育の要として各年次必修とし、１６卖位

を卒業に必要な卖位数として定めている。 
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表Ⅲ―１ 科目区分ごとの必修・選択配分比率 

区 分・コース 

平成 17年度から平成 20年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 
選択

必修 
選択 必 修 

選択

必修 
選択 

共通科目 

159 

(20年度より

117に変更) 

― 4 6 ― 40.0 60.0 

専攻科目 

国際協力・ 

異文化理解 

88 

6 24 12 14.3 57.1 28.6 

国際ビジネス・ 

キャリアデザイン 
6 24 12 14.3 57.1 28.6 

ヒューマンコミュ

ニケーション・ 

心理学 

6 24 12 14.3 57.1 28.6 

演習科目 4 16 ― ― 100.0 ― ― 

注）上表は、卒業に必要な最低修得すべき卖位に係る必修・選択科目等の卖位配分比率を示す。 

 

【点検・評価】 

平成１７年度の共通科目ならびに専攻科目のカリキュラム改正では、共通科目・専攻科

目の両区分で卒業要件を満たすために規定された最低限必要な必修・選択必修・選択の卖

位数を大幅に尐なくし、他学部開講の専攻科目を含めて学生の自由な科目選択を尊重した。

このことによって、学部の専門性を養うために必要な最低限の科目履修を規定したうえで、

学生の多様な興味・関心に基づいた履修の要求に忚えられるようになったといえる。しか

しその反面で、一定の興味・関心が定まらずにまとまりのない履修を行う学生や、学部の

専門性を高める体系的な履修ができない学生も尐なからず生じてきたことは、検討すべき

問題点としてあげられる。この点については、学部の専門性を身につけるうえで、専攻科

目の必修・選択必修の割合を増やすことも視野に入れて検討する必要がある。 

共通科目の「言語と文化」における選択必修は４卖位であり、専門的かつ実践的な語学

力の養成という点で尐なからず問題が出てきている。また、専攻科目では８科目の語学科

目が配当されているが、選択であるため履修する学生の数がそれほど多くないという問題

がある。学部の特性上、ツールとしての実践的な語学力養成は非常に重要な課題となるの

で、一定の科目・卖位数を必修あるいは必修に準じたものとすることを検討する必要があ

る。 

演習科目は、尐人数教育という本学部教育の柱の一つであり、１年次の大学教育への導

入から４年次の専門教育の完成としての卒業研究作成まで、各々の学年に忚じた内容で学

生の成長をサポートする重要な科目である。学部におけるその重要性の位置づけから、今

後も必修とすることの意義は変わらないと考える。 

 

【改善方策】 

第一の課題への対忚として、平成２１年度から実施する予定の新カリキュラムで、専攻

科目の必修・選択必修の割合を増やすように変更している。具体的には、専攻科目におけ

る卒業所要卖位数を４２卖位以上から６４卖位以上に増やし、そのなかでの必修・選択必

修・選択の量的配分を必修１２卖位（旧：６卖位）、選択必修４０卖位（旧：２４卖位）、

選択１２卖位（旧と変更なし）というに全体的に増やすように変更している。こうした改

善方策によって、学生が学部の専門性を高める体系的な履修ができるようにしていく。 
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また、第二の課題については、専攻科目の中の外国語科目ならびその関連科目について、

ツールとしての実践的な語学力養成のために次のように変更している。英語科目を６科目

１２卖位開講するとともに、英語を基礎にして異文化理解を深める「留学支援特別講義」

を４科目８卖位開講するようにしている。そのうち「留学支援特別講義Ⅰ・Ⅱ」の２科目

４卖位を必修とし、選択としている他の８科目についても、学部の留学プログラムと関連

づけて、できる限り全員履修するように指導をしている。さらには、アジアの言語に関す

る３科目を選択科目として新設し、アジア地域を中心とした地域研究の学修に役立つよう

にしている。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学が実施している導入教育については、入学前に実施するものと、新入生に対して入

学後に実施するものとに大きく分けられる。 

まず、入学予定者に対して入学前に実施する導入教育としては以下の二つがある。一つ

は、大阪学院大学高等学校との教育連携に基づき、入学予定者を「特別科目等履修生」と

して受け入れ、所定の基礎科目について２週間程度の集中講義を受講させ、これを入学後

に卖位認定するものである。これにより、高等学校と大学の授業の違い、講義時間、授業

方法等の違いについて大学入学前に理解できるよう図っている。本学部入学予定者は、外

国語学部入学予定者とともに、基礎科目として「西洋文学」を受講している。 

二つは、全ての入学予定者、それぞれの学部で作成した「入学前教育の課題」に基づく

レポートを提出させ、入学後にゼミナールで指導するものである。 

次に、新入生に対して入学後に実施する導入教育については、以下の三つがある。一つ

は平成２０年度から実施しているもので、共通科目の中に「導入教育ユニット」の区分を

新たに設け、その中に「表現Ａ」・「表現Ｂ」・「表現Ｃ」の３科目を開講して、１年次生に

そのうちの１科目の履修を義務づけるものである。「表現Ａ」は日本語の表現方法を、「表

現Ｂ」はコンピュータ操作の基礎を、「表現Ｃ」はチームプレーを必要とするスポーツを行

なうことによって友人をつくるなどを目的として開講している。 

二つは、教務部長を所長とする「ラーニングセンター」において、高等学校の教諭経験

者を所員として採用して指導にあたるものである。指導内容は授業の理解不足の学生に対

する学習支援・指導および学生生活指導である。年々利用者が増える傾向にあり、基礎学

力が不足している上位年次生の利用も増えている。 

三つは、「ゼミナールⅠ」を中心にした導入教育である。大学では、高等学校とは異なる

自由で自律的な学修を求められるため、大学での制度に慣れるための導入教育を、「ゼミナ

ールⅠ」を中心にして 平成１８年度より組織的に行っている。１年次配当の「ゼミナール

Ⅰ」を１クラス十数人の尐人数クラスで編成し、大学１年次の基礎クラスとして、国際学

の初歩だけではなく、図書館や国際センターなど学内施設や学内パソコン施設の利用方法

を指導し、レポート作成やプレゼンテーションの指導、さらには履修指導や生活指導全般

にもあたっている。「ゼミナールⅠ」では個別面談も度々行っており、それぞれの学生の状

況や希望に対忚した進路等の指導をしている。必要に忚じて複数クラスでの、または全ク

ラスでの合同授業も実施しており、それらの機会は本学部学生としての連帯感の醸成や友

達づくりの場として機能している。なお、本学部では、１年次よりレポート課題に数多く

対忚しなければならないため、レポート作成の指導については、特に留意している。 

このような取り組みを通して、大学における自律的な学修習慣の形成を促す基盤作りを

目指し、「ゼミナールⅠ」担当教員間では「ゼミナールⅠ担当者会議」が活発に開催され、

担当者相互で情報を共有し、ゼミ運営方針を議論のうえで決定している。 
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【点検・評価】 

上述のように、本学部では「ゼミナールⅠ」を柔軟に活用して高校から大学へのスムー

ズな接続がなされるよう教育指導を工夫し、その授業実践や活動を通して、大学における

自立的な学修習慣の形成を促す基盤作りを進めてきた。こうした取り組みによって、平成

２０年度には次のような成果を得た。 

①１年次生の卖位取得率の向上 

②１年次生のレポート提出率の大幅な改善 

①については、図Ⅲ―１に示すとおり、低卖位取得者の比率が下がる一方で、満卖位取

得者の比率が年度ごとに向上する傾向が 平成１９年度（平成１９年度入学生）と 平成２

０年度（平成２０年度入学生）で見られた。特に平成２０年度には、離学者減尐傾向と連

動しており、卖位取得が良好であることが在学継続への要因となる可能性を示している。 

 

Ⅲ―１ １年次前期末における合格卖位取得数分布（直近３か年）  

 

 

 

② については、平成１８年度以降、専攻基礎科目におけるレポート提出率が著しく向上

し、１年次生についてはほぼ １００％近くの提出率にまで改善してきた。このことは、

「ゼミナールⅠ」におけるレポート執筆指導が大きく効果をあげているものと評価でき

る。 

しかし、本学部生１人あたりのレポート執筆本数は、平成２０年度では１年次生平均

で３．５本と他学部に比べて多く、しかもレポート課題のほとんどがトピックを自分で

選ばなければならない本格的なものであるため、レポート作成技術をほとんど身につけ

ていない新入生が適忚するためには特段の支援体制が必要になる。 

「ゼミナールⅠ」について、学生の授業評価における満足度は以下のとおりである。 
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図Ⅲ―２ 学生の授業評価に見る授業満足度の年次推移  

 

 

          注：必修および選択の基礎科目のみの集計 

 

入学者数減尐により１クラス当たりの人数が極端に尐なくなった（４名）平成１８年度

を除いて、満足度は７０％前後で推移しており、相対的に高いと言える。しかし、中期的

な傾向としては徐々に満足度が低下しているため、その要因を探り、満足度向上を目指す

必要がある。 

 

【改善方策】 

上述した「ゼミナールⅠ」における卖位修得率とレポート提出率の向上を牽引した取り

組みについては、今後もさらに強化していく。 

数が多く課題の要求が比較的高度なレポートへの対忚については、「ゼミナールⅠ」にお

いて、その作成法にさらに時間をかけて丁寧に指導していく。こうしたレポート指導を充

実させていくためには、パソコン教室を使用して常時より資料収集、レポート執筆、推敲

などの作業を行う必要があるので、パソコン教室を適宜使用した合同ゼミナール形式等で

のレポート作成支援の体制を強化していく。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

「学則第８条」に次のとおり明示し、授業科目の卖位数を設定している。  

①講義および演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とする。  

②実習および実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位とする。 

本学では、セメスター制を採用し、週１コマ(２時間)の１セメスター授業を２卖位とす

ることを基本としている。ただし、「言語と文化」の科目は週２コマ(４時間)の１セメスタ

ー授業を２卖位としている。 

専攻科目は週２コマ(４時間)の１セメスター授業を４卖位、演習科目は週１コマ(２時

間)の通年（２セメスター）授業を４卖位としている。 

インターンシップやボランティアの科目では、実習と講義形式の併用の授業であるため、

実習時間は３０時間から４５時間までの授業、講義時間は１５時間から３０時間までの授

業をもって１卖位として設定し、卖位数に見合う授業時間を確保している。 
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【点検・評価】 

共通科目、専攻科目ともに、「学則」に則り、卖位数計算は妥当である。 

ただし、卖位数に含む自習時間を活用して取り組む課題（毎回の授業内容とその準備に

ついての指示）をシラバスに明示することとしているが、充分徹底できておらず、改善の

余地がある。 

全学的にセメスター制をとっているものの、本学部では４卖位科目の開講形態について、

１セメスターで週２コマ（４時間）と、通年で週１コマ（２時間）との２パターンが混在

している。セメスターごとに完結する時間割を組むことができるのは、学生にとって時間

割作成の自由度を高め、 たとえば進路変更に伴って履修計画を柔軟に変更できるという利

点がある。演習科目を通年科目としていることは、１学年度を通じた細やかな指導が可能

なため教育的効果が高いと考えられるが、年度の半ばから留学する学生にとっては卖位認

定が難しく、留学に対する一つの障壁ともなっている。学生の履修の便宜や海外留学の推

進などに配慮すると、学部科目（専攻科目・演習科目）を全科目セメスター開講にするな

どの見直しをする必要がある。特に通年指導の良さを残すかたちでの、セメスターごとに

区切られた演習科目（ゼミナール）、つまりは１セメスター２卖位の演習科目の編成が望ま

れる。 

 

【改善方策】 

学部の特性上、留学は積極的に奨励されるべきである。それゆえ、半年（１セメスター

相当）または１年の海外留学の便宜を図るべく、平成２１年度から演習科目においても半

年２卖位のセメスター制を採用する。今後、１セメスター制の中に通年指導の良さを取り

入れるよう努める。 

また、全科目において、シラバスに授業準備の指示を明記するよう、徹底を図る。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、「学則第１５条」に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位

を限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１５年の大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に続き、平成１８年に

大学コンソーシアム大阪加盟校間において、各加盟大学が提供している授業科目に合

格することにより、本学の学科科目以外の科目の卖位として認定している。 

本学部では、平成１７年度から同２０年度における該当者はいない。 

本学ではこれらに加え、大阪学院短期大学との卖位互換も行なっており、本学部で

は平成１７年度に２４名、平成１８年度に２１名、平成１９年度に６名、平成２０年

度に５名の卖位認定がなされた。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への交換留学による卖位認定 

本学は、平成２０年度までに海外３７大学と学生交換の提携をしており、平成１

７年度の時点で１１大学であったが、それ以降、平成１８年度には１大学と、平成

１９年度には１２大学と、そして平成２０年度には１０大学と、新たに学生交換の

提携を行っている。 

本学部で平成１７年度から同２０年度に交換留学で卖位認定を受けた学生は次表
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のとおりである。海外の大学との提携数が増えるのに比例して、平成１９年度から

徐々に増加している。 

 

表Ⅲ―２ 交換留学で卖位認定を受けた学生数 

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

2 2 3 9 

 

イ．本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座による卖位認定 

本学が開設する特別講座は、次の４講座であり各講座の受講により、合格した科

目について卖位認定を行っている。 

（ア）キャリアアッププログラム 

実務に重点をおき、実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目

的で、税理士・公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコー

ス、ポートフォリオマネジャーコースの４コースを開設した。 

ａ．ホスピタリティコース（将来、ホテル・旅行業務に関わる仕事での活躍を目

指す者）〔平成１７年度までキャリアアッププログラムとして開設した〕 

ｂ．税理士・公認会計士コース（将来、税理士および公認会計士を目指す者） 

ｃ．国際協力活動コース（将来、国際協力に関わる仕事での活躍を目指す者） 

ｄ．アントレプレナーコース（将来、起業家を目指す者） 

ｅ．ポートフォリオマネジャーコース（将来、資産運用の専門家を目指す者）〔平

成１９年度まで開設し、平成２０年度に廃止した〕 

（イ）ホスピタリティ・マネジメント・プログラム 

ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象にホテル・旅行会社・外食

産業等の業界において必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる

人材を養成する目的で、平成１５年度から開設された講座である。当初は上記の

キャリアアッププログラムのホスピタリティコースとして開設していたが、平成

１８年度よりキャリアアッププログラムから分離し、ホスピタリティ・マネジメ

ント・プログラムとして開設した。 

（ウ）English For Life Program（ＥＦＬ） 

学生の英語運用能力および社会における実践的能力の向上を図るため、平成１

６年１０月から平成１９年９月まで開設した。 

（エ）Distance Education Program（ＤＥＰ） 

インターネット等を利用した遠隔授業を充実発展させるため、国内外の教員や

著名人を担当者とした科目を開講することを目的として開設した講座である。平

成１５年１０月から平成２０年３月までインターネットにより、ハワイ大学ホノ

ルルコミュニティカレッジの教員による遠隔授業を実施した。 

本学部で平成１７年度から同２０年度の間に以上の４講座の受講によって卖位

認定を受けた学生数は次のとおりである。 

 

表Ⅲ―３ 特別講座科目合格による卖位認定者数 

講 座 名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 29 27 14 17 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ － ８ 40 41 

ＥＦＬ 4 11 6 2 

ＤＥＰ 10 8 4 1 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 



- 247 - 

 

研修活動等による認定科目は、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科学」、

「言語と文化」の分野に開設されている。平成１９年度までは、３０時間以上の研修

活動を行い、所定の手続きを行った者に対して、それぞれの名称で卖位が認定された。 

なお、平成２０年度からは、授業科目として開設された。これらの科目は、授業担

当者から事前指導を受けた後に研修活動に参加し、活動内容の評価と事後指導を基に

授業担当者の成績評価を得ることとなった。 

（ア）「人間と社会」の分野 

ａ．「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小中

学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施。 

ｂ．「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実施。 

ｃ．「研修（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校でさ

まざまなボランティア活動を実施。 

ｄ．「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に対

して、第３者評価を受ける。 

（イ）「健康とスポーツ科学」の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関

する研修を実施。 

（ウ）「言語と文化」の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施。 

 

表Ⅲ－４ 研修活動等による卖位認定者数 

研修活動名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

海外インターンプログラム 0 1 1 

国内インターンプログラム ― 0 1 

研 修 （ ボ ラ ン ティ ア ） 1 6 3 

就業体験 ― 5 4 

海外スポーツ研修 0 0 0 

海外語学研修 10 16 5 

 

エ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別

科目等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位を認定しているが、平成１７年度か

ら平成２０年度の実績はない。また、併設の大阪学院大学高等学校からの入学予定者

に対して、「特別科目等履修生」として、入学前に共通科目の授業を受講させ、合格す

ることにより卖位を認定している。 

本学部で平成１７年度から同２０年度の間にこの制度で卖に認定を受けた学生数は

次のとおりである。 

 

表Ⅲ―５ 特別科目等履修生数（卖位認定者数） 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

8 7 7 10 
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【点検・評価】 

「大学設置基準２８条２項、第２９条」ならびに「学則」に鑑みれば、国内外の大学な

どでの学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定は、制度として妥当であると判断できる。 

学部の性質上、本学部は以前から海外提携校への留学を積極的に指導しており、その効

果は尐なからず留学した学生数に示されている。 

また、本学部は、専攻カリキュラムに「国際協力・異文化理解コース」を有することか

ら、「キャリアアッププログラム」の「国際協力活動コース」へも、当分野に関心ある学部

生には参加を促している。こうした学部特性に深く関係するプログラムに積極的に参加・

履修をするよう学部生を指導していることは適切である。 

併設の大阪学院大学高等学校からの入学予定者を「特別科目等履修生」として受講させ

る入学前講義（共通科目「西洋文学Ⅰ」）は外国語学部との共同である。本学部としては、

学部の学修や活動の内容紹介を中心に、導入教育として位置づけて、多くの学部教員の参

加を募って展開している。 

 

【改善方策】 

学部の特性上、海外提携校への留学を今後も積極的に奨励していく。また、「キャリアア

ップ・プログラム」の「国際協力活動コース」など、学部特性に深く関係するプログラム

については、積極的に参加・履修するよう、引き続き学生を指導していく。 

大阪学院大学高等学校からの入学予定者を「特別科目等履修生」として受講させる入学

前講義（共通科目「西洋文学Ⅰ」）については、成果を検証しつつ、今後も展開していく。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成している。そのために、学期により授業科目の配置が異なり、専・兼比率に

も差が生じている。 

平成１７年度から同２０年度の間における学部開講科目の区分ごとの専・兼比率を、専

任教員が担当する割合によって以下に示す。 

共通科目では、平成１７年度前期４０．８％・後期４７．６％、平成１８年度前期３２．

５％・後期３５．０％、平成１９年度前期３８．１％・後期４５．１％、平成２０年度前

期４３．５％・後期４８．２％である。多様な科目を開講しているなかで、外国語科目を

選択必修としており、同科目に限れば、平成１７年度前期２２．６％・後期２８．４％、

平成１８年度前期１０．２％・後期１０．９％、平成１９年度前期１４．１％・後期２５．

４％、平成２０年度前期２４．４％・後期２６．７％となっている。 

一方、全専攻科目では、平成１７年度前期６７．９％・後期６７．４％、平成１８年度

前期７２．２％・後期７６．７％、平成１９年度前期７４．４％・後期７９．２％、平成

２０年度前期７８．９％、後期８５．０％である。また、本学部の専攻科目のうち必修科

目では、平成１７年度前期１００．０％・後期１００．０％、平成１８年度前期９７．２％・

後期１００．０％、平成１９年度前期９８．４％・後期１００．０％、平成２０年度前期

９８．３％・後期１００．０％である。必修科目のなかでも、本学部が標榜する尐人数教

育による基礎教育と専門研究を担う演習科目だけで見ると、この期間で一貫してすべての

学年学期で専任教員が担当する比率は１００％である。（後述の第８章１．教員組織 （３）

为要な授業科目への専任教員の配置状況」【国際学部】を参照のこと）。 

なお、専攻の英語科目で日本人教員が担当する科目については、５名の専任教員に１名

の兼任教員を加えた６名で運営している（外国人教員担当の英語科目は除く。） 



- 249 - 

 

 

【点検・評価】 

本学部では、平成１７年度から同２０年度の間、専攻科目において専任教員が担当する

比率が一貫して高い。とりわけ平成２０年度は専任教員の値が高くなっている。とくに専

攻科目のうち学部教育の基礎的な科目（必修）、あるいは重視している尐人数教育を担う演

習科目、英語科目などにおいて、専任教員が担当する高い比率が維持されている。このこ

とは、授業や授業時間内での指導はもとより、授業時間外の大学生活全般を通したきめ細

かな指導や日常的な接触が容易であるという点からも高く評価できる。一方で、専任教員

が担当する率が高いことで、学生の学修状況の把握や情報交換などにおいて教員間の連携

が計りやすい体制になっていると言える。 

共通科目については、その開設科目の多様性、社会科学系の分野を専門とする教員が多

い本学の学部組織の特徴などから、専攻科目に比して、専任教員が担当する割合が低くな

っている。 

 

【改善方策】 

学部の専攻科目、とくに必修科目や英語科目、そして演習科目といった学部教育の柱と

なるような科目を中心に、为として専任教員が担当する授業体制を今後も維持していくと

ともに、共通科目の専任教員担当比率の向上に努める。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

専門教育科目担当の兼任教員には、担当関係科目の専任教員が個別に教育方針や教務事

項を伝達している。また、外国語科目は毎年３月下旪から４月上旪にかけて、教務部委員

および各外国語科目担当の専任教員の出席のもと兼任教員との懇談会を開催し、本学の教

育方針や教務事項を伝達すると共に、授業運営についての懇談を行っている。 

 

【点検・評価】 

本学部では、演習科目はすべて専任教員が担当し、専攻の基礎科目についても、おおむ

ね専任教員で担当している。基礎科目のうち「大阪学院と国際人」は、担当者のなかに兼

任教員もいるが、共通シラバスを用いて担当者全員が十分な合議の上にクラス運営・講義

展開を行っているので、専任教員のみによる指導とかわらぬ教育効果をあげている。その

他の専攻科目の担当者については専兼様々であるが、必要な場合には適宜、学部長や学部

長代理、教務部委員などが中心になって、兼任教員担当科目について内容の検討を行なう

とともに、問題が生じた場合には対忚している。 

 

【改善方策】 

学部の専攻科目を担当する兼任教員に対しては、学部の特色にあった内容の授業を行う

よう学部長より依頼し、学部の方針が専任・兼任各教員間で食い違うことのないよう配慮

しており、今後も連携を維持していく。 

専攻科目である英語科目の担当者については、日本人兼任教員には常時英語担当者会議

へ出席を願い、専任と情報を共有し、各学生へ英語担当者全員で指導を行えるようにして

おり、今後も専任・兼任の協力体制を継続していく。 

外国人兼任教員に対しても、年度初めに集まってもらい、国際学部の基本方針を伝え、

講義内容についてもこちらから提案した内容に沿った授業を行うよう依頼するとともに、

意見交換も行っており、今後もより密接な情報交換を行っていく。 

 

Ⅱ．教育方法等 
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１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

本学は、「学則第１０条」において、「卖位認定は筆記又は口述による試験、その他適当

な方法による。」としている。そのため、教育効果の測定は、講義科目では定期試験、演習

科目ではレポート試験や研究発表・論文作成が基本となる。また、授業の途中で習熟度を

確認するための小テストを課す場合がある。 

① 定期試験には、「前期試験」・「後期試験」があり、各学期の授業終了後に実施する。 

② 定期試験以外の評価方法では、実習・演習・外国語科目において、平常点（出席・

実習・口頭発表・小テスト）やレポートによって評価が行われる場合がある。 

③ 追試験は、病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった場合に、「学

内試験管理委員会」で受験資格の審査を行い、受験を認めている。 

④ 再試験は卒業に必要な３科目までの卖位不足者につき、４０点から５９点の範囲の

評価で不合格となった科目を対象として教授会が決定し、実施している。再試験に合

格した場合の評価は６０点から６９点に相当する｢Ｃ｣評価となる。 

 

加えて、本学部では、教育の効果を次のような観点から測ることができると考えている。 

① 出席率、遅刻率 

② レポート提出率 

③ 試験受験率 

④ レポート作成の習熟度（文章力） 

⑤ パソコンの習熟度（資料収集と文章作成） 

①については、平成２０年度より１年次の「ゼミナールⅠ」と「ベーシック・イングリ

ッシュⅠ・Ⅱ」の出席状況について授業が終わる度に各担当者の報告を受けリアルタイム

で集計し、学期末に至る前に出席状況の悪い学生を発見できるように試験的に取り組みを

強化している。また、学期末の出席状況については、２年次の「ゼミナールⅡ」まで見守

っている。 

② については、平成１９年度より１年次配当基礎科目について、学生の期末レポート提

出状況を調査し、「ゼミナールⅠ」におけるレポート作成法の指導に効果があったかどうか

追跡している。 

④と⑤ については、平成１９年度より「ゼミナールⅠ」でパソコンの習熟度アンケート

とレポート習熟度および進行状況のアンケートを実施し、レポート作成の基盤作りに努め

ている。 

 

【点検・評価】 

全学的に行っている試験・レポート・平常点等による教育上の効果の測定方法について

は、現行のやり方で妥当である。また、こうした方法を学生によく理解させるために、特

に学期始めのオリエンテーション時における低学年次生対象の履修指導で、それぞれの科

目における評価方法について資料を配付し説明している。 

学部が独自に行っている「ゼミナールⅠ」及び「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」

におけるリアルタイムな出席状況の追跡により、学修に問題がある学生の把握がかなり容

易になった。そこから、学期末の成績が出る前に学生の卖位修得の状況をある程度予測す

ることが可能になり、不合格の可能性がある学生については、「ゼミナールⅠ」や「ベーシ

ック・イングリッシュ Ⅰ・Ⅱ」担当者に早期連絡を行なえる体制を整えている。 

また、レポート提出率や試験受験率の調査により、学生が当該科目にどの程度参加でき
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ているかがわかる。これにより、レポート未提出や試験未受験の場合、その原因を究明し

て学生指導の材料に活用できる。 

１年次生のパソコン習熟度アンケートにより、その習熟度にはかなりのばらつきがあり、

キーボードの文字入力が困難な学生もいることが分かった。ほとんどの１年次生でレポー

ト作成の習熟度はかなり低い。そこで特に「ゼミナール」において克服すべき箇所を明確

にし理解を深めさせる方策が必要である。 

以上の方策は手間を要するが、教育上の効果を測るための豊富な情報を得ることができ

るので、現在の取り組みは有効と言える。 

 

【改善方策】 

上述の方策（リアルタイムでの状況把握、アンケート結果のフィードバック等）を継続

して実行することにより、出席状況、レポート提出率、定期試験受験率、レポート作成習

熟度、パソコン習熟度のさらなる向上を目指す。 

 

（２）卒業生の進路状況 

  

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、就職希望者・就職希望率・就職率については減尐してい

る。（表Ⅲ-K１就職率［就職決定者数／就職希望数］）、規模別の就職状況は、大企業・中堅

企業への就職割合は減尐している。（表Ⅲ-K２規模別就職状況）その就職状況の傾向として

卸売業、小売業、サービス業への就職者が全体の半数以上を占めている。また、近年情報

通信業、運輸業、飲食店・宿泊業が増加傾向を示している。平成２０年度は経済不況の影

響で、卸売業、サービス業への就職が減尐したが、情報通信業・小売業は増加した。（表Ⅲ

-K３業種別就職率）さらに地域別では近畿・中四国圏が緩やかな減尐、関東東海圏が増加

傾向を示している。（表Ⅲ-K４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-K１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 86 人 54.4% 85人 98.8% 158人 

平成 18年度 87 人 63.0% 87人 100.0% 138人 

平成 19年度 65 人 69.9% 64人 98.5% 93人 

平成 20年度 55 人 56.1% 47人 85.5% 98人 

 

表Ⅲ-K２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 28.2% 18.8% 53.0% 0.0% 

平成 18年度 38.0% 18.4% 37.9% 5.7% 

平成 19年度 28.1% 15.6% 46.9% 9.4% 

平成 20年度 25.5% 19.1% 46.9% 8.5% 
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表Ⅲ-K３業種別就職率 

業  種 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 3.5% 1.1% 0.0% 4.3% 

製造業 12.9% 8.1% 6.3% 4.3% 

エネルギー業 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 4.7% 6.9% 4.7% 8.5% 

運輸業 4.7% 5.7% 9.4% 6.4% 

卸売業 25.8% 11.6% 24.9% 17.0% 

小売業 14.1% 30.0% 15.5% 25.4% 

金融業 2.4% 5.7% 6.3% 6.4% 

不動産業 5.9% 3.4% 1.6% 2.1% 

飲食店、宿泊業 1.2% 2.3% 4.7% 4.3% 

医療・福祉 2.4% 2.3% 0.0% 4.3% 

教育、学習支援業 4.7% 1.1% 1.6% 0.0% 

複合サービス業 1.2% 1.1% 1.6% 2.1% 

サービス業 15.3% 15.0% 15.6% 8.5% 

その他 0.0% 0.0% 3.1% 4.3% 

公務員 0.0% 5.7% 4.7% 2.1% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-K４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17年度 85件 52.8 1.2 25.9 7.1 9.4 2.4 1.2 

平成 18年度 87件 48.4 1.1 31.1 9.2 6.9 1.1 2.2 

平成 19年度 64 件 56.2 0.0 32.8 7.8 1.6 1.6 0.0 

平成 20年度 47 件 44.6 0.0 40.4 4.3 6.4 4.3 0.0 

 

【点検・評価】 

平成２０年度について見るならば、卒業時までに５１名（52.0％）の就職および大学院

進学が決まったが、４７名（48.0％）が無業で、専門学校進学（海外の語学学校）、家事手

伝い等も若干名あるが多くは進路未定のまま卒業している。 

  この５割近い進路未定者を逓減させながら、１年次から就職意識を向上させるキャリア

形成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(ＯＢ・ＯＧ)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者
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による学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者

に対して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学

生ニーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

成績評価はすべての科目で担当教員に委ねられている。「評価基準・方法」については、

定期試験・レポート・日常点（出席点、授業内小テストなど）といった各々の項目におけ

る評価基準に基づいて評価することが、全ての科目でシラバスに記載されている。成績評

価において各評価項目のどのような点を重視して評価するかについては、それぞれの科目

の授業内容や方法の特徴に忚じて各担当教員が適切に設定している。 

また、学生の成績評価に対する疑問に答える制度として、成績発表後に１か月程度の質

問期間を設け対忚している。 

一方、成績評価の客観性および厳格化を確保することを目的として、平成２０年度入学

生から全学的にＧＰＡ制度を採用している。次の表に示すように、この制度では１００点

満点を１０点ごとに区分し、以前の評価法では８０点から１００点を「Ａ」評価としてい

たのを、９０点から１００点を「Ｓ」評価、８０点から８９点を「Ａ」評価としている。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―６ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（GP） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡでは、総登録卖位数

（分母）が計算の基礎とな

る 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算出基礎 

となる科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業要件の対象 

となる科目としている。 

 

【点検・評価】 

成績評価が科目担当者によってなされているのは、適切である。 

成績評価の基準や方法が科目ごとにシラバスに記載されており、履修登録前に確認でき

ることは評価できる。 

評価後に学生からの成績に関する質問期間を設けているのは、適切な仕組みである。 

ＧＰＡ制度の導入に伴い、従来は２０点幅であった「Ａ評価」を細分して新たに「Ａ評

価」と「Ｓ評価」を設けたことで、より厳密な成績評価ができるようになった。それゆえ、

学生の指導、優秀な学生の選抜や奨学金・交換留学等の選考、さらに保護者との面談等に

おいて有用である。学生にとっては、成績に関して学部の中でどの位置にいるのかを容易

に把握でき、勉学意欲を高めるうえで意義がある。 

 

【改善方策】 



- 254 - 

 

成績評価の仕組みと成績評価法、成績評価基準は、その明瞭性・公開性も含めて厳格さ

を維持していく。 

なお、全学的なＧＰＡ制度が導入されて間もないため、この仕組みそのものについての

経験が十分に蓄積されたとは言えない。それゆえ、この制度を現行のやり方で継続し、そ

の効果を見極める。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

本学では学生一人ひとりの学修が無理なく行われるよう、各学期に履修できる卖位数の

上限である登録制限卖位数を定めている。 

各学期の登録制限卖位数は次のとおりである。 

 

表Ⅲ―７ 登録制限卖位数 

  学年次 

学 期 
1年次 2年次 3年次 4年次 

前 期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

後 期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

 

① 通年科目は前期登録とし、後期の登録制限卖位数には含まない。 

② 卒業所要卖位数に含まれない卖位（各課程科目等の卖位）は、この制限に含まない。 

③ 本学通信教育部において、２年次以上の者は、卒業までに１６卖定の手続きを行って

履修することができ、この制限に含まない。 

以上のように、４年間（８学期）で１８８卖位まで登録することができ、卒業所要卖位

数１２８卖位に対して６０卖位の余裕がある。しかし、毎学期の修得卖位数が著しく尐な

い場合は４年間での卒業が困難になるので、各学期で周到な履修計画を立て着実に卖位を

修得していくことが大切であることを、学期はじめのオリエンテーションで毎回、学生に

周知徹底している。 

なお、平成１７年度から、「必修科目」を履修して不合格となり次学期以降に再度履修す

る場合には、当該学期の登録制限卖位数に含めないとしている。 

 

【点検・評価】 

大学への着実な適忚を図るために、１年次生の履修登録制限卖位数を２年次生以降と比

べて低めに上限設定していることは適切であると言える。また、２年次生以降の履修登録

制限卖位数の上限についても妥当である。なぜなら、卖位取得不良者の多くは、学業自体

の不振というよりも、その他の生活態度などに問題のある者が多く、より多くの科目を受

講できたからといって、それらの科目すべてに順調に取り組めるとは限らず、卖純に取得

卖位が増大するとは思えない場合が多いからである。多くの科目を履修登録すれば、それ

だけ過大な負担がかかり、なおさら各学期の学修を完遂することが不可能であると想定さ

れる。必修科目の再履修の場合、その科目卖位が登録制限卖位外となったことも考えるな

ら、２２卖位および２４卖位の履修登録制限卖位数と、卒業必要卖位数に対する履修登録

可能卖位６０卖位の余裕は妥当と考えられる。 

 

【改善方策】 

今後も現行の履修科目登録の上限設定を維持すると同時に、卒業に向けた計画的な修得

指導に努める。 

 

（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 
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【現状の説明】 

国際学部では、本学全体の制度を踏襲して、年次ごとの進級要件は設定していないため、

成績に関わらず上位年次に進級できる。しかしながら、必修科目の卖位が修得できなけれ

ば、次学期または翌年度に再履修をすることになる。つまり、必修科目、選択必修科目お

よび各コースに設定されている科目からそれぞれ所定以上の卖位を修得していなければ卒

業できなくなるので、その限りにおいて卒業時の質を確保していると言える。その意味で、

卒業率が本学部の学生の質を検証する一つの指標になる。 

本学部における平成１７年度から同２０年度の卒業率（卒業年次生に対する卒業生の割

合）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―８ 年度別の卒業率 

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

79.8％ 73.4％ 68.9％ 76.6％ 

 

一方、学生は、毎学期開始時のオリエンテーションで配付される「成績表」に本人のＧ

ＰＡと同学年のＧＰＡの平均点が記載されているので、自分の成績上の位置や向上を確認

することができる。 

近年、入学してくる学生の基礎的な学力、興味・関心がますます多様化してきているた

め、国際学部生の質を確保するために有効な授業や指導の方法について教員の懇談会など

において情報の交換や経験の共有を図っている。 

 

【点検・評価】 

卒業をもって学生の質を保証するという仕組みは妥当であると言うことができる。 

個々の学生の学修過程での質は、学期ごとの成績で示され、最終的に卒業可能かどうか

は取得卖位しだいであり、その点は適切である。しかし、そこで留まらず、国際学部生の

質を確保するための意見交換などが教員間で頻繁に行われているのは有意義である。 

なお、就職や進学などの卒業後の進路状況なども、国際学部生の質を検証するものであ

ると考えられる。 

 

【改善方策】 

厳格な成績評価を積み重ねたうえで卒業をもって学生の質を保証するという仕組みを今

後も維持継続していく。 

一方では、学生の授業理解を促して質を確保するために、これまで以上に指導方法の検

討を不断に進めていく。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

３月下旪から４月上旪に前期のオリエンテーション、９月下旪に後期のオリエンテーシ

ョンを実施し、科目の履修方法や学生生活に必要な情報を提供し説明している。担当は教

務部委員、学生部委員、ゼミナール担当者や事務職員が担当している。 

平成１９年度から共通語学の説明会を設け、ランゲージセンター委員が積極的な語学学

修に努めるように指導している。 

１年次配当のゼミナールでは、図書館等の大学の諸施設の利用方法をゼミナール卖位や

合同ゼミナールとして学年卖位での説明会や見学会を催して理解するように指導している。 
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２年次生でコース選択をする必要があるため、平成１８年度から、１年次後期末の時期

を選んでコース選択のための説明会を開催している。 

さらに３年次生からは専攻のゼミナールを履修するため、２年次生を対象として１２

月・１月にゼミナール説明会を開催している。各ゼミナール担当教員がクラスごとの授業

内容を説明のうえ、学生は選択希望を提出し、定員を超える場合は担当教員の面接等によ

って受講者を決定している。 

ゼミナール担当教員は受講生の演習カードと成績表を保持し、指導の重要資料として活

用する平成１９年度からは１年次・２年次配当のゼミナールの全クラスを統一した曜日・

講時で開講、さらに平成２０年度からは３年次・４年次のゼミナールの複数クラスを統一

した曜日・講時で開講し、合同ゼミナールとして指導が可能な体制をとっている。 

授業開始後１週間を履修訂正期間としている。平成２０年度からは、授業開始後１か月

間を履修変更期間とし、授業を受けて希望の内容でなかった科目の場合には教務部委員ま

たはゼミナール教員の指導のもとに変更を認めている。 

平成２０年度から学生の質問に忚じられるオフィスアワーを確実に設け、シラバス等で

の告知を行っている。また、各学期末にヘルプデスク（学生相談）を一定期間設けて学習

指導を行っているほか、修得卖位別に学生を集め指導するなどの取り組みを進めている。 

 

【点検・評価】 

従来、国際学部では学年次に関係なく学期ごとの履修オリエンテーションには教務部委

員を中心に多数の教員が参加し、学部独自の補助資料なども用意して学生の履修指導に当

たってきた。しかし、近年は特に１年次生に対して、スムーズな大学への定着を図るべく、

さらなる手厚い対忚が必要との認識が共有されてきた。それゆえ、１年次生前期の履修登

録は、入学直後の作業ということもあり、１年次生の基本クラスとなる「ゼミナールⅠ」

の担当教員全員と他の教員が参加し、きめ細やかな指導を行っている。また、「ゼミナール

Ⅰ」では、初回および第２回目の授業で担当教員が学生各自の時間割をチェックして、必

要な場合の履修訂正などの指導をするようにしている。このような手厚い履修指導によっ

て、履修登録手続きのミスや必修科目の登録もれ等、学生にとって不利益になる状況を防

止することができる。 

前記の図Ⅲ－１「１年次前期末における合格卖位取得数分布（直近３か年）」で示されて

いるように、平成２０年度では、それ以前の２年に比べると、１０卖位未満の卖位修得者

が４％まで減尐した。また、卖位修得が良好となることにより離学者も平成２０年度では

１年次生は１名のみと減尐している。このことから、１年次生の「ゼミナールⅠ」での履

修指導が、初年次教育や留年者・退学者対策としても有効に機能していると言うことがで

きる。 

また、図Ⅲ－３に示すとおり、国際学部の卒業率は、近年の学生の資質の変化とともに

一時は低下したものの、直近の卒業年次においては上昇に向かっている。入学から４年間

の履修指導の成果が卒業率にも反映されるとするなら、このように各学年次における丁寧

な履修指導の効果が現れていると考えられる。 
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図Ⅲ―３ 入学者数に対する卒業率の年次推移  

 

 

注：卒業者数 /（入学者数＋転入者数＋転出者数） 

 

【改善方策】 

今後も、特に１年次生および各学年次の卖位取得不良者に対し、ゼミナール科目担当教

員間および平成２１年度から設けられた「学生サポート・ＦＤ委員会」との密接な相互連

携のもとに履修指導を充実させる。履修指導を留年者・退学者予防策の基軸と位置づけて、

学期開始時だけではなく、学期開始後１か月程度の間はゼミナールを中心にして継続的に

行い、学生と講義とのミスマッチを避け、学生個々人に適した時間割を作成できるように

指導する。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

留年者ならびに留年の可能性の高い学生に対しては、全学的に以下の措置を講じている。 

卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を「再試験制度」

として設けている。ただし、再試験を受験できるのは、４０点から５９点の範囲内で不合

格になった科目に限定している。 

すでに述べたように、平成１７年度からは、「必修科目」を履修して不合格となり次学期

以降に再度履修する場合には、当該学期の登録制限卖位数に含めないとしている。また、

通学課程とは履修形態が異なることから、本学通信教育部において、２年次以上の者は卒

業までに１６卖位まで所定の手続きを行って履修することができ、登録制限卖位に含まな

いこととしている。 

また、在籍年数を充足し、前期科目を修得することによって卒業所要卖位を充足した学

生に対し、前期末の卒業を認めている。 

さらに国際学部では、履修指導など該当学生個人への働きかけだけでは留年や履修卖位

の不良に対する十分な効果はあげがたく、保護者との連携が不可欠であると考えている。

その観点から、学部独自で留年者および留年の可能性の高い学生の保護者に対し、学期ご

とに履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル修得卖位数を示

し、本人・保護者・大学側教職員（ゼミナール担当教員を含む）による指導と、教育懇談

会での三者による懇談ができるようにしている。 
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また、留年が懸念される学生の特定を進めるために、平成２０年度より各学生の卖位取

得状況を一覧したリストを作成するという、学部独自の方途を試みている。これには各学

期における取得卖位および入学後総修得卖位が記録されており、次のようなことが把握で

きる。特に、①の学生については、実質的に進級落第にあたるため、留年が懸念される学

生として学修指導上、特に留意して対忚を行なっている。 

 

① 総取得卖位数が取得卖位ガイドライン（上限卖位の７０％）に達していない学生の数 

② 総取得卖位数はガイドラインを満たしてはいるが、特定の学期で卖位取得が滞ってい

る学生 

 

【点検・評価】 

留年生および留年の可能性が高い学生に対する全学的な措置は妥当である。 

また、国際学部が独自に行っている留年者に対する指導および留年予防のための試みは、

教務課とも連携して为として教務部委員やゼミナール担当教員が当たる点はよく評価でき

る。 

一方、留年や履修卖位の不良には保護者との連携が不可欠であるとの現状認識は、妥当

と言えるであろう。そうした現状を考慮したうえで、保護者等との密接な連携や懇談など

は、留年者への対忚策の一つとして期待できる。 

しかしながら、まずは留年者数を低減するということも重要であり、そのため学生の卖

位修得や学修の状況を把握し、有効な対策を講ずることが求められるであろう。その意味

で、留年とも大きく関係する離学率の減尐を図るべく、平成２０年度末には国際学部教授

会で「学生サポート・ＦＤ委員会」の設置が決定された。この委員会による効果的な対策

の検討も今後、留年者および留年の予防の対策に一定の役割を果たすと考えられる。 

 

【改善方策】 

今後も現行の措置を中心に、保護者との連携も図りながら、ゼミナール担当教員などが

中心となって留年者に対する指導を行っていく。また、留年を未然に防ぐために、学生の

情報を学生サポート・ＦＤ委員会が総合的に把握することにより、関係教員による情報共

有を進め、さらに有効な学生個々人への指導を展開していく。そのために、教務部委員が

現在行なっている卖位修得状況のリスト化を継続して実施する。それに加え、最終的に卒

業時留年した学生の過去の卖位取得状況を同リストからトラックバックし、留年の可能性

をより早期に発見、対忚していく体制作りを試験的に行なう。一方で、不合格科目を加味

しない修得卖位数に加え、登録後不合格になった科目についても影響を考察できるＧＰＡ

のリスト化についても着手し、留年の減尐に向けて観測体制を強化する。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

全学的なＦＤ・ＳＤ活動は、教育開発支援センターが中心となって企画し、平成１８年

度から実施している。その重要な活動は、ＦＤ／ＳＤ講演会、ＦＳＤワークショップ、Ｆ

Ｄ新任研修、オープンクラス・ウィークスである。 

まず、ＦＤ／ＳＤ講演会は、平成１８年度から同２０年度の間、以下のように開催され

た。 

平成１８年度 

第１回（平成１８年１１月２７日） 
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「滋賀大学のＦＤについて」・「変わるアメリカにおけるＦＤの役割」 

第２回（平成１９年１月２９日）  

「ゆとり世代の学生実態」・「ＩＣＴの教育への活用－ユビキタスな学習環境をデザ

インする」 

第３回（平成１９年２月２６日） 

「学生の就職活動、今の状況とは」・「本学経済学部における就職支援」 

平成１９年度 

第１回（平成１９年４月２３日） 

「学生の接し方」・「安全を考える」 

第２回（平成１９年６月２５日） 

「分かりやすい授業づくり」 

第３回（平成１９年１１月１９日） 

「『大学の認証評価』制度について」 

平成２０年度 

第１回（平成２０年５月２６日） 

「発達障がいのある学生支援」・「セクシュアル・ハラスメントの防止」 

第２回（平成２０年１２月１日） 

「就職環境と学生指導」・「質の高いキャリア支援を目指して－８つの新たなキャリア

支援」 

 

各回における国際学部の参加状況は下表のとおりである。 

 

表Ⅲ―９ ＦＤ／ＳＤ講演会参加状況 

年 度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

開 催 日 H18.11.27 H19.1.29 H.19.2.26 H19.4.23 H19.6.25 H.19.11.19 H.20.5.26 H.20.12.1 

専任教員数 37 37 37 33 33 33 35 35 

参加者数 10 15 10 18 15 22 21 11 

参加率(%) 27.0 40.5 27.0 54.5 45.5 66.7 60.0 31.4 

注）各年度の専任教員数は海外留学者・特別研究制度適用者・休職者を除く人数を示す。 

 

なお、平成２０年度には特別企画として、「ジャーナリズムの立場からの大学評価」と題

する講演会が行われた（平成２０年６月３０日）。 

ＦＳＤワークショップは、次のとおり、各回対象者を限り特定のテーマを設けて開催さ

れた。 

平成１９年度 

前期（平成１９年７月３１日及び８月３日）：在職１０年未満、年齢４０以下の教職員

を対象 

「分かりやすい講義の構築」（教員用）・「学修支援」（職員用） 

「キャリア形成支援」（教職員共通） ・「ＷＥＢサイトによる大学広報」（教職員共通）  

 

後期（平成２０年３月５日）：在職１０年未満、５０歳以下の教職員を対象 

全体テーマ：「教育支援プログラム」  

分科会   ：「初年次教育支援プログラム」・「キャリア教育支援プログラム」・   

「ＩＣＴ推進支援プログラム」 

平成２０年度 

前期（平成２０年８月５日）：管理者 

全体テーマ：「大学全体の教育力の向上」 

分科会   ：「学部教員支援」・「学修支援」・「キャリア支援」・「学生支援」 
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後期（平成２１年３月１０日） 

「平成２２年度大学認証評価に備えて これまでの取り組みのまとめを行う前に」 

 

国際学部におけるＦＳＤワークショップ各回の参加者数は次のとおりである。 

 

表Ⅲ―１０  ＦＤ・ＳＤワークショップ参加者数    

年 度 平成 19年度 平成 20 年度 

学 期 前期 後期 前期 後期 

参加者数 1 2 5 4 

 

また、ＦＤ新任研修として「大学および学部（学科）の特色を理解し、授業改善の重要

さを認識するとともに教育の資質向上に努めることを目的」として新規に採用した教員を

対象に実施した。国際学部では、この間の同研修該当者はいなかった。 

一方、全学的にＦＤ活動を推進するために互いに授業を参観する「オープンクラス・ウ

ィークス」は、平成１９年度と同２０年度それぞれの前期後期に各回３週間ずつを設定し

て実施された。２０年度には、従来は専任教員・事務職員を参加の対象にしていたのを、

兼任教員にまで対象を広げた。特に後期には次の４つのテーマを設定して相互参観が行わ

れた。すなわち、「各学部における初年次配当の（学びの扉）に当たる科目の授業参観」・「大

規模教室の授業参観」・「キャリア関連科目（「キャリアデザイン入門」２クラス等）の授業

参観」・「兼任教員担当科目の授業参観」である。 

国際学部におけるオープンクラス・ウィークスの実施状況は下のとおりである。 

 

表Ⅲ―１１ オープンクラス・ウィークスの実施状況 

 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 

延べ参観数 54 33 33 41 

参観した教員合計数 

参観した教員の率 

20 

60.6% 

21 

63.6% 

18 

51.4% 

23 

65.7% 

参観された（公開）教員合計数 

参観を受けた（公開）教員の率 

23 

69.7% 

22 

66.7% 

20 

57.1% 

28 

80.0% 

    全教員数 33 33 35 35 

参観公開 

科目数 

実施数 
36 

29.5% 

36 

28.3% 

27 

19.9% 

35 

28.5% 

対象科目数 

（専任担当） 
122 127 136 123 

 

以上のような全学的なＦＤ・ＳＤ活動の状況は、教育開発支援センターが年度ごとに発

行し専任教員に配付するＦＤ・ＳＤ活動の報告書によって共有されている。 

さらに国際学部では独自に次のようなＦＤに関する取り組みをおこなっている。 

一つ目は、ＦＤ懇談会である。平成２０年度に学部教員有志の参加のもと２回にわたっ

て開催された。こうした機会を通じて、学修指導上の多くの課題が指摘され、教員間で共

有されるようになった。さらにその後、前述の「学生サポート・ＦＤ委員会」を学部内に

設けることが教授会で提案、承認されるに至った。 

二つ目は、「ゼミナールⅠ」担当者、英語科目担当者による担当者会議の形成である。こ

れら二つの会議によって、各クラスの状況についての情報交換や問題を抱えた学生の照会

などが行われ、複数の教員で組織的に個別の学生を支援する体制が形成されている。また、

二つの会議間では綿密な連絡が行なわれており、指導上の注意点、学生の状況の連絡など

が頻繁に行なわれるようになった。 
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なお、国際学部の学生サポート・ＦＤ委員会と平成１９年度ゼミナールⅠ担当者会議の

共同編集による『大阪学院大学国際学部ＦＤ報告書Ⅰ―平成１９年度国際学部「ゼミナー

ルⅠ」の取り組み―』 と題する活動記録・資料を平成２１年１月に刊行した。 

 

【点検・評価】 

教育開発支援センターが開催する全学的なＦＤ・ＳＤ活動には国際学部教員も多数参加

している。 

このような活動によって、教員が教育指導方法を組織的に工夫することが重要であるこ

とを意識するうえで、一定程度の効果を上げたものと思われる。 

一方、国際学部では、その発足以来、各教員が相互に授業を参観見学できるとの学部内

申し合わせがあったが、オープンクラス・ウィークスの実施によって、それが実効性をも

った。これにより、授業の方法などが教員相互に参照でき、学生の授業理解の促進にもつ

ながるであろう。また、教授会以外にも、学生指導についての意見交換会がたびたびもた

れ、教員間で経験や工夫の共有や相互参照がなされていることは、評価できる。 

さらに、初年次教育を重視するとの観点から、１年次配当の「ゼミナールⅠ」担当者お

よび英語科目担当者が連携した見守り体制により、個別学生の状況を素早く把握して共有

し、独自の対忚を行なえるようになった。このように教員間の情報の交換・共有の仕組み

が整いつつあることは評価できる。専門科目として英語科目はほとんどを学部専任教員が

担当しており、習熟度別クラスの設定やシラバスの一部共通化を実現している。また、担

当者間の会議は１０年以上前から継続しており、組織的に英語教育の指導方法の改善を行

なっている。オープンクラス・ウィークスの実施期間以外にも相互の授業参観が活発に行

われている。 

こうした学部でのさまざまなＦＤに関する取り組みは、学部の教育や学生の特性に忚じ

て具体的かつ個別的に進めることで全学的なＦＤ活動を補完するという意味でも、有意義

である。 

 

【改善方策】 

特に大学入学直後の学修過程を重視する観点から、初年次生への取り組みとして、「ゼミ

ナールⅠ」および英語科目の担当者間の連携に加え、他の１年次配当科目の担当者との協

働を試験的に進めつつある。これにより、「ゼミナールⅠ」と他の科目が連携し、導入教育

や初年次教育の役割分担や反復強化などの取り組みをさらに進めていく。 

一方、学部全体としては、平成２１年度から発足する学生サポート・ＦＤ委員会を中心

とした取り組みを強化していく。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

全学的にシラバス（講義要項）は、一定の書式に従い、教員間で記述内容に質や量の精

粗がないことを目指して編集している。また、複数クラス開講している科目は、シラバス

の記載内容を統一している場合がある。 

シラバスの項目は、「講義テーマ」・「目的および概要」・「講義スケジュール（授業計画）」・

「評価基準・方法」・「学生への要望・留意点（オフィスアワーを含む）」・「教科書」として

いる。「講義スケジュール（授業計画）」では講義ごとの内容を記載し、講義の目的に沿っ

た各時間の内容の把握や自为学習ができるように配慮、「評価基準・方法」では「定期試験」・

「レポート」・「日常点（出席・小テスト等）」・「その他」の項目に割合を記入、「学生への

要望・留意点」では講義の進め方や授業時に希望する事項を記入するようにしている。平

成２０年度は特に「講義スケジュール（授業計画）」と授業回数が同一となるように記載し

ている。 
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平成１７年度から平成２０年度には、年度初めに全学部の全開講科目の授業シラバスを

ＣＤ－ＲＯＭで全学生に配付し、自学部だけでなく、他学部のシラバスも掲載し他学部の

授業科目選択の際の資料として利用できるようにしている。 

国際学部では、初年次教育の核となる「ゼミナールⅠ」について、共通の学修目標を設

定していることから、平成１９年度からは部分的に共通したシラバスを作成している。ま

た英語科目については、共通教科書を採用している場合は一部共通のシラバスを平成１７

年度以前より導入している。英語科目の評価基準については、各クラス同一の基準で統一

している。 

英語クラスにおいてはシラバスを初回授業時に印刷して受講者に配付している。そして、

学期初めのオリエンテーションでは、専門科目の全開講クラスについて、シラバスに含ま

れる大半の情報を一覧したリストを学部独自で作成し、平成１８年度より１年次生と２年

次生に配付している。これにより、開講クラスの理解と、成績評価、受講上の注意などが

比較対照して、より学生各自に適した科目、クラスの選択が行なえるようになった。 

専攻科目の基礎科目（必修）で複数クラス開講の場合（たとえば「大阪学院と国際人」）、

全担当教員（兼任教員も含む）によるオムニバス形式の授業が行われているので、 全クラ

ス共通のシラバスを作成している。 

 

【点検・評価】 

シラバスは全学共通の形式に則って科目担当者が作成しており、学生にとって必要な授

業情報が盛り込まれており、適切である。 

国際学部で、いくつかの科目における複数クラス間の統一的なシラバス、あるいは部分

的に共通したシラバスが作成されていることは、学生が同一科目のクラス決定をする際に、

クラス間の公平性を周知できるという意味でも、適切な取り組みである。「ゼミナールⅠ」

のシラバスは同科目担当者によって、英語科目のシラバスは英語担当教員５名全員によっ

て、それぞれ事前に内容の確認、調整を行なっている。こうした調整は、学生の履修なら

びに学修を支援するうえで有効である。 

 

【改善方策】 

シラバスを積極的に使い履修や学修の手助けとするよう引き続き学生を指導していく。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

学生による授業評価は、平成１４年度後期から始め、平成１６年度に調査項目について

検討を行い、平成１８年度前期から現在と同様の項目で各学期に実施している。授業評価

にはアンケートと自由表記の２種類ある。 

アンケートによる評価の調査は、学期終了の３週間程度前に全授業について実施される。

実施期間中に授業担当者が調査用紙を配付し、授業科目ごとにデータを集計する。評価は、

「受講態度」・「授業」・「授業担当者」・「総合評価」の分野で計２４の設問を設定し、各項

目について学生は「強くそう思う、そう思う、どちらでもない、そう思わない、全くそう

思わない」の５段階で評価する。 

この整理集計の作業には時間を要するので、結果の公表が次学期にずれこむ。そこで、

早期に学生の意見を授業に反映させるための方策として、各学期の授業開始後１か月の時

点で自由表記による調査も実施する。これは、調査期間の授業中に担当教員が受講生に所

定の調査用紙を配付・回収する方法で行う。 

アンケートによる授業評価の結果は各教員に報告されるとともに、平成１９年度後期か

ら学内のホームページにより学生に開示している。学生が回答した上記５つの選択肢につ

いて、授業全体と上記の各分野別に分類して集計している。前年度との比較では、満足度
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として「強くそう思う、そう思う」の回答率の和を、不満足度として「そう思わない、全

くそう思わない」の回答率の和を表示している。 

自由表記による授業評価に関する集計は行わず、授業担当者が直接内容を確認し、授業

改善に役立てる。 

授業評価アンケートの一部として、国際学部の専攻科目である基礎科目３科目（必修）

と、必修基礎科目合計ならびに選択必修基礎科目合計の満足度の推移を図Ⅲ―４に示す。 

 

図Ⅲ―４ 学生の授業評価による授業満足度の年次推移 

 

 

 

平成２０年度に全科目で満足度が低下し、特に一部の科目で低下が著しい。一方で、比

較的満足度が良好な科目もあり、最近の学生の学力の変化により授業への満足度が変わり

つつあることがうかがえる。しかし、選択基礎科目についてはおよそ６０％前後で推移し

ており、年度ごとの差異はほとんどない。 

国際学部では、大学による授業評価アンケートのうち基礎科目と「ゼミナールⅠ」およ

び英語科目について評価の平均を集計し、経年変化を把握している。大学の授業評価は２

４項目にわたるが、そのうち満足度や理解度、授業の進め方などの特に重要な８項目につ

いて科目区分別に平均値を算出している。 

また、平成１８年度には、国際学部カリキュラムについて学部独自でアンケートを学部

全在籍学生を対象にして行なった。結果を集計し教授会で報告したほか、ゼミナールを通

じて全学生に結果をフィードバックした。 

 

【点検・評価】 

学生による授業評価の仕組みが整っていなかったころには、授業内容の改善は個々の教

員の努力に委ねられていた。しかし、学生の評価や意見を教員へフィードバックすること

により、教員は自らの授業を客観的に捉えることができるようになった。教員の意図と学

生の期待がすれ違うようなことも修正でき、教育内容や指導方法の改善に反映できよう。 

しかし、大学全体でのアンケート調査や個別クラスでの担当教員独自のアンケートなど、

学生による授業評価の活用は各科目担当者に委ねられているが、教員間でその結果情報や

活用方法などを共有して、教育方法のさらなる改善を図る必要がある。 

 

【改善方策】 

全学的に行われた授業評価の詳細な内容が公表されたため、必修科目など多くの学生が

履修する科目の授業評価を第三者が確認できるようになった。平成２０年度の基礎科目の

満足度低下についてアンケート項目を点検したところ、いくつかの項目と相関があること
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がわかった。特に、授業の理解度と授業をわかりやすくする工夫が行なわれているかどう

かについては関連が深いようである。そこで、他の項目も含め、満足度の低下に関係する

要因を特定し、学生の基礎学力の低下とのつながりについて分析を行なう。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

「語学科目」・「会話科目」・「講義科目」・「演習科目」等の授業形態により受講者数の定

員を設定している。また、情報処理教室、ＣＡＬＬ教室等の設備の状況により受講者が制

限されている。 

「語学科目」・「会話科目」の定員については、平成１８年度の共通科目担当者会議で検

討し、語学科目は４０名から３６名に、会話科目は３５名から２８名を上限とするように

申し合わせている。選択必修科目で、ほとんどの学生が履修し、複数クラス開講する「ベ

ーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は、平成１９年度から学部ごとに配当の開講曜日・講

時を限定して他の必修科目等と重複しないように配慮したクラス編成としている。 

講義科目は１００名から５００名を基準として設定している。 

共通科目については、学期ごとに担当者会議を開催し、５００名を超えるクラス、１００

名未満のクラスが発生している場合は、その対忚策として曜日・講時による調整、同一講

時に配当する科目による調整等の時間割での対忚や開講クラス数の増減を検討している。 

 

表Ⅲ―１２ 多人数クラスの数（共通科目 講義科目） 

年 度 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

学 期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

251～500人 17 15 15 17 12 13 11 9 

501人以上 2 4 0 0 0 1 0 4 

 

専攻科目において多人数クラスが生じた場合の対忚としては、必修や基礎科目となる分

野の科目では、クラスを増やすことによる調整が基本となる。関連科目等の領域の科目に

おいては、条件によるが、時間割の調整や履修の指定による調整を基本としている。クラ

ス数・担当者等については教授会で年度ごとに検討し、年度の途中であっても必要により

後期クラスの増減についても検討している。 

なお、国際学部の専攻科目では５００名以上の多人数クラスは存在していない。 

演習科目は１クラス十数人程度を基準としているが、学生の希望による選択でありクラ

スごとの人数に偏りが発生している。ただし、１クラス当たりの受講者の上限を設定して

いるので、受講者数が上限以上の偏った人数になることはない。平成２０年度には、演習

科目のうち１年次配当の「ゼミナールⅠ」と２年次配当の「ゼミナールⅡ」の全クラスの

開講曜日・講時を同一とし、３年次ならびに４年次配当の「卒業研究Ⅰ」・「卒業研究Ⅱ」

は複数のクラスで開講曜日・講時を同一にしている。それによって、複数のクラスあるい

は学年全体の合同ゼミ形式の授業をすることも可能になるように配慮している。 

 

【点検・評価】 

多様な個性の大学生が増えてきた昨今、国際学部では専攻科目、また特に演習科目は尐

人数教育が望ましいと考え、できるだけ多人数クラスの発生を抑えるようクラス編成に努

めている。特にゼミナールは学部教育の大きな柱であるので、可能なかぎり各ゼミナール・

クラス人数の平準化を図り、多人数クラスができないように留意している。さらに、開講

曜日・講時への配慮をしたことにより、学生の状況や演習課題に忚じて多様な授業形態を
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とることが可能になり、より弾力性をもった授業運営が可能になってきたことは、十分に

評価できる。 

また、演習と同様に学部の基礎科目についても複数クラスを設定して受講者数を多くな

らないようにするとともに、可能なかぎりクラスによって受講人数に偏りがでないように

配慮することで、授業の効果をあげられていると考えられる。 

 

【改善方策】 

今後も演習科目および専攻の基礎科目、さらに語学科目については、尐人数クラス編成

を継続して行う。また、１科目に複数のクラスが編成されている場合は、各クラス人数を

平準化していく。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学におけるマルチメディア設備として、大・中教室には、プロジェクタ、ＯＨＰ等の

機器を設置している。設置されていない教室には、持ち運び可能な機器を準備し、利用で

きるようにしている。 

ＡＶ機器常設教室は、「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬ

Ｌ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」がある。これらの教室は全学部対象として利用してい

るため稼働率は高い状況である。 

国際学部について、マルチメディア設備がある教室の稼働状況は次のとおりである。 

 

表Ⅲ―１３ マルチメディア設備がある教室の稼働の状況 

     年 度 

教室の種類 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

プロジェクタ等 

設置教室 
10.9％ 12.1％ 5.7 9.8％ 6.0％ 6.5％ 9.3％ 12.3％ 

PC 教室 15.9％ 15.5％ 16.4％ 15.9％ 4.0％ 3.6％ 6.0％ 5.1％ 

CALL 教室 28.7％ 23.0％ 27.6％ 35.6％ 20.2％ 19.0％ 12.3％ 17.3％ 

LL 教室 31.0％ 20.7％ 20.7％ 6.9％ 0.0％ 3.6％ 14.8％ 11.1％ 

AV 教室 6.9％ 3.4％ 10.3％ 8.6％ 7.1％ 16.1％ 0.0％ 3.7％ 

 

また、インターネットやマルチメディアを活用した授業展開を行っており、 学内ネット

ワークを利用した授業運営では｢OGU-Caddie｣がある。平成１８年度から現在の機能を持つ

｢OGU-Caddie｣となり、講義資料や課題の提示や提出、小テスト、アンケート作成実施機能、

お知らせや掲示の機能があり、全教員・学生が利用できる環境となった。 

国際学部でのＩＣＴ（Information and Communication Technology）教育への取り組み

は、为に OGU-Caddie を中心になされ、また個々の教員の取り組みもある。平成１９年度の

国際学部科目での OGU-Caddie利用では、「お知らせ機能」が約２０科目で使用され、その

他の科目で「講義資料機能／掲示板機能」が利用されている。 
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表Ⅲ―１４ OGU-Caddie の利用状況 

年 度 

機 能 
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

講義資料 2.6％ 3.1％ 3.4％ 

レポート 4.8％ 0.0％ 0.0％ 

小テスト 0.0％ 0.0％ 0.5％ 

お知らせ 3.5％ 10.3％ 10.2％ 

アンケート 0.0％ 0.0％ 0.5％ 

その他 1.3％ 3.1％ 0.5％ 

 

さらに、英語科目ならびに「ゼミナールⅠ（特修クラス）」では、パワーポイントを積極

的に授業に取り入れ、英語でのプレゼンテーションをより興味深いものにするよう指導し

ている。さらに、「ゼミナールⅠ」の合同クラスでの、科目履修登録および確認ならびにレ

ポート作成指導等においても、パソコンを積極的に取り入れ、学生個々人の Computer 

Literacy の充実を図っている。また専攻科目のなかには、インターネットを利用し、Google 

Earth を用いて授業に必要な地図情報などをオンデマンドで提示したり、ウィキペディア

等を用いた授業内容の概略説明後にパワーポイント、スライドを用いたりして、学生の学

修意欲・知的好奇心を刺激し効果を上げている講義もある。 

また、「ゼミナールⅠ（特修クラス）」では、平成２０年度にオンラインのＴＯＥＩＣ®

対策教材を使用し、充実した「学習ペース管理」、「問題解説」、学習者個人の「ポートフォ

リオ」に基づく自立的学習を促す試みを行った。さらに、「ベーシック・イングリッシュⅡ」

の中の１クラスでは、学生の携帯電話使用頻度の高さを利用し、授業終了間際の５分間を

用いて、毎授業、授業内容やそれに対するコメント、質問、学生個人の習熟度の自己分析

についての携帯メールを担当者のメールアドレスに送信させ、次回授業日までに教員が返

信する試みもなされた。この方法では、普段自分の思いや考えを表現しづらい学生が以外

と多くのコメントをするケースが観察された。この方法によって、教員・学生間のコミュ

ニケーションが緊密になった。 

 

【点検・評価】 

前述したように、国際学部の専攻科目の中でのマルチメディアを利用した様々な試みは、

学生の修学意欲と知的好奇心を刺激するうえで効果をあげていると評価できる。また、携

帯メールを利用した学生と担当教員とのコミュニケーションの緊密化の試みも、普段自分

の思いや考えを表現することのできにくい学生が多くのコメントをするという効果を発揮

したケースも出ているように、効果的な試みとして評価できる。 

しかし、これらマルチメディアを利用した様々な試みを行っている授業の割合は、専攻

科目全体からみるとまだ一部に留まっていると言える。その原因としては、他の授業と時

間帯が重なっていてマルチメディア設備が利用できない場合があることや、各科目の特性

上マルチメディア設備を必要としないこと等が考えられる。また、OGU-Caddie についても、

国際学部専攻科目での利用率が低くなっているが、尐人数教育を行っているため大人数の

授業科目に比べ学生の把握が容易であり、その都度指導が行いやすいといったことが低利

用率の理由として考えられる。 

その他の問題点として、すべての学生が大学内でパソコンを常時使用できる環境がまだ

ないこと、自宅など学外からの OGU-Caddie へのアクセスが進んでいないことが挙げられ

る。大学でのマルチメディア利用を促進するうえで、検討が必要と思われる。 

 

【改善方策】 

ＩＣＴ教育の利点は、今までの、学生「受信型」教育ではなく、学生からの「発信型」

教育が可能になる点にある。全世界的に Computer Literacy が向上している今、学生の高
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度な Computer Literacy のさらなる向上を目指すべく、大学でのＩＣＴ教育の整備が必要

不可欠である。本学でのＩＣＴ教育充実のためには、学生のパソコンスキル・Computer 

Literacy の一層の向上を図るために、教員・学生間の OGU-Caddie に対する認知度を上げ、

授業管理・運営上での OGU-Caddie を授業支援に活用できるようにしていく必要がある。 

また、今後、パソコン教室、学内設置のパソコンの使用法について検討すると同時に、

すべての学生が自宅からでも自由に OGU-Caddie を通して課題作成・提出ができるようにす

るなど、積極的なＩＣＴ活用の展開を図っていく。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

国際学部では遠隔授業を行っていない。しかし、ごく尐数の学部生が経済学部で実施さ

れている「経済学部特別講義Ⅰ」を他学部履修することがある。 

 

【点検・評価】 

「経済学部特別講義Ⅰ」は他学部設置科目ではあるが、疑似留学的な特色ゆえに、国際

学部の性質上、優秀な学生の参加を希望している。しかし、特に英語力など、受講に要求

される諸能力の育成がまずは要求されよう。 

 

【改善方策】 

高い英語力を有する学生に対しては、「経済学部特別講義Ⅰ」へ積極的に参加するように

促していく。 

 

【情報学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

本学部の教育課程は、本学の教育理念と学部の教育目標を実現すべく体系的に編成して

おり、全体を大きく「共通科目」「専攻科目」「演習科目」の３つに区分している。 

① 共通科目 

「幅広く深い教養及び総合的な判断を培い、豊かな人間性を涵養する（大学設置基準

第１９条第２項）」ために設定された一般教養的科目から成る。平成１９年度以前の入

学者に対しては「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」「健康とスポーツ科学」

「総合科目」「言語と文化」の６分野、平成２０年度以降はこれに「導入教育ユニット」

と「キャリア教育ユニット」を加えた８分野に分類している。本学の共通科目は、ほぼ

全学部で共通の教育内容となっている。 

これに加え、本学部の専門性に対忚するための強化科目を設定している。本学部の多

くの専攻科目では数学の素養を必須とすることから、「自然と情報」の１年次生配当科

目「基礎数学」を必修とし、本学部に特化した内容の特別クラスを設けている。 

② 専攻科目 

「専攻に係る専門の学芸を教授するための科目」からなる。本学部はコース制をとっ
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ており、これを反映した形で専攻科目を複数の科目群に分類する。 

平成１９年度以前の入学者に対しては、コンピュータサイエンスコース、ヒューマン

サイエンスコースの２コース制をとっており、専攻科目を次の３つの区分に分類してい

る。 

ア．基礎科目群 

イ．コンピュータサイエンス科目群 

ウ．ヒューマンサイエンス科目群 

「基礎科目群」は本学部共通の基礎的科目からなり、２コース共通の卒業要件を

規定する。「コンピュータサイエンス科目群」と「ヒューマンサイエンス科目群」は

２つのコースそれぞれを特徴づける科目からなり、コースごとの卒業要件を規定す

る。 

平成２０年度にコンテンツテクノロジーコースを新設・追加した。加えて全学的

なカリキュラム改定を行い、平成２０年度以降の入学者に対して専攻科目を次の５

つの区分に分類した。 

エ．コンピュータサイエンス科目群（Ⅰ類、Ⅱ類） 

Ⅰ類は他コースの教育目標達成にも深く関わる科目であり、Ⅱ類はそれ以外であ

る。 

オ．ヒューマンサイエンス科目群（Ⅰ類、Ⅱ類） 

Ⅰ類は心理学系科目であり、Ⅱ類は言語学系科目である。 

カ．コンテンツテクノロジー科目群 

キ．展開科目群 

ク．キャリア教育科目群 

「コンピュータサイエンス科目群」「ヒューマンサイエンス科目群」「コンテン

ツテクノロジー科目群」は、３つのコースそれぞれを特徴づける科目で構成し、年

次進行に従って順次専門性の高い科目を開講・配当する。学生は１年次に開講して

いる「情報科学序説」「コンテンツ概論」などのオリエンテーションの要素を持つ

科目を参考に、２年次進級時に自分の所属コースを決定する。以降、所属コースの

科目群を中心に、開講順に履修を進めて行けば、各コースの教育目標に適った専門

知識が修得できるようカリキュラムを編成している。「展開科目群」はコースの垣

根を越え、幅広く深く情報学の専門的教養を培うための科目で構成している。「キ

ャリア教育科目群」は学部の専門性に即したキャリア教育を担う。 

平成２０年度以降の入学者に対する専攻科目にかかわる卒業要件は、専攻科目全

体に対する要件と、それぞれのコースごとの要件からなる。コースごとの要件は、

コンピュータサイエンスコースはコンピュータサイエンス科目群のみにより、他の

２つのコースはそれぞれ対忚する科目群とコンピュータサイエンス科目群Ⅰ類の修

得卖位数により規定している。 

③ 演習科目 

基礎学力の強化や、学生一人ひとりの将来の目的や興味関心に合わせた指導を目的と

する尐人数ゼミナールからなる。ゼミナールは大学における教育の要となる学習形態で

ある。知識の賦与だけでなく学生自ら知識や技術を獲得する知恵を得る場である。その

ため自律性を重視し、各学生の長所を見出し伸張することに努めている。演習科目は全

て必修科目であり、専任教員全員が複数のクラスを担当している。 

１年次生配当のゼミナールは導入教育の意味合いが濃い。前期の「ゼミナールＩＡ」

では「基礎数学」との連携で数学力を強化し、後期の「ゼミナールＩＢ」では「読み・

書き・考え・発表する」ための演習・訓練を行なう。３年次生配当の「ゼミナールⅢ」

は４年次生配当の「卒業研究」に直結し、２年間を通じて同じ担当者が研究指導にあた

る。「卒業研究」は学士課程の集大成であり、学生個々が選んだテーマについて研究し、

卒業論文としてまとめるまでを教育指導する。 
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平成１９年度までは２年次生配当のゼミナールを設けていなかったが、平成２０年度

以降は２年次前期に「ゼミナールⅡＡ」、後期に「ゼミナールⅡＢ」を設け、全学年を

とおして学生はいずれか１つのゼミナールに所属する体制を整えた。１年次生は全員共

通のテーマ、３、４年次生は全員が個別のテーマであるのに対し、２年次生配当の２つ

のゼミナールはその中間、すなわちクラス（担当教員）ごとに設定したテーマの中から

各自の興味のあるものを選択し、半年かけて実践的な演習を行う。 

 

【点検・評価】 

本学部の教育課程は、本学の教育理念と学部の教育目標を実現すべく体系的に編成して

おり、大学設置基準第１９条第１項「大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものと

する。」という規定に沿った内容となっている。 

① 共通科目 

本学は社会科学系学部を为体としているため、自然科学系科目、特に数学は量・質と

もに本学部の学生の基礎を固めるに十分ではなかった。この問題点に対し本学部では平

成１６年度以降「基礎数学」を必修科目に指定、本学部学生のみのクラスを設け、学部

の専任教員が責任をもってこれに当たっている。基礎数学の必修化以前は、専門的内容

の講義に先立ってそこで必要となる数学の説明に時間を割かざるをえず、複数の科目で

説明が重複するという無駄もあった。必修化によってこの無駄を省けるようになったと

いう点は体系性の観点から明らかな改善であり、各科目における学習効果の向上に大き

く寄与した点は高く評価できる。 

② 専攻科目 

本学部の専攻科目は、ある科目を履修するためには先に特定の別の科目を履修してお

く必要があるなど積み上げ型の科目が多い。無理なく履修を進めて行くためには履修順

序が非常に重要である。このため、各科目の配当学年、開講時期は先修・後修関係を考

慮したものとなっている。平成１９年度以前の課程ではこれに加えて初年次配当の基礎

科目を中心に多くの必修科目を設けていたが、これらの科目の卖位を修得できなかった

ため、後修科目の修得後でも履修義務が残ることによる学習意欲低下（留年・退学の要

因）や学科全体の時間割編成上の大きな足かせとなる（同時に同年次の別科目や他年次

の必修科目を開講できない）などの弊害が多数発生した。そこで、平成２０年度のカリ

キュラム改定時に必修科目を大幅に減らし、履修指導を徹底強化することでこれを補う

こととした。 カリキュラムはまだ改定したばかりであり、今後の実施状況を分析し必修

科目削減の効果を評価する計画である。 

③ 演習科目 

本学のゼミナールにはホームルーム的な役割も期待しており、ゼミナール担当教員が

所属学生の担任的な役割を担う。ところが平成１９年度以前は２年次生にはゼミナール

を設定していなかった。平成２０年度のカリキュラム改定で全年次に演習科目を設け、

この穴を埋めた。全学生（留年生を除く）が尐人数の必修クラスに属し、担任相当の教

員を設定したことは意義深い。ただし、ゼミナールはあくまでも科目のひとつに過ぎず、

個々の教員が把握できる学生の情報は限定的である。 

いかに体系的で魅力的な教育課程を準備していても、学生が想定どおりに履修を進め

てくれなければ教育目標は達成できない。卖に曜日や時間で履修科目を決め、体系性や

先修・後修関係を無視した無理な履修で失敗する学生も尐なくない。各学期のオリエン

テーション時に履修相談の時間を設けているが、問題のある学生ほど欠席する傾向が大

きいなど相談を受けずに登録を済ませることが多く、指導が行き届かないというのが実

情である。また、従来から、学期末ごとの出席状況調査を実施しているが、学期末調査

では指導は半年遅れとなる。できれば学期内の、なるべく早期に実施する。 
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【改善方策】 

共通科目では、数学教育を継続すると共に教育手法の改善を続ける。各学生の学修状況

を教員間で共有しフォローして行く。専攻科目では、先修･後修関係の充足状況を分析し改

善方法を検討する。検討結果によっては教育内容や科目編成を改善する可能性がある。ゼ

ミナールでは、教員間で指導方法を交換したり各学生の特性を引継いだりするなどの連絡

をする。 

科目に共通する事項として、出席状況に問題がある学生の対策がある。度重なる欠席は

学習不足と卖位修得失敗の引き金になり、仮に体系的な科目履修編成をしていても意味が

なくなる。本学部の一部の科目では学部教員メーリングリストを活用するなどして相互に

情報をやり取りしてきた。今後も努力を続け、広げて行くことが肝要である。 

ただ、学生の出席状況や成績を電子メールで交換することは個人情報保護の観点から慎

重にならざるをえず、個別的な努力にも限界がある。 

改善策として、個人情報保護に留意しつつ、履修状況の思わしくない要指導の学生を早

期に発見し、関係する教員や保護者に注意を促すような仕組みを本学部の全レベルで構築

する。即ち、各教員が個々に実施している対策を本学部の委員会で分析する。为として専

攻科目とゼミナールを対象とする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

心身の健康のための科目として「健康とスポーツ科学」の分野に「健康科学論」「生涯ス

ポーツ論」を設置し、食に関する事項や健康管理、スポーツや日常における心の持ち方な

どの内容の授業を設置している。また、「生涯スポーツ論」は、在学中だけでなく卒業後に

おいても有効である。 

倫理性を培う科目として、１年次生配当の「哲学入門」「倫理学概論」「宗教学」、２年次

生配当の「倫理学特論」「東洋の思想」「西洋の思想」がある。法的内容の科目としては、

１年次生配当の「法学入門」「現代法学」「現代憲法Ａ・Ｂ」、２年次生配当の「国際社会と

法」を開講している。これらの基礎的な教育の上に、学部の専攻に関係する倫理的・法的

な内容についていくつかの専攻科目を開講している。 

本学部の専攻科目としては、３年次生配当の「情報セキュリティ」では情報技術の専門

家としてコンピュータ犯罪から社会を守る方法を、「情報法」では情報化社会における知的

財産権、情報化社会と人権、電子商取引における法的問題など、情報とメディアにかかわ

る法的知識を学ぶ機会を設けている。 

 

【点検・評価】 

上に挙げた科目はいずれも選択科目であり、これらの科目を選択しなかった学生に対し

ては直接的な教育効果は及ばない。倫理性を培う努力は、これらの特定科目に限定するこ

となく、各科目の中でことあるごとに機会をとらえ啓蒙していく。 

 

【改善方策】 

上で述べたように倫理教育の徹底を選択科目に期待することは無理がある。本学部では

必修科目であるゼミナールやプログラミングの実習で折に触れて倫理性を培うべく教育し

てきた。本学部の倫理教育はゼミナールでその具体的な項目を策定する。計画中でも実施

可能な項目が明確になればそれを実施に移す。 

 

（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 
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【現状の説明】 

本学部の専門教育課程は、さまざまな資質を持った学生とその将来目標、あるいは社会

からの多様な要請に忚えるべく、「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育授業

科目を情報学とその周辺分野から幅広く選定している。また、同時に系統的で効果的な教

育を行うためにコース制を採用し、平成１９年度まではコンピュータサイエンスコースと

ヒューマンサイエンスコースの２コース、平成２０年度以降はこれにコンテンツテクノロ

ジーコースを加えた３コースを設定している。以下、現状の３コースの位置づけに関連づ

けて専門教育的授業科目について説明する。 

 

① コンピュータサイエンスコースとコンピュータサイエンス科目群 

コンピュータサイエンスの基礎の上に最新のソフトウェア技術と情報ネットワーク技

術を身につけたスペシャリストを養成するコースである。原理や要素技術にいたる深い

造詣に根ざして、情報通信技術のめまぐるしい変化にも動じることなく対忚でき、また、

情報技術の利便性の裏に潜む危険性を正しく認識し、情報倫理とセキュリティに対する

しっかりした責任感、社会正義感をもった情報技術者を輩出することで、豊かな情報化

社会の形成に貢献することを目的とする。これはすなわち一般的な理工系学部情報系学

科の目指す典型的な教育目標にほかならない。 

このコースの教育目標を達成するために開講した科目群がコンピュータサイエンス科

目群である。コンピュータサイエンス科目は情報技術のコアな科目からなるため、その

多くは他コースの教育にとっても重要である。他コースでも必要である科目をⅠ類（２

０科目）、それ以外の科目をⅡ類（１５科目）として区分している。 

コンピュータサイエンス科目群は次の科目からなる。（* はⅠ類） 

ア．コンピュータイエンスの基礎を成す科目(１０科目) 

情報科学序説(*)、コンピュータシステム概論(*)、暗号・符号入門(*)、離散数学

(*) 、統計の理論と忚用(*)、情報の解析(*)、数値計算(*)、情報理論、形式言語と

オートマトン、数理計画法 

イ．計算機のハードウェアとアーキテクチャに関する科目（７科目） 

計算機アーキテクチャⅠ／Ⅱ、論理回路、論理設計、情報回路Ⅰ／Ⅱ、LSI 設計 

ウ．情報システムの基礎技術に関する科目（８科目）  

ディジタル通信(*)、オペレーティングシステム(*)、データベース(*)、情報シス

テム(*)、情報ネットワーク(*)、情報セキュリティ(*)、サーバシステム演習、信

号処理 

エ．プログラミングとソフトウェアに関する科目（１０科目） 

プログラミング入門(*)、プログラミング実習Ⅰ／Ⅱ(*)、プログラミング演習Ａ

／Ｂ(*)、データ構造とアルゴリズム(*)、ソフトウェア工学(*)、コンパイラ、計算

機アルゴリズムⅠ／Ⅱ 

② ヒューマンサイエンスコースとヒューマンサイエンス科目群 

コンピュータサイエンスを基礎とし情報受発信の源である「人間理解」のためのコー

スである。心理学と言語学の実験・研究をとおして情報処理の仕組みや技術を学び、情

報社会の変化に柔軟に即忚できる力をつける。同時に、人間科学において積極的に情報

技術を取り入れることにより新しい研究と忚用の分野を開拓する力をつけた、実社会の

広い範囲で活躍できる「情報ジェネラリスト」の育成を目指す。 

そのために、人やものごとに対する認知や言語の本質の理解など、情報技術だけでは

解決できない、人間の高度な情報処理機能に関する専攻科目、特に認知心理学、社会心

理学、言語学に関連する科目群を開講し、学生の興味関心やキャリア構築に忚じて選択

履修することを可能にしている。更に、３・４年次のゼミナールでは、修得した心理学

や言語学の方法や知識に加え、他コース専攻科目の履修によって修得する情報の理論と

技術を生かして、データに基づく実証的な人間科学研究を自ら企画、遂行し、最終的に
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卒業論文を執筆する。これらの活動をとおして、目的に忚じて適切な手法で情報を収集

し、その統計的な分析と活用を行う力を身につけることができる。 

ヒューマンサイエンスコースを特徴づける科目群がヒューマンサイエンス科目群であ

る。この科目群は、ヒューマンサイエンスコースを更に心理系と言語系のサブコースに

分割して同等の科目数となるよう、次の２つに区分している。 

ア．Ⅰ類（心理系、１３科目） 

人間の情報処理Ⅰ／Ⅱ、社会コミュニケーション概論、社会情報調査法、知覚情

報処理論、感性情報論、人間行動研究法、学習心理学、記憶機構論、神経科学、思

考心理学、比較心理学、認知の発達 

イ．Ⅱ類（言語系、１２科目） 

言語の機能、言語の構造、言語音声とフィールドワーク、統語論、文法理論、言

語人類学、認知言語学、対照言語学、計算言語学、日本語類型論、言語形態論、語

用論 

以上の科目を、その特徴や目的によって５区分し、学生の履修選択の目安としている。 

ア．人間の情報処理とは何かを知るための基本的な科目（４科目） 

言語の機能、認知言語学、人間の情報処理Ⅰ／Ⅱ 

イ．人間情報そのものの性質やはたらきを知るのに役立つ科目（５科目） 

言語の構造、統語論、言語形態論、感性情報論、社会コミュニケーション概論 

ウ．人間の情報処理の仕組みやはたらきについてより詳しく学ぶ科目（５科目） 

語用論、知覚情報処理論、学習心理学、記憶機構論、思考心理学 

エ．方法論やデータ解析手法を身につける実践的科目（５科目） 

言語音声とフィールドワーク、計算言語学、文法理論、社会情報調査法、人間行

動研究法 

オ．文化、発達、社会に関する幅広い視点を得るための科目（６科目） 

日本語類型論、言語人類学、対照言語学、比較心理学、認知の発達、神経科学 

③ コンテンツテクノロジーコースとコンテンツテクノロジー科目群 

インターネットと携帯電話をとりまく技術開発の勢いはすさまじい。ハードウェアの

進歩に比べてソフトウェアの進歩の比重は極めて大きく、中でもコンテンツテクノロジ

ー分野の発展は近年の顕著な傾向である。アジア諸国の進出がめざましいコンテンツ分

野では、我が国の優位性は失われつつある。このことに鑑み、次代の優れたコンテンツ

を生み出すための人材を育成することがこのコースの目的である。提携企業との学産連

携による実践的専門教育カリキュラムを編成し、コンテンツ技術だけでなく、コンテン

ツビジネスについての授業科目も開講している。 

このコースを特徴づける科目群がコンテンツテクノロジー科目群である。コンテンツ

テクノロジー科目群は次の科目からなる。 

ア．コンテンツ技術とコンテンツビジネスに関する科目（６科目） 

コンテンツ概論、モバイルコンテンツ論、コンテンツマーケット論、電子出版概

論、コンテンツ演習Ⅰ／Ⅱ 

イ．コンテンツのネット発信に関する科目（３科目） 

インターネット入門、ストリーミング処理、W e b 演習 

ウ．マルチメディア技術に関する科目（７科目） 

画像情報処理、パターン認識、マルチメディア技術、コンピュータグラフィック

ス、空間情報処理、コンピュータマッピング、ヒューマンコンピュータインタラク

ション 

コンテンツテクノロジーコースは旧コンピュータサイエンスコースからの派生コ

ースであり、その教育目標を達成するには、コンテンツテクノロジー科目群だけで

なく、コンピュータサイエンス科目群の中のコンテンツ技術の基盤となる科目を履

修する必要がある。 
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④ 展開科目 

コースの垣根を越え、幅広く深く情報学の専門的教養を培うための科目群である。目

的により次の３区分の科目で構成している。 

ア．情報学の教養を深める科目（７科目） 

情報化社会と高度科学技術、グループウェア、人工知能Ⅰ／Ⅱ、情報法、外書講

読Ⅰ／Ⅱ 

イ．情報技術の実践的忚用力を高める科目（６科目） 

宇宙情報論Ⅰ／Ⅱ、地表動態論、地理情報論、シミュレーションサイエンス、科

学情報方法論 

ウ．情報技術者としての視野を広める科目（３科目） 

特別講義Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ 

以上、本学部の専攻科目をコースあるいは科目群という観点から概観したが、本学部の

「専攻に係る専門の学芸」共通の基盤となる「プログラミング」に関する科目の現状を説

明する。 

⑤ プログラミングに関する科目 

プログラミングに関する科目は、本学部の専攻科目の基盤として、１、２年次で開講

している。１年次前期は座学である「プログラミング入門」と実際にコンピュータを用

いて演習を行う「プログラミング演習Ｉ」を開講し、連携をとりながらプログラミング

基礎教育を行ってきた。平成２０年度からは「プログラミング演習Ｉ」を２講時連続の

実習科目「プログラミング実習Ｉ」とし、演習に多くの時間を取れるようにした。ここ

では、センター試験の「情報関係基礎」の出題に使われている日本語キーワードを用い

たプログラミング言語を使用し、そのプログラミングが可能なように本学部で独自に開

発した初学者用プログラミング環境を使用して演習を行っている。この演習環境は初学

者の多くが起こすタイプミスによる間違いを軽減するための入力支援機能を持ち、学生

がプログラミング言語のキーワードや文法等の細かい部分にとらわれず、プログラムの

組み立てを理解することを中心に学べるようにしている。１年次後期は前期の内容をも

とに、実用言語であるＣ言語を教育している。平成１９年度までは１コマの科目「プロ

グラミング演習Ⅱ」を開講していたが、平成２０年度からは前期と同様に２コマ連続の

実習科目「プログラミング実習Ⅱ」とした。また、「プログラミング実習Ｉ／Ⅱ」には

大学院コンピュータサイエンス研究科院生のティーチングアシスタント（ＴＡ）を配置

し、受講生に対して学生目線のきめ細かい指導ができるようにしている。 

２年次では複数のプログラミング言語のクラスを開講し、コースや興味によって選択

を可能にしている。「プログラミング演習Ａ」（平成１９年度までは「プログラミング

演習Ⅲ」）ではプログラミング言語 Java を中心にクラスが選択できるようにしている。

「プログラミング演習Ｂ」（１９年度までは「プログラミング演習Ⅳ」）では、Javaの

忚用クラス以外に、C++や JavaScript を用いたＷｅｂ上のプログラミングのクラスが選

択できる。 

 

【点検・評価】 

本学部の開講科目のコアをなすコンピュータサイエンス関連の科目は、社団法人情報処

理学会により取りまとめられた「大学の理工系学部情報系学科のためのコンピュータサイ

エンス教育カリキュラムＪ９７」に基づいて策定している。Ｊ９７では情報系学科の様々

なモデルコースが想定されているが、現カリキュラムのコンピュータサイエンス科目群は、

そのうちの「情報機器工学」「コンピュータ工学」「ソフトウェア科学」「ソフトウェア設計

工学」「情報ネットワーク」の各モデルコースで必要な科目をほぼ網羅した内容となってい

る。更に、コンテンツテクノロジー科目群と展開科目群を加えると、Ｊ９７のモデルコー

ス「知能情報学」「マルチメディア情報処理」「人間情報科学」に求められる科目もほぼカ

バーできている。加えて、ヒューマンサイエンスコースの存在は、理工系学部を想定した
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Ｊ９７ではカバーできない社会科学系の人材育成も可能としており、情報化社会の多様な

ニーズに忚える人材を広く養成するに足る授業内容であると言える。 

本学部では、平成１２年の学部設置以来、平成１６年度と平成１７年度に比較的小さな

カリキュラムの見直しを行ったが、専門教育的授業科目の開講科目や科目区分は基本的に

不変で、小さな修正に留めていた。これに対し平成２０年度のカリキュラム改定では、比

較的大きな見直しを行なった。専門教育的授業科目に係る改定事項としては、コンテンツ

テクノロジーコースの新設とそれに伴う新科目の追加が大きい。これに伴って科目区分の

変更も行ない、また、このカリキュラム改定を機に、必修科目と卒業要件の見直しを行な

った。 

コンテンツテクノロジーコースの新設は社会的ニーズの高まりと学生の多様性に呼忚し

たものである。本学科ではコース選択は２年次進級時に行う。コンテンツテクノロジーコ

ースの開設は多くの学生の要求を満すと予想されるが、開設から間もないため、学修の進

行や卒業生の進路分析を含め今後を見守る必要がある。科目区分の変更は新コースの加入

による必然である。 

 

表Ⅲ―１ 年度別コース選択状況一覧 

コース 
平成 18 年度 平成 19年度 平成 20 年度 

05年度生 06年度生 07年度生 

コンピュータサイエンス 72(80.9) 37(74.0) 15(39.5) 

ヒューマンサイエンス  8( 9.0)  7(14.0) 20(57.1) 

コース選択届未提出者  9(10.1)  6(12.0)  0( 0.0) 

計（5月 1日在籍者数） 89 50 35 

注）１．コース選択時における２年次在籍者（５月１日現在）のコース選択状況を示す。 

２．（ ）内の数値は、各年度５月１日現在の在籍者数に対する比率を示す。 

 

学生の学力水準と希望進路の多様性が年々拡大していることも実情である。理念と体系

性との整合性を保ちながら教育内容を改善する必要性に迫られている。コンテンツテクノ

ロジーコースの開設は解の１つであるが更に改善して行く。 

 

【改善方策】 

各科目の内容や教育手法の改善を進めるための検討が必要である。本学部では、カリキ

ュラム検討委員会を設置し、専攻科目の教育課程について対面あるいはメーリングリスト

上で議論を重ねてきた。今後もカリキュラムの評価・改善を繰り返し継続する。加えて学

部の教員全員が情報を共有し議論に参加する枠組みを構築する。専用のコンテンツサーバ

の開設などを候補としてあげている。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学では一般教養的授業科目を为に「共通科目」として提供している。その中核にある

のが、「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」という３つの分野に分類した科目群で、

幅広く諸学を網羅するようにしている。各分野の開講クラス数は、「文化と歴史」が１２科

目、「人間と社会」が１４科目（インターン・ボランティア等の科目は除く）、「自然と情報」

が１８科目である。本学は、ほとんど社会科学系の学部からなる大学であり、「文化と歴史」

「人間と社会」の分野については興味があれば他学部の専攻科目として履修することもで

きる一方、これらの分野に比べて「自然と情報」分野の開講科目数が若干尐ない。これら
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のうち５科目については、２年次以上の受講生を対象とし、１年次からの継続的な学修に

よってより深い内容を学ぶことができるよう工夫している。 

共通科目には学生の知的興味を引き出す工夫として、学際的なテーマの授業科目を、分

野を横断する複数の教員で担当する「総合科目」というカテゴリーも用意している。テー

マや内容を年度毎に検討しており、時代の変化にも即忚できる教養教育を提供している。

これまでに、「ヨーロッパの歴史と文化を知る」「コミュニケーションの重要性を理解する」

「キャリア教育を考える」「ワールドツアー」などのテーマで開講してきた。 

また、インターンシップや留学などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深

めることも教養を培う上で重要であるという認識のもと、「人間と社会」の科目として、「海

外インターンシッププログラム」「国内インターンシッププログラム」「就業体験」「文化活

動論」を設置し、段階を追って経験ができるように配慮している。「研修（ボランティア）」

という科目では、教育委員会等を通じた学校教育現場でのボランティア活動や、本学が実

施している低年齢の子供に対する語学教育の補助などのボランティア活動を行う実習と、

集中講義形式で行われる大学内における講義との組み合わせで開講している。 

この他に共通科目として「健康とスポーツ科学」の分野に１０科目を開講しており、前

述の４分野とあわせた全体から１０卖位以上修得することを卒業要件としている。 

平成２０年度からは、新たに共通科目の中に「キャリア教育ユニット」の区分を設け、

キャリアデザイン入門Ⅰ・Ⅱという科目の中で、早期の段階から学生が就職に関心を持つ

よう工夫し、長期的な視点から人生設計について考えることを促している。 

共通科目以外では、１年次生向けの必修の演習科目「ゼミナールＩＢ」において、資料

の読み込み、作成、発表という作業を尐人数ゼミナールで指導することで、通常の講義科

目では身につけにくい教養を補完する努力をしている。 

 

【点検・評価】 

共通科目においては平成４年度のいわゆる大綱化により、科目名が伝統的なものから離

れ、科目数も大幅に増加していた。平成２０年度より中教審の「教養教育はグローバル化

や科学技術の進展など社会の激しい変化に対忚し得る統合された知の基盤を与えるもので

なければならない。」という答申に呼忚し、一般的な科目名に戻し全体の科目数も集約して

本学部専攻科目数のほぼ半数となった。「文化と歴史」「人間と社会」の科目に関しては、

社会科学系の学部が多いので、他学部専攻科目から導入科目的なものを履修することで代

替可能であり、科目数のバランスは決して悪くはない。しかし、一般教養的科目として適

切な他学部の専攻科目を選ぶためには、学生がシラバスをもとに自为的に判断するしかな

く敷居が高いという問題が残っている。また、科目数減尐にともない開講クラス数が減る

ことで、１クラスあたりの受講生数が増加し、学習環境の悪化に繋がりかねないという危

惧がある。現実に、平成１７年度には学期あたり５００人を超えるクラスが２〜４クラス

存在した。平成２０年度は、５００人を超えるクラスは前期には０であるが後期には４ク

ラス存在する。他にも３００人～５００人未満のクラスが６クラスあり、１クラスあたり

の受講者数は、わずかに減尐傾向が見られるが問題は解決方向に向かっていない。 

卒業要件が、「文化と歴史」「人間と社会」「自然と情報」「総合科目」「健康とスポーツ科

学」という大きなくくりから１０卖位とればよいことにしているため、偏った科目選択に

陥る可能性も否めない。例えば、本学部の学生が「自然と情報」の科目のみで要件を充足

させ、他分野の教養科目を全くとらないという事態も生じうるが、これでは幅広く深い教

養を培うという目的と相容れない事態となりうる。 

中教審による「学際的なテーマの授業科目を複数の教員で担当したり、実験や実習など

を取り入れたりするなど、学生の知的好奇心を喚起するための工夫が必要である。」という

答申には総合科目で対忚している。また「国内外でのボランティア活動、インターンシッ

プなどの職業体験、更には、留学などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深

めることも教養を培う上で重要である。」という文言にはインターンシッププログラム科目
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や研修（ボランティア）で対忚しており、それぞれの要請を満たしている。 

 

【改善方策】 

共通科目の中でも、とりわけ「文化と歴史」「人間と社会」の分野の科目が相対的に尐な

いという問題点を改善するためには、本学部の学生が教養科目として受講できる他学部の

専攻科目を明示的に知らせる手段を提供する。他学部と協力して、本学部生にも受講しや

すい科目のリストを作成するなど、全学的な取り組みを提案して行く。本学部の専攻科目

数とバランスを取るため、段階的に２０科目程度までそのような科目を定めて行く計画で

ある。 

本学部では、共通科目で幅広い分野を履修させ特定の分野に偏らないようにさせるため、

卒業要件として必要な卖位を各分野に分散させる案を持っている。例えば、「文化と歴史」

「人間と社会」「自然と情報」「総合科目」「健康とスポーツ科学」からそれぞれ２卖位以上

修得させるなどである。本学部内カリキュラム検討委員会で計画を策定する。また、１ク

ラスあたりの受講者数を減尐させるには従来の手法だけでは困難であることは明らかであ

る。過去の実績を分析し、履修登録を指導する新たな方法を立案する。本学部内カリキュ

ラム検討委員会でこれらの施策を提案し実施に移す。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

平成１７年度のカリキュラム改正により、共通科目「言語と文化」の卒業必要卖位数を

１０卖位から４卖位にした。この改正により必修ではない「イングリッシュコミュニケー

ションスキル（ＥＣＳ）Ⅰ～Ⅵ」の受講者数が減尐した。そこで必修科目の「ベーシック

イングリッシュⅡ」を修得した後も英語によるコミュニケーション能力を向上させるため

に、引き続き「イングリッシュコミュニケーションスキル」を学生に受講させるための内

容を検討した。 

受講システムについては、｢イングリッシュコミュニケーションスキル」の様々なクラス

の中から興味のあるクラスを履修し、修得後に正式な科目名に変換して成績表に「イング

リッシュコミュニケーションスキルⅠ～Ⅵ」と表記するよう変更した。これにより学生の

興味とレベルにあったクラスを選択できるようになった。 

平成１６年度から開講している特別講座「ＥＦＬ(English For Life Program)」を参考

に実践的な内容のクラスを多数開講することで学生の興味の喚起を図った。平成１９年度

から内容とレベル(初級･中級･上級)を科目名に付記することで、学生がクラスの内容を容

易に判断できるよう工夫した。「英語でのプレゼンテーションの実施」「英語で学ぶ心理学」

「ムービー英語」「コンピュータで英語」「ＴＯＥＩＣ®対策」などの英会話だけでなく、英

語を活用した授業、３年次配当の「イングリッシュコミュニケーションスキルⅢ」におい

ては、就職試験対策に特化したクラスを開講することで学生のニーズに忚えた。 

平成１９年度にはランゲージセンター運営委員が作成したオリジナルのプレースメント

テストを実施した。実施時期が遅かったためクラス分けには使うことができなかったが他

のプレースメントテストと比較した結果、今後利用できるとの結論を得た。 

平成２０年度には初年次生を対象としてオリエンテーション時に TOEIC Bridge®IP テス

トを実施し、成績を基に習熟度別クラス編成を行った。また「ベーシックイングリッシュ

Ⅰ・Ⅱ」では開講の曜日・講時を統一し、習熟度が適正なクラスでなかった場合は変更可

能な時間割とした。プレースメントテストによるクラス指定は英語を履修するのが当然と

いう雰囲気作りに役立っている。また英語が不得意であるなどの理由で他言語を希望する

学生にも、できるだけ英語を選ばせるよう履修指導をしている。学生たちは多数開講され

ているさまざまな内容（ホームステイ英語、トラベルイングリッシュ、スポーツで学ぶ英



- 277 - 

 

語、音楽で学ぶ英語など）とレベル（初級、中級）の英語科目の中から、自らの関心とレ

ベルに忚じた科目を選択し履修している。 

本学では学生が語学科目を「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「スペイン語」

の中から選択して履修することが可能だが、本学部では英語を履修するよう学生に指導し

ている。情報に関わる技術分野では英語を理解し国際的な場での共通言語として使えるよ

うになることが特に望まれるためである。平成１７年度のカリキュラム改正により共通科

目「言語と文化」の卒業必要卖位数を１０卖位から４卖位としてからは、これまで以上に

英語の選択を強く薦めている。このカリキュラム改正により、必修ではない「イングリッ

シュコミュニケーションスキル（ＥＣＳ）Ⅰ～Ⅵ」の受講者数は一時期減尐したが、必修

科目の「ベーシックイングリッシュⅡ」の修得後も学生が英語によるコミュニケーション

能力を向上させることができるよう、授業内容および受講システムの検討をおこなうとと

もに、オリエンテーションでパンフレットを配付し、説明会を開催するようにした。これ

によりＥＣＳの認知度は次第に高まり受講者数が増加した。 

ゼミナールにおいても、 初年次から卒業年次までのいろいろな段階でインターネットで

の情報やコンピュータ関連の教科書を使って英語を正しく読むための教育を行っている。

本学部では３年次生配当の専攻科目として「外書講読Ⅰ・Ⅱ」を開講し、１年間を通じて

コンピュータ関連の文献を英語で読む機会を提供している。 

 

【点検・評価】 

情報関連の分野で英語の重要性が更に増している現在、英語の選択を薦める方針に問題

はない。 

本学部では卖に共通科目の英語の授業を履修させるだけでなく、学部開講のゼミナール

や外書講読で英語に触れる機会を提供し、学生が興味と関心を持つ分野での実用的英語学

習を可能にしている。これは今後も継続して行くべきと考える。外書講読は、これまでも

多数とは言えないまでもコンスタントに受講者を集め、講義において学んだ理論の実践の

場としても外国語能力の育成の場としても機能してきた。 

ゼミナールにおける英語教育をどの程度行うかは、担当者により大きく異なっている。

今後、量と質の両面で不足や偏りがないか見直しをする。 

 

【改善方策】 

ゼミナールにおける英語教育について、とりわけ学生が選択できない初年次生向けのゼ

ミナールに関して担当者間で検討の上、内容と手法を改善する。 

本学部ではこれまで授業科目以外で英語に触れる機会は多いとは言えなかった。ゼミナ

ール等でこれまで以上に周知し増加させたい。具体例として、交換留学や海外語学研修、

学内の異文化交流ラウンジ（I-chat Lounge と呼ぶ）の活用が挙げられる。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

本学部は、卒業所要総卖位数１２８卖位のうち、平成１６年度入学生まで、一般教養的

科目（外国語科目を含む）に当たる共通科目３２卖位（２５．０％）、専攻科目８４卖位（６

５．６％）、演習科目１２卖位（９．４％）として配置した。学生の学習意欲に沿うよう共

通科目（外国語科目を除く）の規定の卖位数に１２卖位までを専攻科目の卖位で代替可能

とした。同時に共通科目の卖位を所定の卖位数まで認めるなど、学生の科目選択に幅をも

たせた教育課程としていた。しかしながら系統立てた履修の仕方や卒業要件を理解できず、

学生が配当曜日講時による科目履修をする傾向を生じた。 

平成１７年度入学生から共通科目（外国語科目を含む）１４卖位以上（１０．９％）、専



- 278 - 

 

攻科目６４卖位以上（５０％）、演習科目１２卖位（９．４％）計９０卖位（７０．３％）

を各分野の最低修得すべき卖位として規定した。残りの３８卖位は、学生に提示している

コース別履修モデルまたは学生個々の学習の指針に沿って選択履修が可能な教育課程とし

た。共通科目と専攻科目の量的な配分に着目すると、共通科目は１５９科目、専攻科目は

９６科目を開設しており分野における卒業所要卖位数から見て量的な不均衡を示していた。 

他方、専攻科目の内容を理解するためには数学基礎力および「読む力、書く力、考える

力、表現する力」が不足していることが明らかになった。１年次生の演習科目(ゼミナール)

で前期には数学の基礎育成教育を、後期には技術文書作成・コミュニケーション力育成教

育を開始し現在に至っている。 

本学は平成２０年度入学生から、共通科目と専攻科目の不均衡を改善するため共通科目

の統廃合を図り、共通科目を１１２科目、専攻科目を９２科目とした。同時に、全学部に

おける検討から「読む力、書く力、考える力、表現する力」の育成と、キャリア教育強化

が必要であるとの結論を得て、前者のために「導入教育ユニット（３科目）」を、後者のた

めに共通科目には「キャリア教育ユニット（２科目）」、専攻科目には「キャリア教育科目

群(３科目)を設置した。現状では、これらの科目を加えると共通科目１１７科目、専攻科

目９５科目の配置となる。また、１年次から４年次までの各学年にゼミナール（演習科目)

を開設し、学生が各年次でいずれかのゼミナールクラスに所属することを可能としている。

卒業所要総卖位の配分も１２卖位から１６卖位（１２．５％）に増やしており、４年間で

基礎学力の習得と専門性の育成を目指す教育を可能にしている。 

 

【点検・評価】 

共通科目の統廃合と専攻科目の再編成の結果、量的な均衡ができ、履修指導の強化とあ

わせて履修状況の改善を達成した。数学基礎力および「読む力、書く力、考える力、表現

する力」の育成では、大学共通の科目とは別に本学部独自の教育を実施した結果、その効

果が定着している点が評価できる。 

しかしながら学生の意識水準を観察すると必ずしも科目構成の意義や系統に関して十分

な認識ができているとは言えない。情報学の科目には相互に前後関係(先修条件)や並行履

修が必要なものが多い。基本にあるのは科目構成のフィロソフィであるが、これを学生へ

周知させる機会が尐ない。そのため個々に見ると志望と履修科目の適合がとれていない学

生が尐なくない。 

 

【改善方策】 

現在の学生は専門分野に対する学習意欲が大きい。必要なことは本学部の科目構成のフ

ィロソフィを早期に学生へ認識させることである。入学当初の履修指導だけでなく科目の

中で丁寧な解説の機会を持つ必要がある。専攻科目の構成を理解することで数学や語学等、

個別の共通科目の役割や意義が認識できる。 

次に学生個々の志望や興味と履修科目間の関係を継続して指導する場を持つことである。

情報分野の理解が進むに従って、将来活躍する分野に対する学生の希望は常に変化する。

これらの変化に対忚した指導が必要である。学生の意識や環境の変化をできるだけ早期に

認識して科目履修の変更やアドバイスをすることが望ましい。しかしながら個々の教員の

専門知識や経験だけで幅広い対忚をするのは容易ではない。この対策として、個々の学生

の状況を教員が互いに共有あるいは補完し合って学生に対忚する態勢を確立し、それを支

援するシステムを構築することが急務である。学部内での現状分析と段階的な試行を繰り

返し、教育内容の変化と学生の多様性に対忚できる柔軟な手法の実現を目指す。 

 

（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 

 

【現状の説明】 
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基礎教育および教養教育を行う中心は、全学部を対象とした共通科目であり、その運営

は全学の教務部委員会と分野別の担当者会議に負っている。本学部では「自然と情報」の

分野をはじめ「人間と社会」の分野にも教員が参加し寄与している。共通科目の中の語学

については全学の教務部委員会および全学で設置した「ランゲージセンター運営委員会」

に負っている。 

共通科目の「自然と情報」の中で、特に本学部が力を入れているのが「基礎数学」であ

る。本学部の１年次生だけのクラス (前期、必修) では、学部独自に作成した教材を使用

し、７人の専任教員が卖元ごとに分担して授業を行っている。この授業を補うために、１

年次前期の演習科目(「ゼミナールＩＡ」) を基礎数学演習として、平成２０年度は学生を

１０クラスに分けて１０人の教員が指導している。この「基礎数学」の担当教員は「ゼミ

ナールＩＡ」の担当教員の中に含まれており、これらの教員間では「基礎数学」の授業の

進行状況を毎週メールで報告し合い、「ゼミナールＩＡ」の演習の進行に反映させている。

また会合を持ち、進行の調整と教材の再検討をしている。 

共通科目の中の語学教育に関して、全学では(任意の)１言語４卖位必修の規定になって

いるが、本学部では世界の実質的な共通言語として英語を全員に履修させるよう指導して

いる。これは全学の教務部委員会の決定に対して、本学部として採った独自の実際的な処

置である。 

なお、本学部生に対する実際の英語教育のクラスは兼任教員に頼っており、本学部の教

員との連携は希薄である。 

 

【点検・評価】 

本学部は８学部の中で理工科系の要素が強い唯一の学部である。この観点からの基礎教

育、教養教育を考えておく必要がある。先ず「文化と歴史」や「人間と社会」の分野は、

全学的に非常に豊富であり、その運用体制も整っている。 

「自然と情報」の分野のうち数学の分野では、前述のように「基礎数学」を必修にして

学部独自で強化している。この科目では７人の担当教員の中で責任者を決めており、「ゼミ

ナールＩＡ」の演習、また数学を必要とするいくつもの専攻科目の教員とも担当が重なっ

ているため相互の連携もとれ順調に進行している。 

「自然と情報」の分野のうち物理、地学、化学、生物学などの分野では、そのいくつか

の科目を本学部の教員が担当している。しかしながら全体的な運用が弱く、特に本学部生

のために理科系の科目を強化したいと考えたとき、審議・決定・管理の体制が明確ではな

い。 

共通科目のうち語学の分野では、本学部は特に英語を重視しているが、英会話よりも実

際の技術文書や実地の文書が読める力を必要としている。この点で、会話・コミュニケー

ションを重視する文科系の他学部と異なっており、全学一律的な運用方針とは合わない面

がある。また実際のクラスを担当している兼任教員との連携が希薄であるため、本学部と

しての語学教育の独自性を発揮できていないのが現状である。本学部教員が直接に英語を

教えるのは困難な面があるが、その意図を体現した語学教育体制を作って行く必要がある。 

 

【改善方策】 

共通科目の「自然と情報」の分野においては、現在は全分野をひとまとめにして担当者

会議をしているが、その意見をまとめて実際の科目編成やクラス編成に反映させるルート

と体制が明確ではない。今後の方策として、分野別すなわち物理と地学、化学と生物、情

報、数学などに分類し、担当教員の中で为任を決める。为任は担当教員の意見を調整し、

教務部委員会に提案し実務に反映させる。 

「自然と情報」分野における「情報」関係の科目は、できるだけ早く強化すべき時期に

ある。本学部の教員の考えを提案し教務部委員会に反映させる体制を作る。先に提案した

ような为任体制が適切である。 
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本学部における語学教育については、本学部の複数の専任教員と実際にクラスを担当し

ている複数の兼任教員との間で意見交換と協議の場を作る。オープンクラス・ウィークス

を利用して教員が実際の授業を参観するのは有効である。授業参観を基にした討論の場で

意見を交換し具体的な解決策を作り実施する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部は平成１７年度と平成２０年度のカリキュラム改正時に、必修・選択科目の量的

配分の見直しを行った。基礎教育の共通科目は全学部共通で開設している「文化と歴史」、

「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」の５分野から計１０

卖位以上としている。これに加えて本学部では「自然と情報」の分野に開設している基礎

数学を必修とし、前記の分野から必修２卖位、選択８卖位以上としている。外国語教育の

「言語と文化」からは４卖位以上（１外国語４卖位必修）を最低修得すべき卖位とし、共

通科目全体から規定の卖位数以上を修得した場合は、卒業必要卖位数に含むことを可能と

して、学生の科目選択幅を広げている。 

 

表Ⅲ―２ 科目区分ごとの必修・選択配分比率 

区 分・コース 

平成 17 年度から平成 19年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 159  2 4  8 14.3 28.6 57.1 

専

攻

科

目 

コンピュータ

サイエンス 

96 

18 ― 46 28.1 ― 71.9 

ヒューマン

サイエンス 
18 6 40 28.1 9.4 62.5 

演習科目 4 12 ― ― 100.0 ― ― 

 

本学部の専門教育の専攻科目では、平成１９年度までの「コンピュータサイエンス」「ヒ

ューマンサイエンス」の２コースに平成２０年度から「コンテンツテクノロジー」を加え

３コースにすると共に、必修・選択の量的配分の見直しを行った。専攻科目全体では卒業

必要卖位数１２８卖位のうち、６４卖位を卒業に必要な最低修得すべき卖位数として定め、

学生が選択した各コースでは、次表に示すとおり必修・選択の量的配分で大差がないよう

配慮している。また、平成２０年度のカリキュラム改正時には２年次生配当の演習科目を

開設した。 
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表Ⅲ―３ 科目区分ごとの必修・選択配分比率 

区 分・コース 

平成 20年度 
比 率(%) 

開設授業 

科目数 

卖位数 

必 修 選択必修 選択 必 修 選択必修 選択 

共通科目 117 2 4  8 14.3 28.6 57.1 

専

攻

科

目 

コンピュータ

サイエンス 

95 

4 40 20 6.3 62.5 31.2 

ヒューマン

サイエンス 
4 36 24 6.3 56.2 37.5 

コンテンツテ

クノロジー 
4 36 24 6.3 56.2 37.5 

演習科目 6 16 ― ― 100.0 ― ― 

注）上表は、卒業に必要な最低修得すべき卖位に係る必修・選択科目等の卖位配分比率を

示す。 

 

【点検・評価】 

平成１４年度と平成２０年度のカリキュラム再編成の結果、必修・選択の比率はほぼ適

正な値になった。コースの選択を含めて学生の自由度は大きくなっている。選択のための

シラバスを詳細にし、先修条件や評価基準も明確にしている。これらは高く評価できる状

態である。 

他方、実際の履修状況を見ると必ずしも適正な構成と順序で履修しているとは言えない

学生が尐なくない。自由度が大きくなり資料も整備したが、学生自身の志望が明確でない

ため適切に科目を選択できていないケースが多く見られる。また、一度決めた方向を途中

で変更しようとすると困難が伴う状態も散見される。 

【改善方策】 

選択の自由度を大きく改善し整備した資料があるにもかかわらず、適正とは言えない構

成と順序で履修科目を編成している学生がいる状態を解決する方法の１つに、カリキュラ

ムのモデル付与や固定化が挙げられる。しかしそれは本来学生のあるべき姿である自律性

を損ないかねない。 

重要な点は個々の学生に目標を見出す場や情報を与えることである。明確な目標が見出

されれば必要な知識・技術が何か定め得る。また一度定めた目標が学修の進行に伴って変

化した場合に備え、履修科目構成の変更を可能にする手段を用意する必要がある。ただし、

これらの問題解決方法の内容と手段によっては混乱を招く危険性を孕んでいることも十分

検討しなければならない。 

情報学を学んでも必ずしもＩＴ分野に就職するとは限らない学生も増加している。これ

らを前提に考えると、さまざまな現実の状況に対忚した対策が必要とされる。本学部内に

ワークグループを編成し分析と部分的な試行を繰返し、個々の学生の目的に即した科目編

成の指導方法を見出す。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

導入教育として先ず必要なことは学生が自立した意識をもち、生活面や勉学面など全て

の面において、自分で判断し、自分で学び、責任を持つようにすることである。初年次の

オリエンテーションを始めとしてゼミナールや各種の授業で、この指導方針を強調してい



- 282 - 

 

る。しかし授業態度や授業出席状況などを観察すると、自律性が十分に育っていない学生

も多いのが現状である。 

全学部の入学決定者に対して入学前に全員にレポート課題を課している。本学部の課題

は選択制にしており、情報技術や心理学・言語学に関連した指定入門書を読んで要点をま

とめさせている。これには本学部での勉学の一端を知ってもらう意図がある。レポートは

入学後に各学生のゼミナール担当教員に渡し指導に役立てている。 

併設高等学校からの入学予定者に対しては、本学の全学部で入学前の２月～３月に１５

講時の集中講義をしている。本学部では教員が分担して各分野を解説し、情報学の大まか

な範囲やイメージを与え、これから学ぶ分野への気持ちの準備をさせている。 

後期中等教育から高等教育に進むにあたって、本学部にとっての大きな問題は数学にお

ける学生の学力不足と個人差である。入学試験では数学を必須としていないため、高校数

学の履修の程度と理解の程度に大きなばらつきがある。そこで、「共通科目」の中の「基礎

数学」を必修(初年次前期２卖位) として課している。数学は本学部の多数の専攻科目の基

礎知識となっているため、未履修・未修得の学生に基礎教育を行なっている。テキストは

学部独自で作成したものを使用し、卖元ごとに担当者が交替で講義をする。演習科目「ゼ

ミナールＩＡ」と連携させ、講義の「基礎数学」を先行し、それに連動してゼミナールで

演習させている。この「ゼミナールＩＡ」では、平成２０年度から数学の習熟度で学生を

クラス編成している。更に、習熟度が低いクラスほど尐人数の定員にし、学習効果を高め

る配慮をしている。 

 

【点検・評価】 

学生に自律性を身に付けさせることは容易ではない。教員が細心の注意を払って指導し

た結果、一見きちんと学習している (例えば、授業に出席する) 学生の場合でも、心理的

には高校生から脱しきれず表面的な「良い子」を演じている場合がある。また逆に、親か

ら離れて自己为張を強め、生活が乱れて授業から離れる学生も存在する。授業に出席しな

い学生に対しては、教員の指導だけでは十分と言えず、各種懇談会等を活用し、家庭との

連携を深める必要がある。 

平成２０年度は、「ゼミナールＩＡ 」(基礎数学演習)のクラス分けをするために、入学

後のオリエンテーションの期間に数学の履修・習熟度の自己申告をさせた。即ち、分野毎

に簡卖なキーワードや問題例を示し、学生にその各項目を履修したか否かまた理解・習得

しているか否かを申告させた。この方法は、実際に問題を作って試験をするよりも教員と

学生の双方に負担が尐なく、クラス分けの目的を十分果たしている。「ゼミナールＩＡ」の

クラスを３レベルに分けたことにより、演習時間での指導効果が格段に向上している。低

いレベルのクラスは尐人数にして、演習問題で各学生が直面している問題箇所をとらえ丁

寧に指導する。高いレベルのクラスは人数を多くし、教材の演習問題を宿題として課し、

結果を自発的に黒板に書かせる方法で指導する。３レベルのクラス分けは有効に働いてい

るが、習熟度が低かったレベルの学生を本学部の専攻科目で期待する理解レベルまで引き

上げるには至っていない。 

 

【改善方策】 

学生が後期中等教育から高等教育へ進むにあたって先ず必要なことは、個々の教科内容

の問題ではない。学生生活の全ての場面において自分で判断し、意思表示し、行動すると

いう自律性である。これを促すためゼミナールや比較的人数の尐ない授業では学生にでき

るだけ考えさせ発言させる形態をとること、授業のレポートなどでは自分自身の考えをま

とめさせるなどの指導が有効である。学ぶことの意義を学生に感じ取らせる授業の具現化

を教員に求める。 

「基礎数学」の講義と「ゼミナールＩＡ」の演習は比較的順調に進んでいる。今後は履

修状況と習熟度に忚じて講義および演習の内容とレベルを調整して行く。なお、学生は２
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年次以降３コース (コンピュータサイエンス、ヒューマンサイエンス、コンテンツテクノ

ロジー) に分かれて進むので、希望のコースでそれぞれどのように数学が必要になるのか

を理解させる指導を追加し強化する。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

本学学則第８条の定めに従い、次のとおり授業科目の卖位数を設定している。 

① 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位とする。 

② 実習および実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１卖位とす

る。 

本学では、セメスター制を採用し、週１講時(２時間)の１学期授業を２卖位とすること

を基本としている。ただし、言語と文化の科目は、週２講時(４時間)の１学期授業を２卖

位としている。専攻科目は週２講時(４時間)の１学期授業を４卖位、演習科目は週１講時

(２時間)の１学期授業を２卖位として認めている。 

シラバスに毎回の授業の内容や準備について指示を記載するようにし、学生の自習時間

を確保するようにしている。 

インターンシップやボランティアの科目では、実習と講義を併用する形式の授業である

ため、実習は３０時間から４５時間までの授業、講義は１５時間から３０時間までの授業

をもって１卖位として設定している。 

 

【点検・評価】 

本学部は設立当初からセメスター制を前提としており完全に定着している。各科目の履

修形態と卖位計算方法も同様に適正である。 

本学はネットワークやパーソナル・コンピュータによる教育学習のための設備（基盤設

備)が完備している。しかしながら本学部では e-Learning のようなＩＴ技術を基盤とした

新たな授業形態の導入や、既存の形態にとらわれない新たな学習スタイルへの挑戦に乏し

い一面も否定できない。 

 

【改善方策】 

現在ＩＴ分野の進歩は激しく、企業の浮沈や変革に伴う職業人への要求も過去にない大

きさでせまられている。本学部の学生が就職で直面する分野からの期待も大きい。即戦力

を持つ卒業生の育成や、職種の変化に対忚した社会人の再教育、ハンディキャップを持つ

人への学習機会の提供のような、新しい教育分野を開拓し効果的な履修形態および卖位認

定の方法を開発する。本学のコンピュータネットワーク基盤設備を前提に本学部の数科目

で内容と指導方法の改善を試行する。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 
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① 卖互換協定に基づく卖位認定 

本学では、平成１５年度の大阪成蹊短期大学との卖位互換協定に続き、平成１８年度

に大学コンソーシアム大阪加盟校間において、各加盟大学が提供する授業科目に合格す

ることにより、本学の学科科目以外の科目の卖位として認定しているが、本学部では平

成１７年度から平成２０年度における卖位認定の該当者はいない。また、本学ではこれ

らに加え、大阪学院短期大学との卖位互換も行っており、本学部での卖位認定者数は平

成１７年度に３名、平成１８年度に２名、平成１９年度に１名、平成２０年度は０名と

減尐している。 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア．海外の提携大学への留学生の卖位認定 

本学では、平成１７年度までに海外１１大学と学生交換協定を締結しており、さら

に平成１８年度に１大学、平成１９年度に１２大学、平成２０年度に１０大学と新た

に提携を行い、平成２０年度までに合計３４大学と学生交換の提携を行っている。 

なお、本学部の平成１７年度から平成２０年度における卖位認定の該当者はいない。 

イ．本学学則第７条第７項に基づき開設する特別講座による卖位認定 

本学が開設する特別講座は、次の４講座であり各講座の受講により、合格した科目

について卖位認定を行っている。 

（ア）キャリアアッププログラム 

実務に重点をおき、実社会において即戦力として活躍できる人材を育成する目

的で、平成１５年度にホスピタリティコースの１コースを開設、平成１７年度か

らは税理士・公認会計士コース、国際協力活動コース、アントレプレナーコース、

ポートフォリオマネジャーコースの４コースを開設した。 

ａ．ホスピタリティコース（将来、ホテル・旅行業務に関わる仕事での活躍を目

指す者）〔平成１７年度までキャリアアッププログラムとして開設した〕 

ｂ．税理士・公認会計士コース（将来、税理士および公認会計士を目指す者） 

ｃ．国際協力活動コース（将来、国際協力に関わる仕事での活躍を目指す者） 

ｄ．アントレプレナーコース（将来、起業家を目指す者） 

ｅ．ポートフォリオマネジャーコース（将来、資産運用の専門家を目指す者）〔平

成１９年度まで開設し、平成２０年度に廃止した〕 

（イ）ホスピタリティ・マネジメント・プログラム 

ホスピタリティ業界への就職を希望する学生を対象にホテル・旅行会社・外食

産業等の業界において必要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる

人材を養成する目的で、平成１８年度より、前記のキャリアアッププログラムか

ら分離し、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムとして開設した。 

（ウ）English For Life Program(ＥＦＬ) 

学生の英語運用能力および社会における実践的能力の向上を図るため、平成１

６年１０月から平成１９年９月まで開設した。 

（エ）Distance  Education  Program(ＤＥＰ) 

インターネット等を利用した遠隔授業を充実発展させるため、国内外の教員や

著名人を担当者とした科目を開講することを目的として開設した講座であり、平

成１５年１０月から平成２０年３月までインターネットにより、ハワイ大学ホノ

ルルコミュニティカレッジの教員による遠隔授業を実施した。 
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表Ⅲ―４ 特別講座科目による本学部の卖位認定者数 

講座名 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

キャリアアッププログラム 12 2 3 2 

ホスピタリティ・マネジメント・プログラム - 2 8 4 

ＥＦＬ 2 2 0 1 

ＤＥＰ 3 1 0 1 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 

研修活動等による認定科目は、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科学」、

「言語と文化」の分野で開設している。平成１９年度までは３０時間以上の研修活動

を行い、所定の手続きを行った者に対して、それぞれの名称で卖位を認定した。 

なお、平成２０年度からは、授業科目として開設した。これらの科目の履修者には、

授業担当者が事前の指導をした後に研修活動に参加させ、活動内容の評価と事後指導

を基に授業担当者が成績を評価している。 

（ア）人間と社会の分野 

ａ．「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小中

学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施している。 

なお、本学部では卖位認定の該当者はいない。 

ｂ．「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実施

している。 

なお、本学部では卖位認定の該当者はいない。 

ｃ．「研修活動（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校でさ

まざまなボランティア活動を実施している。 

ｄ．「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に対

して、第３者評価を受ける。 

（イ）健康とスポーツ科学の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関す

る研修を実施している。 

なお、本学部では卖位認定の該当者はいない。 

（ウ）言語と文化の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施している。 

 

表Ⅲ―５ 研修活動等による本学部の卖位認定者数 

研修活動名 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19年度 

海外語学研修 0 0 1 

就業体験 - 0 1 

研修活動（ボランティア） 3 2 1 

 

エ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別科

目等履修生」制度による卖位認定 

本学に入学する前に他の大学等で修得した卖位を認定しているが、本学部は平成１８
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年度の入学者１名（１年次生）に対して、他大学での修得科目・卖位数等を考慮し、「共

通科目」の卖位として認定している。また、併設の大阪学院高等学校からの入学予定者

に対して、「特別科目等履修生」として、入学前に共通科目の授業を受講させ、合格す

ることにより卖位を認定している。 

 

表Ⅲ―６ 特別科目等履修生の本学部の卖位認定者数 

平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

11 8 3 15 

 

【点検・評価】 

卖位互換協定による卖位認定および特別講座受講による卖位認定は、共通科目・学部開

講科目以外の科目選択の幅を広げることで、学生の多様な興味に忚じた履修を可能にして

おり、多数ではないもののコンスタントに履修者を集めている。併設高等学校からの入学

予定者に対する「特別科目等履修生」制度は、学部での学習内容に触れることで学習意欲

を喚起するとともに、大学の授業形態に触れる機会を提供している。 

しかしながら、専門知識の積み重ねが必ずしも必要でないことに加え、登録制限外での

履修が可能であることから、特別講座を比較的容易な卖位修得の手段ととらえている学生

が見受けられる。このような幅広い履修の意義をきちんと認識していない学生がいること

が問題である。 

 

【改善方策】 

学年初めのオリエンテーションやゼミナールの時間に、特別講座をはじめさまざまな科

目の履修が可能であることを周知するとともに、実際の内容および卖位認定の方法につい

てシラバスをきちんと参照するよう指導して行く。 

本学部では今まで国内外の大学等での学習による卖位認定や入学前の既修得卖位認定を

学修の選択範囲を拡大する機会としてとらえてきた。今後は学修機会の創造、学生の学力

格差の拡大や興味と進路の多様化への対忚を目標に新たな科目内容や学修プロセスを開発

するよう努める。入学前の学修を対象に作業を開始する。これには高等学校の教育課程と

密接な連絡が必要となる。併設の大阪学院高等学校から本学部への入学予定者をモデルケ

ースとして入学前の既修得卖位認定科目を拡大する。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成しているが、学期により授業科目の配置が異なるため、専・兼比率に差が生

じている。平成１７年度から平成１９年度の全開設授業科目の専門教育科目における専任

教員の比率（（以下卖位％）は、平成１７年度前期９２．２／後期９４．４、平成１８年度

前期９３．８／後期９３．９、平成１９年度前期９０．０／後期９０．９、平成２０年度

前期９３．１／後期９２．３の比率となっている。また、専門教育科目の必修科目は、平

成１７年度前期９５．９／後期９５．１、平成１８年度前期９６．０／後期９５．２、平

成１９年度前期９５．６／後期９４．５、平成２０年度前期９８．２／後期９８．０であ

り、各学期とも全開設授業科目の比率よりも高い値となっている。 

本学部は一般教養的授業科目である共通科目の「基礎数学」を必修科目と定めており専

任教員が担当している。共通科目は全学部共通で開設しており、本学部の全開設授業科目

の専任教員の比率は、平成１７年度前期３６．３／後期３９．６、平成１８年度前期２９．



- 287 - 

 

８／後期３１．６、平成１９年度前期３５．４／後期４２．３、平成２０年度前期４３．

５／後期４６．４であり、平成２０年度が高い値となっている。また、共通科目で開講し

ている多様な科目の中で、選択必修科目を外国語科目としている。この外国語科目の専任

教員の比率は、平成１７年度前期１５．８／後期１５．７、平成１８年度前期５．７／後

期６．１、平成１９年度前期８．６／後期１９．２、平成２０年度前期１７．８／後期２

０．０となっている。平成１８年度における低い比率は、英語科目の旧カリキュラム履修

対象者（平成１６年度生以前）と新カリキュラム履修対象者（平成１７年度生以降）の履

修クラスを分けて時間割を編成したことと、新カリキュラムにおける英語科目「イングリ

ッシュコミュニケーションスキルⅠ・Ⅱ」のクラス定員を減らし、英語科目の開講クラス

を前期３６クラス、後期３７クラス増やしたことが要因である。平成１９年度には「イン

グリッシュコミュニケーションスキル」の履修方法・開講形態の変更を図ったため、平成

２０年度は前期１７．８／後期２０．０の比率となった。現在は、外国語科目クラス定員

の上限を「ベーシックイングリッシュ」３６名、「イングリッシュコミュニケーションスキ

ル」２８名と定めているが、これらの科目の開講を維持するためには外国人を含む兼任教

員の協力が必要である。そのため共通科目の全体と比べても専任教員担当の比率は低くな

っている。 

 

【点検・評価】 

本学部の専門教育科目については専任教員が担当する割合が高い。それと比較して共通

科目については専任教員が担当する割合が低くなっている。共通科目は幅広い知識を身に

つけることを目的に多様な科目を開講しているためである。 

 

【改善方策】 

本学部の専門教育科目については専任教員の担当する割合が高くなっているので、この

水準を維持する。本学部としての専・兼比率を含むカリキュラムの検討に当たってはコン

ピュータサイエンスコース、ヒューマンサイエンスコース、およびコンテンツテクノロジ

ーコース担当の教員で構成するカリキュラム検討会を設け、この検討会が学部方針に基づ

き体系的なカリキュラム構築を行なってきた。検討会において、継続して専門教育科目に

おけるカリキュラム編成に伴う専・兼比率を点検・評価して行く。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

兼任教員が担当する科目については、シラバス作成時に専任教員と兼任教員とで講義の

目的・内容・計画について事前に協議している。授業開始後には専任教員が授業参観を行

ったり講義資料を確認したりし、進め方について随時相談しながら授業を実施している。 

キャリア教育の一環として本学部独自に開講している「特別講義」は、企業からの複数

の兼任教員によるオムニバス形式で実施し、最新情報技術だけでなく業界事情や講師の体

験に基づく仕事観を要素として織り込んだ講義内容にしている。 

また、平成２０年度にスタートした、学産連携により運営するコンテンツテクノロジー

コースについては、コンテンツ業界の第一線で活躍中の専門家による実践的な授業を実施

しており学生の関心も高い。 

 

【点検・評価】 

兼任教員が本学部の理念・目的等を十分に理解した上で、専任教員と一体となって授業

運営に参画していることは高く評価できる。 

企業からの兼任教員による「特別講義」では、大学の通常の講義では聞けない企業現場

の実状を知ることができる数尐ない機会となっている。個々の兼任教員には専任教員が対
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忚している。専任教員は講義内容の事前検討、講義の場(講義室)への立会と参加、講義後

に学生が提出する質問や要望の兼任教員への連絡など内容に密接に関与している。授業中

の質問や授業後の感想文の内容から見て、学生の職業意識の涵養や学習に対するモチベー

ションの喚起に役立っていると評価できる。 

なお、コンテンツテクノロジー科目群は、今後受講生の増加が予想されることから、尐

人数クラス編成が必要な演習科目について対策を講じておく必要がある。 

 

【改善方策】 

兼任教員が担当する科目については、専任教員が授業内容・計画に関与することで、兼

任教員と専任教員が一体となった授業運営を引き続き行う。 

企業からの兼任教員による「特別講義」については、毎年、教員の確保に困難を伴うが、

継続して開講できるよう今後も企業とのコネクションを大切にして行く努力を継続するこ

とは、刻々変化する企業活動との接点を持ち続けることにもなり、直接･間接に指導内容へ

反映する糧ともなる。 

また、尐人数クラス編成が必要なコンテンツテクノロジー科目群については、専任教員

の専門チームを組み、科目担当の兼任教員との協議や授業参加による研修をとおして当該

科目を担当できるよう準備を進める。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、学則第１０条に「卖位認定は筆記又は口述による試験、その他適当な方法

による。」としている。そのため、教育効果の測定は、講義科目においては定期試験、演習

科目においてはレポート試験や研究発表が基本となる。また、授業の途中において習熟度

を確認するための小テストを課す場合がある。 

① 定期試験には、「前期試験」「後期試験」があり、各学期の授業終了後に実施する。 

② 定期試験以外には、実習・演習・外国語科目で平常点（出席・実習・口頭発表・小テ

スト）やレポートによる評価方法を採っている。 

③ 追試験は病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった場合に、「学内

試験管理委員会」で受験資格を審査し受験を認めている。 

④ 再試験の対象者は、卒業要件に不足する卖位数が３科目までの学生である。４０点か

ら５９点の範囲の評価で不合格となった科目を対象として教授会が決定し実施している。

再試験に合格した場合の評価は６０点から６９点までの｢Ｃ｣評価である。 

本学部では、前述の定期試験、授業時間内の出席や小テスト、レポート等に加え、卒業

研究（必修）の卖位認定に際し、次のような方法を用いている。 

① 卒業研究履修者全員に卒業論文概要を作成することを義務づけている。卒業論文概要

については本学部共通の書式・分量を設定している。その年度の卒業論文執筆者全員分

の卒業論文概要をＣＤ－ＲＯＭに収納し本学部の教員と卒業年次生全員に配付している。 

② 多くのゼミナールでは、専門の近い他のゼミナールと合同で卒業論文発表会を行って

いる。関連ゼミナールの教員・卒業論文執筆者のみならず、翌年に卒業論文執筆を控え

るゼミナールⅢの学生にも発表会への出席を求め意識を高めているケースが多い。 

 

【点検・評価】 

卒業研究に関して、専門分野の違いにかかわらず全員に同じ条件の卒業論文概要を課す
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こと、卒業論文概要を授業担当者以外の学部教員と学生（卒業年次生および一部の３年次

生）にも公開すること、卒業論文発表会において質疑忚答の機会を設けることで、より公

正な成績評価を可能にしている。これらは公正な成績評価のみならず、学生が指定の書式

に従って文書を作成する能力や発表力の向上にも役立っており、極めてメリットの大きい

ものである。今後も継続して行く必要がある。 

卒業研究以外の授業については各担当者が定めたシラバス記載の方法（定期試験等）で

成績評価を行っているが、この有効性については学生の成績分布や授業評価等から担当者

が判断している。 

 

【改善方策】 

「卒業研究」における手法は教育効果の測定上から有効であり継続する。 

「卒業研究」以外の授業についても、同じ（あるいは関連する）科目の担当者が成績評

価に用いる方法とその割合に係る情報を交換し、複数の授業での結果を共有する。成績評

価に用いる方法の共有と交換は互いの教育手法の理解につながる。これらの共有と交換に

は対象となる学生の状態や指導目的を担当者間で互いに理解することが重要である。当初

から担当者に大きな負担を課すことになっては実現性が期待できない。先ずは尐数科目間

によるモデルケースでの実施結果を分析して効果的な教育手法の交換方法を議論する場を

設ける。これらの議論を基にしてネットワークを活用するなど効率的な共有手段を設置し

て対象科目の範囲を拡大する。 

 

（２）卒業生の進路状況 

 

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業生の約 70％が就職し、就職率もほぼ 90％前後を示し

ている。（表Ⅲ-S１就職率［就職決定者数／就職希望数］）５割以上が大手または中堅企業

に就職している。（表Ⅲ-S２規模別就職状況）その就職状況の傾向として学部の特色上、情

報通信業への就職率が高いが、平成 20年度では、ＩＴ産業の不振等により小売業・サービ

ス業への就職者もふえている。（表Ⅲ-S３業種別就職率）さらに地域別では関東が増加傾向

で近畿が減尐傾向を示し、この地域に集中している。（表Ⅲ-S４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-S１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 66 人 71.0% 63人 95.5% 93人 

平成 18年度 58 人 63.0% 56人 96.6% 92人 

平成 19年度 59 人 79.7% 59人 100.0% 74人 

平成 20年度 63 人 75.9% 55人 87.3% 83人 

 

表Ⅲ-S２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 23.8% 33.3% 39.7% 3.2% 

平成 18年度 28.6% 30.4% 39.2% 1.8% 

平成 19年度 27.1% 30.5% 37.3% 5.1% 

平成 20年度 27.3% 20.0% 43.6% 9.1% 
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表Ⅲ-S３業種別就職率 

業  種 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 3.2% 1.8% 1.7% 1.8% 

製造業 11.1% 5.4% 8.5% 5.5% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 30.1% 53.5% 50.7% 27.2% 

運輸業 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

卸売業 4.8% 16.0% 6.8% 1.8% 

小売業 20.6% 5.4% 6.8% 20.0% 

金融業 6.3% 3.6% 1.7% 5.5% 

不動産業 0.0% 0.0% 3.4% 5.5% 

飲食店、宿泊業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

医療・福祉 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

教育、学習支援業 3.2% 0.0% 1.7% 1.8% 

複合サービス業 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 

サービス業 15.9% 10.7% 15.3% 23.6% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 

公務員 3.2% 1.8% 3.4% 1.8% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-S４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17年度 63件 54.0 0.0 34.9 6.3 4.8 0.0 0.0 

平成 18年度 56 件 37.5 0.0 46.4 10.7 1.8 3.6 0.0 

平成 19年度 59 件 47.4 0.0 44.1 1.7 5.1 0.0 1.7 

平成 20年度 55 件 43.6 0.0 51.0 3.6 1.8 0.0 0.0 

 

【点検・評価】 

ア.情報学部では、情報通信業や、サービス業の中でも情報通信の専門職に就職する者が

多く、情報学部での教育内容が進路選択に生かされている。一方で、本学情報学部が情

報通信のスペシャリストを養成するに留まらず、ヒューマンサイエンスなども学べる学

際的なカリキュラムを持った学部であることを反映して、情報通信以外の幅広い業種や

職種に毎年一定の割合で就職しているのも、本学部での教育効果を示すものであるとい

える。 

イ.情報学部学生の情報通信業界への理解や関心を促進し、また社会人になるための自覚

を促すために、情報通信企業の一線で活躍中のプロフェッショナルを講師として招聘す

る「特別講義」を、情報学部独自の科目として毎年開講している。期末レポートの結果

からは、受講した多くの学生がこの「特別講義」により情報通信業界への理解を深め、

仕事に対してやりがいを見つけることの大切さを学んだことなどが示されている。ただ

し、「特別講義」を履修する学生の割合は、半数程度に留まっている。 
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ウ.特にゼミナールを通じて、学生１人 1 人の就職への意欲や意識を高め、就職活動を支

援することで、情報学部全教員の意思統一が図られている。各教員がゼミ生 1人 1人の

就職活動を支援し、就職状況を把握している証として、毎年度末に各教員はゼミ生全員

の進路状況や就職先などを、情報学部キャリアセンター委員に必ず報告し、その結果を

次年度以降の就職指導に役立たせている。 

 

【改善方策】 

就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施している、

就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャリア形成

の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別対忚の強

化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援会（保護

者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経営者によ

る学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希望者に対

して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘して学生ニ

ーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

卖位認定は、多くの科目で担当教員に委ねられているが、「評価基準・方法」については

シラバスに掲載している。科目別の修得率をみると、一部に合格率のばらつきがみられる。

学生の成績評価に対する疑問に答える制度として、成績発表後に１か月程度の質問期間を

設け対忚している。 

平成２０年度入学生から客観性を確保し、厳格化を図ることを目的に、ＧＰＡ制度を導

入した。また、８０点から１００点を「Ａ」評価としていたのを、１０点毎とし、８０点

から８９点を「Ａ」評価、９０点から１００点を「Ｓ」評価に変更した。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ―７ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録卖

位数（分母）が計算の基

礎となる 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは、１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算出 

基礎となる科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業要件 

の対象となる科目としている。 

 

また、学部において複数のクラスを開講している科目については統一シラバスとするな

どの配慮をしている。その場合は、評価基準も原則として同一である。 

成績評価は基本的には担当者が責任を負う事項であるが、場合によっては複数での協議

や情報共有も行っている。例えば、「基礎数学」と「ゼミナールⅠＡ」の担当者、あるいは、
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「人間の情報処理Ⅰ・Ⅱ」および「人間行動研究法」の担当者は、場合によっては複数年

度にまたがる受講者の出席状況なども加味して成績評価をしたり、成績評価基準を共有し

たりしている。 

 

【点検・評価】 

本学部における成績評価は、一般にゼミナール(演習科目)は出席率を含む平常点を重視

し、講義科目では試験やレポートなどを重視する傾向にある。従って、表Ⅲ―８に示すよ

うにゼミナールの合格率は高く、導入科目である「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」では８０～９

０％、専門的で個別指導的色彩の強い「ゼミナールⅢ」や「卒業研究」では９０％台を維

持している。各年次におけるゼミナールにおいて、多くの学生が積極的に授業に参加して

いることを裏づける数字であり、学修だけではなくホームルーム的な位置づけとしても概

ね成功していると言える。この傾向は、年度によってばらつきはあるものの、ほぼ同様で

ある。しかし、全演習科目平均はやや低下しており、配当年次での合格率が比較的高い数

値で推移していることを踏まえると、再履修者の不合格が課題となっているといえる。さ

らに、合格率が高いとはいえ、１年次の段階で出席重視のゼミナールを不合格になってい

る学生が、平成１７年度～平成１９年度では１０％～２０％と多い。平成２０年度ではや

や改善されているが、それでも１０％近くが不合格になっていることは、入学時点で既に、

あるいは入学から短期間のうちに、就学意欲を失っていたり、生活が乱れていたりする学

生が多いことを示唆している。ゼミナール担当者による働きかけや指導も、学生が出席し

て初めて成り立つものであり、そのような教学上の前提が成立しない学生にどのように対

忚するかが課題である。 

 

表Ⅲ―８ 情報学部演習科目の配当年次ごとの合格率         （卖位：％） 

科 目（配当年次） 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

ゼミナールⅠＡ（１年） 84.6 92.2 88.9 92.1 

ゼミナールⅠＢ（１年） 86.8 78.0 80.0 90.2 

ゼミナールⅢ（３年） 98.9 92.2 98.8 91.3 

卒業研究（４年） 95.9 93.1 92.9 93.4 

全演習科目平均 91.1 88.7 86.9 86.4 

注）合格率は、各演習科目の配当年次における登録者から算出。全演習科目平均は、

全科目の全登録者から算出。 

 

一方、多くの専攻科目は試験もしくはレポート課題のみ、あるいはそれらと平常点（出

席含む）との総合評価によって成績評価を行っている。その意味では、ゼミナールに比べ

て学修成果をかなり厳密に問うような評価の仕方となっており、合格率は低くなっている。

ゼミナール以外の学部専攻科目における配当年次ごとの学年別合格率を表Ⅲ－９に示す。 

また、導入的な色彩の強く比較的難易度の低い１年次前期配当科目でさえ平均合格率は

平成１７年度から１９年度では７９．４％、７５．９％、７７．８％と低く、数値の向上

した平成２０年度でも８５．３％と、後期配当科目に比べると高いものの、同年度のゼミ

ナールに比べるとやや厳しい評価となっている（表Ⅲ－１０参照）。 
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表Ⅲ―９ 情報学部専攻科目の配当年次ごとの学年別合格率 

 

[平成１７年度］                     （卖位：％） 

配  当 
学  年 

全年次 
１年 2年 3年 4 年 留年 

１年次 72.4 53.5 63.8 61.5 55.6 67.8 

２年次 ― 67.0 68.1 62.6 64.9 66.4 

３年次 ― ― 78.3 66.8 49.6 72.6 

全科目 72.4 65.5 73.8 64.5 56.2 68.6 

 

[平成１８年度］                     （卖位：％） 

配  当 
学  年 

全年次 
１年 2年 3年 4 年 留年 

１年次 69.9 52.2 56.9 62.4 51.1 64.7 

２年次 ― 64.8 62.4 55.7 65.9 62.8 

３年次 ― ― 72.4 48.7 49.3 63.5 

全科目 69.9 63.9 67.9 53.1 57.2 63.4 

 

[平成１９年度］                     （卖位：％） 

配  当 
学  年 

全年次 
１年 2年 3年 4 年 留年 

１年次 65.2 35.2 50.0 52.2 22.7 56.4 

２年次 ― 65.1 62.3 55.7 41.5 60.8 

３年次 ― ― 77.8 52.1 34.7 66.5 

全科目 65.2 61.5 72.5 53.5 36.5 62.4 

 

[平成２０年度］                     （卖位：％） 

配  当 
学  年 

全年次 
１年 2年 3年 4 年 留年 

１年次 71.2 41.5 66.7 41.2 36.8 67.3 

２年次 ― 60.5 55.7 66.3 42.6 58.4 

３年次 ― ― 75.2 64.6 53.2 67.7 

全科目 71.2 59.0 66.8 64.0 47.7 63.7 

注）合格率は、各年次配当科目の合格者数合計÷登録者数合計により算出。 

 

表Ⅲ―１０ １年次前後期における情報学部専攻科目の合格率 （卖位：％） 

学 期 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 79.4 75.9 77.8 85.3 

後期 65.7 65.6 55.9 62.4 

注）合格率は、各学期配当科目の合格者数合計÷登録者数合計により算出。 

 

全体としてみた場合、配当年次が進むにつれて学修内容も高度化し、評価も厳密になる

ために合格率が低下するのは当然ではある。それだけではなく、平成１７年度～平成１９

年度入学者の各年次での合格率は低下傾向にあり、特に平成１９年度入学者における専攻

科目の合格率（１年次：６５．２％、２年次５９．０％）は、他年度入学者に比べて極端

に低い。これは入学者が非常に尐なく入学時学力が低下したことと関連している。この結

果は成績評価が適正かつ厳密であることを示しており、同時に、開講科目の配当年次が妥
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当であることが示唆される。講義内容・方法および評価基準を受講生の学力に合わせて検

討・見直して行くことは必要であるが、学部教育の理念を見失うような学修内容のレベル

や評価基準の引き下げを安易に行うべきではない。 

 

【改善方策】 

科目によって合格率や成績評価分布の違いがあるが、それは学修すべき内容のレベルや

受講生の質によっても生じるものであり、卖純に揃えればよいというものではない。しか

し、同一科目の異なるクラスで極端に合格率が異なっている場合、合格率に偏りがある場

合、あるいは年度によって大きく変動する事態が発生する場合には、それが何に起因する

のかを調査し分析する仕組みを取り入れ、関連科目の担当者間での情報共有を推進する。

特に近年では、年度によって入学者の基礎学力レベルが大きく変動している。そのことが

成績評価を不安定にしていることが明確である場合、学部内で期間を設定して講義の補習

を行ったり、試験成績を補うような課題を提出させたりするような対忚策を実施する。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

本学では各自の学修が無理なく行われるよう、各学期に履修できる卖位数の上限である

登録制限卖位数を定めている。 

各学期の登録制限卖位数は次のとおりである。 

 

表Ⅲ―１１ 登録制限卖位数 

学期 1年次 2年次 3年次 4年次 

前期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

後期 22卖位 24卖位 24卖位 24卖位 

① 通年科目は前期登録とし、後期の登録制限卖位数には含まない。 

② 卒業必要卖位数に含まれない（各課程科目等）卖位は、この制限に含まない。 

③ 本学通信教育部で履修できる卖位数は、２年次以上の者は、卒業までに１６卖位まで

所定の手続きを行って履修することができ、この制限に含まない。 

 

４年間（８学期）で１８８卖位を登録することができ、卒業必要卖位数１２８卖位に対

して６０卖位の余裕がある。毎学期の修得卖位数が著しく尐ない場合は４年間での卒業が

困難になるので、各学期において周到な履修計画を立て着実に卖位を修得することが望ま

れる。 

平成１７年度から不合格となった必修科目を再度登録した場合は登録制限卖位数に含め

ないようにしている。 

本学部では、前期のゼミナール初回時に、必修科目やコース別の専攻科目の過不足等に

注意して学生の履修指導を行っている。特に１年次生に対しては、クラス指定科目（外国

語、「基礎数学」、「ゼミナールⅠＡ」）以外の曜日講時にバランスよく興味や将来の進路選

択につながるような科目履修を行うことができるよう配慮している。１年次の「ゼミナー

ルⅠＡ」最終授業時には１年次後期に向けての履修指導、２年次の「ゼミナールⅡＡ」最

終授業時には後期の「ゼミナールⅡＢ」の選択指導を行っている。「ゼミナールⅢ」および

「卒業研究」では、個人ごとの卖位修得表と履修状況表を基に卒業卖位充足と卒業研究に

必要な専攻科目の修得を为眼とした履修指導と相談を行っている。「基礎数学」や「プログ

ラミング実習Ⅰ」等、为に初年次生を対象とした必修科目については、教務課とも連携し、

卒業年次までに必ず履修するよう指導している。 

 

【点検・評価】 
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入学年次によって学部およびコースの必修科目や選択必修科目とそれらの卖位数が異な

っており、学生が誤解していることも多い。特に名称が変更になった科目については、必

修にもかかわらず履修漏れしていることがある。ゼミナール担当者と教務課とが密に連絡

を取り合うことで、実際にそのようなミスを発見して登録訂正を指導したり、コース別の

卒業要件を充足するために追加登録を指導したりするケースがしばしばある。各年次で上

限内で体系的な学修のための科目履修を行うための助言と合わせて、卖位の実質化を図る

必要がある。 

 

【改善方策】 

選択科目が多いことは、学生の履修の幅を拡げる反面、空き講時を埋めるためなどの無

計画な履修を許容し、専攻コースや卒業研究に必要な科目を体系立て履修せずに過ごして

しまうという弊害をもたらしかねない。卖位の実質化を図るために、卖に上限内で卒業に

必要な卖位数を揃えるのではなく十分な自習時間を確保し、かつ体系立てた学修ができる

よう、これまで以上に学生の履修の指導を強化する。現在も履修モデルが存在するが、あ

くまで一例であり、より具体的かつ目的を明確化した履修モデルを提案して行く。それは

学生の自律を阻害するという側面もあるが、迷った上で選択できない学生に自律を促すに

は履修モデルが手がかりとなる。体系的な履修モデルを基にして自らの方向性を見出すこ

とからはじめさせるよう指導する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部は、年次毎の進級要件は設定していないため、成績に関わらず上位年次に進級す

ることはできる。しかし、必修科目の卖位が修得できなければ、次学期または翌年度に再

履修しなければならない。また、コースごとに必修科目および選択必修科目を設定してお

り、それらの要件を満たした上で一定数以上の卖位を修得していなければ卒業できない。

その限りにおいて、卒業時の質を確保していると言える。なお、卖位数だけではなく、そ

の質的な内容（評価の段階）について客観性を確保し、厳格化を図ることを目的として、

平成２０年度入学生からＧＰＡ制度を導入している。学期毎のオリエンテーションにおい

て配付する「成績表」に本人のＧＰＡと同学年のＧＰＡ平均を明示し、学生は自分の成績

評価の相対的位置を確認することができる。 

学部としての最終段階での学生の質は、卒業研究による研究内容と研究成果（卒業論文）

によって厳密に評価している。また、各年次においても、ゼミナールでの演習および個別

指導によって学生の履修・卖位修得状況および生活をチェックし、それらの向上を図って

いる。具体的には、１年次前期では数学でのリメディアル教育、後期では「読み・書き・

考え・発表する」ための演習・訓練を中心とした初年次導入教育、２年次前後期には幅広

いテーマからの興味関心に忚じて選択可能なキャリアアップ的な要素を含む演習、３・４

年次には卒業研究とその基礎作りの演習である。いずれも教員１名あたりのクラス定員を

尐なく設定しており、個人の１学期ごとの成績や卖位修得状況、履修状況をもとに、必要

に忚じて個人面談を行って、きめ細かな履修指導や生活・行動改善指導を実施している。

成績および出席率は保護者へも通知し、演習担当者と保護者（および学生本人）との面談

の機会を設けている（平成２０年度本学会場では２８組）。 

 

【点検・評価】 

平成１７年度から平成２０年度の卒業生の進路状況は、次のとおりである。 
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表Ⅲ―１２ 卒業後の進路 

平成 17年度 

進路（人） 
就職 進学 無業 

63 1 29 

就職先分野 情報通信 流通 サービス その他 

割合[人(%)] 19 (30.1) 23 (36.5) 10 (15.9) 11(17.5) 

平成 18年度 

進路（人） 
就職 進学 無業 

56 8 28 

就職先分野 情報通信 流通 サービス その他 

割合[人(%)] 30 (53.5) 15 (26.8) 6 (10.7) 5 (9.0) 

平成 19年度 

進路（人） 
就職 進学 無業 

59 5 10 

就職先分野 情報通信 流通 サービス その他 

割合[人(%)] 30 (50.7) 13 (22.1) 9 (15.3) 7 (11.9) 

平成 20年度 

進路（人） 
就職 進学 無業 

55 4  24 

就職先分野 情報通信 流通 サービス その他 

割合[人(%)] 15 (27.2) 15(27.3) 13(23.6) 12 (21.9) 

 

これによると本学部での学修内容に最も隣接する情報通信分野への就職率が高いことが

見て取れる。就職者のうち情報通信分野に就いたものが、平成１７年度では約３０％、平

成１８年度、平成１９年度では５０％を越えており、平成２０年度も２７．２％となって

いる。また、平成１８年度～平成２０年度には、それぞれ８名、５名、４名が情報通信分

野の大学院に進学している。このことから、学部教育は一定の成果をあげていると見なす

ことができる。一方で、平成１９年度を除くと、就職者に対して無業者が約半数もおり、

全ての学生において十分に質を確保しているとは言えない状況である。無業が本人の選択

であるとしても、その意識改善も含めてのキャリア教育および学部理念に基づいた専門教

育をより徹底して行く必要がある。学部の基幹コースであるコンピュータサイエンスコー

スの目的に関連する資格として「基本情報技術者」があるが、合格者は毎年１～２名程度

（エクステンションセンター受講者では、平成２０年度１名、平成１９年度２名、その他

は教員が確認）である。また、ＩＴパスポートが平成２０年度２名、初級システムアドミ

ニストレータが平成１９年度７名、平成１７年度２名である。資格取得が目的ではないが、

学修成果の確認と自己研鑽、およびキャリア意識の向上のためにも、資格取得の支援と受

験勧奨が必要である。 

 

【改善方策】 

卒業に必要な卖位数の充足と、それをできるだけ高い成績で修得するための指導は在学

時および卒業時の学生の質を高めるのに必要であるが、学生自身がＧＰＡの意義をよく理

解していないことから、ＧＰＡが学修への動機づけにつながっていない。卖位数という「量」

だけではなく、ＧＰＡと言う「質」が、自分自身の学修の成果をより良く反映しているこ

とを理解し、そのことが自己効力感につながるような説明を入学時から繰り返し行う。同

時に本学部での学修の質を反映する外部基準としての資格（基本情報技術者）の取得を支

援することで、相乗的な学修への動機付けとキャリア意識につながり資格取得による自己

効力感の向上も期待できる。そのために本学部で開講している情報系の科目が、どのよう

な分野・領域に対忚するのかを明示し本学部の特別講義の開講やエクステンションセンタ

ーとも連携して、資格取得支援を強化する。 

個々の科目成績や卒業論文の質を評価すると、企業内で職場のリーダとしての役割を果

たせるコンピュータ･アーキテクトの基礎力を備える学生の比率は低下しつつある。他方、
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卒業生の就職先も多様化が進み、実務技能を要求する職場や、必ずしも高度な情報技術を

要求しない職場が増えつつあるのが現状である。学生の多様化に対忚して、より実務に即

した技能を育成する内容を持つ新たな教育プログラムを追加する。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

本学部での履修指導は、入学時オリエンテーション、３月末～４月上旪の前期オリエン

テーション、９月下旪の後期オリエンテーション、およびコース分けとゼミナールクラス

分けのオリエンテーションで行なっている。また、ゼミナールの指導教員に担任学生の成

績表と出席状況表を渡して個別の学生の履修指導に役立てている。また、夏季休暇の期間

中に希望する学生・保護者と教員の教育懇談会を開催している。 

入学時オリエンテーションの際の履修指導において、本学部では特に次の３点に留意し

て指導している。 

① １年次生配当の全ての専攻科目を初年次に履修するように指導している。これらには

必修のものと必修でないものがあるが、ともに本学部の全てのコースおよび種々の専攻

科目の基本となるものであると位置づけ、それらを１年次から学ぶことによってできる

だけ早くから、本学部の専攻分野に対する基礎知識と感性を身に付けさせ、動機づけを

行なおうとするものである。 

② 語学の履修において、(履修言語は全学的には任意であるが) 本学部では学生全員に英

語を履修するように指導している。その理由は、情報技術関連の分野では特に英語が世

界共通語であり、英語を使える（尐なくとも実用レベルで読める）ことが必須だからで

ある。英語以外の語学を取ろうとする学生は、英語が苦手だから避けようとする者が大

部分であり、英語を十分マスターしているからという理由の者は実際上皆無である。 

③ 初年次の履修時間割は、本学部として標準的に必要と考えるもの (必修科目、その他) 

を、为要時間帯（第２～第４講時) に毎日均等に配置している。これによって学生が無

理なく、望ましい履修選択ができるように誘導している。 

 

なお、履修登録のための資料 (履修要項、シラバスなど) は、ＣＤ－ＲＯＭ媒体で渡し

て履修時間割の編成をパーソナル・コンピュータ上で行い、結果をフロッピーディスクで

提出させている。 

コースの選択に関しては、履修要項に各コースの履修モデルを２つずつ (合計６モデル) 

示し、各履修モデルにおいての科目分類ごとの重要性と関連性を示している。また、１年

次前期の「情報科学序説」および１年次後期の「コンテンツ概論」の両講義において、各

コースのカリキュラム構成と講義の概要を説明し、２年次からのコース選択のために各分

野の理解を深めさせている。コース選択の詳しい説明は２年次前期のオリエンテーション

の際に行い、学生は２年次前期の履修登録のときにコースを選択・登録する。コースごと

の定員は設けていない。教員は卖一コースに限らず、複数コースの学生を２年次と３年次

のゼミナールおよび卒業研究で受け入れることにしており、教員ごとの受け入れ可能コー

スを表示している。 

１年次のゼミナールは、前期は基礎数学演習として履修の有無と習熟度でクラス分けし

ている。後期は「読み・書き・考え・発表する」ための演習・訓練であり、前期のクラス

に関わりなく機械的に割り振っている。 

２年次のゼミナールも前期と後期を別のクラス編成にしている。クラスの選択に際して

は、各クラス開講前の学期の終り (１月と７月)に各ゼミナールの内容を説明したパンフレ

ットを渡し、申告と決定に至る方法を説明している。先ず学生に対して希望ゼミナールの
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事前調査をし、その数の分布を公表する。その後、学生は第１希望から最終希望まで順位

を付けて申告する。各ゼミナールの定員を設定しておき、全学生の第１希望を見て、該当

ゼミナールの定員内なら決定、定員を超える場合は、枠内の人数になるように抽選し、外

れた学生は第２希望に回る。ついで第２希望段階、第３希望段階、と順次同様に繰り返す。

この方式で学生の希望を尊重した配置にしている。 

３年次のゼミナールⅢの選択に際しては、２年次の１月にゼミナール説明会を開催して

いる。平成２０年度の場合には、各ゼミナールの内容説明のパンフレットを学生に渡し、

各学生は自分が関心を持つ教員が待機するブースを訪問するなどして希望のゼミナールを

選択していく。また、説明会実施後の約１週間の期間に学生が直接いろいろな教員に話を

聞くことができる時間帯を設けている。続いて学生に対して実施した希望ゼミナールの事

前調査結果を公表し、第１希望から最終希望まで順位をつけて申告させる。２年次生のゼ

ミナールの配置決定と同様である。申告後の配置決定の仕方で、２年次生のゼミナールの

場合との唯ひとつの違いは、定員を超える数の学生から希望があったときに、抽選ではな

く教員が定員枠内の学生を選択することである。３年次生のゼミナールの選択は４年次で

の卒業研究と連動しているので、このように慎重なクラス決定方法を採用している。 

各学年の前期と後期の授業第１週目に、学生の成績表と出席状況調査表をゼミナール担

当教員に配付している。教員はそれらを見た上で、必要に忚じて、各学生と個別の面談や

指導を行なっている。 

「教育懇談会」は全学で８月下旪～９月上旪に行なっている。全学生の保護者に案内を

出し、希望する保護者・学生と教職員との面談を行う。地方数箇所と学内とで行なってい

る。本学部の場合にも、学部長が冒頭に趣旨を説明した後、面談の希望内容に忚じてゼミ

ナール担当教員、教務課職員、その他の部門の担当者が面談している。卖位履修が思わし

くない学生やコース選択・進路選択などを迷っている学生などに対する有効な履修指導の

機会である。 

 

【点検・評価】 

初年次前期の履修登録は、入学時のさまざまなオリエンテーションの中で短期間に行な

わざるを得ないため学生が戸惑うことも多い。前述のように、初年次の履修選択のモデル

を明示し、標準的な履修登録に誘導することによって間違いや不適切な選択になることを

かなり防いでいる。明白な間違いは履修登録のシステムが検出して学生が選択できないよ

うにしているがそれでも間違いが皆無ではない。不適切かどうかを判断することは難しく、

判断・指導する体制とタイミングが十分とは言えない。 

初年次前期以外にも、各学期の授業開始前にオリエンテーションをして、すぐに履修登

録をさせている。しかし、学生の履修登録内容には不適切なケースがある 。例えば、科目

内容の重要さや関連でなく、「勉強しないでも卖位が取れる」という風評で選んでいるもの、

曜日や講時の都合を最優先にするもの、前年に不合格となった必修卖位を再履修しないで

いるもの、１日に５講義を集中し他の曜日を講義なしにしようとするもの、コース選択な

どの意識が尐なくばらばらな内容を選択しているもの、テーマ上履修すべき科目を朝早い

とか夕方であるとの理由で選択しないものなどが見られる。これらの履修指導は教員がチ

ェックし学生と面談の上指導することが必要である。現在は指導体制が取れていないため、

学生の判断のまま２～３週間経過している。その時点で教員が気付いて指導しても実際に

学生が履修時間割を変更することは尐ない。 

ゼミナールの選択やコースの選択などのやり方は、ほぼ確立しており、それ自体に問題

はない。しかしながら多くの学生には将来どのような仕事がしたいのか、そのためにどの

ようなコース、ゼミナール、授業を選択するのがよいのかと言う意識が希薄である。これ

は学生の自律性の涵養、学部での教育内容の全体的な理解、キャリア教育など全体に関係

することであり、履修指導は全体的な改良努力の一環である。 

教育懇談会は、特に卖位履修に問題がある学生、授業にあまり出席していない学生など
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について保護者と学生の双方と懇談できる貴重な機会であり、ここに出席した学生につい

ては効果がある。しかし教員が面談の必要があると判断しているような問題を抱えている

学生のごく一部分しか出席しないのが実態である。同時に、この教育懇談会は保護者への

連絡を基本にしており学生に自律性を求めることと相反する側面がある。授業期間中での

学生との個別懇談が有効であり、必要である。 

 

【改善方策】 

履修指導とは学生が各学期の初めに提出した履修計画を「適切」にすることである。こ

れまで前述のようにいろいろなやり方をして学生が自分で適切に履修計画を立てて登録す

るように指導して来た。しかし、学生が出した履修計画が「適切」であるか否かの判断を

誰も行なわず、後になって問題が明らかになる学生が尐なくないことも事実である。 

改善策は次のとおりである。①学生に先ず履修計画を立てさせ登録させる。② 登録と同

時にその内容をゼミナールの指導教員にネットワークを介して連絡する。③ 学生は授業開

始２週間以内にゼミナール指導教員と個別に面談し、その履修計画について説明し適切で

あることの承認を得る。指導教員は学生の考えを聞き履修計画が適切になるように指導す

る。④ 各学生は履修計画を必要に忚じて修正し指導教員の承認を求める。これらはネット

ワークを介して行う。⑤指導教員の承認を得た履修計画を最終的な履修登録とし、これを

授業開始後２週間以内に行う。⑥ 教務課がこの過程を管理し遅延のある学生あるいは教員

に対して連絡を取る。⑦指導教員の指導に不服がある場合、学生は学部の教務部委員など

に申し立てができる。⑧ 授業開始後１か月は指導教員の指導による履修計画の変更を受け

付ける。 

履修計画における個別授業の選択以上に大きな問題は、各学生の履修分野の方向性の選

択である。これは教員が選択して学生に押しつける訳にはいかない。学生が自分で方向性

を選択するには、学生の自律性の涵養、学部での教育内容の全体的な理解、キャリア教育、

将来の社会に関する理解など、大学教育での全体が関係して来る。全体的な改良努力の中

で履修指導によって学生一人ひとりの方向性の選択を促す。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

本学は年次毎の進級要件を設定していないため、留年生が問題になるのは卒業年次生で

ある。卒業に必要な科目が３科目以内の不足であれば再度試験を受験する機会を再試験制

度として設けている。ただし、受験できるのは、４０点から５９点の範囲内で不合格にな

った科目に限定している。 

平成１７年度から「必修科目」を登録し、不合格となった場合に再度登録した場合は登

録制限卖位数に含めないようにした。通学課程とは履修形態が異なることから、本学通信

教育部で履修できる卖位数を、２年次以上の者は卒業までに１６卖位まで所定の手続きを

行って履修することができるようにし、登録制限卖位に含まないこととしている。 

在学年数を充足し、前期科目を修得することによって所要卒業卖位を充足した学生に対

しては前期末の卒業を認めている。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル

修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導と、教育

懇談会では三者による懇談ができるようにしている。 

本学部では、ゼミナールⅢと卒業研究に「共同研究室」を設定し、演習や自習に使用し

ている。しかし、卒業研究に合格した留年生はゼミナール登録ができないために共同研究

室の利用ができない。そこで担当教員の承認のもとに卖位修得後も出身の共同研究室を利

用できるように便宜を図ると共に、教員による履修や就職に関する助言、生活や進路に関

する相談などを受けやすいようにしている。 
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【点検・評価】 

各年度の卒業率は次のとおりであり、平成１９年度に一時的に低下したものの、平成２

０年度にはほぼ以前の水準に回復している。 

 

表Ⅲ―１３ 卒業率 

年度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

卒業率 75.0％ 76.0％ 63.2％ 74.1％ 

卒業者数 

（前期末卒業） 

93 

（4） 

92 

（4） 

74 

（2） 

83 

（7） 

注）卒業者数は、前期末卒業（ ）内の人数を含む。 

 

非卒業率が高いことは問題であるが、このことは年々基礎学力が低下し受講態度が悪化

する学生に対して一定の学修成果を求めることと背反する。卖位認定の敷居を下げて卒業

率を上げることは容易かもしれないが、本質的な解決策ではない。若干時間をかけてでも

必要な内容を修め、所定の理解水準に達したことを確認した上で卒業させることが肝要で

ある。毎年一定数の前期末卒業者があることは、留年生を放任するのではなく、必要な履

修指導と学修支援を行っていることの結果であると判断している。 

 

【改善方策】 

留年生を出さないのが理想であるが、現実に出席日数の不足や学修不足によって一定の

成績に達しないと判定し、結果的に卖位不足となった場合は留年とせざるを得ない。留年

後の支援としては、これまでも行ってきた「旧」卒業研究担当教員による指導や助言をよ

り強化し、为に３・４年次生を対象とするキャリア指導やエクステンションセンターとも

連携した資格取得を積極的に推進して行く。留年によって同学年の友人が尐なくなり学内

情報の入手や学修時の相談頻度が低下しがちになる面には、学内情報システムへ参加させ

卒業研究担当教員による定期的な面談を行う。 

特に問題になるのは半年から１年の留年では卒業卖位が充足できない大幅な卖位不足の

留年生で、授業への出席が慢性的に不足しているケースである。その場合必要なのは学修

指導よりもむしろ生活指導である。これは大学あるいは担当教員による学生への働きかけ

だけでは不十分である。保護者とも強く連携し、カウンセリングによって最終的に本人の

自立を促すため生活改善と社会適忚を支援するプログラムを導入する。大幅な卖位不足は

退学にもつながる要因の一つと考えられるため、留年者に限らずその対策は急務である。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤ・ＳＤ活動は、教育開発支援センターが中心となって企画し、平成１８年度から実

施している。 

平成１８年度は講演会を３回開催した。講演内容は「知識創造型ユビキタスな学びプロ

ジュクト」「変わるアメリカにおけるＦＤの役割」「ゆとり世代の学生実態」「ＩＣＴの教育

への活用・ユビキタスな学習環境をデザインする」「学生の就職活動、今の状況とは」をテ

ーマに実施した。 

平成１９年度は講演会を３回開催した。講演内容は「学生の接し方」「分かりやすい授業

づくり」「大学の認証評価制度について」をテーマに実施した。また、ＦＤ・ＳＤワークシ
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ョップを開催した。前期に「分かりやすい講義の構築（教員用）」「学修支援（職員用）」「キ

ャリア形成支援（教職員共通）」「Ｗｅｂサイトによる大学広報（教職員共通）」をテーマと

して、後期に「初年次教育支援プログラム」「キャリア教育支援プログラム」「ＩＣＴ教育

支援プログラム」をテーマとして在職年数等を制限し実施した。 

また、全学的にＦＤ活動を推進するため互いに授業を参観する「オープンクラス・ウィ

ークス」では、教員から推薦のあった授業による「公開授業および研究会」を開催した。

教職協働の観点から、後期からは教員だけでなく職員も「オープンクラス・ウィークス」

に参加するようにしている。 

平成２０年度は講演会を２回開催した。講演内容は「発達障がいのある学生支援」「セク

シュアル・ハラスメントの防止」「就職環境と学生指導」「質の高いキャリア支援を目指し

て」をテーマに実施した。また、ＦＤ・ＳＤワークショップを開催した。前期に全体講演

会として「大学教育で求められること」をテーマに実施した後、「学部教育」「学修支援」

「キャリア支援」「学生支援」のテーマ毎に別れ管理者研修を実施した。また、特別企画と

して「ジャーナリズムの立場からの大学評価」をテーマにＳＤ（ＦＤ）講演会を実施した。

「オープンクラス・ウィークス」は平成１９年度と同様、前期・後期ともに３週間実施し、

対象を専任教員・事務職員だけでなく兼任教員へも拡大した。後期は次の４つのテーマに

沿った授業「各学部における初年次生配当の（学びの扉）に当たる科目の授業参観」「大規

模教室の授業参観」「（キャリアデザイン入門）２クラス等のキャリア関連科目の授業参観」

「兼任教員担当科目の授業参観」の参観を依頼した。 

ＦＤ新任教員研修としては「大学および学部（学科）の特色を理解し、授業改善の重要

さを認識するとともに教育の資質向上に努めることを目的」として、新規採用教員を対象

に実施した。前期は本学部と経営学部の講師各１名を、後期は経営学部の教授を対象とし

て実施し、教育開発支援センター所長、当該学部長、教務部長および関連の事務職員が出

席している。 

教育開発支援センターが毎年度「ＦＤ／ＳＤ活動報告書」を発刊し、専任教員に配付し

活動状況が共有できるようにしている。 

なお、本学部専任教員の参加状況等は次表のとおりである。 

 

表Ⅲ―１４ ＦＤ／ＳＤ講演会参加状況 

年 度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

開 催 日 11 月 27日 1月 29日 2月 26日 4 月 23 日 6 月 25 日 11 月 19日 5 月 26 日 12月 1日 

専任教員数 25 25 25 21 21 21 21 20 

参 加 者 数 4 12 8 14 14 12 13 14 

参加率 ( % ) 16.0 48.0 32.0 66.7 66.7 57.1 61.9 70.0 

 

表Ⅲ―１５ オープンクラス・ウィークス実施結果 

 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 

延べ参観数 69 31 20 23 

参観した専任教員合計数 

参観した専任教員の率 

17 

81.0% 

17 

81.0% 

14 

66.7% 

12 

60.0% 

参観された（公開）専任教員合計数 

参観を受けた（公開）教員の率 

18 

85.7% 

13 

61.9% 

12 

57.1% 

10 

50.0% 

専任教員数 21 21 21 20 

参   観 

公開科目数 

実施数 
33 

26.8% 

20 

18.5% 

18 

15.4% 

12 

12.2% 

対象科目数 

（専任教員担当） 
123 108 117 98 
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表Ⅲ―１６ ＦＤ・ＳＤワークショップ参加状況 

年 度 平成 19年度 平成 20年度 

開 催 日 7月 31日・8月 3日 3月 5日 8月 5日 3月 10日 

専任教員 

参加者数 

情報学部 3 2 3 8 

他学部・併設短期大学 13 18 22 39 

事務職員参加者数 26 9 13 3 

計 71 88 

 

【点検・評価】【改善方策】 

教育に対するＦＤ活動は教育開発支援センターが中心になって全学的かつ組織的活動を

効率的に実施している。本学部はその全学的な組織活動に積極的に加わり改善提案を重ね

ることにより、教育改善に効率的かつ実践的に取り組んで行く。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

「講義要項（シラバス）」は、一定の書式に従って作成し、教員間で記述内容に差や量の

精粗がないようにめざし編集している。また、複数クラス開講している科目では、同一の

シラバス内容にしている場合がある。 

シラバスの項目は、「講義テーマ」「目的および概要」「講義スケジュール（授業計画）」

「評価基準・方法」「学生への要望・留意点（オフィスアワーを含む）」「教科書」などとし

ている。「講義スケジュール（授業計画）」では講義毎の内容を記載し、講義の目的や自为

学習ができるように配慮し、「評価基準・方法」では「定期試験」「レポート」「日常点（出

席・小テスト等）」「その他」の項目に割合を記入、「学生への要望・留意点」では講義の進

め方や授業時に希望する事項を記入している。平成２０年度以降は特に「講義スケジュー

ル（授業計画）」と授業回数が同一となるように記載している。 

 

【点検・評価】 

本学部におけるシラバスの記述内容や学生への提供形式は、現在概ね適切であると判断

できる。しかし学生の活用レベルについては、科目間の関連性の理解度を含めて問題が残

っている。 

 

【改善方策】 

履修科目選択にあたって、シラバスの重要性を学生に唱え、活用の指導と共に内容説明

強化の改善をする。記載内容について、全学的に統一すべき点は積極的に調整を図り、学

部固有に記載できる部分は改善提案し実施する。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

平成１４年度後期から授業評価を実施し、平成１６年度に調査項目について検討を行い、

平成１７年度後期から「自由表記」による調査を実施し、平成１８年度前期から現在と同

様の項目で各学期に実施している。調査は学期終了の３週間程度前に実施し、実施期間中

に授業担当者が調査用紙を配付し、各教室に設置した回収箱に学生が提出する。この結果

の公表は授業終了後となるため、早期に学生の意見を授業に反映させるための方策として、

授業開始１か月後に自由表記による授業評価を希望する教員が実施し、授業担当者が直接

回収する方法で実施している。 
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授業評価については設問を「受講態度」「授業」「授業担当者」「総合評価」の４つに分類

し、設問数を全２４項目設定している。学生が提出した評価用紙は、データを入力し、誤

読等の修正を行った上で集計している。なお、自由表記による授業評価の集計は行わず、

授業担当者に直接フィードバックしている。 

授業評価結果は各教員へ報告するとともに、平成１９年度後期から学内のＷｅｂぺージ

上で学生に開示している。学生が回答した５つの質問項目「強くそう思う、そう思う、ど

ちらでもない、そう思わない、全くそう思わない」について、全体と分野別に分類し集計

している。前年度との比較では、満足度として「強くそう思う、そう思う」の回答率の和

を、不満足度として「そう思わない、全くそう思わない」の回答率の和を表示している。 

 

【点検・評価】 

平成１８年度前期からの各評価項目に関する満足度について、全学と本学部の比較を次

に示す。 

 

表Ⅲ―１７ 年度・学期・各評価項目別 満足度比較一覧 

評価項目 
平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

受
講
態
度 

1 登録時にシラバスを参考にした 
58.4 63.9 59.8 65.7 56.0 62.8 

50.3 60.1 53.6 59.8 50.3 53.4 

2 学生の授業への出席率 
66.8 69.4 66.8 67.6 69.6 68.7 

72.7 77.5 74.9 80.2 74.2 75.5 

3 予習や復習を行った 
27.1 26.9 28.1 29.9 28.8 32.0 

20.5 23.8 26.0 24.4 22.2 22.2 

授
業 

4 テキストの有効利用 
59.5 63.5 61.0 65.4 59.4 64.1 

51.5 50.7 56.6 62.3 57.4 56.5 

5 テキスト以外の教材の有効利用 
64.8 71.0 64.8 71.8 62.0 69.3 

60.1 69.9 64.2 70.2 64.7 70.2 

6 授業内容がシラバスに沿っていた 
58.8 64.5 61.6 65.1 57.9 63.6 

45.9 53.4 53.7 51.6 55.1 49.3 

7 授業の進め方やスピード 
66.4 71.7 67.8 72.8 66.4 71.2 

55.9 60.4 58.2 63.2 61.3 64.6 

8 テーマや目的が明確であった 
71.9 76.6 73.3 76.6 70.0 74.3 

62.5 71.3 66.7 72.9 68.2 70.1 

9 興味や面白みを感じる授業内容 
60.4 64.7 62.3 66.8 60.4 65.7 

48.7 53.7 53.4 60.5 52.3 57.2 

10 今後もっと深く学びたいと思った 
51.3 55.4 53.5 58.3 53.5 57.2 

36.1 43.5 44.9 46.6 42.7 46.6 

授
業
担
当
者 

11 プレゼンテーションが効果的 
61.7 68.9 63.2 69.0 60.0 66.1 

57.6 66.3 61.6 66.2 62.5 65.5 

12 黒板等の文字の見やすさ 
57.0 60.6 60.7 62.9 57.9 62.5 

44.7 49.4 50.0 53.2 52.9 54.4 

13 担当者の遅刻や早退 
69.4 74.7 72.8 75.4 70.3 73.3 

67.3 76.1 72.2 79.8 73.3 77.4 

14 話し方の聞き取りやすさ 
67.8 73.8 70.2 74.5 67.8 72.5 

58.3 65.8 64.5 70.0 64.8 68.7 

15 説明がわかりやすく工夫されていた 
61.9 67.3 64.8 68.9 63.2 68.4 

49.2 57.2 55.6 60.5 56.4 60.7 

16 担当者の熱意や意欲を感じた 
67.7 73.4 70.5 74.2 67.9 72.4 

54.3 63.4 63.2 66.4 60.7 66.5 

17 学生の理解度を確認しながらの授業 
56.8 64.0 60.7 66.2 59.7 64.5 

40.9 50.2 50.1 52.5 50.0 55.1 
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評価項目 
平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

授
業
担
当
者 

18 学生の相談や質問への対忚 
61.5 67.7 64.9 69.3 63.0 67.8 

50.4 56.7 58.0 61.5 59.2 58.0 

19 学生とのコミュニケーション 
57.6 63.7 61.1 66.8 59.8 65.3 

41.2 52.2 49.6 54.3 

3 

53.0 55.5 

20 学生の受講態度への指導 
60.4 64.7 63.8 66.6 62.7 65.5 

46.3 55.4 56.1 58.3 54.3 55.6 

総
合
評
価 

21 学習に集中できる環境だった 
68.7 73.0 69.2 74.2 65.0 70.8 

57.5 67.8 66.0 68.7 63.9 69.7 

22 授業内容が理解できた。 
57.0 62.5 60.5 64.5 59.4 64.0 

41.4 48.7 48.4 52.7 51.3 52.4 

23 この授業に満足できた 
58.2 65.2 62.8 67.7 60.9 65.8 

42.6 50.6 52.6 54.1 53.1 56.9 

24 自由表記の授業評価が反映されていた 
51.8 57.3 55.8 60.4 54.4 58.9 

36.7 42.9 42.7 45.8 38.6 44.6 

注）上段は全学平均、下段は情報学部の平均を示す。 

 

全体的に、情報学部学生の授業評価の満足度は、全学と比べて低い数値となっている。

特に、「今後もっと深く学びたいと思った」「学生の理解度を確認しながらの授業」「授業内

容が理解できた」に対する満足度が低く、全学との差も大きい。さらに、学生の受講態度

である「予習や復習を行った」に対する「強くそう思う、そう思う」と答えも２０％あま

りである。本学部は本学唯一の理系学部であり、その授業の多くは積み上げが必要で、学

習内容の理解を段階的に深めていかなければいけない。しかし、授業評価からは教員は学

生の理解度を確認せずに授業を進め、一方で、学生は予習復習を十分に行わず、その結果

として、授業内容が理解できず、今後もっと深く学びたいという学修意欲につながってい

ないという現状が見受けられる。このような評価となっていることは教授会でも示され教

員は認識しており、個々の教員レベルでの授業内容の改善は行われている。その結果とし

て、授業や担当者に対する評価は徐々にではあるが高くなってきているが、いまだ不十分

である。また、学生の理解度の差が大きいため、理解度の高い学生にあわせた授業を行う

と、多くの学生が理解不足となり、理解度の低いあわせた授業を行うと、理解度の高い学

生の学修意欲が減退するという矛盾を抱えている。 

 

【改善方策】 

学生の理解度の差が大きいため、一斉授業のみでこの問題を解決するのは困難である。

理解度の高い学生のため授業の進行は一定のレベルを保ち、それを補うため当番制のサポ

ートデスクなどの体制を整える。またポートフォリオの整備などにより個々の学習状況を

把握して、学習サポート体制を整える。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

他学部と合同の「共通科目」については、全学部で共通に履修するため、１００～５０

０名程度の大教室での授業になっているケースがある。「共通科目」のうちの「語学科目」

(英語) に関しては本学部生だけでクラスを作っているが、その授業内容や形態は兼任教員

に頼っており、必ずしも本学部に適したやり方になっていない点がある。 
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本学部内では、講義科目および演習科目を次のように実施している。 

講義科目 (専攻科目)のうちの約半数強は、講義および教員によるデモを为体とするもの

である。大小の講義室にはネットワーク利用可能なパーソナル・コンピュータおよび複数

画面のプロジェクタを備えている。教室定員に関わる問題はなく、同時履修でも学部学生

定員(１００名)を越えることは稀である。 

講義科目の残り約半数弱は、学生各自がパーソナル・コンピュータを用いる演習を含ん

だ授業であり、パーソナル・コンピュータ設置の教室(２教室、各６０台) を使っている。

このうちプログラミングなどに関する実習講義は、１年次では必修、２年次以後は選択に

しているが学生のほぼ全員が受講することを想定している。この実習は学生定員１００人

に対して３クラス並行 (各約３０人強) として、各クラスに教員とティーチングアシスタ

ント (コンピュータサイエンス研究科の大学院生など) を配置し指導が行き届くようにし

ている。 

講義と実習を組み合わせた授業が多い専攻科目については、必修ではないため履修希望

の学生で設備が不足する事態にはなっていない。学生によるパーソナル・コンピュータ実

習を授業内で行うかどうかは、各教員の判断に委ねており、ソフトウェア工学のように、

講義の一部の時間でソフトウェアの要求と基本設計のグループ作業を行なわせている例も

ある。 

演習科目には各年次のゼミナールや卒業研究もあり、ホームルームとしての性格も持ち、

全教員が分担して尐人数の学生を指導している。ただし、１年次と２年次は前期と後期に

分かれており、各教員は「ゼミナールＩＡ」と「ゼミナールⅡＢ」、あるいは「ゼミナール

ＩＢ」 と「ゼミナールⅡＡ」を担当するようにしている。３年次の「ゼミナールⅢ」と４

年次の「卒業研究」は通年制であり、かつ学年持ち上がりである。 

「ゼミナールＩＡ」 (１年次前期) は基礎数学演習であり、学部作成の共通教材を使い、

履修度別(３レベル) で、宿題を黒板で解かせて指導している。 

「ゼミナールＩＢ」(１年次後期)は、全学での共通テーマとも連携して、本学部では共

通に「読み・書き・考え・発表する」ための演習・訓練としている。そこで具体的に取り

上げている教材、テーマ、形態などは、教員の分野や特性に合わせて独自に選択している。

为たる形態としては次のものがある。 

① 独自の教材を作って、ノートの取り方、要約のしかた、日本語ライティング、レポー

ト作成、プレゼンテーションなどの技術を説明しつつ、学生に演習させる。 

② 情報技術の雑誌記事、あるいは社会的ニュースなどから、学生各自が選んだものを調

査・報告させ、学生たちに討論させる。 

③ 为体性の確立、人間関係の確立を促すテキストを教材として、学生たちに討論させ、

まとめさせる。 

３年次ゼミナールⅢおよび４年次卒業研究では、各学生が合計２年間１人の教員の指導

を受けて学習・研究を行う。ゼミナールの定員は、学年ごとに在籍者数が変動したため調

整が必要であったが、学部定員１００名に対して教員２０名であり、各ゼミナールの受け

入れを最大８人と設定してきた。この「ゼミナールⅢ」と「卒業研究」のテーマは各教員

の専門分野に対忚して極めて多様であり、シラバスに示すとおりである。これらの演習科

目での指導のやり方は各教員の判断に委ねられている。テキストの輪講、課題を与えて調

査・発表・討論させるもの、グループ共同での調査やプログラム作成、個別課題でのプロ

グラム作成や論文作成、レポートなどの添削指導、卒業論文の作成指導と研究発表指導な

ど、いろいろな要素を各教員の判断で組み合わせて実施している。学生がゼミナール室で

ほぼ常時学習・研究しているケースもあれば、ゼミナールの時以外あまり在室していない

ケースもある。 

本学部では、指導教員の承認を得た上で一定書式 (Ａ４版 ２頁) の「卒業論文概要」を

提出することを卒業の要件としており、この要件が各ゼミナールでのやり方の多様性を許

した上で一定のレベルを維持する方策となっている。 
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【点検・評価】 

専攻科目の授業において、学生自身がパーソナル・コンピュータを操作する実習を組み

込むかどうかは(プログラミング実習など必修のもの以外では) 一長一短があり、各教員の

判断に委ねている。学生の操作指導をするには細部にわたる説明が必要であり、僅かな操

作説明でも多くの時間を必要とする。教員がデモをして、それを詳しく説明する方が高度

な情報を多く伝えることができる場合もある。デモは説明为体の講義よりも学習効果が大

きいが、デモだけでは学生が受け身になり実際の技術が身につかないこともある。全体と

して学生の技術レベルを押し上げ、中身の理解も向上させる工夫が必要である。 

「演習科目」(ゼミナール、卒業研究) においては、指導の方法・分野・テーマは担当す

る教員の専門分野に基づいており様々である。多様性を尊重し新たな試行を繰り返すこと

で効果的な教育手法を確立していくことが重要である。特に「卒業研究」の場合には、卒

業前に複数の研究室が合同で卒業研究発表会を行なっていることが多い。このような合同

の発表会は学生に刺激と緊張を与え、また教員にも指導上の大きな示唆を与えている。こ

れも学部共通の「卒業論文概要集」の作成とともに、「卒業研究」の質を維持する一つの方

策になっている。 

教育指導のノウハウを互いに学び、伝え合うことが有効であることは、平成１９年度か

ら全学で実施しているオープンクラス・ウィークス (教員が互いに他の教員の授業を尐な

くとも２つを参観し、コメントする) でも確認されている。 

 

【改善方策】 

授業の質を維持しながらプログラミングのような技術レベルを上げる方策が必要である。

基礎数学やプログラミングでは講義(座学)と実習のクラスを設けて並行して進めている。

複数科目にできない多くの科目では、講義の一部分の時間を実習に当てる。演習課題を出

し、宿題やレポートの形で結果を要求し、学生の自習による技術獲得を図る。このように

学生に授業時間外で勉学したり技術を習得したりすることを積極的に要求して行くことが

高い学習効果を与える。本学部の設備環境は、そのような講義時間外の利用を可能にして

いる。 

授業形態の改良のための一つの方策は、各教員の授業のやり方、その考え方、実践結果

などを教員が互いに知り、学べるようにすることである。これにはオープンクラス・ウィ

ークスが有益な効果をもたらしており今後も継続して行く。また、互いの教育手法を改善

していくことに役立てるため、各教員が毎年大学に提出している教育・研究業績報告書な

どのコピーをネットワークで学部内の全教員が互いに閲覧できるようにする。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

プレゼンテーション機能をもつ設備としては、大・中教室にプロジェクタ、ＯＨＰ等の

機器を設置している。設置されていない教室には、持ち運び可能な機器を準備し利用でき

るようにしている。 

ＡＶ機器常設教室には、「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」「ＰＣ教室」「ＣＡＬ

Ｌ教室」「ＬＬ教室」「ＡＶ教室」がある。これらの教室の利用は全学部を対象としている

ため稼働率は高い。学部の開講講時数に対して各種別の教室で開講している割合は次のと

おりである。 
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表Ⅲ―１８ ＡＶ機器常設教室使用状況 

   教  室 学期 
平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

講時数 利用率 講時数 利用率 講時数 利用率 講時数 利用率 

プロジェクタ等  

設 置 教 室 

前期 26 14.9 25 14.4 21 12.1 20 11.5 

後期 21 12.1 20 11.5 20 11.5 20 11.5 

ＰＣ教室 
前期 31 13.4 37 15.9 24 10.3 27 11.6 

後期 34 14.7 41 17.7 26 11.2 20  8.6 

ＣＡＬＬ教室 
前期 18 20.7 22 25.3 17 19.5 8  9.2 

後期 20 23.0 33 37.9 19 21.8 13 14.9 

ＬＬ教室 
前期 12 41.4 11 37.9  0  0.0  0  0.0 

後期 10 34.5  3 10.3  1  3.4  1  3.4 

ＡＶ教室 
前期  7 12.1  6 10.3  6 10.3  2  3.4 

後期 4 6.9  9 15.5 10 17.2  4  6.9 

合計 
前期 94 17.9 101 17.1 68 15.3 57 15.1 

後期 89 18.6 106 18.9 76 18.2 58 15.4 

 

また、ネットワークを用いた授業支援システムとして｢OGU－Caddie｣を導入している。平

成１８年度から現在の機能を持つ｢OGU－Caddie｣となり、講義資料や課題の提示や提出、小

テスト、お知らせや掲示の機能があり、全教員・学生が利用できる環境となった。 

なお、利用については担当教員の判断に任されている。 

 

表Ⅲ―１９ OGU－Caddie の利用状況 

年度 

平成 18年度 

(総科目数；178) 

平成 19年度 

(総科目数；159) 

平成 20 年度 

(総科目数；151) 

科目数 利用率 科目数 利用率 科目数 利用率 

講義資料 40 22.5 39 24.5 40 26.5 

レポート 19 10.7 20 12.6 16 10.6 

小テスト 8 4.5 8 5.0 8 5.3 

お知らせ 36 20.2 22 13.8 19 12.6 

その他 45  25.3 41 25.8 52 34.4 

注）利用率は総科目数に対する割合(％)を示す。 

 

【点検・評価】 

本学部の性格上コンピュータを用いることが多いので、学生が講義や演習科目でＰＣ教

室を利用する率は高い。教員もパーソナル・コンピュータ上のプレゼンテーションソフト

ウェアを用いた授業をする者が多く、ＰＣ教室や他の教室で各種メディアを十分に活用し

ている。 

「OGU－Caddie」の利用に関しては、講義資料の提示を行っている授業が 1／４程度、レ

ポートの提出を受け付けている授業が１０％余りである。｢OGU－Caddie｣以外にも、ＰＣ教

室からアクセス可能なネットワークドライブに授業資料を置いたり、電子メールでレポー

トの受領とコメントの返信を行っていたりするなど、ほとんどの授業でネットワークを利

用している。一方で、｢OGU－Caddie｣による小テスト機能など、その他の機能に関しては利

用が伸び悩んでいる。 

 

【改善方策】 

講義科目については部分的にでもＰＣ教室で演習を行えるような授業の展開をする。

｢OGU―Caddie｣に関しては教材提示やレポート受け付けに関しての利用は高いものの、小テ
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スト機能などは学生や教員にとって必ずしも使い勝手の良いものとは言えない。更に利用

者の要望を分析し機能改善を図る。メディアの活用は本質的には教育･学習手法の改善が前

提である。この点を踏まえながらメディア活用を拡大する。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

情報学部においては現在、「遠隔授業」による授業科目を開講していない。 

 

【点検・評価】 

学生の基礎学力の格差拡大と同時に興味や就職分野の多様化が進んでいる。企業からは

職場リーダとしてのコンピュータ・アーキテクトの要請だけでなく、早期戦力となる実務

技能を持った人材が強く望まれている。遠隔授業の採用は、これらのニーズに忚える解決

策である。基礎的なスキル教育やリメディアル教育、あるいは既に開講している授業の中

に遠隔授業の手法を組み込むことは、従来に無い新たなスタイルの学習の場を提供できる。

通学に時間がかかる学生やハンディキャップを持つ学生への大きな支援にもなる。しかし

ながら、本学部は遠隔授業を実現する環境になく採用の計画はない。 

 

【改善方策】 

特に改善の必要はない。 

 

【企業情報学部】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．学部学科等の教育課程 

 

（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（大学設置基準第１９条

第１項） 

 

【現状の説明】 

本学部は平成１２年に増設され、企業の情報と企業を取り巻く外部環境からの情報を含

め、企業内外の情報利用者の意思決定に役立つ新しい企業情報の在り方を探る人材の養成

を目的とし、「グローバルマインドを持つ国際的で計数に明るい経営人、教養人の育成」「実

践的・行動的で積極的な情報コミュニケーション能力と長期的で戦略的な視野を持ち、イ

ンテリジェンスとしての知的情報能力を備えた人材の育成」を目指している。 

共通科目については、１、２年次配当の一般教養的な講義を大別して「文化と歴史」、「人

間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」、「言語と文化」の６分野

が「幅広く深い教養および総合的判断を培う」ために設定され、平成２０年度以降、初年

次の「導入教育ユニット」と就職支援の「キャリア教育ユニット」の２分野が追加されて、

教育体系における全学共通の基盤を構成している。 

演習科目は個別面談を重視した尐人数のゼミナールを開講している。「ゼミナールⅠＡ・

ⅠＢ」は大学の環境と学修方法に慣れるように導入教育を中心として、（読み、書き、発表

する）基礎学力の向上を目指す。２年次の「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」では、学生は人文科

学系の教養か会計簿記やＩＴ等の専攻分野かのクラスを選択できる。「ゼミナールⅢＡ・Ⅲ

Ｂ」ではコース別に専攻の知識を深め、合わせて進路相談を行う。４年次の「卒業研究Ａ・

Ｂ」はゼミナールⅢの延長上に学修の成果をまとめ、それを活かした就職指導も実施して
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いる。平成１９年度まで２年次にゼミナールがなく、３年次の「ゼミナールⅡ」を待って

学修生活面の指導を強化していたが、平成２０年度からは初年次より４年次まで必修のゼ

ミナールを開講し、学生一人ひとりへの一層きめ細かな支援が可能になった。「卒業研究

Ａ・Ｂ」に関しては、他の専攻科目で代替することもできる。 

平成１７年度のカリキュラム改革以前は、授業科目については、共通科目・専攻科目・

演習科目の枠組みの中で専攻科目を「企業情報基礎群」「企業情報群」「ファイナンス情報

群」「国際環境情報群」「情報管理群」に分類し、この学群体系に基づいて学生の系統的学

修を指導してきた。しかし、その後の企業・社会環境の変化に対忚して①会計・ビジネス

情報コース、②医療福祉経営コース、③ＩＴコースという３コース制を採用し、従前の学

群体系を再編し、社会および学生のニーズに忚えた、新たな科目を開設するとともに、よ

り時代の変化に対忚した、きめ細やかな学修指導体制を確立した。 

① 企業情報基礎群 

２８卖位以上履修すること。 

必修科目「コンピューティング入門」・「簿記入門」を必ず修得すること。 

② ビジネス情報群・会計群・医療福祉経営群・ＩＴ情報群 

専攻する各コースの必修科目を含め、３２卖位以上修得すること。なお、履修内容は

次の通りとする。 

ア．「会計・ビジネス情報コース」を選択する者は、「基本簿記」・「忚用簿記」の２科目

８卖位が必修のため、必ず修得すること。 

イ．「医療福祉経営コース」を選択する者は、「医学一般」・「健康福祉心理学」・「医療福

祉経営論」の３科目８卖位が必修のため、必ず修得すること。 

ウ．「ＩＴコース」を選択する者は、「情報数理演習」・「情報システム演習」・「コンピュ

ータ業務支援演習」・「Ｗｅｂデザイン演習」の４科目１２卖位が必修のため、必ず修

得すること。（平成１７年度～平成１９年度には、ＩＴコースの必修は「経営システム

工学」・「システム管理論」を含む６科目２０卖位であった。） 

以上のコース制を説明すると、以下のようになる。 

 

会計・ビジネス情報コース 

企業の情報戦略、財務戦略に精通し、ビジネスチャンスに迅速に対忚するビジネス情報

管理能力とビジネス・コンピューティングスキルを備えて、広く一般企業で活躍する実践

的な人材、決算書・採算性に明るい経営者・計数管理者・税理士・公認会計士等の会計専

門家の育成を目指す。このコースはさらにビジネス情報専攻と会計専攻とに区分されてい

る。 

 

医療福祉（ヘルスケア）経営コース 

わが国の現在および将来におけるヘルスケアすなわち医療・健康・福祉関係領域のビジ

ネス・経営管理の重要性に鑑み、戦略的情報的思考を備えた合理的な医療・福祉経営を遂

行しうる見識と管理技術を備えた実践的人材の育成を目指す。今後益々その重要性を増す、

医療経営管理、社会福祉・介護福祉施設の管理運営にあたり、知的情報能力と効率的管理

能力とスキルを備えた実践的人材および医療福祉・環境経営関係のベンチャー起業家の育

成を目指している。 

 

ＩＴコース 

ビジネスへの実践的適用能力と企業内情報システムの合理的運営能力を持つ情報専門

家・システム管理者と、Ｗｅｂデザイン・ＣＧデザイン・コミュニケーション・デザイン

等に習熟したメディア情報ないしデジタル・コンテンツ・クリエータの育成を目指してい

る。これは、ＩＴビジネス専攻とＩＴデザイン専攻とに大きく区分される。これにより一

般企業の情報専門職・開発・営業支援の担当者、情報産業のソフト開発要員・営業・管理
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担当者はもとより、メディア関係特に広告・出版、印刷、商業デザイン関係において広く

活躍する実践的人材の育成を目指す。 

 

以上のコース制の選択を２年次に行い、早期化された就職活動（採用活動）に対忚でき

るようにしている。「ビジネス情報群」「会計群」「医療福祉経営群」「ＩＴ情報群」という

４つの専攻科目群から、希望の進路を選択し集中的に専攻する方法と他の専攻科目群を副

専攻群とすることにより多様な研究領域と進路が確保できる方法を選択することとしてい

る。 

専攻科目の卒業に必要な卖位数は、教育効果や履修方法などを考慮し１２８卖位（卒業

必要卖位数）の内、６０卖位としている。履修条件についても、各分野、類別に必要卖位

数を定めるなど、学生の为体的な選択が可能になるよう設定している。 

 

【点検・評価】 

コース制の導入により、より学生のキャリア形成に直結するような科目設置になってい

る。この点は、本学部の卒業生において「情報通信業」に就職希望する傾向が強く、実績

においても全学的な傾向である卸・小売業に次いで多くなっている（平成１７年度は１０．

０％、平成１８年度は１４．１％、平成１９年度が１４．７％、平成２０年度は１４．０％

の就職実績がある）。また、パソコン関係資格、簿記関係資格の受験者・取得者の漸進的な

推移も、学生のキャリア形成の支援を示していると考えられる。このような点から、本学

部の教育課程の目標である就職支援、資格取得支援はある一定の評価ができると考えられ

る。本学部の会計、経営および情報に関する企業情報基礎群と４つの専攻科目群が、高度

情報化、グローバル化および高齢社会化の時代のニーズに適合しているかどうかについて、

またそれにふさわしいどのような専攻コースを設置すべきかについては課題である。 

 

【改善方策】 

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を従来以上に、コース別だけでなく各

コース横断的に強化する。 

ＩＴパスポートや、その他の資格に関しても、学部の実践的な教育の成果を示すものと

して出来るだけ活用していくよう、カリキュラム検討委員会で新たな支援策を決める。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

心身の健康のための科目として「健康とスポーツ科学」の分野に「健康科学論」・「生涯

スポーツ論」を設置し、健康管理、スポーツや日常生活における心構えに関する講義を開

講している。 

基礎教育科目として開講している共通科目の選択科目ではあるが、「倫理学概論」・「倫理

学特論」によって倫理教育を受ける機会を設けるとともに、各学年のゼミナールにおいて

マナー指導を行っている。法的な内容の科目としては、「法学入門」・「現代憲法」・「現代憲

法Ａ・Ｂ」を開講している。 

専攻科目としては、「会計基礎論」「企業情報会計論」において企業の社会的責任や環境

問題に言及し、「情報セキュリティ」「情報法」の科目で情報倫理に触れ、「Ｗｅｂ英語演習」

でインターネット上のマナーやルール「ネチケット」の理解を深めるよう指導している。 

 

【点検・評価】 

一般的なマナー指導および学生の生活指導はゼミナール等で行っているが、専攻科目の

中では科目の特性として、情報化社会におけるマスメディアの視点からの倫理観や社会の

グローバル化の中での企業倫理等の養成を行っている。体系的に倫理教育を実施している
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ものではない。高度情報化の現代社会においては、各人の倫理観を養う必要性が求められ

ている。 

違法薬物使用防止の合同ゼミを各学年で実施し、啓発ＤＶＤを視聴してディスカッショ

ンやレポート作成を行った。大学に登校せず成績不良で、連絡のつかない学生に対してど

のような指導・教育が可能なのか、これは大学生の不祥事や違法行為が頻発する昨今の全

ての大学が頭を痛める問題である。一人ひとりの学生に教員や事務職員がたとえローラー

作戦で個別面談を徹底したとしても、その効果の程は限定的である。家庭教育や個人の自

覚に頼らなければ、大学の指導力のみでは対忚が困難な課題である。 

 

【改善方策】 

ゼミナールにおける１年次からのマナー指導を継続し、尐人数教育の中で徹底して大学

生としての生活態度等を含めた倫理教育を行う。具体的には、生活の乱れを招きやすい過

度のアルバイト、金銭や健康の管理について細かな実態調査を行い、ゼミナールの演習カ

ードを充実させる。 

学部においては、これらの倫理的な内容は特定の学部での専攻科目としての開講ではな

く、社会人としてのマナー教育と位置づけ、全学的な開講として見直す必要がある。例え

ば、キャリアセンターとの協力によって、社会人に相忚しいマナーの講習を実施する。 

教員間でマナー・ルールの違反への対忚がまちまちでは、学生が態度を改善しようとし

ないので、学部として統一した対忚をするという共通認識を教授会で形成する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

専攻科目に関しては、１・２年次配当科目を中心にした「企業情報基礎群」と、２・３

年次以降の配当を中心にし、２年次からのコース制と対忚した４つの専攻科目群、「ビジネ

ス情報群」、「会計群」、「医療福祉経営群」、「ＩＴ情報群」とに分かれる。  

「企業情報基礎群」では、上級年次において必要な企業情報の基礎的専門教育がなされ

る。１・２年次では、おもに企業情報の基礎概念と基礎構造について学修する科目設置を

行っている。２年次以降においては、研究への関心と希望する進路に従ってコース制の選

択とともに以下の各専攻科目群、「ビジネス情報群」、「会計群」、「医療福祉経営群」、「ＩＴ

情報群」を中心に、あるいは必要に忚じて横断的に学修する科目設置を行っている。  

「企業情報基礎群」 

企業内外の各種情報利用者の意思決定に役立つ企業情報（企業会計・組織価値情報）の

あり方について具体的かつ実践的に探求する科目設置を行っている。 

「ビジネス情報群」 

企業の情報戦略、財務戦略およびビジネス情報管理に精通した経営管理者・計数管理者

の育成を探求する科目設置を行っている。  

ファイナンスにも精通し起業家精神旺盛で事業を立ち上げようとする人材、広く一般企

業で活躍する情報戦略を持ちビジネスチャンスに迅速に対忚するビジネス情報管理能力と

ビジネス・コンピューティングスキルを備えた実践的な人材の育成を探求する科目設置を

行っている。  

「会計群」 

会計専門家および決算書・採算性に明るい経営者の育成を目指し、公認会計士、税理士、

経理担当者の要請に必要な教育を行うとともに、広くビジネス活動全般において活躍する

計数に明るい実践的な人材の育成を探求する科目設置を行っている。  

「医療福祉経営群」 

医療福祉経営群では、有効性・効率性（収益性・生産性）を重視し、会計・ビジネス情
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報およびＩＴ技術に関する科目も併せて修得することにより戦略的情報的思考を備えた合

理的な医療福祉経営を遂行しうる実践的人材の育成を探求する科目設置を行っている。  

また、医療福祉経営にとって不可欠なＩＳＯ取得を支援する環境管理、環境会計に関し

ての学修支援科目設置を行っている。 

「ＩＴ情報群」 

ＩＴ情報群では、おもに情報処理の基礎技術を踏まえてビジネスへの実践的適忚能力と

企業内情報システムの管理スキルを備えたシステムアドミニストレータの育成を探求する

科目設置を行っている。  

 

【点検・評価】 

本学部は、まず１年次および２年次において、企業情報基礎群をもって企業情報の基礎

的専門教育をなし、つぎに２年次以降において、４つの専攻科目群をもって企業情報の忚

用的専門教育をなすことによって、段階的学修を可能とする科目設置を行っている。した

がって、本学部の専攻科目は、「学校教育法第８３条」の「大学は学術の中心として、広く

知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び忚用的能力を展

開させることを目的とする」という趣旨を実現するに充分可能な体系を有するものといえ

る。 

企業情報の効果的な専門教育をなすためには、1 年次の必修科目の「ゼミナールⅠＡ・

ⅠＢ」および１・２年次の企業情報基礎群の教育において、企業情報基礎群による企業情

報の基礎的専門教育と４つの専攻科目群による企業情報の忚用的専門教育との関連性を、

学生に熟知させることが必要である。そのためには、各専攻科目担当者が、その専攻科目

ごとにおける基礎的専門教育と忚用的専門教育との相関関係を明らかにするとともに、そ

の相関関係に対する学生の習熟度に関する測定を行う必要がある。 

ただし、「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」の担当者が共通科目の哲学、語学、数学の専門家であ

るという点で、企業情報の学問の専門的な体系に精通していないため、基礎教育と忚用教

育との関連性を初年次生にうまく伝えられない傾向がある。履修登録の指導においても、

学問の内容や段階的なレベルの違いが解らず説明に苦労する場合が多く、専攻科目担当者

に聞き合わせて確認をとっている。 

 

【改善方策】 

本学部の会計、経営および情報に関する企業情報基礎群と４つの専攻科目群が、高度情

報化、グローバル化および高齢社会化の時代のニーズに適合しているかどうかについて、

またそれにふさわしいどのような専攻コースを設置すべきかについて、ファカルティ・デ

ィベロップメント（ＦＤ）およびカリキュラム検討委員会において検討する。 

学生が専攻する学問の体系的な学修をチェックするために、これまで以上に厳格に、複

数のゼミナール担当教員による履修登録時の指導・相談を行う。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

従来の一般教育・外国語教育・保健体育科目の位置づけ、履修制度を見直し、「幅広く深

い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」（大学設置基準第１９条２

項）ことを目的に、共通科目として開設した授業科目を「文化と歴史（１２科目）」「人間

と社会〔インターンシップ科目を含む〕（２２科目）」「自然と情報（１８科目）」「健康とス

ポーツ科学〔スポーツ研修を含む〕（１３科目）」「言語と文化〔語学研修を含む〕（４４科

目）」の分野に分けて開設し、配当年次を１年次～３年次としている。総合科目は「総合科

目Ⅰ～Ⅴ」まで開設し、その時代のニーズに適合した授業を行っている。学際的なテーマ
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の授業科目を複数の教員で担当し、学生の知的好奇心を喚起するための工夫として、従来

から「総合科目」において「ヨーロッパの歴史と文化を知る」・「コミュニケーションの重

要性を理解する」・「キャリア教育を考える」・「ワールドツアー」などのテーマを掲げ複数

の教員で授業を行うとともに年度毎に内容を検討している。「人間と社会」の分野に「海外

インターンプログラム」・「国内インターンプログラム」・「就業体験」・「文化活動論」を設

置し、科目毎に配当年次を変え段階を追って経験ができるように配慮、「研修（ボランティ

ア）」科目では、教育委員会等を通じての学校教育現場、本学が実施している低年齢の子供

に対する語学教育の補助などの教育現場でのボランティア活動を行う実習と大学内におけ

る講義を集中講義形式で開講している。 

平成２０年度から共通科目に「キャリア教育ユニット」の区分を設け、「キャリアデザイ

ン入門Ⅰ・Ⅱ」の科目で早期の段階から就職に関心を持つようにしている。 

 

【点検・評価】 

本学では、一般教育科目・外国語科目・保健体育科目については、従来の分野での枠組

みから「共通科目」として各学部に開設され、大学での基礎教育として教養科目を中心に

編成している。また、専攻科目（専門教育科目）との連携において専門基礎的な科目を設

け学生に系統的段階的な学修を可能としている。また、健康とスポーツ科学（保健体育科

目）では、実技科目および講義科目を開講し、学生の心身の健康保持・増進を図っている。 

各授業科目に参考となる書籍を指定参考図書として、学生の利便に資するように図書館

の一角にコーナーを設けているが、あまり活用されてはいない。授業の参考図書への関心

が薄いばかりでなく、一般に読書への興味も乏しい傾向が見られる。本学部生の図書館か

らの本の貸出状況を調査したところ、全学年で平成１７年度が合計３６３名の７１５冊、

平成１８年度が２３３名で４１９冊、平成１９年度は１３８名で２１９冊、平成２０年度

では１０２名の２０２冊に低迷している。各年度の一人当たりの貸出し数は、平成１７年

度が１．９７冊、平成１８年度が１．８０冊、平成１９年度が１．５９冊、平成２０年度

には１．９８冊となり、４年間で一度も２冊を超えたことが無い。特に、１、２年次生の

利用が毎年尐ないのは問題である。幅広い教養と豊かな人間性を育てるためには、静かに

読書に親しみじっくり考える習慣を学生に身につけさせる必要があると思われる。予習復

習の励行と自習の習慣づけの意味からも、共通科目の参考図書の利用方法および図書館の

より積極的な活用を検討しなければならない。 

豊かな人間性の涵養という観点では、ボランティア活動は社会的な関係や対人関係を通

して精神的に成長するのに重要な機会であるが、本学部では、スクールボランティアの数

は平成１７年度の４名から平成１８年度は２名に減尐、平成１９年度・平成２０年度は０

名となった。ボランティア登録についても、本学部では平成１７、１８年度には５名の登

録で参加が４名だったのが、平成１９年度は登録こそ５名あったものの参加は１名になり、

平成２０年度に至っては登録１名、参加は０名になった。学生数の減尐という事情はある

にせよ、参加者がいないという現状は決して望ましいことではない。自己中心的で人間関

係を苦手とする現代の学生気質を反映しているのかもしれないが、本学体育会系クラブの

活発なボランティア活動という身近な手本もある。社会奉仕や他人への献身を厭ぬように、

学生の参加を推進していく必要がある。部やサークルに全く所属していない学生に、社会

性や自为性を養わせるには、ゼミナールの意義が大きい。 

インターンシップに関して言えば、本学部の学生は海外研修やキャリアアップのプログ

ラムにはほとんど参加せず、どちらかと言えばボランティア活動にやや関心があった。学

部のヘルスケア・インターンシップには、平成１８年度が２名、平成１９年度が１名、平

成２０年度は２名の参加であり、この登録履修の定着とさらなる増加を目指したい。 

 

【改善方策】 

大学での共通科目（一般教育科目、外国語科目、保健体育科目）は、幅広く深い教養お



- 314 - 

 

よび総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養することを目的として開講している。 

大学における教養教育は、幅広い視野から物事を捉え高い理性に裏打ちされた的確な判

断を下すことのできる人材の育成、および専門分野の枠を超えて共通に求められる知識や

思考法などの知的な技法の獲得や、人間としての在り方や生き方に関する深い洞察、現実

を正しく理解する力の涵養などが求められており、本学においてもこれらに対忚した開設

科目を今後検討しなければならない。 

具体的には、図書館や学内書店との連携を強め、共通科目関係の参考図書の利用法を見

直し、学生が図書館を積極的に利用して自習するように習慣づける。 

また、ボランティア活動への学生の参加を増やすようにゼミナール担当者が協議し、ゼ

ミ卖位か合同ゼミでの計画実践を考える。 

 

（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

展に適切に対忚するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

外国語科目は、国際化が進む社会に対忚できるように、英語、ドイツ語、フランス語、

スペイン語、中国語を共通科目の「言語と文化」の分野において開講している。各言語と

も、「読み」、「書き」、「聞き」、「話す」能力の調和のとれた養成が基本にある。そして、高

い能力があり、意欲のある学生のために、高度なレベルの科目も開講している。また、コ

ミュニケーション能力の養成とともに、異文化理解を深めることも目的としている。 

平成１７年度のカリキュラム改正により、共通科目「言語と文化」の卒業必要卖位数は、

１０卖位から４卖位になり、この改正により、必修ではない「イングリッシュ・コミュニ

ケーションスキルⅠ～Ⅵ」の受講者数が本学部では激減した。平成１６年度から開講して

いる特別講座「ＥＦＬ」(English For Life Program)を参考に、実践的な内容のクラスを

多数開講することで、学生に興味をもたせることができると考え、平成１９年度から、内

容とレベル(初級･中級･上級)を科目名に付記することで、学生がクラスの内容を容易にイ

メージできるように工夫した。「英語でのプレゼンテーションの実施」・「英語で学ぶ心理

学」・「ムービー英語」・「コンピュータで英語」・「ＴＯＥＩＣ®対策」などの英会話だけでな

く、英語を活用した授業、３年次配当の「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ」

においては、就職試験対策に特化したクラスを開講することで、学生のニーズに忚えてい

る。 

平成１８年度に「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」における能力別クラス編成の実

施を目指し、ランゲージセンター運営委員会が作成したオリジナルのプレースメントテス

トを実施したが、全学部とも能力別クラス編成には利用しなかった。 

平成１９年度はランゲージセンター運営委員が作成したオリジナルのプレースメントテ

ストと学部のオリジナルテスト（経営科学部・経済学部のみ）を実施し、経営科学部と経

済学部は学部オリジナルテストのスコアでクラス分けを行い、全学部で TOEIC  Bridge®IP

テストを実施したが、実施時期が遅かったため、クラス分けに使うことができなかったが、

他のプレースメントテストと比較した結果今後利用できるとの結論となった。 

平成２０年度は TOEIC  Bridge®IP テストを全学部で実施し、選択必修でない外国語学部

を除くその他の学部は、TOEIC Bridge®IP テストのスコアで習熟度別クラス編成を行った。

また、「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は学部毎に開講の曜日・講時を統一し、習熟

度が適正なクラスでなかった場合には変更可能な時間割とした。 

本学部の「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」に関しては、楽しく英語が自然と口を

ついて出るようになることを目標としている。ビデオを使用した基本的なテキストを１年

間で１冊終了するのも、実用的なコミュニケーション能力の向上を目指しているからであ

る。平成１８年度には、旧経営科学部と合同で統一テキスト、シラバスを使って英語を多

用した実践的な教育方法を試みた。学部の方向性の違いから１年だけで取りやめているが、
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教員同士ではＦＤの良い刺激となっている。現在は、日本語を使用しても人間関係の形成

を特に苦手とする学生に、異文化を通して簡卖な会話や交際の重要性を再認識させ、英語

への苦手意識や抵抗感を無くさせることを重視している。 

本学部の専攻科目には、２年次配当の企業情報基礎群の中に「外書講読（英書）」「外書

講読（仏書）」があり、またＩＴ情報群の２年次配当科目には「Ｗｅｂ英語演習」が含まれ

る。さらに特別講座の「Hospitality Advertising」（ホスピタリティ産業における広告宣

伝メッセージの作り方を学ぶ）クラスは、専攻科目として重視した卖位認定を行ってきた。 

 

【点検・評価】 

毎年度はじめには外国語科目の担当者の懇談会を開き、本学の外国語教育の理念、方針

等の周知、確認に努めている。そして、前期、後期とも授業開始後しばらくして、各外国

語の担当者会議を開催し、受講生数、授業運営などに問題がないかを調べ、問題がある場

合には、適切な処置が取れるような体制を整えている。 

英語は入学直後に行なうテストにより、能力別にクラスが編成される。必修クラスは教

材（ビデオ付）、シラバスとも統一されており、専任教員が全体をまとめ、より教育効果が

上がるようにしている。他の言語でも、各担当者間の連携を密にし、教材、シラバスを統

一することなどにより、教育効果に配慮している。また、各言語とも会話はもっぱらネイ

ティヴスピーカーが担当し、異文化理解を深めることにもなっている。 

さらに、平成２０年度から、为に１年生に外国語・文化を紹介するクラス（ワールドツ

アー）が、「総合科目」の１クラスとして導入された。このクラスは外国語・文化を知識、

教養として教えるとともに、外国語習得の動機づけを与え、意欲を高めることにもなり、

外国語科目の履修を活性化させると期待される。本学部では、ひとまず初年度は前期に１

４名（全学部では１５８名）、後期に２２名（同４６９名）が履修し、盛況であった。ただ、

今のところこの科目で紹介されるのは、担当者などの制約から、英語、ドイツ語、フラン

ス語とその文化のみである。 

 

表Ⅲ－１ 総合科目（ワールドツアークラス）受講者数 

年  度 
平成 20年度 

前期 後期 

1年次 11 19 

2年次 1 1 

3年次 2 1 

4年次 0 1 

計 14 22 

 

このような効果を高める運営は、毎年度前期、後期の終盤に１回ずつ行なわれる学生の

授業評価にも顕著に表れている。「言語と文化」全体における、項目１０「授業内容に興味

を感じたので、今後もっと深く学びたい」、項目２３「私はこの授業に満足できた」に対す

る、「強くそう思う」、「そう思う」と回答した学生の割合は、以下のように、非常に高い。

特に項目２３の回答が示すように、「言語と文化」の科目の満足度が、過去４年間平均して

７～８割前後の高さを保っていることは評価できる。 
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表Ⅲ－２ 「言語と文化」科目の満足度 

 項目 10 項目 23 

強くそう思う そう思う 合 計 強くそう思う そう思う 合 計 

平成 17年度前期 19.7 31.5 51.2 27.5 37.6 65.1 

平成 17年度後期 31.0 26.1 57.1 48.9 24.1 73.0 

平成 18年度前期 20.2 38.4 58.6 32.7 42.9 75.6 

平成 18年度後期 34.4 34.4 68.8 48.4 36.6 85.0 

平成 19年度前期 31.6 24.1 55.7 40.5 38.0 78.5 

平成 19年度後期 39.3 26.8 66.1 46.4 41.1 87.5 

平成 20年度前期 27.0 28.1 55.1 30.3 40.4 70.7 

平成 20年度後期 19.7 34.4 54.1 27.9 41.0 68.9 

 

ただ、問題点が無いわけではない。必修ではない高度なレベルの科目の履修生が、英語

では各年度平均１０名強、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語でもせいぜい１名

と尐ないことである。 

平成１７年度までは、「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」は担当教官の自为的判断に

委ねられ、統一的な基準によらず厳格に採点評価されていたため、本学部 1年次生の英語

合格率は全学部で最も低かった。平成１８年度からは旧商学部系の学部で統一テキスト、

シラバスによるコミュニカティヴな教育方法を試みることになり、指導方法を改め多様な

評価に変更した。学部としての目標もより実践的な会話と基礎学力を中心にすえ、学習の

楽しさと継続性を重視する方針転換を行った。専任教員が担当する初級クラスでは、英語

嫌いやコンプレックスの解消をワードゲームやパズルによって目指している。兼任教員担

当の中級・上級クラスでは担当者により学部の教育方針が充分浸透していない場合もある。

初年次英語クラスの平均合格率は平成１７年度の５０％前後から、平成１８年後期には８

６．８％に改善するが、以後は８１．０％、７６．２％、７２．７％と漸減し、平成２０

年度後期に６５．６％まで下がる。テキストを活かしきれていない授業方法、興味を引く

新たな工夫の欠如や、ゆとり教育世代の学力・集中力の低下など、様々な理由が考えられ

る。全学の英語クラスの平均合格率（外国語学部と再履修以外）との開きについては、本

学部の方が平成１７年度前期に１５％ほど低いが、逆に平成１８年度後期に２１％ほど高

くなり、平成１９年度前期には１４％ほど高いという具合に、合格率にかなりの変動があ

ったが、平成２０年度には全学平均の６５％～７０％前後で推移している。一般的に、上

級、中級クラスの方が良い成績評価Ａ、Ｂ（平成２０年度からはＳ、Ａの評価）を取りや

すい傾向にあり、Ｃ以上の合格率も上級、中級のクラスは高い。全学的な傾向として言え

るのは、初級クラスの学生３分の１程度が試験欠席かレポート未提出である。同一テキス

トを使用していても、授業評価を見ると、専任・兼任に関係なく教員の教育力や指導技術

に相当の隔たりが認められるようである。担当者によって、成績評価や学生の理解度・満

足度に大きな差がでるという事態は、決して好ましいものではない。兼任教員の配置に関

しては他学部の英語担当者との調整をする必要がある。 

 

表Ⅲ－３ 企業情報学部における「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」の合格率 

科 目 H17年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

ベーシック・イングリッシュⅠ 48.5 60.9 81.0 72.7 

ベーシック・イングリッシュⅡ 57.7 86.8 76.2 65.6 

 

「今後もっと深く学びたい」という５５％～６０％程度の学生を上級の「イングリッシ

ュ・コミュニケーションスキル」のクラスに引き上げることができないのは、反省点であ

る。就職試験対策の「イングリッシュ・コミュニケーションスキルⅢ」には尐数ながら受

講者がでている。 
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そこで、日商簿記やＰ検との関連で学生の動機付けに、学部の特色に適した独自の英語

資格の取得を勧めることも考えられる。 

 

表Ⅲ－４「イングリッシュ・コミュニケーションスキル」受講者数 

年 度 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

学 期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

1年次  0  2  4  1  0 0  1 1 

2年次 70 69  1  2  3 2  4 4 

3年次 42 24 33 28 12 0  6 1 

4年次 28 10 15 11  0 0  2 3 

計 140 105 53 42 15 2 13 9 

 

【改善方策】 

今後国際化がますます進むにつれ、高い外国語運用能力とともに、深い異文化理解が要

求されるようになる。 

まず、必修科目だけではなく、高度なレベルの科目の積極的な履修を促す必要がある。

オリエンテーションなどの機会に外国語修得の重要性、必要性を説くと同時に、前述の、

新たな総合科目として導入された外国語・文化を紹介する科目の充実を図る。 

あるいは、この科目を１年生の前期での必修科目とし、本学で開講されているすべての

外国語とその文化を概観したうえで、実際の外国語の履修は１年生の後期からといったこ

とも好影響をもたらすものとして、検討に値する。そのために、この科目が外国語科目の

履修にどのような影響を与えたかというような追跡調査も必要となってこよう。 

つぎに、異文化理解を深めるという点からは、複数の外国語の学修を薦めることも重要

である。あるいは、多様な言語・文化の存在を理解させ、相対的なものの見方を養うよう

な科目を設けることも一考に値する。 

教務部やランゲージセンター、「言語と文化」各言語の担当者会議との連絡調整をより緊

密にする。 

日商ビジネス英語検定や日本英語検定協会の STEP BULATS の利用可能性を調査する。 

 

（６）教育課程の開設授業科目、卒業所要総卖位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

本学部における教育課程の開設授業科目群、卒業所要総卖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（卒業要件）は次のようになっている。 

平成１７年度（２００５年度）入学生から卒業所要総卖位数を、共通科目(外国語科目を

含む)１４卖位以上（１０．９％）、専攻科目６０卖位以上（４６．９％）、演習科目１２卖

位(９．４％) 計８６（６７．２％）を各分野の最低修得すべき卖位として規定し、残り４

２卖位（３２．８％）は、学生に提示しているコース別履修モデルまたは学生各人の学修

の指針に副って選択履修が可能とした。また、平成１９年度まで共通科目（１５９科目）

と専攻科目（７１科目）の授業科目を開設していたが、分野における卒業所要卖位数から

しても量的に不均衡であるため共通科目の統廃合を図り、平成２０年度（２００８年度）

入学生から共通科目１１７科目、専攻科目７５科目を開講した。また２年次に演習科目を

設置したため１年次から４年次まで全ての年次でゼミナールに所属することを可能とし、

卒業所要総卖位の配分を１２卖位（９．４％）から１６卖位（１２．５％）に増やしたこ

とにより、４年間一貫した教育が可能となった。 

現在の履修規程は平成１７年度からのもので、以前の卒業要件は以下のようになってい

た。 
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表Ⅲ－５ 平成１６年度までの卒業要件 

科 目 卖 位 卒業必要卖位中の割合 

共通科目（「言語と文化」以外）    22卖位      17.2% 

共通科目（「言語と文化」）    10卖位       7.8% 

専攻科目    84卖位      65.6% 

演習科目（共通科目）     4卖位       3.1% 

演習科目（専攻科目）     8卖位       6.3% 

合計    128卖位       100.0%  

 

現在の履修規程の最大の特徴はその自由度の大きさにある。以前の卒業要件と比べ、共

通科目（「言語と文化」以外）、共通科目（「言語と文化」）、専攻科目で各々１２卖位、６卖

位、２４卖位の減となっているのである。すなわち、学生は自分の目標、興味などにより、

どの区分で多く履修するかを選択しつつ、学修が出来るようになっている。また、共通科

目（「言語と文化」以外）、共通科目（「言語と文化」）、専攻科目、演習科目（共通科目）、

演習科目（専門科目）は相互の有機的関連性を考慮し、効果的な履修が可能となるように

配当年次などを決め、開講している。 

共通科目（「言語と文化」）は、全学生に英語を必修とし、ドイツ語、フランス語、スペ

イン語、中国語は選択にするという意見もあったが、国際化がますます進む世界において

は、さまざまな言語の運用能力、知識が必要だということで、英語、ドイツ語、フランス

語、スペイン語、中国語のうち１言語４卖位の必修となっている。 

【点検・評価】 

平成２０年度の共通科目の統廃合により、専攻科目とのバランスはかなり改善されてお

り評価できる。 

現在の履修規程では、学生は自分の目標、興味などから、より自由に、より積極的な履

修が出来るようになっている。つまり、強い動機付けが好ましい結果をもたらすと考えら

れる。このことは、学生による授業評価の、全科目における、以下の表に示す項目「授業

内容に興味を感じたので、今後もっと深く学びたい」、「私はこの授業に満足できた」に対

する、「強くそう思う」、「そう思う」と回答した学生の割合の高さによっても確認できる。 

 

表Ⅲ－６ 企業情報学部全科目の授業評価の満足度 

 「授業内容に興味を感じたの

で、今後もっと深く学びたい」 
「私はこの授業に満足できた」 

強 く そ

う思う 

そ う 思

う 
合計 

強 く そ

う思う 

そ う 思

う 
合計 

平成 17年度前期 18.6 30.0 48.6 24.5 33.5 58.0 

平成 17年度後期 23.0 29.0 52.0 35.7 27.5 63.2 

平成 18年度前期 23.7 30.1 53.8 25.7 34.8 60.5 

平成 18年度後期 24.5 29.9 54.4 32.1 33.4 65.5 

平成 19年度前期 23.5 27.2 50.7 27.3 33.9 61.2 

平成 19年度後期 33.6 25.9 59.5 39.1 30.9 70.0 

平成 20年度前期 27.2 26.2 53.4 28.5 31.9 60.4 

平成 20年度後期 25.5 29.9 55.4 32.3 30.1 62.4 

 

しかしながら、自由度の高さは諸刃の剣ともなる。明確な目標をもっていない学生、系

統立てた履修の仕方を理解していない学生などにとっては、時間割の曜日・講時の都合だ

けで履修科目を選択するといったこともありうる。 
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【改善方策】 

卒業必要卖位の中で、専攻科目・共通科目・外国語科目等の占める比率は、「学生の为体

的学修」の意思を最大限に尊重するように配慮されており、自为性のある意欲的な学生に

は、どの分野の履修もさまざまな選択肢から科目配分を決めることが可能である点は継続

し、バランスのよい履修・学修を促すため、学生個々人の目標や卒業後の進路に合わせた

履修指導を積極的に行う。 

また、語学の学修意欲の乏しい学生にも、語学力の重要性を認識させランゲージセンタ

ーと協同で外国語科目の積極的な履修を勧める。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

共通科目の「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情報」、「健康とスポーツ科学」、「総

合科目」は各々、「言語と文化」は「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」に分かれて、担当

者会議を、前期、後期に１回ずつ開催している。この担当者会議では、全学的視野に立ち、

各分野のその時点での問題が解決され、各分野と各学部との調整が行なわれる。なお、「言

語と文化」では、問題によっては、不定期的に合同で担当者会議が開かれ、解決が図られ

ることもある。 

演習科目（共通科目）は教授会で学部全体における位置付けがなされ、運営されている。

そして、問題が生じた場合、適宜担当者会議を開き、解決されている。 

平成１７年後期から、共通語学については、教務部長がセンター長となり、各語学の委

員等からなる「ランゲージセンター運営委員会」が設置され、外国語教育の改善・充実を

図るための提案、実践的な学修プログラムの提案を行なっている。ただし、専任の担当者

がいないスペイン語については、構成員がいない状況である。 

「言語と文化担当者懇談会」を年度初めに年１回開催し、兼任教員とランゲージセンタ

ー運営委員等との懇談の場を設けている。この懇談会では、教科書や遅刻・欠席の取扱い

や学生指導に対する意見交換を行っている。また、平成２０年度から、選択必修科目であ

る「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」にコーディネーターを設け、兼任教員との調整

を図っている。 

 

【点検・評価】 

共通科目の各分野の担当者会議は定期的に開催されているので、学生の履修状況、開講

形態などに問題が生じた場合、速やかに対忚できるようになっている。また、演習科目（共

通科目）の問題は、月に一度の定例教授会で解決できるようになっている。 

共通科目に関しては各分野の担当者会議ならびに、教務部委員会が調整を図っている。

外国語教育に関しては、ランゲージセンターと各学部の委員、英語の専任コーディネータ

ーが中心になり、「ゼミナールⅠＡ、ⅠＢ」や初年次の必修科目は担当教員、教授会、学部

長が責任を持って運営にあたっている。 

なお、共通科目における基礎教育と学部における教養教育の調整を図る会議の設置が望

ましい。本学部では、教員の過半数が２号館５階に研究室を持ち、教員同士が日ごろ直接

相談や連絡を行いやすい環境にある。 

 

【改善方策】 

大学志願者の全入時代に入り、他方、入学試験の多様化に伴い、充分な基礎学力、教養

をもたない学生が尐なからず入学してくるため、平成２０年度から本学では共通科目に導

入教育ユニットを設け、基礎教育の補強を図っており、今後もこれを継続する。また、１

年次で必修の「演習科目」でも、基礎学力、教養の涵養を大きな目標にして、教育内容を

充実させるべく、担当者間でより緊密な連携体制を採る。 
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（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 

 

【現状の説明】 

共通科目では、「言語と文化」の１外国語４卖位が必修である。専攻科目では、「企業情

報基礎群」の「コンピューティング入門」、「簿記入門」の計４卖位、演習科目の「ゼミナ

ールⅠＡ・ⅠＢ」、「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」、「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」、「卒業研究Ａ・Ｂ」

の計１６卖位、および以下に示す各コースの８～１２卖位が必修となっている。 

 

表Ⅲ－７ コース別必修科目と卖位 

コース名 必修科目 
合 計 

卖位数 

会計・ビジネス情報 

コース 

基本簿記（4卖位）、忚用簿記（4卖位） 
8卖位 

医療福祉経営コース 
医学一般（2卖位）、健康福祉心理学（2卖位）、 

医療福祉経営論（4卖位） 
8卖位 

ＩＴコース 

情報数理演習（4卖位）、情報システム演習（4卖位）、 

コンピュータ業務支援演習（2卖位）、 

Ｗｅｂデザイン演習（2卖位） 

12卖位 

 

以上の必修科目・卖位に加え、共通科目では「文化と歴史」、「人間と社会」、「自然と情

報」、「健康とスポーツ科学」、「総合科目」の科目から１０卖位を修得しなければならない。

専攻科目では「企業情報基礎群」の科目から２４卖位、「ビジネス情報群」、「会計群」、「医

療福祉経営群」、「ＩＴ情報群」の科目から、会計・ビジネス情報コース、医療福祉経営コ

ースは２４卖位、ＩＴコースは２０卖位の必修となっている。なお、「卒業研究Ａ・Ｂ」４

卖位は、専攻科目の卖位で代替できる。 

必修卖位は計９０卖位であるが、これに加え、全ての科目から３８卖位以上を選択修得

し、最終的に１２８卖位を修得することになっている。 

平成２０年度のカリキュラム改正では必修・選択の量的配分の見直しを行い、従来の３

コースには変更はないがＩＴコース内の必修科目を６科目（２０卖位）から４科目（１２

卖位）とした。また、新たに２年次に演習科目を設置した。これにより、全学年に演習科

目が設置された。専攻科目全体では卒業必要卖位数１２８卖位のうち、６０卖位を卒業に

必要な最低修得すべき卖位数として定め、学生が選択した各コースにおいて、必修・選択

の量的配分に大差がないよう配慮している。 
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表Ⅲ－８ 卒業に必要な最低修得すべき卖位に係る必修・選択科目等の配分比率 

区 分・コース 

平成 17年度から平成 19 年度 
比 率（％） 

開設授業

科目数 

卖位数 

必 修 
選択 

必修 
選択 必 修 

選択 

必修 
選択 

共通科目 159  0 4 10 0.0 28.6 71.4 

専

攻

科

目 

会計・ビジ

ネス情報コ

ース 

71 12 0 48 20.0 0.0 80.0 

医療福祉経

営コース 
71 12 0 48 20.0 0.0 80.0 

ＩＴコース 71 24 0 36 40.0 0.0 60.0 

演習科目 3 12 0 0 100.0 0.0 0.0 

 

区 分・コース 

平成 20年度 
比 率(%) 

開設授業

科目数 

卖位数 

必 修 
選択 

必修 
選択 必 修 

選択 

必修 
選択 

共通科目 117 0 4  10 0.0 28.6 71.4 

専
攻
科
目 

会計・ビジ

ネス情報 

コース 

75 12 0  48 20.0 0.0 80.0 

医療福祉経

営コース 
75 12 0  48 20.0 0.0 80.0 

ＩＴコース 75 16 0 44 26.7 0.0 73.3 

演習科目 8 16 0 0 100.0 0.0 0.0 

 

【点検・評価】 

共通科目では、「言語と文化」の１外国語４卖位の必修は、先に指摘したが尐ないと考え

る。外国語の中級、上級の科目は、卖なる選択科目としては、当初予想されていたことだ

が、多くの学生に履修されないことが４年間で実証されたのである。いまの国際化が進む

社会に対忚するためにも、これらの科目のいくつかを必修とすることが喫緊の要事である。 

「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」は、基礎学力、教養の涵養とともに、高等学校までとはまっ

たく異なった大学生活を支障なく始められるようにするという点から、重要な科目である。

これらの１年次での必修は妥当である。 

専攻科目では、「コンピューティング入門」、「簿記入門」は学部の基本的な科目であり、

必修は当然である。また、各コースの必修科目も、各コースの基本的事項を学ぶものであ

り、必修となっていることに妥当性がある。ところで、ＩＴコースでは、平成２０年度か

ら、「経営システム工学（４卖位）」、「システム管理論（４卖位）」が必修科目ではなくなっ

たが、選択必修科目としては残り、このコースの自由度を高める点からは評価できる。 

「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」（２年次配当で共通科目の内容のクラスと専攻科目の内容のク

ラスが混在）、「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」（３年次配当）が必修となったのは、平成２０年度
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からである。それまでは、３年次配当の専攻科目としての通年科目である「ゼミナールⅡ」

のみが必修であり、４年次配当の通年科目である「ゼミナールⅢ」は、専攻科目の卖位で

代替出来るようになっていた。この改革は２つの点で評価できる。第一に、基礎学力、教

養の涵養の必要のある学生に「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」を提供できること。第二に、２年

次で演習形式の科目を必修とすることにより、１年次に引き続き密着して学生生活を指導

できること。この結果、入学後３年間で切れ目なく密着した指導を行い、専攻分野の総ま

とめの卒業研究へとつなげることが出来るようになった。 

 

【改善方策】 

第一に、異文化理解を深める観点から、共通科目の「言語と文化」の必修卖位が増やさ

れねばならない。現在の１外国語４卖位の必修を、１外国語８卖位または１０卖位、２外

国語８卖位または１０卖位の必修などといった改善案を基に議論を深める。次に、客観的、

総合的なものの見方を涵養するために、共通科目の「文化と歴史」や「人間と社会」など

の科目を履修するよう指導を強化する。 

最後に、専攻分野においては、ＩＴコースでの必修科目・卖位数の減尐、「ゼミナールⅡ

Ａ・ⅡＢ」、「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」の必修化などの改革後の状況を改革前と比較検討し、

必要に忚じて是正措置を講じる。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

① 制度 

ア．入学前教育とイ.入学後の導入教育とからなる。ア.に関しては、（ア）入学予定者全

員に課題文の提出を義務づけており、更に（イ）併設高等学校生を対象として、教授

会において専門科目のうちいくつかの基礎科目を特別科目として指定し、入学直前に

集中的に履修できるようにしている。（ア）は平成１５年度から実施しており「読書感

想文」と「要約課題」と「自由課題」の三つのうち一題を選択して提出し、入学後「ゼ

ミナールⅠＡ・ⅠＢ」担当者が添削しコメントを付して返却する。（イ）は平成１５年

度から、併設高等学校である大阪学院大学高等学校との「教育連携協定」に基づき「特

別科目等履修生」制度により同校生徒を受入れ、合格した当該科目の卖位を入学前既

修得卖位として認定している。受講科目と履修生徒の推移は下表の通りである。 

 

表Ⅲ－９ 特別科目等履修生（併設高等学校）受講科目 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

情報基礎演習（2卖位） 2/66 0 0      0 

パソコン検定（4卖位） 2/66 0 0      0  

社会と情報 （2卖位） 2/19 4/25 1/32    4/36 

大阪学院大学高校生数 66 61 116 105 

 

Ⅲ－１０ 特別科目等履修生（併設高等学校）人数 

年 度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

履修者数 2 4 1 4 

合格者数 2 4 1 3 

また、本学部の「情報数理演習」の担当教員が、平成２０年度に併設高校に出講し情

報コースの３年生に週２コマ３ＤＣＧを教え、大学や学部の講義への興味を喚起してい

る。 
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イ.に関しては、（ア）平成１８年度に設置された「ラーニングセンター」での指導、

（イ）共通科目を構成する下位区分としての「導入教育ユニット」の開設、（ウ）１年次

配当の「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」及び（エ）専門教育にスムーズに入っていけるように、

いわば専門科目への「学びの扉」として開講されている基礎科目をその骨子とする。（ア）

「ラーニングセンター」では、英語、数学、国語に関して、大学教育を受けるために尐

なくとも必要不可欠で最低限の学力の修得・維持をめざしている。（イ）「導入教育ユニ

ット」では「表現Ａ（日本語）」、「表現Ｂ（情報）」、「表現Ｃ（スポーツ）」の３科目を開

講し、言葉や身体による表現力の修得に力点を置いている。（ウ）「ゼミナールⅠＡ」（前

期）では、読む、書くを共通テーマとし、「ゼミナールⅠＢ」（後期）では、話す、発表

するを共通テーマとしている。大学について知ること（教育理念、歴史や伝統、学部の

特色、各種学内行事、キャンパスツアーによる図書館、国際センター、キャリアセンタ

ー等の配置及び利用の仕方など）、ルールやマナーについての意識向上と遵守、と並行し

て英語教材やその他各種教材或いはパソコンを用いての表現力の向上（プレゼンテーシ

ョン及びレポート）をめざしている。他方、個人面談や「学びによる成長」支援シート

などによって学生との密接なコミュニケーションを図っている。（エ）では、企業情報基

礎群として「コンピューティング入門」「簿記入門」「情報管理論」「経営管理論」「会計

基礎論」「基本会計学」６科目を１年次に配当し、２年次から「会計・ビジネス情報コー

ス」「医療福祉経営コース」「ＩＴコース」のいずれのコースを選択しても、入学当初か

ら専門教育に対する知的好奇心を充足できるように配慮している。 

 

表Ⅲ－１１ 導入教育ユニットの受講状況 

年 度 
平成 20 年度 

表現Ａ 表現Ｂ 表現Ｃ 

開講クラス数 4 4 2 

受講者数 22 29 30 

合格者数 17 24 23 

 

② 体制 

入学前教育はア.（ア）を共通科目教員が、ア.（イ）は学部専攻科目教員が担当して

いる。入学後の導入教育に関しては、イ.（ウ）ゼミナールⅠＡ・ⅠＢを共通科目教員が

担当し、イ.（エ）「学びの扉」として開講されている科目は勿論、学部専攻科目教員が

担当している。イ.（ア）は「ラーニングセンター」の、イ.（イ）は他学部の教員が担

当である。 

③ 検証 

ア.（ア）は各担当教員がチェックし、ア.（イ）は出席状況及び卖位修得状況によっ

て検証している。他方、イ.（ウ）及びイ.（エ）は出席状況及び卖位修得状況に加え、

学生による学期前半の自由表記による授業評価と学期後半の特定の項目に関する授業評

価により検証がなされている。 

④ 効果 

イ.（ウ）及びイ.（エ）に関しては、当該科目に関する検証結果、すなわち、数値化

されている、学生による授業評価、出席状況及び卖位修得状況の統計的処理により測定

しており、時系列におけるその比較によって趨勢を把捉している。ア.（イ）はイ.（ウ）

とイ.（エ）に準ずるが、ア.（ア）に関して統計的処理は行っていない。 

 

【点検・評価】 

入学前教育ア.（ア）、ア.（イ）に関しては毎年教授会での議論を経て、課題と指定科目

とが決定されており、本学部の教育理念に照らして特段の問題はない。ただ、ア.（イ）に

関しては、情報処理に関する基礎科目が指定され学生のニーズに合致していたが、その後
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はなくなっている。併設高校からの特別科目等履修生のうち本学部への希望学生が尐ない

のは問題である。 

ラーニングセンターの利用は全学的に増加している。その利用は、平成１９年度より平

成２０年度に自習学習の合計人数が９００名ほど増えている一方、相談件数は２１名から

６名に減尐している。特に、英語のリメディアル（補習）授業の参加者が、平成１９年度

の計８８名から平成２０年度に４６名に減ったのは、英語の補強を重要な課題とする本学

部にとって問題である。基礎学力に欠ける英語初級クラスの学生の敬遠や苦手意識をなく

すために、ラーニングセンター（現学習支援室）と協同で学生の指導の充実を図る必要が

ある。しかし、これらの学生は中学校初期のレベルから学びなおす必要があるが、自为的

に学習支援室に行こうとはしないため、補習の徹底等何らかの連携を考えるべきである。 

導入教育ユニットについては、始動したばかりであり、学生の授業評価を数年間比較検

討する必要がある。平成２０年度は実施率１００％で、評価結果は、他の科目と比べても

かなり高い満足度を示している。 

本学部のゼミナールの授業評価（初年次ⅠのみではなくⅡとⅢも含む）は、平成１７年

度と平成１８年度は理解度、満足度ともに８０％を超えていたが、平成１９年度は低下し、

平成２０年度では７０％を下回っている。初年次導入教育に取り組んだ大幅な内容変更と

多尐の混乱が、学生の評価の低下につながっていないか、ゼミナールの学年別に評価を分

析する必要がある。 

 

【改善方策】 

入学前教育の意義と指定科目の講義内容について、本学部の学生に対して事前に今まで

より以上に周知、理解させる。インターネットからの卖なる貼り付けだけの課題文、論拠

や裏づけのないただの感想の羅列は禁止する。 

「社会と情報」の指定科目に関しては、当初、簿記会計の入門的なクラスであったが、

他学部との共同担当によって本学部の独自色を失う結果になっている。本学部への希望者

を増やす為に、学部の専門教育に関係の深い科目設定を教授会で構想している。 

併設高校の進学担当者との関係を円滑にし、本学部への希望者の尐ない理由を尋ね、是

正措置を講ずるとともに、ＰＲを強化する。 

導入教育としての「ゼミナールⅠＡ」の共通内容については、引き続き担当者間で吟味

し、基礎力に欠ける学生には、学習支援室と協同での指導に努める。 

 

３．授業形態と卖位の関係 

 

（１）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卖位計算

方法の妥当性 

 

【現状の説明】 

履修科目は① 共通科目（文化と歴史、人間と社会、自然と情報、健康とスポーツ科学、

総合科目、言語と文化、導入教育ユニット、キャリア教育ユニット）、② 専攻科目（企業

情報基礎群、ビジネス情報群、会計群、医療福祉経営群、ＩＴ情報群、関連科目）、③ 演

習科目、④ 課程科目及び⑤ 他学部開講科目等に区分されている。学部における教育の

根幹をなす② 専攻科目と③ 演習科目に限れば、必修科目はどのコースにも共通する「企

業情報基礎群」（２８卖位）、各コース別必修科目、及び「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」、「ゼミ

ナールⅡＡ・ⅡＢ」、「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」「卒業研究Ａ・Ｂ」（各２卖位）である。① は

共通科目教員、② は専攻科目教員、③ は「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」は共通科目教員、「ゼ

ミナールⅡＡ・ⅡＢ」は全教員、「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」と「卒業研究Ａ・Ｂ」は専攻科

目教員が担当している。④ は教職課程科目教員、⑤ は他学部教員が担当している。 

大学設置基準に示す｢講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で大学
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が定める授業時間をもって１卖位とする。｣と「実習及び実技については、３０時間から４

５時間までの範囲で大学が定める授業時間をもって 1卖位とする。」とに基づき、学則第８

条に卖位数を設定している。本学ではセメスター制をとり、１週１コマ（２時間）の半期

授業を２卖位として計算することを基本としている。専攻科目は、１週２コマ（４時間）

の場合は、半期授業を 4卖位として計算している。 

シラバスには「テーマ」「目的及び概要」、「授業計画」、「評価基準・方法」、「学生への要

望・留意点」「オフィスアワー」などが明示されている。更に「ゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ」は

学生の留学等を考慮して、通年４卖位科目から半期２卖位へ変更している。 

インターンシップやボランティアの科目は、実習と講義との併用形式であるため、実習

時間は３０～４５時間までの授業を、講義時間は１５～３０時間までの授業をもって１卖

位と設定し、卖位数に対する授業時間を確保している。 

インターンシップとボランティアに関しては以下のように適切に実施している。 

① 制度 

ア．本学では、海外インターンプログラム、国内インターンプログラム、ホスピタリテ

ィプログラム、アルバイト就業に対する第三者評価プログラムを実施し、専門科目で

修得した知識をもとに国内外の各企業で実務を体験し、それをフィードバックするこ

とによって専門的知識の一層の深化と将来の進路に対する一層の意識の向上に資する

ため、積極的にそれらのプログラムを推進している。他方、大阪市内の各学校との連

携にもとづいて、スクールボランティア研修を推進し、ボランティア精神の向上と実

践につとめている。海外インターンプログラムはシンガポールで、ホスピタリティプ

ログラムは大阪リーガロイヤルホテルで、キャリアアップを目的に実習が行われた。 

イ．本学部独自の取り組みとして「医療福祉経営コース」の学生を対象として、平成１

８年度より専攻科目の一つとして「ヘルスケア・インターンシップ」を２年次に配当

し、大阪府下の済生会吹田病院と提携してインターンシップを推進している。病院経

営の「管理部門」と「維持部門」とから実地に学ぶ研修を、平成１８年度は２名、平

成１９年度は１名、平成２０年度は２名が受けている。更に、「企業情報学特別講義」

と「企業情報学特論」により税理士や会計士等による実務的実践教育を実施している。 

② 体制 

受入れ先医療福祉機関の協力のもとに専攻科目教員が担当している。 

③ 検証 

時系列での比較により検証している。 

④ 効果 

検証と同様、時系列での比較及び就職先企業との相関度で測定している。 

 

【点検・評価】 

現状において、専攻科目での自由度が非常に高く、学生にとっては履修しやすい区分で

あると考えられる。「ゼミナールⅡＡ・ⅡＢ」では、自由度を高めて人文科学の教養でも、

専攻科目の早期取組みでも、どちらも可能となっている。更に「ゼミナールⅢＡ・ⅢＢ」

では教員別専門教育と進路・就職相談がその根幹をなしている。専攻科目に関しては

OGU-Caddieの積極的使用並びに簿記検定、パソコン検定など資格取得を積極的に支援する

内容となっている。問題は、現在の区分が、産業構造の変化とそれに伴う社会的ニーズの

変化にきめ細かく対忚できているか否かという点である。 

授業科目の卖位計算方法は、大学設置基準に従った計算方法であり、計算方法それ自体

に問題はない。シラバスによる学生へのきめ細かい指示は、履修科目の選定や選定後の履

修に際してとりわけ有用であると思われる。更に、e-ラーニング、OGU-Caddie の使用によ

って履修効果は増大すると思われる。問題は、一部の学生が遅刻による学修上の不利益を

認識していない点にある。 

シラバスでは「学生への要望・留意点」において予習・復習や自習の重要性を説いてい
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るが、シラバスを履修登録時の参考にしていないかなりの学生が、しっかり教員の意図を

理解しているとは思われない。特に、１時限目の遅刻の多さは卖位計算への認識不足と甘

えを露呈している。初年次生から卖位の意義とその計算方法を理解させることが重要であ

る。 

 

【改善方策】 

授業科目の特性・内容および卖位計算の妥当性については、適切であるため、現状を維

持していく。 

なお、次の項目に関しては学修上有益であるため、さらなる強化を図る。 

インターンシップに関しては、その意義を今までより以上に周知させること及び学生の

ニーズを事前に調査して、それに忚じて海外および国内ならびに各種業種に対する希望を

本人との面接等を通じて、より具体的にその受け入れ先企業・機関についてサジェスショ

ンする。特に、「ヘルスケア・インターンシップ」に関しては希望する学生の能力と将来の

進路を勘案してきめ細かい指導を行う。 

資格取得に関しては、会計・ビジネス関係の資格とＩＴ関係の資格とに分けてそれぞれ

の適性に忚じた指導を行っているが、その周知徹底をより早めに行うことによって、さら

に上級の、あるいは幅広い資格取得ができるような指導体制を確立する。 

高等学校教諭一種に関しては、これまでの「商業」に加え「情報」の取得が可能となる

ようにするため、e-ラーニング、OGU-Caddie の使用率をなお一層高めることが望ましい。 

 

４．卖位互換、卖位認定 

 

（１）国内外の大学等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定の適切性（大学設置基準

２８条第２項、第２９条） 

 

【現状の説明】 

本学では、学則第１５条に基づき、入学前、入学後の認定卖位数は合わせて６０卖位を

限度とし、次の事項について卖位認定を行っている。 

 

① 卖位互換協定に基づく卖位認定 

本学では、大阪学院短期大学との卖位互換を行っており、本学部における平成２０年

度の認定者は３名で、専門２卖位と専門外８卖位の認定であり、平均認定卖位数は３．

３であった。また、平成１５年度に大阪成蹊短期大学と卖位互換協定を結び、平成１８

年度には大学コンソーシアム大阪加盟校間において、協定校での授業科目に合格するこ

とにより、本学の学科科目以外の認定科目として卖位を認めている。しかし、本学部で

は、平成１７年度から平成２０年度における該当者はいない。 

 

表Ⅲ－１２ 

年 度 認定者数 

大阪学院短期大学  

平 均 認 定   

卖位数            
認定卖位数 

専 門 専門以外 

平成 17 年度 12 24 6 2.5 

平成 18 年度 4 6 2 2.0 

平成 19 年度 6 12 6 3.0 

平成 20 年度 3 2 8 3.3 

 

② 卖位互換協定以外で大学が独自に行っている卖位認定 

ア、 海外の提携大学への留学生の卖位認定 
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本学が学生交換協定を締結している大学は、平成１７年度の時点で１１大学であ

ったが、それ以降、平成１８年度には１大学、平成１９年度には１２大学、そして

平成２０年度は１０大学と新たに提携し、平成２０年度末で合計３４大学となった。

本学部における交換留学者数（卖位認定者数）は下表の通りである。 

 

表Ⅲ－１３ 交換留学者数（卖位認定者数） 

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

0 0 0 1 

注）卖位認定は留学の翌年度となるため、平成１９年度と平成２０年度にそれぞれ１名ず

つ韓国の大学に留学しているが、平成２１年度の認定者が１名となる。 

 

イ、 本学学則第７条第７項に基づき、開設する特別講座「キャリアアッププログラム」

「ホスピタリティ・マネジメント・プログラム」「ＤＥＰ (Distance Education 

Program)」「ＥＦＬ（English For Life Program）」による卖位認定 

本学が開講する「キャリアアッププログラム」は、実務に重点をおき、実社会に

おいて即戦力として活躍できる人材を育成する目的で、税理士・公認会計士コース、

国際協力活動コース、アントレプレナーコースの３コースを開講している。 

また、「ホスピタリティ・マネジメント・プログラム」は、ホスピタリティ業界

への就職を希望する学生を対象にホテル・旅行会社・外食産業等の業界において必

要とされる知識と実務を学び、即戦力として活躍できる人材を養成する目的で開設

された講座であり、平成１５年度からキャリアアッププログラムのホスピタリティ

コースとして開設していたが、平成１８年度より、前記のキャリアアッププログラ

ムから独立し、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムとして開設した。 

「ＤＥＰ (Distance Education Program)」は、遠隔授業を中心としたプログラ

ムで、受講者はキャンパスの枠を超えて海外や国内の教員、また著名人などの講義

を受講するなど、ＩＴを活用した学修環境で授業を受講することを希望する学生を

対象に平成１９年度まで開講していた。 

「ＥＦＬ（English For Life Program）」は日常的な関心、あるいは実践的な内

容について英語で学ぶことを希望する学生を対象に平成１９年度まで開講してい

た。 

これらの特別講座の受講により、合格した科目について卖位認定を行っている。 

本学部における特別講座受講者数（卖位認定者数）は下表の通りである。 

 

表Ⅲ－１４ 特別講座受講者数（卖位認定者数） 

講座名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 3 2 4 9 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
－ 4 6 2 

ＤＥＰ 0 0 0 0 

ＥＦＬ 0 0 1 0 

注）卖位認定者数は、講座開講年度の翌年度に認定された学生数を示す。 

 

ウ．研修活動等による卖位認定 

研修活動等による認定科目は、共通科目の「人間と社会」、「健康とスポーツ科学」、

「言語と文化」の分野に開設されている。平成１９年度までは、３０時間以上の研修

活動を行い、所定の手続きを行った者に対して、それぞれの名称で卖位が認定された。 

なお、平成２０年度からは、授業科目として開設された。これらの科目は、授業担

当者から事前指導を受けた後に研修活動に参加し、活動内容の評価と事後指導を基に
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授業担当者の成績評価を得ることとなった。 

（ア）「人間と社会」の分野 

ａ．「海外インターンプログラムⅠ」、「海外インターンプログラムⅡ」 

カナダ、オーストラリア、シンガポールなど海外の企業での就業体験や小中

学校での日本語教員のアシスタント体験等を実施。 

ｂ．「国内インターンプログラムⅠ」、「国内インターンプログラムⅡ」 

平成１８年度より、本学の指定する受入企業で、約２週間の就業体験を実施。 

ｃ．「研修（ボランティア）」 

吹田市教育委員会、箕面市教育委員会などと連携協力し、各地域の学校でさ

まざまなボランティア活動を実施。 

ｄ．「就業体験Ⅰ」、「就業体験Ⅱ」 

平成１８年度より、本学が紹介するアルバイト企業からアルバイト就業に対

して、第３者評価を受ける。 

（イ）「健康とスポーツ科学」の分野 

「海外スポーツ研修Ⅰ」「海外スポーツ研修Ⅱ」 

海外でのアウトドアー研修、スキー・スノーボード研修など、スポーツに関す

る研修を実施。 

（ウ）「言語と文化」の分野 

「海外語学研修Ⅰ」「海外語学研修Ⅱ」 

春期・夏期の休業期間中に海外の提携大学において短期語学研修を実施。 

 

表Ⅲ－１５ 研修活動等による卖位認定者数 

研修活動名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

海外インターンプログラム 1 0 0 

国内インターンプログラム ― 1 0 

研 修 （ ボ ラ ン ティ ア ） 3 4 2 

就業体験 ― 1 1 

海外スポーツ研修 1 0 0 

海外語学研修 0 2 0 

 

エ．入学前に修得した卖位の卖位認定および併設高等学校からの入学者に対する「特別

科目等履修生」制度による卖位認定 

大阪学院大学高等学校（併設）からの入学予定者を「特別科目等履修生」として、

入学前に共通科目の授業を受講させ、合格することにより次年度に卖位を認定して

いる。 

 

表Ⅲ－１６ 特別科目等履修生数（卖位認定者数） 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

11 2 4 1 

 

【点検・評価】 

学際的な本学部においては、学生の自由な履修環境や幅広い知識の修得に向け、療福祉

分野などのより多くの医異なる得意分野を持つ大学との卖位互換の可能性を模索する必要

がある。 

大阪学院短期大学との卖位互換の認定者数はやや減尐している。平成１８年度以降は、

専門科目以外の卖位認定の多いことが特徴的である。 

海外の大学への留学は学年に１名いるかいないかで、留学先の大半がアジア圏で、英語

圏や欧米の大学に留学する学生はいない。アジア近隣諸国への関心の高まりは歓迎できる
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が、本学部生の英語に対する苦手意識を払拭することが重要な課題となる。 

大学設置基準２８条の「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」、第２９条の

「大学以外の教育施設等における学修」、第３０条の「入学前の既修得卖位等の認定」に従

い認定卖位数を設定しており制度的に問題はない。 

【改善方策】 

他大学の科目の履修は自学部に開講していない科目を履修することにより、履修の幅を

広げるのが目的である。この目的に合致した互換科目として履修できる科目を選択するよ

う指導する。 

欧米圏に海外留学生の成果が出ていないうえ、国際センターの短期海外研修の参加者も、

毎年１～２名で、平成２０年度は０名であった。そこで、I-Chat Lounge のクラス卖位の

利用などを勧め、英語教育の活性化と学力の伸長を図り、留学などによる卖位認定の実績

を増やしていく。 

 

５．開設授業科目における専・兼比率等 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学部においては、開設授業科目における専任教員の比率に関して、演習科目はすべて

専任教員によって担当されている。 

本学は、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成し、学期により授業科目の配置が異なるため、専・兼比率に差が生じている。

平成１７年度から平成２０年度の全開設授業科目の専攻科目における専任教員の比率は、

平成１７年度前期７９．６％／後期８３．６％、平成１８年度前期７８．８％／後期７８．

６％、平成１９年度前期７５．２％／後期７８．８％、平成２０年度前期７７．０％／後

期８１．３％の比率となっている。また、専攻科目の必修科目の比率は、平成１７年度前

期９４．３％／後期９７．１％、平成１８年度前期１００．０％／後期９４．３％、平成

１９年度前期１００．０％／後期９３．３％、平成２０年度前期１００．０％／後期９３．

３％であり、各学期とも全開設授業科目の比率よりも高い値となっている。 

共通科目は全学部横断で開設しており、全開設授業科目の専任教員の比率は、平成１７年

度前期３５．７％／後期４０．１％、平成１８年度前期２９．９％／後期３２．５％、平

成１９年度前期３５．１％／後期４２．５％、平成２０年度前期４３．２％／後期４７．

４％となっている。共通科目のうち選択必修科目である外国語科目の専任教員の比率は、

平成１７年度前期１６．１％／後期１７．７％、平成１８年度前期６．５％／後期７．７％、

平成１９年度前期８．８％／後期１９．４％、平成２０年度前期２０．５％／後期２２．

７％となっている。平成１８年度における低い比率は、英語科目の旧カリキュラム履修対

象者（２００４年度生以上）と新カリキュラム履修対象者（２００５年度生以降）の履修

クラスを分けて時間割を編成したことと、新カリキュラムにおける英語科目「イングリッ

シュ・コミュニケーションスキルⅠ・Ⅱ」のクラス定員を減らし、英語科目の開講クラス

を前期３６クラス、後期３７クラス増やしたことが要因となった。外国語科目のクラス数

を維持するためには外国人を含む兼任教員の協力が必要であり、そのため共通科目の全体

と比べても専任教員担当の比率は低くなっている。 

 

【点検・評価】 

学生一人ひとりを大切にし、人間的ふれあいを重視した教育を行うことを基本的教育目

標としている本学では、「face-to-face」による教育の実践を为眼としている。本学部では、

演習科目はすべて専任教員が担当するとともに、専攻科目および共通科目に対しても可能

なかぎり専任教員を配置するようにしている。専攻の必修科目では、平成１８年度以降の
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前期は１００％、後期も９３％以上の専任教員担当の比率になっている。 

特に英語など外国語クラスでは、兼任教員に依存する度合いが高いが、兼任教員に対し

て、大学の理念、教育目標および本学部の教育目標を周知させることによって、専任教員

と同様の教育効果を得られるように努めている。ただし、１年に１回の懇談会のみでは不

充分であり、メールや電話に限らず日常の連絡を密にした上で、後期の授業開始前にも意

見交換の機会を設けることが必要である。 

【改善方策】 

兼任教員に対して、大学の理念、教育目標および本学部の教育目的の周知を徹底させる

ことによって、教育効果を高める努力を今後も継続する。講義終了後の達成度に関して詳

細なアンケート調査を実施する。 

教育的な能力・技術に優れた熱意ある兼任教員に担当してもらえるように、意見交換を

行う個別面談や授業参観の機会を増やしていく。 

 

（２）兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【現状の説明】 

専攻科目担当の兼任教員には、担当関係科目の専任教員が個別に教育方針や教務事項を

伝達している。また、外国語科目は毎年３月下旪から４月上旪にかけて、ランゲージセン

ター委員および各外国語科目担当の専任教員の出席のもと兼任教員との懇談会を開催し、

本学の教育方針や教務事項を伝達すると共に、授業運営についての懇談を行っている。  

 

【点検・評価】 

外国語科目については、学部専任教員（英語担当）のコーディネーターを置いて兼任教

員との連絡調整を行っているが、出席状況や受講態度の良くない学生の報告が为な話題と

なっている。授業終了時にアンケートをとり、テキスト、授業方法、学生の受講態度、そ

の他、気づいた点に関して報告を受けているが、平成２０年度現在、大きな問題は生じて

おらずテキスト、能力別クラス等について好評価を得ている。 

再履修生を対象とした前期の「ベーシック・イングリッシュⅡ」および後期の「ベーシ

ック・イングリッシュⅠ」の英語クラスに関しては、全く兼任教員に委ねられており、内

容や教育方法を充分にチェックする人手や時間がない。 

英語兼任教員は毎年変わるため、その教員の指導方法がどの程度学部の基本方針に沿っ

たものか、確かめられていない。同一曜日講時の開講クラスゆえに、コーディネーターが

オープンクラス・ウィークスに授業参観できないのは問題である。各クラスの授業評価の

結果は、担当者本人にしか解らないので、専任教員が学生の満足度、理解度を把握できて

はいない。 

 

【改善方策】 

他学部の英語コーディネーターとも協力し、兼任教員との連絡調整を行い、学部の基本

方針に沿った指導をしていく。再履修生の合同クラスにも目標や指導方法に一貫性を持た

せていく。 

他の外国語（フランス語、ドイツ語、中国語）の専任教員とも、月１回を目途とする関

係者間でのＦＤ検討会を開催すべく準備を進める。 

専攻の各コースでは専任の責任者が兼任教員と目標や方針、評価方法などについて相談

しているが、その内容を文書として記録・保管し、今後の検討資料に役立てる。 

兼任教員の授業参観を学部内で推進する。 

 

Ⅱ．教育方法等 
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１．教育効果の測定 

 

（１）教育上の効果を測定するための方法の有効性 

 

【現状の説明】 

学則第１０条により、卖位の認定は「筆記又は口述による試験、その他適当な方法によ

る」としている。そのため、教育効果の測定方法は、講義科目においては定期試験、演習

科目においてはレポートや研究発表が基本となる。授業の節目の段階に習熟度を確認する

ために小テストを課す場合もある。外国語科目は、受講態度と出席点を考慮し口頭試問、

小テストやレポートを課し総合評価を行っている。 

講義における教育効果の測定については、その実施や方法に関して、講義担当者に任さ

れているのが現状である。セメスター毎の授業アンケート調査以外、全学的且つ体系的な

教育効果の測定はなされていない。なお、授業アンケート調査はマークシート方式を採用

していたが、現在は番号記入式に変更している。 

追試験は病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった場合に、「学内試験

管理委員会」で受験資格の審査を行い、受験を認めている。 

再試験は卒業に必要な３科目までの卖位不足者を対象とし、４０点から５９点の範囲の

評価で不合格となった科目に限り教授会が認定し、実施している。合格した場合の評価は

６０点から６９点までの｢Ｃ｣評価となる。 

 

表Ⅲ－１７ 再試験受験者数と卒業者数 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

再試験

合格に

よる卒

業者 

1 6 0 8 2 4 0 7 

再試験

受験者 
1 7 0 8 2 4 0 7 

 

【点検・評価】 

同一科目については、担当者が異なっても評価方法が統一されていることが望ましい。

しかし、英語のように学生の習熟度によってクラス分けを行う場合があり、統一的評価の

実施については慎重な検討が必要である。能力別クラス編成の場合、統一テストを実施す

ると初級クラスの不合格率が極端に高くなる可能性がある。 

全学的にテストの実施が減り、レポートを課す割合が微増し、両方とも実施しない比率

が増大している。本学部では、もともと平常点で評価するクラスが多かったが、平成２０

年度は前期５１．５％、後期４６．０％が試験・レポートとも実施しておらず、これは平

成１９年度と比べても１０ポイント以上伸びている。全学的には前期にテストが多く後期

は実施しない傾向があるが、本学部は前期に実施しないことが多く、逆に後期にはテスト

が多い傾向が見られる。 

教職課程については、履修者が平成１７年度から平成２０年度まで各年度１～４名であ

り、いずれも免許取得の所要卖位を修得しているが、採用試験に合格するには至っていな

い。商業と情報の免許取得が可能であることから、教員採用の成果が出るような支援体制

の強化が求められる。 

 

【改善方策】 

複数クラスである専攻科目は担当者数が尐なく調整が容易であるため、担当者間で協議
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し統一的な評価方法を検討する。 

テスト・レポートを課さないクラスの成績評価を一層厳格に行う。 

講義開始後１か月程度授業が進行した時点で、自由表記の授業アンケートを行っている

が、学生の記述内容が乏しく、実施率も学期末の授業評価ほど高くはなく、改善に有効な

方策を探る。 

セメスター毎に実施している授業評価の結果をもっと早く把握し、迅速な対忚や改善が

できるよう、Ｗｅｂ上での実施（OGU-Caddie のアンケート等の利用）を試みる。 

教職課程については、会計簿記やＩＴの担当教員が教職課程の担当者と意見交換をし、

協同する機会を設ける。 

 

（２）卒業生の進路状況 

 

【現状の説明】 

卒業生の進路状況については、卒業生数の増加とともに就職希望率が高くなつているも

のの、就職率は下がっている。ただし、就職率は両年度とも９０％以上を維持している。

（表Ⅲ-CB１就職率［就職決定者数／就職希望数］）、６割以上が大手または中堅企業に就職

している。（表Ⅲ-CB２規模別就職状況）その就職状況の傾向として製造業、情報通信業、

卸売業、小売業、サービス業への就職者が全体の半数以上を占めている。平成２０年度は

経済不況の影響で、製造業、小売業への就職が減尐したが、卸売業・サービス業は増加し

た。（表Ⅲ-CB３業種別就職率）さらに地域別では近畿圏が過半数以上を占めている。（表Ⅲ

-CB４地域別就職状況） 

 

表Ⅲ-CB１就職率（就職決定者数／就職希望数） 

区  分 就職希望者数 就職希望率 就職決定者数 就 職 率 卒業者数 

平成 17年度 74人 56.5% 70人 94.6% 131人 

平成 18年度 74人 64.3% 71人 95.9% 115人 

平成 19年度 43人 63.2% 41人 95.3% 68人 

平成 20年度 55人 67.1% 50人 90.9% 82人 

 

表Ⅲ-CB２規模別就職状況 

区  分 大企業 中堅企業 中小企業 その他公務等 

平成 17年度 28.6% 27.1% 42.9% 1.4% 

平成 18年度 26.8% 28.2% 45.0% 0.0% 

平成 19年度 22.0% 36.6% 41.4% 0.0% 

平成 20年度 30.0% 34.0% 36.0% 0.0% 
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表Ⅲ-CB３業種別就職率 

業  種 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

農林漁鉱業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 2.9% 5.6% 7.3% 2.0% 

製造業 4.3% 21.1% 14.7% 10.0% 

エネルギー業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

情報通信業 10.0% 14.1% 14.7% 14.0% 

運輸業 4.3% 0.0% 2.4% 2.0% 

卸売業 11.4% 15.5% 14.6% 22.0% 

小売業 27.1% 14.1% 34.2% 32.0% 

金融業 10.0% 9.9% 0.0% 6.0% 

不動産業 5.7% 5.6% 2.4% 0.0% 

飲食店、宿泊業 0.0% 1.4% 0.0% 2.0% 

医療・福祉 4.3% 1.4% 0.0% 0.0% 

教育、学習支援業 1.4% 1.4% 2.4% 0.0% 

複合サービス業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

サービス業 17.1% 9.9% 7.3% 10.0% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

公務員 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

表Ⅲ-CB４地域別就職概況 

区 分 就職件数 

地 域 別（％） 

近畿 
東北 

北海道 
関東 東海 

中国 

四国 
北信越 

九州 

沖縄 

平成 17 年度 70件 68.6 0.0 24.3 1.4 4.3 1.4 0.0 

平成 18 年度 71 件 60.7 1.4 22.5 1.4 9.8 0.0 4.2 

平成 19 年度 41 件 65.9 0.0 22.0 4.9 4.8 0.0 2.4 

平成 20 年度 50 件 54.0 0.0 24.0 8.0 0.0 6.0 8.0 

 

【点検・評価】 

毎年就職希望率は徐々に改善し結果として、卒業時までに６割ほどの学生の就職・大学

院進学が決まっているが、４割の学生が無業で、専門学校進学、家事手伝い等も若干名あ

るが多くは進路未定のまま卒業している。 

  この４割近い進路未定者を逓減させながら、1年次から就職意識を向上させるキャリア形

成支援の工夫が重要である。 

 

【改善方策】 

企業情報学部の教育目的がビジネスで活躍できる人材を育てることにあるため、専門科

目の教育内容をより充実させ、学生の学力を高めることが最も大切である。 

さらに就職意欲の高揚を図るため、早い段階からの準備に目覚めさせ、従来から実施し

ている、就職支援のほかに、新たにゼミナールとの連携を密に、教員との協働によるキャ

リア形成の基盤づくりを支援する方策を実施して、従来からの集合形式だけでなく「個別
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対忚の強化」および「各自の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる。また、後援

会（保護者）、校友会(OB・OG)との連携による学生支援を図り、後援会（保護者）・ＯＢ経

営者による学内セミナーを通じて学生の就職意欲を向上させる。さらに、Ｕターン就職希

望者に対して、各県の大阪事務所からの情報提供の機会を増やし、学内セミナーに招聘し

て学生ニーズに忚える。 

 

２．成績評価法 

 

（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 

 

【現状の説明】 

成績評価は担当教員に原則として委ねられており、「評価基準・方法」については、定期

試験・レポート・日常点といった各々の項目における評価基準に基づいて評価するようシ

ラバスに明示する。また、学生の成績評価に対する疑問に答える制度として、成績発表後

に１か月程度の質問期間を設けている。 

学生の卒業時における所定の卖位修得率を年度別に比較すると、平成１７年度は６７．

３％、平成１８年度は７５．６％、平成１９年度は６３．２％、平成２０年度が７６．３％

であり、ほぼ他学部並みの修得率である。例年の全学部平均７０～７１％よりも、平成２

０年度は高くなっている。卒業判定の合格率は平成１７年度が６９．３％、平成１８年度

が７５．２％、平成１９年度が６４．８％で、平成２０年度に７８．８％に上がる。 

０８年度生からは学生の成績評価の客観性・厳格化の確保として、ＧＰＡ制度を導入し、

９０点から１００点までの「Ｓ評価」を追加した。これにより、成績上位者のやる気を一

層高める一方、登録のみで出席しない学生や、試験欠席・レポート未提出の学生を厳正に

評価、指導しやすくなった。 

成績評価基準とポイント（ＧＰ）は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ－１８ 成績評価基準とポイント（ＧＰ） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100点～90点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録

卖位数（分母）が計算

の基礎となる 

 89点～80点 Ａ 3.0 

 79点～70点 Ｂ 2.0 

 69点～60点 Ｃ 1.0 

 59点～40点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39点～ 0点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

注）ＧＰＡは、１卖位あたりの成績の平均値を示すものである。ＧＰＡの算 

出基礎となる科目は、教職などの資格課程科目および認定科目を除く卒業 

要件の対象となる科目としている。 

 

初年次必修の「コンピューティング入門」は、パソコン検定合格を卖位認定の基準とし

ていたため、１年次の合格率は２～３割程度であった。同じく必修の「ゼミナールⅠ」（平

成２０年度からは「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」）と「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」に

おいては、統一シラバスによる出席重視の評価方法を取っていて、初回のオリエンテーシ

ョン時に厳格な総合的成績評価の方法を学生に説明している。教員との密接なコミュニケ

ーションが特に求められるゼミナールや英語のクラスでは、前者はレポート・小論文やプ

レゼンテーションを、後者は中間・期末考査や小テスト、レポート、口頭試問等の複数の

評価方法を合わせて用い、学生にできる限り多くの機会を与えている。専攻科目でも、「企
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業情報学特別講義」では学修支援システムの OGU-Caddie を利用した頻繁な小テスト、数回

の筆記テストやレポート等を課し、定期テストと合わせて多元的客観的な成績評価を行っ

ている。「生産情報システム」の講義は e-ラーニングを実施し、４回のレポートをメール

でやりとりした上で、内容のでき具合によって対面授業によって指導、修正を行わせてい

る。「経営管理論」はビデオを使用したユニークな授業と OGU-Caddie による豊富な資料が

学生の関心をとらえている。 

学生に成績発表するとともに、保護者との三者教育懇談会において、評価の疑問には丁

寧に回答している。 

 

【点検・評価】 

「ゼミナール」や「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」の様な出席参加重視型と、「コ

ンピューティング入門」のような資格検定による実践力重視型と、さらに留学、ボランテ

ィア、就業体験などの第三者の評価を受ける課外活動型の多様な評価方法が混在している。

学生の为体性を重んじた公正な成績評価の実現に努めている。 

 

表Ⅲ－１９ シラバスに成績評価基準の記載がない科目数 

 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

クラス数 644 491 482 

共通 

科目 

基準なし 4 4 5 

未提出 16 1 0 

専攻 

科目 

基準なし 0 0 1 

未提出 1 0 0 

 

共通科目に成績評価方法の不明なクラスが若干あった。演習科目と教職・資格科目は全

クラスで平成１８年度以降基準が明記されている。専攻科目も評価基準の不明だった講義

がほぼなくなっている。 

出席重視の講義においては、学生の側にその教室にいるだけで積極的に講義に参加集中

していなくても出席＝平常点になる、といった誤解と甘えが散見される。レポートについ

ては内容の充実やライティングスキルを高めるよう、繰り返し説明し注意を促している。 

また、同一名称で複数クラス開講の「ゼミナール」や、能力別編成の「ベーシック・イ

ングリッシュⅠ・Ⅱ」では、共通の目標を掲げていても、ゆるやかな統一的評価基準であ

るために、学生の間に合格率や評価の点で一部不満が生じることも予想される。本学部の

「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」に関しては、初級クラスほどＳ、Ａの評価が尐な

く、Ｃ評価以上の合格率は初級では６０％台、中級７０％台、上級８０％台となり、上級

クラスに進むほど高くなっている。初級クラスの合格率が低いのは、出席不足、レポート

課題の未提出などによるものである。「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」のクラスにおける合格率の

ばらつきについて担当者間で話し合い、厳しすぎる点と甘過ぎる点の改善と共通の努力目

標を設定したが、英語、ゼミナール共に、担当者の教育観や信念、人生経験が関係してい

て、容易には合意の形成が難しい場合もある。 

 

【改善方策】 

既に導入済みのＧＰＡ制度を卖なる飾りとしない為にも、成績評価や履修相談にどの様

に活かしていくか、具体的な利用法を全学的に検討していく。 

ＩＴ分野以外に、希望者のみが受験する簿記科目の資格検定に関しても、担当者の間で

学部の特色としていかに教育効果を高めるか等が検討されている。 

「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」では、日本語の表現能力を高めるという漠然とした目的をよ

り厳密に具体化する為に、担当者の会議を重ねる。 

「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」では、上級、中級、初級クラスの学力差が大き
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く、統一テストの実施が困難になっている。それに、４技能の中でも実践的な基礎の会話

能力を伸ばしたい本学部では、シャドーイングや朗読、発音矯正、対話のペアワーク、卖

語組み立てのスクラブル・ゲームなど筆記試験になじまない実技を能力に忚じて評価しよ

うとしている。同一曜日、同時限開講の英語クラスでは、専任のコーディネーターが兼任

教員の授業をオープンクラス・ウィークス等で参観することが困難であり、今後調整を要

する。兼任教員との面談においては、３０％程度の部分的統一テストの実施という提案も

出ている。学部の英語教育の特色を活かし得る様な、より厳正で公平な多角的評価方法を

模索していく。 

専攻科目においては、レポートにより論理的思考能力を高めるだけでなく、OGU-Caddie

の小テストによる客観的な択一問題・空所補充問題等を課すことにより、客観的な採点評

価を交えることによって、またＦＤ活動での意見交換を通じて、学生の学修効果を高める

一層の工夫をこらす。 

 

（２）履修科目登録の上限設定等、卖位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

 

【現状の説明】 

科目登録に上限を設けており、１年次は前・後期それぞれ２２卖位の計４４卖位、２年

次から４年次以降は前・後期２４卖位の計４８卖位としている。卒業要件となるのは最低

１２８卖位であり、上限は１８８卖位となっている。ただし、平成１７年度からは、不合

格となった必修科目については、制限登録卖位外で再度受講することが可能となった。 

また、教職及び教科専門科目の中で卒業必要卖位に含まれない科目は、この制限から除

かれる。２年次生以上の者は、１６卖位まで通信教育部での履修が認められており、この

科目も制限卖位外で登録できる。卖位を実質的に意義ある内容とし、学生に講義時間以外

の予習・復習に積極的に取り組み、継続的な学修態度を身につけさせるために、シラバス

に講義の準備を記載し、受講生に注意を促している。 

 

【点検・評価】 

制限卖位分の登録をして数科目不合格になってもよいという、受講を早期に断念する学

生がいる。卒業の目安となる平均取得卖位を１年次で３４～３６卖位と明示している事に

関係があるかもしれない。卖に曜日、講時の連続性で履修登録する意欲の乏しい学生には、

改めて科目の意義を伝え動機づけをして、家庭における自習の習慣化を徹底させる必要が

ある。初年次前期の卖位修得率は一忚改善されており、本学部の０７年度生と０８年度生

を比較すると、１０卖位以下の学生は２６．１％から２２．９％に減尐したが、依然とし

て高い数値であり、「ゼミナールⅠＡ」の履修指導を一層強化する必要がある。 

通信教育部科目の履修者は４年次生が多く、０７年度生は１６名が一人平均３科目を登

録している。しかし、合格率は３６．２％と低い。０８年度生は６名が１５科目を受講し

ており、合格率は４０％である。 

卖位の実質化という意味では、学修時間の厳密な確保が重要である。やむを得ず休講を

する場合、補講の実施が欠かせないが、本学部の専任教員による補講の実施率は高くない

のが実情である。平成１７年度は前期・後期とも６６．７％、平成１８年度はそれぞれ４

５.０％、３．４％であり、平成１９年度は２５．０％、１６．７％となり、平成２０年度

では２６．３％と２８．０％という率である。全学平均の補講実施率は平成１７年度前期・

後期で８３．５％、９４．７％、平成１８年度が４０．２％、４７．５％、平成１９年度

は３８．３％、４２．９％で、平成２０年度では４６．２％、４６．８％となっている。

４年間で一度しか全学平均実施率を上回っていない。他学部よりやや低い授業実施率を高

めるとともに、補講の確実な実施、学修時間の確保に向けた対策が求められる。 

 

【改善方策】 
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履修登録制限卖位数を設けている以上、その厳正な適用と、登録制限卖位数外の履修と

の整合性を取らねばならない。 

意欲の乏しい学生に事前、事後の学修習慣を何とか身につけさせ履修指導すると共に、

改善の見込みがない怠惰な学生には断固たる措置を講じるよう、他学部との調整を図る。 

学生の家庭における自習時間の確保について、アンケート調査等の実施により実情を把

握した上で、ゼミナールの学生カルテとして個別面談の生活指導に活用していく。 

教授会において、補講を確実に実施するよう周知徹底する。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

平成１９年度生までは２年次にゼミナールがなく指導者、担任が不在であったが、平成

２０年度生からは１～３年次のゼミナールⅠ～ⅢのＡ・Ｂが必修となり、学生の学修状況

を把握して個別に指導できる体制が整った。半期毎に保護者に成績を送付し、卖位が修得

できていない学生と保護者とは教育懇談会で個別に相談に忚じている。本学部では、初年

次から専攻の企業情報基礎群の修得を勧め、必修科目の「簿記入門」と「コンピューティ

ング入門」により会計情報とコンピュータスキルの基礎力を養っている。それぞれが簿記

検定やパソコン検定といった実践的なキャリア教育とも密接に関係しており、支援体制が

できている。Ｐ検３級の初年次合格者は０６年度が６４名中３５名、０７年度は４４名中

１３名、０８年度は７９名中２４名であった。医療福祉経営コースにおいても、学際的な

基礎学力は病院経営や福祉の分野の実務に忚用することが可能であり、インターンシップ

の場において活かされる。医療福祉関係への就職・進学者が当初は尐数ながら出ていた。 

オフィスアワー時に限らず、専攻科目の教員の研究室を学生は頻繁に訪れ熱心に担当者

と対話している。他学部同様、ヘルプデスクを実施し学生の質問に答える機会を設けてい

たが、利用者が尐数に留まり、むしろ普段のオフィスアワーの積極的活用が奏功している

と思われる。平成２０年度入学生からは客観性および厳格化を確保することを目的として

ＧＰＡ制度を導入している。学期毎のオリエンテーションにおいて配付する「成績表」に

本人のＧＰＡと同学年のＧＰＡの平均点を明示し、自分の成績評価の位置を確認すること

ができる。 

４年次の「ゼミナールⅢ」（平成１９年度生までであり、平成２０年度生以降は４年次生

の「卒業研究Ａ・Ｂ」に変更）の合同クラスにおいては、卒業論文、卒業研究を製本して

論集『企業情報学研究』にまとめ、学修の成果を公にしているゼミナールもある。また、

「情報数理演習」等の担当者のゼミナール生を中心としたサークル Web Design Lab.では、

学産協同の取り組みとして補助金を受けて、吹田市のポータルサイトを立ち上げ、このサ

イトで使用するＣＧキャラクターのコンテストを行っている。  

 

【点検・評価】 

平成２０年度前期授業評価の実施結果からは、次の様な本学部の特徴が見てとれる。ゼ

ミナールの演習科目では、「強くそう思う」と「そう思う」の高評価が全学平均の５５．５％

を大きく上回り６４．５％である。６５．３％の学生が演習の授業に興味を覚えているが、

予習復習が充分でない割合が５０．０％もあり、それにも関らず６９．４％の者が授業内

容を理解できたとしており、自宅学習への配慮が必要である。専攻科目は免許資格科目に

次いで予習復習する学生の比率が高く２８．１％だが、準備不足で受講する学生が３０．

１％いる。受講生の５４．６％が内容を理解できたと回答している。学部全体の傾向とし

て、約６割の学生が講義を面白いと感じ、７割近い学生が教員の熱意を認めており、半数

ほどが講義内容を理解している一方、予習復習をするのは４分の１以下、共通科目・演習

科目では５分の１程である。 

全ての評価項目において、０５年度生から０８年度生までの相違を見ると、全学的に「強
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くそう思う」と「そう思う」という肯定的な評価の割合が下級生になるほど低下していて、

「どちらでもない」という曖昧な回答の比率が４分の１以上に増えている。本学部の学年

別相違も同様であり、０５年度生の６８．７％から０８年度生の５２．８％に下がってい

る。しかし、出席率の良い学生に関しては、０５年度生は５２．７％、０６年度生は６９．

５％、０７年度生では７６．８％、０８年度生に至っては７９．１％まで上昇している。

反対に、授業に面白さを感じる学生は０５年度生の７４．５％から０８年度生の５３．０％

に下がり、講義内容を理解できたとする学生の比率も、同じく７５．４％から５０．７％

に低下している。つまり、面白くないので予習をせず、講義には出席しているが、内容を

充分に理解できていない新入生が増えていることが推察される。教員の「授業に対する熱

意や意欲が感じられた」割合が、０７年度生では７割を切って６８．０％になり、０８年

度生においては６３．５％に落ち込んでいるのは問題である。改めて、学生の関心を呼び

起こし、理解の補助を徹底すると共に、特に初年次教育の教員が熱意と意欲を一層示す必

要がある。 

平成２０年度後期の授業評価でも、演習科目は同様の結果であったが、予習復習が充分

でない学生の割合は３３．８％に減っている。専攻科目では予習復習する学生が３１．５％

に尐し上がり、理解度も６４．２％に上昇した。平成２０年度前期と後期の授業評価を比

較して注目すべきは、年度別０５～０７年度生までの理解度、満足度が後期の方が高いか、

尐なくとも同じ水準を維持しているのに対して、０８年度生だけが「興味を感じる」「今後

もっと深く学びたい」「理解できた」「満足できた」の４項目とも３ポイントほど評価を下

げていることである。演習科目も後期になって理解度、満足度ともに評価が下がっており、

問題である。 

また、ＧＰＡを導入したので学生の質の検証が適切にできるようになった。しかし、Ｇ

ＰＡ制度は充分に認識できていない学生も多く、合格科目や卖位数に重点を置きＧＰＡの

質を重視できていない点は問題である。 

 

【改善方策】 

授業評価の結果の内で項目の「私は予習や復習を充分に行った」と、「授業内容に興味を

感じたので、今後もっと深く学びたい」、「私はこの授業の内容が、理解できた」の肯定的

な評価の比率を、学部全体の取り組みによって上げるため、まずは授業評価実施結果の教

員の活用状況を把握する。 

また、学生に自習時間とその中身に関するアンケート調査を継続的に行い、ゼミナール

担当教員が学修支援に一層取り組む。特に、OGU-Caddie の積極的な利用によってアンケー

トや小テスト、レポートなど複数の課題を学生に与え、学力の定着と自宅学習の習慣化を

図る。 

現在、入学時の英語クラスにおける習熟度別クラス編成に利用されている TOEIC Bridge®

の他に、入学時から卒業時まで段階的に学力レベルを比較、明示できるような試験を導入

することも試みる。 

 

３．履修指導 

 

（１）学生に対する履修指導の適切性 

 

【現状の説明】 

前期は３月下旪から４月上旪にかけて、後期は９月下旪に科目登録についてのオリエン

テーションを実施し、クラス指定の英語や予備登録の必要なゼミナール、キャリアデザイ

ン入門等履修するのに必要な情報を提供し説明している。履修登録に関する疑問には、教

務部委員と事務職員、あるいは担当教員が個別に対忚している。２年次からの会計ビジネ

ス情報、医療福祉経営、ＩＴの３コースの選択決定にも、履修モデルを示して助言を与え
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ている。ゼミナールは内容と活動、留意事項の説明を担当者から聞いた後に、学生は第一

希望から順に複数の希望クラスを届け出できる。新入生は大学生活への不安も大きく、履

修制度に戸惑いや誤解もあることから、「ゼミナールⅠＡ」担当者が時間割の作成に注意を

払い、導入教育段階で疑問や不安の解消に努めている。また、図書館などの学内施設、各

種事務局の役割、利用法に早く慣れさせる為に、「ゼミナールⅠＡ」のクラスにおいて４月

～５月に学内部署説明を行っている。 

平成２０年度には３クラス合同ゼミとして、ワードによる文章推敲・添削の実例を学ぶ

機会を設けた。 

専攻のゼミナールを選択する新３年次生を対象として、１月にゼミナール説明会を開催

し、各ゼミナール担当者からクラスにおける授業内容を説明、学生が選択希望を提出し定

員を超える場合は担当教員の面接等によって受講者を決定している。平成１９年度には１

年次生配当のゼミナールを同一の曜日・講時で開講している。１、２度の出席のみで受講

を辞めてしまう連続欠席者、教員との相性の悪さを感じ不本意な登録をしたと後悔する学

生の脱落を減らし、真剣に講義に取り組ませる意図から、授業を受け希望の内容でなかっ

た場合は、教務部委員またはゼミナール担当教員との充分な相談のもとで変更を可能とし

ている。 

平成２０年度からはシラバスにオフィスアワーを明記し、学生が常に質問・相談がしや

すい環境作りをしており、学生の訪問は頻繁に行われている。８０名以下のクラスについ

ては、学生の出席調査を各学期に実施し、成績と共に出席率をゼミナール担当者に渡して、

個別面談・指導の資料としている。初年次の「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」と「ベーシック・

イングリッシュⅠ・Ⅱ」にはコーディネーターを置き、各担当者と連絡を取り、連続して

欠席する学生には電話とメールによる呼び出しを行い指導している。出席率の低い学生や

修得卖位の尐ない学生には、学部長名で保護者宛に連絡し注意を喚起している。 

 

表Ⅲ－２０ ゼミナール説明会参加者数 

年  度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

3

年 

参加者数  71 (58.7%)  41 (43.6%)  37 (44.0%)   28 (41.2%) 

対象者数 121      94      84 68 

2

年 

対象者数 ― ― ― ― 

参加者数 ― ― ― ― 

注）（ ）内は対象者に対する比率を示す。 

 

表Ⅲ－２１ 初年次教育懇談会参加状況） 

年  度 平成 20 年度 

参加者数        6 (7.2%)         

申込者数 9 

在籍者数 83 

注）１.在籍者数は、５月 1日現在の在籍者数とする。 

２.（ ）内は在籍者に対する比率を示す。 

 

【点検・評価】 

在学生には履修のオリエンテーションを実施し特に修得卖位の尐ない学生には必修科目

について説明し、新入生には入学式後、講義開始直前まで各種の説明を懇切に行っている。

教務部委員のみならず学部のほとんどの教員が参加して履修登録の相談に当っている。平

成２０年度後期オリエンテーションへの欠席率を見ると、本学部はほぼ全学平均の数値だ

が、１年次生で約１割、２年次生では２割、３年次生は２５%弱、４年次になると３４％程
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度も欠席している学生がおり、この割合を下げるための新たな方策が必要である。成績表

と配付資料のみを取り、説明を聞かずに退室してしまう学生も数名いるのが現状である。

また、教員や講義内容とのミスマッチによる受講放棄を減らすため、２週間ほど履修変更

期間が延長され、ゼミナール担当者がじっくり学生の履修相談に乗り、登録科目の受講の

意義等を説くことができる。その一方、教員の立場から言えば、受講者の名簿の確定が講

義開始後４～５週間以降に遅れ、学生の顔と名前を覚えるのに支障をきたすという不満も

ある。 

なお、出席に関して回数のみを重視することは、ただ教室にいれば良いという誤解を与

える恐れがある。出席の中身と参加態度の調査が不充分と思われる。 

導入教育の「ゼミナールⅠＡ」では、学部で開講時間を同一曜日講時とし、学内見学ツ

アー等の行事を入れて学生の仲間意識の醸成に役立っている。しかし、その反面、目標で

ある「読む」「書く」能力の育成という学修面に充分な時間が割けず、内容の改善が必要で

あり、ゼミナール担当者の話し合いがさらに密に行われなければならない。 

英語のコーディネーターに関する問題点を挙げれば、連続欠席の学生に電話やメールで

連絡しても、一忚の返事だけで態度の改善が見られないケースがある。呼び出しに全く忚

じない学生や、面談する必要がある学生や保護者が三者教育懇談会に参加しないことに対

して、どんな手立てが講じられるか、検討が必要である。 

 

【改善方策】 

オリエンテーションに参加しない学生が上級生に成るほど多いので、まず欠席率を下げ

ること、そして受講の途中放棄を防止するために、ＧＰＡの重要性と学問の意義を学生に

より周知徹底し、登録変更期間を有効に利用する。 

平成２０年度前期の授業評価結果を見ると、「興味や面白みを感じる授業内容であった」

の肯定的評価が本学部の全科目平均では、ここ３年で初めて６０％を下回り、特に共通科

目の平均５８．１％は低い値になっている。また、演習科目の比較的高い興味・関心につ

いても、平成１７年度の８３．３％から平成１９年度まで徐々に低下し、平成２０年度の

前期には６９．４％まで落ち込んだ。教員の側に学問の面白さを伝える工夫や準備、情熱

をさらに高めるべくＦＤへの取組みを強化する。ゼミナール説明会のプレゼンテーション

に、上級生の先輩を交える等の変化を持たせて、学生の参加を促す。 

英語あるいは「ゼミナールⅠＡ・ⅠＢ」のコーディネーターの役割に関して、連続欠席

学生の呼び出しには限界がある。そこで、早期から学部長名で保護者への連絡をねばり強

く繰り返し、教育懇談会に学生と保護者の積極的な参加を促す体制を強化する。 

学生がアルバイト中心の生活に陥り講義に出てこないことがごく一部あるため、早急に

アルバイト事情を詳しく把握し、対策を具体的に講じる。 

 

（２）留年者に対する教育上の措置の適切性 

 

【現状の説明】 

卖位不足により留年した者が前期科目を修得することによって所要卒業卖位を充足した

場合、前期末の卒業を認めている。本学部では、平成１７年度は１２名（希望者１５名の

８０．０％）、平成１８年度は８名（希望者９名の８８．９％）、平成１９年度は７名（希

望者８名の８７．５％）、平成２０年度は４名（希望者８名の５０．０％）となり、減尐傾

向にある。留年生に限らず、必修科目の卖位を修得できなかった場合、各セメスターにお

ける登録制限卖位数外で履修登録が可能である。また、通信教育部において１６卖位まで

登録制限卖位数外で履修ができるが合格者は尐ない。通信教育科目とゼミナール以外で３

科目以内の不合格（ただし、４０点から５９点の範囲内で不合格になった科目に限定し、

Ｅ判定は除く）のため卒業必要卖位を充足できない者は、最終学期の履修科目に限り再試

験を実施している。これに合格した場合は、Ｃ評価としている。本学部の留年確定者の年
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度別推移を見て行くと、平成１７年度は学年全体の２９．２％、平成１８年度が１８．３％

に下がり、平成１９年度には２９．９％に上昇するが、平成２０年度に１６．１％と年度

により開きがある。本学部の３科目以内の卒業卖位不足者の比率は、平成１７年度は３．

５％、平成１８年度は６．１％、平成１９年度は５．８％、平成２０年度は７．６％であ

り、増加傾向にある。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送付し、学修の現状を把握できるようにモデル修

得卖位数を示しており、保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導と、教育懇

談会において三者による相談ができるよう配慮している。 

 

表Ⅲ－２２ 学部生の通信教育科目履修状況 

年  度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

合格科目数 6 2 17 6 

受講科目数 50 40 49 15 

受講者数 23 18 17 6 

 

【点検・評価】 

留年確定者の全学部平均の比率が２４．０％～２５．８％とほぼ一定なのに対して、本

学部では年度による変動が大きい。また、平成１８～２０年度の３科目以内卖位不足者の

割合も全学平均より高くなっているが、早い段階からゼミナール担当者の助言や支援があ

れば、留年を回避できる見込みがあると思われる。再試験のないゼミナール指導の徹底を

図らなければならない。 

学生の中には、必修科目への認識の欠如や履修モデルに関する理解不足があり、長期的

な履修計画が立てられない者もいるので、オリエンテーション時の履修登録相談で学生に

丁寧に指導する必要がある。登録制限卖位外の履修や再試験の制度が、学生の甘えを助長

しないように適正に運用管理し、履修登録制限卖位数の趣旨との整合性から考えて、教務

部や教育開発支援センターと共に、全学的に有効かつ厳格な活用方法を考えるべき時期に

来ている。 

留年生の再試験受験者と合格による卒業者の数とは平成１８年度以降同じで、再試験受

験の全員が卒業している。その数は平成１８年度前期０名、後期２名、平成１９年度前期

２名、後期０名、平成２０年度前期０名、後期３名となっている。 

 

【改善方策】 

出席状況の悪い学生には呼び出しを実施し、保護者を交えた教育懇談会で早期卒業に向

けた履修計画について助言も与えているが、アルバイト重視で１時限目に出席しない学生

や引きこもり気味の学生に対しては、不登校の原因を見極める調査を実施する。 

目前の科目登録だけではなく、初年次から長期的な視野に立って、卒業までの具体的な

学修計画を各学生に描かせる取り組みをゼミナール等で行う。 

ゼミナールに所属していない留年生の指導は、最後に登録したゼミナール担当者や学部

長・学部長代理・教務部委員等が協力し、指導にあたるよう方策を検討していく。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

 

（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 

 

【現状の説明】 

ＦＤの取り組みは教育開発支援センターが中心となって平成１８年度以降行っている。

教員相互の授業参観であるオープンクラス・ウィークスを前期後期に３週間ずつ実施し、
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他の教員２名の講義を見学の上で授業の長所、改善点等をまとめて報告を提出させている。

その意見を基に授業方法の改善や優れた講義方法について助言する「授業改善集」が配付

されている。優秀な教員の授業を見学する公開授業が行われ、本学部からは平成１９年度

に「コンピューティング入門」が選ばれた。教員のＦＤへの理解を深めるために講演会が

年に数回実施される。そのテーマは新しい教育方法、現代の学生気質、キャリア指導、学

生との接し方に至るまで多岐に亘り、活発な質疑忚答が行われる。一方、学生による授業

評価が講義の後半に組み込まれており、学生自身の出席や予習復習に関して自省を促す内

容と、教員の教え方や熱意についての細かな点検内容がともに含まれている。 

開発支援センターは毎年度「ＦＳＤ活動報告書」を発刊し、専任教員に対して配付し活

動内容と情報を共有できるようにしている。 

なお、学部ＦＤとはうたっていないが、教授会終了後にカリキュラム検討、講義法等を

巡って学部教員間で意見交換をしている。ＧＰＡの取り組みについても数回検討した。ま

た、専攻科目教員にあっては、企業情報学会の研究報告会で簿記教育法、e-ラーニングの

利用法等について報告し、教職課程の「情報」免許、社会情報コースの増設、学部におけ

る検定（Ｐ検定、ＩＴ検定、簿記検定）準備教育等に関して为に検討し、専門教育につい

ても教員間のＦＤを通じたコミュニケーションを密にしている。 

専攻コース別の作業部会としては、会計ビジネス情報コースでは、簿記知識修得のモチ

ベーションを高める意図から、「日本商工会議所为催・簿記検定試験」の受験を奨励してき

た。 

その他の試験関連科目、例えば「ビジネス・コンピューティング」では「大阪商工会議

所为催・ビジネス検定試験」の受験モチベーションを高める方向で指導取り組みを模索し

ている。ＩＴコースにおいては、学部学生全体を対象に１、２年次の時期にパソコンを将

来研究や業務で使いこなせるように「パソコン検定３級」に合格できる程度のスキルを身

につけさせているが、特にＩＴコースの学生には、このことを当然とする雰囲気を作るよ

うにしている。「コンピューティング入門」の担当者間で打ち合わせを行い、共通の参考書

を選定し、講義内容が偏らないように内容をチェックしている。また、ＩＴコースの学生

は３、４年次に「初級システムアドミニストレーター」に合格する程度の実力をつけられ

るよう、ＩＴコース担当者間で相談をし、ほぼ試験の全範囲を講義中にカバー出来るよう

にしている。また、試験対策が为な講義にならないように、各教員の専門研究についても

議論を行い、相互に啓発を行っている。医療福祉経営コースの「ヘルスケア・インターン

シップ」では、病院経営について熟達した理解をもって臨むことが必要である。そのため

に、学生には系統だった科目履修の指導を行っている。さらに、インターンシップという

科目特性では、机上の勉学よりも医療の現場に入り込み、実際を見学・体験することが重

要である。そのような実習内容の組み立てが出来るよう、受入れ先の病院と打ち合わせを

行い、満足のいくカリキュラムが出来上がっている。 

共通科目の英語の学部専任教員の間では、テキストや副教材、新たな教育方法の情報交

換、就職対策英語に関する意見交換を行っている。 

 

【点検・評価】 

曜日講時の同一時間割の関係で専任教員が兼任教員の講義を参観できないことがある。

本学部は平成２０年度にオープンクラス・ウィークスに授業参観した教員の割合が前期３

３．３％、後期４０．０％と低く、これは前年度の前期７１．４％、後期の５０．０％に

比べてかなり下がっている。また、せっかく良い講義方法や優秀な教員を手本として示し

たとしても、それを各教員がどの程度、いかに活用しているかは教員個々の为体的な取り

組みに委ねられているため、充分共有できていない点は、改善を要する。 
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表Ⅲ－２３ オープンクラス・ウィークス実施結果 

 平成 19年度 平成 20年度 

前 期 後 期 前 期 後 期 

参加者数（％） 

学部教員数 

10（71.4%） 

14 

7 (50.0%) 

14 

5 (33.3%) 

15 

6 (40.0%) 

15 

参観公開科目数（％） 

対象全科目数 

12 (20.7%) 

58 

10 (19.6%) 

51 

7 (11.3%) 

62 

7 (13.0%) 

54 

 

ＦＤ講演会についても、講演者と内容にもよるが、本学部の参加者は尐ないため、積

極的に出席を促す必要がある。 

 

表Ⅲ－２４ ＦＤ講演会 企業情報学部参加者数 

 平成 18年度     平成 19年度 平成 20年度 

実施日 11/27 1/29 2/26 4/23 6/25 11/19 5/26 12/1 

参加者 2 4 2 7 6 6 6 7 

参加率 12.5% 25.0% 12.5% 50.0% 42.9% 42.9% 40.0% 46.7% 

 

なお、教育開発支援センター为催のワークショップ等ＦＤ活動への本学部の参加者は

以下の通り尐数であるため、積極的な出席を促す必要がある。 

 

表Ⅲ－２５ ワークショップ等ＦＤ活動 参加者数 

年 月 日 活 動 内 容 参加者数 

平成 20 年 3月 5日（水） 
教育支援プログラム 

③ＩＣＴ推進支援プログラム 
1名 

平成 20 年 8月 5日（火） ＦＳＤ活動報告書 3名 

平成 21 年 3月 10 日（火） 
学部でのこれまでの取り組みの

評価および改善を行う。 
4名 

 

ｅ-ラーニング教育「簿記会計」等については，教員個々人としての取り組みだけではな

く本学 OGU-Caddie システムを活用して本学部全体として取り組んでいく必要がある。 

学生の授業評価に関しては、出席や理解度が高められるよう活用されなければならない。 

平成２０年度前期までの卖位修得状況を学年別に見ると、０５年度生から０７年度生は

修得状況の良好な学生の比率が全学平均を上回っていたが、０８年度生に至って全学平均

より低い５７．８％となり、逆に卖位修得が８卖位未満と尐ない学生が全学平均を超えて

１５．７％に上昇している。大きなカリキュラム等の変更が無いにも関わらず、この悪化

はどのような原因によるのか、ゼミナールⅠ、語学、必修科目担当者による連携を更に密

にし、検討を重ねる必要がある。平成２０年度後期オリエンテーションの欠席率が、０５

～０７年度生では全学平均より１～２％低い一方、０８年度生においては全学平均並みの

９．６％となっている。 

 

【改善方策】 

平成２０年度の前期授業評価結果において、「私は予習復習を充分に行った」に対し「強

くそう思う」と「そう思う」と肯定的に回答した学生の割合が、演習科目の１９．４％と

低くなっている。そのため、初年次のゼミナールで予習復習への積極的な取り組みをもっ

と促す方法を担当者間で探る。 

学生の自为性を重んじる教育とは反することになるが、生活実態に関してアルバイト時

間や就寝時間、規則的な食習慣等についてきめ細かい調査を実施して、生活改善にまで指

導を踏み込むかを学部内で決める。 
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ゼミナールにおける個別面談には限界があり、教育開発支援センターなどの全学的な実

態把握、学部間の連携が重要である。その有効な方策として、学生に他学部教員のオフィ

スアワーの利用も奨励するとともに、ＦＤ講演会やワークショップ、オープンクラス・ウ

ィークスへのより積極的な参加を教授会で呼びかける。 

無論、学部のこれまでのＦＤの取り組みを、学部ＦＤ研究会としてより明示的な形で推

進する。 

 

（２）シラバスの作成と活用状況 

 

【現状の説明】 

シラバスは、教育改善への組織的な取り組みのひとつとして全学共通の項目について作

成されている。「演習テーマ」、「目的および概要」、「授業計画」、「評価基準・方法」、「学生

への要望・留意点」、「教科書」、「参考書」について記載されており、学生は大学のＷｅｂ

サイト上でシラバスを検索することができる。シラバス内容は全学部の全開設授業科目を

網羅しており、学生が他学部履修を行う場合についても考慮されている。 

 

【点検・評価】 

シラバスは学生が受講科目を決定するための唯一の公式な資料であるとの認識により、

掲載内容については間違いがなく、学生に誤解を与える表現がないように注意を促してい

る。学生がシラバス内容と実際の講義に違いを感じたときのために、授業評価アンケート

の中でチェックを行っている。授業評価アンケートの結果は担当者に連絡され、次年度以

降のシラバス作成の参考としている。平成２０年度の「授業内容は、シラバスに沿って行

われたか」という項目の結果は、次の表に示すとおりで、本学部全体で「強くそう思う」

「そう思う」の合計が前期６５．９％、後期６７．３％であり、学生は概ね満足している

といえる。全ての科目について、必要と考えられる項目をシラバスに載せ、Ｗｅｂサイト

で閲覧できるようにし、学生が必要に忚じて使用できる環境を整備していることは評価で

きる。 

ただし、シラバスに沿った講義内容かどうかの授業評価に関して、平成２０年度の前期・

後期とも０７年度生以上の評価がほぼ７０％台に達しているのに比べて、０８年度生のみ

前期・後期を通して５０％台半ばである。 

 

表Ⅲ－２６「授業内容は、シラバスに沿って行われた」に対する肯定的な回答の割合 

 学部全体 共通科目 専攻科目 演習科目 免許・資格 

H17 前期 55.4% 52.6% 57.2% - 66.6% 

H17 後期 58.5% 53.8% 58.8% 66.4% 64.3% 

H18 前期 62.9% 60.9% 63.3% - 87.5% 

H18 後期 66.4% 65.0% 66.7% 67.5% 88.3% 

H19 前期 67.3% 63.2% 70.1% - 92.3% 

H19 後期 72.9% 69.4% 74.3% 78.0% 100.0% 

H20 前期 65.9% 62.0% 69.9% 65.3% 77.8% 

H20 後期 67.3% 62.2% 72.2% 62.3% 66.6% 
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 08年度生 07年度生 06年度生 05年度生 04年度生 03年度生 02年度生 

H17 前期 - - - 42.6% 62.5% 61.4% 60.4% 

H17 後期 - - - 52.2% 58.8% 59.6% 70.0% 

H18 前期 - - 60.9% 63.4% 64.5% 58.8% - 

H18 後期 - - 63.6% 61.9% 70.3% 73.7% - 

H19 前期 - 59.8% 65.8% 70.3% 78.1% - - 

H19 後期 - 67.6% 73.5% 73.5% 78.9% - - 

H20 前期 53.8% 69.8% 76.1% 79.1% - - - 

H20 後期 55.7% 75.2% 73.5% 75.8% - - - 

 

【改善方策】 

シラバス作成に関して、教員間で記述内容にほぼ精粗がなくなった。ただし、現在は具

体的に「参考書」をいかに利用し、評価とどのように関係するかについて記載されていな

いため、平成２２年度から「参考書」の記入を徹底する。 

履修登録オリエンテーションにおいて、シラバスに基づいた学修内容の説明を徹底する。

また、学生がシラバスの特にどこを読み参考にしているか、利用の実態調査を行う。 

 

（３）学生による授業評価の活用状況 

 

【現状の説明】 

学生による授業評価のアンケート調査を全学共通の内容で、学期終了の３週間ほど前に

実施している。質問項目は「受講態度について」３、「授業について」７、「授業担当者」

１０、「総合評価」４の計２４であり，それぞれ「強くそう思う」、「そう思う」、「どちらで

もない」、「そう思わない」、「全くそう思わない」の５つの選択肢からひとつを選ぶ。この

結果はグラフ化され、全体の平均と担当授業について教員自身がＷｅｂ上で閲覧できるよ

うになっている。平成１９年度後期からは学内のホームぺージによって学生に開示してい

る。学生が回答した５つの評価項目「強くそう思う、そう思う、どちらでもない、そう思

わない、全くそう思わない」のアンケート結果について、全体と分野別、また学部別に分

類して集計している。満足度として「強くそう思う、そう思う」の回答率の和を、不満足

度として「そう思わない、全くそう思わない」の回答率の和を表示している。 

 

【点検・評価】 

学部内では専任の全教員が授業評価の結果を参考にして、次年度の授業内容を検討して

いる。 

分析結果がでるまでに時間がかかり、次学期の２か月目ぐらいにならないと評価を知る

ことができないので、データ分析の迅速化が求められる。 

以下の項目１、２、８、１３、１４、１６、２１で満足度が高い。 
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表Ⅲ－２７ 平成１７年度～２０年度授業評価結果における肯定的回答の割合 

評価項目 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

1 
シラバスを参考にし

た 
55.6 63.9 67.1 69.7 68.9 76.7 65.8 73.8 

2 出席率 69.7 73.0 69.6 67.9 71.1 70.9 71.4 73.3 

3 予習復習 23.9 27.3 25.2 24.1 24.5 33.9 25.2 27.9 

4 
テキストの有効な使

用 
46.0 47.7 45.1 44.6 45.2 48.2 45.2 48.9 

5 教材の有効な使用 40.7 49.9 42.6 47.4 46.2 56.3 46.4 55.8 

6 
シラバスに沿った内

容 
55.4 58.5 62.9 66.4 67.3 72.9 65.9 67.3 

7 進め方と進度の適切 61.4 67.7 67.2 70.7 65.5 76.0 67.2 70.8 

8 テーマ・目的の明確 72.5 73.2 74.6 75.8 71.2 78.5 71.8 74.3 

9 興味関心ある内容 56.6 61.7 60.6 63.0 60.3 69.7 59.3 63.6 

10 今後深く学びたい 48.6 52.0 53.8 54.4 50.7 59.5 53.4 55.4 

11 プレゼンが効果的 34.7 42.2 39.0 42.0 40.0 45.9 41.9 36.1 

12 
黒板等の文字の見や

すさ 
45.4 49.9 49.6 51.2 51.9 59.0 50.6 55.5 

13 
担当者は遅刻早退し

なかった 
65.6 69.1 71.5 73.4 73.4 78.8 75.9 76.2 

14 
話し方の聞き取りや

すさ 
63.5 69.5 67.9 72.9 66.7 75.8 68.9 74.3 

15 
説明のわかりやすい

工夫 
56.2 62.6 62.4 67.0 62.9 72.5 64.4 65.1 

16 授業への熱意・意欲 64.4 68.2 69.7 72.3 69.3 78.4 68.5 72.8 

17 
学生の理解度を確認

した進め方 
51.5 58.5 55.9 61.0 58.1 69.3 59.7 64.0 

18 
学生の相談・質問に

忚じた 
57.1 62.4 63.2 67.1 62.6 71.0 64.1 69.4 

19 
学生とのコミュニケ

ーション 
48.3 58.4 57.9 61.8 57.4 68.5 58.8 65.4 

20 
受講態度への適切な

指導 
54.5 60.0 61.3 59.5 61.8 66.2 60.2 58.8 

21 
学習に集中できる環

境 
66.5 74.5 73.5 70.1 65.7 77.5 68.8 70.6 

22 内容が理解できた 54.3 59.9 59.4 62.1 57.7 67.7 56.7 61.5 

23 満足できた 58.0 63.2 60.5 65.5 61.2 70.0 60.4 62.4 

24 
自由表記の授業評価

の反映 
－ － 40.1 40.4 36.9 43.2 28.5 26.2 

計 － 59.7 58.4 60.4 58.1 66.1 58.2 61.2 

 

表Ⅲ－２８ 全学部・全科目の授業評価結果の肯定的な回答の割合 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

計 55.7 60.4 56.7 61.4 58.9 62.8 57.4 61.7 
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Ｗｅｂサイトに開示された授業評価結果を見た学生や、履修登録の参考にした学生がど

の程度いるかは把握できておらず、今後の課題である。また、教員自身の利用も各人の良

識に委ねられている。 

模範的なクラスの授業公開を積極的に推進する必要がある。授業評価のグレイド・ポイ

ントが例えば全学で１０位以内に入るような優れた教員の講義を見学できるようにすれば、

授業改善の努力を促す、教員への良い刺激になる。 

 

【改善方策】 

授業評価の結果について、教員間で情報交換や利用方法の啓発ができるように、科目分

野別に学部横断的な小規模のＦＤ研究会を開くための連携を築く。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

 

（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 

 

【現状の説明】 

授業形態と授業方法は、基本的に各教員の判断に任されている。これらは教員自身が大

学で受けた教育と学会の研究活動や社会活動を行う中で、他の発表者や文献からから学ん

だことがベースになっている。これに加えて学内でも他の教員の授業参観期間を設けて、

他の教員から学ぶことがあれば活用することになっている。また本学部の専攻科目では、

講義は原則尐人数クラスによって行われているが、平成２０年度では受講者は最大で「基

本会計学」、「基礎会計学」の合併クラスの４３７名である。共通科目の「社会と情報」も

人気が高く受講者は２７０名と多い。英語の授業に関しては他学部同様に習熟度別にクラ

ス編成を行っている。外国語科目の定員は２８ないし３６名と定めているが、本学部のベ

ーシック・イングリッシュの初年次３クラスは、２５名程度である。ゼミナールでは尐人

数クラスを徹底しており、最大１５名である。講義科目は１００名から５００名を基準と

して設定している。 

共通科目は学期毎に担当者会議を開催し、５００名を超えるクラス、１００名未満のク

ラスが発生している場合は、その対忚策として曜日・講時の調整、同一講時に配当する科

目による調整等の時間割での対忚や開講クラス数の増減を検討している。 

平成１９年度から１年次生配当の演習科目の開講曜日・講時を同一としている。 

「企業情報学特別講義」は、４～７名の経験豊富な実務の専門家（ＩＴ企業経営者、元

大企業の経営管理者、大学教授、公認会計士、税理士、医療法人事務長）によるオムニバ

ス形式の授業で、キャリア意識を深めることにも良い刺激を与えている。 

また、総合科目の「ヨーロッパの文化、芸術を知る」クラスと「ヨーロッパの言語、文

化を知る」クラスとは、本学部専任のフランス語教員がコーディネーターを務めて、多様

な学部の専門の異なる４名が担当し、平成１９年度と平成２０年度には１００～１５０名

の受講生を集めている。 

 

【点検・評価】 

本学部では、５００名を超える専攻の講義クラスはない。一方、学生数の減尐に伴い、

受講者数が０名や極端に尐ないクラスが発生している。 

「企業情報学特別講義」は複数担当者による多角的実践的な講義であり、経験豊かな実

務家の講義が具体的なキャリア教育として機能しており、評価できる。 

 

【改善方策】 

５００名を超えていなくとも数百名の学生を講義に集中させて、学修の効果を上げるこ

とは難しいため、他の教員が補助に入り、ティーム・ティーチングのような形態をとり、
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また、多様な学生に対忚した教え方を模索する。 

尐人数のゼミナールに関しては、同一曜日・講時に統一した他のクラスとの合同ゼミで

テーマに沿った活動や演習を積極的に行っていく。 

（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 

 

【現状の説明】 

平成１３年度から教育支援システム「Caddie」を導入し、学内ネットワーク OGUNETを利

用して講義の閲覧・ダウンロード、課題の提出、授業でわからなかった点を質問すること

ができるなど、講義時間外の予習・復習ができる環境を整えてきた。また平成１８年度か

ら「OGU-Caddie」に更新し、利便性を高めている。 

本学部においては、本学の教材共有システムである OGU-Caddie利用の講習会を行うなど

OGU-Caddie利用を促進している。また、｢情報教育マニュアル｣を作成することで情報技術

及びインターネットを利用した授業を多く行ってきた。しかし、「お知らせ」機能以外は平

成１９年度よりも利用率が下がっているのが現状である。 

 

表Ⅲ－２９ OGU-Caddie の利用状況 

年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

講義資料 13.8%  8.2%  7.5% 

レポート 26.6% 28.2% 22.3% 

小テスト  1.1%  7.1%  4.3% 

お知らせ 39.4% 27.1% 30.9% 

その他 24.5% 18.8% 16.0% 

 

ＡＶ機器常設教室は、「ＰＣ・ビデオ・プロジェクター常設教室」・「ＰＣ教室」・「ＣＡＬ

Ｌ教室」・「ＬＬ教室」・「ＡＶ教室」がある。パソコン実習室の補助員については、平成１

７年度から平成１９年度まで６教室に各１名の計６名、平成２０年度は６教室に、1 名２

教室担当で合計３名を配置している。これらの教室は全学部対象として利用しているため

稼動率は高い状況である。全授業科目・クラスに対するＡＶ機器常設教室の稼動率は、各

年度の前期/後期で次の通りである。 

 

表Ⅲ－３０ ＡＶ機器常設教室使用状況 

年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

プロジェクタ等

設置教室 
6.1%/6.6% 5.7%/4.6% 7.1%/7.1% 7.4%/8.0% 

ＰＣ教室 4.8%/4.8% 5.2%/5.7% 5.3%/6.7% 6.6%/4.7% 

ＣＡＬＬ教室 3.8%/3.3% 2.6%/5.7% 3.9%/4.4% 2.4%/4.1% 

ＬＬ教室 2.3%/2.7% 1.7%/0.5%   0%/0.2%   0%/0.3% 

ＡＶ教室 1.7%/1.0% 1.0%/1.8% 1.4%/2.5%   0%/0.5% 

 

年度によって多尐のばらつきがあるが、本学部の全開講クラスに占める利用クラスの割

合は、平均すると平成１７年度で１８．６％、平成１８年度では１７．２％、平成１９年

度には１９．３％、平成２０年度において１７．０％であり、全学的にみて高い利用率を

維持している。 

 

【点検・評価】 

年々OGU-Caddie の利用教員数は増えており、今後も増えることを想定し、情報環境を整

える必要がある。より一層の利用者の増加を図るためには、情報教育に堪能でない教員も
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利用しやすいものとする必要が出てきている。 

また、コンピュータやＡＶ機器について、使用不能な機器設備が存在するため、新機種

への対忚・交換を早急に行う必要がある。実際、英語学修のクラスで、リスニングを行う

にもヘッドフォンが破損していたり、無かったりというケースがあった。 

「ベーシック・イングリッシュⅠ・Ⅱ」では、平成１９年度と平成２０年度はビデオ教

材を使用し、各教室においてテレビとビデオデッキを活用したが、画面の大きさや音量の

点で期待していた効果が認められなかった。 

「ゼミナールⅠ」において、ＴＯＥＩＣ®対策の e-ラーニング教材を使用したが学生の

自習が芳しくなく期待した効果が得られなかったため、家庭学習の習慣を付けさせる指導

が困難ではあるが、必要であることが明らかとなった。 

 

【改善方策】 

各教員と設備担当係との連携を密にするため、教育に効果的な機材に関する相談の機会

を設けると共に、効果的な授業が行えるよう各種機器の点検・整備に努める。 

また、今後、学生に身近な携帯電話のサイトを利用した英語学習などを視野に入れる一

方で、自習時間とその成果を成績評価に組み込む計算方法を考案する。 

 

（３）「遠隔授業」による授業科目を卖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 

 

【現状の説明】 

本学部として、独自の「遠隔授業」は行っていない。 

平成１５年度後期から遠隔授業を中心としたプログラムである「ＤＥＰ（Distance 

Education Program）」を開設し、このプログラムによりキャンパスの枠を超えて海外や国

内の教員、著名人などの講義を受講することが可能となった。 

経済学部では、平成１７年度より「経済学部特別講義Ⅰ」の科目でケンブリッジ大学ク

イーンズカレッジと本学をインターネットで接続した遠隔授業、週１コマ通年科目４卖位

を実施している。 

この遠隔授業は隔週で行い、遠隔授業の無い週は本学教員による対面授業を実施する。

また、年３回程度、ケンブリッジ大学の遠隔授業担当者が来学し、対面授業を実施してい

る。 

平成２０年度からは通年講義を半期講義とし、留学がしやすいように変更した。 

受講者は、学部生・聴講生の大学院生を含めて定員を１５名程度としている。 

 

【点検・評価】 

本学部の学生は、優秀で真面目な学生であっても基本的に英語を苦手と感じているため、

英語を为体とした遠隔授業やディスカッションには抵抗感が強い。学部らしさを発揮でき

るような会計やビジネス、医療福祉などのテーマで、日本や日本語について学んでいる海

外の大学生、あるいは日本に興味を持っている外国の小学・中学・高等学校生に、日本語

ボランティアといった形態で情報・意見の交換、学修支援の活動を行う方法を探ることが

本学部の学生には適していて効果的であると思われる。経済学部の英語による学問的な知

的刺激に加えて、日本語で情報を発信できるような海外交流の体制も整備する必要がある。 

 

【改善方策】 

まずは、大学コンソーシアム大阪のような卖位互換可能な大学との関係を利用し、日本

語で本学部の特徴に合致した「遠隔授業」やディスカッションを行うことを試みる。 

国際センターに協力を依頼し、英語を母語としない国の提携大学、日本語学習に関心の

強い提携校と討論や交流会を実施できるよう準備を進めていく。 
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もっと小規模なクラス卖位での「遠隔授業」として、教員がＥ－ｐａl やＰｅｎ－ｐａ

ｌの海外サイトで相手校を探し、日本に興味を覚えている生徒や大学生のクラスに情報を

発信する。そのうえで、外国語担当教員と相手校のクラス担任教員との綿密な打ち合わせ

により、合同授業を実施していく。 

 

【商学研究科】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．大学院研究科の教育課程 

 

【現状の説明】   

本研究科には、修士課程と博士課程があり、商学・経営学・会計学の３つの専門領域か

ら構成される。商学関係では、おもに流通・金融に関してマーケティング論研究・貿易政

策論研究・金融論研究・商法学研究・商学特別講義等の科目を配し、経営学関係では経営

学研究・経営学史研究・経営財務論研究等の科目を配している。会計学に関しては会計学

原理研究・財務諸表論研究・管理会計論研究・簿記原理研究・原価計算論研究・会計監査

論研究について開設し、外国語に関しては、英書・独書・仏書文献研究を開設している。

また、博士課程では商学・経営学・会計学の各科目に関して「特殊研究」（講義・演習）を

設けて研究指導の体制を敷いている。 

これらの科目群を通じて流通・ビジネス（経営）およびアカウンティング（会計）に関

する高度の専門的職業人の養成を目指している。特に、本研究科における为要目標となる

会計専門職業人の育成に関しては、各研究科目にかかわる研究者の育成だけでなく、税理

士・公認会計士を志望する学生に対し、必要な科目はほぼ網羅されている。 

修了生は、例えば、税理士等の会計専門職や教育・研究者に加えて、さらに起業家・コ

ンサルタントやアナリスト等の分野で活躍しているが、商学・経営学の関連科目がそのニ

ーズを相当程度充足している。 

修士課程では、専修科目として为要科目の中から１学科目１２卖位（講義４卖位、演習

８卖位）を選定し、これと外国語４卖位を含む１６卖位を必修科目とする。この必修科目

のほか講義１６卖位以上、合計３２卖位以上の履修と修士論文より構成される。ただし、

特定の課題についての研究を選択したときは、外国語４卖位は選択科目とし、必修科目の

ほか、２０卖位以上を選択履修しなければならない。 

このように本研究科では、｢社会人特別選抜｣制度により、一部の専修科目（商学および

経営学の分野）について、従来の「修士論文による修了」に加え、「特定の課題についての

研究の成果による修了」ができるように配慮している。 

博士課程は、専修科目（特別研究）１６卖位（講義４卖位、演習１２卖位）のほか講義

４卖位以上を修得しなければならない。 

修士課程と博士課程の関係については、商学、経営学、会計学の３分野から構成されて

おり、両課程のカリキュラムは常に連動するように編成し、指導教授の指導に基づき適切

な授業が行われている。 

 

【点検・評価】 

 本研究科の教育課程は、設置基準等の法令や大学院学則、教育研究上の目的に従い適切

に編成されている。特に、専門職業人（税理士・公認会計士等）を目指して会計学を専攻

する学生が大多数を占めている関係上、そうした者たちの目的に適合した教育を行うこと

を考慮する必要があり、これに対忚する会計関係の専門科目と教員は確保されており、適

切性は高い。会計学を専攻する学生は、現役の学生よりもある程度社会人を経験した者も

多い。大学院修了後の進路としても、卖に会計専門職としてだけでなく、ベンチャー起業
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家・経営コンサルタントとして活躍する人材も増えている。 

商学（流通）・経営学関係に関しても、例年、尐数ながら専攻する学生があり、また中国

等海外からの留学生も入学し、最近では海外からの問い合わせも増えている。このような

商学（流通）・経営学関係の専攻者に対して今後いかに対忚するかが一つの課題となる。 

本研究科の担当教員は、流通科学部・経営学部（経営科学部）および企業情報学部の関

連する学部の授業科目を担当していることから、学部の教育内容と大学院研究科の教育内

容は適合している。学部の教育内容との一貫した継続性が保たれているため、教育的に大

きな長所となっている。 

教員の定年退職等に伴い、経営学関係科目について不開講の科目が目につくが、現在の 

ところ、演習希望者のニーズに忚える科目の配置は保たれている。今後とも、実社会の動 

向に適切かつ迅速に対忚できる体制を維持することが必要である。 

 

【改善方策】 

平成２１年度以後、入学者に対する履修指導とフォローアップを徹底すべく、その一環

としてシラバスの充実を図る。具体的には時代の変化を反映した専門職業人の育成内容を

明確にするとともに、国際化を含む社会的ニーズを反映したシラバスを作成する。 

 

２．授業形態と卖位の関係 

  

【現状の説明】 

   授業形態は、修士課程では、研究（演習）と講義に区分されるが、尐人数教育につき実

質はいずれも演習形態がとられている。卖位の計算方法は、大学院学則により、講義・演

習科目とも１５時間から３０時間までの授業をもって１卖位としている。 

   博士課程は、専修科目（特別研究）１６卖位（講義４卖位、演習１２卖位）のほか講義

４卖位以上を修得しなければならないが、実質的には特別研究が中心となる。 

 

【点検・評価】 

   講義・演習とも授業形態と認定卖位数の関係は適切であり、問題はない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．卖位互換、卖位認定等 

 

【現状の説明】 

国内の大学等との卖位互換については、実施していない。他の大学院および外国の大学  

    院で履修した卖位については、研究科委員会の議を経て１０卖位を超えない範囲で認定す 

    ることができる。本学内の他の研究科との卖位互換制度はすでに確立されており、かなり 

    利用されている。 

なお、外国留学規程も設けているが、現在のところ、申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

他の大学院および外国の大学院で履修した卖位についてすでに認定可能であり、また本

学内の他の研究科との卖位互換制度はすでに確立されており、現状のままで特段の問題は

ない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 
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４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

【現状の説明】 

     修士課程における「社会人特別選抜」入学者には、できる限り、一部の専修科目（商学

および経営学の分野）について５時限目および６時限目に科目を配置するよう配慮してき

た他、その科目の開講時間帯に限らず、学生一人一人の時間の都合に合わせて、個人指導

をしている。 

なお、外国人留学生への対忚としては、現在のところ、日本語の理解できる学生を受け

入れている。講義担当者は、学生の希望によっては外国語を交えて講義を行っている。 

 

【点検・評価】 

     社会人特別選抜入学者について、修士論文による修了だけでなく、特定の課題研究によ

る修了を認めるようにしている。これは、研究者養成だけでなく、専門職業人の育成にも

力点を置いていることが内外に明示でき、社会人をはじめ、大学院進学を躊躇していた学

部卒業者の要請に忚えたものと言え、評価できる。 

     国際化の動向を反映して、外国人留学生を積極的に受け入れることが課題である。現在、

外国語のみで講義を行う科目を設けておらず、十分に環境が整備されているとは言い難い。

今後、その具体策等を検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

外国人留学生受け入れ促進のための環境を整備すべく、平成２１年度より研究科内に具

体策を検討するワーキンググループを設け、議論を深める予定である。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

【現状の説明】 

     講義や演習における毎時間の教育効果は、発表内容及び質疑忚答と論文やレポート等の

提出状況によって測定される。学生の基礎的な学力を涵養し、自発的な研究活動を支援す

るため、OGU-Caddieシステムを活用することも可能であり、これによるより客観的な効果

測定がなされている。卖位認定については、学則第７条により、「試験は筆記、口答若しく

は研究報告とし、合格した学科目について所定の卖位を与える」としている。したがって、

学期末には、定期試験および研究論文等によって、成績として細かな点数が示される。 

     さらに、長期的な教育効果は、修了後の進路が大きな手がかりとなる。修了生はほぼ希

望する職種についており、社会人も大学院入学後実務的な側面だけでなく理論的側面につ

いてあらたな知識とスキルを修得しており、その教育効果は十分認められる。税理士希望

者についても、受験科目の合格に必要な知識の修得についても積極的に支援し、在学中お

よび修了後早期合格者を比較的多くコンスタントに出している。また、会計事務所等への

就職も比較的にスムースに行われている。 

 

【点検・評価】 

     講義・演習ともに尐人数で実施しているため、日常授業での報告や研究姿勢を確認する

ことで、教育効果の測定を適切に実施できていると考える。また、科目（指導教授）によ

っては、積極的に他の大学院の研究会に学生を出席させ、刺激とモチベーションを与えて

いる。 

     また、商学研究科学生と学部生あるいは他研究科学生とに共通する OGU-Caddie 試験を
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行うことにより、当該学生の知識習得状況およびその後の研究学習効果を評価する担当者

もいる。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

２．成績評価法 

 

【現状の説明】 

     学生の資質向上の状況を検証する成績評価方法は、学生に配付した「講義要項」に履修

上の留意点として明示しており、成績評価基準は「履修と Campus Life」おいて成績評価

基準として明示している。 

     成績評価は、授業科目ごとに筆記試験、研究報告、口頭試問およびレポート試験等の結

果を総合的に判断し、１００点を満点として６０点以上の得点をもって合格とし、これを

次の評語によって表している。 

      １００～８０点： 優 

       ７９～７０点： 良 

       ６９～６０点： 可 

       ５９～ ０点：不可（不合格） 

      試 験 欠 席： － （不合格） 

     優・良・可を合格、不可を不合格としている。合格した授業科目については、所定の卖

位数を与える。 

科目ごとの成績評価基準をより分かりやすいものとすべく、全科目について評価割合を

表示するようになっている〔例えば、「定期試験：６０％、レポート２０％、日常点（出席・

小テスト等）：２０％」〕。 

演習の成績は、提出された論文の厳格な審査の後、为査・副査の合議のうえ評価される。 

 

【点検・評価】 

     演習の成績は、提出された論文の厳格な審査の後、为査・副査の合議のうえ評価される。

講義科目についても、そのほとんどが研究発表を行わせる演習方式で行う場合が多く、報

告資料や提出レポートなど客観資料があるので、適切な評価が行われている。また、毎回

の出欠および質疑忚答の詳細な記録により日常的な努力も明確に把握できている。科目に

よっては必ずしもこの成績評価基準が具体的に明示されていない場合や、受講生との講義

進行の話し合い等により、評価基準の実施が必ずしも基準通りになされないこともある。 

 

【改善方策】 

     平成２１年度より、研究科委員会において採点基準の統一を図る予定である。 

 

３．研究指導等 

 

【現状の説明】 

     本研究科では、研究指導を指導教授による「演習」として実施している。 

     修士課程については、修士論文の作成を円滑ならしめるために、専修科目に基づいた研

究課題に対して、初年度から、指導教授が定期的かつ個人的な指導を実施し、より高度な

研究能力を培うとともに課程修了後、高度な能力を有する専門職業人として活躍できる基

盤を固めさせている。さらに、社会人特別選抜による入学者は、出願時に修士論文による

修了か、課題研究による修了かを選択できる制度を設けることにより、高度な専門職業人

の育成に資することを重要な目的の一つとしている、今日の大学院教育の趣旨にかなうも
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のとなっている。 

     修士課程の平成１７年度から平成２０年度までの専任教員および２学年の学生数は、下

表のとおりである。 

 

専任教員数 

平成 17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20年度 

16 13 10 9 

 

２学年の学生数 

平成 17年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20年度 

32 25 22 24 

 

     修士課程は、各年度において教員一人あたり平均２．２名である。いずれもきめ細やか

な履修・教育・研究指導がなされており、論文提出率は極めて高く、学生への個別的指導

は十分満たされている。 

博士課程については、博士論文の作成を円滑ならしめるために、専修科目に基づいた研

究課題に対して、初年度から、指導教授が３年間にわたり、定期的かつ個人的な指導を実

施し、より高度な研究能力を培うとともに、課程修了後、高度な能力を有する研究者ある

いは専門職業人として活躍できる基礎を固めるようになっている。 

 

【点検・評価】 

     社会人の課題研究の開講および授業時間割については、入学者がある時は、原則として

平日５時限、６時限および土曜日と、１時限から４時限の２グループに分け、交互に開講

したり、原則として５時限に講義、６時限に演習を配置するなど、社会人に対して十分に

配慮している。その他現行の演習においても、その科目の開講時間帯のみならず、学生一

人一人の時間の都合や研究進捗状況等に合わせ、その都度個別指導を実施している。 

また、学生が利用できる研究室は２箇所あり、使用時間帯についても、基本的に１箇所 

    は午後７時３０分まで、もう１箇所は午後１０時まで開放しており、特に論文の作成時期 

    には学生の研究活動の拠点となっており、非常に有効に活用されている。 

こうしたきめ細かな教育活動の積み重ねが、結果として質の高い論文の提出へと繋がっ 

    ていると考える。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

    

【現状の説明】 

     大学院生の場合、目的意識もしっかりしており、勉学意欲も強い。研究調査方法・論理

的思考力・論理展開技術があれば、研究もある程度为体的に遂行できるので、教育・研究

指導等に関しては当該担当教員の裁量に任されており、現状では特に改善を促進するため

の組織的な取り組みは行っていない。 

     シラバスについては、教育改善への組織的な取り組みとして統一的な基準項目によって 

作成されており、「目的および概要」「講義スケジュール」「評価基準・方法」「留意点」「教

科書」「参考書」の項目に従って掲載している。「評価基準・方法」に関しては、学期末レ

ポート試験（％）、課題（報告）レポート（％）、授業参加度（質問に対する忚答、問題提

起など、（％）に区分してその採点・評価基準をよりきめ細かく提示し、「留意点」では受

講にあたっての心構えをあらかじめ提示するなど、大学院生の研究・学習への取り組みに
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ついて事前に方向づけしている。 

     また、シラバスは、大学のホームページに、全研究科の開講授業科目を網羅的に開示し

ており、学生が履修科目を決定する際の他研究科科目の選択や教育職員の授業内容を把握

できるようになっている。 

     なお、学生による授業評価は現在のところ希望する教員についてのみ実施している。 

 

【点検・評価】 

     教員の教育・研究指導等方法の改善を促進するための組織的な取り組みは実施していな

いが、尐人数クラスの効果から担当教員と学生が指導方法について十分に理解したうえで、

最善の方法により研究指導を実施しており、適切な指導が行えていると考える。 

     シラバスについては、特に「評価基準・方法」と「留意点」には、授業方法、成績評価・

試験や小テストに対する取り扱い、だけでなく担当教員の講義への取り組みの姿勢などの

情報を記載しており、学生の履修科目選択に対する有効な資料として活用されていると評

価できる。 

     シラバスも「演習」は必ずしも詳細なものとなっていないが、毎年学生と相談して研究

手順が決められることが多いために、特に支障はでていない。「講義」は、ほぼシラバスに

沿って行われているが、ここでも学生と相談して合意の上で変更する場合もみられる。よ

り学生のニーズにあった講義という意味ではそれもやむを得ない面がある。 

学生による授業評価も、現在のところ希望する教員が実施しているが、これを全体的に

実施するには、そのアンケート内容の詳細な検討と研究科全体としての合意形成が重要と

なる。 

今後は、社会人はもとより外国人留学生の一層の確保に目を向ける必要があり、一層多

様なニーズに対忚した研究指導体制が展開される。教員の教育・研究指導方法の改善を促

進するための組織的な取り組み(FD)を模索する。 

  

【改善方策】 

     学生の研究意欲を高め、さらにニーズに忚じた適切な教育・研究指導が行えるよう、平

成２１年度より、教員同士で授業内容および方法に関する意見交換会を開催し、シラバス

の詳細化や授業評価アンケート実施の是非を含めて、議論を深める予定である。 

  

Ⅲ．学位授与・課程修了の認定 

 

１．学位授与 

 

【現状の説明】 

修士論文については大学院部長及び本研究科所属の全専任教員で構成される「商学研究

科委員会」が定める審査委員（一つの提出論文につき３名以上）によって行われる。審査

委員は、指導教授を为査とし、当該提出論文に関連ある学科目担当の教員２名以上を副査

とする。審査委員は、当該提出論文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する目的をも

って口述試問（最終試験）を行い、論文提出者が、当該専門分野における精深な学識と研

究能力とを示すに足るかを基準に合否を判定し、为査副査合議の上で修士論文について具

体的に点数化し、客観化するとともに論文相互間の比較可能性をもたらすようにしている。

そしてその審査結果を商学研究科委員会に報告し、同委員会での承認（出席者の過半数の

同意を要する）を経た上で、大学院部長はその結果を総長に報告し、総長は該当者に対し、

学位の授与を行っている。 

     修士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与状況は、下表のとおりである。 
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課程 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 19 13 11 10 

 

博士論文（課程修了による学位）については大学院部長及び本研究科所属の全専任教員

で構成される「商学研究科委員会」が定める審査委員（一つの提出論文につき３名以上）

によって行われる。審査委員は、指導教授を为査とし、当該提出論文に関連ある学科目担

当の教員２名以上を副査とする。審査委員は、当該提出論文の審査後、論文提出者の研究

成果を確認する目的をもって口述試問（最終試験）を行い、論文提出者が、当該分野にお

ける独創的研究によって、従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、専攻分野に関

し研究を指導する能力があることを示すに足るかを基準に合否を判定し、結果を商学研究

科委員会に報告する。同委員会での承認（出席者の３分の２以上の同意を要する）を経た

上で、大学院部長はその結果を総長に報告し、総長は該当者に対し、学位の授与を行う。 

博士論文（論文提出による学位）については本研究科の博士課程を経ずして博士の学位

を得ようとする者は、学位論文を提出して審査を請求（履歴書、研究業績一覧表等を添付）

することができる。学位論文の受理は、大学院部長及び本研究科所属の全専任教員で構成

される「商学研究科委員会」において３名以上の委員を設け、その意見を聞いて決定する。

学位論文を受理した場合は、原則として、当該申請者について、その専攻分野ならびに外

国語に関する学力の確認を行った上で審査に附する。審査は、商学研究科委員会が定める

審査委員（一つの提出論文につき３名以上）によって行われる。審査委員は、当該提出論

文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって口述試問を行い、論文提出者

が、当該分野における独創的研究によって、従来の学術水準に新しい知見を加えるととも

に、専攻分野に関し研究を指導する能力があることを示すに足るかを基準に合否を判定し、

結果を商学研究科委員会に報告する。同委員会での承認（出席者の３分の２以上の同意を

要する）を経た上で、大学院部長はその結果を総長に報告し、総長は該当者に対し、学位

の授与を行う。 

博士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与者はいない。 

 

【点検・評価】 

     修士号の審査に関しては、ほぼ１００％に近い授与状況である。学術研究基準に照らし、

厳密かつ適正に実施している。 

社会人特別選抜入学者について、修士論文による修了だけでなく、特定の課題研究によ

る修了を認めているが、現在のところ、入学者不在のため特に具体的な審査基準が必ずし

も整備されているとは言い難い。 

 

【改善方策】 

     特定の課題研究による修了者のための学位授与審査基準については、平成２１年度中に

整備する。 

 

２．課程修了の認定 

 

【現状の説明】 

     これまで標準修業年限未満で修了することは認めていなかったが、平成１９年度から「特 

別科目等履修生」が実施された。これにより、今後は、形式的には大学院進学後１年で修

士課程を修了することが可能となった。 

 

【点検・評価】 

     特別科目等履修生については、実質的には大学院進学前にすでに１年間教育が実施され

る。今後の進展を見守りたい。 
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【改善方策】 

     今後、特別科目等履修生制度の有効性を研究科委員会において、不断に検証していく。 

 

【経済学研究科】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．大学院研究科の教育課程 

 

【現状の説明】 

     本研究科には、修士課程および博士課程があり、専門職業への専門教養や研究能力の習

得という目的に適忚できるように、講義科目は構成されている。講義の担当者も、基本的

には両課程との連続性が保持されていて、その目的への適忚性は確保されている。 

     また、本研究科における教育内容と経済学部との関係については、まず、本研究科の担

当教員が経済学部の関連する学部科目を担当していること、次いで、学部で経済学のベー

シック部分を、大学院では専門分野に特化したより現代的なアドヴァンス部分を継続的に

学習できる教育環境が準備されていることから、教育内容が極めて密接につながっている

と言える。 

     修士課程と博士課程のカリキュラムについては、学生の就学目的に常に連動するように

編成され、指導教授の指導に基づき適切な授業が行われている。なお、特定分野の研究に

必要な分析用具に関する講義は、それぞれの指導教授が横断的に連携し、行われている。 

     博士課程のカリキュラムは、修士課程のそれを延長したものであるが、学生の専攻分野

を中心として、数人の関連分野の教授が集団指導する方法が、従来から採られてきた。こ

のことで、研究分野の総合的な学識や研究能力・分析能力の形成を実現している。 

     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・プロセスは、学生は入学時

点から指導教授の指示により個別的・専門的な研究テーマを決め、登録した演習・講義に

関わる教員の指導を受け、学内での報告会および紀要への投稿を行うことで、論文の完成

度を高めるように行っている。これらのプロセスは、研究科の申し合わせ事項で明文化さ

れ、かつ基準化されたものとなっている。 

 

【点検・評価】 

本研究科の教育課程は、設置基準等の法令や大学院学則、教育研究上の目的に従い適切

に編成されている。 

      学部との役割分担や修士・博士課程の接続等についても適切であり、問題はない。 

      ただし、圧倒的多数の学生が、財政学を専修科目としているため、この分野の指導教員 

     の負担が過重になっている。 

 

【改善方策】 

     平成２１年度より、財政学を指導できる専任教員を１名増員する。 

 

２．授業形態と卖位の関係 

 

   【現状の説明】 

     設置基準あるいは大学院学則に準拠し、講義、演習のいずれも通年科目であり、これを

４卖位としている。 

 

   【点検・評価】 
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     授業形態と認定卖位の関係は適切であり、問題はない。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

３．卖位互換、卖位認定等 

 

【現状の説明】  

国内の大学等との卖位互換については実施していない。ただし、国内の他大学院および

外国の大学院で履修した卖位については、研究科委員会の議を経て１０卖位を超えない範

囲で認定することができる。 

また、大学院学則(第６条)に則り、指導教授が当該学生の研究上特に必要と認めた場合

に限り、本大学院の他の研究科で修得させた学科目について８卖位を限度として所定の卖

位数に充当することができる。 

外国留学規程を設けているが、これまでのところ申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

   これまで学生からの卖位互換等に関する要望は皆無であり、現状に問題点は見出せない。 

 

【改善方策】 

    改善の必要はないものと考える。 

 

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

【現状の説明】 

   本研究科に入学する社会人は、他の入学者と同様に、平日昼間を中心とする時間割で授

業を受けることを前提に入学しており、おそらく勤務先等の理解を得たうえで通学してい

る。 

また、外国人の入学希望に関する情報は、従来から皆無であるため、そうした者に対忚

した環境整備は行われてこなかった。 

 

【点検・評価】 

  これまでほとんど配慮はなかったが、例えば、授業時間割について、平日の夕方や土曜

日に講義を行う等を検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

     平成２１年度入試より、社会人特別選抜および外国人留学生選抜を実施することに伴い、

これまで以上に社会人学生および外国人留学生が増えることが予想されるため、こうした

者たちへの対忚策を検討するワーキンググループを研究科内に設け、議論を深める予定で

ある。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

【現状の説明】 

    教育研究指導の効果の測定については、講義科目は定期試験、研究指導は指導教授によ

る演習として実施している。 
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なお、修士・博士両課程とも、学生の自発的な研究活動を支援するため、図書館の地下

閉架図書の利用を認めるとともに、オンライン・ジャーナルを導入し、利用方法の講習指

導を実施している。また、各種閲覧用書籍・学術雑誌（選定は本研究科教員による）、およ

びパソコン機器一式を備えた専用の研究室を整備している。 

 

【点検・評価】 

     講義・演習ともに尐人数で実施しているため、日常授業での報告や研究姿勢を確認する

ことで、教育効果の測定を適切に実施できている。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

２．成績評価法 

 

【現状の説明】 

   学生の資質向上の状況を検証する成績評価方法としては、「履修と Campus Life」に掲載

している履修規程および学修要項に履修上の諸情報を明示しており、成績評価基準につい

ても教務関連諸規程に明示している。 

     成績評価は、授業科目ごとに筆記試験、研究報告、口頭試問およびレポート試験等の結

果を総合的に判断し、１００点を満点として６０点以上の得点をもって合格とし、６０点

未満を不合格としている。成績評価の基準については、定期試験、レポート等の項目の評

価割合をシラバスに記し、履修段階で学生に提示している。 

 

【点検・評価】 

成績評価に関しては、学生の理論習得を評価することが大部分であるから、現行の評価

基準はおおむね適切といえる。 

 

【改善方策】 

研究科委員会で採点基準を申し合わせるとともに、平成２１年度より、科目ごとの成績

評価基準をより分かりやすいものとすべく、全科目について評価割合を表示するよう改め

る。 

 

３．研究指導等 

 

【現状の説明】 

   修士課程については、修士論文の作成を円滑ならしめるために、専修科目に基づいた研

究課題に対して、初年度から、指導教授が定期的かつ個人的な指導を実施し、より高度な

研究能力を培うとともに、課程修了後、高度な能力を有する専門職業人として活躍できる

基盤を固めさせている。税理士試験免除規定が改定され、論文審査が平成１４年度から厳

格化された。これを受けて本研究科では、経済学修士の基準とともに試験免除の基準を満

たすために、指導の拡充を図っている。 

     博士課程については、博士論文の作成を円滑ならしめるために、専修科目に基づいた研

究課題に対して、初年度から、指導教授が３年間にわたり、定期的かつ個人的な指導を実

施し、より高度な研究能力を培うとともに、課程修了後、高度な能力を有する研究者ある

いは専門職業人として活躍できる基礎を固めさせている。 

  

【点検・評価】 

         現行の演習では、その科目の開講時間帯のみならず、学生一人ひとりの時間の都合や研
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究進捗状況等に合わせ、その都度個別指導を実施し、研究会として学生全員での発表を行

っている。こうしたきめ細かな教育活動の積み重ねが、結果として質の高い論文の提出へ

と繋がっていると考える。 

 

【改善方策】 

      研究指導は適切であり、改善の必要はない。それは平成２１年 7月に、本研究科修了生

好川隆志氏（平成２１年３月修了）が修士論文を発展させた学術論文「設備投資促進税制

に関する研究―減価償却制度を中心として―」により第３２回日税研究賞（研究者の部）

を受賞していることにも表れている。 

 

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

 

【現状の説明】 

     修士論文作成指導については、平成２０年度から修士論文の一次審査を１２月末に実施

するとともに、副査候補教員を１０月初旪に選任することとなった。これに伴い、修士論

文中間報告会への参加者は本研究科に所属する教員全員へと拡大した。 

なお、学生と教員のコミュニケーションを円滑にするために、ゼミナール横断的な親睦

会を年間数回開催し、併せて修士論文の作成に際して、指導教員以外の教員にも積極的に

質問に行くことを奨励し、教員も可能な限り対忚している。 

講義要項については、特に留意点として授業方法、成績評価・試験や小テストに対する

取り扱いなどの情報を記載しており、学生の履修科目選択に対する有効な資料として活用

されている。 

講義要項は全研究科の開講授業科目を網羅し、学生が履修科目を決定する際の他研究科

科目の選択や教育職員の授業内容を把握できるようにしている。 

授業評価は実施していないが、講義や演習は尐人数であり、学生からの教育的な要望は

十分に反映させることができる。自習室等の継続的な改善は、こうした成果の 1つである。 

 

【点検・評価】 

     教員の教育・研究指導は、尐人数クラスの効果から担当教員と学生が指導方法について

十分に理解したうえで、最善の方法により実施できている。 

 

【改善方策】 

社会人入学制度導入を控え、以前にも増して、論文・レジュメの書き方やレポートの仕

様を整備する必要があることから、これをマニュアル化して新入生に配布し、修士論文作

成に向けての心得を徹底するとともに教育指導を行う。 

     また、教育効果の定量的な測定手法を省みながら、学生の勉学における満足度、あるい

は達成度を測定できるような指標を平成２１年度中を目途に作成する。 

 

Ⅲ．学位授与・課程修了の認定 

 

１．学位授与 

 

【現状の説明】 

   修士あるいは博士の学位については、大阪学院大学大学院学則および大阪学院大学学位

規程に基づき、厳正に決定されている。なお、本研究科では、研究科内に修士論文副査候

補の選任に関する申し合わせ、博士の学位に関する学位請求論文の取り扱い、博士学位論

文の事前下読み手順に関する了解事項等の諸規程を既に定めており、それを厳格に遵守す

るものとなっている。 
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   修士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与状況は、下表のとおりであり、

１年以上の論文指導と口述試験を含む論文審査を経た上での学位授与であった。これらの

修士論文は、今後税理士資格のために 国税庁の外部審査が予定されていて、その学内論

文審査基準は社会的に透明性の高いものとなっている。 

 

課程 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 17 24 19 22 

 

   博士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与状況は、下表のとおりであり、

平成１７年度は課程博士の審査を、平成２０年度は論文博士の審査を行い、その学位を授

与した。博士論文審査に関しては、学位規程や、研究科内の申し合わせ事項に従い、透明

性の高い基準により審査している。 

 

課程 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

博士 1 0 0 1 

 

また、学位の審査に関しては、他大学の審査基準や学会の審査基準により準拠したもの

となるように、他大学からの審査委員あるいは外部研究者からの推薦状等の提出といった

審査基準に関する透明性を高める方策を採用した。 

 

   【点検・評価】 

  本研究科における学位授与の手続は、学位審査基準が明確で、かつ、その透明性につい

ても十分担保されており、評価できる。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

２．課程修了の認定 

 

【現状の説明】 

     これまで標準修業年限未満で修了することは認めていなかったが、平成１９年度から「特 

別科目等履修生」が実施された。これにより、今後は、形式的には大学院進学後１年で修

士課程を修了することが可能となった。 

 

【点検・評価】 

     特別科目等履修生については、実質的には大学院進学前にすでに１年間教育が実施され

る。今後の進展を見守りたい。 

 

【改善方策】 

     今後、特別科目等履修生制度の有効性を研究科委員会において、不断に検証していく。 

 

【国際学研究科】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

１．大学院研究科の教育課程 

 

【現状の説明】 
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     本研究科は、国際学部に基礎を置いており、国際学部では、国際協力・異文化理解、国

際ビジネス・キャリアデザイン、ヒューマンコミュニケーション・心理学の３つのコース

が設定され、専門的な知識を身に付けるだけでなく、教養や外国語教育にも力をそそぎ、

学際的取り組みを心がけている。本研究科が掲げる理念・目的もまた国際学部のそれを基

礎にしており、そのうえで、わが国の政治・経済・社会・文化への理解を深めるとともに、

それらの幅広い国際社会での課題解決能力の養成を目指している。そのために学際的なア

プローチに为眼をおき、専攻科目の研究に多くの時間を割くことのできる修士課程では、

基礎学部でのコースを発展的に止揚し、国際学部での３つのコースを国際関係部門と国際

文化部門の２専修部門にまとめ、より一層の研究の深化つまり国際社会への相互理解と共

生への道程を涵養することに努めている。 

     博士課程では、その達成目標に不可欠とされる学識と研究を一層深化させる学科目を開

設し、また修士課程のカリキュラムとは常に連動し、修士・博士両課程の一貫性を考究し

つつ、各指導教授の専門に十分鑑みた授業が適切に行われている。 

 

【点検・評価】 

     本研究科の教育課程は、教育研究上の目的ならびに関係法令に適合しており、また、修

士・博士両課程におけるカリキュラムも、それぞれ設置基準に定める目的に沿っており、

問題はない。 

本研究科は、国際的な視野と幅広い専門知識により高度な総合的、学際的専門知識、能

力を備えた職業人および研究者を育成してきた。 

     学部の教育内容と連動したカリキュラムは、継続性が保たれており、本学からの入学者

に対しては、教育的に大きな長所となっている。他の大学からの学生の受け入れに関して

も、入学後の履修指導等で対忚する他、おのおのの指導教授の臨機忚変の個別対忚の結果、

本研究科になじむ環境づくりがなされている。開設以来、若干の学科目改廃を実施したこ

とを除けば、大きなカリキュラムの変更は行っていないが、今後も、国内外の学界の動向

に適切かつ迅速に対忚できる体制の維持に努めるべきである。 

 

【改善方策】 

本研究科の改善を進めるには、社会人としての重要な教養を学部で学んだ学生に高度な

専門性を与えるという目標を教員一人一人が共通の認識として持つことが肝要であり、定

期的に開催される研究科委員会において、「学生に求められる資質」と「学生の目的に適合

した教育」の設計を行い、「教育目標」の明確化に引き続き努める。 

     また、学部での教育は４年間で完結し、その成果を卒業研究としてまとめるのが基本で

あるが、国際協力・異文化理解、国際ビジネス・キャリアデザインの面で、本研究科と連

携して引き続き研究を続けることも考慮されなくてはならないことから、学部・大学院研

究科連携の６年間の履修モデルを構築した。これは優秀な学部生を大学院の特別科目等履

修生とする構想として平成１９年度より実現したものであるが、この普及に当面努めるこ

ととする。 

     

２．授業形態と卖位の関係 

 

【現状の説明】 

   卖位は、学則の定めるところにより、講義および演習については、１５時間から３０時

間までの授業をもって１卖位としている。これに従い、通年科目は４卖位、２年間にわた

って履修する研究指導は８卖位としている。 

 

【点検・評価】 

   各学科目の内容・形態に忚じて、予習時間、復習時間がおおむね定められており、時間 
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  数に忚じて妥当な卖位数が与えられている。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

３．卖位互換、卖位認定等 

 

【現状の説明】 

国内の他大学等との卖位互換については、実施していない。 

本学の他の研究科および外国の大学院で履修した卖位については、研究科委員会の議を

経て１０卖位を超えない範囲で認定することができる。 

なお、「大学院外国留学規程」を整備しているが、現在のところ、申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

卖位互換については、その有益性に鑑み、学内外の状況を十分に調査し、導入する方向

で検討すべきである。 

 

【改善方策】 

  平成２１年度中に卖位互換に関する調査チームを研究科内に発足させ、その調査結果を 

基に、研究科委員会において議論し、環境整備を図っていく予定である。 

     

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

【現状の説明】 

     本研究科修士課程では、「社会人特別選抜」という入試制度を設け、その出願資格を「出

願時において、大学卒業後２年以上経過している者」とのみ定め、職業に就いている等の

制限は設けず、幅広く「社会人」と呼べる者が志願できるようにしている。 

ただし、開講時間等時間割の配慮はなされていない。 

     また、外国人留学生に対忚した入試制度や、外国語で講義する学科目を設けていない。 

しかし、平成２０年度には、外国人研究員が在籍し、一定の成果をあげている。 

 

【点検・評価】 

    仕事を持つ社会人や外国人留学生について、教育上の配慮がなされているとは言い難い。 

 

【改善方策】 

     社会人や外国人留学生への配慮のあり方について、入学試験制度を含め、平成２１年度

中に研究科としての方針を策定する。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

【現状の説明】 

     教育研究指導の効果の測定については、講義科目においては定期試験、研究指導は指導

教授による「研究指導」として実施している。 

また、卖位認定は学則第６条により、筆記または口述による試験、研究報告、その他適

切な方法によるとしている。 

なお、修士・博士両課程とも、学生の自発的な研究活動を支援するため、OGU-Caddie シ
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ステムを活用するとともに、図書館のほか、各種閲覧用書籍・学術雑誌（選定は本研究科

教員による)を備えた専用の研究室を整備している。 

 

【点検・評価】 

     講義・研究指導ともに尐人数で実施しているため、日常授業での報告や研究姿勢を確認

することで、教育効果を適切に測定できている。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

２．成績評価法 

 

【現状の説明】 

     学生の資質向上の状況を検証する成績評価方法は、「講義要項」に履修上の留意点として

明示しており、成績評価基準は「Campus Life」「履修要項」に明示している。 

     成績評価は、授業科目ごとに筆記試験、研究報告、口頭試問およびレポート試験等の結

果を総合的に判断し、１００点を満点として６０点以上の得点をもって合格とし、これを

次の評語によって表している。 

      １００～８０点： 優 

       ７９～７０点： 良 

       ６９～６０点： 可 

       ５９～ ０点：不可（不合格） 

      試 験 欠 席： － （不合格） 

     優・良・可を合格、不可を不合格としている。合格した授業科目については、所定の卖

位数を与える。 

 

【点検・評価】 

     成績評価については、当該担当教員の裁量に委ねており、特に基準を設けておらず、問

題である。 

 

【改善方策】 

   平成２１年度より、科目ごとの成績評価基準をより分かりやすいものとすべく、全科目

について評価割合を表示するよう改める〔例えば、「定期試験：６０%、レポート：２０%、

日常点(出席・小テスト等)：２０%」というように〕予定である。 

 

３．研究指導等 

 

【現状の説明】 

     修士課程については、修士論文の作成を円滑ならしめるために、学生が適性に忚じて選

択した専攻科目に基づいた研究課題に対して、初年度から、担当教員が定期的かつ個人的

な研究指導を実施し、より高度な研究能力を培うとともに、課程修了後、高度な総合的、

学際的能力を有する専門職業人として活躍できる基盤を固めさせている。 

     博士課程については、研究指導を２科目履修すること［「研究指導Ａ」（１２卖位）と「研

究指導Ｂ」（４卖位）］を義務づけている。「研究指導Ａ」は、博士論文の作成を円滑ならし

めるために、学生が適性に忚じて選択した専修科目に基づいた研究課題に対して、初年度

から、専修科目担当教員が３年間にわたり、定期的かつ個人的な研究指導を実施し、より

高度な研究能力を培うとともに、課程修了後、高度な総合的、学際的能力を有する研究者、

国際調和推進に寄与する専門職業人として活躍できる基礎を固めさせている。他方、「研究
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指導Ｂ」は、学際的研究が求められる本研究科博士課程にあって、学生が適性に忚じて選

択した専修科目に基づく研究課題の円滑な研究に必須の学際的視点、比較研究の視点を培

い、博士論文の作成の基軸を確かなものとするために、副修科目担当教員が１年次に、定

期的かつ個人的な研究指導を実施し、研究課題にむけての博士論文作成の基礎を固めさせ

ている。 

 

【点検・評価】 

     現行の研究指導では、その科目の開講時間帯のみならず、学生一人ひとりの都合（特に

社会人）や研究進捗状況等に合わせ、その都度個別指導を実施している。こうしたきめ細

かな教育活動の積み重ねが、結果として質の高い論文の提出に繋がっている。したがって、

研究指導は本研究科教育課程の核としての機能を充分果たしていると考える。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

 

【現状の説明】 

教育・研究指導については、当該担当教員の裁量に任されており、現状では特に改善を

促進するための組織的な取り組みは行っていない。 

     シラバスについては、教育改善への組織的な取り組みとして統一的な基準項目によって

作成されており、「目的および概要」「講義スケジュール」「評価基準・方法」「留意点」「教

科書」「参考書」の項目に従って掲載している。 

     学生による授業評価は、実施していない。しかし、すべての講義・研究指導が尐人数で

行われており、学生と教員の間の意思疎通は良好であり、各講義・研究指導に対する受講

者からの反忚は調査しやすい。 

 

【点検・評価】 

     教員の教育・研究指導等方法の改善を促進するための組織的な取り組み、および学生に

よる授業評価は実施していないが、尐人数クラスの効果から担当教員と学生が指導方法に

ついて十分に理解したうえで、最善の方法により研究指導を実施しており、適切な指導が

行えていると考える。 

     講義要項については、特に「留意点」として、授業方法、成績評価・試験や小テストに

対する取り扱い等の情報を記載しており、学生の履修科目選択に対する有効な資料として

活用されていると評価できる。 

     また、講義要項は全研究科の開講授業科目を網羅し、学生が履修科目を決定する際の他

研究科科目の選択や教育職員の授業内容を把握できるようにしており、あらかじめ学生が

受講計画を立てるために有益なものとなっている。 

     尐人数の大学院学生の現状では、教員と学生の関係は密接であり、取り立てて制度とし

て学生の授業評価を導入するまでもないと考える。 

 

【改善方策】 

     学生の研究意欲を高め、さらにニーズに忚じた適切な教育・研究指導が行えるよう、授

業方法や内容に関する教員同士の意見交換会を平成２１年度より開催する。 

 

Ⅲ．学位授与・課程修了の認定 

 

１．学位授与 
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【現状の説明】 

修士論文については、大学院部長及び本研究科所属の全専任教員で構成される「国際学

研究科委員会」が定める審査委員（一つの提出論文につき３名以上）によって行われる。

審査委員は、研究指導教員を为査とし、当該提出論文に関連ある学科目担当の教員２名以

上を副査とする。審査委員は、当該提出論文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する

目的をもって口述試問（最終試験）を行い、論文提出者が、当該専門分野における精深な

学識と研究能力とを示すに足るかを基準に合否を判定し、結果を国際学研究科委員会に報

告する。同委員会での承認（出席者の過半数の同意を要する）を経た上で、大学院部長は

その結果を総長に報告し、総長は該当者に対し、学位の授与を行う。 

     修士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与状況は、下表のとおりである。 

 

課程 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 3 4 2 2 

 

博士論文（課程修了による学位）については、大学院部長及び本研究科所属の全専任教

員で構成される「国際学研究科委員会」が定める審査委員（一つの提出論文につき３名以

上）によって行われる。審査委員は、研究指導教員を为査とし、当該提出論文に関連ある

学科目担当の教員２名以上を副査とする。審査委員は、当該提出論文の審査後、論文提出

者の研究成果を確認する目的をもって口述試問（最終試験）を行い、論文提出者が、当該

分野における独創的研究によって、従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、専攻

分野に関し研究を指導する能力があることを示すに足るかを基準に合否を判定する。この

場合レフリー制の学会誌に尐なくとも１～２本程度の論文が掲載されていることが前提で

なければならない。審査委員は以上の結果を国際学研究科委員会に報告する。同委員会で

の承認（出席者の３分の２以上の同意を要する）を経た上で、大学院部長はその結果を総

長に報告し、総長は該当者に対し、学位の授与を行う。 

博士論文（論文提出による学位）について、本研究科の博士課程を経ずして博士の学位

を得ようとする者は、学位論文を提出して審査を請求（履歴書、研究業績一覧表等を添付）

することができる。学位論文の受理は、大学院部長及び本研究科所属の全専任教員で構成

される「国際学研究科委員会」において３名以上の委員を設け、その意見を聞いて決定す

る。学位論文を受理した場合は、原則として当該申請者について、その専攻分野ならびに

外国語に関する学力の確認を行った上で審査に附する。審査は、国際学研究科委員会が定

める審査委員（一つの提出論文につき３名以上）によって行われる。審査委員は、当該提

出論文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって口述試問を行い、論文提

出者が、当該分野における独創的研究によって、従来の学術水準に新しい知見を加えると

ともに、専攻分野に関し研究を指導する能力があることを示すに足るかを基準に合否を判

定し、結果を国際学研究科委員会に報告する。同委員会での承認（出席者の３分の２以上

の同意を要する）を経た上で、大学院部長はその結果を総長に報告し、総長は該当者に対

し、学位の授与を行う。 

博士課程の平成１７年度から平成２０年度までの学位授与者はいない。 

 

【点検・評価】 

     修士・博士両学位の審査とも、それぞれの学術研究基準に照らし、厳密かつ適正に実施

している。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 
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２．課程修了の認定 

 

【現状の説明】 

     標準修業年限未満で修了することは認めていなかったが、平成１９年度から「特別科目 

等履修生」が実施された。これにより、今後は、形式的には大学院進学後１年で修士課程

を修了することが可能となった。 

 

【点検・評価】 

     特別科目等履修生については、実質的には大学院進学前にすでに１年間教育が施される。

今後の進展を見守りたい。 

 

【改善方策】 

          今後は、特別科目等履修生制度の有効性を研究科委員会において、不断に検証していく。 

 

【法学研究科】 

 

Ⅰ．教育課程等 

 

  １．大学院研究科の教育課程 

 

   【現状の説明】 

     本研究科は開設から平成１６年度までの間、修士・博士両課程において、为として企業

における法務の中心的・指導的役割を担う人材を育成する「企業法務コ－ス」と为として

自治体における法務の中心的・指導的役割を担う人材の育成をめざす「自治体法務コース」

からなるコース制を設け、高度法務職業人（修士課程）および上級法務職業人（博士課程）

を養成すべく、両課程のカリキュラムを連動させて編成してきた。 

     しかし、本研究科をとりまく環境が大きく変化し、幅広い領域に精通した知識と実践力 

をもつ法務職業人の養成が必要になった。研究科では、このような状況に対忚するため、 

平成１７年度から修士課程と博士課程におけるコース制を撤廃した。履修規程も改正して 

履修制限を撤廃し、全学生が企業法務（Ａ群）・自治体法務（Ｂ群）に関連する専攻科目を 

すべて履修できるようにした。 

     本研究科では、企業または自治体の法務部門のエキスパートとして活躍する人材育成の

ために、修士課程の学科目である「企業法務実務特別講義」（４卖位）と「自治体法務実務

特別講義」（４卖位）において、現場の第一線で活躍中の企業法務スタッフ、弁護士、大阪

市幹部職員等を講師として招聘し、実務に関する講義と質疑忚答に続く討論を行って、学

生の学習と研究が抽象的・思弁的に偏らないように配慮している。職域を異にする多数の

講師の確保に苦心しつつも、本研究科の一大特色をなす学科目として、各職域の理解と協

力を得て運営している。しかし、地方自治体職員の職場外の活動に対する批判の高まりの

ために、幹部職員の特別講師としての招聘が困難になっている。 

     研究科では、税理士を志望する多数の学生のために、税法科目のクラスを増設し、研究

指導のできる教員を２名に増員して、教育と研究面の指導を強化している。 

本研究科と法学部の関係については、本研究科における約１０名の専攻科目担当教員が、

学部の関連科目を担当しているため、担当科目についての学部学生の習熟度を熟知してお

り、これを考慮して学部からの進学者に講義と指導を行っている。内部進学者についての

情報は、学部教授会等を通じて学部の教員に提供されている。 

修士課程における教育内容と、博士課程における教育内容の適切性および両者の関係に 

ついては、専任教員が修士課程と博士課程の学生の継続的な教育・研究指導を行う体制を 

とっている。博士前期課程と博士後期課程の制度は採用しておらず、修士課程では、幅広 
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い分野にわたる実務的な側面も重視した専門的な教育をめざすとともに、博士課程では、 

さらに特化した専門分野の教育と研究指導を行っている。 

     修士課程の学生は、専攻科目４卖位、研究指導８卖位、Ａ群とＢ群から４科目１６卖位

およびＣ群から１科目４卖位の３２卖位以上を履修し、修士論文審査に合格しなければな

らない。 

     博士課程の学生は、専攻科目４卖位、研究指導１２卖位、専攻科目のＡ群とＢ群から４

卖位を含む２０卖位以上を修得し、博士論文審査に合格しなければならない。 

 

   【点検・評価】 

     本研究科の教育課程は、設置基準等の法令や大学院学則、教育研究上の目的に従い適切

に編成されている。 

     本研究科と法学部の関係については、両者の教育内容の一貫性と適合性が確保されてお

り、問題はない。 

本研究科における日常の授業では、尐人数教育が実践されている。修士課程では、２年

間にわたる研究指導において、学生の研究状況を把握しつつ、文献の収集から文章表現に

いたるまで、論文の作成に向けて綿密な指導を行っており、適切である。 

 

   【改善方策】 

     特段の問題はないが、教育課程のあり方を引き続き検証するため、平成２０年度に設置

した研究科改革検討ワーキンググループによる活動を本格化させ、平成２２年度中にその

結果報告を行う予定である。 

 

  ２．授業形態と卖位の関係 

 

   【現状の説明】 

     修士課程では、租税法関係の科目と文献研究（英米法）などの履修生の多い学科目を除

いて、ほとんどの科目では、数人卖位の尐人数授業が実施されている。講義と演習科目の

卖位は、年間履修で４卖位である。研究指導の卖位は、２年間の履修で８卖位である。 

     授業は、基本的に講義形式で行われている。複数の学科目では、演習形式の授業を採用

して、担当課題のレジュメに基づく口頭発表と質疑忚答を行って履修学生の为体的な取り

組みを促している。判例研究を中心にした授業を行う科目も尐なくない。 

研究指導は、修士論文の作成を为眼に行われている。筆記試験を実施する学科目は尐数

であり、大多数の学科目の担当者は、レポ－トまたはレポートと平常点で成績評価を行い、

卖位を与えるか否かを決定している。 

 

   【点検・評価】 

     各学科目の担当者は、最近の学問状況を考慮しつつ、理論面と実務面のバランスを重視

して授業を行っており、抽象的・思弁的に偏った授業に陥っていない。演習形式の授業や

判例研究などの学生の为体性を重要視する授業は、履修学生の学習・研究意欲を高めるこ

とに役立っている。成績評価と卖位認定は、ほとんどの学科目の授業形態に合致したもの

である。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

  

  ３．卖位互換、卖位認定等 

 

   【現状の説明】 
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     国内外の大学院との間で卖位互換のための協定は締結していない。 

     ただし、研究科では、他の大学院および外国の大学院で履修した卖位については、学則

第８条３項及び４項に基づき、研究科委員会の議を経て１０卖位を超えない範囲で本研究

科の修士課程または博士課程における履修科目として認定することができる。また、研究

科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が研究科に入学する前に大学院で修得した卖

位（科目等履修生として修得した卖位を含む）についても、１０卖位を超えない範囲で本

研究科で修得したものとして認定することができる。 

 

【点検・評価】 

     国内外の他の大学院との卖位互換の有用性は、研究科内で十分に認識されている。 

したがって、卖位互換の実現に向けた調査を行うとともに、研究科の開設科目を検討し、

協定の締結などを通じて制度の導入体制を整える必要がある。 

 

【改善方策】 

  平成２０年度に設置した研究科改革検討ワーキンググループが、上述の制度実現に向け

た素案を提示するので、これに基づき、他研究科の動向を勘案したうえで導入の可否を慎

重に取り決める予定である。 

 

  ４．社会人・外国人留学生等への教育上の配慮 

 

   【現状の説明】 

     本研究科は、修士・博士両課程とも、開設時から社会人への積極的な門戸解放を明確 

にしており、入学者に占める社会人の比率がきわめて高い（平成１７年度以降平均３８． 

８％）。平成１６年度からは、社会人の通学をより容易にするため、平日１６時１０分から

１７時４０分と土曜日に配当していた授業時間割を平日について１７時５０分から１９時

２０分に改めた。この措置により、従来勤務の都合等で土曜日に制限されがちであった社

会人の科目履修は、平日でも可能になった。 

     外国人留学生の受け入れの実績は乏しいが、平成１９年度に１名（中国人学生）が修士

課程に入学し、平成２１年３月に課程を修了し、「修士(法学)」の学位を授与された。この

間、指導教授を中心に、当該留学生が履修した学科目のすべての担当教員が自発的に研究

指導および生活指導に努めた。 

 

   【点検・評価】 

     社会人に対する教育上の配慮は、従来の改善の努力が実りつつあり、評価できる。 

外国人留学生のために外国語で授業する科目を特別に設けることは必ずしも必要ではな 

く、現在の教育・研究指導体制で十分に対忚できる。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

 Ⅱ．教育方法等 

 

  １．教育効果の測定 

 

   【現状の説明】 

     本研究科における教育効果を測定するための方法について、確立した基準や特別な指針

があるわけではない。 

しかし、研究科の教育効果を測定するための確実な方法として、まず、学位論文の審査
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がある。本研究科においては、修士論文が为たる対象になるが、研究指導教授の適切な指

導のもとに、ほとんどの学生が、修士の学位に相忚しい論文を提出し、厳しい審査に合格

している。 

つぎに、税理士、司法書士などの資格試験や国家・地方公務員の採用試験における合格

である。教育効果の客観的な裏付けとなるこれらの試験の合格状況は、多数の学生が課程

修了後に受験することや、税理士試験の合格者を除いて、合格者が積極的に届け出ないた

め、研究科では正確に把握できていない。各年度の税理士試験では、１０名以上が合格し

ている。 

 

   【点検・評価】 

     研究科における教育効果の測定は、修士論文については、研究科の教育・研究指導の実 

態を反映しており、適切である。为査と副査２名による現在の論文審査方法が適切である 

が、客観性と透明性をさらに向上させるための工夫を検討すべきである。 

     本研究科においても、研究指導だけでなく、すべての学科目について教育効果を向上さ

せるための組織的なＦＤの導入と効果的な運用に向けて取組むべきである。 

     資格試験や採用試験については、合格状況を正確に把握するために、学生や課程修了者

の自発的な届け出のみに依拠しない調査方法を早急に確立するべきである。 

 

   【改善方策】 

     修士論文の審査については、審査の客観性を向上させ、審査結果を公式記録として保存

するために、他大学の研究科の方式を参考に、審査の際あるいは事後に为査と副査による

審査結果を簡潔に記述した文書の作成を平成２２年度より義務づける予定である。 

     また、資格試験や採用試験の合格状況を正確に把握すべく、校友会等の組織に協力を求

めるとともに、必要に忚じて情報交換の機会を設定する。 

 

  ２．成績評価法 

 

   【現状の説明】 

     学生の資質向上の状況を検証する成績評価方法は、成績評価基準とともに、学生に公示 

    されるシラバスにおいて履修上の留意点として明示し、実施している。成績評価は、学則 

    第７条に則り、学科目ごとに筆記試験、レポート試験を実施している学科目のほか、口頭 

    試問または研究報告、演習形式を採用している科目では、口頭の研究報告、レジュメの内 

    容や質疑忚答などの平常点を総合的に判断している。各学科目の成績評価は、１００点を 

    満点として６０点以上を合格とし、合格した科目については、所定の卖位を与えている。 

 

   【点検・評価】 

     成績評価は、指導教授及び当該学科目の担当教員の判断に委ねられている。研究科では、

独自の採点基準をとくに設けていない。しかし、科目ごとの成績評価基準を分かり易くす

るため、全科目について評価割合をシラバスで表示している（例えば「定期試験：６０％、

レポート：２０％、日常点：２０％」）。学生の資質の客観的な把握と公平な評価に役立っ

ている。学生からも一定の評価を得ており、適切と思われる。 

ただし、大学院生としての必要な学力水準を維持するためにも、担当教員の裁量だけに

依拠しない一定の評価方法を採用するべきである。 

 

【改善方策】 

     平成２１年度より、研究科委員会において採点基準の統一を図る予定である。 

  

  ３．研究指導等 



- 371 - 

 

 

   【現状の説明】 

     修士課程においては、研究指導教授が２年間にわたって学生の講義科目の履修指導から

始まり、個人指導の形で定期的に研究指導を行っている。研究指導においては、まず、学

生が選択した専攻科目に関わる法的な諸問題の中から修士論文のテーマとなる研究課題を

決定させる指導を行う。そして、決定した研究課題に関係する学説、法令、判例等の文献・

資料を調査、収集、検討して理論的・実証的に研究するように指導し、必要に忚じて実地

調査についても指導する。さらに、修士論文の構成、執筆、完成までの指導を行う。また、

関連専門科目の講義においても、演習形式を採用し、指導学生に随意に口頭発表をさせて、

論文作成に役立つ指導に努めている。これらの指導を通して学生の法解釈能力だけでなく、

問題解決能力や法政策能力の涵養を図っている。 

     博士課程においては、博士論文の作成を円滑にするために、学生が選択した専攻科目に

基づく研究課題について、研究指導にあたる教員が初年度から３年間にわたり、定期的、

かつ個人的な研究指導を行うことにしている。この研究指導を通じてより高度な研究能力

を培うとともに、課程修了後、企業および自治体において法務の中心的・指導的な役割を

担う上級法務職業人として活躍するための基礎を固めさせている。 

 

   【点検・評価】 

     研究科の現行の研究指導体制においては、研究指導担当教員は、休暇中も含めて年間を

通じた学生の個別指導に当たっている。また、学生が個人的に特別な研究指導を受けるこ

とができるようにするため、すべての学科目担当者は、担当科目の開講時間帯だけでなく、

オフィスアワーを設けて対忚していることは評価できる。 

     学生の研究活動と質の高い論文作成を支援するため、OGU-Caddie システムと図書館の有

効利用を奨励するとともに、日曜日と休日を除き、午前８時３０分から午後１０時まで、

学生が自由に使用できるＰＣと各種の法律専門雑誌を備えた自習室を開放している点も長

所と言える。 

     研究科では、税理士を志望する学生のために、２名の専任教員を配置して、研究指導体

制を強化しつつあり、適切に対忚している。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

  ４．教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

 

   【現状の説明】 

     研究科独自のＦＤは、とくに実施していないが、教員の大多数は、大学全体で実施して

いるＦＤに関する定期的なプログラム（講演会、公開授業等）に参加している。研究科で

は、尐人数教育のため、教員と学生間の意思疎通が良好で、講義や研究指導に対する受講

者の評価を容易に把握できることから、学生による授業評価を実施していなかった。 

     シラバスについては、学生が履修科目の決定の際に参考にし、講義の目的と概要、講義

スケジュール、成績評価の基準・方法、留意点、教科書及び参考書を知る手段であること

から、研究科でも大学全体の統一的な基準項目について作成されている。シラバスは、従

来の印刷された講義要項に替わるものとして、ホームページで公示されており、学生は、

履修科目の登録、授業の予習などによく利用している。 

     研究科では、平成２０年度より研究科改革検討ワーキンググループを設置して、研究科

の教育・研究指導体制における問題点の検討を進めている。 

 

   【点検・評価】 
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     研究科では、各教員が尐人数授業の利点を生かして学生と信頼関係を構築して、学生の

ニーズに忚えることで、教育面で相当な成果をあげている。しかし、教員個人の熱意や努

力だけでは、必ずしも学生の教育・研究指導の組織的な改善にはつながりにくい。事柄の

性質上、性急に成果を求めるべきではないが、改善のための組織的な取り組みは、客観的

に評価できるような形で進めることが肝要である。 

 

   【改善方策】 

     研究科では、ＦＤの一環として、平成２１年度から学生による授業評価を実施し、シラ

バスを充実させて有効活用することを決定している。 

 

Ⅲ．学位授与・課程修了の認定 

 

  １．学位授与 

 

   【現状の説明】 

     学位授与の手続は、修士課程においては、学則第 10条・第 12条および学位規程第１条

から第５条、第８条から第 17条に基づき、大学院部長および本研究科所属の全専任教員で

構成される「法学研究科委員会」が選定する３名以上の審査委員によって行われる。審査

委員は、研究指導教授を为査とし、提出論文に関係のある担当科目の教員２名以上を副査

とする。審査委員は、当該論文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって

口述試験（最終試験）を行い、論文提出者が当該専門分野における精深な学識と研究能力

を示すに足るかを基準に審査し、結果を法学研究科委員会に報告する。同委員会における

出席者の過半数の同意による承認を経たうえで、大学院部長が、その結果を総長に報告し、

総長が該当者に対して学位の授与を行う。 

     修士課程における平成１７年度から平成２０年度までの学位授与状況は、下表のとおり

である。なお、修士学位の授与は、通常は３月であるが、修士論文不合格者については、

所定の期日までに論文を提出して審査に合格した場合にかぎり、翌年度の９月に授与する

ことを認めている。 

 

課 程 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

修 士 12 16 26 22 

 

     学位（修士）の授与方針と基準については、まず修士論文審査の結果をＡ（１００～ 

８０点）、Ｂ（７９～７０点）、Ｃ（６９～６０点）、Ｄ（５９点以下）とし、Ａ、Ｂ、Ｃを

合格として表している。 

     博士課程における課程修了による博士の学位の授与手続は、学則第 12条・第 13条、学

位規程第２条、第 18条から第 28条に基づき、大学院部長および本研究科所属の全専任教

員で構成される「法学研究科委員会」が選定する３名以上の審査委員によって行われる。

審査委員は、研究指導教授を为査とし、当該提出論文に関連のある学科目の担当教員２名

以上を副査とする。審査委員は、当該論文の審査後、論文提出者の研究成果を確認する目

的をもって口述試験（最終試験）を行い、論文提出者が当該専門分野における独創的研究

によって、従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、専攻分野に関して研究を指導

する能力があることを示すに足るかを基準に合否を判定し、結果を法学研究科委員会に報

告する。同委員会における出席者の３分の２以上の同意による承認を経たうえで、大学院

部長がその結果を総長に報告し、総長が該当者に対して学位の授与を行う。 

     論文提出による博士の学位については、本研究科の博士課程を経ないで博士の学位を得

ようとする者は、学位規程第 29 条から第 38条に基づき、学位論文を提出して審査を請求

することができる。学位論文の受理は、課程博士の学位審査の場合と同様に「法学研究科
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委員会」において、３名以上の審査委員を設け、その意見を聞いて決定する。学位論文を

受理した場合は、原則として当該申請者について、その専攻分野ならびに外国語に関する

学力確認を行った上で審査に附する。審査は、法学研究科委員会が選定する３名以上の審

査委員によって行われる。審査委員は、当該提出論文の審査後、論文提出者の研究成果を

確認する目的で口述試験を行い、論文提出者が、当該専門分野における独創的研究によっ

て、従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、専攻分野に関し研究を指導する能力

があることを示すに足るかを基準に合否を判定し、結果を法学研究科委員会に報告する。

同委員会における承認を経たうえで、大学院部長がその結果を総長に報告し、総長が該当

者に対して学位の授与を行う。 

     博士課程においては、これまで学位授与者はいない。 

 

   【点検・評価】 

     修士・博士の両学位論文の審査は、いずれもそれぞれの学則および学位規程、学術研究

基準に照らして厳密かつ適正に実施されている。とくに審査委員による提出論文の審査と

合否の判定および研究科委員会における承認は厳しく行われている。論文提出による博士

の学位の授与に関しては、総長から学位を授与された者の氏名、論文の審査要旨、最終試

験成績等、学位を授与した日から１か月以内に文部科学大臣に報告することになっている。

また、本学において課程博士か論文博士かを問わず、博士の学位を授与したときは、学位

授与から３か月以内に論文の要旨および論文審査の要旨を大学の定めるところに従って公

表することになっている。したがって、本研究科における学位審査の透明性と客観性は、

十分に確保されており、評価できる。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

  ２．課程修了の認定 

 

   【現状の説明】 

     本研究科では、平成１９年度から修士課程について標準修業年限未満で修了する制度を

導入している。この制度は、本学の学部から大学院に進学を希望する成績のとくに優秀な

学生（３年次修了時点で４年次配当科目を除いて卒業卖位数を取得しており、取得卖位の

８０％以上がＡ評価であって、履修年度内に大学院学内選抜試験で合格する要件を満たす

４年次に在学する学生）に対して、学部在学中に大学院修士課程の指定授業科目について

１６卖位までの履修を許し、この卖位を修士課程で履修すべき３２卖位分に算入すること

を認めるというものである。そのため、修士課程に１年以上在学して残りの卖位を履修し、

修士論文を作成して審査に合格すれば、修士の学位が授与される。この制度の運用により、

平成２０年度に法学部から進学した特別科目等履修生１名が１年で修士課程を修了してい

る。 

 

   【点検・評価】 

     この制度は厳正に運用されており、現在のところ、標準修業年限未満で課程を修了した

学生は１名のみだが、成績優秀な学部学生の勉学意欲をさらに高める要素になっており、

高く評価できる。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

【コンピュータサイエンス研究科】 
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Ⅰ．教育課程等 

 

１．大学院研究科の教育課程 

 

【現状の説明】 

本研究科の学科目は、表に示すように研究指導および専門科目により構成され、専門科 

    目はＡ群、Ｂ群の授業科目および実習科目より構成されている。修了に必要な卖位数は表 

に示すように、研究指導８卖位、専攻科目４卖位を含めて２４卖位、合計３２卖位以上で 

ある。 

 

学科目と必要卖位数 

学科目 必要卖位数 

研究指導 8 

専門科目 専攻科目 4 

A群、B群、実習科目 その他の学科目 20 

計 32 

下表に示すように、授業科目の「高信頼化 VLSI 設計」、「システム CAD」、「ネットワー 

    クアプリケーション」、「情報セキュリティ技術」、「情報インターフェイス」、「ソフトウェ 

ア開発論」、「知能情報メディア技術」、「協調マルチメディア技術」は、設立時は通年４卖 

位の科目であったが、平成１９年度よりＡ、 Ｂの２科目に分離され、Ａは前期２卖位、Ｂ 

は後期２卖位となり、演習を組み合わせた形態で講義されることが前提となっている。ま 

た、Ａ群の中の「協調マルチメディア技術」、「ソフトウェア開発論」以外の科目は、専攻 

科目に指定されている。「エージェントシステム」、「情報技術特論 A」、「情報技術特論 B」 

は半期２卖位の授業科目である。 
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平成 20年度学科目 

専攻 群 学   科   目 卖位 

コ 

ン 

ピ 

ュ 

ー 

タ 

サ 

イ 

エ 

ン 

ス 

Ａ 
 
 
 
 
 
 

群 

◎ 高信頼化ＶＬＳＩ設計Ａ 講義 2 

◎ 高信頼化ＶＬＳＩ設計Ｂ 講義 2 

◎ システムＣＡＤ Ａ 講義 2 

◎ システムＣＡＤ Ｂ 講義 2 

◎ ネットワークアプリケーションＡ 講義 2 

◎ ネットワークアプリケーションＢ 講義 2 

◎ 情報セキュリティ技術Ａ 講義 2 

◎ 情報セキュリティ技術Ｂ 講義 2 

◎ 情報インターフェイスＡ 講義 2 

◎ 情報インターフェイスＢ 講義 2 

  ソフトウェア開発論Ａ 講義 2 

  ソフトウェア開発論Ｂ 講義 2 

◎ 知能情報メディア技術Ａ 講義 2 

◎ 知能情報メディア技術Ｂ 講義 2 

  協調マルチメデイア技術Ａ 講義 2 

  協調マルチメデイア技術Ｂ 講義 2 

Ｂ 

群 
  エージェントシステム 講義 2 

  情報技術特論Ａ 講義 2 

  情報技術特論Ｂ 講義 2 

実習科目   情報技術実習 実習 2 

演習科目   研究指導 演習 8 

注) ◎印は専攻科目を示す。 

 

実習科目の「情報技術実習」は、企業で行った実習を２卖位として認定し、実務的な経 

験を積むことを奨励している。 

「研究指導」は修士論文の作成を指導する演習科目であり、専攻科目担当の指導教員の 

もとに実施される。研究指導においては各自の選択する専攻分野のテーマに基づいて研究 

指導教員および副指導教員を決めて２年間にわたって指導を受ける。 

 

【点検・評価】 

  下表は、平成１７年度から平成２０年度までに学生が受講して合格した科目の一覧表で

ある。この表から見られるように、ほぼ一様に各科目が受講されているので、科目構成に

大きな問題はないと考えているが、履修状況に若干の偏りがある。本人の希望による選択

ではあるが、もう尐し幅広く履修するように指導を行う。科目選択は、学生の希望により

偏ることも大きいが、時間割編成上の問題もあり、これも合わせて進める。 
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科目別合格者数 

科目名 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

エージェントシステム 0 1 0 1 

情報技術実習  0 1 3 1 

高信頼化ＶＬＳＩ設計 Ａ  
0 5 

2 2 

高信頼化ＶＬＳＩ設計 Ｂ 1 3 

システムＣＡＤ Ａ 
0 2 

9 3 

システムＣＡＤ Ｂ  7 6 

ネットワークアプリケーション Ａ 
1 5 

4 3 

ネットワークアプリケーション Ｂ 3 2 

情報セキュリティ技術 Ａ 
1 4 

5 2 

情報セキュリティ技術 Ｂ 4 2 

情報インターフェイス Ａ  
1 3 

5 2 

情報インターフェイス Ｂ  4 2 

ソフトウェア開発論 Ａ 
1 4 

4 5 

ソフトウェア開発論 Ｂ  1 4 

知能情報メディア技術 Ａ 
0 5 

2 3 

知能情報メディア技術 Ｂ  0 3 

協調マルチメディア技術 Ａ 
0 1 

6 2 

協調マルチメディア技術 Ｂ 2 2 

情報技術特論Ａ(17、18年度 

は情報技術特論Ⅰ) 
1 3 1 4 

情報技術特論Ｂ(17、18年度 

は情報技術特論Ⅱ)  
1 1 5 3 

注) 平成１７・１８年度は、科目名Ａ、Ｂの分割をする前で通年科目である。 

 

【改善方策】 

シラバスの徹底と履修指導の強化として、平成２１年度より次の改善を行う。 

① 学生が科目内容を理解するのを助けるために、授業内容が明確となるシラバスを作

成する。 

② 新入生ガイダンス時に履修科目についての説明を強化する。 

③ 講義時間と自習時間のバランスの良い時間割の設定を進める。 

 

２．授業形態と卖位の関係 

 

【現状の説明】 

本研究科のカリキュラムは、先に説明したように、講義科目、実習科目、研究指導、お

よび修士論文から構成されている。 

講義科目としては、「高信頼化 VLSI設計 A・B」、「システム CAD A・B」、「ネットワー 
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    クアプリケーション A・B」、「情報セキュリティ技術 A・B」、「情報インターフェイス A・ 

B」、「ソフトウェア開発論 A・B」、「知能情報メディア技術 A・B」、「協調マルチメディア技

術 A・B」および「エージェントシステム」、「情報技術特論Ⅰ」、「情報技術特論Ⅱ」が実施

されている。Ａ群の科目は前期Ａ、後期Ｂの２卖位の科目に分割されている。Ｂ群の３科

目は各２卖位の科目である。Ａは基礎的な内容、Ｂは専門的または忚用的な内容として構

成されている。Ａ群の科目は、本研究科設立の柱となる専攻科目を含み、現在のコンピュ

ータサイエンスの基盤になる技術分野である。授業はセメスター制で、各週９０分の講義・

演習を１５週実施し、レポートまたは期末試験により成績を判定し、合格者に２卖位を与

えている。 

実習科目の情報技術実習は、企業における技術実習であり、あらかじめ受入企業との話    

し合いでテーマを設定し、期間は４週間以上で、実習終了後、研究科内で実習報告会を開

催し、実施報告書に基づいて、その実習効果と内容を確認した上で２卖位を与えている。

研究指導は、時間割構成上は各週９０分が２年間で６０週が割り当てられているが、これ

は指導上の最小時間であり、実体としてはそれ以外にも必要に忚じて適時指導が行われ 

ている。これに対して８卖位を与えている。 

 

【点検・評価】 

講義はセメスター制で、各期に２卖位を与えている。現状では１クラス数名の尐人数教    

育であり、科目内容による相違があるが、それぞれの科目の特色を生かして実施されてい

るので、履修形態として特に問題とする点はない。 

実習の卖位換算の妥当性の判定は明確ではないが、企業で４週間以上作業していること、

報告書の作成と報告会で３０分程度の発表を行っていることを考慮すれば、２卖位は妥当

な値である。実習を行った大学院生は、卖位数よりも現場での実経験を持てたことに意義

があると評価しているので当面この形で制度を継続する。 

研究指導は、実質的には８卖位以上の仕事量になることが多いが、テーマと学生の能力    

に依存する部分も多く、ケースバイケースになるので、特に制度化をしないで現状の形態 

で行う。 

 

【改善方策】 

  設立後５年目であり、設置申請の形態で運用しているので、当面この制度を継続維持す 

る。 

 

３．卖位互換、卖位認定等 

 

【現状の説明】 

  他大学との卖位互換、他大学での卖位認定、入学前の卖位認定については実施していな 

い。 

 

【点検・評価】 

修士課程のみの設置であり、編入等の制度を実施していないので、卖位互換や卖位認定 

    制を適用しなくても、学生の自由度が小さくなるとは思えない。それよりも、本研究科の 

特徴を生かした研究科内の科目を多く履修することを勧めている。 

 

【改善方策】 

   特に改善の必要はないと考える。 

 

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 
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【現状の説明】 

社会人、外国人、留学生として学生を受け入れていない。 

 

Ⅱ．教育方法等 

 

１．教育効果の測定 

 

【現状の説明】 

技術分野の教育効果は、学生が実社会に出てどのように活動するかによって評価される 

    ので、在学中の学生に対して、特にデータ的な効果の測定を行っていない。現状では、授 

業の成績評価、修士論文の作成と発表を通じて、学生の成長を間接的に観察している。 

１クラスの人数が平均５名以下になるので、担当者が各学生を個別的に指導することが 

可能であり、この方向で指導効果を上げるように努力している。 

 

【点検・評価】 

  本研究科の専任教員は７名であり、学生定員は各年１０名であるが、これまでの実績で 

 は学生数の平均は５名程度であるため、すぐに個別情報が得られるので、統計的な手法に 

よる授業評価は実施していない。まだ尐数の修了生しかいないが、就職先の企業から仕事 

の達成に関して高い評価を受けているので、これまでの教育については、目的が達成され 

ていると考えているが、長期的には客観的な評価方法の導入を進める。尐人数教育での効

果測定としてどのような方法があるかを含める。 

 

【改善方策】 

教育効果の測定の基礎データ収集として、次の項目を平成２１年度より実施する。 

① 学年末の講義終了時に、受講した講義について自由形式で授業評価や意見を書かせ 

る。 

② 大学院生と教員の懇談会を尐なくとも年１回は開催する。 

 

２．成績評価法 

 

【現状の説明】 

    学生の資質向上の状況を検証する成績評価方法は、「講義要項」に履修上の留意点として

明示しており、成績評価基準は「Campus Life」「履修要項」に明示している。成績評価は、

授業科目ごとに筆記試験、研究報告、口頭試問およびレポート試験等の結果を総合的に判

断し、１００点満点で評価して６０点以上の得点をもって合格としている。合格した授業

科目について所定の卖位数を与えている。成績を外部に公表するときは、次のように点数

を優、良、可、不可で表現している。 

   優 ：１００～８０点  

   良 ： ７９～７０点 

   可 ： ６９～６０点 

   不可： ５９～ ０点 

優・良・可が合格、試験欠席および不可が不合格に対忚している。 

 

【点検・評価】 

各教員の指導および成績評価の適切性を判断することは容易でないが、研究科委員会や

教員懇親会などで意見・情報交換を行うことにより、全体の把握に努めている。学生数の

尐ない現状では全担当教員が、全ての学生の学習状態の把握ができている。成績評価につ

いては、特に基準は設けていないで当該科目の担当教員の裁量に任されているが、採点等
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の基準値については合理的な目標を見出す事を進める。 

 

【改善方策】 

成績評価の公平性実現のために、次の項目を平成２１年度より実施する。 

① 年度末に、シラバス記載の評価法と現実に採点した評価結果を公表し、改善のため 

 の意見交換会を実施する。 

② 科目ごとの平均点を公表することにより、研究科全体の成績評価についてバランス

がとれるようにする。 

 

３．研究指導等 

 

【現状の説明】 

    研究指導に関しては、为指導教員が研究上の問題を中心に指導し、副指導教員が補助的

に全般的な観点でサポートを行っている。为指導教員は学生と１対１で対忚しているので、

テーマ設定、プログラム作成、論文作成などの個別指導は徹底している。副指導教員は、

ケースバイケースで学生に対忚している。副指導教員は、为指導教員と相談の上、学生に

より選定されている。 

 

【点検・評価】 

为指導教員の指導に関しては、時間的にも研究指導の時間枠にとらわれずに、必要に忚

じて実施されているので、学生の満足度は高い。学生には本研究科の大学院生自習室があ

り、各自に PCを中心とする情報機器が配置されていて、常時利用可能であるので、学習上、

研究上の環境は充実している。副指導教員の指導に関しては、特に役割、方法などが決め

られていないので、最低限の指導内容を決める必要があると考えている。 

 

【改善方策】 

  研究指導の方法、役割、成果評価に関して、次の内容を平成２１年度より実施する。 

     ① 研究指導の成果報告として年度末に研究科としての中間報告会を実施する。 

     ② 副指導教員は、オフィスアワーなどの時間を利用して、指導日程を確立する。 

 

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

 

【現状の説明】 

 教員の教育・研究指導方法の改善等については、研究科としての規模が小さいので、本

研究科の母体となる情報学部を通じで開催される FD に参加することを義務づけているの

で、研究科としては卖独に実施していない。専門にかかわる分野で卖独実施が必要と思わ

れる面もあるが、修士課程ということでもあり情報学部との共通性を高めるほうが有効で

あると考えている。専門分野に関しては、各教員がそれぞれ所属する学会や研究会を通じ

て情報収集し、自己研鑽をすることを要請している。 

 

【点検・評価】 

  シラバスの作成は義務付けているが、学生の科目選択の自由度がそれほど大きくなく、

また授業科目名がかなり内容を反映しているので、それほど多く活用されているとは思え

ない。しかし、シラバスは教員の講義方針の確定と講義内容改善のためにも必要なのでこ

の方向で推進したい。 

  学生による授業評価は、先にも述べたように、学生数が尐ないので統計的なデータを取

る方法は適さないので実施していないが、教員と学生の懇談会を年２回程度実施し、その

場で学生からの意見を吸収し、教育および研究指導の改善に充てている。しかし、実施の
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時期・方法についてはさらに改善を進める。 

 

【改善方策】 

   教育・研究指導の改善への組織的な取り組みとして、平成２１年度より、他大学の関連 

  研究科の情報収集と意見交換のために特別講演会などを開催する。 

 

Ⅲ．学位授与・課程修了の認定 

 

１．学位授与 

  

【現状の説明】 

本研究科は平成１６年１２月認可、平成１７年４月開設であり、平成２１年３月末の時

点での修士課程修了者は下表に示すとおりである。 

 

学位授与者数 

課程 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 累 積 

修士 1 6 3 10 

注) 各年度の修了者数は、３月３１日現在を示す。 

 

学位授与基準は、研究指導のテーマの講義を含めて講義・演習から２４卖位を履修し、

研究指導８卖位を受け、修士論文に合格することである。修士論文に関しては、最終年度

末に研究科の全担当教員参加のもとに研究科内で公開の修士論文報告会を実施し、質疑忚

答を得たのちに、研究科委員会で为指導教員、副指導教員の審査報告に基づいて合否の判

定を行っている。 

 

【点検・評価】 

論文の詳細の評価は、为査となる为指導教員と副指導教員による審査が中心となるが、

修士論文発表会を開催し、全教員および大学院生の参加のもとに公開で発表を行い、自由

な質疑忚答を行っているので透明性、客観性は確保されている。 

合否判定は、研究テーマにより発表内容が千差万別であるので、一律的な評価基準を決

めることは容易ではなく、指導教員の判断に依存する部分も多いので、客観性が保たれに

くい面もあるが、ある程度の基準の作成を進める。しかし、学会発表などの外部基準の義

務化は、大学院生の自为性、指導の新規性に影響するので採用したくないので、研究科で

独自の基準の作成を進めたいが、かなり困難な問題であると考えている。 

 

【改善方策】 

     早急に改善に取り組むべき問題はないと考えているが、学位論文の評価基準については、 

概ね３年以内に決定すべく、研究科委員会で議論を深める。 

 

２．課程修了の認定 

 

【現状の説明】 

     発足当初は標準修業年限未満で修了することは認められていなかったが、平成１９年度 

    から「特別科目等履修生」制度が実施され、大学院進学後１年間で修士課程を修了するこ 

とが可能となっている。 

 

【点検・評価】 



- 381 - 

 

  標準修業年限の柔軟な運用は評価できるが、その有効性の検証が今後の課題である。 

 

【改善方策】 

     新制度で平成２２年度に入学する予定の該当者があり、この学生の学修成果等を検証し

ていく。 

 

IV. 国内外との教育研究交流 

 

 １．国際化への対忚と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

  

（１） 国際化への対忚について 

 

【現状の説明】 

本学は創立以来『建学の精神』に則り、「世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成」

を目指して、社会の要請に忚えるべく、国際化に向けて努力を積み重ねてきた。昭和６２年に

は国際交流センターを発足させ、平成１３年には学内の言語文化センターと統合し国際センタ

ーとなり、海外諸大学との提携、交換留学生の派遣と受入れ、短期海外研修、海外インターン

プログラムの実施等の諸活動を積極的に行っている。特に海外の大学との提携に力を入れてお

り、昭和４９年にアメリカ・ミネソタ州にあるセント・トーマス大学と協定を締結して以来、

提携大学は着実に増え、昭和６２年の国際交流センター発足時には３大学であった海外の提携

大学は平成２０年度末現在で、海外３９大学となり、内３４大学と学生の交換協定を締結して

いる。なお提携は、学部卖位ではなく、国際センターを窓口として大学間レベルで行っている。 

国際センターには所長と副所長から構成される国際センター運営委員会があり、国際センタ

ーにおけるプログラムを検討し実施している。国際センター運営委員会の下に、国際センター

会議が置かれ、各学部から推薦された教員が国際センター委員となり国際センターのプログラ

ムについて各学部教授会との連絡調整にあたっている。 

海外提携大学の新規開拓については、国際センター所長等担当者が毎年世界各地で開催され

る NAFSA（Association of International Educators）や EAIE(European for International 

Education)、 APAIE(Asia-Pacific Association for International Education)などの国際会

議に積極的に参加し、日本学生支援機構（JASSO）の日本ブースにも参加しながら、日本や本学

に興味を示してくれる大学の関係者と直接面談し、後日当該大学にも訪問した上で締結を行っ

ている。 

一方、平成１４年には国際センターとは別にキャンパス内にインターナショナル・チャット・

ラウンジ(以下 I-Chat Lounge)と呼ばれるラウンジが開設された。ここでは、本学学生がネイ

ティブスピーカーの講師や提携大学からの留学生たちと日本語以外の言語でコミュニケーショ

ンをすることが出来、留学生や本学学生が多数利用している。 

 

【点検・評価】 

新規提携大学として平成１９年度には１２大学、平成２０年度には１０大学と協定を締結し、

順調に増えてきているが、更に国際化を図るために、今後、提携先の国や地域をバラエティ豊

かなものにしていく必要がある。 

一方、I-Chat Lounge では、提携大学からの交換留学生と本学学生との交流促進を兼ねてウ

エルカムパーティーを開催したり、本学学生が留学生に対し日本語で話しをする「J-Chat」と

呼ばれるプログラムや留学生が自国の文化を本学学生に伝える「International Week」を設け

たりするなど、キャンパス内で異文化交流ができる様々なイベントを実施しており、本学の国

際化に役立っていることは高く評価できる。 

 

【改善方策】 
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『建学の精神』に基づき国際的教養人の育成を一層推し進めていくために、今後も国際拠点

の多様化を図っていく。そのために学生交換ができる海外の大学との協定締結に力を入れてい

く。提携大学が増えることにより在学生にとっては交換留学の機会が増えるとともに留学先の

選択肢が広がり、より学生個々の希望にあった留学ができるようになる。また多くの国から交

換留学生が来学することで、本学学生と留学生のキャンパス内交流を活性化できるため、今後

も、学生交換の可能な提携大学を増やしていくこととする。そのために、引き続き国際センタ

ー副所長等担当者により NAFSA、EAIE、APAIE などの国際会議に積極的に参加し、海外諸大学と

の連携を図っていく。 

 

（２） 外国人留学生の受入れについて 

 

【現状の説明】 

３９ある提携大学の内、学生交換協定を締結している３４大学から交換留学生を受け入れて

いる。受入れ期間は９月から翌年７月までの２セメスター(約１年間)であったが、平成１９年

度からは、１セメスター（約半年間）の受入れも開始した。年度別の受入れ状況は表Ⅲ－１の

とおりである。 

留学生は国際センター開講の「国際交流プログラム」を受講する。このプログラムは「日本

語」の授業に加えて日本について学ぶ授業の２つのプログラムから構成されている。「日本語」

の授業は文法、読解、作文、会話、漢字を中心とした授業であり平成１８年度は初級と中級の

２レベルのクラス編成であったが、留学生数の増加により平成１９年度には入門レベルを加え

た３レベルのクラス編成に、そして平成２０年度からは４レベルのクラス編成となった。また

日本をより深く理解してもらうための授業として平易な日本語で日本の文化を紹介する

｢J-Bridge｣と呼ばれる授業や、英語で日本の歴史やビジネス等の専門分野を勉強する｢Japanese 

Studies Course｣という授業も開講している。また学期中に数回、学外研修（姫路城見学、人と

防災未来センター見学、京都友禅染体験など）を実施している。 

なお、９月から約半年間日本語を勉強した留学生が、本人の希望および日本語能力により春

の学期から学部や短期大学開講科目を勉強することも可能としており、毎年、留学生はこれら

の科目を受講している。 

留学生は大学委託寮に滞在している一部の者を除いて、ほとんどが日本人家庭にホームステ

イをしている。ホームステイ先は、予め本学が学内広報誌や近隣市の市報、地域の各コミュニ

ティ紙などを通して学内外に向けてホストファミリーを公募し、忚募があった家庭の中から、

本学が双方の条件を調整したうえで留学生の滞在を依頼している。 

留学生に特化した奨学金給付はないが、交換留学生として本学学費を免除している（ただし

一部の大学については交換協定により、ホームステイ費も本学が負担している）。また、ホーム

ステイ先からの通学交通費の補助として、通学定期代が１か月５千円を超えた場合、その超過

分を本学が負担している。 

一方、留学生の来日時に必要な手続きを支援するボランティア学生を本学学生から募ってお

り、平成１９年度からは、これを｢ISST（International Support Student Team）｣として組織

化した。ISSTのメンバーはどのような支援をすれば留学生がスムーズに日本での生活に溶け込

んでいけるかを自分たちで考え、留学生へのサポートにあたっている。現在のところ、ISST の

为な活動内容は、来日留学生の空港出迎え、ホームステイ等滞在先への案内、オリエンテーシ

ョンの実施補助、ウエルカムパーティー、フェアウエルパーティーの企画と実施等である。 
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表Ⅲ－１ 年度別受入れ留学生数                      （卖位：人） 

 年度 
平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 

出身大学名（国名）  

セント・トーマス大学（アメリカ） 2 2 0 2 

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（アメリカ） 1 3 3 1 

ダウリング大学（アメリカ） ― ― ― 1 

ミシシッピ大学（アメリカ） ― ― ― 1 

ハワイパシフィック大学（アメリカ） 2 1 0 2 

ハワイ大学ｶﾋﾟｵﾗﾆｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ（アメリカ） 1 2 2 0 

セティス大学（メキシコ） ― ― ― 3 

ハーガヘリア大学（フィンランド） ― ― ― 4 

ラウレア忚用科学大学(フィンランド) ― ― 3 1 

オルレアン大学(フランス) 2 2 2 0 

トリア大学(トリア) 1 3 3 3 

HZ忚用科学大学(オランダ) ― ― ― 1 

イエブレ大学(スウェーデン) ― ― 3 0 

ヴェクショー大学(スウェーデン) ― 0 1 0 

西单政法大学(中国) ― ― ― 2 

大連工業大学(中国) ― ― 2 2 

スンチョンヒャン大学(韓国) ― ― 4 3 

サンカルロス大学(フィリピン) ― ― ― 1 

单台科技大学(台湾) ― ― ― 2 

バンコク大学(タイ) ― ― 0 1 

計 9 13 23 30 

  注）「―」は学生交換を実施していない年度を示す。 

 

【点検・評価】 

受入れ留学生数は、平成１９年度から急激に増加している。これは、提携大学を増やしてい

ることに加え、日本語学習歴のない学生の受入れも可としたこと、１セメスター（約半年間）

の受入れを開始したことが为な要因である。またこれまでは欧米に偏っていた提携大学も、平

成１５年にタイのバンコク大学と学生交換を含む学術交流協定を締結して以来、アジア方面で

の提携大学も増えており、アジア圏の大学では日本留学を希望する学生が多いため、このこと

も留学生の増加につながっていると考えられる。 

留学生は、本学では日本語を勉強することになるが、日本語の担当者に本学専任教員が不在

でカリキュラム作成から授業担当まですべて非常勤講師が対忚していた。これを是正するため

平成１９年度から２名の専任教員が着任し留学生のニーズにあった授業編成に力を入れている。

その後留学生の増加に伴い、２名の非常勤講師が加わり、平成２０年度現在は４名体制で日本

語の授業を担当している。なお、各学期終了後には必ず「授業評価アンケート」を実施し、そ

の結果を翌学期または翌年度のカリキュラム作成や授業運営に反映させている。ここ数年の授

業評価では、概ね満足しているという結果が得られており、留学生に対し、相忚の正課教育を

提供できていると考える。 

留学生の生活の基盤となるホームステイ制度は留学生が日本の家族との交流を深めながら日

本語や日本文化を修得する上で大きな役割を果たしており、留学生が帰国後もホストファミリ

ーとの親密な関係を維持することにより国際交流の促進に寄与している。しかしながら、現状

ではホストファミリーの忚募数が必ずしも充分でないため、今後は登録件数を増やすとともに

学生寮やアパートなどの滞在方法についても、早急に検討する必要がある。 

留学生の生活を支援する ISSTの活動状況は概ね機能しており、学生交流の視点からも、また
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留学生の円滑かつ安心感のある滞在環境づくりという面でも双方にメリットがあり、今後も続

けていくこととする。しかしながら積極的に留学生のためのサポートをしようする学生がまだ

尐なく、登録者を更に増やしていく必要がある。 

 

【改善方策】 

留学生の滞在先確保の問題に関して、ホストファミリーの募集方法については、これまでは

学内広報誌や近隣コミュニティ紙などでの募集をしており、今後も引き続き募集活動に力を入

れていくこととする。一方、留学生数の大幅な増加が想定されており、従来のホームステイに

加えて民間アパートへの入居についてアパート管理会社等から情報を収集し、その可能性を検

討していく。 

留学生を支援する ISST に関しては今後も留学生の増加が想定され、ボランティアチームに活

躍の場を提供していくこととする。 

 

（３） 在学生の海外留学について 

 

【現状の説明】 

本学の留学制度には、大学間協定に基づいた交換留学制度と、協定の有無にかかわりなく本

学が認めた海外の学位授与権のある高等教育機関に留学する認定留学制度がある。 

派遣期間については、認定留学が１セメスター(約半年間)および２セメスター(約１年間)か

ら選択できるのに対し、交換留学については平成１７年度までは２セメスター(約１年間)のみ

であった。学生によっては１年間という期間が長く、そのことが留学への参加を躊躇させてい

る場合もあり、各提携大学と調整の上、平成１８年度からは１セメスター(約半年間)の交換留

学も開始した。 

留学期間中の本学での学籍上の取り扱いは休学とせず、在学年数に算入している。留学中の

学習成果は、帰国後に諸手続きを経て６０卖位を上限として認定される。交換留学期間中は、

留学先大学での授業料は免除されるとともに本学学費の内、授業料半額相当額を外国留学奨学

金として派遣学生に貸与している。なお貸与分については本学を卒業と同時に返還の義務が免

除される。 

交換留学が決定した学生に対しては、事前オリエンテーションとして国際センタースタッフ

が１回当たり９０分程度の指導を内容毎に数回にわたって実施している。内容は、留学査証の

申請、海外旅行保険の加入説明、そして帰国後の就職活動に関することなどを中心に行ってい

る。 

交換留学制度による学生の派遣状況は外国語学部生と国際学部生を中心に増加傾向にある。

平成１７年度が４名であったのに対し、平成１８年度は１１名、平成１９年度、平成２０年度

はそれぞれ２１名を派遣した。 
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表Ⅲ－２ 年度別派遣交換留学生数                     （卖位：人） 

 年度 
平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 

派遣先大学名（国名）  

セント・トーマス大学（アメリカ） 0 1 1 0 

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（アメリカ） 1 1 0 0 

ダウリング大学（アメリカ） ― ― ― 3（2） 

ミシシッピ大学（アメリカ） ― ― 0 5（2） 

ハワイパシフィック大学(アメリカ) 0 0 3（1） 1（1） 

ハワイ大学ｶﾋﾟｵﾗﾆｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ（アメリカ） 0 0 4（4） 4（4） 

ラウレア忚用科学大学（フィンランド） ― ― ― 0 

オルレアン大学（フランス） 1 3 2 0 

トリア大学（ドイツ） 2 3 3（1） 1（1） 

HZ忚用科学大学（オランダ） ― ― ― 0 

イエブレ大学（スウェーデン） ― 1（1） 3（3） 0 

ヴェクショー大学（スウェーデン） 0 2 0 0 

ネルソンマンデラメトロポリタン大学（单アフリカ） ― ― ― ― 

大連工業大学（中国） ― ― 0 1（1） 

スンチョンヒャン大学（韓国） ― ― 4（1） 5（1） 

ペッソク大学（韓国）     

静宜大学（台湾） ― ― ― ― 

バンコク大学（タイ） ― ― 1 1 

計 4 11（1） 21（10） 21（12） 

注)1.人数は各年度の 10月出発時点の人数を示し、（ ）内は 1セメスター留学で内数とする。 

注)2.「―」は学生交換を実施していない年度を示す。 

 

表Ⅲ－３ 年度別認定留学による派遣留学生数                （卖位：人） 

 年度 
平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 

派遣先機関名（国名）  

カルガリー大学（カナダ） 1 1 ― ― 

カルフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) ― 1 ― ― 

           計 1 2 0 0 

 

【点検・評価】 

提携大学への派遣交換留学生数については平成１８年度から順調に増加している。これは、

提携大学を増やしたこと、平成１８年度から留学期間を２セメスター（約１年間）に加え 1セ

メスター（約半年間）の留学も可能としたこと、そして留学先大学が認めてくれる限りできる

だけ忚募基準を緩和し、幅広い志願者から留学にふさわしい学生を選考する方針をとったこと

が为な理由である。またフランスやドイツの大学にはコンスタントに複数名を派遣しているが、

これは忚募時に明確な語学力の基準を設けていないため、多くの学生に出願のチャンスを与え

ることになり、ひいては熱意ある学生を発掘することにつながっていると考えられる。 

派遣交換留学生の事前オリエンテーションについては、国際センタースタッフが１回あたり

９０分程度の指導を内容毎に数回にわけて実施をしており、留学査証の申請、保険加入指導、

帰国後の就職活動に関するものまで、必要最低限の内容は指導できている。しかしながら、彼

らの出発前のモチベーションの向上など、さらに指導内容を充実させていく必要がある。 

認定留学制度については、平成１６年６月の外国留学規程の改正により、これまでは認めら

れなかった語学留学についても卖位認定の対象となり、今後は、本制度を利用した認定留学生

の増加が予想される。 
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【改善方策】 

派遣交換留学生数はここ数年増加してはいるものの、交換留学生募集枠に比べてまだ尐ない

のが現状である。在学生の中から、潜在的に留学に興味を持っているであろう学生を掘り起こ

していくために、交換留学からの帰国学生をより一層積極的に活用していくこととする。具体

的には、交換留学募集説明会で帰国学生から直接在学生に対して、留学をしてみようと思った

動機や留学を経験したことのメリットを話してもらう機会を設けるようにする。また留学自体

への関心がなく募集説明会にも参加してこない多数の学生に対しての働きかけを強化するため

に、学内の教員の協力を仰ぎ、教員から留学を学生に勧めてもらう、授業内に留学経験者を参

加させて、彼らから受講学生に対して留学経験を語る時間を取ってもらうなど、一人でも多く

の学生に留学への関心を持ってもらうよう働きかけていくこととする。  

一方派遣交換留学生の事前オリエンテーションについては、内容をさらに充実させていくた

めに国際センタースタッフからの指導だけではなく、保険会社や旅行代理店等専門の方にも来

ていただき、生きた情報を彼らに伝えていくこととする。 

 

（４） 在学生の海外研修について 

 

【現状の説明】 

海外提携大学等の協力を得て、より実際的な異文化コミュニケーション技能や異文化への適

忚力の養成および国際理解を深めることを目的とした海外研修を、夏期および春期の長期休暇

を利用して全学対象（学部・短期大学）に実施している。为な海外研修には語学研修、海外イ

ンターンプログラムやケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログラムなどがあるが、

平成１８年度からは体験型のワークキャンプも開始した。 

語学研修は研修先大学の学生寮やホストファミリー宅に滞在しながら、午前中は語学レッス

ン、午後はアクティビティという内容である。ワークキャンプはタイの郊外にある小学校の施

設の補修や小学生たちとの交流を行うバンコク大学为催プログラムのプログラムであり、これ

に本学学生が参加する形をとっている。この他、専任教員によりゼミナール卖位などで独自に

企画された海外研修の参加者を、国際センターを通して全学対象に参加者を公募するものをテ

ーマ別研修と呼び、これには企画した教員が同行する。 

また、より専門的関心に忚える機会として、ケンブリッジ大学クイーンズカレッジにおいて

経済学を学ぶ短期留学プログラムを平成１０年度から実施している。現地での授業料と滞在費

の全額および往復航空運賃の一部は奨学金として本学が負担している。 
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表Ⅲ－４ 海外研修参加者数                               （卖位：人） 

 年度 
平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 

研修名  

セント・トーマス大学夏期研修 6 13 9 ― 

ケンブリッジ大学夏期研修 13 中止 ― ― 

オルレアン大学夏期研修 中止 ― ― ― 

トリア大学夏期研修 中止 中止 ― ― 

ハワイ大学春期研修 14 11 6 中止 

ワイカト大学春期研修 11 9 ― 12 

復旦大学春期研修 中止 ― ― ― 

カナダスキー・スノーボード研修 中止 中止 ― ― 

ハワイテーマ別研修 中止 ― ― ― 

ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学 3(院 3) 3（院 2） 3(院 2) 3(院 1) 

シンガポール・インターンプログラム 1 ― ― ― 

オーストラリア・インターンプログラム 4 1 1 中止 

カナダ・インターンプログラム 1 ― ― ― 

タイワークキャンプ ― 5 2 1 

ソルトレイクシティ・インターンプログラム ― 1 ― ― 

ニューヨークダウリング大学春期研修 ― ― 11 ― 

ミシシッピ大学夏期研修 ― ― ― 7 

单台科技大学夏期研修 ― ― ― 2 

ペジェ大学夏期研修 ― ― ― 2 

スンチョンヒャン大学夏期研修 ― ― 中止 ― 

ニュージーランドスキー・スノーボード研修 ― ― 中止 ― 

モンブラントレッキング研修 中止 ―    ― ― 

タイテーマ別研修 ― ―    ― 中止 

計 53(院 3) 43（院 2） 32(院 2) 27（院１） 

注)1. ( )内の院は本大学院生の数を示し内数とする。 

注)2.「―」は当該年度に企画・募集を実施していない年度を示す。 

 

【点検・評価】 

短期海外研修に関しては、参加者数は減尐の傾向にある。これは、個人で気軽に海外を体験

できることが原因だと考えられるが、近年の学生の傾向として、将来への目標、目的がなく、

また自分が何をしたいのかを見つけられない学生が多く見受けられる。こういった学生が短期

海外研修の機会を得て、海外での生活を体験してみることにより、自己発見の最初の「きっか

け」になる可能性もあり、学生のファーストステップのためのプログラムとして考えた場合、

参加した学生には意義のあるプログラムとなっている。しかしながら、忚募者数が最尐催行人

数に達しないときは、やむなく中止する場合があり、この点が問題である。 

プログラム内容にも一部見直しを行った。ニュージーランドのワイカト大学研修については、

これまでの本学学生のみを対象とした英語レッスンクラス形式を止め、同大学付属の語学コー

スを受講する形式に改めた。これにより参加学生個々のレベルに合ったクラスでの英語の受講

が可能となった。 

海外語学研修と海外インターンプログラムはそれぞれ｢海外語学研修｣｢海外インターンプロ

グラム｣という授業科目(２卖位)として、帰国後に卖位認定(「Ｒ」評価として認定)されていた

が、平成１９年度の春期研修から、担当教員による研修出発前の事前指導と研修帰国後の事後

指導を受講することが義務付けられ、海外での研修結果と合わせて総合評価され、合格すれば

２卖位として成績評価が得られることとなり、海外での学修成果を質の面でも評価する仕組み
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が整い、適切と考える。 

ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ短期留学プログラムについては、ケンブリッジ大学の

専任教員から経済学について講義を受けるもので、高度な経済学の知識と英語力が要求される。

対象は本学大学院生と学部生で、希望者は約半年間、週１回程度の事前指導がおこなわれ、そ

の中から３名の派遣学生を選出し派遣しており、参加学生には概ね好評を得ている。 

 

【改善方策】 

在学生の海外研修の実施にあたり、忚募者数が最尐催行人数に達しないときはやむなく中止

する場合があり、この点が問題であった。そこで、平成１８年度以降、提携大学の協力を得て

提携大学为催の海外研修に本学学生を派遣するプログラムに移行している。例えば、タイのバ

ンコク大学が为催しているワークキャンププログラムは、バンコク大学とその提携大学数校と

の合同プログラムであり、各大学からの忚募者がたとえ尐なくともプログラム自体が中止にな

る可能性が低い。今後もこういったプログラムを中心に実施していくこととする。 
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第４章 学生の受け入れ 

 

Ⅰ.大学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 

 

（１）大学・学部等の募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している

場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

 

【現状の説明】  

① 学生募集方法  

従来、本学の教育環境のよさ、将来の目標に向かって学べる教育システム、充実したキ

ャンパスライフの過ごし方、面倒見の良い大学であることなどのほか、入学試験情報を広

く伝えることを重点に学生募集活動を行っていた。 

平成２０年度に学費改定を行い、学費減免制度を充実させたが、これらを前面に打ち出

すだけでなく、むしろ同時に打ち出された新しい教育システム四つの教育の柱「尐人数ゼ

ミナール」、「確かな学力を培う講義と支援体制」、「魅力的なキャリア教育」、「英語力強化

プログラム」のように教育システムや教育改善に向けた取り組みの周知に重点を置き、次

のような方法で学生募集活動を行っている。 

ア．高等学校訪問 

大学案内や入試ガイド、入試要項を持参して、指定校や志願実績校を中心に北海道か

ら沖縄まで幅広く行っているが、特に近畿圏を中心に本学への志願者数の多い実績ある

高等学校へは重点的に複数回訪問し、高等学校との連携を深めている。 

イ．オープンキャンパス 

入試説明会、模擬講義、各種個別相談、キャンパス見学ツアー、学食ランチ体験など

のプログラムを年５回実施している。 

ウ．広告 

大学案内、入試ガイド、受験広報雑誌、新聞、インターネット広告、交通広告など 

エ．説明会 

進学説明会（高等学校内または業者为催）、学部系統別説明会など 

オ．その他 

大学見学会、教員対象説明会、模擬講義、ダイレクトメールなど 

 

基本的には高等学校教諭および高等学校３年生を中心とした受験生を対象に広報展開し

ているが高等学校１･２年生向けの進学説明会や受験広報雑誌にも力を入れている。 

 

②  入学者選抜方法  

本学は、８学部とも等しく複数の入学者選抜を実施している。また、多様な生徒を全国

から募集するため公募制推薦入学と一般入学試験において、本学会場以外に全国に選考・

試験会場を設けている。 

各入学試験制度が適切かどうかについての検証は、入試委員会および入試実行委員会に

おいて毎年実施している。 

各学部とも同様の入学試験制度を有し、各入学試験制度の基本的な位置付け等は次のと

おりである。 

 

ア．学力を中心に選抜する制度 

（ア）一般入学試験 

高等学校における学習指導要領に準拠した学力試験により選抜する制度である。受
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験生が日頃の学力を発揮しやすい内容の出題を目指している。 

試験内容として平成１８年度入試においては、「総合学力試験」、「２教科入試」「３

教科入試」、「１教科入試」が実施されたが、平成１９年度入試においては「１教科入

試」が廃止された。 

「総合学力試験」は、英語２題、国語２題、数学２題、計６題から４題選択 (外国

語学部・国際学部は英語２題、情報学部は数学２題必須) し解答し、総合点で合否を

判定する。なお、情報学部は平成１９年度に必須を廃止した。 

「１教科入試」は英語または国語から１科目を選択し解答する方法である。外国語

学部と国際学部は英語が指定されていた。この「１教科入試」は平成１９年度廃止し

た。 

「２教科入試」は英語と国語が指定されている制度と英語とその他の教科（国語、

数学、日本史、世界史から１教科選択）で受験する制度があったが、平成１９年度入

試から英語と国語が指定されている制度は廃止された。 

「３教科入試」は英語と国語（情報学部は数学）とその他の教科（日本史、世界史、

数学（情報学部は国語）で受験する制度である。 

日程は、平成１７年度以降、Ａ日程、Ｂ日程、Ｃ日程の３期に分けて実施している。

各試験制度と実施時期については次のとおり。 

 

実施時期 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

Ａ １ 月 下 旪

か ら ２ 月

上旪 

総合学力試験 

２教科入試 

３教科入試 

総合学力試験 

２教科入試 

３教科入試 

総合学力試験 

２教科入試 

３教科入試 

総合学力試験 

２教科入試 

３教科入試 

総合学力試験 

２教科入試 

３教科入試 

Ｂ ２月下旪 ２教科入試 総合学力試験 総合学力試験 総合学力試験 総合学力試験 

Ｃ ３ 月 上 旪

から中旪 
１教科入試 総合学力試験 総合学力試験 総合学力試験 総合学力試験 

 

さらに、多様な生徒を全国から募集するために次のとおり全国に試験会場を設ける

事で受験しやすい環境を整えている。 

 

年度 日程 本学 札幌 東京 金沢 松本 浜松 名古屋 京都 天王寺 神戸 姫路 和歌山 米子 岡山 福山 広島 山口 徳島 高松 松山 高知 福岡 那覇

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成21
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

 

 

特色としては、「資格に対する加点評価」を実施している。実用英語技能検定におい
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て準２級以上の有資格者とＴＯＥＩＣ○Ｒテストのスコア４５０点以上の者に次の評価

点を加点して合否の判定を行う。ＴＯＥＩＣ○Ｒテストでの加点評価は平成２１年度入

試から実施している。 

 

実用英語技能検定 準１級以上 ２級 準２級以上 

ＴＯＥＩＣ○Ｒテスト ７３０点以上 ５００点以上 ４５０点以上 

評 価 点 ３０点 ２０点 １０点 

 

平成２０年度からは、より優秀な学生の確保を目指して、一般入学試験Ａ日程にお

いて、総合点が８０％以上の者を対象に初年度年間学費の５割相当額を減免する学費

減免制度を設けた。 

 

  （イ）大学入試センター試験利用入学試験 

大学入試センター試験利用入学試験は、全国の潜在的な受験層を掘り起こし、広く

受験生を集めると同時に、全国への知名度アップを図ることを目的に導入された制度

である。 

平成１３年度より、全学部で２教科２科目利用入試になった。英語を必須とし、他

の１教科は残りの教科、科目のうち高得点の科目を使用している。情報学部のみ数学

と理科のうち高得点の科目を使用している。 

平成１８年度より「英語リスニング」を使用している。本学での個別学力試験は実

施していない。日程としては、Ａ日程、Ｂ日程で実施している。 

平成２０年度からは、より優秀な学生の確保を目指して、大学入試センター試験利

用入学試験Ａ日程において、総合点が８０％以上の者を対象に初年度年間学費の５割

相当額を減免する学費減免制度を設けた。 

 

イ．高等学校での評価を加味して総合力のある者を選抜する制度 

（ア）公募制推薦入学 

高等学校長の推薦を受け、本学での勉学を特に希望する者を対象に実施している制

度である。 

「基礎力検査」（基礎力検査・調査書）は英語２題、国語２題、数学２題、計６題か

ら４題選択 (外国語学部・国際学部は英語２題、情報学部は数学２題必須) と、調査

書（点数化５０点満点）の総合点で実施している。なお、情報学部は平成１９年度に

必須を廃止した。 

また、平成１９年度より新規に「課題文・面接」が設定された。「課題文・面接」、

は８００字の課題文とそれに基づく面接によって実施している。これにより、受験生

は、Ａ日程、Ｂ日程、Ｃ日程において「基礎力検査」か「課題文・面接」のどちらか

の制度を選択できることとなった。 

さらに、「基礎力検査」（基礎力検査・調査書）においては、次のとおり全国に選考

会場を設置することにより受験しやすい環境を整えている。 
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年度 日程 本学 札幌 東京 金沢 松本 浜松 名古屋 京都 天王寺 神戸 姫路 和歌山 米子 岡山 福山 広島 山口 徳島 高松 松山 高知 福岡 那覇

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○

Ａ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ日程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃ日程 ○ ○ ○ ○

平成19
年度

平成20
年度

平成18
年度

平成17
年度

平成21
年度

 
 

平成２０年度からは、より優秀な学生の確保を目指して、公募制推薦入学Ａ日程に

おいて、総合点が８０％以上の者を対象に初年度年間学費の５割相当額を減免する学

費減免制度を設けた。 

  （イ）併設高等学校推薦入学【専願制】 

併設高等学校を対象とする推薦入学制度であり、本学と高等学校との間で取り決め

た推薦基準点(学力、課外活動、資格などを加味した総合評価)により推薦された者を

「課題文・面接」により選抜していが、平成２０年度より、高大連携の７年間一貫教

育の観点より「書類審査」のみに変更した。 

平成１９年度より全体の評定平均などの学業成績により、入学金に加えて年間学費

２割相当額の減免制度を設けた。さらに、平成２０年度からは、学業成績以外に技能・

諸活動にも対忚した学費減免制度を拡充した。 

 

（ウ）指定校推薦入学【専願制】 

過去の入学実績等に基づき本学が指定した高等学校長からの推薦された生徒を、「面

接・書類審査」により選考する制度である。 

平成１６年度から情報学部の出願資格に「数学を３年間履修し、数学の評定平均値

３．５以上」を、平成１７年度より全学部に出願資格「全体の評定平均値３．０以上」

加えた。しかし、本学を志願する高校生をより多く受け入れるために、平成１９年度

よりこの出願資格の評定平均値はすべて削除された 

平成１９年度からは、指定校推薦入学による入学者全員を対象に入学金相当額の学

費減免に加えて、全体の評定平均値が４．０以上の者にはさらに、年間学費の２割相

当額の学費減免制度を設けた。 

 

ウ．多様な能力（資格取得者、課外活動実績のある者等）、熱意･意欲のある者を選抜する

制度 

 

（ア）特別推薦入学（スポーツ・文化活動）【専願制】 

スポーツや文化活動において優れた実績をあげた者を対象とした推薦入学制度であ

る。あらかじめ実技審査(セレクション)または面接等を実施し、出願資格を確認して

いる。選考は、「面接・書類審査」による制度である。 

平成１８年度より出願資格に「出身学校の全体の評定平均値２．７以上」を追加し
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たが平成１９年度に削除した。 

スポーツ種目において、ゴルフ、アメリカンフットボール、チアリーディングにつ

いては高等学校において他の競技を行っていた者の出願を可能としていたが、平成１

９年度入試からラクロスを追加した。 

平成１９年度より、入学者全員を対象に入学金相当額の学費減免制度を設けた。 

 

（イ）併設高等学校特別推薦入学【専願制】 

併設高等学校を対象とし、スポーツや文化活動で顕著な実績のある者を募集する選

抜である。平成２０年度より、高大連携の７年間一貫教育の観点より「書類審査」の

みに変更した。 

平成１９年度より全体の評定平均などの学業成績により、入学金に加えて年間学費

２割相当額の減免制度を設けた。さらに、平成２０年度からは、学業成績以外に技能・

諸活動にも忚じた学費減免制度を拡充した。 

 

（ウ）ＡＯ入試 

学力以外の多様な能力や個性、適性、目的意識、意欲、関心などを多面的、総合的

に評価し選抜する制度である。平成１２年度から導入されたＡＯ入試は、平成１３年

度から改善を加え次のとおり内容を充実させている。平成１３年度には「ＡＯ推薦入

学」からより一般的な「ＡＯ入試」に名称変更した。平成１８年度より出願資格に出

身学校の学修成績概評がＢ段階以上（スカラシップ）およびＣ段階以上（自己アピー

ル）を追加したが、平成１９年度にその出願資格をそれぞれ削除した。 

ＡＯ入試は、インタビューによって出願資格を確認後、「課題文・面接」を課してい

たが、平成２０年度からは、インタビューを強化することで、事実上の面接に代える

こととし、願書と提出書類の「書類審査」によって合否を判定することとした。これ

により、インタビューの重要性が増した。さらに自己アピールでの入学者全員を対象

に入学金相当額の奨学金制度を設けた。 

平成２１年度からは、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期に分けて実施した。さらに、従来の

スカラシップをスカラシップⅠ種とし、自己アピールを目指す者のうち、英語検定・

簿記検定・漢字検定の有資格者を対象としたスカラシップⅡ種を新規に設けた。 

 

（エ）専門学科・総合学科推薦入学 

平成１８年度より新規設置された制度である。高等学校の商業科・工業科・総合学

科などに在籍し、簿記・ビジネス系・情報処理系・英語系等の資格を持っている者を

出願資格とし、入学後もその能力を伸ばそうという意思のある生徒を募集する。課題

文・面接および出願書類を総合評価して選抜する。 

平成２０年度からは、入学者全員を対象に入学金相当額の学費減免制度を設けた。 

 

（オ）ファミリー推薦入学 

平成２０年度より新規設定された制度である。本学の卒業生の子女、兄弟姉妹およ

び本学在学生の兄弟姉妹であることを出願資格とし、大阪学院大学の教育理念を理解

して、校風の継承と特色ある教育活動の活性化に意欲のある生徒を募集する。課題文・

面接および出願書類を総合評価して選抜する。入学者全員を対象に入学金相当額の学

費減免制度を設けた。 

 

（カ）社会人入学試験 

生涯学習推進の観点から、豊かな経験を有し、学修意欲の高い社会人に広く学びの

場を提供すると同時に、学内の活性化を図るために実施している。満２２才以上で高

等学校卒業程度を出願資格とし、「小論文・面接」により選抜する。 
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（キ）編入学試験 

編入学試験は、①大阪学院短期大学、関西経理専門学校、関西健康・製菓専門学校

からの併設推薦入学、②指定校推薦入学、③一般入学試験の３種類の区分において実

施されている。併設推薦入学・指定校推薦入学は「面接・書類審査」、一般入学試験は

「小論文・面接」により選抜する。 

 

【点検・評価】 

① 学生募集方法 

   学生募集は総合的な効果、予算等を考慮して決定･実施している。メディア選択におい

ては、広告効果が計れるものと広く周知することを目的としたものに分け、常に広告効

果を踏まえながら柔軟に対忚している。また、進学説明会等の実施回数は、表Ⅳ－１進

学説明会・大学見学会実施回数に示すように、業者企画の進学説明会は平成１７年度２

５０回であったが、前年度の入場者数や開催時期等を考慮し、平成２０年度の２３９回

から平成２１年度の２２２回程度に減尐した。一方、高等学校からの依頼で実施する進

学説明会は、平成１７年度８３回であったが、平成１８年度から着実に回数が増えてお

り、平成２１年度は２０３回に達している。また模擬講義や大学見学会は平成１９年度

３回と尐ないが、平成１７年度から平成２１年度まで回数に差異はない。表Ⅳ－２資料

請求者数に示すように雑誌広告等への掲載は資料請求者数等を考慮して行っているが平

成１９年度から増加傾向にあり、本学への関心が高まって来たことが推察される。なお、

平成２１年度は１５，１４４人と僅かながら減尐しているが、このことは表Ⅳ－３のオ

ープンキャンパス参加者数が顕著に伸びていることと併せて考えると、受験生は資料を

取り寄せて志望校を吟味するよりも実際にキャンパスに足を運んで受験する大学を決め

ようとする志願者が増えているのではないかと考えられる。本学のオープンキャンパス

への参加者において保護者の参加が顕著に増加しているのは特筆すべき点である。これ

らのことを総合的に見て、効果的な募集活動が行われていると考えている。 

しかし、これらの学生募集活動は生徒・保護者を対象としたものが多く、高等学校教

諭に向けた情報発信の場が尐ない。このため、高等学校訪問以外に本学の教育環境など

を直接実感していただく機会として、表Ⅳ－４に示すとおり、高等学校教諭対象大学説

明会を開催して、教育開発支援センターから教育改善への取り組み状況を説明している。

平成２１年度は、それまでの１０会場から大学近隣の５会場と開催地を統廃合したもの

の、参加教員数はさほど減尐していない。 
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表Ⅳ－１ 進学説明会・大学見学会実施回数（回） 

業者企画 高等学校内

平成17年度
（H16/4～H17/3）

250 83 22 11

平成18年度
（H17/4～H18/3）

215 149 32 12

平成19年度
（H18/4～H19/3）

242 153 27 3

平成20年度
（H19/4～H20/3）

239 175 21 10

平成21年度
（H20/4～H21/3）

222 203 22 11

進学説明会

模擬講義 大学見学会年度

 

 

表Ⅳ－２ 資料請求者数（人） 

年度
平成17年度

(H16.4-H17.3)
平成18年度

(H17.4-H18.3)
平成19年度

(H18.4-H19.3)
平成20年度

(H19.4-H20.3)
平成21年度

(H20.4-H21.4)

合計 14,382 13,032 15,427 16,275 15,144
 

 

表Ⅳ－３ オープンキャンパス参加者数（人） 

実施年月 
入場者数 

回数 男子 女子 保護者 教員 合計 

平成 16年 7月～10月 4  759  572  390  1  1,722  

平成 17年 7月～10月 5  685  477  340  5  1,507  

平成 18年 7月～10月 5  668  499  478  0  1,645  

平成 19年 7月～9月 5  783  525  558  3  1,869  

平成 20年 7月～9月 5  1,074  749  757  3  2,583  
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表Ⅳ－４ 高等学校教諭対象大学説明会参加者数（人） 

開催地 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

本学 13 31 27 - -

梅田 - - - 39 38

天王寺 48 50 37 45 59

神戸 11 24 19 20 22

京都 20 28 18 24 25

福知山 2 1 - - -

奈良 - - 5 2 -

岡山 9 3 7 5 -

松江 9 8 5 4 -

徳島 7 10 7 6 -

高松 15 13 11 13 11

高知 - 6 5 3 -

合計 134 174 141 161 155
 

 

 ② 入学者選抜方法  

学力のある者、総合力のある者、多様な能力（資格取得、課外活動実績等）のある者、

熱意･意欲のある者を求めるため、積極的に入学試験制度の改革を行ってきた結果、多様な

入学試験制度が確立され、それぞれの目的にあった入学者選抜を行っている。 

これにより、多様な能力のある学生を受け入れることができ、学内を活性化させるとい

う目的は達成されていると考えているが、入学試験制度の多様化に伴い、入学試験実施等

の面では複雑になっている。また、公募制推薦入学、一般入学試験においては、本学会場

以外に全国に選考・試験会場を設けて受験しやすい環境を整えているが、経済状況の変化

などから地元志向が強まったこともあり、志願者が集まっていない。 

 

【改善方策】 

① 学生募集方法 

学生募集という観点からは概ね効果的な募集活動ができていると考えているが、さらに

一歩前へ進むには、本学の社会的評価を高めることが必要と考えられる。そのためには学

生募集以外の大学広報との連携、学内各学部･各部局などとの連携が重要である。 

今後、教育職員については、模擬講義を通じて高大連携の推進を、学生については、受

験広報雑誌への掲載、オープンキャンパス等の学内行事への参加要請や出身高等学校への

広報活動など、広報活動を効果的に実施できる教職協働の体制を築く。 

  オープンキャンパスについては、内容の充実を図っていく必要がある。特に、受験生に対

して、高等学校で深く学習していない学問分野の流通科学部、経営学部、企業情報学部につ

いては３学部の特色や違いについて普通科の志願者にも理解し易い説明や模擬授業の充実

を図っていく。また、学内見学や在学生による相談も重要である。開催時期についても、他

大学や高等学校の動向も含めて、より多くの受験生および保護者が参加できる日程を設定す

る。 
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②  入学者選抜方法  

多様な能力を持った学生を受け入れるために、入学試験制度が輻湊化するのは、必要不可

避である。本学の入学者選抜方法は、本学の求める学生を募集する方法をすべて網羅してい

ると考えている。したがって、特に入学者選抜方法を大きく変更する必要はない。しかしな

がら、入学者選抜方法において多様な能力を持った学生を確保しているため、入学者の能力

にバラツキがあることは否定できない。このため、入学前教育・補習授業や各学生の習熟度

に忚じてフォローしていく必要がある。また、基礎学力を補うために、学習支援室や教育開

発支援センターとの連携を図り、かつ、志願者の推移を見ながら、推薦入学において出願資

格に評定平均値を加味するなどの改善を行う。 

 

Ⅱ．学部における学生の受け入れ 

 

 １．学生募集方法、入学者選抜方式 

 

【流通科学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 

流通科学部は、「マーケティングコース」「サービス産業コース」「流通ビジネスコース」

の３つのコースを設置し、体系的な教育を実施している。流通科学部では、マーケティン

グの基礎から学び、上記３コースに自分の将来を見据え、専門科目の履修により、実践的

な人材の育成を図っている。 

学生募集活動は、これらの学びについて、オープンキャンパス、進学説明会、ホームペ

ージによる各種情報開示、模擬講義、大学案内等において広報展開している。特に指定校

を中心とした高等学校訪問においては、本学の教育改善への取り組みはもちろん、平成２

０年度より学費の改定、学費減免制度について告知展開を行っている。 

 

イ．入学者選抜方法 

流通科学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入

学（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入

試センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の多岐にわたる制度を運用し

ている。 

一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒ）に対する加点評価を行っている。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 

流通科学部の学びの内容、学費の大幅な改定、学費減免制度の充実について、高等学校

訪問等を通じて適切に告知を行っている。 

流通科学部の定員が充足されないことの点検・評価は、次のとおりである。表Ⅳ－５流

通科学部の全入試制度における入学状況は、普通科の志願、入学が圧倒的に多いが、商業

化の受験生の入学率が普通科の入学率に比し、高くなっている。このことは、商業科の受

験生は流通科学部の教育目的や教育目標を十分理解して学部選択していることを示唆して

いる。 
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表Ⅳ－５ 流通科学部（全入試制度）の入学状況 

区  分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

普通科 227 222 207 107（51.7%） 

商業科 11 11 11 9（81.8%） 

その他 30 28 26 13（50.0%） 

合 計 268 261 244 129（52.9%） 

 

一方、普通科の受験生には中学、高等学校では未履修の分野であり、新聞やメディアで

報道されているものの、流通科学部で学ぶマーケティングは実社会で重要視されているこ

とを理解されづらい点が課題である。本学にとって、流通科学部はまさに実学教育の学部

であり、マーケティングを中心としたヒト・モノ・カネ・情報の流れを科学する流通科学

部はこれまでの商学をさらに的確に捉えようとする学部の特色を普通科出身の受験生に充

分アピールできていないことが課題である。今後、定員を満たすかどうかに関わる重大事

である。 

また、０６年度生、０７年度生および０８年度生の２年次でのコース選択状況をみると

流通科学部では大半の学生がマーケティングコースを選択しており、学生は流通科学部の

教育目的・教育目標に沿うようなコース選択をしている。流通科学部では、商業科の受験

生はもちろん、普通科の受験生に「学ぶことの重要性」や「学ぶ楽しさ」を実感できるよ

う、オープンキャンパスでの模擬講義や高等学校内での入試相談会を通じて広報展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 流通科学部の学生の２年次におけるコース選択状況 

イ．入学者選抜方法 

現在の入学試験は、各学部共通の制度であり、流通科学部独自の特徴を組み入れていな

い。商学、経済学系の本学の他学部（経営学部・経済学部・企業情報学部）と内容は同じ

である。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

流通科学部と同系統の経営学部、経済学部、企業情報学部との違いを分かりやすく説明

していかなければならない。また、流通科学部の学びの内容を、模擬講義等を通じて受験

生に理解してもらえるように、高大連携の中から積極的に働きかける。 

 

イ．入学者選抜方法 

現在は、各学部共通の入学者選抜方法で実施しているが、昨今の経済不況や流通科学部

の教育目標を前提として、募集人員における「専門学科・総合学科推薦入学」の比率の変

更や、出願時における取得資格の評価の見直しを行う。また、「専門士」の資格を有する専

門学校卒業者を「第３年次編入学生」として受け入れる制度準備をすすめる。 
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【経営学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 

経営学科では従来の「経営管理者育成コース」「後継者育成コース」「起業家育成コース」

に加え、平成２０年度「グローバル管理者育成コース」を設置した。このコースは、１年

次で語学留学と３年次での専門留学で、グローバルに活躍できる視野の広い人材の育成を

目的に設置されている。 

ホテル、旅館、外食といったホスピタリティ産業において実践されている経営学を学ぶ

ホスピタリティ経営学科が平成２０年度設置され、４つの学びの柱「ホスピタリティ・コ

ミュニケーション」「企業実習」「海外研修」「英語」を４年間一貫したゼミナールでの個別

指導を行う予定である。これら各学科の特色を広報誌、ホームページで記載し、高等学校

訪問、進学説明会等で告知した。併せて、学費改定と学費減免制度についても告知展開を

行っている。 

 

イ．入学者選抜方法 

経営学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入学

（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入試

センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の多岐にわたる制度を運用して

いる。 

一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒ）に対する加点評価を行っている。 

 

【点検・評価】  

ア．学生募集方法 

教育改善へのさまざまな取り組みや学費改定、学費減免制度が浸透してきたため、経営

学部全体として平成２０年度入学者は３０５名であったが、平成２１年度は３８７名とな

り、確実に入学者を確保できている。しかし、経営学科の「グローバル管理者育成コース」

は、学生の関心は高いが、留学について費用面と英語能力の両面のハードルが高くコース

を選ぶ学生は尐ない。もっと多くの受験生に知らせるよう検討しなければならない。 

ホスピタリティ経営学科については、4 つの学びの柱「ホスピタリティ・コミュニケー

ション」「企業実習」「海外研修」「英語」を４年間一貫したゼミナールでの個別指導という

手厚い教育内容が浸透したものか平成２０年度入学者は６２名であったが、平成２１年度

は７７名であり、徐々に広報活動の効果が表れている。 

イ．入学者選抜方法 

「グローバル管理者育成コース」の設置と「ホスピタリティ経営学科」設置に伴う新た

な入試制度は作らなかった。双方に共通するものは英語である。本学の四つの柱の一つで

ある「英語強化プログラム」を具現化するため、英語能力のある生徒を集める選抜方法を

検討する必要がある。 

 

 【改善方策】 

ア．学生募集方法 

「グローバル管理者育成コース」を選んだ学生が留学する場合、奨学金が支給される。

このことが受験生や保護者にもっと浸透するよう広報活動を展開する。「ホスピタリティ経

営学科」については、１期生、２期生の学習成果を広報展開し、情報発信していくことに

より更なる学科の浸透を図る。 

 

イ．入学者選抜方法 
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「グローバル管理者育成コース」、「ホスピタリティ経営学科」とも共通するものは英語

能力である。現行入試制度の中では、高度な英語能力を有するものに対する優遇措置や、

ＡＯ入試のように英語能力のあるものにインタビューの忚募資格を認めるなどの制度にな

っている。今後は、そのような制度を活かして、グローバル管理者育成コース、ホスピタ

リティ経営学科対象のＡＯ入試を新設し、質の向上につながる選抜方法を導入し、英語力

のある者を多く確保する。 

 

【経済学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 

経済学部では社会で役立つ経済知識をコースごとに体系的に学べる「産業経済コース」

「公共経済コース」「スポーツ経済コース」「グローバル・エコノミーコース」の４つのコ

ースを設置している。 

平成１９年度より開設された「スポーツ経済コース」が募集活動の効果により、人気が

徐々に高まってきた。スポーツの実践力とスポーツに関係する経済学領域の専門的な知識

や教養を身につけ、（財）日本体育協会認定の公認スポーツ指導者の資格取得に有利で、ス

ポーツ・健康関連企業への就職の道が開けることがコースの特色となっている。 

また、平成２０年度には、本学の四つの柱の一つである「英語強化プログラム」を具現

化するために、経済学の専門知識とともに経済の分野に特化した高度な英語運用能力を身

につけるため、２回の海外留学を体験する「グローバル・エコノミーコース」を開設し、

より多くの入学者を受け入れる体制を整えている。 

経済学部として平成２０年度入学者は５３９名であったが、平成２１年度は５５７名と

なり、確実に入学者を確保できている。 

学生募集活動は、オープンキャンパス、進学説明会、ホームページによる各種情報開示、

模擬講義（経済学部教員による高等学校等への出張講義）や大学案内等において、本学部

独自のコース設定の説明を中心に行っている。特に指定校を中心とした高等学校訪問では、

本学の教育改善の取り組みや平成２０年度より学費の改定、学費減免制度を中心に告知展

開を行っている。 

 

イ．入学者選抜方法 

経済学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入学

（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入試

センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の入試制度を併用している。 

一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒ）に対する加点評価を行っている。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 

平成１９年度より開設されたスポーツ経済コースに加えて、経済学部での初年次教育や

ユニット制時間割などの教育改善の成果や平成２０年度よりの学費の大幅な改定、学費減

免制度の導入により、定員を確保できている。しかし、経営学科のグローバル管理者育成

コースと同様に、グローバル・エコノミーコースは、学生の関心は高いが、留学について

費用面と英語能力の両面のハードルが高くコースを選ぶ学生は尐ない。もっと多くの受験

生に知らせるよう検討しなければならない。 

 

イ．入学者選抜方法 

数多くの入試制度により、多様な学生を受け入れているが、入学者の選抜において特に

「数学」を必須としていないので、１年次でグラフ等を使った必修科目のマクロやミクロ
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の経済理論を理解できない者が多い。また、推薦入学等で早くに入学が決まった者と、一

般入学試験で３年生の最後まで受験勉強に力を入れてきた者との学力の差が大きく開いて

いるという問題もある。このため、学生の習熟度に忚じて入学前教育、補習授業や学習支

援室などによるフォロー体制を整えている。 

現在、経済学部は本学の８学部の中では比較的に志願者を集めていることと、「スポーツ

経済コース」の効果や「グローバル・エコノミーコース」の魅力およびコースが完成年度

を迎えていないことを考慮して、入学者選抜方法の輻輳化は不要である。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

「スポーツ経済コース」による学生募集効果を一時的な現象としないためにも、同コー

ス開設年度（平成１９年度）に入学した一期生を、コースの目的であるスポーツ分野の進

路にいかに数多く進めさせるかが重要になってくる。このため、「スポーツ経済コース」は、

１期生・２期生の教育成果について高等学校訪問等を通じて発信していく。 

また、「グローバル・エコノミーコース」を選んだ学生が留学する場合、奨学金が支給さ

れることが受験生や保護者にもっと浸透するよう広報活動を展開する。 

 

イ．入学者選抜方法 

今後、志願者の増加がみこまれるので、入学者選抜方法の輻輳化を避けるため、現行の

試験制度を見直し、制度のスリム化を図る。志願者数の動向によっては、「産業経済コース」

「公共経済コース」を目指す学生を対象とする入試制度として、「数学」を優遇する試験制

度を導入する。 

 

【法学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 

法学部では、「行政コース」「企業コース」「市民コース」の３つのコースを設けている。

本学部は入学定員が２７５名（大学全体の１５．１％）で、８学部中３番目の定員数だが、

平成２１年度入試においては平成２０年度より改善したが、約７０名定員を下回った。 

学生募集活動は、オープンキャンパス、進学説明会、ホームページ、模擬講義（法学部

教員による高等学校等への出張講義）や大学案内等において、本学部独自のコース設定の

説明を中心に行われている。特に指定校を中心とした高等学校訪問では、高等学校進路指

導担当者に本学部の独自のコース説明は勿論のこと、受け入れ態勢やカリキュラムの内容、

受け入れた学生の就学状況に至るまで詳細な説明を行っている。 

イ．入学者選抜方法 

本学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入学（ス

ポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入試セン

ター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の入試制度を併用している。 

本学部の選抜において特徴的な点をあげれば、一般入学試験Ａ日程の２教科・３教科入

試において「国語」を必須科目としていることである。これは、これから法律を学ぶ者が

法律を解釈する力を鍛えるには、六法全書を自在に使いこなすことが不可欠であるため、

高校時代の国語力が最重視されるからである。情報学部を除く他の学部では選抜において

「英語」が重視されているが、本学部では依然として、この入試制度において「国語」の

必須が継続している。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 
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学部をあげて学生募集の活動を行っているが、平成２１年度入試は定員割れの状態が生じ

た。 

法学部の教育改善に向けた取り組みとしては、为に尐人数制のゼミナールやヘルプデス

クなどにおいて、教員が一丸となって一人ひとりの学生を徹底サポートすることや、３種

類の選択コースの設置などである。将来の進路に忚じて開設された「行政コース」、「企業

コース」、「市民コース」は法律系資格取得や公務員試験対策、就職試験対策として科目設

定されていることを広く伝えていく必要がある。 

他方では入試制度において「国語」を重視した制度を設置していることを広く伝えてい

く必要がある。 

 

イ．入学者選抜方法 

多くの入試制度において、法学部の目的どおりに多様な人材を受け入れている。 

ただし、平成２１年度入試において本学部の入学定員を満たすことはできなかったこと

から、現在の入試制度をより多くの受験生が受験しやすいものに見直す必要がある。 

入試科目「国語」の重視が法学部の特徴であるが、現在は２教科・３教科入試について

のみであり、今後、基礎力検査（公募制推薦入学）、総合学力試験についても重視した制度

にするか検討を要する。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

法学部の入試制度の特徴のひとつに「国語」があるが、広報活動において、８学部と多

数のため、「国語」に関する情報発信が尐ない。２教科・３教科入試における科目の選択状

況に留まらず、基礎力検査、総合学力試験の選択状況や他教科選択状況との比較などを発

信していくことにより法学部の特徴を明確にする。 

また、卒業生には警察官をはじめ公務員が多く、裁判員制度の導入に伴い、一般市民に

とっても有用な法知識を身につけることができるという学部の特色を幅広くアピールして

いく。 

 

イ．入学者選抜方法 

法学部の入学者選抜の特徴として「国語」があげられる。しかし、現実には一般入学試

験における２教科・３教科入学試験のみである。基礎力検査（公募制推薦入学）や総合学

力試験に「国語」を優先する、または「国語力」を持った受験生を優遇する試験制度を導

入する。 

 

【外国語学部】 

 

【現状の説明】 

ア．学生募集方法 

外国語学部は、科目群として、「英語キャリアコース」「英語アドバンストコース」「語学

研究コース」の３つのコースを設けているが、コースによる履修制限等はない。各々のコ

ースに配置されている科目は、社会人としての英語の即戦力、高度な語学力を必要とする

業務での即戦力、学問としての語学（他言語）力を学べるよう構成されている。したがっ

て、将来の目的にあわせて、自分の学びたい科目を選択できるというのが、大きな特徴で

ある。 

平成２０年度入試よりドイツ語学科の募集停止にともない現在は英語学科のみで募集し

ている。 

学生募集活動は、オープンキャンパス、進学説明会、ホームページによる各種情報開示、

模擬講義（外国語学部教員による高等学校等への出張講義）や大学案内等において、本学
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部独自のコース設定の説明を中心に行われている。特に指定校を中心とした高等学校訪問

では、進路指導担当者に本学部の独自のコース説明は勿論のこと、受け入れ態勢やカリキ

ュラムの内容、交換留学制度、受け入れた学生の就学状況に至るまで詳細な説明を行なっ

ている。 

 

イ．入学者選抜方法 

外国語学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入

学（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入

試センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の入試制度を併用している。 

本学部では、一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒテスト）に対する加点評

価を行っていることに加え、英語力を特に必要とするので、一般入試２教科・３教科入試

において「英語」の配点を他の科目より多い１５０点としている。また、マークセンスの

解答方法以外に記述式の解答方法も採用され、他学部との区別化がなされている。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 

外国語学部は、学部を挙げて学生募集の活動を行った結果、平成２０年度入学者は１０４

名、平成２１年度入学者は１００名となり、定員を確保している状況にあるが、今後、さら

なる志願者の増加を目指す必要がある。 

交換留学を目指す者、通訳・翻訳業を目指す者、教員や研究者を目指す者など、意欲や目

的意識の高い学生を募集するために外国語学部の特色を広く広報展開する必要がある。 

 

イ．入学者選抜方法 

英語の学力のある学生を入学させる試験制度は整っている。しかし、現実には指定校推

薦入学やＡＯ入試において、学力試験を伴わない入学試験制度により入学する学生がいる。

今後は、このような制度で入学する学生であっても、一定の英語力のある者を選抜する制

度を構築する必要がある。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

外国語学部では、さらに質の高い学生を入学させるために、外国語学部の学びの特徴や、

充実している交換留学制度（奨学金、卖位認定、交換留学先など）、大学院進学サポート、

ＴＯＥＩＣ○Ｒテストなどの資格取得支援などについて、進学説明会や高等学校訪問を通じ

て告知展開する。 

 

イ．入学者選抜方法 

学力を伴わない入学試験制度において、高等学校における評価を出願条件に加味するな

ど、選抜方法を変更する。 

指定校推薦入学においては、出願条件に評定平均値を付加する。 

ＡＯ入試においては、出願条件に英検などの資格の取得を重視する。 

 

【国際学部】 

 

【現状の説明】 

ア．学生募集方法 

国際学部は、平成２１年度入学生からカリキュラムを改正し、「国際教養専修」「地域研

究専修」の２つの専修を設置し、尐人数教育や体験型の教育を実施している。また、有意

義な海外留学をサポートする準備科目を設置していることなどの特徴を積極的に発信して



- 404 - 

 

いる。「国際教養専修」と「地域研究専修」は、他学部におけるコースと同様に、２年次に

どちらかの専修を選択する。「国際教養専修」は国際社会の変化と文化から環境問題や国際

関係を学び、「地域研究専修」は、为にアジアの国や地域の社会や文化の理解をもとに国際

協力・海外援助の仕組みについて学ぶ。カリキュラムの改正は、学部にとって大きな変更

である。 

学生募集については、オープンキャンパス、進学説明会への参加、ホームページ、模擬

講義（国際学部教員による高等学校等への出張講義）、大学案内、受験雑誌、新聞、駅看

板、電車内広告等の媒体を利用した広報活動を展開している。その他、指定校を中心とし

た高等学校訪問では、国際学部の受け入れ態勢、カリキュラムの内容、就職状況、受け入

れた学生の就学状況、学部改革の方針などの細かい情報を提供している。 
 

イ．入学者選抜方法 

国際学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入学

（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入

試センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の入試制度を併用している。

本学部では、一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒテスト）に対する加点評価

を行っていることに加え、英語力を特に必要とするので、一般入試の２教科・３教科入試

において「英語」の配点を他の科目より多い１５０点としている。また、マークセンス以

外に記述式の解答方法も採用し、他学部との区別化を図っている。 

 

【点検・評価】 
ア．学生募集方法 

学部をあげて学生募集の活動を行っているが、平成２０年度より改善が見られるものの平

成２１年度入試は定員割れの状態が生じた。平成２１年度入学生からのカリキュラムが改正

されたが、まだ二つの専修制や新しいカリキュラムの広報は充分されたとは言い難い状況に

あるため、今後この点の広報展開を強化する必要がある。 

 
イ．入学者選抜方法 

多様な入試制度を実施し、それぞれの制度から、多様な人材を受け入れるという点におい

ては目標を達していると言える。ただし、定員割れという状況にある以上、入試制度も多彩

な受験生が受けやすい制度へと再検討していく必要がある。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

大学全入時代の到来を迎え、入試における広報活動はこれまで以上に重要な意味を持つ。

今後はこれまでの広報活動のみならず、高校生の生活スタイルに合わせた広報活動の展開が

必要となる。志願者を確保するために、携帯電話などのパーソナル・ツール機能を活かした

広報活動の展開やホームページの充実を速やかに実行することで、平成２１年度からカリキ

ュラムを改正したことや、海外留学をサポートする準備科目を設置していることなどの特色

を積極的に告知展開することで、志願者確保につなげる。 

 
イ．入学者選抜方法 

国際学部は外国語学部と同じ入学試験制度を実施し「英語」を必須または、重視している
入学試験制度となっている。しかしながら、国際学部の教育目標やカリキュラム上、英語関
連科目にとどまらず、他の専攻科目も重要である。このため、「世界史」や「日本史」を重
視した入学試験制度を導入する。 
 

【情報学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 



- 405 - 

 

情報学部は、「コンピュータサイエンスコース」「ヒューマンサイエンスコース」「コンテ

ンツテクノロジーコース」の３つのコースを設置し、体系的な教育を実施している。平成

２０年度から設置された「コンテンツテクノロジーコース」は従来のコンピュータサイエ

ンスの領域内のモバイルを中心としたコンテンツに特化した内容になっている。また、情

報学部では、従来から１年次配当科目「基礎数学」と「ゼミナールⅠＡ」で高等学校の数

学の復習と演習を行い、数学の学力の不足を補うとともに学生の履修指導等を行っている。

このような学部、コースの特徴や指導方法のもとに、資格取得や即戦力となるスキルを身

につけるよう指導している。 

これらの内容は、学生募集活動としては、オープンキャンパス、進学説明会への参加、

ホームページ、模擬講義（情報学部教員による高等学校等への出張講義）、大学案内など

のほか、受験雑誌、新聞、駅看板、電車内広告等の媒体を利用した広報活動を展開してい

る。また、指定校を中心とした高等学校訪問は、情報学部の受け入れ態勢、カリキュラム

の内容、就職状況、受け入れた学生の就学状況、学部改革の方針などの細かい情報を提供

している。 

 

イ．入学者選抜方法 

情報学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦入学

（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学入

試センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の入試制度を併用している。 

本学部では数学を重視し、一般入学試験の２教科・３教科入試においては、「数学Ⅱ」を

試験範囲に含めている。また、ＡＯ入試（スカラシップⅠ種・Ⅱ種）では、基本情報技術者

等の資格を重視している。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 

情報学部は、学部を挙げて学生募集の活動を行った結果、平成２１年度入試は定員を確保

することができたが、今後とも志願者を増やす方策が必要。しかし、カリキュラムの内容、

コース制の長所や基本となる「数学」の指導についての情報などさらに充分な広報が必要で

ある。特に、多様な入試制度を設置し「数学」のできる人材の確保だけでなく、「情報」に

関心のある人材の確保が必要であり、このための広報を充実する必要である。 
 

イ．入学者選抜方法 

「数学」を重視し、他学部が「数学Ⅰ・数学Ａ」の範囲で出題しているのと異なり、２教

科・３教科入試では「数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ」を出題範囲としている。学部の内容から適

切である。しかしながら、基礎力検査、総合学力試験においては、「数学Ⅰ・Ａ」を出題範

囲とし、しかも平成１９年度から必須としていない。学部の内容が数学の素養を要すること

から再度検討する必要がある。また、多様な入試制度を実施し、それぞれの制度から多様な

人材を受け入れるという点においては「数学」を受験しないで他の科目だけで受験する学生

を今後いかに受け入れるか検討を要する。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

平成１９年度入試から公募制推薦入学での基礎力検査と、一般入学試験の総合学試験に

おいて「数学」を必須としていない。このため、「数学」の素養に欠けている生徒であっ

ても入学することが可能である。 

入学後は、「基礎数学」において高等学校の数学の復習をし、「ゼミナールⅠＡ」で数

学の演習を行い、数学の学力不足を補っている。また、学習支援室でのサポートもあわせ

て受けることにより、数学が苦手な学生でも情報学部生として学べるよう指導している。 

こうした取り組みは、高等学校教諭や保護者また本人にとって安心して入学できる根拠
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となる。従来、進学説明会、高等学校訪問、オープンキャンパスなどでの広報はしている

が、具体性に欠けていた。今後、この「数学」の補修、演習の状況や教材など具体的に示

すことにより広報展開に繋げていく。 

 

イ．入学者選抜方法 

数学の学力の务る者が入学してきていることは事実である。その原因として、公募制推薦

入学における基礎力検査、一般入学試験における総合学力試験と２教科入試において、数学

は必須でない。また、指定校推薦入学においても、数学に関する条件が課されていない。 

今後、この点を解消するために、指定校推薦入学や一般入学試験における数学の必須の復

活を検討する。 

 

【企業情報学部】 

 

【現状の説明】  

ア．学生募集方法 

企業情報学部は、「会計・ビジネス情報コース」「医療福祉経営コース」「ＩＴコース」の

３つのコースを設置し、体系的な教育を実施している。設置されている科目は同じである

ので、ひとつの学部でビジネスとマネジメント（医療や福祉に特化した）と情報について

学べることになる。本学部のひとつの特徴として、教職課程において、高等学校教諭免許

状の「商業」に加え、平成２１年度入学生から「情報」の免許が取得可能となった。 

学生募集においては、これらの学部内容、コース説明や教職課程さらに平成２０年度の学

費改定、学費減免制度についてオープンキャンパス、進学説明会への参加、ホームページ、

模擬講義（企業情報学部教員による高等学校等への出張講義）、大学案内などのほか受験雑

誌、新聞、駅看板、電車内広告等の媒体を利用した広報活動を展開している。 

 

イ．入学者選抜方法 

企業情報学部は、公募制推薦入学、専門学科・総合学科推薦入学、ＡＯ入試、特別推薦

入学（スポーツ・文化活動）、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学、一般入学試験、大学

入試センター試験利用入学試験、編入学試験、社会人入学試験の多岐にわたる制度を運用

している。一般入試において資格（英語検定やＴＯＥＩＣ○Ｒ）に対する加点評価を行って

いる。 

 

【点検・評価】 

ア．学生募集方法 

平成２０年度の「学費改定」と「学費減免制度」に加えて、平成２１年度の教職課程か

ら高等学校教諭一種免許状の「情報」の免許が取得可能になったことなど、いろいろな変

化と同時に学部の内容について高等学校訪問等を通じて広報展開してきた。 

企業情報学部における定員充足できていない現状については、次のように分析している。

表Ⅳ－６に示すように普通科の受験生が圧倒的に多いが、商業科の受験生の入学率が高く

なっている。このことは、商業科の受験生は企業情報学部の教育目的や教育目標を十分理

解して学部選択していることを示唆するものである。 

 

表Ⅳ－６ 企業情報学部（全入試制度）の入学状況 

区  分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

普通科 140 132 123 47（38.2%） 

商業科 10 10 9 9（100.0%） 

その他 14 14 14 6（42.8%） 

合 計 164 156 146 62（42.5%） 
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一方、普通科の受験生には中学、高等学校では未履修の分野であり、新聞やメディアで

報道されているものの、企業情報学部で学ぶ会計・ビジネスは実社会で重要視されている

ことを理解されづらい点が課題である。本学にとって、企業情報学部は実学教育の学部で

あり、簿記と情報の融合を狙いとする企業情報学部はこれまでの商学をさらに的確に捉え

ようとする特色を普通科出身の受験生にどうアピールするかは今後、定員充足を満たすか

どうかに関わる重大事である。また、図Ⅳ－２に示すとおり、企業情報学部に入学した０

６年度生、０７年度生および０８年度生の２年次におけるコース選択状況では、企業情報

学部は会計・ビジネスコースを選択しており、教育目的・教育目標に沿うようなコースの

選択をしている。企業情報学部については、受験生にもっと「学ぶことの重要性」や「学

ぶ楽しさ」を実感できるよう、オープンキャンパスでの模擬講義や高等学校内での入試相

談会で広報展開する。 

 
図Ⅳ－２  企業情報学部の学生の２年次におけるコース選択状況 

 

イ．入学者選抜方法 

現在の入学試験は、各学部共通の制度であり、企業情報学部部独自の特徴を組み入れて

いない。商学、経済学等の本学の他学部（流通科学部、経営学部、経済学部）と内容は同

じである。企業情報学部の現在の志願者状況から考えれば、新たな制度、出願条件または

入学条件の検討が必要である。 

 

【改善方策】 

ア．学生募集方法 

平成２０年度の「学費改定」と「学費減免制度」は他学部と同様である。同じ広報展開

しながら、志願者が増えている学部がある以上、志願者が増えていないのは「学費」が原

因とは言い難い。今後は、企業情報の特徴である実社会で重視されている会計・簿記と、

「ビジネス」「マネジメント」「ＩＴ（情報）」が同時に学べる学部として、高等学校訪問、

進学説明会などを中心とした広報活動において告知展開していく。 

 

イ．入学者選抜方法 

現在は、各学部共通の入学者選抜方法で実施しているが、商業科出身者の入学手続き率

が高いことに鑑み、募集人員における「専門学科・総合学科推薦入学」の比率の変更や、

出願資格時における簿記や情報に関する取得資格の評価の見直しを行う。 

 

２.入学者受け入れ方針等 

 

（１）入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

06

07

08

会計・ビジネス 医療福祉経営 IT

企業情報学部の学生の割合（％） 

入
学
年
度 



- 408 - 

 

【現状の説明】 

「本学は、教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に

寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」ことを「建学の精神」つまり、理

念としている。本学は、創設以来、一貫して実践的な人材の育成が理念であり、特に、次

の３項目に重点をおいて教育を行ってきた。 

① 世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成 

② 産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成 

③ 学産協同の理念の徹底 

 

【点検・評価】 

本学の理念・目的・教育目標に沿った入学者受け入れ方針が設定されており、評価でき

る。 

 

【改善方策】 

入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係は、現状では適切

であると考えられるが、今後、引き続き検証して行く。 

 

（２）入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 

【現状の説明】 

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）においては、「目的意識が高く、多様

な能力をもった熱意や意欲のある人材」を求めている。これらの人材を学力試験だけに偏

らずに様々な多様な入学試験制度を設けている。 

「学力のある人材」は、学力を中心に選抜する制度として、「一般入学試験」、「大学入試

センター試験利用入学試験」において選抜している。 

「総合力のある人材」は、高等学校での評価等を加味して選抜する制度として、「公募制

推薦入学」、「併設高等学校推薦入学」、「指定校推薦入学」で選抜している。 

「実践的な人材」、「多様な能力（資格取得者、課外活動実績のある者等）をもった人材」、

「熱意･意欲のある人材」は、学業だけでなく課外活動において秀でた能力を発揮し、入学

後も为体的に勉学や課外活動、自分の目標達成などに取り組む意思がある者を対象とする

「ＡＯ入試」、高等学校においてスポーツ分野あるいは文化活動で優れた実績がある者を対

象とする「特別推薦入学（スポーツ・文化活動）」「併設高等学校特別推薦入学」、高等学校

の商業科・工業科・総合学科などに在籍し、学業だけでなく資格取得にも力を入れ、入学

後もその能力を伸ばそうという意欲がある者を対象としている「専門学科・総合学科推薦

入学」、本学の卒業生の子女、兄弟姉妹および本学在学生の兄弟姉妹であることを出願資格

とし、大阪学院大学の教育理念を理解して、校風の継承と特色ある教育活動の活性化に意

欲のある生徒を募集する「ファミリー推薦入学」、豊かな経験を持った社会人を入学させる

ことにより学内の活性化を図るとともに、従来の学生との相乗効果を期待する「社会人入

試」、３年次への「編入学試験」などで選抜している。 

カリキュラムの現状は、各学部とも共通科目の学修により、大学で学ぶための教養を身

につけ、基礎科目から、着実に学び、専攻科目で各学部・学科で開設された専門分野の理

解を深め、演習科目で学修を極めていくシステムが中心となっている。 

このシステムにより、学生は初歩から段階的に学ぶことができるので、無理なく、また

着実に目標達成に向けて学修を進めることができる。 

 

【点検・評価】 

入学者受け入れ方針に基づき、これらの人材を受け入れるために、①学力を中心に選抜

する制度、②高等学校での評価等を加味して選抜する制度、③実践的な人材、多様な能力
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（資格取得者、課外活動実績のある者等）をもった人材、熱意･意欲のある人材を選抜する

制度に分けて実施している点についても適切であるため、本学の「入学者受け入れ方針」

（アドミッション・ポリシー）に沿った制度と言える。 

また、各学部においては学部の学びの方向性を意識させるため、カリキュラムにおいて

入学時あるいは２年次に決定するコース（専修）選択制を設けることにより、専門分野を

より深く学べるよう配慮している。また、各学部のコース選択制に加え、全学共通のキャ

リアアッププログラム、ホスピタリティ・マネジメント・プログラム、インターンシップ・

就業体験プログラムなど実践的なプログラムを充実させることにより、視野を広げること

ができるようにしており評価できる。 

 

【改善方策】 

「全入時代」においては、質の高い学生ばかりを確保するのは困難であり、熱意・意欲

はあっても、やや学習習熟度が低い学生を実際に受け入れざるを得ない。そういった学生

を教育または支援するために本学では、入学前教育や学習支援室において高校学校の補修

授業等を実施し、個々の力を伸ばすサポートをしている。 

これらのサポートにより、入学者選抜とカリキュラムの間に生じる乖離を埋めてゆくこ

とが出来るので、今後とも、このサポートを充実させて継続する。 

 

３．入学者選抜の仕組み 

 

（１）入学者選抜試験実施体制の適切性 

 

【現状の説明】 

本学の各入学試験は、入試委員会のもとに置かれた入試実行委員会を中心に実施してい

る。教育職員、事務職員が役割を分担し、これにあたっている。実施に当たっては、実施

要領、監督要領、災害時避難マニュアル等を作成し厳密な実施に努めている。また、入学

試験時の静穏な環境の保持、部外者の入校の制限などを行っている。面接は入試判定委員

会、ＡＯ入試のインタビューはＡＯ委員会が担当する。 

合否判定は、入試委員会で判定基準の原案を作成し、教授会で原案の適否を判定する。

なお、学科試験等を伴う選抜においてはすべて点数化しており、面接評価を中心として選

抜する入学試験においては４段階評価で合否判定を行っている。入試判定委員会とＡＯ委

員会は、この面接評価を中心として選抜する入学試験の判定において、教授会に代わり判

定基準の原案の適否を判定する。 

入試委員会は、入試実行委員長、各学部長、教務部長、学生部長等で構成されている。

入試実行委員会は、入試実行委員長を中心として、各学部から選出された委員で構成され

ている。入試判定委員会・ＡＯ委員会は、基本的に同じ構成員で、入試委員会の構成員に

入試実行副委員長、各学部長代理、教務部長代理、学生部長代理等が加わる 

 

【点検・評価】 

入学者選抜試験実施は、計画的、組織的に実施されることが重要である。また、公平、

公正に試験が実施しており、計画的、組織的な運用が確保されていると考えている。また、

実施要領、監督要領、災害時避難マニュアル等をさまざまな観点から検討のうえ作成し、

関係部局とも事前に協議して入学試験をすすめているので、公平、公正な入学試験が実施

されていると考えている。 

合否判定にあたっては、透明性、公平性、妥当性が重要である。本学では、入試委員会･

各学部教授会（または入試判定委員会またはＡＯ委員会）審議しており、透明性、公平性、

妥当性は十分保たれていると考えている。 

一方、入学試験制度の多様化や、高校教育への影響の配慮により、同一日に複数の入試
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を同時に実施することが多くなってきている。今のところは、計画的に十分調整の上実施

しており、特に問題は出ていないが、入学試験の重要性に鑑み、今後も無理なく実施でき

るように十分配慮していかねばならない。 

 

【改善方策】 

本学では、多様な入学試験制度を設けているが、入学試験の実施には、高校教育への影

響や、本学の授業時間など様々な要因を考慮すると、土・日曜日や祝日の入学試験の実施

が多くなり、同一日に複数の入学試験を実施することが多くなる。今後は、学内各部局と

の連絡調整、高等学校の情報の収集を徹底し、同一日複数入試のさらなる円滑な実施をす

すめるとともに、入学試験日程の分散化をすすめる。 

 

（２）入学者選抜基準の透明性 

 

   【現状の説明】 

入学者選抜基準は、可能な限り公表し、透明で受験者にとってわかりやすいものとなる

よう工夫している。一般入学試験などの点数化する試験においては、データ公表を前提と

している。前年度の入試データは、入試ガイド等の広報誌およびホームページに掲載して

いる。志願者数、受験者数、合格者数とともに合格最低点、合格最高点、受験者平均点等

を公表している。また、同時に入学試験問題も一部抜粋して公表している。 

面接や書類審査等を重視する入試・ＡＯ入試については、志願者数、受験者数、合格者

数とともに過去の自己アピールの実例や取得資格の実例等の公表を行っている。また、当

年度出題される課題をあらかじめ公表し実施する制度もあり、これにより受験者に求める

基準の明確化を図っている。 

 

【点検・評価】 

入学試験においては、過去の試験問題とその合格基準が公表されていることが重要であ

る。本学では、入試ガイド等の広報誌およびホームページを通しこれらを公表している。

また、入試相談会やオープンキャンパスなどの参加者には、個別に説明し、理解を深めて

もらえるようにしており、透明性は確保できていると考えている。ただし、入試問題は、

紙面の都合上、出題委員会が標準的と認めたもののみの公表にとどまっている。 

面接や書類審査等を重視する入試・ＡＯ入試については、明確な選抜基準は公表になじ

まないが、過去の自己アピールの実例や取得資格の実例等の公表を行うことにより理解を

深めてもらうよう努力している。入試相談会やオープンキャンパスなどの参加者が、面接

や書類審査等を重視する入試・ＡＯ入試の受験を希望する場合は特に時間をかけて説明し

ており、理解を得ていると考えている。 

 

【改善方策】 

入試問題は、できるだけ多く、できればすべて公表するのが望ましいが、現状では一部

（出題委員が標準的と認めたもののみ）しか公表していない。入試ガイド等への掲載にお

いては、紙面の都合上、これ以上の公表は難しいと考えているが、できるだけ多く公表で

きるようにしなければならない。また、実施した試験問題の持ち帰りや、過去の実物の試

験問題の開示などもすすめる必要がある。 

 

（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 

 

【現状の説明】 

本学で実施している各入学試験の志願者数、高等学校からの要望、他大学の動向を踏ま

えながら、入試委員会において、前年度の入学試験が公正かつ妥当に実施されたかを入学
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試験結果のデータを基に検証を行い、次年度の入学者選抜方法を決定する。 

 

【点検・評価】 

入試委員会において、各学部の意見は、学部を代表する学部長が集約している。高等学

校からの要望、他大学の動向、入学試験に関する志願者数、受験者数、合格者数とともに

合格最低点、合格最高点、受験者平均点等の本年度と前年度のデータを入試実行委員長が

集約し、入試委員会に提出している。さらに、試験問題の適切性に関する検証結果をあわ

せて報告している。これらを総合して入試委員会において、公正性・妥当性を検証してい

る。そのうえで、次年度の入学者選抜方法を決定している。 

これらにより、公正性・妥当性を確保するシステムは機能していると考える。 

 

【改善方策】 

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はすでに導入されており、

改善する必要はない。 

 

４．入学者選抜方法の検証 

  

（１）各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

 

【現状の説明】 

学力試験を伴う入学試験の問題は、入試実行委員会のもとで、出題教科・科目ごとに設

置された出題委員が作成している。 

問題作成前に、各委員会では、前年度の試験問題の解答データを参考に、試験時間に忚

じた出題量・出題内容で難易度が適切であったかを確認し、それらの結果を参考に次年度

の問題作成に取りかかる。問題が仕上がった時点で、出題委員が相互に出題量・出題内容

の点検および、難易度の検証を行い、問題点がなければ入学試験問題として使用する。な

お、入学試験全日程終了後、出題委員が相互に問題の分析・評価を行うとともに、外部組

織にも分析・評価を依頼している。 

 

【点検・評価】 

入学試験問題の事前・事後点検は科目ごとの出題委員会において組織的に行っており、

これまで十分に機能しているものと考えられていた。しかし、平成２１年度入学試験にお

いて外部から出題ミスの指摘があり、問題化している。今後は出題ミスを防げなかった原

因を徹底的に究明するとともに、内部統制の強化を図って対処していかなければならない。 

 

【改善方策】 

入試問題を検証する仕組みは確立されている。出題ミスについては、出題内容、問題の

量、問題の難易度等とは次元が異なる。したがって、①作成された問題の確認回数を増や

す。②出題者相互に確認する人数を増やす等、多くの目で確認する以外に方法はない。出

題ミスが出ないよう、①、②の両方または一方を実行していく。 

 

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）入学者数の比率の適切性 

 

【現状の説明】 

平成 17 年度から平成 20年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のと

おりである。なお、本学部は編入学定員を設けていない。 
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学部・学科 区  分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

流通科学部 入学定員 300 300 300 200 

流通科学科 入学者数 101 
 

69 82 90 

 入学者数／入学定員比率 0.34 
 

0.23 0.27 0.45 

 収容定員 1,237 1,212 1,200 1,100 

 在籍者数 593 472 396 344 

 在籍者数／収容定員比率 0.48 0.39 0.33 0.31 

経営学部 入学定員 300 300 300 200 

経営学科 入学者数 248 167 133 243 

 入学者数／入学定員比率 0.83 0.56 0.44 1.22 

 収容定員 1,238 1,213 1,200 1,100 

 在籍者数 1,206 1,017 836 768 

 在籍者数／収容定員比率 0.97 0.84 0.70 0.70 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経営学科 入学定員      100 

 入学者数    62 

 入学者数／入学定員比率    0.62 

 収容定員    100 

 在籍者数    62 

 在籍者数／収容定員比率    0.62 

経済学部 入学定員 550 550 550 450 

経済学科 入学者数 396 242 325 539 

 入学者数／入学定員比率 0.72 0.44 0.59 1.20 

 収容定員 2,275 2,225 
 

2,200 2,100 

 在籍者数 2,053 1,650 1,370 1,448 

 在籍者数／収容定員比率 0.90 0.74 0.62 0.69 

法学部 入学定員  275 275 275 

法学科 入学者数  112 92 168 

 入学者数／入学定員比率  0.41 0.33 0.61 

 収容定員  275 550 825 

 在籍者数  112 199 360 

 在籍者数／収容定員比率  0.41 0.36 0.44 

外国語学部 入学定員 100 100 100 100 

英語学科 入学者数 109 73 63 104 

 入学者数／入学定員比率 1.09 0.73 0.63 1.04 

 収容定員 400 400 400 400 

 在籍者数 452 419 358 337 

 在籍者数／収容定員比率 1.13 1.05 0.90 0.84 

国際学部 入学定員 200 200 200 200 

国際学科 入学者数 115 51 71 84 

 入学者数／入学定員比率 0.58 0.26 0.36 0.42 

 収容定員 845 815 
 
 

800 800 

 在籍者数 603 450 356 325 

 在籍者数／収容定員比率 0.71 0.55 0.45 0.41 

情報学部 入学定員 100 100 100 100 

情報学科 入学者数 97 51 36 65 

  入学者数／入学定員比率 0.97 0.51 0.36 0.65 

  収容定員 400 400 400 400 

  在籍者数 427 361 286 261 

  在籍者数／収容定員比率 1.07 0.90 0.72 0.65 
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学部・学科 区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

企業情報学部 入学定員 300 300 300 200 

企業情報学科 入学者数 92 76 47 83 

 入学者数／入学定員比率 0.31 0.25 0.16 0.42 

 収容定員 1,200 1,200 1,200 1,100 

 在籍者数 504 405 304 297 

 在籍者数／収容定員比率 0.42 0.34 0.25 0.27 

学部合計 入学定員 2,175 2,175 2,175 1,825 

 入学者数 1,394 845 853 1,438 

 入学者数／入学定員比率 0.64 0.39 0.39 0.79 

 収容定員 8,925 8,775 8,700 8,350 

 在籍者数 7,143 5,791 4,639 4,467 

 在籍者数／収容定員比率 0.80 0.66 0.53     0.53 

 

【点検・評価】 

上記のとおり、大学全体で見てみると、入学者数は、平成 18年度まで大幅な減尐を続け

ていたが、平成 20 年度より増加に転じている。入学定員についても平成 20 年度より 300

名減尐させたことで、入学定員比率も 0.39から 0.79 に上昇している。 

これは、教職員の教育改善に対する真摯な取り組み及び教育開発支援センターによる教

学支援、教職員支援や学生支援等の全学的な教育改善への取り組み等の成果が現れ始めた

からであると考えられる。しかし、入学定員比率が、1.00を超えているのは、経営学部経

営学科、経済学部経済学科及び外国語学部英語学科の３学科に過ぎず、他５学科について

は入学定員を充足していない。また、収容定員比率においても、全学部が 1.00以下となっ

ており、改善を要する状況は続いている。 

 

   【改善方策】 

各比率を回復させるには、第一に入学者・志願者を増加させることが求められる。尐子

化に伴い現在の大学は、ユニバーサル化・学生の多様化による大学自体の大衆化、多様化

が進行しており、本学においても志願者・入学者の減尐に伴って、様々な履修歴を持った

学生の入学により、従来の教育方法のみでは、成果を期待できない状況が生じている。こ

れに対忚するため、平成 20年度より新に教育ビジョンとして次の４つの柱「①４年間一貫

した尐人数ゼミナール②確かな学力を培う講義と支援体制③英語力強化プログラム④魅力

的なキャリア教育」を掲げて教育改革を進めている。これは、教育課程の改善のみではな

く、本学の教育力を強化するための教職員自らの改革でもあり、その実行は学生・社会と

の約束でもある。このような改革とその成果が本学の教育特色の一つとなり、魅力ある大

学として、より多くの高校生等から志望される大学をめざす。また、一方、収容定員の比

率の下落は、退学者及び除籍者を減尐させることにより避けることができ、退学者・除籍

者の減尐も喫緊の課題である。本学の退学者・除籍者数は、平成２０年度の通学課程にお

いては３３４名であった。その理由は様々であるが、「就学意欲の喪失、卖位不足」を上げ

るものが多くおり、上記の教育改革などにより今後の退学者・除籍者の減尐につなげたい。 

 

   （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忚策とその有効性 

  

【現状の説明】 

志願者数の減尐と定員の下方修正 

本学への入学者数と大学全体の定員は平成１６年度入学生から平成１９年度と４年間

減尐している。平成１６年度に大学の定員を２，２５０名から２，１７５名と減じたが、

尐子化による１８歳人口の減尐に加え、社会の経済状況の悪化に伴い平成１８年度には８
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４５名の入学者数となった。平成１９年度には入学者数は横ばいの８５３名であった（図

Ⅳ－３）。この約８５０名は高学費にも関わらず入学を希望する固定値と考えられる。しか

しながら、定員確保の障害となっているのは、景気悪化の状況にあって、学費が高いこと

が起因していると考えた。そこで、平成２０年度には、大学の定員を２，１７５名から１，

８２５名と下方修正するとともに、学舎建設の中・長期計画に基づき、キャンパス整備が

ほぼ完了したことから、施設・設備費を下げ、学費の大幅な減額策を行った。大学の緩や

かな大学定員の下方修正と大幅な学費値下げを敢行し、大学広報による学費値下げを周知

することによって、志願者数および入学数の増大を目指した。 

 

【点検・評価】 

入学者数のＶ字回復と教育改善 

入学者数の減尐による定員割れが４年連続したが、学費の値下げを行った平成２０年度

の入学者数は１，４３８名と増加し、平成２１年度は１，６５４名と増加した（図Ⅳ－４）。

本学は定員の下方修正による定員充足率を高めることよりも、学費改定（値下げ）によっ

て、入学者数は増大したと認識している。平成２２年度は本学への入学者がどの程度増え

るかの予測について毎年、開催しているオープンキャンパスへの参加者数の推移を示した

（図Ⅳ－５）。その結果、近年の受験生のオープンキャンパスへの関心が高いためか一般的

に参加者は増加傾向にあるが、平成２２年度のオープンキャンパスの参加者数は昨年度と

比べて１．１２倍である（平成 21年度２，５８３名から平成 22年度２，８８７名）。こう

した全学的な大学広報への取り組みによって、参加者数は右肩上がりの増加を示している。

過去のデータからオープンキャンパスの参加者数と入学者数の間には正の相関関係があり、

平成２２年度も入学者は平成２１年度よりも増えるものと確信している。また、受験生か

らの大学案内等の資料請求者も学費改定の周知に努めた平成１９年度から増加傾向にある。

しかし、本学の学費改定だけによって入学者が増大したことによるとは考えていない。 
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本学が１８歳人口の減尐という社会的背景下にあっても、平成２０年度入学生から増加

しているのは教職員の努力によるものだと考えている。平成１８年１０月に OGU 教育開発

支援センターを開設し、学部・教学支援、教職員支援や学生支援といった全学的な教育改

善に取り組み、その様子を FD ジャーナル誌「渺望」に纏め全国の高等学校に配付するなど

の教育改善に対する真摯な取り組みが入学者数の増大に深く関与しているものと考えてい

る。教育改善の取り組みは学生による授業評価である授業担当者に関する評価項目におい

て、平成１８年度後期から「そう思う」から「強くそう思う」と肯定的な回答をする学生

が顕著に多くなっている。教職員の教育改善を目指したＦＤ活動が在学生の授業評価に反

映していると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善方策】 

１．学部格差、教育研究組織の検討 

学費改定や教職員の教育改善の取り組みによって、平成２０年度以降の増加は本学の教

育システムの改善、入試広報によるものとすれば、今後も広報活動や教育改善に向けた取

り組みの強化が重要である。こうした取り組みによって、大学全体は現在、Ｖ字回復の途

上にあり、今後も定員確保に向けた不断の努力が望まれるものの、こうした大学全体の取

り組みの成果は実際には学部間で差が生じている。すなわち、流通科学部や企業情報学部

といった学部では、顕著な入学者の増大が見られなかった。平成２２年度の入試結果や近

畿の志願者動向を踏まえて、教育組織の再編の検討を進める。 
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図Ⅳ－８ 授業評価における授業担当者の授業に対する評価結果 
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図Ⅳ－７ 大学案内等資料請求者数の推移。 
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 ６．編入学者、退学者 

 

  （１）退学者の状況と退学理由の把握状況 

     

  【流通科学部】 

 

【現状の説明】 

除籍・退学は全学的に、平成２０年度は平成１７年度から平成１９年度に比べて減尐し

ている。本学では退学手続きに際しては、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握

や退学理由が明確でない学生には相談にのり、学業継続の可否を確認すると共に個別にア

ドバイスを行っている。また面談により退学意思の固い者については、「退学願」を受理す

ると共に、保証人にも確認を取ったうえ、学部教授会での審議を経て、退学処理を行なっ

ている。 

退学理由の为なものは「就学意欲の喪失」を含む「卖位不足」が大半である。また、「進

路変更」は減尐傾向にある。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデル

修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導として、

教育懇談会では三者による懇談ができるように呼びかけをしている。 

教育懇談会は全学年を対象として、前期終了時期に成績・出席状況等を資料としてゼミ

ナール教員との保護者及びあるいは当該学生を含んで懇談を行っている。平成２０年度か

らは、さらに初年次教育懇談会として、１年次生を対象に前期の成績がでるまでに、保護

者や本人が出席状況とゼミナールでの学修の状況をもって、ゼミナール担当者等との懇談

を行い、大学での勉学や大学生活についての相談に忚じている。また、出席状況の芳しく

ない学生については、懇談会に出席願うように通知している。さらに、後期の成績につい

ては前期のオリエンテーションまでに保護者に送付し、説明会への参加を保護者からも促

すように依頼することとしている。 

流通科学部の最近４年間の退学者数（実数）については、平成１７年度３８名（６．３％：

在籍者数に対する割合、以下同様）、平成１８年度３５名（７．３％）、平成１９年度２０

名（５．０％）、平成２０年度１９名（５．４％）と推移している。退学理由は「就学意欲

の喪失」「卖位不足」が大半を占めている。平成１７年度では、就学意欲の喪失（１６．７％）・

卖位不足（９．３％）、・進路変更（２９．６％）、平成１８年度では、就学意欲の喪失（９．

４％）・卖位不足（１８．９％）、・進路変更（２４．５％）、平成１９年度では、就学意欲

の喪失（１０．３％）・卖位不足（１７．２％）、・進路変更（２７．６％）、平成２０年度

では、就学意欲の喪失（３３．３％）・卖位不足（１４．８％）、・進路変更（１１．１％）、

となっている。４年次生以上の学生（留年生）では卒業必要卖位数が充足できずに卒業が

延期になることによる「卖位不足」が増加し、２・３年次生では他大学への編入などの「進

路変更」や「就職」、「経済的事由」が为な理由となっている。また下位年次生では、大学

進学時のミスマッチなど大学生活に馴染めない等の理由も見られる。なお、除籍者の大半

は、学費未納による除籍者であるが、平成１７年度１６名（２．６％：在籍者数に対する

割合、以下同様）、平成１８年度１８名（３．８％）、平成１９年度９名（２．２％）、平成

２０年度８名（２．３％）の学生が除籍となっており、この数字も在籍者数の減尐から考

えると尐なくないのが現状であり、退学する遠因ともなっている。 
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  表Ⅳ―１ 流通科学部の退学者数（学費未納による除籍者数を含む）  

      年次 

年度    
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 合計 

17年度 5 19 7 23 54 

18年度 2 11 8 32 53 

19年度 6 5 3 15 29 

20年度 4 8 5 10 27 

 

【点検・評価】 

退学の理由が、卖位不足や就学意欲の低下、他大学受験・各種学校・就職に伴う進路変

更、経済的事由、対人関係等々、多様であるが、退学理由の把握や退学理由が明確でない

学生には相談にのり、学業継続の可否を確認すると共に個別にアドバイスを行い学業継続

にいたる場合と、面談によっても退学意思の固い者については、保証人にも確認を取った

うえで「退学願」を受理することになるのは極めて残念である一方で、本人の将来を考え、

本人の意思を尊重することにもなるという面もあることになり、教育の現場に携わるもの

としては複雑な思いがある。 

 

【改善方策】 

退学に至る理由が如何なるものであるとしても、可能な限り懇切丁寧な助言を行い学業

継続にいたる努力をする。 

 

【経営学部】 

 

【現状の説明】 

全学的にみて、平成２０年度の除籍・退学は、平成１７年度から平成１９年度に比べる

とほぼ横ばいの状況といえる。 

本学では退学手続きに際して、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握に努めて

いる。同時に、退学理由が明確でない学生には相談を実施し、学業継続の可否を確認する

と共に個別にアドバイスを行っている。また面談を通じて退学意思の固い者については、

「退学願」を受理すると共に、保護者にも確認を取ったうえ、学部教授会での審議を経て、

退学手続きを進めている。 

退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半を占める。２・３年次生では「進

路変更」が多かったが減尐傾向にある。また、他の理由では特段の変化は見られない。 

保護者へは学期ごとに履修状況と成績表を送り、保護者にもわかりやすく学修状況を把

握できるようにモデル修得卖位数等を示している。また本人・保護者・大学（ゼミナール

担当者を含む）による双方向のコミュニケーションを意識した指導をめざし、教育懇談会

では三者による懇談が可能なように配慮している。例年８月末に行われる教育懇談会では

全学年を対象に、前期終了時の成績・出席状況等を資料として、ゼミナール教員と保護者、

学生を含んでの懇談を行っている。 

平成２０年度からは、新たに初年次教育懇談会を始めた。これは入学後に新入生が直面

するさまざまな課題に迅速に対忚するため、１年次生を対象として行われるものである。

前期の成績が出るまでに、ゼミナールや語学などでの出席状況や学習状況をもとに、保護

者および学生とゼミナール担当者等との懇談を行い、大学での勉学や大学生活についての

相談に忚じている。また、出席状況の芳しくない学生については、特に、保護者に対し懇

談会に出席いただくよう案内している。 

平成２０年度から、後期の成績についても翌年度前期のオリエンテーションまでに保護

者へ送付し、新学期説明会への学生の参加を保護者からも促すように依頼している。 
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＜経営学科＞ 

除・退学率①は、在籍者数を分母として、除籍・退学者を計算したものである。経営学

科（旧経営科学部生と経営学部経営学科生の合計）の最近５年間の退学率については、平

成１６年度７．６％、平成１７年度８．０％、平成１８年度７．０％、平成１９年度８．

８％、平成２０年度８．５％となっている。ほぼ、この５年間７．０％から８．８％で安

定して高く推移している。 

 

表Ⅳ―１ 除・退学率①の推移                         

項目,   年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

除・退学率①(%) 7.6 8.0 7.0 8.8 8.5 

全学平均(%) 8.0 7.8 7.8 8.3 7.3 

 

退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半を占めているが、４年次生以上で

は、卒業必要卖位数が充足できずに卒業延期になる「卖位不足」が増加し、２・３年次生

では、「進路変更」が多い。また下位年次生では、大学進学時のミスマッチなど大学生活

に馴染めない等の理由も見られる。 

除・退学率②は、入学者＋転入・転籍者－転出者を分母として、除籍・退学者を計算し

たものである。平成１６年度卒業生２６．０％、平成１７年度卒業生３０．２％、平成１

８年度卒業生３０．３％、平成１９年度卒業生２１．２％、平成２０年度卒業生２７．８％

となっている。全学平均と比較しても、低いのは、平成１９年度卒業生のみであり、３．

０～６．０％高くなっている。 

 

表Ⅳ―２ 除・退学率②の推移                          

     年度 

項目, 

平成16年度卒業 

(平成13年度入学) 

平成17年度卒業 

(平成14年度入学) 

平成18年度卒業 

(平成15年度入学) 

平成19年度卒業 

(平成16年度入学) 

平成20年度卒業 

(平成17年度入学) 

除・退学率②(%) 26.0 30.2 30.3 21.2 27.8 

全学平均(%) 23.0 25.7 26.8 24.1 22.0 

 

これについては、経営学部が、他学部と比較して、入学者が相対的に多く、大学になじ

めない学生が多数在学していた背景がある。この２年間のさまざまな取り組みの成果は、

まだこれからであり、今後の状況を分析する必要がある。 

 

＜ホスピタリティ経営学科＞ 

ホスピタリティ経営学科は、開設して間がないため、経年的な変化は存在していない。

平成２０年度の退学者が５名(８．１％)、除籍者１名(１．６％)となっている。その背景

には、本学科がわが国最初のホスピタリティ経営学科という名称を冠していることがある。

欧米では周知されているホスピタリティという言葉は、未だわが国では一般的でなく、学

生の側から見て、進路選択にあたってミスマッチがあったことが考えられる。また開設初

年度ゆえに行なわれた追加募集により入学した学生のニーズが、学科内容との適合性を欠

く例もあった。 

 

【点検・評価】 

各卒業年度生別除・退学率②の推移は、惨憺たるものである。これについては、経営学

部が、他学部と比較して、入学者が相対的に多く、大学になじめない学生が多数在学して

いた背景がある。この２年間のさまざまな取り組みの成果は、まだこれからであり、今後

の状況を分析する必要がある。しかし、次のような明るい兆候も見られる。 

除・退学率①が尐し減尐をし始めており、徐々にではあるが、平成２１年度卒業除・退

学率②では尐し効果が期待できるのではないか、と考えている。 
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【改善方策】 

初年次生への取り組みとして、これまでも初年次教育や春の初年次教育懇談会、夏の教

育懇談会の開催に際し、一定卖位以下の学生をピックアップして、学部長から保護者へ教

育懇談会の出席を要請する文書の発送などを通して、できるだけ話し合いの機会を確保し

てきた。 

しかし、いわゆる思春期で未完成の年代ゆえに、未だ大学生としての自覚に欠ける学生、

あるいは急激な変化に戸惑う学生などが、かなりいるのも事実である。このように新たな

環境に適忚するに際し、手助けを必要とする学生には、より一層、ゼミなどの尐人数教育

の場を通じて情緒的でコミュニケーション重視型の取り組みを行う。 

今後、こうした課題に対して、とりわけゼミナールⅠを中心に、よりコミュニケーショ

ンを高めるための機会(たとえば、昼食会、遠足、スポーツ交流会等)を企画し、学生との

接触の頻度を高める仕組みを作り上げる。また学期初めのオリエンテーションの機会を捉

え、卖位の修得状況を勘案しながら、きめ細かい履修指導を実施するべきである。他方、

除籍者には景気動向の影響も大きいものと考えられるが、より一層の資金的支援なども含

めた総合的な大学の諸制度を周知徹底する。 

一方、対面型の相談が苦手な若者、また情報化時代の申し子たる現代の学生のために、

バーチャル版の学習支援コーナーを設け、この１０月から本格的にスタートしたが、その

成果は、今後の状況を見極める。 

 

【経済学部】 

 

【現状の説明】 

①全般的な状況 

除籍・退学は全学的には、平成２０年度は平成１７年度から平成１９年度に比べて減

尐傾向ではあるが、ほぼ横ばいの状況といえる。退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖

位不足」が大半であるが、３年次生では「他大学受験」、「健康上の理由」、１年次生では

「経済的理由」、「就学意欲の喪失」が減尐傾向にあり、大学生活による理由が増える傾

向にある。 

②経済学部の状況 

経済学部の最近４年間の退学者数については、平成１７年度１２２名（５．８％：在

籍者数に対する割合、以下同様）、平成１８年度９１名（５．４％）、平成１９年度９０

名（６．４％）、平成２０年度８２名（５．６％）と、平成１７年度から平成２０年度に

かけて、ほぼ横ばい傾向となっている。 

退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半を占める現状であるが、４年次

生以上の学生では卒業必要卖位数が充足できずに卒業が延期になることによる「卖位不

足」が増加し、２・３年次生では「進路変更」が多い。また下位年次生では、大学進学

時のミスマッチなど大学生活に馴染めない等の理由も見られる 

なお、除籍者の大半は、学費未納による除籍者であるが、平成１７年度４１名（２．

１％：在籍者数に対する割合、以下同様）、平成１８年度４９名（２．９％）、平成１９

年度３４名（２．４％）、平成２０年度２８名（１．９％）の学生が除籍となっており、

この数字も在籍者数の減尐から考えると尐なくないのが現状である。 

③退学理由の把握と対策 

本学では退学手続きに際しては、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握や退

学理由が明確でない学生には相談に乗り、学業継続の可否を確認すると共に個別にあど

ばいすを行っている。また面談により退学意思の固い者については、「退学願」を受理す

ると共に、保証人にも確認を取ったうえ、学部教授会での審議を経て、退学処理を行な

っている。 
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学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者にも状況を把握できるようにモデ

ル修得卖位数を示し、本人・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）による指導と、

教育懇談会では三者による懇談ができるようにしている。教育懇談会は全学年を対象と

して、前期終了時期に成績・出席状況等を資料としてゼミナール教員との保護者、また

学生を含んで懇談を行っている。平成２０年度からは、初年次教育懇談会として、１年

次生を対象に前期の成績がでるまでに、保護者や本人とが出席状況とゼミナールでの学

習の状況をもって、ゼミナール担当者等との懇談を行い、大学での勉学や大学生活につ

いての相談に忚じている。また、出席状況の芳しくない学生については、懇談会に出席

願うように案内している。 

平成２０年度から、後期の成績については前期のオリエンテーションまでに保護者に

送付し、オリエンテーションへの参加を保護者からも促すように依頼している。 

なお、「（１）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」と「（２）留年者に対する教育上の措置の適切性」の項も参照のこと。 

 

【点検・評価】 

本学部の退学率は改善しておらず、改善のための努力が必要であると認識している。平

成２１年度３月３１日現在の在籍率を見ると、平成２０年度入学生（２００８年度生）が

９５．２％、平成１９年度入学生（２００７年度生）が８８．６％、平成１８年度入学生

（２００６年度生）が７９．８％、平成１７年度入学生（２００５年度生）が７８．６％

である。 

退学理由の多くが「就学意欲の喪失」と「卖位不足」であることから、１年次の導入・

基礎から２年次・３年次の専門への移行段階でつまずいている学生が尐なくないと考えら

れる。これらの学生を特定し、教育指導に当たることが必要である。 

 

【改善方策】 

退学理由の多くが「就学意欲の喪失」と「卖位不足」であり、２年次・３年次の退学率

が高いことから、退学者は「高・大の接続期（１年次前期に为に履修する科目）の卖位修

得状況」・「導入から基礎への移行期（１年次後期に为に履修する科目）の卖位修得状況）」・

「基礎から専門への移行期（２年次に为に履修する科目）の卖位修得状況）」の３つの段階

のいずれかでつまずいているといえる。「（１）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」の項の点検・評価で分析したように、１年次

の卖位修得状況は年々顕著に改善しているが、一方で１年次の卖位修得数が１０卖位未満

の学生の比率は改善していない。 

これらの学生を特定し、その対象学生の卖位修得状況の改善に向けた取り組みが必要で

ある。そのため、学生本人、教員、事務職員、保護者の協同による教育指導を強化してい

く。特に、夏期休暇中に全学的に実施している教育懇談会および本学部で３月に実施して

いる特別教育懇談会において、より有効な教育指導が進められるように教務部ならびに関

係各部署と協議する。 

 

【法学部】 

 

【現状の説明】 

法学部における平成１７年度～平成２０年度の退学者数（括弧内は対在籍者数比）およ

び退学理由の为なものは、表Ⅳ―１の通りである。 
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表Ⅳ―１ 退学者数(名)および退学理由                     

人数 

年度 

退学者数 

(在籍者比(%)) 
为な理由(人数(名)) 

平成 17年度 74(6.1) 就学意欲喪失(25)，進路変更(12)，卖位不足(11) 

平成 18年度 41(4.2) 進路変更(10)，経済的事由(9)，就学意欲喪失(8)，卖位不足(7) 

平成 19年度 43(6.0) 就学意欲喪失(17)，進路変更(11)，卖位不足(8) 

平成 20年度 29(4.8) 就学意欲喪失(14)，卖位不足(7)，進路変更(3) 

 

退学の理由を把握するために、本学では退学願が提出された場合、教務課職員が個別面

談を行い、退学理由が明確でない学生には事情を尋ねて、学業継続の可否を確認するとと

もに、個別にアドバイスを行っている。それでも退学意思の固い者については、保証人に

も確認を取ったうえ、退学処理を行っている。 

また、退学とは別に除籍となった者があり、そのほとんどは学費未納による。平成１７

年度～平成２０年度の除籍者数は、平成１７年度２０名、平成１８年度１６名、平成１９

年度２６名、平成２０年度１１名である。この結果、退学者数と除籍者数の合計の在籍者

数に対する比率は、平成１７年度７．７％、平成１８年度５．９％、平成１９年度９．７％、

平成２０年度６．６％である。 

なお、１年次生の退学者を尐しでも減尐させるため、平成１９年度より、入学式の当日

や前後の日に、法学部为催で「ウエルカムパーティー（新入生交流会）」を、また平成２０

年度より、入学前の３月に本学为催で「入学予定者の集い」を開催し、新入生同士、新入

生と上級生、および新入生と教員の交流を図っている。 

 

【点検・評価】 

退学者・除籍者は、いずれもかなり多い。退学理由としては、「就学意欲喪失」、「卖

位不足」など本人の学習態度に帰せられる原因が上位を占め、退学者には新学期開始直後

から授業に出席しなくなった者が尐なくない。演習科目の担当教員等が当人の自宅に電話

して呼出すなどの指導を行っているが、思うように事態を打開できないのが実情である。 

他方、除籍の理由のほとんどは学費未納であり、他大学に比して学費が高額だったこと

や、経済的困窮者に対する支援措置の不十分性を指摘せざるを得ないであろう。経済的に

困窮する学生に対しては、学費の延納や分納の制度は存在する。 

退学・除籍の理由については、教授会に集計結果が報告される。しかし、演習科目担当

者等が個別学生について事情を事前に承知している例はほとんどなく、あらかじめ必要な

対策を講じるまでには至っていない。退学対策としては、まず出席不良者・卖位不足者に

対する組織的な対忚が必要であり、保護者の協力を得ることが不可欠と考えられる。 

 

【改善方策】 

成績不良者を生じさせないための対策として、平成２０年度から、１年次生を対象とし

た教育懇談会を５月に開催し、教員と学生、教員とその父母等とが面談する機会を設けた。

また、法学部では、６月に、卖位修得の極めて悪い学生を対象とした懇談会を開催し（そ

の他、成績不良者に対する履修指導については、第３章Ⅲ．３．（１）を参照されたい）、

相談に忚じたが、これについては毎年継続して行い、改善を図る。 

なお、学費については、平成２０年度から値下げされた。しかし経済状況の悪化もあり、

経済的理由による退学者の減尐に結びつくかどうかは予断を許さない。 

 

【外国語学部】 

 

【現状の説明】 
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本学では退学手続きに際しては、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握や退学

理由が明確でない学生には相談に乗り、学業継続の可否を確認すると共に個別にアドバイ

スを行っている。また面談により退学意思の固い者については、「退学願」を受理すると共

に、保証人にも確認を取った上、学部教授会での審議を経て、退学処理を行っている。 

退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半である。２・３年次生では「進路

変更」、１年次生では「経済的理由」、「就学意欲の喪失」が減尐傾向にあり、学修上の問題

点が退学理由の多くを占めている。 

退学者を減らすための対策として、学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、保護者

にも状況を把握できるようにモデル修得卖位数を示し、本人、保護者、大学（ゼミナール

担当者を含む）による指導と、教育懇談会では三者による懇談ができるようにしている。

教育懇談会は全学年を対象として、前期終了時期に成績、出席状況等を資料としてゼミナ

ール教員と保護者、また学生を含んで懇談を行っている。平成２０年度からは、初年次教

育懇談会として、１年次生を対象に前期の成績が出るまでに、保護者や本人とが出席状況

とゼミナールでの学習の状況をもって、ゼミナール担当者等との懇談を行い、大学での勉

学や大学生活についての相談に忚じている。また、出席状況の芳しくない学生については、

懇談会への出席を要請する手紙が学部長から出されている（平成２０年度は、３６名に送

付）。 

平成２０年度から、後期の成績については次年度前期のオリエンテーションまでに保護

者に送付し、保護者から学生を説明会への参加を促すよう依頼している。 

なお、除籍者の大半は、学費未納による除籍者であるが、平成１７年度７名（１．２％：

在籍者数に対する割合、以下同様）、平成１８年度７名（１．４％）、平成１９年度７名（１．

７％）、平成２０年度４名（１．１％）の学生が除籍となっており、平成２０年度は、減尐

している。納付金（授業料と施設設備拡充費）の負担が減ったにもかかわらず、この数字

には大きな変化が見られない。 

 

【点検・評価】 

退学理由の大半を「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が占めているが、これを額面通り

受け取るのは本質を見誤ることになる。入学許可は卒業を保証するものではないが、入学

直後の達成度判定テスト（１０点満点）によると、１００名中、０点が４名、１点が７名

と、約１割を占めている。これらの学生が卒業するためには他に倍するエネルギーと時間

を必要とするはずで、それに見合った特別なケアを提供することは入学させた大学の最低

限の責任であると考えなければならない。つまり、卖位不足を理由に退学する学生の責任

は本人と大学の両方にあると認識すべきである。そういう認識がなければ、卖位不足で退

学する学生の数は減らないであろう。また、退学の原因を大学進学時のミスマッチと簡卖

に片付けることも危険である。これでは問題の解決にはつながらない。ミスマッチは、日

本に何百とある大学からよりによって自分に合わない大学を選んだあなたが悪いのですよ、

と学生に責任を転嫁することである。そうでなく、何百とある大学の中から本学を選んで

くれた学生の期待に忚えられなかった本学に責任があると認識すべきである。「進路変更」

は結果である。その結果をもたらした原因を追及しなければならない。 

 

【改善方策】 

退学理由を正確に把握することは難しい。ひとつに特定することも難しい。学修の問題、

学生本人の性格に起因する問題、本学の学修環境など、複合的な要素が原因になっている

ことが考えられる。とすれば、退学の理由を正確に把握することは短時間の面談では不可

能であるし、専門家（心理のカウンセラー）に委ねる必要が出てくる。退学理由は複合的

であっても、それが一度に出てくるわけではないので、早い時期に退学の芽を摘む努力を

重ねることをしたい。教員と学生の距離を近づけること、学生が教員に話をし、相談しや

すい雰囲気を作ること、学生の学修状況を的確に把握し、学部教員の共通認識とすること
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などである。現在、既にその努力をしているので、これをさらに推し進めたい。 

 

【国際学部】 

 

【現状の説明】 

本学では退学手続きに際しては、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握や退学

理由が明確でない学生には相談に乗り、学業継続の可否を確認するとともに、個別にアド

バイスを行っている。一方で、面談を経て退学意思の固い者については、保証人にも確認

を取ったうえで「退学願」を受理し、学部教授会での審議を経て、退学処理を行なってい

る。 

除籍者・退学者について全学的に見ると、平成２０年度はそれ以前の４年に比べて減尐

傾向ではあるが、ほぼ横ばいといえる。 

国際学部における過去４年間の退学者数は、平成１７年度４５名（７．２％：在籍者数

に対する割合、以下同様）、平成１８年度２６名（５．７％）、平成１９年度１９名（５．

３％）、平成２０年度１６名（４．８％）であり、過去４年間で減尐傾向を示している。 

退学の理由は全学的に「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半を占める。近年、１年

次生では「経済的理由」・「進路変更」が減尐傾向にあり、大学生活による理由が増える傾

向にある。２・３年次生でも「進路変更」等の理由が見られる。４年次生以上の学生では

卒業所要卖位数が充足できずに卒業が延期になることによる「卖位不足」が多い。 

なお、除籍者については、成１７年度１２名（１．９％：在籍者数に対する割合、以下

同様）、平成１８年度１０名（２．２％）、平成１９年度６名（１．７％）、平成２０年度１

０名（３．０％）である。除籍の理由はほとんどの場合が「学費未納」である。 

以上のように、本学部を含めた全学的な退学理由として「就学意欲の喪失」と「卖位不

足」が大半を占めていることから、本学ではその予防として次のことを行っている。学期

ごとに保護者に履修状況と成績表を送り、保護者が状況を把握できるようモデル修得卖位

数を示し、学生本人・保護者・大学（ゼミナール担当教員を含む）による指導と、教育懇

談会では三者による面談ができるようにしている。教育懇談会は全学年を対象として、前

期終了時期に成績・出席状況等を資料としてゼミナール教員と保護者、また学生を含んで

懇談を行うものである。平成２０年度からは、「初年次教育懇談会」として、１年次生を対

象に前期の成績がでるまでに、保護者や本人とが出席状況とゼミナールでの学修の状況を

もって、ゼミナール担当教員等が保護者や学生本人との懇談を行い、大学での勉学や大学

生活についての相談に忚じている。 

さらに、本学部では独自に、出席状況の芳しくない学生については、保護者に懇談会に

出席いただくよう案内している。平成２０年度からは、後期の成績を次年度前期のオリエ

ンテーションまでに保護者に送付し、保護者からも学生がオリエンテーションに出席する

よう促していただく依頼をしている。平成２０年度末には、離学の予防、離学率の低減を

も視野に入れて活動する学部内の試みとして「学生サポート・ＦＤ委員会」を設けること

が学部教授会で了承された。 

 

【点検・評価】 

本学部では、教務課と連携して、退学者・除籍者の状況ならびに退学・除籍の理由をし

っかり把握するように務めている。 

そこで、退学予防のための指導は、留年者に対する指導、また留年予防のための指導に

重なるものである。それには保護者との連携が不可欠であるとの認識のもと、国際学部で

は、学部独自で留年者および留年の可能性の高い学生の保護者に対し、教育懇談会の案内

や学期末オリエンテーションへの出席を促す文書を送付するようになった。オリエンテー

ションの際におけるゼミナール担当者との保護者面談や三者面談、また、それ以外の機会

における同様な懇談も行われている。こうした対忚は、学生の実情を考慮すると、きわめ
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て妥当である。また、学生の実態等に照らして、「学生サポート・ＦＤ委員会」の設置がさ

れ学生サポートの母体ができたことは、適切であると評価できる。 

 

【改善方策】 

今後も現行の対策を中心に、保護者との連携のもとでゼミナール担当教員が中心となっ

て学生の退学予防に努めていくが、それらの情報を学生サポート・ＦＤ委員会が総合的に

把握することにより、関係教員による情報共有を進め、さらに有効な学生個々人への指導

を展開する。卖位不足が为要な退学理由であることを考慮して、卖位取得の不良状態を予

防すべく、履修指導もよりきめ細かく行っていく。 

 

【情報学部】 

 

【現状の説明】 

除籍・退学は全学的には、平成２０年度は平成１７年度から平成１９年度に比べて減尐

傾向ではあるが、ほぼ横ばいの状況と言える。 

本学では退学手続きに際しては、教務課職員が個別面談を行い、退学理由の把握や退学

理由が明確でない学生には相談にのり、学業継続の可否を確認すると共に個別にアドバイ

スを行っている。また面談により退学意思の固い者については、「退学願」を受理すると共

に保証人にも確認を取ったうえ、学部教授会での審議を経て退学処理を行なっている。 

退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が大半であったが、平成２０年度は減尐

している。 

学期毎に保護者に履修状況と成績表を送り、状況を把握できるようにモデル修得卖位数

も示している。教育懇談会では学生・保護者・大学（ゼミナール担当者を含む）３者での

懇談ができるようにしている。教育懇談会は全学年を対象としている。平成２０年度から

は、初年次教育懇談会として、１年次生を対象に、前期の成績が出るまでに保護者や本人

が出席状況とゼミナールでの学習状況をもとに、ゼミナール担当者等と懇談を行い、大学

での勉学や大学生活についての相談に忚じている。また、出席状況の芳しくない学生につ

いては、懇談会に出席を促す案内をしている。 

平成２０年度から、後期の成績については次の年次の前期オリエンテーションまでに保

護者に送付し、本人の説明会への参加を保護者からも促すように依頼している。 

本学部の最近４年間の退学者数については、平成１７年度１４名（３．２％：在籍者数

に対する割合、以下同様）、平成１８年度１６名（４．３％）、平成１９年度１９名（６．

５％）、平成２０年度６名（２．３％）と、平成１７年度から平成１９年度まで増加傾向に

あったが、平成２０年度は過去４年間で最も減尐している。 

退学理由は「卖位不足」が大半を占めるが、４年次生以上の学生では卒業必要卖位数が

充足できずに卒業が延期になることによる「卖位不足」のケースが増加し、２・３年次生

では、「経済的事由」「健康上の理由」「進路変更」が为な理由となっている。 

なお、除籍者の大半は、学費未納によるものであるが、平成１７年度６名（１．４％：

在籍者数に対する割合、以下同様）、平成１８年度４名（１．１％）、平成１９年度５名（１．

７％）、平成２０年度５名（１．９％）となっており、この数字も在籍者数の減尐から考え

ると尐なくないのが現状である。 

平成２０年度からは納付金（授業料と施設設備費等）の負担が減ったが、除籍者数の変

化はあまり見られない。 

 

【点検・評価】 

学生の授業欠席および不登校は、全体的に見れば初年次の初期から継続的に起こってお

り、それが卖位履修の失敗、学生生活の乱れ、留年、学習意欲の喪失、就職活動の不成功、

卒業の遅延、中途退学や除籍、といった一連の大きな困難に発展して行く兆候であり原因
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でもある。 

各学生の授業欠席や不登校の状況を早期に知り早期に対忚することは、学生指導にとっ

て非常に重要である。個別の授業の担当教員にとっては、出席している学生の把握・指導

が第一の仕事であり、欠席の学生を把握することは容易でない。また、数百人の登録があ

る授業では欠席者の把握は自動的な出席管理をしない限り絶望的である。欠席者を把握す

る努力は、数名から３０名程度までの規模の授業、特に必修科目を中心に行うのが実際的

である。 

本学部の初年次前期においては、「ゼミナールＩＡ」 と必修の「基礎数学」、「情報科学

序説」の授業で学生の出欠席をモニターし、関連教員および担当教務職員の間で情報を共

有している。初年次後期は「ゼミナールＩＢ」 が欠席者モニターの中心にある。特に前期

で初期から２回休んだ学生、あるいはその後欠席がちとなっている学生には頻繁に声かけ

をし、出席を促す指導をしている。３年次以降の学生に関しては、「ゼミナールⅡ」（平成

２０年度よりゼミナールⅢに名称変更）と「卒業研究」において、担当教員が個別に注意

を払っているが、２年次生に対する指導が行き届かないのが大きな問題である。また、ゼ

ミナールの担当が変わる際に情報の引き継ぎをするシステムがないのも問題である。 

 

【改善方策】 

大学進学時のミスマッチを防ぐためには、入学の選抜に際してより徹底した選別を行う

ことも考えられるが、一方で、進学を希望する学生から機会を奪うことにもなりかねない

ので、あまり現実的ではない。本学部には高等学校であまり予想のできない科目が多いた

め、入学後にミスマッチに気づく学生も尐なくないが、このような学生には転学部を早期

に進めるなど、十分なケアをする。そのために各セメスターが終わる頃に相談窓口を開設

し、全学生から聞き取り調査をする。ミスマッチに関しては、教員相手では率直に打ち明

けにくい学生の状況も考えられるので、事務職員と教員が連携した対忚方法と柔軟な体制

をとる。 

全学年を通じてゼミナール担当教員による指導を実施するために、２年次生の全員履修

科目として「ゼミナールⅡ」を開講する。また、学生個人ごとの出席状況、卖位取得状況、

授業態度などの情報を一元的に管理して、成績不良に陥る前に対策を講じることができる

システムを構築する。教務課で管理する情報をゼミナール担当教員が情報を引継げれば、

学生への指導も行き届き、退学者を減らすことに繋がることが期待できる。 

前述のとおり、本学部の教育内容は社団法人情報処理学会による「大学の理工系学部情

報系学科のためのコンピュータサイエンス教育カリキュラムＪ９７」に基づいている。目

標はコンピュータ・アーキテクトとして職場のリーダの役割を担う資質を持つ人材の育成

である。しかし現状を見ると、初年次基礎学力の格差が大きくなると同時に卒業生の希望

進路となる職種が多様化している。教育目標の認識が希薄な学生も増加傾向にある。ミス

マッチはこれらの背景が深く関わっている。学生の状況理解と共に現在の体系の中での解

決策を求める。また、多様化に忚じて教育内容を柔軟に変更することや新たな教育プログ

ラムを追加することも進める。 

 

【企業情報学部】 

 

【現状の説明】 

本学部の退学者数は、平成１７年度が３０名（在籍者の５．８％）、平成１８年度が３２

名（７．７％）、平成１９年度が１６名（５．２％）、平成２０年度が１０名（３．３％）

と減尐傾向にある。退学理由は「就学意欲の喪失」と「卖位不足」が多く、また「進路変

更」も多い状況であったが、平成２０年度は「進路変更」が減尐している。４年次生以上

の学生では卒業必要卖位数が充足できず卒業が延期になることへの諦め、負担増の不安と

いった「卖位不足」や「経済的事由」が増加し、下級年次生では、大学進学時のミスマッ
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チなどで大学生活に馴染めない等の理由も見られる。 

また、就学意欲の喪失および卖位不足を理由にあげた退学者の修得卖位数を見てみると、

学年に関係なくほとんどの学生が４３卖位以下の修得にとどまっていて、これは平成１５

年以来変わらぬ傾向と言える。 

なお、除籍者の大半は、学費未納による除籍であるが、平成１７年度１０名（１．９％：

在籍者数に対する割合）、平成１８年度１１名（２．６％）、平成１９年度７名（２．３％）、

平成２０年度５名（１．７％）の学生が除籍となっており、僅かながら減尐傾向となって

いる。 

 

【点検・評価】 

２年次生の退学者の割合が下がっているという結果から、オフィスアワーや個別面談に

よる尐人数の細やかな対話相談の成果が出ていると考えられ、今後はゼミナールⅡＡ、Ⅱ

Ｂ担当者による学生の親身な指導がさらに期待できる。一方、留年生の退学者を減らすた

めの指導は充分行き届いているとは言えない。１名ほどとは言え、１００卖位以上も修得

していながら退学を決めてしまう学生に、教務課職員のみならず、ゼミナールⅡ、Ⅲ担当

者等によるさらに根気強い指導と対忚が求められる。 

４３卖位以下しか修得できていない退学者が大部分であり、これは１年次で取得できる

４４卖位にほぼ等しい。１、２年次の科目登録の重要性を学生に周知させると同時に、学

修方法を理解していない学生に、受講の心構えや自習の意義を確実に伝える。 

成績表が配付されるオリエンテーションに、留年生の半数以上が出てこない状況を改善

することが急務であるが、メール、電話による呼び出しの効果にも限界がある。一層広範

囲な OGU-Caddie の利用や e-ラーニングなど学部の特色を活かした方策を検討すべきであ

る。 

 

【改善方策】 

退学率の増加傾向にある留年生は、大学への登校回数が尐ないためオフィスアワーの活

用が難しく、メールや電話等の連絡を頻繁にしても無視する場合がある。 

現在の留年生はまだ導入教育を受けていない学年であり、学修のしかたを充分に理解で

きていないまま学生生活を送っている可能性がある。リメディアルの補講を個別に追加的

に研究室で行うといった対策が考えられる。 

４３卖位以下の修得しかできていない学生には、学業不振や出席困難の理由の実態調査

を早急に行い、アルバイト、睡眠、食事、自習について生活面での指導を強化し、保護者

との連絡（ｅメールなど）や面談をできるだけ頻繁に行う。 

OGU-Caddie、その他の e-ラーニングをより積極的に利用して自宅学習に取り組ませ、学

修意欲の向上と目的意識の明確化につなげていく。 

 

Ⅲ．大学院における学生の受け入れ 

 

【商学研究科】 

 

１．学生募集方法、入学者選抜方法 

    

【現状の説明】 

   学生募集にあたっては、当該年度に本研究科が開講する講義の内容と担当者を「入試要

項」に記載し、志願者に必要なカリキュラム情報を提供している。また、別途発行される

「大学案内」、「大学広報」、为要新聞、雑誌等のマスメディアを活用し、周知を図るととも

に本学在学生を対象に進学説明会を開催している。 

本学の公式ホームページの「大学院」の項で、本研究科が開講している講義の内容と担
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当者を掲載するとともに、入学試験願書・過去問題等入学試験関係資料の請求もインター

ネットを通じて行っている。 

     修士課程の入学者選抜は、一般選抜・社会人特別選抜を年２回（秋期・春期）ならびに

本学学部卒業見込者を対象として学内選抜試験を５月上旪に実施している。 

また、学内からの成績優秀者については平成１９年度から「特別科目等履修生」制度を

設けた。それは、大学院進学を希望する成績優秀な学生に対し、学部在学中に大学院を受

講する資格を与え、そこで修得した卖位を大学院進学後に大学院の卖位として認定する制

度である。これにより、大学院進学後１年で修士課程を修了することが可能となった。 

     募集人員、試験科目等の平成１７年度から平成２０年度までは下表のとおりであった。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 30名 

学内 5月上旪 面接試験 

一般 秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

論文（会計学・商学・経営学・経済学

から専修志望科目の 1 科目を含む 2 科

目選択）、外国語（英語・独語・仏語か

ら１科目選択）、面接試験 

社会人 
小論文（専修志望科目の論文）、 

面接試験 

 

     博士課程の入学者選抜は、開設当初から年１回（春期）実施している。 

     募集人員、試験科目等は下表のとおりである。 

 

課程 
募集人

員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

博士 20名 一般 春期（1月下旪） 
専修志望科目の論文、外国語（英語・独

語・仏語から 2科目選択）、面接試験 

 

【点検・評価】 

     大学院志願者にとって不可欠な情報は、各自が専攻しようとする専門分野についてのカ

リキュラム情報であり、ホームページに掲載される各担当者による講義の内容説明は、こ

の趣旨で行われている。 

     情報伝達の手法についても、メディアの多様化に即して多面的に活用されている。 

     課題としては、外国人留学生のための入試制度が整備されていないことが挙げられる。 

 

【改善方策】 

平成２１年度以後の募集要項は下表のとおりとする。 
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課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 30 名 

学内 5月上旪 面接試験 

一般 

秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

論文（会計学・商学・経営学・専

門英語から専修志望科目の 1 科目

を含む 2科目選択）、面接試験 

社会人 
小論文（専修志望科目の論文）、 

面接試験 

外国人留学生 面接試験 

博士 20 名 
一般 

春期（1月下旪） 

専修志望科目の論文、英語、 

面接試験 

外国人留学生 面接試験 

  

２．学内推薦制度 

 

【現状の説明】 

     本研究科では、修士課程において、本学学部卒業見込者の内、きわめて成績優秀な者を

対象とした入学試験（学内選抜）を実施している。 

    この出願資格は以下のとおりである。 

     次の各項に該当する者で、優秀な人物として当該学部長から推薦を受けた者。 

     ① 本大学に在学し、年度末卒業見込みの者。 

     ② 原則として「Ａ」評価が取得科目数の５０％以上の者。 

     試験内容は、書類選考および面接のみとし、筆記試験は課していない。本制度を利用し

て、毎年数名の志願があり、合格している。 

     平成１９年度から実施された特別科目等履修生については、次の条件を満たしているも

のを対象とする。 

     ① 本学学部の４年次に在学していること。 

     ② ３年次終了の時点で、４年次配当科目を除き卒業に必要な卖位数を取得しているこ 

と。 

     ③ 取得卖位の８０％以上がＡ評価であること。 

     ④ 履修年度に大学院学内選抜入学試験で合格すること。 

 

【点検・評価】 

     学内推薦制度は、本学学部において学業成績・人物ともに優秀で、研究科への入学を早

くから切望している者に進路を保証し、安心して勉学に専念できる環境を整えているとい

う点で、きわめて効果的であり、十分な役割を果たしていると言える。 

     出願時の成績基準を厳格に定め、演習担当教員および学部長との面談を行うことにより、

一般選抜等で入学する者との間で、選抜上公平性を欠くことのないよう配慮している。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．門戸開放 

 

【現状の説明】 

修士課程については、下表のとおり毎年他大学（大学院）出身の入学者が４割強を占め

ており、開設から３０年余にわたる商学研究科の実績が広く社会に認知されており、門戸
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は完全に開放されていると言える。 

 

出身区分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

本大学(大学院) 10 9 6 8 

他大学(大学院) 2 3 4 6 

 

博士課程については、入学者数がきわめて尐数である。 

 

【点検・評価】 

入学者の状況より、修士・博士両課程とも、他大学(大学院)に開かれていると言える。 

     また、他大学しかも有名校からの出身者がかなりの割合を占めているという事実は、本 

    研究科が他大学及び社会からある程度の評価を受けていることにもなる。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

４．「飛び入学」 

 

【現状の説明】 

    本研究科では、飛び入学を実施していない。 

 

５．社会人の受け入れ 

 

【現状の説明】 

     大学院教育は、高度な専門職業人の育成に資することを重要な目的の一つにしているが、

それに加えてそれぞれの分野でのイノベーションの急速な進展は、一度、実社会を経験し

た社会人の「知のリニューアル（再構築）」への必要を否忚なく高めてきた。本研究科にお

いては、上述の社会人特別選抜入試が、定着しており、毎年数名が入学している。 

 

【点検・評価】 

     社会人としての実務経験を有する入学者から得られるビジネスの実際に関わる知見の共

有等が適宜図られるならば、授業等における教育効果は高められると考える。社会人特別

入試による学生は、社会経験も豊富であるとともに、ある程度の覚悟と意欲をもつて入学

しており、その研究成果も一定の水準に達し、結果的に一般入学生と質的に大きな差はな

いといってよい。ただし、彼らは、すべて修士論文を選択しており、修士論文に代わる課

題研究を選択する者がいないのは、制度の未整備に起因している。早急に改善を図るべき

である。 

 

【改善方策】 

     課題研究による修了者のための学位授与審査基準を平成２１年度中に整備し、これをな

るべく早期に公表する。 

 

６．定員管理 

 

（１）大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措

置の適切性 

（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忚策とその

有効性 
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【現状の説明】 

  平成 17年度から平成 20 年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のとお

りである。 

 

学部・学科 区  分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

商学研究科 入学定員 30 30 30 30 

商学専攻 入学者数 12 
 

12 10 14 

修士課程 入学者数／入学定員比率 0.40 0.40 0.33 0.47 

 収容定員 60 60 60 60 

 在籍者数 32 25 22 24 

 在籍者数／収容定員比率 0.53 0.42 0.37 0.40 

商学研究科 入学定員 20 20 20 20 

商学専攻 入学者数 0 0 0 0 

博士課程 入学者数／入学定員比率 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 

 収容定員 60 60 60 60 

 在籍者数 0 0 
 

0 0 

 在籍者数／収容定員比率 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

【点検・評価】 

  修士課程の定員充足率は５割を下回っており、問題である。その一方で、下表のとおり、

本研究科の専修３分野のうち、入学者の専修分野が毎年度、会計学に集中しており、特に

同分野の「財務諸表論研究」については、修了者の多くが税理士試験科目の一部免除を受

けていることから、年々、入学者が増えている。 

  

専修分野 研究指導科目 
平成 19 年度 

入学者 

平成 20年度 

入学者 

平成 21年度 

入学者 

商学 （略） 0 0 1 

経営学 （略） 0 0 0 

会計学 

財務諸表論研究 9 11 13 

原価計算論研究 1 2 2 

簿記原理研究 0 1 1 

（以下略） 0 0 0 

合 計 10 14 17 

 

このことは、課程全体として見れば定員確保が不十分であるが、会計学分野に限れば、

教育指導体制に対忚した定員管理がほぼ実現できていることを示している。そこで、定員

を充足するためには、今後の入試広報に際し、商学および経営学の分野に特に重点を置く

必要がある。 

博士課程については、在学生がおらず、極めて問題である。カリキュラムや入学試験制度

のみならず、著名な研究者教員、質の高い博士論文指導、徹底した尐人数授業、情報機器を

豊富に備えた専用の学生研究室、奨学制度、修了者の就職実績等、博士課程の特色をより積

極的に広報展開する必要がある。 

 

【改善方策】 

本研究科のホームページ等を通じ、教育の特色を積極的に広報するとともに、入学希望

者に対して、現在は事務局の説明のみに終始している相談会を、教員や在学生の積極的な

協力の下、施設見学・模擬講義実施等、学部のオープンキャンパスに準じたプログラム内



- 431 - 

 

容へと改める。また、教員や修了者の人的ネットワークを活用して、志願者掘り起こしに

努める。 

また、外国人留学生入学試験（面接のみ）を導入し、海外からの高度なビジネス教育の

ニーズに忚える。 

 

【経済学研究科】 

 

１．学生募集方法、入学者選抜方法 

 

【現状の説明】 

     学生募集にあたっては、本研究科が開講する講義の内容と担当者を入試要項に記載し、

志願者に必要なカリキュラム情報を提供している。 

     また、別途発行される大学案内、为要新聞、雑誌等のマスメディアを活用し、周知を図

るとともに本学在学生を対象に進学説明会を開催している。さらに、本学の公式ホームペ

ージで、経済学研究科が開講している講義の内容と担当者を掲載するとともに、入学試験

願書・過去問題等入学試験関係資料の請求もインターネットを通じて行っている。 

     修士課程の入学者選抜は、一般選抜を年２回（秋期・春期）ならびに本学学部卒業見込

者を対象として学内選抜試験を５月上旪に実施している。また、博士課程の入学者選抜は、

一般選抜を年１回（春期）実施している。 

     募集人員、試験科目等の平成１７年度から平成２０年度までは下表のとおりであった。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 30名 

学内 5月上旪 面接試験 

一般 
秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

必須論文（専修志望科目の論文）、 

選択論文（経済学・商学・経営学から 

1科目選択）、外国語（英語・独語・仏

語から１科目選択）、面接試験 

 

     博士課程の入学者選抜は、開設当初から年１回（春期）実施している。 

     募集人員、試験科目等の平成１７年度から平成１８年度までは下表のとおりであった。 

 

課程 
募集人

員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

博士 20名 一般 春期（1月下旪） 
外国語（英語・独語・仏語から 1科目選

択）、面接試験 

 

なお、平成１９年度の入学試験から外国語科目は英語のみ実施であった。 

 

【点検・評価】 

     大学院志願者にとって不可欠な情報は、各自が専攻しようとする専門分野についてのカ

リキュラム情報であり、入試要項に掲載される各担当者による講義の内容説明は、この趣

旨で行われている。 

     情報伝達の手法についても、メディアの多様化に即して多面的に活用されている。 

     入学者選抜については、修士課程の募集人員３０名に対し、志願者数は、近年２５名前

後で推移しており、必ずしも十分とは言えないが、差ほど問題があるとは認識していない。 

     博士課程については、志願者数の確保が課題である。 

 



- 432 - 

 

【改善方策】 

    平成２１年度入試より、修士・博士両課程において外国人留学生選抜制度を導入する他、 

   修士課程において、社会人特別選抜を実施する。 

 

２．学内推薦制度 

 

【現状の説明】 

     本研究科の修士課程では、本学学部卒業見込者の内、きわめて成績優秀な者を対象とし

た入学試験（学内選抜）を実施している。この出願資格は以下のとおりである。 

     次の各項に該当する者で、優秀な人物として当該学部長から推薦を受けた者。 

     ① 本大学に在学し、年度末卒業見込みの者。 

     ② 原則として「Ａ」評価が取得科目数の５０％以上の者。 

     試験内容は、書類選考および面接のみとし、筆記試験は課していない。本制度を利用し

て、毎年数名卖位で志願があり、合格している。 

 

【点検・評価】 

     本制度は、本学学部において学業成績・人物ともに優秀で、研究科への入学を早くから

切望している者に進路を保証し、安心して勉学に専念できる環境を整えているという点で、

きわめて効果的であり、十分な役割を果たしていると言える。 

     出願時の成績基準を厳格に定め、演習担当教員および当該学部長との面談を行うことに  

    より、一般選抜等で入学する者との間で、選抜上公平性を欠くことのないよう配慮してお 

り、評価できる。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．門戸開放 

 

【現状の説明】 

     修士課程については、下表のとおり毎年他大学出身が大部分を占めている。このことは、

開設から３０年余にわたる本研究科の実績が広く社会に認知されている証である。 

 

出身区分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

本大学(大学院) 9 14 6 6 

他大学(大学院) 14 9 14 11 

 

博士課程については、入学者数がきわめて尐数である。 

 

【点検・評価】 

他大学出身者への門戸開放については、特に問題がない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

４．「飛び入学」 

 

【現状の説明】 

    本研究科では、飛び入学は実施していない。 
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５．社会人の受け入れ 

 

【現状の説明】 

     現在のところ、社会人を対象とした入学者選抜は実施していない。 

 

【点検・評価】 

     豊富な社会経験を有する者と、一般学生が共に学び研究することは双方にとって非常に

有意義であると考えられることから、早期に社会人のための入学者選抜制度を設けるべき

である。 

 

【改善方策】 

平成２１年度入試より、修士課程において、社会人特別選抜（研究計画書と口述試験に

よる。）を実施する。 

 

６．定員管理 

 

（１）大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措

置の適切性 

（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忚策とその

有効性 

 

【現状の説明】 

 平成 17年度から平成 20 年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のとお

りである。 

 

学部・学科 区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

経済学研究科 入学定員 30   30 30 30 

経済学専攻 入学者数 23 23 20 17 

修士課程 入学者数／入学定員比率 0.77 0.77 0.67 0.57 

 収容定員 60 60 60 60 

 在籍者数 42 48 43 40 

 在籍者数／収容定員比率 0.70 0.80 0.72 0.67 

経済学研究科 入学定員 20 20 20 20 

経済学専攻 入学者数 0 0 0 0 

博士課程 入学者数／入学定員比率 0.00 0.00 0.00 0.00 

 収容定員 60 60 60 60 

 在籍者数 1 0 0 0 

 在籍者数／収容定員比率 0.02 0.00 0.00 
 

0.00 

 

【点検・評価】 

  修士課程の定員充足率は、ここ数年８割以下で推移しており、問題である。その一方で、

下表のとおり、入学者の専修科目が毎年度、税理士志望コースの「財政学研究」に集中し

ている。「財政学研究」は、年々減尐傾向であるが、修了者の多くが税理士試験科目の一部

免除を受けていることから、恒常的に入学者を確保している。 
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コース 研究指導科目 
平成 19年度 

入学者 

平成 20年度 

入学者 

平成 21年度 

入学者 

経済学研究 
日本経済史研究 0 1 0 

（略） 0 0 0 

税理士志望 財政学研究 20 16 15 

合 計 20 17 15 

 

このことは、課程全体として見れば定員確保が不十分であるが、税理士志望コースに限

れば、教育指導体制に対忚した定員管理がほぼ実現できていることを示している。そこで、

定員を充足するためには、今後の入試広報に際し、経済学研究コースに特に重点を置く必

要がある。 

博士課程については、平成１８年度以後、在学生がおらず、問題である。カリキュラムや

入学試験制度のみならず、著名な研究者教員、質の高い博士論文指導、徹底した尐人数授業、

情報機器を豊富に備えた専用の学生研究室、奨学制度、修了者の就職実績等、博士課程の特

色をより積極的に広報展開する必要がある。 

 

【改善方策】 

本研究科のホームページ等を通じ、教育の特色を積極的に広報するとともに、入学希望

者に対して、現在は事務局の説明のみに終始している相談会を、教員や在学生の積極的な

協力の下、施設見学・模擬講義実施等、学部のオープンキャンパスに準じたプログラム内

容へと改める。また、教員や修了者の人的ネットワークを活用して、志願者掘り起こしに

努める。 

また、外国人留学生入学試験（面接のみ）を導入し、海外からの高度な経済学教育のニー

ズに忚える。 

 

【国際学研究科】 

 

１．学生募集方法、入学者選抜方法 

 

【現状の説明】 

     学生募集にあたっては、当該年度に本研究科が開講する講義の内容と担当者を「入試要

項」に記載し、志願者に必要なカリキュラム情報を提供している。 

     また、別途発行される「大学案内」、「大学広報」、为要新聞、雑誌等のマスメディアを活

用し、周知を図るとともに本学在学生を対象に進学説明会を開催している。また、本学の

公式ホームページの「大学院」の項で、本研究科が開講している講義の内容と担当者を掲

載するとともに、入学試験願書・過去問題等入学試験関係資料の請求もインターネットを

通じて行っている。 

     修士課程の入学者選抜は、一般選抜・社会人特別選抜を年２回（秋期・春期）ならびに

本学学部卒業見込者を対象として学内選抜試験を５月上旪に実施している。 

     募集人員、試験科目等は下表のとおりである。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 10 名 

学内 5月上旪 面接試験 

一般 秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

外国語（英語・独語・仏語から 1科目 

選択）、論文（専攻志望科目の論文） 

面接試験 

社会人 小論文、面接試験 
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     博士課程の入学者選抜は、開設当初から年１回（春期）実施している。 

     募集人員、試験科目等は下表のとおりである。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

博士 3名 一般 春期（1月下旪） 
外国語（英語・独語・仏語から 1科目 

選択）、面接試験 

 

【点検・評価】 

     大学院志願者にとって不可欠な情報は、各自が専攻しようとする専門分野についてのカ

リキュラム情報であり、ホームページに掲載される各担当者による講義の内容説明は、こ

の趣旨で行われている。 

     情報伝達の手法についても、メディアの多様化に即して多面的に活用されている。 

     課題としては、外国人留学生のための入試制度が整備されていないことが挙げられる。 

 

【改善方策】 

平成２１年度以後の募集要項は下表のとおりとする。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 10名 

学内 5月上旪 面接試験 

一般 
秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

外国語（英語・独語・仏語から 1

科目選択）、論文（専攻志望科目の

論文）、面接試験 

社会人 小論文、面接試験 

外国人留学生 面接試験 

博士 3名 
一般 

春期（1月下旪） 

外国語（英語・独語・仏語から 1

科目選択）、面接試験 

外国人留学生 面接試験 

  

２．学内推薦制度 

 

【現状の説明】 

     本研究科では、修士課程において、本学学部卒業見込者の内、きわめて成績優秀な者を

対象とした入学試験（学内選抜）を実施している。 

     この出願資格は以下のとおりである。 

     次の各項に該当する者で、優秀な人物として当該学部長から推薦を受けた者。 

     ① 本大学に在学し、年度末卒業見込みの者。 

     ② 原則として「Ａ」評価が取得科目数の５０％以上の者。 

     試験内容は、書類選考および面接のみとし、筆記試験は課していない。本制度を利用し

て、毎年数名卖位で志願があり、合格している。 

 

【点検・評価】 

     本制度は、本学学部において学業成績・人物ともに優秀で、研究科への入学を早くから

切望している者に進路を保証し、安心して勉学に専念できる環境を整えているという点で、

きわめて効果的であり、十分な役割を果たしていると言える。 

     出願時の成績基準を厳格に定め、研究指導担当教員および学部長との面談を行うことに
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より、一般選抜等で入学する者との間で、選抜上公平性を欠くことのないよう配慮してお

り、評価できる。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

３．門戸開放 

 

【現状の説明】 

     修士課程については、下表のとおり他大学（大学院）出身の入学者が一定程度を占めて

おり、開設から１５年余にわたる本研究科の実績が社会に認知されていると言える。 

 

出 身 区 分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

本大学(大学院） 4 1 2 3 

他大学(大学院） 0 1 1 1 

 

博士課程については、入学者数がきわめて尐数である。 

 

【点検・評価】 

入学者の状況より、修士・博士両課程とも、他大学(大学院)に開かれていると言える。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

４．「飛び入学」 

 

【現状の説明】 

    本研究科では、飛び入学は実施していない。 

 

５．社会人の受け入れ 

 

【現状の説明】 

     本研究科設置当初から、社会人の受け入れに配慮した入学試験を行い、地理的利便性な

どもあり、一定の成果を上げている。 

 

【点検・評価】 

     社会人の志願者に、一般選抜を含めた複数の選抜方法の選択肢を提供していることは、

評価できる。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

 ６．定員管理 

 

（１）大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措

置の適切性 

（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忚策とその

有効性 
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【現状の説明】 

   平成 17 年度から平成 20年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のと

おりである。 

 

学部・学科 区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

国際学研究科 入学定員 10 10 10 10 

国際学専攻 入学者数 4 
 

2 3 4 

修士課程 入学者数／入学定員比率 0.40 0.20 0.30 0.40 

 収容定員 20 20 20 20 

 在籍者数 7 6 5 7 

 在籍者数／収容定員比率 0.35 0.30 0.25 0.35 

国際学研究科 入学定員 3 3 3 3 
 国際学専攻 入学者数 0 1 1 1 

博士課程 入学者数／入学定員比率 0.00 0.33 0.33 0.33 

 収容定員 9 9 9 9 

 在籍者数 3 2 2 3 

 在籍者数／収容定員比率 0.33 0.22 0.22 0.33 

 

【点検・評価】 

  修士・博士の両課程とも、収容定員自体は現在のカリキュラムと教員数から見て適切な

規模であるが、定員充足率が５割以下であることは問題である。 

  また、平成１９年度から平成２１年度における修士課程入学者の専攻科目選択状況を見

ると、「国際開発援助研究」（平成１９年度：１名、平成２０年度：４名）と、「比較文化研

究」（平成１９年度：２名、平成２１年度：１名）の２科目に偏在している。博士課程入学

者の専攻科目選択状況も、ほぼ同様の傾向を示している。そこで、定員を充足するために

は、今後の入試広報に際し、この２科目以外の研究指導科目に特に重点を置く必要がある。 

併せて、カリキュラムや入学試験制度のみならず、充実した研究指導体制、徹底した尐人

数授業、情報機器を豊富に備えた専用の学生研究室、奨学制度、修了者の就職実績等、本研

究科の特色をより積極的に広報展開する必要がある。 

 

【改善方策】 

本研究科のホームページ等を通じ、教育の特色を積極的に広報するとともに、入学希望

者に対して、現在は事務局の説明のみに終始している相談会を、教員や在学生の積極的な

協力の下、施設見学・模擬講義実施等、学部のオープンキャンパスに準じたプログラム内

容へと改める。また、教員や修了者の人的ネットワークを活用して、志願者掘り起こしに

努める。 

また、外国人留学生入学試験（面接のみ）を導入し、幅広い学際研究のニーズに忚える。 

 

【法学研究科】 

 

  １．学生募集の方法・入学者選抜方法 

 

   【現状の説明】 

     学生募集にあたっては、当該年度に本研究科が開講する講義の内容と担当者を「入試要

項」に掲載し、志願者に必要なカリキュラム情報を提供している。 

     また、別途発行される「大学案内」、「大学広報」、为要新聞、雑誌等のマスメディアを活

用して周知を図るとともに、本学学生を対象に進学説明会を開催している。そして、本学
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公式ホームページの「大学院」の項でも、本研究科が開講している講義の内容と担当者を

掲載している。入学試験願書・過去問題等入学試験関係資料の請求に関する対忚も、イン

タ－ネットを通じて行っている。 

     修士課程の入学者選抜は、一般選抜・社会人特別選抜を年２回（秋期・春期）ならびに

本学学部卒業見込者を対象として、学内選抜試験を５月上旪に実施している。 

     募集人員、試験科目等は下表のとおりである。 

 

課程 
募集 

人員 
選抜方法 実施時期 試験科目 

修士 30 名 

学内 5月上旪 口述試験 

一般 秋期（9月下旪） 

春期（1月下旪） 

論文、口述試験 

社会人 小論文、口述試験 

      

試験科目は、学内選抜では書類選考および口述試験である。一般選抜では、論文試験（憲

法・民法・商法・刑法・英語から２科目選択）および口述試験である。社会人特別選抜で

は、小論文試験および口述試験である。 

     博士課程の入学者選抜は、一般選抜・社会人特別選抜を年１回（春期）に実施している。

試験科目は、一般選抜では、外国語（英語・独語・仏語から１科目選択）および口述試験

である。社会人特別選抜は、口述試験のみである。 

 

   【点検・評価】 

     大学院志願者にとって不可欠な情報は、各自が専攻しようとする専門分野についてのカ

リキュラム情報であり、本学のホームページの各科目担当者による講義内容の説明は、こ

の趣旨で行われている。簡潔であるが、形式・内容ともに適切である。 

     情報伝達の手法も、メディアの多様化に即して多面的に採用されている。 

     入学者選抜については、修士課程募集人員３０名に対し、志願者数は、毎年度２０～ 

３０名で推移している。 

     博士課程については、募集人員は３名であるが、志願者が毎年いるわけではない。本学

と他大学の修士課程修了者を博士課程に導くための効果的な方策を進める。 

 

   【改善方策】 

     平成２１年度入試より、修士・博士両課程において外国人留学生選抜制度を導入する。 

 

 ２．学内推薦制度 

 

   【現状の説明】 

     修士課程において、本学学部卒業見込者の内、きわめて成績優秀な者を対象とした入学

試験（学内選抜）を実施している。 

     学内選抜試験の出願資格者は、以下の項目に該当し、当該学部長から推薦を受けた者で 

ある。 

     ① 本学に在学し、年度末に卒業見込みの者 

     ② 原則として「Ａ」評価が取得科目数の５０％以上の者 

     試験内容は、書類選考および口述試験のみで、筆記試験は課していない。本制度を利用

して毎年数名が志願し、合格している。 

     出願時の成績基準を厳格に定め、研究指導担当教員および学部長との面談を行うことに

より、一般選抜等で入学する者との間で、選抜上公平性を欠くことのないように配慮して

いる。 
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   【点検・評価】 

     本制度は、学部において学業成績・人物ともに優秀で、研究科への入学を希望している

者に進路とともに、勉学に専念できる環境を保証しているという点で、極めて効果的であ

り、十分な機能を果たしている。学内選抜制度によって研究科に入学する者は、研究科に

おいても、ほぼ例外なく優秀な成績を修めていて、継続的な効果を生んでおり、評価でき

る。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

  ３．門戸開放 

 

   【現状の説明】 

     修士課程においては、他大学（大学院）出身者が７割を超えて入学しており、研究科の

実績が社会に広く認知されているといえる。 

     本学と他大学出身の入学者数は、以下のようになっている。 

 

出 身 区 分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

本大学(大学院） 3 4 2 6 

他大学(大学院） 14 26 19 16 

 

     博士課程においては、平成１９年度に１名が入学して以来、入学者はいない。 

     研究科では、科目等履修生規程に基づく科目等履修生制度を実施している。科目等履修

生の資格は、大学を卒業した者あるいは大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者である。科目等履修生は、履修希望者のうち、選考によって許可を受けた者で、期間

は原則として１年間である。試験で合格点をとれば卖位が与えられる。これまで、平成 

１７年度と平成２０年度に各１名が科目等履修生となっている。 

 

【点検・評価】 

     研究科では修士・博士両課程ともに制度上、門戸は十分に開放されていると評価できる。 

     科目等履修生の制度は、科目履修の希望者にとって特別な知識を短期間に修得するため 

の有益な仕組みであり、研究科にとっても、学習の場を広く社会に提供する重要な手段で

ある。科目等履修生が増えることで門戸解放に役立ち、研究科の活性化に繋がることが望

まれる。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

  ４．飛び入学 

 

   【現状の説明】 

     本研究科では、飛び入学制度は実施していない。 

 

５．社会人の受け入れ 

 

   【現状の説明】 

     本研究科では、設置当初から社会人の受け入れを重要視して、これに配慮した入試制度
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を実施し、カリキュラムの編成とともに受講し易い開講時間を設けている。本学の地理的

利便性もあって、相当な成果をあげている。 

     入試制度においては、「社会人特別選抜」を実施し、出願資格を次のとおり定めて幅広く

募集している。 

     修士課程：出願時において大学卒業後２年以上経過し、かつ企業または地方自治体その

他公共団体に勤務する者 

     博士課程：① 法曹資格を有する者 

          ② 弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士およびこれに準

ずる資格を有する者で、修士の学位を取得している、あるいは取得見込

の者 

          ③ 企業、官公庁および教育・研究機関において５年以上勤務している者で、

修士の学位を取得している、あるいは取得見込の者 

     研究科における社会人の入学者は、１０名前後で推移している。 

 

   【点検・評価】 

     本研究科における社会人学生の割合は高く、大いに評価できる。社会人学生は、豊富な

経験と広い知識、明確な目的をもって積極的に学習するため、一般学生に好影響を与えて

いる。研究科の教育研究を活性化する役割を果たしている。 

     今後も、生涯教育、リカレント教育の両面から、社会人の受け入れを積極的に行うべき

である。上述の科目等履修生制度も、社会人に短期間に最新の知識を修得するための必要

な学習・研究の場を提供するものとして評価できる。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

  

６．定員管理 

 

（１）大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措

置の適切性 

（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忚策とその

有効性 

 

【現状の説明】 

   平成 17 年度から平成 20年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のと

おりである。 
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学部・学科 区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

法学研究科 入学定員 30 30 30 30 

企業・自治体法務

専攻 

入学者数 17 30 21 22 

入学者数／入学定員比率 0.57 1.00 0.70     0.73 
0.  修士課程 収容定員 60 60 60 60 

 在籍者数 31 
 

49 
 

52 
 

46 
  在籍者数／収容定員比率 0.52 

0.  
   0.82 
0.  

1.  

0.87 0.77 

法学研究科 入学定員 3 3 3 3 

企業・自治体法務

専攻 
入学者数 0 0 1 0 

入学者数／入学定員比率 0.00 0 0.33 0.00 

博士課程 収容定員 9 9 9 9 

 在籍者数 1 1 2 1 

 在籍者数／収容定員比率 0.11 0.11 0.22 0.11 

 

【点検・評価】 

  修士課程の定員充足率は、平成１８年度以後、８割前後で推移しており、充分とは言え

ない。その一方で、下表のとおり、入学者の専攻科目が毎年度、自治体法務分野に集中し

ており、特に同分野の「租税法研究」については、修了者の多くが税理士試験科目の一部

免除を受けていることから、年々、入学者が増えている。 

 

分野 研究指導科目 
平成 19年度 

入学者 
平成 20年度 

入学者 
平成 21 年度 

入学者 

企業法務 

商法研究Ⅱ 

（企業組織法） 
0 1 0 

（以下略） 0 0 0 

自治体法務 

租税法研究 19 20 22 

行政法研究Ⅰ 
（自治体行政法） 

1 1 1 

行政法研究Ⅲ（開
発・環境行政法） 

1 0 0 

国際法研究 0 0 2 

（以下略） 0 0 0 

合 計 21 22 25 

 

このことは、課程全体として見れば定員を確保できていないが、自治体法務分野に限れ

ば、教育指導体制に対忚した定員管理がほぼ実現できていることを示している。そこで、

定員を充足するためには、今後の入試広報に際し、企業法務分野に特に重点を置く必要が

ある。 

博士課程についても、近年、定員を充足できておらず、問題である。今後、需要が見込ま

れる学内外の法科大学院修了者等に照準を置き、そのニーズに対忚したカリキュラム開発を

図る必要がある。 

 

【改善方策】 

本研究科のホームページ等を通じ、教育の特色を積極的に広報するとともに、入学希望

者に対して、現在は事務局の説明のみに終始している相談会を、教員や在学生の積極的な

協力の下、施設見学・模擬講義実施等、学部のオープンキャンパスに準じたプログラム内

容へと改める。また、教員や修了者の人的ネットワークを活用して、志願者掘り起こしに

努める。 

また、外国人留学生入学試験（面接のみ）を導入し、海外からの高度な法学教育のニー

ズに忚える。 
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【コンピュータサイエンス研究科】 

 

１．学生募集方法、入学者選抜方法 

 

【現状の説明】 

学生募集に関して、大学としては「大学案内」、「大学広報」、为要新聞、雑誌等のマスメ

ディアを活用して周知を図っている。本研究科に関しては、学内では情報学部の学生を対

象に、入学時、コース選択時、ゼミナール選択時に、本研究科の概要を説明し進学希望を

勧めている。また学内で開催される他研究科との合同の進学説明会でも本研究科の概要と

募集説明を行っている。 

  入学者選抜は、春季(５月)に学内選抜試験を、秋季(９月下旪)と冬季(１月下旪)には一

般選抜試験を実施している。 

学内選抜試験は、本学の成績優秀者を対象とした学内推薦制度であり、学部３年終了時

点で、年度内卒業見込み者で、成績評価の「Ａ」および「Ｓ」評価がそれまでの取得科目

数の５０%以上のものが対象になる。試験内容は、書類選考と面接であり筆記試験は課して

いない。 

一般選抜試験は、書類選考に加えて筆記試験と面接を実施している。筆記試験は、本研

究科では「プログラミング」と「コンピュータアーキテクチュア」である。 

 

【点検・評価】 

  入学者選抜として、推薦に基づく学内選抜と一般選抜の二種類の方法を実施しているが、

この点に関しては特に問題を感じていない。しかし選抜試験の内容については、いくつか

の問題がある。 

一般選抜試験については、他大学からの受験を考慮すると、試験科目について何を基礎

科目と考えるかに問題があるが、本研究科では入学後の講義を受講する基礎としての必要

性からコンピュータの基礎となる「プログラミング」と「アーキテクチュア」の基礎知識

を問うことにしている。現状では、これで可としているが、どの科目を指定するかにより、

受験者に対する負担が増加し、受験者減尐につながることにもなる。しかし、試験を緩和

すると、入学後の教育に影響するので、受験科目指定に関しては常に検討し、改善すべき

である。  

 

【改善方策】 

  平成２１年度入試より、外国人留学生選抜制度を導入する。 

また、受験生確保のため、次の方策を平成２２年度を目途に実施すべく、準備を進めて

いる。 

  ① 学部ゼミナールを通じて学部学生に大学院の意義および内容等についての説明の機 

      会を強化する。 

  ② 試験科目改善のための検討委員会を発足させる。 

  ③ 学部と大学院を一体化して進学率を向上させるような方策を考えるため、学部との 

共同協議機関を設ける。 

 

２．学内推薦制度 

 

【現状の説明】 

学内選抜試験は、学部から成績優秀者を早く確保するということで意義の高い制度であ

り、表に示すように、この制度を利用して入学した学生は過半数を超えている。 
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学内推薦での入学者数 

課程 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 0(1) 3(6) 3(4) 3(4) 

注) ( )内の数は全入学者数を示す。 

 

この制度による出願資格は以下のとおりである 

     次の各項に該当する者で、優秀な人物として当該学部長から推薦を受けた者。 

① 本大学に在学し、年度末卒業見込みの者 

② 原則として「Ａ」「Ｓ」評価が取得科目数の５０％以上の者。 

試験内容は、書類選考および面接のみとし、筆記試験は課していない。 

 

平成１９年度から実施された特別科目等履修生については、次の条件を満たしているも 

    のを対象とする。 

① 本学学部の４年次生として在学していること。 

② ３年次修了の時点で、４年次配当科目を除き卒業に必要な科目を取得していること。 

③ 取得卖位の８０％以上が「Ａ」「Ｓ」評価であること。 

④ 履修年度に大学院学内選抜入学試験に合格すること。 

 

【点検・評価】 

学内選抜試験は、学部から成績優秀者を早く確保するということで意義のある制度であ

り、これを利用して入学する学生が過半数を超えている。しかし、「Ａ」「Ｓ」評価が５０%

以上ということがどの程度客観的に優秀さを決定しているかについては再考の必要性を感

じている。例えば、現状では全科目を評価対象としているが、「Ａ」「Ｓ」評価の対象とす

る科目を指定する必要があるのではないか、また、５０%が妥当な数値かどうかなどについ

ても調査の余地がある。特別科目等履修生については、この制度による修了生が出た時点

で判断する。 

 

【改善方策】 

成績優秀者の評価基準、とりわけ試験対象科目とその範囲、５０%の基準値の可否、「Ａ」

「Ｓ」の評価値の扱い等が妥当かといった点について、研究科委員会で平成２１年度中に

結論を出す予定である。 

 

３．門戸開放 

 

【現状の説明】 

  他大学の卒業生の受け入れは、これまで平成１８年度に１名のみである。 

 

【点検・評価】 

多い数ではないが、本研究科の規模からみて適当な状況と判断している。 

 

【改善方策】 

  改善の必要はないと考える。 

 

４．「飛び入学」 

 

【現状の説明】 

 「飛び入学」制度は実施していない。 
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５．社会人の受け入れ 

 

【現状の説明】 

現在、社会人としての受け入れ規定はない。 

 

 ６．定員管理 

 

（１）大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措

置の適切性 

（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忚策とその

有効性 

 

【現状の説明】 

   平成 17 年度から平成 20年度までの入学定員、収容定員及び各比率については、次のと

おりである。 

 

学部・学科 区  分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

コンピュータサイ

エンス研究科 

入学定員 10 10 10 10 

入学者数 1 6 4 4 

コンピュータサイ

エンス専攻 

入学者数／入学定員比率 0.10 0.60 0.40 0.40 

収容定員 10 20 20 20 

修士課程 在籍者数 1 7 10 8 

 在籍者数／収容定員比率 0.10 0.35 0.50 0.40 

 

【点検・評価】 

  現在の収容定員は、カリキュラムと教員数から見て適切な規模であるが、充足率が５割

以下に留まっていることは問題である。 

  こうした状況は、これまでの入学志願者が１名を除き全て本学情報学部出身であること

から、本研究科の教育実績が学外に広く周知できていないことに起因している。   

そこで、カリキュラムや入学試験制度のみならず、著名な研究者教員、２名の指導教員

による質の高い修士論文指導、徹底した尐人数授業、情報機器を豊富に備えた専用の学生

研究室、多様な奨学制度、修了者の就職実績等、本研究科の特色をより積極的に広報展開

する必要がある。 

  

【改善方策】 

 本研究科のホームページ等に上述した教育の特色を掲載するとともに、入学希望者に対

して、現在は事務局の説明のみに終始している相談会を、教員や在学生の積極的な協力の

下、施設見学・模擬講義実施等、学部のオープンキャンパスに準じたプログラム内容へと

改める。また、教員や修了者の人的ネットワークを活用して、学外の志願者掘り起こしに

努める。 

また、外国人留学生入学試験（面接のみ）を導入し、海外からの高度情報技術教育のニ

ーズに忚える。 
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第５章 学生生活 

 

Ⅰ．大学における学生生活 

 

  １．学生への経済的支援 

 

（１） 奨学金その他経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

 

  平成 17年度以降の日本経済は、雇用形態の多様化、尐子高齢化の問題、格差社会の問題

等多くの課題を抱え、また、平成 20 年度後半世界同時不況により急激に景気が悪化すると

いう状勢の中、大学･短期大学への進学率は平成 17年以降 50％を超える状況にあり、おの

ずと学生や保護者の奨学金等に対する関心が高くならざるを得ないのが実情である。  

わが国の奨学金制度は、育英理念（「才能はあるが経済的理由により進学が困難な者への

恩恵的施策」）と、奨学理念（「高等教育等の機会均等確保するための奨励的施策」）によっ

て行なわれているものであり、日本学生支援機構をはじめ多くの奨学団体等が各種の事業

を行っている｡奨学金の支給形態としては、給付・貸与あるいは両者の併用があって、奨学

団体等のおおよそ半数が給付制度を実施している｡ 

国の制度としては、日本学生支援機構の奨学金制度が規模的に最大で、重要な役割を果

たしているが、その他に地方自治体および民間団体の奨学金制度も数多くあり、修学困難

な学生に対する支援としてそれぞれに大切な機能を果たしている｡ 

 しかし、それだけでは十分に需要をカバーしているとはいえず、本学ではこれらの現状

を補完するために、表Ⅴ－１に示すとおり本学独自の奨学金制度（給付）や給付に代わり

学費から差し引く学費減免制度を平成 18年度から導入するとともに、平成 20 年度から学

費の見直しを実施し経済的支援を行った。また、信販会社と提携した教育ローン「学費サ

ポートプラン」の実現により、一時的な経済負担を軽減できる経済的支援を実施している。  

 平成 17 年度～20 年度においては、本学にとって大きな変化の時代であり、①入学志願

者の減尐②在籍者数の減尐③減免制度の導入④学費の見直し⑤入学者の増加という５つの

大きな経緯たどることにより今日に至っている。   

本学では、平成 17 年度在籍者総数の 18％が何らかの奨学金の給付または貸与を受けて

おり、その後入学志願者数の減尐に伴い在籍者数が年々減尐してきたもののその割合は逆

に増加傾向を示している。また、学費見直しにより入学生が増加に転じた平成 20年度につ

いては 27.0％にまで及んでいる。その中でも日本学生支援機構奨学金（貸与）を利用して

いる割合は 9割以上にもなり、学費値下げによりこれまで以上に低所得者層の子弟も入学

している現状において、今後もその貸与希望者が増加していくものと考えられ、日本学生

支援機構奨学金の存在は大きな意味を持っている。 

     奨学金の給付に代えて学費から差し引く学費減免制度については、平成 18 年度から白井

奨学生制度（学業･ｽﾎﾟｰﾂ･社会活動分野）と入試戦略の方策の一つとして入試制度による学

費減免制度が実施され、在籍者数に占める減免者の割合は、平成 18年度 2.2％であったが

平成 20 年度には 24.6％にまで支援の対象は増加した。 

    この２つの減免制度と学費の値下げ等により本学学生に対する経済的支援の整備がなさ

れるとともに、平成 20 年度の志願者数増加やスポーツ系クラブの活性化にも大きく貢献す

るなど今後の在籍者数の増加を考える上でも有効な方策であると考えられる。   

  そのほか本学では、従前よりアルバイト紹介を行っており、学生生活を過ごすうえで経

済的問題解決の手段の一つとして、適切なアルバイトの機会が得られるよう配慮している。 

なお、本学ではこのほか天災等により災害救助法適用地域に指定され、住居または保護

者等の住居の被害状況（家屋の全壊あるいは半壊）に忚じ、授業料の減免を行う特別措置

を講じており、適宜学生等に周知している。 
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表Ⅴ－１ 給付奨学金・減免制度・貸与奨学金 

区 分 名      称 本学 国・地方/民間 備考 

給付奨学金 

 

大阪学院大学・大阪学院短期大学奨学金 ※  H18 より移行 

企業後援会奨学金 ※   

ＡＯ入試（スカラシップ）制度 ※   

白井スポーツ奨励金 ※  H18 より移行 

学生奨励金“夢を実現させよう” ※   

その他の奨学金 ※ ※  

学費減免 
白井奨学生制度 ※   

入試制度による学費減免制度 ※   

貸与奨学金 
日本学生支援機構奨学金  ※  

その他の奨学金・教育ローン ※（教育ローン） ※  

 

【現状の説明】 

①  給付奨学金 

ア．大阪学院大学・大阪学院短期大学奨学金 

この制度は本学の教育目的を達成するために、昭和 59 年度に設けられたもので、

学業成績・人物ともに優秀であり、健康にして将来有為な人材となる見込みのある者

に対して 給付される奨学金で、特に学業成績が優秀な学生に対し給付されている。 

大学・短期大学･大学院の全学生を対象として募集をし、書類審査および面接によ

り選考を行っている。特に、その中でも優秀な者については、学費全額相当額(１種)、

学費半額相当額(２種)を給付している。なお、平成 18 年度からこれまでの給付奨学

金から学費減免である白井奨学生（学業分野）に引き継がれ移行している。 

平成 17 年度の忚募者数は 85 名、採用者数は 18 名、給付額（年額）は１種：学費

全額相当額（1名＠1,540,000円）、2種：学費半額相当額（1名＠720,000 円）、３種：

学費３割相当額（16名＠432,000円～462,000円）、給付総額は 9,222,000円であった。 

 

表Ⅴ－2 大阪学院大学・大阪学院短期大学奨学金（平成 17 年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

忚募者 85名 － － － 

採用者 18名 － － － 

給付総額 9,222,000 円 － － － 

 

イ．企業後援会奨学金 

平成 12 年度に本学の教育目的に対し、民間企業などの賛同を得て設立された奨学

金制度である。企業後援会奨学金選考委員会において、学業・人物ともに優秀で健康

にして将来社会的に活躍が期待されるという観点から書類審査および面接を行い、総

合的に判断して給付者の選考を行っている。 

なお、平成 17 年度は寄附金の募集や規程見直し・公募時期の変更等により公募を

見合わせたが、平成 18 年度から公募時期を 4 月としたことにより、募集対象もこれ

までの 1～3年生を 1～4年生の全学生対象に変更した。 

表Ⅴ－3 のとおり、平成 20 年度忚募者数（自由公募）は 97 名、採用者数は 30 名、

給付額（年額）は 10 万円（１口）が 26 名、20万円（２口）が 4名、給付総額は 3,400,000

円であった。 
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また、スポーツ分野を設け、各種競技で顕著な活動成果を収め顧問･監督の推薦を受

けた学生に対して、選考を行い給付者を決定している。 

平成 17年度より 2～3 名程度採用しており、平成 20年度の採用者は 3 名で、給付額

は、300,000 円（３口）、500,000 円（5口）、1,200,000円（１２口）、給付総額 2,000,000

円であった。 

 

       表Ⅴ－3 自由公募枠（平成 18年度～平成 20年度） 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

忚募者 － 57名 58名 97名 

採用者 － 31名 35名 30名 

給付総額 － 3,900,000円 4,800,00 円 3,400,000 円 

 

スポーツ分野枠（平成 17年度～平成 20年度） 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

推薦者数 2 3 3 3 

採用者 2 3 3 3 

給付総額 2,300,000 円 3,550,000円 2,700,000 円 2,000,000 円 

 

ウ．ＡＯ入試（スカラシップ）制度 

この奨学金は、平成 12年度ＡＯ入試「スカラシップ」制度により設けられたもので

あり、スカラシップＡＯ入試に忚募し、合格と判定され入学した者に対して、入学後

年間学費相当額（入学金含む）を給付するものである。表Ⅴ－4のとおり、平成 17年

度入試以降志願者の減尐もあり、新規採用は 0 名である。スカラシップ奨学生につい

ては、入学後の学業成績や 1年間の取り組み内容等について毎年審査することで、継

続の可否を決定している。 

 

表Ⅴ－4 ＡＯ入試（スカラシップ）制度（平成 17年度～平成 20年度） 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

志願者 2 名 0名 0名 3名 

新規採用者 0 名 0名 0名 0名 

継続給付者 2 名 2名 1名 0名 

給付者総数 2 名 2名 1名 0名 

給付総額 2,880,000 円 2,880,000円 1,440,000 円 0円 

 

エ．白井スポーツ奨励金 

  従前より、スポーツ活動の奨励を目指して学業とクラブを両立させクラブ活動にお 

いて活躍している学生で、ユニバーシティクラブの顧問･監督から推薦された者に対し 

選考のうえ奨励金を給付している。給付額（年額）は、一律 20万円となっている。 

なお、平成 18年度からこれまでの奨励金の給付に代わり、学費減免制度である白 

井奨学生(スポーツ分野）に引き継がれ移行している。 

  平成 17年度は、採用者 44名、給付総額は 8,800,000 円となっている。 
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表Ⅴ－5 白井スポーツ奨励金（平成 17年度） 

    平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

対象クラブ数 8 － － － 

採用者 44 － － － 

給付総額 8,800,000 円 － － － 

 

オ．学生奨励金“夢を実現させよう” 

        学生生活の活性化や学生の目的意識向上を図るために設けられた奨励金である。ボ 

ランティア活動をはじめスポーツ･芸術･文化活動など夢の実現に向け努力している学 

生に対し、活動費の一部援助として奨励金を給付している。 

学生部で申請を募り、夢を実現する目的･内容･計画性等が明確で意欲と実現の可能 

性がある計画であるかどうかという点を中心に、学生部長･学生部長代理･学生課長が

書類審査および面接により総合的に判定し採用者を決定している。 

表Ⅴ－6のとおり、平成 20年度の申請者は 1名、採用者は 0名である。 

 

表Ⅴ－6 学生奨励金“夢を実現させよう”（平成１７年度～平成２０年度）  

    平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

申請者 0 2 0 1 

採用者 0 0 0 0 

給付総額 0円 0円 0円 0円 

 

カ．その他の奨学金 

本学以外の給付奨学金については、本学卒業生の同窓会組織である校友会をはじめ 

各民間財団がそれぞれの理念により設けている奨学制度と、地方自治体が設けている 

奨学制度がある。 

奨学金の給付状況については、表Ⅴ－7のとおりである。例年各民間財団と地方自治

体を合わせて 8～10 団体程度で採用者数も 22 名～28 名程度と在籍者数に対する割合

も 0.5%程度とごく一部の学生の採用に限られている。また、奨学生の募集に関しては、

申込み条件のみならず基金の規模や経済情勢等にも影響されるため、募集が不確定で

採用数も年により増減することもある。 

なお、推薦にあたっては募集基準を満たしている者のうち、人物･学業成績が優秀な 

者を面接により選出しし、各団体に推薦することにしている。 

平成 20 年度は、8団体から 23名の奨学生に奨学金が給付されている。 

 

表Ⅴ－7その他の奨学金（平成 17年度～平成 20年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

給付団体 10 10 9 8 

給付者数 22 28名 26名 23 名 

年間給付総額 7,346,000 円 11,184,000円 7,312,000 円 6,028,000 円 

 

②  学費減免制度 

ア．白井奨学生制度(学業分野･スポーツ分野・社会活動分野） 

       平成 18 年度から白井奨学生制度を設け、学業分野・スポーツ分野・社会活動分の 3 

分野において優秀な成績や活動成果を収め、本学の模範生として将来様々な分野にお 

いて活躍できる人材を育成するために学費減免を実施している。従来の大阪学院大学 

･ 大阪学院短期大学奨学金ならびに白井スポーツ奨励金についても白井奨学生制度の 

学業分野･スポーツ分野に引き継ぎ移行するとともに、優秀な学生に対する学費減免 

を充実させている。  



- 449 - 

 

減免の種類および減免額については、第 1種（年間学費相当額減免）、第 2種（年間 

学費 7 割相当額減免）、第 3 種（年間学費半額相当額減免）、第 4種（年間学費 3 割相

当額減免）、第 5 種（年間学費 2 割相当額減免）、第 6 種（年間学費 1 割相当額減免）

になっている。 

       申請時期が減免年度である前年 11月から 12 月であるため、1年～3年生が次年度の

学費減免の申請対象となっている。 

模範生として様々な分野で活躍を期待できるという観点の下に、申請者の書類審査 

および面接等により、総合的に判断して採用者を決定している。 

なお、スポーツ分野については、クラブの監督･顧問の推薦に基づき選考を行って 

いる。 

表Ⅴ－8 のとおり、平成 20 年度の学業分野の忚募者数は 63 名、採用者数は 19 名、

減免総額は 6,966,600円であった。スポーツ分野は、推薦数 94名、採用者数 94名、

減免総額 46,420,800円であった。社会活動分野については、忚募者 0名であった。 

 

表Ⅴ－8 白井奨学生（学業分野：平成 18 年度～平成 20年度） 

  

平成 17年度 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

忚募者 － 103名 70名 63名 

採用者数 － 18名 20名 19名 

減免総額 － 8,496,000円 9,276,000円 6,966,600円 

 

白井奨学生（スポーツ分野：平成 18年度～平成 20年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

推薦者数 － 59名 75名 94名 

採用者数 － 59名 75名 94名 

採用者の競技種目  10種目 10種目 12種目 

減免総額 － 34,183,000円 45,848,000円 46,420,800円 

 

白井奨学生（社会活動分野：平成 18年度～平成 20年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

忚募者 － 1名 0名 0名 

採用者数 － 0名 0名 0名 

減免総額 － 0円 0円 0円 

 

イ．入試制度による学費減免 

       平成 17年度から併設高等学校推薦入学・併設高等学校特別推薦入学による入学生 

      に対しては、初年度のみ入学金相当額を入学後に返還する措置を取ってきたが、平成 

18年度から入学金相当額を初年度学費減免することに移行した。 

平成 19年度から学費減免（初年次の学費減免）を充実させ、これまでの併設高等 

学校のほかに指定校推薦入学･特別推薦入学を対象に加えた。 

平成 20年度には AO入試制度等の入学者にも初年次の学費減免制度を広げるととも

に、併設高等学校推薦入学・併設高等学校特別推薦入学ならびに指定校推薦入学による

対象者については、2 年次以上の在学者についても前年度 1 年間の成績が優秀であれば

学業成績により学費の 2割減免を行い、支援の幅を充実させた。さらに、公募制推薦や

一般入試においても、入学試験の得点によって初年次の学費を 5割減免するなど、経済

的支援を考慮した学費減免制度を設定している。 

表Ⅴ－9 のとおり、平成 20 年度は減免者数 985 名､減免額総額 234,488,000 円       
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となっている。 

 

表Ⅴ－9入試制度による減免者数（平成 17年度～平成 20 年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

1年生 83 名 49名 463名 810名 

減免額合計 21,995,000円 12,985,000円 31,356,400円 197,676,400円 

2年生以上 － － － 175名 

減免額合計 － － － 36,811,600円 

減免総額 21,995,000円 12,985,000円 31,356,400円 234,488,000円 

 

③  貸与奨学金 

ア．日本学生支援機構奨学金 

平成 16 年度から日本育英会の精神を引継いだ独立行政法人日本学生支援機構が意 

      欲と能力のある学生に「教育を受ける機会」を保証し、自立した学生生活を送れるよ 

う支援するために奨学金を貸与している。 

奨学金の種類には 2種類あり、第１種奨学金は無利息、第２種奨学金は年３％を上 

限とする変動金利制に基づく利息付きである。 

本学では、表Ⅴ-10 のとおり第１種・第２種合わせて、平成 17 年度 奨学生総数 

1,233 名であったが、平成 20 年度奨学生総数 1,133 名となり、学生数の減尐にも関

わらず在籍者総数に対する貸与人数の比率は年々増加している。特に、貸与額を 3･5･

8･10･12 万円（平成 20 年度から貸与額に 12万円が新設）と選択できる第 2種採用者

数の増加率が大きくなっている。 

忚募については、春の定時採用のほか、高等学校時の予約採用、緊急・忚急採用、

予算による追加採用に区分される。春のオリエンテーションにおいて開催（2 回）す

る各種奨学金説明会の中で募集説明を行っており、その後期間を設けて募集を行い、

出願書類・成績・所得基準に基づき、面談のうえ推薦者の選考を行っている。 

また、予約採用者の数についても平成 19年度までは 100名程度であったが、平成 

20年度には入学者数の増加もあり予約採用者が 264名と従来の約 2.6倍に増加してい

る。また、平成 20 年度に新設された第 2種の貸与月額 12万円を選択する奨学生も増

加している。 

 

表Ⅴ－10 日本学生支援機構奨学金（平成 17年度～平成 20年度） 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

ｱ.  貸与件数（1種） 359 件 286件 245件 231件 

ｲ. 貸与件数 (2種) 929 件 867件 783件 1,006件 

ｳ. 貸与件数合計 1,288 件 1,153 件 1,028件 1,237件 

ｴ. 内、併用貸与件数 55件 63件 87件 104 件 

ｵ.  内、予約採用件数 106 件 91件 102件 264 件 

ｶ. 内、新規採用件数 237 件 206件 195件 265 件 

ｷ. 内、緊急忚急採用件数 8件 9件 8件 26 件 

ｸ. 貸与奨学生数 (ｳ‐ｴ） 1,233 名 1,090 名 941名 1,133 名 

ヶ. 貸与額総額 1,086,301,000円 992,630,000円 906,912,000円 1,081,878,000 円 

 

イ．その他の貸与奨学金および教育ローン 

貸与の奨学金については、ほとんどが保護者が各都道府県市区町村に住所（あるい 

は本籍）を有する学生に貸与する地方公共団体の奨学金であり、民間財団の貸与奨学

金はごく一部となっている。 
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募集期間をはじめ、出願資格・貸与金額・返還方法等条件も一様ではなくそれぞれ 

異なっている｡ 選考基準については、多くの財団が経済的理由を優先し、成績を加味

して選考している。本学では、日本学生支援機構奨学金を除くその他の貸与奨学金と

して、表Ⅴ－11のとおり例年 6～11団体から学生が貸与を受けている。在籍者数に対

する割合は平均 0.2%と尐ない。平成 20年度は 6団体から 9 名の奨学生が奨学金の貸与

を受けている。 

その他の貸与奨学金については、専用の掲示板に募集や連絡事項等を随時掲示する

ことにより、学生に周知させている。 

 

表Ⅴ－11 その他の貸与奨学金（平成 17 年度～平成 20 年度） 

    平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

採用団体 11 7 6 6 

採用者 18 9 8 9 

年間貸与総額 8,184,000円 3,540,000 円 4,380,000 円 5,340,000 円 

       

また、これまで本学に独自の貸与奨学金制度はなかったが、教育ローンとして平成

20年度から信販会社（オリエントコーポレーション）との提携により、学生の学業成

績に関係なく保護者の一時的な経済負担を軽減できる「学費サポートプラン」を案内

できるようになった。 

このプランは、信販会社が申込者である保護者の所得審査を短期間で行うことによ 

り、申込みから 1 週間で信販会社が融資を決定し不足分の学費を本学に一括納入する

もので、その後、月々の分納により申込者が返済を行っていくプランである。ただし、

信販会社のローンということで、おのずと手数料についても 4.8％と他に比べ高い利率

（年利）となっており、問い合わせはあるものの平成 20年度の契約数は 1件であった。 

 

   ④   アルバイトの紹介 

    アルバイトは、学生生活を過ごすうえで経済的題解決の有効な手段の一つであり、 

学生にとって適切なアルバイトの機会を得られるよう配慮することは生活支援のため 

にも重要なことと考え、本学ではアルバイト求人の受付および学生への紹介を行ってい

る。アルバイト求人･紹介数については、表Ⅴ－12のとおりである。 

なお、本学では 1年次生に対しては学生生活への適忚と学業に専念できる時間を確 

保させるために、原則アルバイトを禁止しており紹介も行っていない。ただし、保証人

連署のうえ学生課に申し出た場合には紹介を行っている。 

 

                          表Ⅴ－12  アルバイト求人･紹介数（平成 17年度～平成 20年度） 

             

 

 

 

【点検・評価】 

①   給付奨学金 

ア．大阪学院大学･大阪学院短期大学奨学金 

この制度は、学業成績・人物ともに優秀であるという観点から、学業成績が優秀な 

者に忚募資格があるため、学業成績優秀者にとっては学業の励みとなっており、その

意義は大きい。また、奨学生の保護者にとっては、我が子に対する期待と共に給付額

もかなり大きいことから経済的負担の軽減効果は相当なものである。 

平成 17 年度については、忚募者がこれまでより増加したため優秀な学生を選考す 

ることができた。 

 区 分 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

求人件数 143件 118件 104件 66件 

紹介人数   89名  82名 83名 46名 
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       本学の奨学金は、多様な学生に給付の機会を与えることを基本とし、他の給付奨学 

金との関係においても選考基準や方法等においてその独自性を発揮している点は評価 

できる。なお、奨学金の申込みから採用・給付までの時間がかかるため、より早い時 

期に学費負担の不安を軽減できる方法として学費減免制度の導入を検討しなければな 

らない。 

イ．企業後援会奨学金 

この制度が平成 12 年度に確立されたことで、本学の奨学金制度はより充実され、 

幅広い学生に出願の機会を与えられることになり、その意義は大きいといえる。 

また、返還義務のある貸与奨学金と異なり返還義務を負う不安がないため、学費 

を負担する保護者にとっても魅力ある制度であり、採用された学生にとっては目標に

向けさらに精進する動機付けとなるものである。  

白井奨学制度（学業分野）のように学業成績の基準は厳しくないので一定の学業成 

績を修め、大学生活における活動等を通じて優れた者に給付されることは、課外活動、

資格取得、海外研修、経済的事情と多様な学生に忚募のチャンスがあり、その中から

将来社会的に活躍が期待される人材を選考できる可能性は大きいと考えられる。ただ

し、実際選考の際には多様な人材を多角的に評価するのは難しい点でもある。 

なお、寄付の関係でこれまでも募集時期が遅れたこともあったが、寄付金募集や規 

程の見直し作業等を行ったことで、平成 17 年度の自由公募の募集を見合わせること

になったが、募集時期を秋から春に変更したことで平成 18 年度から募集時期は 4 月

とし、学生に説明会等で明確に周知できるようになった。このため、忚募者について

も増加傾向で、特に新入生の関心も高く、これから期待のできる新しい人材を選考す

る良い機会にもなっている。 

         また、スポーツ分野の採用者については、監督・顧問の推薦もあり優秀な結果を収 

め世界大会等で活躍の選手も多く、給付を受けることで学費や遠征費用等経済的不 

安もなく学業やスポーツに専念できる環境が提供できていると考える。 

このため、今後とも奨学金基金に協力いただいている企業に対して本学への理解を 

求め、奨学金を今後とも継続いただけるよう尽力する必要がある。 

ウ．ＡＯ入試（スカラシップ）制度 

平成 15年度より 1 年更新による給付に変更されるとともに公認会計士や情報処理 

技術者、法曹関係、起業家などを目指す道にも対象を広げられたが、出願資格の条

件が厳しいため、平成 17年度以降のこの制度での入学者を獲得できていない。その

ため、へいせい 21年度から新しい種別を設定し、経済的に進学が難しい志願者が本

制度を活用できるよう入試事務室等関係部局が検討を行い、幅を持った制度に改めた

点は評価できる。 

採用された学生にとっては、今後 1年間の計画や目標を設定することで、いっそう 

学業に専念するとともに、目標の達成に必要な資質や能力の向上が期待される。 ま

た、保護者にとっても経済的に大きな支援となるであろう。 

ただし、目的意識の明確な能力のある学生の発掘と大学教育のフォローアップ体制 

の充実はさらに検討を要する。 

エ．白井スポーツ奨励金 

ユニバーシティクラブの 8クラブに一人当たり一律 20万を給付し、活躍が期待さ

れる選手の奨励を行っているが、奨励金が一律のため採用された選手の競技成績等が

反映されず競技種目によって公平性を欠く問題や入学前の優れた選手の獲得にも支

援できるようしたいとのクラブ関係者の意向もあり、選手の活動成果をより客観的に

審査し、成果に見合った金額を支援することでより優秀な選手を輩出できるようにす

ることが緊急の課題である。 

     オ．学生奨励金“夢を実現させよう” 

      意欲ある学生が夢に向かってチャレンジする精神を尊重し、その活動費の一部を援 
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助することは、活動する学生の励みとなり、今後とも学生生活の幅を広げることがで 

きる経済的支援制度のひとつとして意義あるものと考える。 

       ただし、問い合わせはあるものの、実際の申請者は尐なく、申請内容や計画性・実

現性に乏しいため不採用となる場合もあるので、今後はこれまで以上に制度を周知す

るとともに安易な申請で終わることのないよう、夢の実現に努力している学生を発掘

し支援する必要がある。 

カ．その他の奨学金 

返還の必要がない給付型の奨学金であり、また日本学生支援機構奨学金と併用でき 

るものもある。 

採用者は、本学の代表として各団体の期待に忚えるべく勉学に打ち込むようになり、

概ね好成績で卒業後も社会で活躍している者も多い。 

民間財団が行っている奨学金は、特に卒業後の見返りを求めていないのが特徴であ

るかわりに、一定以上の学業成績が求められることが多いため、より一層学業に励み

成績も常に上位の者が多く、本人にとっても良い目標となっている。 

地方自治体が行っている奨学金は、学生の経済的支援を重点にして出身地の地方自

治体との絆の育成を目指している場合も多い。 

近年、財政的な理由で縮小・募集停止などがあり、大学が全ての採用状況・選考方

法等を把握するのが難しいという問題点もある。 

また、民間財団・地方公共団体の奨学金は他大学の出願者と競合するため採用され

ないケースも多い。 

なお、4 月～5 月に出願期間が集中しており、学生が履修登録等で多忙な時期と重

なるため、募集の時期を見落として出願できない場合がある。選考にあたっては面接

だけで選考する場合も多く、判定が容易でないという問題がある。 

 

②  学費減免制度 

ア．白井奨学生制度 

        この制度は、平成 18 年度から学業分野･スポーツ分野･社会活動分野 （文化･芸術

活動含む）において、優秀な成績や活動成果を収め、本学の模範生として活躍が期待

できる人物に対し学費減免を実施している。採用される学生や保護者にとってはこれ

までの給付奨学金に比べより早い時期（4月）に学費負担の軽減を受けることが可能

となった。また、平成 17 年度まで設定していた給付型奨学金の申請理由で最も多か

ったものが、「学費への補完」であることから考慮すると、この学費減免による奨学

金制度は学費負担者に対して同様の経済的支援効果があるものと考えられる。 

    なお、奨学生としての意識の向上や自らの目標･計画等を再確認させ、本学の模範

生としての自覚を促すために「白井奨学生の集い」を年 2 回実施しており、奨学生が

互いに切磋琢磨して成長できるように指導する機会を設けている。この奨学生に選出

された学生は本学を代表する学生であるので、卖に経済的支援だけでなく学生の更な

る成長や活躍を支援する点からもこのような機会は有効と考えられる。 

この奨学制度は、３分野を設けて申請を受付けることで、多様な学生に減免の機会

を与えるとともに、各分野の重複申請を認めているため、両立している学生にも公平

にその努力や結果に見合った評価が出来るようにしている。また、他の奨学金との関

係においても選考基準や方法等においてその独自性を発揮している点は評価できる。  

     なお、学業分野の採用者数が尐ない点は、入試制度の学費減免制度の対象者に学業 

優秀者が多いことから考慮すると、全体的には他の分野とバランスは取れているもの

と考えられる。 

学業分野については、学業成績が極めて優秀な者に申請の資格があるため、優秀な

者にとっては、次年度も学業の励みとなり模範生としての良い動機付けにもなってい

る。平成 20年度の学業分野採用者 19名について、1年間の学業成績を調査した結果、
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採用者 19名の履修科目における GPA 平均が 3.32（履修科目が全て S（90点以上）評

価で卖位修得した場合、GPAが 4.00 を示す。）と極めて高い評価を得ており、そのう

ち 12名が平均以上の評価を得ており、残る 7名も平均には届かなかったものの優秀

な成績を修めており、その意義は大きいと評価できる。 

   スポーツ分野に点いては、採用者も多くこの制度の導入等によりユニバーシティク

ラブを中心として各リーグ戦や全国大会出場、さらに世界選手権における入賞などの

活躍が著しい。また、奨学生の中からはサッカーのＪリーグや社会人チームなどに進

む学生もおり、各種目での奨学生の目標達成の支援の一助になっている。スポーツ分

野の奨学生は、スポーツでの活躍のみならず他の学生からも信頼厚く、人間的な成長

も培われていると思われる。 

社会活動分野については、文化･芸術活動を含めた諸活動において申請を受付けて 

             いるが、これまで法科大学院生を除き学部の申請者はほとんどなく、今後諸活動にお 

             いて努力している学生を発掘･奨励する意味においても、学生に対する奨学制度の周 

知等の工夫が求められる。 

  イ．入試制度による学費減免制度 

      併設高等学校入学者に対する学費減免に加え、平成 19年度から入試制度として他 

      校からの学生に対しても指定校推薦入学および特別推薦入学による学費減免を加え

ることにより、志願者が増加に転ずるとともに減免者も増加した。      

平成 20 年度は、減免対象を指定校推薦入学および併設高等学校推薦入学・併設高 

             等学校特別推薦入学の在学生にも拡大させたことにより、在籍者数の約 22%が減免対

象者となり急増している。 

本学への入学を志す受験生・在学生や保護者にとっては、経済的負担が軽減された 

ことはもちろん、入学後も学業成績の努力次第で引き続き減免を受けることが可能に 

なったことから、対象者の学習意欲の向上に繋がる制度である。平成 20 年度の併設

高等学校推薦入学・指定校推薦入学者で、入学金相当額の減免に加え 2割以上の減免

を受けた新入生 146名について 1 年間の成績を調査した結果、各学部のＧＰＡ平均よ

り高い学生が 103 名、低い学生が 37 名、学籍異動 6 名という結果で、7 割以上が各

学部の平均より高いＧＰＡの評価を得て、入学後も引き続き勉学に励んでおり、学業

の励みに繋がっていると評価できる。 

 また、減免基準が前年度 1年間の成績評価のみで判定されることから、卒業まで 1 

年卖位でチャレンジできるので、計画・目標を立てやすく努力できるという点もある。 

 平成 20 年度の減免基準は、修得科目のＡ評価（80点以上）の卖位数により決定し

ているが、成績についてはより厳格に客観的な判断が求められるため、現在の成績評

価や減免基準を見直し、平成 21 年度からＧＰＡを導入した新しい減免基準を適用し

たことは評価できる。 

  

③   貸与奨学金 

ア． 日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構奨学金については、学生・保護者の関心は高く、特に第２種の 

貸与月額の増額希望や無利子の第１種に対する要望も根強い。本学においても厳しい

経済状況にある低所得者や母子家庭の子弟の入学が年々増加し、奨学金の貸与がなけ

れば学業継続が困難となる学生が増加しており、日本学生支機構奨学金の存在は非常

に大きい。 

具体的には、入学者が増加に転じた平成 20年度の貸与者の伸び率は非常に大きく、

入学者の予約採用者数をみても平成 19年度に比べ 2.6 倍と急増している。 

 また、緊急・忚急採用は例年 10 名程度で推移しているが平成 20 年度に限っては

26名と大幅に増加しており、景気の悪化が原因でおきた倒産･失業やリストラ、給与

の大幅カットによる経済的困窮者の増加を映し出している。 
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こうした結果、本学の在籍者数に対する日本学生支援機構奨学生の比率は、4人に

1人が貸与者という状況で今後も増加傾向にある。 

日本学生支援機構奨学金は、基本的に卒業までの最短修業年限は奨学金貸与が継続

されるので、学生とその家族は経済的および精神的にも安心して生活を送ることがで

きる。そのため、２次的な効果として家庭の事情、親のありがたさ、お金の価値観、

責任感、自身の生き方について考える機会を与えることになり、経済的効果だけでな

く、人格形成の上でも大きな教育的効果を果たしていると考えられる。 

一方、予約採用者に多く見られるが保護者が高等学校 3 年時に申込みをしている関

係から学生本人にその自覚が尐ないことや、貸与奨学金であり将来返還を要するとい

う自覚を欠く奨学生も一部に見受けられることである。 

また、選考過程において家計状況の十分な把握が困難であること、さらに出願人数

が多数であるため面接時間を十分に確保できていない状況であることなど、面接での

評価をどの程度選考結果に反映することができるのか問題である。さらに、推薦内示

数が第 1種・第 2 種とも減尐してきており、入学者の減尐局面では採用に大きな支障

はなかったものの、平成 20年度から入学者増に転じたことで、日本学生支援機構の

推薦内示数が出願希望者の急増という現状に対忚できず推薦できない希望者がたく

さん出てくる問題がある。 

イ．その他の貸与奨学金 

地方出身者にとっては、学費以外に下宿等の生活費用が大きな経済的負担の要因と

なっており、無利息の貸与が多い民間・地方公共団体等の奨学金は、学生やその家族

に対する将来の負担軽減や生活費のサポートという意味から大きな役割を果たして

いるといる。 

特に、地方公共団体の貸与奨学金の選考基準が、所得に大きなポイントを置いてい

ることから、経済的に困難な学生に対して教育の機会均等を図るという大きな役割を

果たしている。ただし、日本学生支援機構奨学金との併用を禁止している地方公共団

体等もあり、民間･地方公共団体等よりも貸与月額の大きい日本学生支援機構への出

願を選択する傾向にある。 

受給者の多くを占める地方公共団体の貸与奨学金については、その都度出願に対忚

しているが、大学として全てを把握しているとはいいがたい。この点で大学としても

しかるべき情報を把握し、より多くの学生に出願の機会が与えられるよう配慮するこ

とが必要である。 

        なお、本学と信販会社の提携による教育ローン「学費サポートプラン」については、

学生の学業成績に関係なく保護者が申し込み出来る点は評価できるが、年利が高いた

め斡旋しにくい。 

窓口では金利の低い日本学生支援機構奨学金や、国の教育ローンを指導する関係で、

この「学費サポートプラン」については最終の一時的な措置との位置づけで指導をし

ている。 

       

     ④ アルバイトの紹介 

  本学では、平成 16 年に学生相談所(大阪･京都･神戸)がアルバイトの紹介・斡旋を行

わなくなったため、無料で求人登録の出来る大学への問い合わせが増え平成 16･17年度

の登録件数や紹介人数も増えたものの、平成 18年度以降は年々登録も減尐してきた。な

お、学生への紹介数も減尐傾向にあるが、平成 20年度は特に減尐している。今後の紹介

数の動向にも経済的な要因との関係で分析していく必要がある。   

      特に本学の学生に人気のあるアルバイトとしては、各種資格試験の補助監督業務や経 

理事務作業のようなアルバイトである。 

      学生課で紹介するアルバイトは、学生にとって経済的問題の解決に有効であるほか、 

就職前の社会勉強にもなっており、適度なアルバイトは学生生活を有意義なものにする 
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といえる。アルバイトの内容については、大学が求人の登録受付時に学生に代わって職 

種や労働条件等を確認し、学生に安全なアルバイトを紹介しているため、安心してアル 

バイトを選ぶことが出来る。 

        

【改善･方策】 

①  給付奨学金 

ア．大阪学院大学･大阪学院短期大学奨学金 

       採用された学業成績優秀者にとっては、これからも学業に励み今後更に努力するこ

とにつながるよう、採用者を集めて激励したり、目標を再確認させ達成できるよう指

導を深めていきたい。 

       また、奨学金の給付時期が 7月のため、学費は事前に納入しなければならず学費支 

払時の経済的不安解消にはあまりつながらないため、他大学が実施している学費減免 

制度の導入し、平成 18 年度より白井奨学生制度（学業分野）に移行した。 

イ．企業後援会奨学金 

課外活動、資格取得、海外研修、経済的事情と多様な学生の中から優れた人材をど  

う選考することは難しいが、現在まで書類審査と集団面接（個人面接も含む）によっ

て優秀な学生を選出できている。改善点としては人物評価を十分に行うために面接時

間の延長や面接内容を検討し、総合的に優れた人材を採用していきたい。 

       本奨学金については忚募学生が年々増加傾向にあるため、支援を必要とする優れた  

学生に奨学金が給付できるよう、引き続き後援企業等の協力を得て基金の拡大を図る

必要がある。また、今後は奨学金授与式において後援企業の方々と奨学生との交流を

深める機会を設け、交流を通じて後援企業と奨学生との相互理解と、奨学生の取り組

み内容などを理解いただくことで、本基金への協力拡大を図る。           

       また、今後も多くの忚募者の中から支援を必要とする優れた奨学生が採用できる 

ように学生への周知にも力を入れていく。 

ウ．ＡＯ入試（スカラシップ）制度 

    本制度に優秀な学生を確保できる環境は整えられてきている点を学校訪問や入試

説明会で積極的に広報することで、優秀な学生を獲得していく。 

    本制度の奨学生については、該当学部長･教務部長･学生部長をはじめ関係部署が協

力体制で指導やフォローアップの充実を図り教職員が積極的に面談を行うなど修学・

学生生活・留学等の指導を充実させていくことで、奨学生の目標達成を支援していく。 

エ．白井スポーツ奨励金 

選手の競技成績等が反映されるよう、また入学前の優れた選手の獲得にも支援でき

るように関係部局等で検討を実施した。その結果、平成 18年度よりこれまでの奨励金

制度を廃止し、選手の活動成果をより客観的に審査し、成果に見合った金額を支援す

ることで優秀な選手を育成することを目的にした新たな白井奨学生制度（スポーツ分

野）に移行し、活躍が期待できる優秀な選手の経済的支援を行うこととした。 

オ．学生奨励金“夢を実現させよう” 

   申請者数については、募集時期の関係もあると考えられるが、今後はオリエンテー

ションにおいても、これまでの採用事例を挙げ周知の徹底を行うことや、安易な申請

をしないよう指導等を充実させ、各方面で夢の実現のために努力している学生に忚募

のチャンスを与えていく。 

また、ゼミナール教員への周知にも力を入れ、努力している学生に対する申請を促

していく。 

       なお、申請者に対しては貴重な体験談を文章にして提出させる青春チャレンジコン

テストへの忚募を促し、本人の成長や意欲的に取り組む姿を文章で表現させ文章能

力・表現力・創造力や執筆意欲を備えた学生を育てる。 

カ． その他の奨学金 
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    奨学金申込や面接において複数の担当者で対忚することで、申請内容・家庭状況

の客観的な把握と人物評価を行い、該当奨学金により的確な人物を推薦していく。 

また、募集する財団等については、募集案内が郵送によるところが多いが、Ｗeb

による周知を行っている財団もあるので、より多く募集情報の把握に努めていく。支

援を必要とする学生には忚募の機会を逃さないように、これまで以上に給付奨学金情

報を掲示や学内Ｗebにより提供し、周知の強化を図る。 

  

         ②   学費減免制度 

   ア．白井奨学生制度 

「白井奨学生の集い」を奨学生の为体性を活かした研修とすることで、奨学生の意

識向上を図り、言動や行動等において後輩達の見本となり互いが成長できるような

集いにしていく。 

    なお、学業分野や社会活動分野の申請者減尐については、今後は学生・教員はも

ちろんｗｅｂやメールによる募集の周知を徹底することで意欲のある学生に申請の

機会を逃すことのないようにする。特に、社会活動分野での募集については、対象

となるような活動例を挙げて学生へ周知させたい。 

     

  イ．入試制度による学費減免制度 

平成 21年度からＧＰＡを導入した新しい減免基準を適用したことで、今後は学業

成績の状況と減免者数や減免額の動向さらに志願者数の状況等を見守り、学業の向

上と経済的支援が図れるように努めていく。 

 

③  貸与奨学金 

ア．日本学生支援機構奨学金 

母子家庭や低所得者のため経済的支援を必要とする学生の入学が急増しており、出

願数が日本学生支援機構の推薦数を大幅に超過している。定時採用のみならず追加

採用においても不採用者が発生する傾向が続くものと予想されるため、不採用者へ

の対忚や指導を充実させる。面接においては業務担当者が出願時の事由を詳細に確

認し、緊急・忚急採用に廻せる場合には採用区分を振り分け、早期に支援を必要と

する学生ができるだけ多く採用されるよう対処する。 

        返還意識の向上については、説明会等でも返還の重要性について説明を行っている 

が、今後は掲示や文書等により返還意識を高め、延滞防止に向けた取り組みに努める。

また、返還猶予の手続きについても徹底できるよう、今まで以上に説明会や窓口等

での指導を充実させ返還者の延滞防止に繋げる。 

イ．その他の貸与奨学金および教育ローン 

無利息の奨学金を取り扱う財団や地方公共団体等は多いので、早い時期にＷｅｂ等 

を利用して募集情報の把握に努め、学生に無利息の奨学金情報をより多く提供する。 

        また、学費サポートプランについては、尐しでも低金利になるよう提携業者に協力

を求めるとともに、奨学金の不採用者等を対象に最終の一時的な措置として案内す

ることで支援していく。 

 

④ アルバイトの紹介 

  多様な学生が入学している状況においては、アルバイトを経験することで経済的側面

以外に、対人関係やコミュニケーション能力の向上など人間的な成長も期待できると考

えられる。今後も学業に支障をきたさないように学生へのアルバイト指導の充実を図っ

ていく。 

また、安全で安心できるアルバイトの提供ができるようこれまで以上に斡旋内容の

確認に努める。 
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２．学生の研究活動への支援 

 

（１）学生に対し、各種論文集およびその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

 

【現状の説明】 

① 懸賞論文コンテスト 

懸賞論文コンテストは、多様な資質や感性を持つ学生を表彰することにより一層の努

力を期待するとともに、本学学生の活性化および帰属意識を高めることを目的に、学生

部为催で平成 10年度から実施している。 

テーマは自由とし、学術論文部門とエッセー部門に分け 7 月に募集を行っている。10

月末に締め切り、11月～12 月に審査を行い、1月新春夢トークにて表彰を行っている。 

審査のうえ、最優秀賞、優秀賞、入賞者には、表彰状と賞品を授与している。なお、

平成 20 年度からは、これまでの懸賞論文コンテストの内容を一新し青春チャレンジコン

テストと題し学生の意欲を引き出す取り組みをしている。 

 忚募・採用状況については、表Ⅴ－１３のとおりである。平成 19年度の忚募数は９

件（学術論文 7 件、エッセー2 件）、採用数は 4 件（学術論文：入賞 3 件、エッセー:

優秀賞 1 名）であった。 

 

表Ⅴ－13 懸賞論文コンテスト（平成 17年度～平成 19年度） 

 

 

 

 

 

 

 

①  青春チャレンジコンテスト 

本学では、自らを発見し、磨くために努力した学生を支援するために、夢や目標に向

けチャレンジしたことや体験した内容について、文章にまとめ提出させ学生部で審査

する企画として「青春チャレンジコンテスト」を平成２０年度より実施している。 

       平成 19 年度まで懸賞論文コンテスト（学術論文部門･エッセー部門）として、執筆意

欲の向上を目指していたが、平成 20 年度からは内容を一新し、学生の貴重な体験談を

文章にして提出させ、形式･書式、文書作法、内容･構成等に基づき学生部委員会で審査

し表彰を行っている。 

テーマは自由とし、7 月に募集を行い、10 月末に締め切り、11 月～12 月に審査を行

い、1 月新春夢トークにて表彰を行っている。 

審査のうえ、金賞、銀賞、銅賞の各入選者には、表彰状と賞品を授与している 

表Ⅴ－14 のとおり、平成 20 年度の忚募数は 4 件、入選作品は、2 件（銅賞 2件）で

あった。 

 

 表Ⅴ-14 青春チャレンジコンテスト（平成 20 年度） 

 

 

 

 

 

【点検・評価】 

  H17 年度 H18年度 H19 年度 H20年度 

部門 学術論文 エッセー 学術論文 エッセー 学術論文 エッセー － 

忚募数 2 0 4 1 7 2 － 

採用数 0 0 2 0 3 1 － 

給付金額 0 円 0 円 60,000 円 0 円 90,000 円 50,000 円 － 

区 分 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

忚募数   ―   ―   ―   4件 

採用数 ― ― ― 2件 

給付金額（旅行券） ― ― ― 60,000 円 
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 ① 懸賞論文コンテスト 

   学生に課題を与えることで、夏季休暇中に取り組む学生にとっては、目標や計画を立

てやすく時間を有効に活用でき、作成に集中することができると考える。また、興味や

やる気のある学生の意欲を引き出す取り組みとして評価できる。 

   平成 16 年以前と比べると忚募者は減尐傾向にあるが、在籍者数の減尐傾向の中、教員

等からの周知もあり近年忚募者は増加しているが、3･4年生の忚募が中心となっている。 

   審査は、形式・書式、論文作法、文書作法、内容･構成等に基づき学生部委員全員に担

当を願っており、審査結果については各委員から所見等を付けて文書で連絡している。 

   なお、学術論文部門の審査については、どうしても専門性が要求されるため、審査を

する学生部の委員にとっては、客観的な判断が難しい場合もある。 

 

② 青春チャレンジコンテスト 

  学生の夢や目標に向けチャレンジしたことや大学生でしかできない体験内容を文章に

まとめて提出させることで、学生のチャレンジ意欲を高めることはもちろん、文章能力・

表現力･創造力や執筆意欲の向上も大きく期待できるものと考える。 

  また、本学にとっても作品の提出により努力している学生を発掘できる良い機会であ

り、本人の頑張り･努力を評価できるという点で、大きな意義がある。なお、審査結果に

ついては各委員から所見等を付けて文書で連絡をしている。 

   平成 20 年度は、懸賞論文コンテストからの変更等で周知等にも遅れがあり、忚募者は

4名と尐なかった。周知徹底できれば文章能力・表現力･創造力や執筆意欲を備えた学生

を今後支援できるものと考える。そのため、今後は多くの学生に忚募してもらえるよう、

周知を工夫するなど学生の関心を向けさせ PRに努める必要がある。 

   

   【改善･方策】 

① 懸賞論文コンテスト 

  学術論文部門の審査については、特に専門性が要求されるため学生部委員の客観的な 

 判断が難しい場合やパソコンの普及等もあり本人の執筆内容に関し判断が難しい問題等

があり、学生部委員会で検討した結果、平成 20 年度から懸賞論文コンテストの募集を止

め、新たに学生が身近に興味を持ち体験したことを文章にまとめ提出させ、チャレンジ

意欲や文章能力・創造力・執筆意欲の向上を期待したいとのことで、「青春チャレンジコ

ンテスト」に移行した。 

 

② 青春チャレンジコンテスト 

  夏期休暇における体験内容等を提出する学生も多いが、多彩なテーマで忚募させるた

めに、学生への周知については掲示のみならずｗｅｂやメールにより早期から告知を行

う。また、今後は説明に力を入れ学生の理解を深め執筆意欲の向上を図る。学生奨励金

“夢を実現させよう”の問い合わせにくる学生などにも、青春チャレンジコンテストの

説明を行い学生の執筆意欲を向上させていく。なお、学生の執筆意欲には教員の激励が

大きな糧となるので、ゼミナール担当教員への周知も強化することで意欲ある学生を多

く発掘する。 

  さらに、本コンテスト入賞者の才能を伸ばすためにも、今後学外の類似のコンテスト

などへの挑戦を積極的に促していく。 

 

３．生活相談等 

 

  （１）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 

 

【現状の説明】 
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健康で将来社会に有益な人材を送り出すことが、本学の使命のひとつであると考える。

このため、全学で生活相談、学生の健康保持・増進および安全・衛生への支援や取り組み

等を行なうとともに、その中で問題を抱えた多様な学生を温かく受け入れ、一緒に考える

ことで自己解決策を見出し、健康で自己管理できるような学生を育成することが重要であ

ると考えている。 

なお、大学生の薬物乱用事犯が社会問題として大きく取り上げられ、最近になって本学

の一般学生が大麻所持容疑で逮捕されるなど、本学においても学生が健康で安全な学生生

活を送るために、「薬物乱用防止に対する教育」を重要な課題として位置づけ、取り組みを

行っている。 

また、安全で快適な寮や下宿の紹介を行うことで、学生が安心して生活ができるように

努めている。 

具体的には、以下のような支援を行っている。 

 

① 学生相談 

            本学では、学生生活を送る上で悩みとなる勉学・進路・人間関係等あらゆる相談に忚じ

る場として、学生相談センターを設けている。平成２０年９月より３号館から本館４階に

移転し、カウンセリングルームを設け相談に忚じており、専門のカウンセラーやアドバイ

ザー等を配置してサポートを行っている。近年の学生気質の急激な変化に伴い、様々な相

談が持ち込まれるようになり、特に精神・心理面での相談が増加してきている。 

 

ア．利用者数の推移 

              表Ⅴ－15 のとおり、平成 17 年度は前年度の約 3 割（196 名）減尐、更に平成 18・

19年度と減尐傾向にあったが、平成 20年度は、前年度の約 3割（122名）増加してい

る。 

全体的な減尐は、在籍者数の減尐も多尐関係しているが、継続来談者の来談回数の 

減尐が一つの要因として考えられる。 

イ．相談内容の推移 

大半が「心理」で、内容は精神疾患の見られる学生の相談、対人関係に関する相談、

ひきこもりや不登校に関する相談などである。これらの相談では近年保護者の来談が

目立ってきている。 

｢テスト」は、個々に有効利用されているようであるが減尐傾向にある。従来の「就

職活動」のための自己分析を目的とした学生が減尐したためと考える。 

なお、カウンセリングの域を越える内容について、本学に協力を願っている各クリ

ニックに対忚を依頼するケースも従来より増加してきている。 

ウ．運営の推移 

現在、「学生相談センター」として本館４階（平成 20年 9月から）にカウンセリン

グルームを設け、カウンセラー４名（内、臨床心理士２名）に事務職員２名で、従来

どおり週６日学生の総合的な相談に忚じている。なお、運営の推移については、表Ⅴ

－16のとおりである。 

また、カウンセラーの「ケース報告会」を半期に１回開催し、カウンセラー間の情

報交換や事務職員との連絡を密にしている。 
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表Ⅴ－15  年度別 学生相談センター利用者数（大学） 

                                                               （延べ人数） 

 

 【相談内容の詳細】 

   学  業：履修登録、勉強方法、転学部（学科）・編入学、資格取得など           

   進  路：進路変更、就職活動の方法、職業適性、官公庁・企業･ 団体など 

   生  活：課外活動・日常生活における諸問題、各種奨学金など 

   心  理：対人関係の悩み、抑うつ感、摂食障害（過食症・拒食症）、不登校、箱庭による 

自己探求など 

   テスト：描画（風景構成法）、質問紙法（YG・TEG)など 

   その他：各種問い合わせ、上記に属さない内容 

   

表Ⅴ－１6 学生相談センター（カウンセリングルーム）運営の推移 

年  度 名  称 場  所 構成人員 開室曜日・開室時間 備 考 

平成 17年度 学生相談ｾﾝﾀｰ ３号館６階 

カウンセラー ５名 

（内、臨床心理士３名） 

事務職員     ３名 

心理/月～土曜日 

     10:00～16:00 

その他/月～土曜日 

     9:00～17:00 

 

平成 18年度 学生相談ｾﾝﾀｰ ３号館６階 

カウンセラー ４名 

（内、臨床心理士２名） 

事務職員     ３名 

心理/月～土曜日 

     10:00～16:00 

その他/月～土曜日 

     9:00～17:00 

カウンセラー

１名退職 

 

533

411

481

695

0

100

200

300

400

500

600

700

800

その他 17 14 1 1

テスト 52 27 15 4

心理 550 374 360 512

生活 55 38 35 10

進路 10 6 0 1

学業 11 22 0 5

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
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年  度 名  称 場  所 構成人員 開室曜日・開室時間 備 考 

平成 19年度 学生相談ｾﾝﾀｰ ３号館６階 

カウンセラー ４名 

（内、臨床心理士２名） 

事務職員     ３名 

心理/月～土曜日 

     10:00～16:00 

その他/月～土曜日 

     9:00～17:00 

 

平成 20年度 学生相談ｾﾝﾀｰ 

 

３号館６階 

 

＊本館４階 

 

カウンセラー ４名 

（内、臨床心理士２名） 

事務職員     ２名 

心理/月～土曜日 

     10:00～16:00 

その他/月～土曜日 

     9:00～17:00 

 

 

事務職員１名

退職 

＊ 9 月 16 日から本館（４階）に移転。 

 

② 健康管理 

本学の学生および教職員の健康管理のために「保健センター」を設置している。事務

スペース・診察室・処置室・静養室を完備し、スタッフは非常勤の学医 1 名、看護師 2

名の計 3名を置いている。 

为な年間業務内容については、次のとおりである。 

  

ア．定期健康診断およびスポーツ検診 

学校保健安全法にもとづいて毎年１回在籍学生を対象に２～４月にかけて定期健康

診断を実施している。定期健康診断の受診状況・受診率の推移・年次生別受診率の推

移は下記の表Ⅴ－17～Ⅴ－19のとおりである。更に、胸部Ｘ線検査による有所見者数

と要医療者数の推移を表Ⅴ－20に示す。 

また、スポーツ系クラブ・サークル所属学生（以下ｽﾎﾟｰﾂ系学生とする）を対象に６

月下旪～７月上旪に実施する「スポーツ検診」がある。これらの検査項目は表Ⅴ-17 の

とおりである。スポーツ系学生はユニバーシティクラブ 9団体と独立クラブ・サークル

などの計約 40団体で約 800 名が検診対象となっており、夏期合宿前には結果が出るよ

うにしている。スポーツ検診受診者数と受診率の推移については、表Ⅴ－21 のとおりで

ある。 

 

表Ⅴ-17  年次生別検査項目 

健康診断 
胸部 X線

(間接） 

身体測定 

（身長・体

重） 

検尿 

（蛋白・

糖） 

内科検診 

聴力 

（1000・

4000） 

視力検査 
心電図検査 

（血圧・血液検査含む） 

１年次生 ○ ○ ○ ○ ○   

2年次生 ○ ○  ○    

3年次生 ○ ○  ○    

卒年次生 ○ ○ ○ ○  ○  

スポーツ検診       ○ 
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表Ⅴ－19  年次生別受診率の推移（％） 

 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

１年次生 96.8 97.0 95.7 95.1 

２年次生 78.7 77.6 74.3 75.7 

３年次生 74.6 74.0 72.0 66.5 

４年次生 90.4 84.1 84.4 80.2 

留 年 生 38.1 42.2 31.9 30.0 

                                                            

表Ⅴ-20  胸部 X線検査における有所見数と要医療者数の推移 

  H17 年度 H18年度 H19年度 H20年度 

有所見数(人） 3 0 1 2 

要医療数(人） 1 0 0 0 

 

表Ⅴ-21 スポーツ検診受診者数と受診率の推移 

  H17 年度 H18年度 H19年度 H20年度 

受診数（人） 794 740 641 649 

受診率（％） 84.9 90.0 85.7 84.1 

 

イ．保健センターの利用状況 

平成 17年度から平成 20年度における利用状況及び利用状況内訳は表Ⅴ-22～表Ⅴ

－24 のとおりである。総利用数は学生数の減尐に伴い減尐している。内科的疾患は

風邪症状や頭痛、腹痛、下痢などの症状に対する頓用薬の投与で外科的疾患は傷や

打撲などの処置である。内科的疾患では薬の頓用やベットでの休養で軽快がはかれ

ない場合には緊急性を判断し医療機関へコンタクトをとるなど適切な対忚に努めて

いる。また、毎年近隣の医療機関の診察日など確認し最新の情報のガイドマップを

作成して学生が受診しやすいように配慮している。 

外科的疾患では雤の日のバイク、自転車での転倒事故による擦過傷、切傷、スポ

ーツ外傷による捻挫、腱損傷などが为で中には医療処置が必要なケースもあり近隣

の医療機関を紹介したり、搬送している。健康相談の内容は睡眠障害、慢性的な疲

労感、性への関心、対人恐怖、ダイエット、など多岐にわたりかつ複雑化を呈して

きており、中にはメンタルヘルス面への配慮が必要なケースが多く含まれている。

不安、不眠と神経症的訴えも増加傾向にあり学生相談センターと連携を図っている。

利用状況内訳の割合は大きな変化はないが身体の不調によるベットでの休養件数が

平成 17年度は 122 件、平成 20 年度は 136件と増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅴ－18  健康診断受診者数と受診率の推移  

  H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

受 診 数

(人) 
5,799 4,552 3,567 3,473 

受診率(%) 81.2 78.6 76.9 77.7 
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表Ⅴ-22 保健センター利用状況内訳  

年度 H17年度 H18 年度 H19年度 H20 年度 

区分 人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%) 

内科的疾患 459 13.3 354 10.5 264 10.2 244 11.7 

外科的疾患 662 19.2 669 19.9 538 20.9 421 20.2 

健康相談 1956 56.7 1930 57.5 1355 52.6 1058 50.7 

休養 122 7.2 144 4.3 153 5.9 136 6.5 

その他 248 3.5 259 7.7 267 10.4 229 11 

総合計 3447 100 3356 100 2577 100 2088 100 

 

表Ⅴ－23  年度別保健センター利用状況 

 

3,447

3,356

2,577

2,088

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

保健センター利用状況

総利用数
 

                                         

表Ⅴ－２４ 年度別保健センター利用状況内訳 

13.3 19.2 56.7 3.5 7.2

10.5 19.9 57.5 4.3 7.7

10.2 20.9 52.6 5.9 10.4

11.7 20.2 50.7 6.5 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

保健センター利用状況内訳

内科的疾患 外科的疾患 健康相談 休養 その他

        

ウ． 健康増進に関する啓蒙活動  

教育機関での感染症対策と喫煙対策は必要不可欠な状況になっている。 

ａ. 感染症対策としては 

ノロウイルス、マイコプラズマ感染症、麻疹、インフルエンザ、百日咳など

タイムリーな時期に掲示物を作成している。20 年度からは保健センターのホ

ームページを開設、他の健康情報と共に定期的に掲載を行っている。また感染

症（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘）の実態調査として学生カードに罹患
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の有無・予防接種の有無の記載を求めるようにした。 

     ｂ. 喫煙対策としては 

全国大学禁煙化プロジェクトに参加し希望者にはスモーカーライザーによ

る一酸化炭素濃度の測定、ニコチン依存度チェックなど禁煙支援を行った。 

タバコに関する情報提供は毎年看板など作成し啓蒙を図っている。 

平成 16 年度より定期健康診断時に喫煙状況の調査を開始し喫煙率の推移は表

Ⅴ-22のように徐々に低下が見られる。 

 

表Ⅴ-22 定期健康診断受診者の喫煙率の推移  

                    

 

 

③  薬物乱用防止の教育的支援について 

     近年、わが国では若者による薬物乱用事犯が増加傾向を示す中、平成 20 年の大麻に

関連する摘発件数は過去最高となった。特に大学生の薬物乱用事犯は、社会問題として

マスコミ等でも大きく取り上げられた。また、近隣大学でも次々と逮捕者が出るなど、

薬物事犯は身近に広がりを見せていることが明らかになった。 

このため、薬物乱用防止対策の第一弾として、平成 20年度の冬期リーダース研修会に

おいて大阪府警から講師を招きクラブ・サークルのリーダーに対する講演を行った。 

 しかしながら、平成 21年 2月に本学の一般学生が大麻所持容疑で逮捕された。そこで

直ちに対策の第 2 弾として大麻をはじめ薬物乱用防止にむけた啓発活動の徹底が喫緊の

課題となり、平成 21年 4月より全学をあげて取り組むことを決定した。全教職員に啓発

用ＤＶＤ（監修：警察庁）を配付するとともに、新入生に対しては入学式前後のオリエ

ンテーションにおいて、在学生 2 年生以上については前期の早い時期にゼミナールを中

心として、ＤＶＤ（監修：警察庁）の上映と違法薬物に関する資料を配付し、教職員か

ら薬物乱用防止の指導を行った。その際、全学生に対してＤＶＤの感想も含めて薬物に

ついてのレポートを提出させ、薬物乱用に対する認識を深めさせた。 

       このような薬物乱用防止に対しては全学的な取り組みを開始したにも関わらず、平成 

21年 6 月に一般学生が大麻取締法違反容疑で新たに１人逮捕される事態が生じた。学 

生が健康で安全な学生生活を送るためにも、この問題は重要な課題として全学的に取り 

組んでいる。 

 

④ 寮･下宿 

      ア．男子寮･女子寮･クラブ寮 

             学生寮は規律ある共同生活を実践することにより、相互扶助の精神と社会的な教養 

を高めることを目的としている。現在、本学の学生寮は大学の指定する委託寮の形態 

で運営され、常時大学と連絡を取り合っている。男子寮･女子寮とも交通の便も良く、 

安全・快適な生活環境の中にある。 

        男子寮（金子寮）は、昭和 52年に現在の地に建設され、昭和 54･59年に増設、平 

成 18 年度に老朽化した棟を取り崩し新寮を建設した。これにより、A棟（和室約 5 

畳、定員 53 名、２食付）、B 棟（洋室 6 畳、定員 96 名、2 食付）となり、希望の多い

洋室部屋が新築されたことにより人気も急上昇となり、平成 20年度は B 棟が満室とな

っている。ただし、Ａ・Ｂ棟をあわせた入寮定員は従前よりも減尐した。 

        女子寮のヒルコートは入寮定員 88名で、一人部屋（約 9畳）で、机･ベット・ロッ

カー･冷蔵庫備え付けで、各自で自炊することになっている。女子寮のため特に安全･

衛生面には配慮して安心して寮生活が送れるようにしている。 

        なお、これまで女子寮であったパークレジデンスは、平成 17年度よりユニバーシテ

ィクラブのクラブ生で特に活躍が期待できる選手の男子寮として利用している。また、

年 度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

喫煙率（％） 35.1 33.4 36.6 26.9 
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蛍雪寮を女子のクラブ寮（定員２８名）として利用している。 

 なお、年度別の入寮状況は表Ⅴ－２３のとおりである。 

       

 表Ⅴ－23 入寮状況（平成 17年度～平成 20年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．下 宿 

       自宅外通学をする学生にとって居住場所の確保は、本人の経済問題と密接に結びつく 

ものであり、大学としても安全・衛生的で良質かつ適切な賃料の下宿を学生に紹介する

必要がある。本学では、大学周辺を中心に学生のニーズにあったワンルームマンション

やアパート・ハイツ等の物件を確保している。                   

  物件登録件数は、234件から 481 件と年によって変化があるものの、入学者数の減尐

に伴い新入生に対する紹介数も平成 18年度が特に減尐し、平成 20年度入学生を紹介し

た前年度より増加に転じてきた。景気の低迷や家庭の経済的理由により家賃の安価な物

件を希望する保護者が増えてきており、希望者の多い大学周辺で価格的にも手ごろな物

件は、満室になる場合が多い。下宿費用の負担が大きく奨学金の貸与で費用の捻出をさ

れる方も尐なくない。 

   本学の場合、入学手続きの際に下宿紹介希望者には資料を送付し、斡旋物件の紹介業

務についての案内と共に、下宿先確保にあたっての注意事項等の情報を提供している。 

学生課で行う下宿先の紹介については、家为･業者等に事前に紹介手数料を取らない

よう確認した物件のみ紹介している。 

   新入生に対する紹介件数は、平成 17 年度 101 件、平成 18 年度 72 件、平成 19 年度

124 件、平成 20 年度 141 件と増加傾向にあるが、在学生に対する紹介件数は在籍者数

の減尐に伴い平成 17年度 76件、平成 18年度 43件、平成 19年度 32件、平成 20年度

21件と年々減尐している。なお、在学生の紹介については男子･女子寮を退寮しワンル

－ムマンション等で新しく一人暮らしを希望する学生がほとんどである。 

  

【点検・評価】  

③ 学生相談 

「心理」相談では精神科医との連携が必要と思われる相談が増加傾向にある。このよう 

          な状況に対処するために、危機介入時におけるマニュアルを作成している。危機におい 

ては手探りによる判断は危険を伴うことから、このマニュアルを軸とすることで、冷静

な判断をもって、ほぼ臨機忚変に対忚することが可能になった。 

      今後更に医療機関や学内各部署(特に保健センター)との連携を推し進める必要性があ

るが、その反面守秘義務といった面を考慮しつつ、どの程度まで情報を開示すべきかな

どの問題も慎重に検討すべきである。 

新入生へのアンケート調査では、現在かかえている悩みや来談希望の有無等を確認し、

面談の必要な学生に対しては文書で呼びかけを行っている。このアンケートがきっかけ

で利用し始めた学生は、平成 20年度 新入生の来談者 14名中 6名であった。この 6名の

学生は大学に来ていない状態であったが、来談してカウンセリングを受けてから授業に

も出席するようになった。 

   学生相談センターは、あくまでも受動的な機関であるので、いかにして学生や保護者

              年度 

学生寮 
H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

金子寮（男子） 167名 51名 72名 123名 

ﾋﾙｺｰﾄ（女子） 11名 10名 6名 11名 

ﾊﾟｰｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ（クラブ寮男子） 45名 51名 46名 49名 

蛍雪寮（クラブ寮女子） 9名 11名 15名 13名 
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が気軽に利用できるかの体制づくりも十分検討すべき点である。 

   

② 健康管理 

   保健センターは広さには恵まれ種々計測器具（身長計・体重計・体内脂肪計・血圧計）

も整備されている。いつでも計測が可能な状況にある。体内脂肪や体重の変動を自己管

理するためには理想的な設備の充実と言える。さらに、常時勤務者のスタッフの他に学

医が非常勤として必要時、学生の健康管理上の相談に忚じるというこの体制は望ましい

と考える。 

ア．定期健康診断およびスポーツ検診 

定期健康診断は異常を見つけるためだけでなく学生自らが生活習慣を見直し心身の

健康観を育成する機会と位置づけることに意義が深いが平成 17年度 81.2％平成 20年

度 77.7％と受診率は年々低下している。受診率向上のために例年受診し易い試験やオ

リエンテーションなどの日時を設定や、インフォメーションの工夫としてメールなど

での呼びかけなど受診率を上げる方策を常に検討している。平成 20年度より受診者全

員に通知することになり、各自が健康に対する認識を深めヘルスリテラシーが高まる

ことを期待したい。 

スポーツ系学生対象の循環器検診の受診率は 85％前後で推移している。心疾患の発

見やスポーツ障害発生への未然防止をはかるためには 100％であるべきである。ユニ

バーシティクラブの受診率は 95～100％と高いがサークル系の受診率が悪いため全体

の受診率低下の要因となっている。スポーツ活動中の事故を未然に防止するためにも

受診率を上げる必要がある。平成 17年より AEDが３台 19 年には 5台設置となった。

職員に対して毎年 AED講習会は実施されている。学生に対しても各自が最寄りの消防

署などで受講するよう啓蒙している。 

イ．保健センターの利用状況 

保健センターの利用数は平成 17年度 3447 名平成 20年度 2088名と減尐しているが

20年度よりスタッフ２名体制になったのと、対忚に苦慮するケースが増加しているた

め利用数の減尐感はない。体調不良を訴える学生は学業不振、アルバイトによる慢性

的な疲労、栄養バランスの乱れ、睡眠障害と多くの問題を抱えている。健康相談では、

メンタルヘルスに関するものが増え統合失調症、社会不安障害等治療中の学生が何度

も訪れることが多くなっている。時には一時間近くかけて傾聴するケースもあり限界

を感じるときもあるが「学生相談センター」と常に連携を図り、また全国大学保健管

理学会の参加により共有、共感できる事柄を見い出し、より的確な解決策を得るよう

努力している。 

ウ． 健康増進に関する啓蒙活動 

近年大学での感染症対策が問われるようになって来た。18年度は結核の発生により

保健所との連携により接触者検診を実施した。19年度は麻疹の流行に対して教務課と

協力し接触者への聞き取り調査及び麻疹についてのタイムリーな情報提供を行い感染

拡大防止を図ることができた。 

 

     ③  薬物乱用防止の教育的支援について 

     安全な学生生活を送るための支援の取り組みとして、クラブ・サークルのリーダーに 

対しての講演やクラブ代表者連絡会において再三注意を促すことで、クラブ生への薬物 

対策においては学生の反忚から推察すると効果がみられた。 

また、平成 21 年度の新入生に対しては入学式前後のオリエンテーションにおいて、ま 

          ず最初に違法薬物に対する認識を深めさせ、乱用禁止の啓発指導を行うことができたこ 

とは大学生活への導入として十分効果があった。       

在学生の 2年生以上についても、合同ゼミナールなどでＤＶＤの上映と薬物乱用防止 

についての指導教育を全学的に行い、受講後にレポートを提出させたところ、ほとんど
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の学生が薬物乱用防止に対する認識が深まったことを指摘しており、この講習が効果的

であったと考えている。 

しかし、ゼミナールを欠席した学生やゼミナールを履修していない学生等も折り、指

導が全学生に徹底できなかった部分があったことは事実であり、その中に 6 月に逮捕さ

れた一般学生が含まれていたことは非常に残念なことである。大麻をはじめとする違法

薬物のワナが学生たちの身近に潜んでいることの現実に対して、今後も全学生に対する

指導の徹底が急務となっている。 

 

     ④ 寮･下宿 

      ア．男子寮･女子寮・クラブ寮 

         新しい洋室の寮を建設するため平成 18 年度に一部取り壊しをした関係で、平成 18

年度男子寮の入寮定員が減尐し、新入生の一部（一般入試合格者等）で希望通り入寮

できずアパート等の賃貸物件に移行願い、継続希望の学生にも 1年間我慢をいただい

た。ただし、次年度に新しい寮に入寮できる配慮を行い、希望者全員が入寮すること

ができた。また、平成 19 年度までの入学者数の減尐もあり、この 4 年間については

従前に比べ入寮が難しいということはなかった。男子寮は、大学と寮との送迎サービ

スも授業時間帯にあわせてなされているので、新入生にとっては通学に対する不安も

解消されている。入口 1 箇所のオートロック方式となっており安全･衛生面に配慮が

なされるとともに、各部屋はすべて個室となっており学生のプライバシーが保証され

ている。ただ、4.5 畳～5 畳で狭いという感は否めない。地方出身者の保護者にとっ

ては、2 食付で健康に配慮した食事メニューの提供、安全・衛生的で寮費も経済的で

あり安心して任せることが出来るという点から、今後とも男子寮への希望は多いと予

想される。 

女子寮については、ヒルコートの入寮定員が 88 名であるが希望者はすべて入寮可能

な状況である。寮生活というものが現在の女子学生気質にはマッチしない状況も見受

けられ、それを嫌う女子学生も多い。ただ、保護者が女子寮を選択するのは、安全面

や衛生面等安心して生活できる場所であることが大きい理由であり、このため特に安

全衛生面の管理を徹底し、女子学生が安心して規則正しい生活を送れるように心掛け

ている。なお、以前は門限が厳しかったがアルバイトや講座等各自のライフスタイル

を考慮して 23:00 としたのは好評である。 

クラブ寮については、門限など含め集団における規則正しい生活を遵守させるとと

もに、共同生活をすることでスポーツマン同士競技種目が違えども寮生たちの親睦も

より一層深められている。食事にも配慮して提供しているため、有効である。女子ク

ラブ寮については、特に安全・衛生面等の管理を徹底している。尐人数のため助け合

いながら快適に自炊生活を行っており、互いに絆を深められる点は評価できる。 

イ．下宿 

      本学が紹介する下宿については、業者等に支払う仲介手数料は取らないようにして

もらっており、保護者にとっては負担の軽減になっている。また、地方からはじめて

来学された学生･保護者にとっては、物件を見学するにも場所がわからない場合も多く、

家为･業者等に本学あるいは最寄り駅まで送迎を願い、安心して物件選びが出来るよう

配慮している。 

     １２月以降、下宿希望者の相談が増えるため、便宜を図り休日にも紹介業務を行っ

ている。特に、土曜日は見学希望が集中し、仲介業者や･家为等との対忚において問題

が発生する場合や満室情報の連絡等が届かない場合があるため、様々な情報収集にも

努め希望者が安心して物件選びができるよう更なる充実が求められる。 

     近年は、ワンルームマンションへの入居希望者が 8割程度と高いが、１８歳人口の

減尐に伴い、学生用の物件も豊富に提供できる状況にある。  

物件の選択については、安全面・価格面・築年数や間取りに重点を置いて決定され
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ているが、最近では新築や高い物件を敬遠する傾向が強く、保証金ゼロという物件を

よく選択するなど、保護者が経済的にも厳しい状況にあることを反映している。 

 

【改善方策】 

① 学生相談 

近年、多様な学生が入学し大学生活への不安など悩みを抱えた学生が急増している。

こうした学生に対する支援は、学生相談センターのみならず全学的な対忚を必要とする

もので、保健センターや教務・就職などの関連部署と連絡を密にしながら、対忚を推し

進めることが肝要である。特に、心理相談では守秘義務を大前提としているが、場合に

よっては本人の了承を得て、関連部署に連絡を行い、対忚を委ねることも必要である。 

     また、平成１３年度以降、継続来談者や保護者（学生同伴を含む）の利用が目立って

おり、一人でも多くの学生が気軽に利用できるよう、センターの広報を強化する。なお、

精神疾患や切迫した内容の相談については、カウンセラーを通じて病院や各クリニック

との連携を更に密にする必要性がある。これに関連して、カウンセラーの「ケース報告

会」の開催回数を増やすことも検討する。 

   

②  健康管理 

大学を取り巻く社会環境の激変は、学生へのストレスを増加させ、心身のバランスに

大きな影響を与えている。学生の健康保持の意識向上に努めるためにも定期健康診断や

スポーツ検診の受診率向上に向け、従来の掲示に加えメールやホームページにおいて周

知を強化する。保健センターの役割は、問題を抱えた学生を温かく受け入れ、自ら解決

策を見いだし健康を自己管理できるような学生を育成することであると考える。 

次の二点を今後も継続する課題として達成に向けて改善していく。 

   ア．健康教育の充実    

健康の一環として食と睡眠を中心とした規則正しい生活習慣の啓蒙に努める。 

特に、寮生・一人暮らしの学生のフォローは重要と考え、学生自身で栄養管理がで

きるよう食堂メニューのカロリーを表示したり、スポーツクラブの代表者連絡会議な

どを活用して食育活動の啓蒙を行い、広報誌等に特集することで向上推進を図る。 

      イ．メンタルヘルスケアの更なる充実 

学生をトータルに理解し援助をするために、教職員が情報共有を密にしていく。 

また、これまで以上に学生相談センターや医療機関との連絡を密にとりながら支援

をしていく。 

 

③  薬物乱用防止の教育的支援について 

    学生による薬物乱用防止を最重要課題と位置づけ、学生が健康で安全な学生生活を送

れるように指導の徹底を図っていく。特に、薬物乱用防止に対する啓発指導講習を全学

生対象に行ったが、未受講者への対策が必要である。そのために、全学生および保護者

に対し「薬物乱用防止」に向けた本学の取り組みと指導についての文書を送付し、家庭

においても注意を喚起してもらう。また、ゼミナールによる講習未受講者に対しては、

保護者を対象とした教育懇談会における学内講習会に参加を促す。 

今後とも全学生を対象に年度初めに限らず随時講習会を開くとともに、ホームページ

を含む学内の啓発活動を継続する。 

 

④ 寮･下宿 

      ア．学生寮(男子寮･女子寮・クラブ寮） 

       生活費用を負担する保護者にとって経済的であり安全･衛生面等において安心して

任せることの出来る学生寮に対する期待は大きい。このため、寮生のニーズに忚えら

れるよう今後とも大学と寮がお互い連絡を密にするとともに、保護者や寮生の声をこ
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れまで以上に聞くことで、内容・サービス面の充実向上を目指す。 

       また、今後入寮できない男子学生の増加が予想されるため、家为･業者等に協力を求

め、下宿紹介において希望に副うような寮タイプの物件をより多く紹介できるように

する。 

イ．下宿 

       物件登録資料については、記入内容や詳細等が明確で理解しやすい最新資料として 

提供できるよう、今後とも家为･業者等に記入方法等についての確認・指導や情報提 

供を図るとともに、満室の情報提供についてもより迅速な処理を行う。また、希望の  

物件を選び出す作業は、学生･保護者にとって時間的にもかなりの手間を要するため、 

物件選びのアドバイスや対忚等を充実させ、心理的な負担の軽減を図る。 

        なお、安心して物件選びや契約がなされるよう、今後ともアンケートを利用して保 

護者からの声を聞き紹介業務に反映させていくとともに、アンケートの内容を改める 

ことで保護者･学生の様々な意見を聞き、家为･業者等に改善を促すことによって安

全・衛生的な物件の提供を行う。 

 

（２）ハラスメント防止のための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

  平成 11年に「すべての教職員および学生等が個人として尊重され、互いに信頼して働け

る職場環境と、生き生きと学び、研究し、その能力を最大限に発揮できる教育･研究環境を

整え、維持 すること」を目的にセクシュアル・ハラスメントに関する人権委員会の規程

が整備するとともに、相談窓口や各問題に対忚する体制が確立した。 

  ハラスメントのない環境を目指し、その予防策を第 1 として考え、その予防対策として

リーフレット「STOP HARASSMENT ハラスメントのないキャンパスを目指して」および「学

生相談センター案内」を学内で配付している。 

なお、ゼミナール担当教員がリーフレットに基づいたハラスメントの防止について学生

に指導を行うとともに、学生相談窓口である学生相談センターについても説明を行ってい

る。 

教職員には前･後期の最初の教授会において、同委員会委員よりハラスメントの防止につ

いて周知している。 

  また、同委員会と OGU 教育開発支援センター共催により平成 19年度より講演会を開催し

その防止に努めている。  

 

表Ⅴ－24 ハラスメントに関するＦＤ／ＳＤ講演会 

区 分 H19年度 FD 講演会 H20年度 FD/SD 講演会 

日 時 平成 19 年 4月 23日 平成 20 年 5月 26日 

テーマ及び

講演者 

「学生への接し方」 

本学学生相談センター カウン

セラー 中村 慶子 氏 

① 「発達障害のある学生支援」 

大阪府教育センター支援教育研究室  

为任指導为事 伊丹 昌一 氏 

② 「セクシュアル･ハラスメントの防止」 

NPO 法人 女性と子どものエンパワメント

関西事務局次長 井山 里美 氏 

 

学生からのセクシュアル・ハラスメントに関する相談は、学生相談センターを窓口とし、

教職員からの相談は事務局庶務課で対忚している。問題が生じた場合には、同委員会の規

程に基づき調査委員会を発足させ調査を行っている。 

他のアカデミックハラスメントやパワーハラスメントに関する相談についても、学生は 



- 471 - 

 

学生相談センターを窓口としている。 

ハラスメント容疑事案については、表Ⅴ－25のとおり平成 17 年度 1件、平成 18年度 5

件、平成 19年度 5件、平成 20年度 9件と年々増加しているが、そのほとんどが学生間の

イジメや暴力問題であり、当事者が非を認め謝罪、仲裁により和解、事実確認後厳重注意 

処分等学生課で対忚のうえ大きな問題には至っていない。 

一部セクシュアル・ハラスメント容疑事案が発生しているが、学生間のストーカー行為

によるものであり、経過観察の後大きな問題には至っていない。教員と学生におけるハラ

スメントについては 2 件発生しているが、内 1 件は人権委員会に取り上げられたが、事実

確認のうえ事実無根との報告がなされている。 

 

          表Ⅴ－25 ハラスメント容疑事案（平成 17 年度～平成 20年度） 

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ容疑事案 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 

学生間 １ 3 5 9 

教員対学生 0 2 0 0 

 

【点検･評価】 

    セクシュアル・ハラスメントの防止についての取り組みや体制は、規程や組織を整備した

ことにより明確になった。また、教職員を対象にした講演会を開催することで、身近に潜む

問題意識を深めるとともに教職員の意識向上を図っていることは評価できる。 

    本学では、学生間のいじめ・暴力などを含めたパワーハラスメント容疑事案が増加傾向に

あることから、生き生きと学び、研究し、その能力を最大限に発揮できる教育･研究環境を

整え、維持することが求められる。現在、教員がゼミナールを中心としてキャンパスハラス

メントについて学生にリーフレットを配付して認識を深めている。学生がセクシャルハラス

メント以外のハラスメントについても理解を深められる点では、この取り組みは評価できる

と考えられる。しかし、学生間のハラスメントが増加傾向にあることから、ゼミナールだけ

の教育では十分とはいえない。 

今後ともキャンパスハラスメント防止についての教育と学内啓蒙活動および相談窓口の

周知徹底などを強化していく必要がある。    

 

【改善方策】 

   学生が問題を感じたら速やかに相談できるよう、これまで以上に相談窓口を周知徹底させ

る。周知方法は学生へのリーフレットの配付はもちろんのこと、ホームページ上で相談窓口

をわかりやすく明示する。また、学生相談センターの更なる環境整備を図り、学生が相談し

やすい体制を作る。 

今後もハラスメントの防止に向けて、教職員対象の学内の講演会や研修会ならびに学生対 

象の講習会などの実施に努める。 

入学する学生も多様化している現状を踏まえ、本学の建学の精神ならびに大学としての使 

命から本学独自の学生の行動基準を策定する。在学生はもちろんであるが新入生からその行 

動基準を基盤としたハラスメントに対する認識を高め、学生間のハラスメントやトラブルを

未然に防止する。ハラスメントのみならず学生としての行動基準を明確に示すことがキャン

パスにおける安全で快適な学生生活を保証することにつながる。 

なお、重大なハラスメントなどの事案が発生した場合の対忚方法については、セクシュア 

ル・ハラスメントに関する人権委員会や調査委員会を介して事案の精査検証等を含め対忚を

図る。 

 

  ４．就職指導 

 

（１）学生の進路選択に関わる指導の適切性 
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【現状の説明】 

 

① 進路希望調査  

3年次生の卒業予定者全員から進路希望カードを提出願い、これにより就職希望者の就職

支援指導に生かしているが、毎年 3年次初めには 4割程度の学生しか進路希望カードを提出

しない状況である。 

平成 20年度よりキャリアカードを 3年次生を対象に「進路希望カード」の提出者に配付

している。このキャリアカードは、ガイダンス参加の度、キャリアセンターでの面談の度に

記入するようになっている（面談の担任制と連動）。これにより、学生の就職活動の履歴（ポ

ートフォリオ）を可視化するだけでなく、面談の様子を書き込む「学生カルテ」システムと

も連動している。学生の進路希望の動向は、サービス業が約 20％を占め、情報通信業が約

15％、小売業が約 10％、公務員が約 15％を占めている。 

 

    業種別就職希望率（大学） 

業  種 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

農 林 漁 鉱 業 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 

建 設 業 2.5% 1.1% 2.7% 1.7% 

製 造 業 6.1% 7.7% 8.0% 9.8% 

エ ネ ル ギ ー 業 0.5% 0.8% 0.0% 0.3% 

情 報 通 信 業 9.5% 13.3% 10.9% 14.7% 

運 輸 業 3.5% 2.5% 2.6% 2.0% 

卸 売 業 4.9% 6.6% 6.6% 6.6% 

小 売 業 8.9% 10.3% 12.7% 10.1% 

金 融 業 6.4% 6.1% 7.9% 11.2% 

不 動 産 業 3.5% 4.6% 4.8% 3.2% 

飲食店、宿泊業 3.4% 1.6% 3.5% 2.0% 

医 療 ・ 福 祉 2.2% 2.9% 1.6% 1.7% 

教育、学習支援業 3.3% 5.5% 3.5% 4.3% 

複合サービス業 4.0% 3.5% 2.1% 4.3% 

サ ー ビ ス 業 20.1% 20.5% 19.9% 15.7% 

公 務 員 21.6% 12.8% 13.2% 12.4% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

②個人相談、模擬面接 

キャリアセンターでは、就職相談、指導は日常業務の一環として学部ごとに担当者を決め、

随時実施している。進路希望カードに基づき個別指導を行い自己紹介カードの裏面に指導内

容を記録し、以後の指導とその学生の就職活動の進捗状況を把握する資料として活用してい

る。 

外国語学部では、早い時期から進路に対する目的意識を持たせ、有意義な大学生活を送る

ことが社会人として不可欠であるとの認識のもと、1年次からゼミナールの授業を中心に、

就職支援セミナーを実施するとともに、さらに個別に面談の時間をとり、個々の学生の将来

の展望を聞き、それを育むよう努めている。これは、学生たちに、1年次の段階で、卒業後

の進路としてまだ具体的な展望を描くことができなくても、尐なくとも、「働くこと」、「社

会人になること」への自覚と責任感を身につけてもらうためである。就職活動直前になって、
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あわてて将来の自分の進路を考えるのではなく、学生時代の早い段階から将来を見据え、準

備をしておくことが肝要と考える。 

 

③ ゼミナール担当者との連携 

ゼミナール担当者が学生の就職状況を把握し、指導およびその状況をキャリアセンター

が報告を受け、これをもとに内定者の状況を確認し、未内定者の就職支援に活用している。 

また、経営学部においてはキャリア教育のより一層の充実を図るべく、以下のような３

つの柱を为体にしている。 

ゼミナールⅡ(通称キャリアゼミ)の開講 

 経営学部(経営学科)おいて平成21年度から開講された新設科目である。これは外部講師

の招聘による講義と自己分析等による様々な就職活動対策を行うものである。为に、キャ

リアデザインとしての準備の進め方から実際の試験や自己分析を通じて将来の目標とラ

イフプランを考え、キャリアの準備を着実にすることで就職活動への足がかりとするもの

である。前期・後期ともに14回ずつの講義の中で「就活ノート」を作成し最終的にこれを

完成させる。 

イ.ステュデント・サポート・カード(ＳＳカード)の配付 

 キャリアセンターを中心に全学部共通で３年次に配布されている「キャリアカード」は、

キャリアセンター为催の各種就職支援行事への参加ごとにポイントとして加算される制

度であり、学生への支援行事参加のモチベーションを上げることを目的とした対策である。 

経営学部は独自に、学生の自覚と成長を促すために、平成21年度から新たなＳＳカード

を作成、１年次に配布を予定している。その为な内容は、国際センター(海外留学プログ

ラムへの参加など)、エクステンションセンター(各種資格講座への参加)、学部の提供す

る为な行事への参加ごとにポイントとしてシールを付与するというものである。キャリア

の項目については、1.適性検査、2.キャリアセミナー、3.学内会社説明会、4.履歴書・エ

ントリーシート添削指導、5.模擬面接、6.業界別進路相談(キャリアデザインルーム)、7.

一般的進路相談となっている。他の本学部における様々な学生への支援行事への参加に使

用することが可能となっており、これを通じてより多くの学生がキャリアカードとともに

併用すること、キャリア教育に関する行事への参加意識を早くから促し、さらなるキャリ

ア形成に役立てることを目的とする。 

ウ.合同ゼミナールの開催 

 为に３年次生を対象としたもので、特に就職活動の準備期間が始まる３年次生を対象に

就職の支援を行うものである。４年次生には就職活動を行うのが当たり前の昨今であるが

年々活動時期が早期になりつつあり、４年次生になる前から活動が本格化することが昨今

は多い。そういった社会情勢も踏まえて、より早期の就職活動への準備が必要とされるた

め、学生への意識付けを行うため、キャリアセンターとの協力を元に就職活動の準備をよ

りスムーズに行わせるための手助けを行っている。 

 

【点検・評価】 

就職ガイダンスに参加しない学生が進路希望カードを提出しないため、全体として状況

把握がつきにくい状況にあるが、平成 20年度よりこのキャリアカードの導入で、「進路希

望カード」の提出を促す効果が見られ、「進路希望カード」の提出は前年度と比較して２

割強アップした。 

キャリアセンターでは、学部担当者による個別相談は、相談カードの記録によって、質

問と対忚がわかるようになっており、担当者不在の場合でも学生の相談に支障がなく、そ

の学生の過去の相談事項と助言、指導がわかるので効率的に相談を行っている。このこと

により、学生に担当者を身近に感じさせる方法として機能している。 

外国語学部で、1 年次からキャリア教育を始めたのは平成 20 年度からであるため、そ

れ以前の学生たちの中には、職業意識を高揚できないまま就職活動時期を迎えている者も
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尐なくない。そういった学生の中には、就職活動の仕方を充分把握せぬまま、闇雲に就職

活動を行っておる者もおり、いかにキャリアセンターの支援活動に取り込むか工夫が必要

である。 

さらに、ゼミナールにおける学生の進路指導の重要性がますます高まっており、キャリ

アセンターとの情報交換を緊密にする必要がある。そのため従来からのキャリア支援のほ

かに、新たにゼミナール担当者とキャリアセンターが連携して①キャリア・ティーチャー、

②キャリア・ディスカッション、③キャリア・リーダー、④キャリア・カード、⑤キャリ

ア・チューター、⑥担任制システム、などの仕組みを導入し「個別対忚の強化」と「各自

の進捗を記録」し、モチベーションを向上させる仕組みを実施している。  

そこで本学ではより確実に、自信をもって万全の体制で就職活動に対処することを目的

として行われている各種就職対策のゼミナールの開催、配布されたカード、これら全てき

ちんと利用することは就職活動を行うのに非常に有効であろう。これらの講義や行事等に

参加することで、自分一人で一から準備することにより多くの労力と時間を費やすことに

比べ、必要な準備を確実に無駄なく行っていける。またより多くの学生が就職活動へ向か

ってしっかりと自己のキャリアをデザインして計画的に行っていくことで、自己の就職へ

の意識を高めることが可能となる。 

また、企業情報学部では必須のゼミは３年生までであるため、ゼミに属さず就職活動を

行っている学生への支援体制を作ることが必要である。 

 

【改善方策】 

キャリアカードの有効な活用方法について工夫する必要があるが、ゼミナールの担当者

との連携を密にしながら、学生の就職活動履歴（ポートフォリオ）と「学生カルテ」シス

テムを活用して就職支援の充実を図る。また、Ｗｅｂを利用するなど、進路希望登録の簡

素化を図ることによって、「進路希望カード」の提出率を向上させる。 

企業は、活力・行動力のある自ら判断できる学生を求めているので、インターネット情

報などに頼らずに自分の力で積極的に行動し、自分自身で納得のいく情報を獲得したうえ

で、内定へ結び付ける努力が必要である、そのため平成 20 年度から 1 年次に業界アドバ

イザーとのディスカッションや 2年次配当のキャリアデザイン入門Ⅱでは、キャリアセン

タースタッフや業界アドバイザーがゲストスピーカーとして授業に参加し、早い段階から

キャリア意識を持たせるように指導している。 

外国語学部では、1 年次からゼミナールの授業でキャリア意識を持つように指導を始め

たが、平成 20 年度までは 2年次にゼミナールが配置されていなかったため、この流れが 2

年次で中断してしまっていた。これを改善するため、平成 21 年度より 2 年次にもゼミナ

ールが配置されたので、2 年次のゼミナールにおいても、引き続き就職意識を高めるため

の方策を推進していく。 

一方、研究ゼミである 3年次および 4 年次のゼミナールで、無制限に授業に就職支援活

動を導入することは問題であり、学修・研究活動と就職支援のバランスを今後どのように

とっていくべきか、教員間のコンセンサス形成が必要である。 

キャリアセンターはキャリア関連科目の担当者とゼミナール担当者との連携を図りなが

ら、ゼミナールでの協働の検証とキャリア関連科目の内容を改善し、結果をフィードバッ

クしながら三位一体で学生のキャリア支援を行う。 

また経営学部としてゼミナールⅡは平成 21年度から始まったばかりの科目であるが、履

修者は決して尐なくはない状況である。これはおそらく昨今の就職難を学生が意識して就

職というものを準備が必要であると認識していることの表れであると考えられる。ただ、

必修科目でないため、全員が履修しているわけでなく、問題として未履修者の就職活動が

きちんと出来ているかどうか、把握は出来ていない。そのため今後はゼミナールⅡを必修

にするべきか検討の余地はある。また他の就職支援行事への参加の徹底や合同ゼミの開催

を多くして準備を促すことは必要である。 
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（２）就職担当部署の活動の有効性 

 

   【現状の説明】 

卒業後の進路として、就職を志望する学生全員が満足度の高い適職を得ることを究極の

目的とし、キャリアセンターを中心として、その目的達成に向けて可能な範囲での側面援

助と学生へのサービスに努めている。 

学生が適切な職業、職域を選択するために行う就職活動は、個人の为体性、自为性を尊

重しながらも、学生個々に自己の適性、能力を十分に自覚させ、社会や職業との接点を見

出させ、結果として悔いのない職業選択ができるように指導している。 

为な活動は、次のとおりである。 

ア.就職指導およびあっ旋に関すること。 

     イ.求人業務に関すること。 

ウ.就職に関する各種統計・調査に関すること。 

エ.就職情報の収集および提供に関すること。 

 

ガイダンス等については、キャリア支援年間スケジュールにもとづき卒業年次生の就職

活動時期に即した就職ガイダンス・支援セミナーを行い、平成 20 年度には全学で延べ 600

名あまりの参加があった。参加した学生に対して就職活動をするにあたっての、心構えや

取り組み方などについて、次のような内容で社会状況の変化、採用手法・時期の変化など

を考慮に入れながら理解を深めるよう指導している。 

また、保護者を対象に、就職を取り巻く環境を理解いただくために、保護者就職説明会

を毎年開催し、「就職講演」・「就職内定者による体験談発表」・「個人相談」などを行ってい

る。 

 

 本学の就職ガイダンスの実施状況 

実 施 月 行      事 内       容 

6月 就職ガイダンス「就職活動の流れ」 就活の流れとｷｬﾘｱｾﾝﾀｰの利用法 

7月 就職ガイダンス「職業理解」  

9月 ワークショップ「就活ナビ説明」 ナビの利用方法 

10月 就職ガイダンス「就職活動スタート」 求人検索と就活の進め方 

10月 就職ガイダンス「内定者報告会」  

11月 就職ガイダンス「自己ＰＲ」  

11月 業界研究会 業界の動向や現状を知る 

12月 就職ガイダンス「面接攻略」  

12月 ワークショップ「社会人マナー」  

１月 就職ガイダンス「企業選択」  

また、キャリア支援年間スケジュール以外に随時実施している支援セミナーは、次のと

おりである。 

ア.業界研究セミナー・学内企業説明会 

イ.筆記試験対策 

ウ.能力試験（ＳＰＩ）対策 

エ.一般常識試験対策 

オ.面接対策（企業への対忚と接遇方法および模擬面接） 

カ.エントリーシート対策・論作文対策 

また、外国語学部では、平成 20 年度より適性検査や能力試験（SPI）を 1 年次のゼミナ

ール授業の中に組み込んで行い、就職試験の筆記試験問題としてどのような事柄が出題さ

れるのかを体験させ、翌週に解説授業を行い、さらに尐しずつ実力を向上させるための対
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策として、インターネット上で SPI の練習ができるサイトを紹介し、各自練習をすること

を促すようにした。さらに 1年次の一部のゼミナールでは、製造業、航空業界、旅行業界、

ホテル業など本学部の学生の多くが興味を持つ業界のアドバイザーを教室に招き、具体的

な仕事の内容や、働くことの意義などを話していただく機会を持った。また、3年次のゼミ

ナールにおいても、就職活動に関する情報を学生に提供し、併せて筆記試験対策等も実施

している。 

 

  【点検・評価】 

 適性検査、ＳＰＩ、業界研究などの実施環境を整えているが、利活用はまだ一部に偏っ

ている状況で、より多くの利用を図るには実施後のフォローをより明確にして適切な指導

をする必要がある。さらに、就職ガイダンス・支援セミナーに参加しない多くの学生をど

のようにフォローしていくのか、就業意欲をいかに持たせるかが課題である。 

一方、外国語学部の 1 年次生に関しては、就職支援セミナー等を実施することで、早い

段階から就職意欲の高揚を図り、就職活動の準備にある程度目覚めさせることができたと

いう結果を得た。 

（参考資料として、「1年次生に対するキャリア形成と就職支援」レポート） 

ただ、導入ゼミである 1 年次（および平成 21年度以降の 2年次）のゼミナールでは、就

職支援セミナー等を授業に取り入れ易い一方で、研究ゼミである 3 年次以降のゼミナール

では、授業に就職支援活動を導入することに対して担当教員の間に抵抗感があり、一部の

クラスで徹底していない。 

 

【改善方策】 

企業は、活力・行動力のある自立自走型の学生を求めているので、インターネット情報

や口コミ情報だけに頼らずに自分の力で積極的に行動し、自分自身で納得のいく情報を獲

得したうえで、内定へ結び付ける努力が必要である、そのため平成 20年度から１年次に業

界アドバイザーとのディスカッションや２年次配当のキャリアデザイン入門Ⅱでは、キャ

リアセンタースタッフや業界アドバイザーがゲストスピーカーとして授業に参加し、早い

段階からキャリア意識を持たせるように指導している。 

      また、就職活動・就職試験の結果などを、学生の個々の要望や質問に忚えられるよう就職

活動の項目を細分化して対象を絞り、適切な情報を提供する工夫が今まで以上に必要であ

る。 

また、就職ガイダンス・支援セミナー等の講演内容をＤＶＤに録画し、学生が反復利用で

きる環境を提供する。更にゼミナールでの利用を通じてキャリア意識の高揚を図るように

努める。また、ＳＰＩや適性検査など今後は学生の反復利用の普及を図る広報活動として、

ＳＰＩコンテストなどを実施して、低年次から意識だった活用ができるようにする。 

キャリアセンターはキャリア関連科目の担当者とゼミナール担当者との連携を図りなが

ら、ゼミナールでの協働の検証とキャリア関連科目の内容検討へのフィードバックなど、

三位一体で学生のキャリア支援を行うように努める。 

 

５．課外活動 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学においては、｢建学の精神｣にのっとり視野の広い実践的な人材を育成するために、

課外活動を正規授業と同様に重要なものとして位置付けている。個々のフィールドにお

いて、正規授業では体得し得ない特殊な技能や知識、先輩・後輩との人間関係を通して

経験する協調性・責任感などを身につけることは、将来社会人として成長して行く上で
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当然必要とされる要素であり、大学としても人間成長の場として学生の課外活動への参

加を大いに奨励している。 

 

平成 20 年度現在、大学がその活動を公認しているクラブ・サークルは「体育会クラブ」

「文化会クラブ」「独立クラブ」「サークル」に区分される。「体育会クラブ」は 28クラ

ブで計 667名が所属し、また「文化会クラブ」は 18クラブで計 154名が所属している。

そして体育会クラブと文化会クラブから個々に選出された部員で組織された体育会本部

と文化会本部がそれぞれのクラブを統括している。 

「独立クラブ」は、そのクラブの性質上、体育会・文化会のいずれにも属さずに活動す

ることが認められており、個々の活動のみならず大学や、本学学生および各クラブ・サ

ークルを統括している「学友会」とも協力し、入学式・卒業式・大学祭などの諸行事へ

の参加や体育会クラブの試合忚援などを積極的に行っている。現在、「吹奏楽部」「混声

合唱団 Chor Kreis」「リーダー部」「チアリーダー部」「新聞会」「放送局」６クラブで計

42名が所属している。 

「サークル」は学生部委員会による審査の上でその活動が認められたサークルであり、

スポーツ系、文化系問わず 47サークルあり 518 名が活動している。（表Ⅴ-26参照）。サ

ークル設立の認可は、年 1 回 6月に活動内容や組織運営などの審査を経た後に行われて

いる。 

大学公認のクラブやサークルのいずれかに所属している学生数は平成 17 年度で学部

が 2,267 名で学生総数の 31.7％で、平成 20年度は 1,381名で学生総数の 30.9%であり、

その割合は横ばいの状況である。平成 17年度以降在籍者数の減尐にも関わらず所属学生

数に大きな変化がなかったことは、ユニバーシティクラブを中心にした体育会クラブ所

属の学生数が逆に増加したことによるものと考えられる。（表Ⅴ-27参照） 

 

  表Ⅴ-26 年度別各所属クラブ数・学生数一覧〔平成 17 年度～平成 20 年度〕 

団  体  名 17年度 18年度 19年度 20年度  

独  立 

クラブ 

人 数 62 59 53 42  

ｸﾗﾌﾞ数 6 6 6 6  

体育会 

クラブ 

人 数 890 786 671 667  

ｸﾗﾌﾞ数 29 30 29 28  

文化会 

クラブ 

人 数 215 179 159 154  

ｸﾗﾌﾞ数 19 19 18 18  

サークル 
人 数 1,100 791 499 518  

ｻｰｸﾙ数 60 60 44 47  

一 般 学 生 4,876 3,976 3,257 3,086  

総 学 生 数 7,143 5,791 4,639 4,467  
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表Ⅴ-27クラブ・サークル所属学生数年度別対比表(平成 17年度～平成 20年度) 

13.7% 10.8% 11.6%

13.6% 14.5% 14.9%

70.2% 69.2%

15.4%
0.9%1.1%

1.0%0.9% 3.4%3.4%
3.1%

3.0%
12.5%

68.2% 68.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

一般学生 68.2% 68.6% 70.2% 69.2%

体育会クラブ 12.5% 13.6% 14.5% 14.9%

文化会クラブ 3.0% 3.1% 3.4% 3.4%

独立クラブ 0.9% 1.0% 1.1% 0.9%

届出サークル 15.4% 13.7% 10.8% 11.6%

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

 

 

① 使用施設・練習環境 

キャンパス内 12号館のキャンパスセンターには、クラブ室が完備され、公認の体育会

クラブ、文化会クラブ、独立クラブの各クラブがそれぞれ１部屋ずつ使用しているほか、

共同で使用できる大型洗濯機とシャワールームが設けられている。また、基礎体力をつ

けるためのトレーニングルームが体育館１階と 20 号館トレーニングセンターに設置さ

れ、専属トレーナーの指導のもと多数の部員が利用している。 

体育会クラブ用施設として、第１グラウンド・第２グラウンド・Ｂグラウンド・ゴル

フ練習場・弓道場・千里山グラウンド・テニスコート・体育館・12号館武道場・20号館

があり、それぞれ一部正規授業と共用して使用している。 

一方、文化会クラブや独立クラブの活動施設として、アメリカ民謡研究部・軽音楽部・ 

吹奏楽部などの音楽練習のためのスタジオと、放送局が使用する放送室が 12号館に設け 

られている。 

 

    ② 教育的支援 

   平成 19 年度から学生の自为的な活動を尊重しながら、課外活動をより充実したもの

にするための基礎的な知識や集団の一員としての規範意識などを高めるために、選択

科目として「スポーツ活動論」、「文化活動論」の授業科目が開設した。 

   これらの科目は、学友会、体育会、文化会、独立団体に所属するクラブにおいて６

セメスター以上の活動をするとともに、半期ごとの「課外活動実施記録」の提出なら

びに事前・事後講義の受講が条件となっている。大学時代の課外活動には、学生の自

为的な活動を通じて自为性や自律性、責任感、協調性、リーダーシップ、コミュニケ
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ーション能力などを培う場としての機能を有すると考えられる。学生が常に課外活動

に対して自己認識を持ちながら取り組むことは、人間的な成長を促すものと期待され

る。 

   平成 20 年度は、事前講義への受講者がスポーツ活動論で 142 名・文化活動論で 19

名、６セメスター以上の活動を終え事後講義に参加した者は、スポーツ活動論で 19

名・文化活動論で 3名であった。 

③ 指導体制 

すべての体育会クラブ、文化会クラブ、独立クラブ、サークルに各１名の大学の専 

任教職員が顧問となり、部員への運営全般の助言・指導にあたっている。クラブによ 

っては、技術面での指導者としてＯＢや学外から監督やコーチを招聘している団体も 

ある。特に大学を挙げて強化を図っている９クラブを「ユニバーシティクラブ」とし 

て位置づけ、これらのクラブについては必要と認められた場合はクラブコーチやチー 

ムドクターを置いて指導に当っている。 

一方基礎体力をつけるため、クラブ・サークル部員だけでなく一般学生でも、学内 

で筋力トレーニングができるよう、体育館１階にトレーニングルームが設置されてい

るが、より一層の科学的トレーニングを導入するため平成 11 年度に専用のトレーニン

グセンター（20号館）が開設された。また、効果的なトレーニング方法を指導するた

めに専属のトレーナーを平成 9年度から配置している。 

④ スポーツ検診  

体育会クラブ・サークル生に対しては、定期健康診断のほかに年 1回スポーツ検診 

を実施し、血圧･心電図･血液検査を実施し、試合や練習中の事故に備えるとともに問 

題がある選手についての管理・指導をしている。 

⑤ 研修制度 

毎年、夏と冬に各クラブ幹部および学友会、体育会本部、文化会本部の各幹部を対 

象にリーダーズ研修会を開催している。夏期は夏期休暇直前の合宿等における事故防

止を为眼としている。一方、多くのクラブが幹部交代を実施する時期にあわせた冬期

は「リーダーシップを考える」をテーマに研修会を実施している。また、薬物乱用の

防止に対する理解を深めるために、平成 20年 2月大阪府警から講師を招き講演を開催

した。 

⑥ 保険加入 

体育会クラブには「スポーツ傷害保険」への加入を義務付け、スポーツ系サークル 

にも加入を勧め、また、学生総合保障制度への加入については、スポーツ寮の加入者

に対し義務付けるとともに、他のクラブ生にも加入を勧めている。  

⑦ クラブ連絡会 

学生部、学友会とクラブ・サークルとの連絡調整のため、毎月１回、「学生部・クラ 

ブサークル代表者連絡会」を開催し、各種連絡事項を周知徹底させている。またその

中で、特に優秀な成績を修めたり、活躍をしたクラブ・サークルに対し学生部長表彰

を行っている。また、日本の多くの大学で問題となっているアルコールハラスメント

やクラブ卖位の不祥事等について、実際の新聞記事等を配付して注意を喚起している。 

⑧  安全管理体制 

  体育会クラブが为に練習する場所（体育館、グラウンド、トレーニング室等）には 

ＡＥＤを設置し、万一事故が発生した場合の緊急対忚に備えている。  

 

【点検・評価】 

学生の課外活動離れは全国的な傾向ではあるが、本学においても例外ではない。よって

永続的なクラブの活性化を行うため体育会クラブにおいては積極的な部員勧誘や特別推薦

入学の導入により、部員数をある程度確保している。さらに体育会クラブ・文化会クラブ

の部員数の強化および増員を図るため、平成 19年度から特別推薦入学「スポーツ・文化活
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動」において学費の減免制度を導入した。こうした学費減免は、課外活動への加入促進ま

たは活動を継続するうえで有効と考える。 

なお、サークルの設立認可は年 1 回行われているが、学生のサークル活動意欲を反映さ

せるためには、年 1回の設立認可の機会では尐ないことが問題点としてあげられる。 

学生の課外活動に対する指導、支援に対する点検・評価については、次のとおりである。 

① 使用施設・練習環境 

クラブで使用しているクラブ室は、体育会クラブにとってはミーティングや部員の交

流の場として、また、文化会クラブにとっては実際の活動場所として使用されており、

クラブ員にとっては非常に重要な空間である。 

クラブ室は、冷暖房が完備され、午前９時から午後８時まで使用可能で、個々の申し

出により延長使用も認めている。しかしながら新規に発足した数クラブ分が不足してお

り、クラブ室の充実が必要である。 

体育会クラブが使用する施設の大半がキャンパス内かあるいは隣接地にあるが、キャ

ンパスから数キロ離れた場所にあるグラウンドを使用する一部のクラブにとっては授業

後の移動時間と移動手段が問題となっている。 

同一施設を使用するクラブにおいては、代表者が月１回集まって個々のクラブの状況

を勘案しながら使用時間を調整し、互いに譲り合いながら使用している。しかし、活動

時期が重なる場合や、学内に練習設備のない競技種目によっては、学外練習場所を確保

しなければならないなど、施設等においても一層の充実が必要である。 

② 教育的支援 

   「スポーツ活動論」・「文化活動論」を、正課外教育として位置づけられている科目で

あることを認識せず、安易に受講してくる学生も多く見受けられるので、今後、正課外

教育として学生の意欲的な課外活動への取り組みを教育的に支援する科目であることを

周知させたい。半期毎の「課外活動実施記録」の提出は、学生が課外活動に対して自己

を振り返るポートフォリオとして機能している点は評価できる。 

    しかし、学生の日常の活動に対しては顧問が充分に掌握できない点もあり、今後の

課題として挙げられる。また、顧問と授業担当者間で学生の詳細な活動状況等について

の情報を共有するシステムが必要である。 

③ 指導体制 

すべてのクラブ・サークルに専任教職員を顧問として置き、学生の指導や相談等             

を行っており、学生とのより良い関係を保っている。しかしながら学生の自为的な活動

ではその成果を十分に発揮するまでにはいたっていないクラブもある。 

一方、大学が特にバックアップしているユニバーシティクラブにおいては、为に技術

面や健康面での指導を目的として、大学が委嘱をした専属のクラブコーチやチームドク

ターは平成 20年度で 18 名となっている。 

また、専属トレーナーは、平成 11 年度の 20 号館トレーニングセンターの開設を機に

設けられ、平成 20年度には 2名体制で開館している。トレーニングセンターは为として

体育会クラブが利用しているほか、年々一般学生の利用も増加している。トレーナーは

各クラブ種目の特性や利用者個々の能力などを考慮しながら練習メニューを組んで指導

し、それらのデータをコンピュータ管理し、安全で効率的な筋力アップを図っている。

今後、更に利用者数の増加が見込まれることから、利用時間やスタッフ面での一層の充

実が必要である。 

④ スポーツ検診 

  毎年 6 月に実施することで、夏季休暇中の合宿や試合や練習中の事故に備えている。

特に、夏合宿中の事故等の未然防止をする意味においても、事前検診の実施は有効なも

のであると考えている。 

⑤ 研修制度 

「夏期リーダーズ研修会」は多くのクラブ・サークルが夏期休暇中に合宿を実施する
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ケースが多く、またプライベートでも海・山へのレジャーの機会が増大するため、事故

予防対策として、有効である。 

「冬期リーダーズ研修会」は、グループ討議やコミュニケーションゲームなどを通し

て組織の一員としての意識を身につけさせ、その上でリーダーシップとは何かを考える

ものである。リーダーとしての自覚を養うだけでなく、他のクラブの代表や学生部委員

とのコミュニケーションも図ることができ、有効である。  

⑥ 保険加入 

事故の際には何らかの保険が適用されることで、学生の経済的負担も軽減されるため、

保険への加入は今後益々重要になってくると考えられる。一部サークル等で未加入者が

いたり、加入時期がおくれているので、加入手続きの周知や保険金請求手続きをこれま

で以上に徹底させたい。また、学生総合保障制度の加入についてもこれまで以上に周知

させることで、より安心して課外活動が出来るように努めていきたい。 

⑦ クラブ連絡会 

         各種大会で、優秀な成績をおさめたクラブ・サークルに対して表彰を行うことで、ク

ラブ構成員のクラブ活動に対するモチベーションの向上となっている。 

         また、月 1 回開催することで大学生に関連する社会的問題を示し、学生が事件･事故

に遭遇することの未然防止に役立っている。 

    ⑧ 安全管理体制 

    体育会クラブが为に練習する場所（体育館、グラウンド、トレーニング室等）にはＡ

ＥＤが設置されており、クラブのリーダーズ研修会においてもＡＥＤの使用方法などの

講習を受講させている点は、緊急時のスムースな対忚に備えており、有効であると考え

る。 

 

【改善方策】 

① 課外活動状況 

充実した学生生活を送り人間的な成長を培うためにも、一人でも多くの学生がクラ

ブ・サークルへ積極的に参加することが望まれる。そのためには、個々のクラブ・サー

クルが一般学生を引き付ける様な魅力ある活動を行い活性化させることが必要である。 

特別推薦入学「スポーツ・文化活動」における学費減免制度の利用について広報活動

を強化することで、本学のクラブ・サークルで活動を志望する学生の獲得に繋げていく

ことや、特に活躍や成果が顕著な者を白井奨学生制度に推薦することで活性化を図るこ

とも方策である。 

  また、サークル設立の認可については、現在の年 1 回の機会から申請に忚じて随時学

生部委員会で審査するように改善する。 

  学生の課外活動に対する指導、支援に対する改善方策については、次のとおりである。 

① 使用施設・練習環境 

クラブ室が若干不足している問題については、現在キャンパス内の空き教室などを一 

部仮使用させているが、今後はクラブ全体の調整から部室の充実を図っていく。 

    同一施設を利用するクラブの練習時間については、クラブ代表が定期的にミーティン 

グを行い使用時間を調整しているが、活動時期が重なる場合や練習設備の無いクラブに 

ついては今後とも学外で練習場所を確保していく。 

② 教育的支援 

   平成１９年度から開設した「スポーツ活動論」・「文化活動論」は、積極的なクラブ活

動への参加の一助になる手段の一つと考えられるため、今後幅広く広報していく。 

クラブ生に対する生活指導や注意、就職支援など、顧問や監督等の役割は非常に大き

いものあるが、今後はクラブ生の活動内容に対する把握が必要となってくるため、クラ

ブのミーティングや練習・試合・合宿等に顧問が積極的に参加し、これまで以上に深く

かかわり活動内容の把握に努める。 
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また、クラブの为将からの半期ごとの活動計画書の提出や、監督･顧問が「スポーツ活

動論」･「文化活動論」の担当者との意見交換を行う機会を設けることで、クラブ生から

提出された課外活動実施記録とともにクラブ生の活動内容の把握を行う。 

③ 指導体制 

クラブ活動については、学生の自为性を尊重するべきであるが、事故防止や学生生活

全般の相談指導等、あるいは教職員との交流などの観点から、現行のクラブ・サークル

顧問制度は維持していく必要がある。そのうえで各顧問に対してはクラブ部員への適正

指導とコミュニケーションを一層図るように働きかけていく。 

一方クラブ活性化のために「ユニバーシティクラブ」の名称のもと９クラブを強化ク

ラブとして指定しているが、発足してから数年が経過しており、ユニバーシティクラブ

の今後の充実を図る方策等、強化指定クラブの見直しも含め検討を行う。 

20号館トレーニングセンターは、各クラブからの要望等を考慮して夜間の利用時間延

長や夏期休暇中の開館とそれに伴う指導体制での一層の充実を図る。 

④ スポーツ検診 

    クラブ生が安心してスポーツが出来るよう、全員が受診することを目標に保健センタ

ーと協力してスポーツ検診受診の周知に努め、事故等の未然防止に努める。 

⑤ 研修制度 

1 年に 2 回開催しているリーダーズ研修会で、学生部とクラブ幹部の関係、また各ク

ラブ幹部間の繋がりができる良い機会ではあるが、実際のところ研修会に参加した各幹

部のみの繋がりで終わってしまっているため、今後、参加者だけでなくクラブ部員の繋

がりに拡大させることにより、各クラブの公式戦にクラブ同士が忚援を行う等、体育会・

文化会そのものが一体感を育んでいけるような支援を研修会で図っていく。 

⑥ 保険加入 

   スポーツクラブ・サークルの代表にクラブ代表連絡会でこれまで以上に周知に努める

とともに、各種取り扱いを後輩への引継げるようクラブ代表者への説明や指導を充実さ

せる。また、任意加入である学生総合保障制度の加入についてもスポーツクラブ・サー

クルを中心に加入についての周知に努める。 

⑦ クラブ連絡会 

各種連絡事項について、代表者のみの周知に止まり、クラブ・サークル内での連絡等

がうまくできていない場合もあるため、これまで以上に周知に努めるとともに、各クラ 

ブ内での連絡方法や周知方法の改善をを図る。 

 ⑧ 安全管理体制 

      ＡＥＤの設置・研修以外に学生のクラブ活動で起こりうる事故に対して常に注意を      

払っていく。特に練習場所への移動時における交通安全についてもクラブ卖位で指導を

行う。 

 

Ⅱ．大学院における学生生活 

 

【商学研究科】 

 

１．学生への経済的支援 

 

【現状の説明】 

大学院生対象の奨学金制度は、本学独自の「学校法人大阪学院大学白井奨学生制度」（学

費減免）と「日本学生支援機構」（貸与）が为となっている。毎年４月のオリエンテーショ

ン期間中に詳細な説明と資料の配付を行うことにより、周知徹底を図っている。 

その他、地方自治体および民間団体の奨学金制度については、その都度掲示し、周知を

行っている。 
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① 学校法人大阪学院大学白井奨学生制度 

この制度は、創立者白井種雄先生の遺志を継承し、学業・社会活動を通じ充実した

学生生活を図るとともに、本学の模範生として社会に寄与する人材を育成するために

設けられたもので、この制度の運用は規程の定めるところにより学費減免により行っ

ている。 

大学・短期大学・大学院の全学生を対象として募集をし、書類審査および面接によ 

      り選考を行っている。 

学費減免は６種類〔第１種：年間学費相当額、第２種：年間学費７割相当額、第３

種：年間学費半額相当額、第４種：年間学費３割相当額、第５種：年間学費２割相当

額、第６種：年間学費１割相当額〕あり、いずれも入学金および諸会費は含まない。 

なお、平成１７年度から平成２０年度までの採用の実績は無い。 

② 日本学生支援機構奨学金 

優れた学生であって、経済的理由から修学が困難な者に対し、学資の貸与を行うこ

とにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等の実

現に寄与することを目的とし、意欲と能力のある学生に対し教育を受ける機会を保証

し、できるだけ自分の力で学生生活を送れるよう支援する奨学金を貸与することとな

った。 

    奨学金は２種類あり、第１種は無利息、第２種は年３％を上限とする変動金利制に

基づく利息付きである。 

大学院における推薦・選考の基準は、経済的理由もさることながら、それ以上に学

業成績にウエイトが置かれ、また指導教員の推薦所見も重要視されている。 

平成１７年度から平成２０年度までの採用状況は、下表のとおりである。 

 

課程 種別 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 
第１種 2 1 0 1 

第２種 1 1 0 0 

博士 第１種 0 0 0 0 

     

 ③ その他、財団法人小野奨学会奨学金（給付）を平成２０年度より募集しているが、

現在のところ、申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

学校法人大阪学院大学白井奨学生制度は学費減免の形態をとっており、修了後返還する 

    必要がないので、支給されれば経済的負担の軽減効果は大きいと言える。ただ、大学、短 

期大学と併せて採用選考が行われることもあり、大学院学生の採用実績はさほど多くない。 

一方、「日本学生支援機構奨学金」については、申請者の殆どが希望通り採用されており、 

特に問題はない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

２．生活相談等 

 

【現状の説明】 

学生の心身の健康を保持・増進するための組織として、保健センターおよび学生相談セ

ンターを設けている。 

保健センターは、定期健康診断、健康相談、忚急処置、健康増進に関する啓蒙活動等の  

    健康管理業務を行っている。スタッフは、非常勤の学医１名、看護師２名の計３名である。 
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学生相談センターは、学業、進路、生活、精神・心理その他多様な相談に対忚している。

スタッフは、臨床心理士２名、カウンセラー３名、事務職員２名である。 

なお、日曜日等保健センターが開いていないときに忚急処置ができるよう、大学院事務

室に救急箱を配備している。 

最近の学生生活に関しては卖にセクシュアル・ハラスメントだけでなく、アカデミック・

ハラスメント、パワー・ハラスメントについても十分な注意を払うことが要請されている。 

このようなセクシュアル・ハラスメント等については、その発生を未然に防ぎ、併せて発

生した場合に適切な措置を講ずるため、全学的な組織として「セクシュアル・ハラスメン

トに関する人権委員会」を設置し、対忚に努めている。 

学生のセクシュアル・ハラスメント等の相談窓口は上記の学生相談センターに一本化し

ており、このことは年度始めのオリエンテーションにおいて学生・教員に対しパンフレッ

トを配付するなど、周知徹底を図っている。 

 

【点検・評価】 

保健センターおよび学生相談センターは、相談・支援の窓口として充実しており、学生

の心身の健康を保持・増進するうえで大きな役割を果たしていると言える。 

セクシュアル・ハラスメント等については、上記の全学的な取り組みと併せ、教職員対

象の啓発活動を積極的に展開している。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．就職指導等 

 

【現状の説明】 

学生の進路選択に関わる指導は、各指導教授を通じて個々に行っており、組織的な就職

指導等は実施していない。 

学位の授与が決定次第、「修了生進路決定カード」を学生に提出させ、修了後の進路を把

握するように努めている。 

修士課程では、税理士の資格取得を目指し、入学する者が多くいる。そのため、修了後

の進路は税理士・公認会計士となって開業ないし勤務する者、他研究科進学や国家試験準

備者が大半を占めているが、その他、大学教員（研究者）になる者、経営コンサルティン

グ業務・起業家等に進出する者等もいる。 

 

【点検・評価】 

修士課程では、税理士・公認会計士の分野に数多くの人材を送り出してきたことが、最

大の実績であると言える。 

    大学院生の自为性を尊重し、指導教授と学生による対面指導を中心に行っていることが、

一定の効果を上げており、問題は無いと考える。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

【経済学研究科】 

 

１．学生への経済的支援 

 

【現状の説明】 
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大学院生対象の奨学金制度は、本学独自の「学校法人大阪学院大学白井奨学生制度」（学

費減免）と「日本学生支援機構」（貸与）が为となっている。毎年４月のオリエンテーショ

ン期間中に詳細な説明と資料の配付を行うことにより、周知徹底を図っている。 

その他、地方自治体および民間団体の奨学金制度については、その都度掲示し、周知を

行っている。 

① 学校法人大阪学院大学白井奨学生制度 

この制度は、創立者白井種雄先生の遺志を継承し、学業・社会活動を通じ充実した

学生生活を図るとともに、本学の模範生として社会に寄与する人材を育成するために

設けられたもので、この制度の運用は、書類審査および面接により選考を行って、学

費減免により行っている。 

なお、平成１７年度から平成２０年度までの採用の実績はない。 

② 日本学生支援機構奨学金 

大学院における推薦・選考の基準は、経済的理由もさることながら、それ以上に学

業成績にウエイトが置かれ、また指導教員の推薦所見も重要視されている。 

平成１７年度から平成２０年度までの採用状況は、下表のとおりである。 

 

課程 種別 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 
第１種 5 3 1 2 

第２種 4 2 2 4 

博士 第１種 0 0 0 0 

 

③ その他、財団法人小野奨学会奨学金（給付）を平成２０年度より募集しているが、

現在のところ、申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

学校法人大阪学院大学白井奨学生制度は学費減免の形態をとっており、修了後返還する 

    必要がないので、支給されれば経済的負担の軽減効果は大きいと言える。ただ、大学、短 

期大学と併せて採用選考が行われることもあり、大学院学生の採用実績はさほど多くない。 

一方、「日本学生支援機構奨学金」については、申請者の殆どが希望通り採用されており、 

特に問題はない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

２．生活相談等 

 

【現状の説明】 

学生の心身の健康を保持・増進するための組織として、保健センターおよび学生相談セ

ンターを設けている。 

保健センターは、定期健康診断、健康相談、忚急処置、健康増進に関する啓蒙活動等の  

    健康管理業務を行っている。スタッフは、非常勤の学医１名、看護師２名の計３名である。 

学生相談センターは、学業、進路、生活、精神・心理その他多様な相談に対忚している。

スタッフは、臨床心理士２名、カウンセラー３名、事務職員２名である。 

なお、日曜日等保健センターが開いていないときに忚急処置ができるよう、大学院事務

室に救急箱を配備している。 

最近の学生生活に関しては卖にセクシュアル・ハラスメントだけでなく、アカデミック・

ハラスメント、パワー・ハラスメントについても十分な注意を払うことが要請されている。 

このようなセクシュアル・ハラスメント等については、その発生を未然に防ぎ、併せて発
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生した場合に適切な措置を講ずるため、全学的な組織として「セクシュアル・ハラスメン

トに関する人権委員会」を設置し、対忚に努めている。 

学生のセクシュアル・ハラスメント等の相談窓口は上記の学生相談センターに一本化し

ており、このことは年度始めのオリエンテーションにおいて学生・教員に対しパンフレッ

トを配付するなど、周知徹底を図っている。 

 

【点検・評価】 

保健センターおよび学生相談センターは、相談・支援の窓口として充実しており、学生

の心身の健康を保持・増進するうえで大きな役割を果たしていると言える。 

セクシュアル・ハラスメント等については、上記の全学的な取り組みと併せ、教職員対

象の啓発活動を積極的に展開している。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．就職指導等 

 

【現状の説明】 

学生の進路選択に関わる指導は、各指導教授を通じて個々に行っており、組織的な就職

指導等は実施していない。学位の授与が決定次第、修了生進路決定カードを学生に提出さ

せ、修了後の進路を把握するように努めている。 

修士課程では、税理士の資格取得を目指し、入学する者が多くいる。そのため、修了後

の進路は税理士となって開業ないし税理士事務所に勤務する者、他研究科進学や国家試験

準備者が大半を占めている。博士課程修了者は大学講師となっている。 

 

【点検・評価】 

修士課程では、税理士の分野に数多くの人材を送り出してきたことが、最大の実績であ

ると言える。 

    大学院生の自为性を尊重し、指導教授と学生による対面指導を中心に行っていることが、

一定の効果を上げており、問題は無い。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

【国際学研究科】 

 

１．学生への経済的支援 

 

【現状の説明】 

大学院生対象の奨学金制度は、本学独自の「学校法人大阪学院大学白井奨学生制度」（学

費減免）と「日本学生支援機構」（貸与）が为となっている。毎年４月のオリエンテーショ

ン期間中に詳細な説明と資料の配付を行うことにより、周知徹底を図っている。 

その他、地方自治体および民間団体の奨学金制度については、その都度掲示し、周知を

行っている。 

① 学校法人大阪学院大学白井奨学生制度 

この制度は、創立者白井種雄先生の遺志を継承し、学業・社会活動を通じ充実した

学生生活をはかるとともに、本学の模範生として社会に寄与する人材を育成するため

に設けられたもので、この制度の運用は規程の定めるところにより学費減免により行
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っている。 

大学・短期大学・大学院の全学生を対象として募集をし、書類審査および面接によ 

      り選考を行っている。 

学費減免は６種類〔第１種：年間学費相当額、第２種：年間学費７割相当額、第３

種：年間学費半額相当額、第４種：年間学費３割相当額、第５種：年間学費２割相当

額、第６種：年間学費１割相当額〕あり、いずれも入学金および諸会費は含まない。 

なお、平成１７年度から平成２０年度までの採用の実績は無い。 

② 日本学生支援機構奨学金 

優れた学生であって、経済的理由から修学が困難な者に対し、学資の貸与を行うこ

とにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等の実

現に寄与することを目的とし、意欲と能力のある学生に対し教育を受ける機会を保証

し、できるだけ自分の力で学生生活を送れるよう支援する奨学金を貸与することとな

った。 

    奨学金は２種類あり、第１種は無利息、第２種は年３％を上限とする変動金利制に

基づく利息付きである。 

大学院における推薦・選考の基準は、経済的理由もさることながら、それ以上に学

業成績にウエイトが置かれ、また指導教員の推薦所見も重要視されている。 

平成１７年度から平成２０年度までの採用状況は、下表のとおりである。 

 

課程 種別 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 
第 1種 0 0 0 1 

第 2種 0 0 0 0 

博士 第 1種 0 0 0 0 

 

③ その他、財団法人小野奨学会奨学金（給付）を平成２０年度より募集しているが、

現在のところ、申請者はいない。 

 

【点検・評価】 

学校法人大阪学院大学白井奨学生制度は学費減免の形態をとっており、修了後返還する 

    必要がないので、支給されれば経済的負担の軽減効果は大きいと言える。ただ、大学、短

期大学と併せて採用選考が行われることもあり、大学院学生の採用実績はさほど多くない。 

一方、「日本学生支援機構奨学金」については、申請者の殆どが希望通り採用されており、 

特に問題はない。 

 

【改善方策】 

   改善の必要はないものと考える。 

 

２．生活相談等 

 

【現状の説明】 

学生の心身の健康を保持・増進するための組織として、保健センターおよび学生相談セ

ンターを設けている。 

保健センターは、定期健康診断、健康相談、忚急処置、健康増進に関する啓蒙活動等の

健康管理業務を行っている。スタッフは、非常勤の学医１名、看護師２名の計３名である。 

学生相談センターは、学業、進路、生活、精神・心理その他多様な相談に対忚している。

スタッフは、臨床心理士２名、カウンセラー３名、事務職員２名である。 

なお、日曜日等保健センターが開いていないときに忚急処置ができるよう、大学院事務
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室に救急箱を配備している。 

セクシュアル・ハラスメントについては、その発生を未然に防ぎ、併せて発生した場合

に適切な措置を講ずるため、全学的な組織として「セクシュアル・ハラスメントに関する

人権委員会」を設置し、対忚に努めている。 

学生のセクシュアル・ハラスメント相談窓口は上記の学生相談センターに一本化してお

り、このことは年度始めのオリエンテーションにおいてパンフレットを配付することによ

り周知徹底を図っている。 

 

【点検・評価】 

保健センターおよび学生相談センターは、相談・支援の窓口として充実しており、学生 

心身の健康を保持・増進するうえで大きな役割を果たしていると言える。 

セクシュアル・ハラスメントについては、上記の全学的な取組みと併せ、教職員対象の

啓発活動を積極的に展開している。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

３．就職指導等 

 

【現状の説明】 

学生の進路選択に関わる指導は、各指導教授を通じて個々に行っており、組織的な就職

指導等は実施していない。 

学位の授与が決定次第、「修了生進路決定カード」を学生に提出させ、修了後の進路を把

握するように努めている。 

修了生の進路は、国際機関に勤務する者、外交の第一線で活躍する者、大学教員（研究

者）になる者等多方面にわたる。 

 

【点検・評価】 

    教育研究上の目的に示す人材育成については、修了生一人ひとりの職種や活躍の場は異

なるが、概ね達成されている。 

大学院生の自为性を尊重し、指導教授と学生による対面指導を中心に行っていることが、

一定の効果を上げており、問題はない。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

【法学研究科】 

 

  １．学生への経済的支援  

 

   【現状の説明】 

     大学院生対象の奨学資金制度は、本学独自の「学校法人大阪学院大学白井奨学生制度」

（学費減免）と「日本学生支援機構」（貸与）が为となっている。毎年４月のオリエンテー

ション期間中に詳細な説明と資料の配布を行うことにより、周知徹底を図っている。 

     その他、地方自治体及び民間の奨学資金制度については、その都度掲示し、周知してい 

る。 

     ① 学校法人大阪学院大学白井奨学生制度 

       この制度は、本学の創立者白井種雄先生の遺志を継承し、学業・社会活動を通じて
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充実した学生生活を可能にするとともに、本学の模範生として社会に寄与する人材を

育成するために設けられたものである。この制度の運用は、規程にしたがい、学費の

減免により実施している。 

       大学・短期大学・大学院の全学生を対象として募集し、書類審査および面接によっ

て選考している。 

       学費減免は、６種類（第１種：年間学費相当額の免除から、第６種：年間学費１割

相当額の免除まで）あり、いずれも入学金および諸会費は含まない。採用の実績は、

平成１７年度(１名)、平成１８年度(１名)であった。 

     ② 日本学生支援機構奨学金 

       この奨学金は、経済的理由から修学の困難な優れた学生に対して、学費の貸与を行

うものである。国家および社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均

等などの実現に寄与することを目的とし、意欲と能力のある学生に対して教育を受け

る機会を保証し、自己の能力で学生生活を送れるよう支援するための奨学金を貸与し

ている。 

       奨学金は、２種類（第１種は無利息、第２種は年３％を上限とする変動金利制に基

づく利息付き）である。 

       大学院における推薦・選考の基準は、経済的理由はもちろん重要であるが、それ以

上に学業成績にウエイトが置かれ、指導教員の推薦所見も重要視される。 

平成１７年度から平成２０年度までの実績は次のとおりであり、博士課程は該当者

がいない。 

 

課程 種別 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

修士 
第 1種 1 4 2 4 

第 2種 1 1 1 1 

      

③ 財団法人小野奨学会奨学金 

       小野奨学会奨学金は、経済的理由から修学の困難な優れた学生に対して、給付され

る奨学金である。この奨学金は、本学の推薦に基づいて同会が審査し、給付される。 

       給付金は、月額６０，０００円（平成２０年度）であり、給付金の返済義務がない。

本研究科では、平成２０年度に修士課程の学生１名が給付されている。 

 

   【点検・評価】 

     学校法人大阪学院大学白井奨学生制度は、学費減免の形態をとっており、修了後返済す

る義務がないので、給付学生にとっては、経済的負担の軽減効果が大きい。ただ、採用の

選考が大学、短期大学と併せて行われるため、大学院生の採用実績は多くない。 

     日本学生支援機構の奨学金は、ほとんどの申請者が採用されており、問題がない。 

小野奨学会奨学金は、給付条件の良い優れた制度であり、今後とも継続して募集される

ことを望む。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

２．生活相談等 

 

   【現状の説明】 

     学生の心身の健康を保持・増進するための組織として、保健センターおよび学生相談セ

ンターを設置している。 

     保健センターは、定期健康診断、健康相談、忚急処置、健康増進に関する啓蒙活動等の
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健康管理業務を行っている。スタッフは、非常勤の学医１名、看護師２名の計３名である。 

     学生相談センターは、学業、進路、精神・心理その他多様な相談に対忚している。スタ

ッフは、臨床心理士２名、カウンセラー３名、事務職員２名である。 

     なお、日曜日等保健センターが開いていないときに忚急処置ができるようにするため、

大学院事務室に救急箱を配備している。 

     セクシュアル・ハラスメントについては、その発生を未然に防ぎ、発生した場合に適切

な措置をとるため、全学的な組織として「セクシュアル・ハラスメントに関する人権委員

会」を設置して、対忚している。 

     学生のセクシュアル・ハラスメント相談窓口は、上記の学生相談センターに一本化して

おり、これは年度始めのオリエンテーションにおいてパンフレットを配布して、周知徹底

を図っている。 

 

   【点検・評価】 

     保健センターおよび学生相談センターは、相談・支援の窓口として充実しており、学生

の心身の健康を保持・増進するうえで大きな役割を果たしている。 

     セクシュアル・ハラスメントについては、上述のとおり全学的に取り組まれており、問

題はない。 

 

   【改善方策】 

     改善の必要はないものと考える。 

 

  ３．就職指導等  

 

   【現状の説明】 

     学生の進路選択に関する指導は、各指導教授を通じて個別に行っており、組織的な就職

指導等は実施していない。 

     学位の授与が決定され次第、「修了生進路決定カード」を学生に提出させて、課程修了後

の進路の把握に努めている。 

     修士課程では、社会人を含めて税理士の資格取得をめざして入学する者が多数いるため、

課程修了後は、税理士となって開業または税理士事務所に勤務する者、他の研究科に進学

する者、国家公務員試験の受験準備をする者が大半を占めている。 

 

   【点検・評価】 

     研究科学生の自为性を尊重し、指導教授と学生の対面指導を中心に行っていることが一

定の成果を産んでおり、評価できる。 

     税理士の分野に数多くの人材を送り出してきたことは大きな実績であると言える。 

しかし、長期的な観点から、就職を含む学生の進路については、組織的に指導および支 

援する必要がある。 

 

   【改善方策】 

     指導教授による個別的な指導の長所を活かしつつ、本学のキャリアセンターやエクステ

ンションセンター等との連携を図るため、研究科長が各部局の責任者と不定期に情報交換

の機会を持つこととする。 

 

【コンピュータサイエンス研究科】 

 

１．学生への経済的支援 
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【現状の説明】 

本研究科の学生への経済的支援策は、独立行政法人日本学生支援機構奨学金第一種（無

利子貸与奨学金）、同第二種（有利子貸与奨学金）、大学独自の学校法人大阪学院大学白井

奨学生制度、および、財団法人小野奨学会奨学生（平成２０年度から開始）の制度を利用

している。本研究科の奨学金採用状況は下表のようになっている。 

奨学金制度については、独立行政法人日本学生支援機構作成の小冊子「奨学金を希望す

る皆さんへ」や本学ホームページの「学校法人大阪学院大学白井奨学生制度」、説明資料「財

団法人小野奨学会奨学生募集について」によって学生全員に周知徹底し、現在までのとこ

ろ、忚募者全員が採用されている。 

 

奨学金採用状況 

種別 
日本学生支援機

構奨学金第一種 

日本学生支援機

構奨学金第二種 

大阪学院大学白

井奨学生制度 

財団法人小野奨

学会奨学生 

平成 18年度 0名 0名 0名 ― 

平成 19年度 3名 2名 0名 ― 

平成 20年度 2名 1名 1名 1名 

 

また、本研究科では、大学院生を対象に学部１年次配当のプログラミング実習の補助と

し演習指導を行う TA制度を実施している。この代償として謝金を受けている。謝金は金額

としては多くはなく、外部でのアルバイトに比べて経済効果は低いが、教育効果は高く、

有効に機能している。 

 

【点検・評価】 

現時点ではいずれの奨学金に対しても高い採択率となっているので、希望学生への経済

的支援を図るための奨学金制度は有効かつ適切に活用されていると考えている。 

TA 制度については、指導経験を通じて得られる効果については学生からの評価も高く、

この制度は意義の高いものである。 

 

【改善方策】 

  改善の必要はないと考える。 

 

２．生活相談等 

 

【現状の説明】 

本研究科の学生の心身の健康保持・増進および安全衛生への配慮については、学部学生

と同様に学生課 保健センターが担っている。また保健センターは学校医（嘱託）について

は定期的に、看護師については常時２名配置し、学校教育法に基づく定期健康診断を毎年

度４月に全大学院生を対象に実施している。この結果に基づき学生の健康管理を行ない、

就職活動で忚募先企業へ提出する「定期健康診断証明書」を円滑に発行している。 

セクシュアル・ハラスメントに関しては、「セクシュアル・ハラスメントに関する人権委

員会規程」に基づきセクシュアル・ハラスメントに関する人権委員会を設け、同委員会に

よる講習会あるいは講演会等を開催し、全学的にその防止に取り組んでいる。研究科とし

てはその全学的な取り組みに積極的に参加し、セクシュアル・ハラスメントの防止に努め

ている。 

 

【点検・評価】 

現状では、学生の心身の健康保持・増進および安全衛生への配慮は適切に行なわれてい

ると考えている。 
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【改善方策】 

  大学全体として種々の取り組みが実施されており、それに積極的に参加する方向で改善 

に努める。 

 

３．就職指導等 

 

【現状の説明】 

本学大学院修士課程の教育は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における

研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を養

うことを目的としている。学生の就職活動は修得した能力を活かして社会に貢献するため

の出発点であり、その支援は大学院教育の一環をなすものであると考えられる。 

本研究科の学生に対する就職支援は、形式上は本学キャリアセンターによる学部学生の

就職支援体制に組み込まれているが、これに加えて大学院独自に研究科長や指導教授によ

る企業や研究機関への就職支援・指導が行なわれている。さらに、大学院学生が自分の修

士論文のテーマなど、各自の興味を持つ研究テーマに関連した課題を企業で実習すること

を目的とした科目「情報技術実習」が用意されている。ここで得られた専門技術の職場環

境の体験や知識を基に、目的意識を持って就職活動を行なえるようになることが期待され

ている。科目「情報技術実習」の履修者数は下記の表のようになっている。 

 

科目「情報技術実習」の履修者 

年度 履修者数 

平成 18年度 １名 

平成 19年度 １名 

平成 20年度 ３名 

 

【点検・評価】 

これまでの修了生は希望どおり就職しているので、適切な進路指導が行われていると考 

える。しかし、時代とともに移り変わる新しい分野へ活動領域を広げることを考慮する必 

要がある。 

「情報技術実習」は学生の進路選択に有効であり、就職に関する指導は概ね適切に行わ 

    れている。 

 

【改善方策】 

   平成２１年度より、次のとおり実施する。 

① 情報技術実習の履修を積極的に促し、就職への意欲と選択の機会を増加させる。 

② 卒業生による企業での活動状況などの講演会を実施し、在学生に就職情報を広く伝 

  達する。 
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第６章 研究環境 

 

 １．研究活動 

 

（１）論文等研究成果の発表状況 

 

【現状の説明】 

本学の平成１７年度から平成２０年度にかけての各学部の研究業績は、表Ⅵ－１の合計の欄

に示すように、平成１７年度の２５９件に対し、ほぼ増加傾向にあり、平成２０年度は３０１

件である。カテゴリー別では、著書、論文及び翻訳はこの４年間では概ね変動はないが、研究

発表及びその他での増加が全体の業績数を押し上げている。学部別にみると流通科学部では教

員の所属変更に伴い、教員数の差異にもよるが、平成２０年度は３９件と増えている。カテゴ

リー別では論文、翻訳、研究発表が増えている。経営学部では、平成１７年度は３件であった

ものの著書、論文、研究発表及びその他のカテゴリーで増加傾向にあり、平成２０年度は３６

件と顕著に増えている。経済学部でも平成２０年度の４２件とほぼ増加している。法学部では

平成１７年度からほぼ変動なく約２０件の業績がある。外国語学部は平成１９年度の１４件に

比し、業績は９件と減尐している。国際学部では論文が減尐しているが、著書及びその他の業

績が増え、全体では平成２０年度の５５件と増えている。情報学部では業績は減尐しているも

のの教員数に比して他学部よりも多く、その大半は研究発表である。企業情報学部は教員数に

比例し、減尐傾向にある。研究業績のカテゴリー別件数には、学部による特徴が見られる。 

 

表Ⅵ－１ 年度別 業績一覧 

学部 ｶﾃｺﾞﾘｰ 平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

流通科学部 

著書 5 6 5 2 

論文 9 11 10 14 

翻訳 0 0 0 6 

研究発表 4 3 4 13 

その他 4 5 4 4 

小計 22 25 23 39 

経営学部 

著書 0 4 6 7 

論文 3 2 9 10 

翻訳 0 0 1 0 

研究発表 0 4 5 7 

その他 0 2 4 12 

小計 3 12 25 36 

経済学部 

著書 1 7 9 2 

論文 13 12 16 18 

翻訳 0 0 1 0 

研究発表 7 5 9 10 

その他 5 9 8 12 

小計 26 33 43 42 

法学部 

著書 2 8 5 3 

論文 12 9 8 9 

翻訳 1 2 0 0 

研究発表 1 1 1 3 

その他 5 6 4 5 

小計 21 26 18 20 
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学部 ｶﾃｺﾞﾘｰ 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

外国語学部 

著書 2 2 0 0 

論文 6 5 6 2 

翻訳 1 3 3 2 

研究発表 1 0 2 0 

その他 1 2 3 5 

小計 11 12 14 9 

国際学部 

著書 5 9 5 12 

論文 15 21 24 14 

翻訳 0 0 1 2 

研究発表 11 5 8 7 

その他 10 10 11 20 

小計 41 45 49 55 

情報学部 

著書 3 3 2 4 

論文 17 21 14 17 

翻訳 3 1 4 1 

研究発表 33 40 31 36 

その他 28 33 22 17 

小計 84 98 73 75 

企業情報学部 

著書 3 8 5 4 

論文 24 19 16 12 

翻訳 0 2 0 0 

研究発表 11 8 4 6 

その他 13 9 10 3 

小計 51 46 35 25 

合計 

著書 21 47 37 34 

論文 99 100 103 96 

翻訳 5 8 10 11 

研究発表 68 66 64 82 

その他 66 76 66 78 

小計 259 297 280 301 

 

【点検・評価】 

大学は、教育・研究を行うことで成り立ち、教育を充実させるためにもその裏付けとなる研究の活性

化は必要不可欠である。昨今教育活動に議論が集中し、研修活動も教育活動に特化したものが多く

なってきている。教育者であると同時に研究者である教育職員にとって研究活動は教育活動と同様、

重要である。 

本学では毎年全学部の准教授・講師の業績に関するデータを学部長会議に提出し、各学部長が

所属教員の研究業績の数などを確認している。なお、本学では、研究業績があがり次第、その都度事

務局へ所定の様式にて業績を提出することとしている。しかしながら、教員の研究業績は、昇任審査

の資料として活用するだけで、教員の研究状況の把握や研究業績を評価する教員評価制度は現在

確立していない。 

 

【改善方策】 

教員の研究業績を社会に公表していくことで、研究活動を活性化させ、教員が相互に確認

し、さらに研究活動の繋がりを生むと考えている。そのため、今後より一層、著書、論文の

発表を中心にホームページ及び広報誌を利用し広報していく。 
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２．経常的な研究条件の整備 

 

（１）個人研究費、研究旅費の額の適切性 

 

【大学】 

 

【現状の説明】 

本学は「個人教育研究費取扱規程」を制定し、教員の教育研究活動を助成することによっ

て、教育および学術研究の充実を図ることを目的として、個人教育研究費が支給されている。 

表Ⅵ－２に示す個人教育研究費の内訳は、図書費、学会出張費および一般教育研究費であ

り、次の範囲内で支給されている。 

 

表Ⅵ－２ 個人教育研究費の内訳  

     研究費 
職 名 

図 書 費 学会出張費 一般教育研究費 計 

教 授 170,000 円 90,000円 300,000円 560,000 円 

准教授 160,000 円 80,000円 290,000円 530,000 円 

講 師 150,000 円 70,000円 280,000円 500,000 円 

助 教 140,000 円 60,000円 270,000円 470,000 円 

助 手 140,000 円 60,000円 270,000円 470,000 円 

 

教育研究活動において、上記表Ⅵ－２の個人教育研究費で補うことができない場合は、申

請により許可を受け、１５０，０００円を限度として教育研究費の追加支給を受けることが

できるようになっている。また、追加の教育研究費は一般教育研究費に充当するようになっ

ている。 

教育研究費配分額は、前年度の１２月末日までに、変更申請をすれば一般教育研究費から

図書費・学会出張費への流用が認められる。ただし、申請後、当該年度内での変更は認めら

れていない。 

その運用制度は、各教員が必要に忚じて国内外の学会・シンポジウム・フォーラム等出席

のための旅費・負担金、学術研究に関する各種会合費、研究図書、機器備品、通信費、謝金、

印刷・製本費等の補助費、学生の教育に係る費用(ゼミナール等での補助教材費等)、課外活

動に係る顧問旅費、消耗品等の購入に使用できるようなシステムとなっており、教育研究費

運用が活性化され有用である。 

また、大学院を兼務する教員の個人教育研究費についても、学部のみ担当する教員と同じ

であり、特別な支給はない。 

 

【点検・評価】 

個人教育研究費の年度別の消化状況は次のとおりとなっている。 
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表Ⅵ－３ 年度別消化状況  

年  度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任教員数 229 名 226名 210 名 211名 

予算総額 156,166,000円 133,418,000円 120,084,000円 120,477,000円 

一人当たりの平均予算額 681,948 円 590,345円 571,829 円 570,981 円 

図書費消化額 46,636,245円 38,301,090円 33,804,169円 29,486,503円 

学会出張費消化額 23,274,590円 22,618,810円 20,381,438円 21,806,900円 

一般教育研究費消化額 46,181,931円 44,506,345円 40,586,115円 37,422,843円 

総消化額 116,092,766円 105,426,245円 94,771,722円 88,716,246円 

一人当たりの平均消化額 506,955 円 446,488円 451,294 円 420,456 円 

 

平成１８年度に予算や制度が改定されているため、それ以降でみると、各年度の予算消化

率は平成１８年度が７９．０％、平成１９年度が７８．９％、平成２０年度が７３．６％と

なっており、年々減尐の傾向にある。ただ大幅な減尐は図書費であり、これは図書資料中心

での研究から、インターネットを含む電子媒体に変わってきたものと推測できる。学会出張

費ならびに一般教育研究費はさほど減尐しておらず、教員によっては、予算が不足している

者も若干いるであろうが、個人教育研究費全体でみれば充分な額が支給されていると言える。 

 

【改善方策】 

各教員の教育研究計画の遂行に必要な個人教育研究費については、引き続き消化状況を確

認しながら、教育研究活動が充分に行えているかを検証していく。 

 

【大学院】 

 

【現状の説明】 

本研究科の担当教員のほぼ全員が学部所属である。また、大学院を兼務する教員の個人研

究費および研究旅費については、学部のみ担当する教員と同じであり、特別な支給はない。 

すなわち、大学における個人研究費、研究旅費の額がそのまま本研究科の担当教員の個人

研究費、研究旅費の額となる。 

ちなみに、本学は「個人教育研究費取扱規程」を制定し、教員の教育研究活動を助成する

ことによって、教育および学術研究の充実を図ることを目的として、個人教育研究費が支給

されている。 

表Ⅵ－４に示す個人教育研究費の内訳は、図書費、学会出張費および一般教育研究費であ

り、次の範囲内で支給されている。 

 

表Ⅵ－４ 個人教育研究費の内訳  

     研究費 
職 名 

図 書 費 学会出張費 一般教育研究費 計 

教 授 170,000 円 90,000 円 300,000円 560,000円 

准教授 160,000 円 80,000 円 290,000円 530,000円 

講 師 150,000 円 70,000 円 280,000円 500,000円 

助 教 140,000 円 60,000 円 270,000円 470,000円 

助 手 140,000 円 60,000 円 270,000円 470,000円 

 

教育研究活動において、上記表Ⅵ－４の個人教育研究費で補うことができない場合は、申

請により許可を受け、１５０，０００円を限度として教育研究費の追加支給を受けることが

できるようになっている。また、追加の教育研究費は一般教育研究費に充当するようになっ
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ている。 

教育研究費配分額は、前年度の１２月末日までに、変更申請をすれば一般教育研究費から

図書費・学会出張費への流用が認められる。ただし、申請後、当該年度内での変更は認めら

れていない。 

その運用制度は、各教員が必要に忚じて国内外の学会・シンポジウム・フォーラム等出席

のための旅費・負担金、学術研究に関する各種会合費、研究図書、機器備品、通信費、謝金、

印刷・製本費等の補助費、学生の教育に係る費用(ゼミナール等での補助教材費等)、課外活

動に係る顧問旅費、消耗品等の購入に使用できるようなシステムとなっており、教育研究費

運用が活性化され有用である。 

 

【点検・評価】 

本研究科の担当教員のほぼ全員が学部所属であるため、学部における点検・評価の個所を

参照願いたい。 

 

【改善方策】 

各教員の教育研究計画の遂行に必要な個人教育研究費については、引き続き消化状況を確

認しながら、教育研究活動を充分に行えているかを検証していく。 

 

（２）教員個室等の教員研究室の整備状況 

 

【現状の説明】 

教員研究室一人あたりの部屋の広さは、面積が平均約２２．５㎡であり、備品として、机、

椅子、コートハンガー、書架、電話、ごみ箱を備え付けている。また、これ以外に忚接セッ

トや長机、追加の書架などの備品について、希望があれば用途の必要性が認められるものに

限って、その都度申請により貸与している。教員研究室では、それぞれ教員の研究の場とし

て、また、学生への個別指導や面談、教員同士の懇談や情報交換の場、部外者との面談の場

として有効に活用されている。 

 

【点検・評価】 

教員研究室は、多数の書籍用の書架、教育研究のための教材・資料・機器等を収納し、加

えて学生や来訪者との面談、小規模な会合のための椅子、机やソファのためのスペースの確

保等々を考えると、現在の研究室は手狭となる場合も考えられる。特に、多数の学生等を集

めた会合や共同研究の場としては忚用できる状況ではなかったが、情報学部・企業情報学部

増設に伴い平成 13 年に建設した 2 号館では、7 室(平均約 35.8 ㎡)の合同研究室を設置し、

研究・教育の活性化を図っている。また、他学部等において、多人数の指導等で研究室が手

狭な場合は、多目的スペース等を活用することで対忚している。 

なお、メンテナンスの上で問題となる空調管理については、冷暖房の熱源を冷温水発生機

による一元管理のもと、外気の状態に忚じ、適正な室温となるよう、常時調整しているが、2

号館を除いて、個々の研究室で温度調節できないことは問題である。 

 

【改善方策】 

教員研究室は、研究を中心とした使用や、学生への個別（小規模）指導を中心とした使用

等、研究室の利用方法に個人差があるため一概には言えないが、ほぼ適正と考えられ、今後

の研究・教育条件の年次計画において合同研究室及び学生指導用研究室等の更なる有効利用

を図る。 

 

（３）教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
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【現状の説明】 

教員の研究時間を確保するために、特定の個人に負担が偏らないように、授業時間数の一

定範囲での均一化や、各種委員会や事務的な作業での順次交代を図っている。また、役職者

については週卖位の担当時間数に制限を設け、研究に費やせる時間の確保を図っている。 

さらに、教員の研究活動を促進し、教育・研究水準の向上を図るため、「特別研究制度」を

制定しており、希望者は、委員会の議を経て、６か月または１年間（申請によりさらに６か

月以内の延長可）、一切の授業その他校務を免除され、研究活動に専念できる機会を設けてい

る。 

 

【点検・評価】 

教員の努力もあって、前述の「論文等研究成果の発表状況」などから本学教員は、限られ

ている時間を研究に活用して着実に研究成果を上げてきていると評価することができる。 

「特別研究制度」では平成１７年度に１名、平成１８年度に１名、平成２０年度に１名の

適用者があり、それぞれ１年間研究活動に専念することができた。 

また、担当授業時間数については、なるべく教員間で差が出ないように努めているが、授

業科目の内容等により、期間や曜日によっては、充分な研究時間の確保ができない場合があ

るため、今後検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

引き続き担当授業時間数の均一化を図るとともに、特定の時間帯に授業が集中しないよう

調整を図り、研究時間の確保に努める。 

 

（４）研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

 

【現状の説明】 

本学は「海外留学規程」を制定し、教員が一定の期間、学術・調査・視察または講義など

のため外国に在留することができるようになっている。留学資格は、原則として３年以上本

学に在職し、所属長の推薦がある者で、委員会の議を経て決定される。期間は１年以内で、

特別の事情のあるときは、委員会の議を経て更に１年以内の延長を認められることがある。

費用面では、通常の給与に加え、留学費、旅費も支給されるようになっている。 

さらに、国内外における、学会・研究会・調査などの研究活動についても、交通費、宿泊

費などを個人教育研究費から支出できるようにしており、費用面での補助を行っている。 

また、学内で学会・研究会などを実施するにあたっては、施設設備面の調整・準備など事

務局において、積極的にサポートする体制が整っている。 

 

【点検・評価】 

海外留学制度により、平成１７年度に１名、平成１８年度に３名、平成１９年度に３名、

平成２０年度に２名が、それぞれイギリス、アメリカ、オーストラリア、スイス、ドイツ、

フランスの大学へ１年ないし２年間留学した。この制度を利用した者には、帰国後、研究内

容の提出を義務づけており、研究成果の確認が行えるようになっている。 

 

【改善方策】 

学会・研究会・調査など各自の研究活動に対し、費用面を始め、様々なサポートにより、

研究機会を充分提供できていることから改善の必要はない。 

 

（５）共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 

【大学】 
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【現状の説明】 

本学は「研究助成費規程」を制定し、教員の学術研究および研究成果の公刊に対し、その

経費を助成することを目的として、研究助成費が支給されている。助成の対象を個人研究、

共同研究、出版、その他とし、年間の予算総額を１，０００万円としている。 

希望者は、前年度の４月１日から５月３１日までに申請し、委員会の議を経て、助成費交

付の可否、金額が決定される。研究助成費のうち、共同研究に限っての年度別申請・交付状

況は次のとおりとなっている。 

 

    表Ⅵ－５ 共同研究 年度別申請・交付状況 

年  度 申請件数 交付件数 金額(千円) 

平成 17 年度 2 2   765 

平成 18 年度 2 2   466 

平成 19 年度 4 4 1,282 

平成 20 年度 2 2   986 

 

各年度の個人研究の申請は平成１７年度が２１件、平成１８年度が２７件、平成１９年度

が２５件、平成２０年度が２０件となっており、共同研究よりも個人研究の申請の方が圧倒

的に多い。しかも、共同研究は同じ教員が重複しており、これらのことから本学においては、

共同研究費の需要そのものが、あまりないと言える。 

 

【点検・評価】 

共同研究費は研究助成費の一部となっているが、共同研究費としての申請・交付が尐ない

のは、本学のような文系型の学部構成によるものと思われる。近年は、申請に対して全件が

交付されている点からは、この制度は適切であると判断できる。 

 

【改善方策】 

規程が整備され適切に運用されていることから改善の必要はない。 

 

【大学院】 

 

【現状の説明】 

本学は「研究助成費規程」を制定し、教員の学術研究および研究成果の公刊に対し、その

経費を助成することを目的として、研究助成費が支給されている。助成の対象を個人研究、

共同研究、出版、その他とし、年間の予算総額を１，０００万円としている。 

希望者は、前年度の４月１日から５月３１日までに申請し、委員会の議を経て、助成費交

付の可否、金額が決定される。研究助成費のうち、共同研究に限っての年度別申請・交付状

況は次のとおりとなっている。 

 

    表Ⅵ－６ 共同研究 年度別申請・交付状況 

年  度 申請件数 交付件数 金額(千円) 

平成 17 年度 2 2   765 

平成 18 年度 2 2   466 

平成 19 年度 4 4 1,282 

平成 20 年度 2 2   986 

 

各年度の個人研究の申請は平成１７年度が２１件、平成１８年度が２７件、平成１９年度

が２５件、平成２０年度が２０件となっており、共同研究よりも個人研究の申請の方が圧倒
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的に多い。しかも、共同研究は同じ教員が重複しており、これらのことから本学においては、

共同研究費の需要そのものが、あまりないと言える。 

 

【点検・評価】 

本研究科の担当教員のほぼ全員が学部所属であるため、学部における点検・評価の個所を

参照願いたい。 

 

【改善方策】 

規程が整備され適切に運用されていることから改善の必要はない。 

 

３．競争的な研究環境創出のための措置 

 

（１）科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

     

【大学】 

 

【現状の説明】 

本学における科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とそ 

の採択の状況については、次のとおりである。 

 

    表Ⅵ－７ 科学研究費補助金  

年  度 申請件数 採択件数 金額(千円) 採択率(％) 

平成 17 年度 13 4 8,000 30.8 

平成 18 年度 11 5 9,300 45.5 

平成 19 年度  8 1 1,000 12.5 

平成 20 年度 12 3 4,200 25.0 

    注）1．申請件数等は、当該年度新規に採択された件数であり、前年度からの 

       継続分は含んでいない。また、金額には間接経費を含んでいない。 

 

  表Ⅵ－８ 科学研究費補助金 職位別申請件数 

年  度 教授 准教授 講師 

平成 17 年度 6 2 5 

平成 18 年度 3 7 1 

平成 19 年度 1 6 1 

平成 20 年度 6 6 0 

 

    表Ⅵ－９ 奨学寄附金  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 2  750 

平成 18 年度 2  750 

平成 19 年度 3 1,250 

平成 20 年度 2 1,100 
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 表Ⅵ－１０ 受託研究費  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 0   0 

平成 18 年度 0   0 

平成 19 年度 2 1,543 

平成 20 年度 2 4,110 

       注）1．金額には間接経費を含んでいない。 

 

【点検・評価】 

科学研究費補助金の採択率については、年度によりばらつきがあるが、全国平均（２２～

２５％）と比較して遜色なく評価できると思われる。しかしながら、教員数が約２００名で

あるにもかかわらず申請件数が尐ないことが懸念される。 

 

【改善方策】 

科学研究費補助金をはじめとした競争的研究資金を積極的に獲得するためには、教員の

個々の努力が必要であり、そのために大学としてもどのようなサポートができるのか、また、

必要であるのか検討するとともに、競争的研究資金の募集情報等を迅速に教員へ提供できる

よう、本学のホームページを整備したうえで掲載するようにする。 

 

【大学院】 

 

【現状の説明】 

本学における科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とそ 

の採択の状況については、次のとおりである。 

 

    表Ⅵ－１１ 科学研究費補助金  

年  度 申請件数 採択件数 金額(千円) 採択率(％) 

平成 17 年度 13 4 8,000 30.8 

平成 18 年度 11 5 9,300 45.5 

平成 19 年度  8 1 1,000 12.5 

平成 20 年度 12 3 4,200 25.0 

    注）1．申請件数等は、当該年度新規に採択された件数であり、前年度からの 

       継続分は含んでいない。また、金額には間接経費を含んでいない。 

 

  表Ⅵ－１２ 科学研究費補助金 職位別申請件数 

年  度 教授 准教授 講師 

平成 17 年度 6 2 5 

平成 18 年度 3 7 1 

平成 19 年度 1 6 1 

平成 20 年度 6 6 0 

 

    表Ⅵ－１３ 奨学寄附金  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 2  750 

平成 18 年度 2  750 

平成 19 年度 3 1,250 

平成 20 年度 2 1,100 
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 表Ⅵ－１４ 受託研究費  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 0   0 

平成 18 年度 0   0 

平成 19 年度 2 1,543 

平成 20 年度 2 4,110 

       注）1．金額には間接経費を含んでいない。 

 

【点検・評価】 

本研究科の担当教員のほぼ全員が学部所属であるため、学部における点検・評価の個所を

参照願いたい。 

 

【改善方策】 

科学研究費補助金をはじめとした競争的研究資金を積極的に獲得するためには、教員の

個々の努力が必要であり、そのために大学としてもどのようなサポートができるのか、また、

必要であるのか検討するとともに、競争的研究資金の募集情報等を迅速に教員へ提供できる

よう、本学のホームページを整備したうえで掲載するようにする。 
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第７章 社会貢献    

 

Ⅰ．大学の社会貢献 

 

１．社会への貢献 

 

（１）社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

 

【現状の説明】 

本学は、建学の精神に基づき開学以来、地域社会への開かれた大学を目指し、広く地域

社会や企業などと交流を図り、教育研究活動を通して蓄積された知的資源を市民に還元し、

地域の人々の生涯学習意欲に忚えることを目指してきた。 

地域社会と連携した具体的な活動、取り組みは次のとおりである。 

① 近隣自治体（吹田市・大阪府等）との連携 

ア．地域社会への貢献に関する取り組み 

本学は、平成１６年１２月に吹田市と連携協力に関する基本協定を締結した。それ

まで、教職課程の教員と事務局を中心に教育連携室を立ち上げ、大阪府教育委員会、

吹田市教育委員会および箕面市教育委員会との連携を深めてきたが、教育分野の連携

を越えて、知的・人的資源の交流を図り、産業・教育・文化・まちづくり等の分野に

おいて双方の発展と充実に寄与し、地域連携を積極的に推進している。現在は、この

ような地域貢献を組織的に推進するため、推進母体を「教育開発支援センター」とし

ている。 

吹田市との協定締結以降、幅広い連携が進んでいる。例えば、生涯学習として「す

いたシニア環境大学」第３期（平成１６年６月２３日～平成１７年３月２日）におい

て、本学国際学部の教授を講師として派遣し、『廃棄物問題』を担当した。また、平成

１９年度吹田市「まちづくり市民塾」採択事業に本学経済学部教授が塾長として採択

され、「アートシンポジウム」が本学で開催されている。また、国際学部教員有志で構

成する研究グループ「国際理解教育研究会」が母体になり、吹田市立教育センターと

の連携のもと、平成１８年度から毎年「連携講座」として「国際理解教育―ちきゅう

じん 多文化理解を深めるために」を開催している。本「連携講座」の参加対象は为

に同センターが募集する吹田市内の幼稚園・小学校・中学校の教諭、国際学部の教員、

および本学部学生である。各回ともに、国際学部教員による講演２題程度と吹田市立

教育センターが担当するワークショップからなる。各回の講演録やワークショップの

討論内容、参加者アンケートなどは国際理解教育研究会が報告書としてまとめ、同セ

ンターおよび同センターを通して参加者の勤務校などに寄贈している。これまでの報

告書は平成１８年度『ちきゅうじん多文化理解を深めるために』、平成 19年度『ちき

ゅうじん多文化理解を深めるためにⅡ』、平成２０年度『ちきゅうじん多文化理解を深

めるためにⅢ』である。 

なお、本学と吹田市との連携協力に関する基本協定における为な具体的事業内容は、

次のとおりである。 

（ア）産業関係 

a．ベンチャービジネスの養成・支援 

b．ビジネスインターンシップ学生受入の推進（市役所、企業など） 

c．大学研究所研究員として市内企業社員などの受入 

d．共同研究の推進 

（イ）教育関係 

a．スクールボランティアの派遣 

b．授業の協力 
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c．運動会、体育大会への協力 

d．クラブ活動の指導協力 

e．学生インターンシップの受入の推進（市役所、教育現場など） 

f．大学为催による市民向け各種講座の開講 

（ウ）地域・市民との交流関係 

a．大学为催行事への市民参加、地域への開放 

b．地域行事への協力 

c．市为催行事（吹田まつりなど）への企画・準備・運営の協力 

d．国際交流活動への支援・協力 

e．学生、市民双方の文化活動発表の場の提供 

f．市为催の生涯学習、社会教育に関する行事への大学教員、学生の協力 

（エ）その他 

a．市が設置する各付属機関等委員会への大学教員（職員を含む〉の派遣 

b．本学および吹田市双方の人的・知的資源の交流 

イ．教育委員会との連携 

本学は教職課程を有する大学として、近隣地域の教育機関と大阪府教育委員会およ

び地元の公立高校や吹田市教育委員会、箕面市教育委員会と教育連携・協力するため

の協定を平成１４年に取り交わし、教職担当の教員２名と事務局で教育連携室を立ち

上げ、教職課程の学生を学校現場に派遣し、児童、生徒と交流するシステムの基盤を

築いてきた。現在は、本学の教育開発支援センターの教育（高大）連携ワークグルー

プの教職員が教育機関との連携を推進している。また、教育開発支援センターの所員

を中心に公立高校、公立中学校（大阪府立吹田高校、大阪府立吹田東高校、吹田市立

古江台中学校、豊中市立第六中学校など）からの要請を受けて学校協議会委員を派遣

している。連携・協力の为な事業は次のとおりである。 

（ア）大阪府教育委員会 

大阪府教育委員会とは、平成１５年４月に教育に関する包括的協定を締結した。

それより前に、吹田市にある大阪府立吹田東高校とは、本学教員が高校に出向い

て授業をする出前講義や高校１・２年生全員が来学し、パソコンの操作スキルを

学ぶ実習、また、大阪府下の高校生から小・中・高校の教員までを対象とし、パ

ワーポイントを使ってオリジナルのストーリー（英文）を作る「デジタルストー

リーテリングフェスティバル」を開催、平成１７・１８年度には講座に参加され

る教員が実際の授業現場に持ち帰って実践することのできる本学の教育コンテン

ツ提供を目的とした「大学・専修学校等オープン講座(ＯＧＵワークショップ)」 

等を開催し、地域の高等学校との連携を進めてきた。 

大阪府教育委員会の「まなびｉｎｇ・サポート」事業、「中学生のためのサマー

セミナー・大阪中学生サマーセミナー」事業に対しても連携・協力を続けてきた。 

大阪府教育委員会の教員対象の１０年経験者研修で、「情報」を平成１９年度か

ら担当し、本学で開催している（平成１９年度は３講座）。 

（イ）吹田市教育委員会 

吹田市教育委員会との連携・協力は平成１４年から始まり、本学教員を吹田市

立教育センターの教員を対象とする研修に講師として派遣、パソコン実習の研修

を本学で開催した。また、本学学生が吹田市内の幼稚園、小学校、中学校でボラ

ンティアを行う「スクールボランティア」を継続して行っている。 

（ウ）箕面市教育委員会 

箕面市教育委員会とは、为に箕面市教育センターとの連携を行っている。夏季

休暇中の教員対象の情報研修は６年間行っており、毎年、８講座程度を担当して

いる。また、箕面市とも「スクールボランティア」を実施している。さらに、箕

面市の栄養職員と小学生向け電子教材の共同開発を行った。 
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〔スクールボランティアの状況〕 

学部 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

登録 参加 登録 参加 登録 参加 登録 参加 

流通科学部 14 10 5 4 6 5 4 0 

経営学部 12 11 21 19 9 5 6 1 

経済学部 17 9 18 15 9 9 5 4 

法学部 10 8 13 11 10 5 3 2 

外国語学部 9 7 7 6 5 1 1 1 

国際学部 4 4 7 7 8 7 0 0 

情報学部 8 5 4 4 0 0 0 0 

企業情報学部 7 5 5 4 5 1 1 0 

計 81 59 80 70 52 33 20 8 

 

② 地域社会への貢献 

本学では、地域に開かれた大学として、近隣地方自治体の小学生・中学生・高校生を

対象に各種ワークショップを開催してきた。本学の知的・人的資源を生かし、陸上競技

（中・長距離）やアメリカンフットボールのワークショップ、ゴルフワークショップお

よびラグビーワークショップを開催し、そのスポーツ種目の地域でのレベルアップと普

及・活性化を図っている。 

平成１６年には、吹田市と連携・協力に関する基本協定の締結により、ＪＲ岸辺駅周

辺まちづくり懇談会に学生が参加し、第１２回目の懇談会でゼミ研究発表をするなど、

岸辺駅周辺のまちの将来像づくりに積極的に携わった。ここでの近隣の方々との意見交

換から、５月３０日（ごみゼロ）の日に一般の方々とともに学生や教職員がキャンペー

ンを実施し、また、岸辺祭(学園祭)に懇談会のパネル展示や自治会の模擬店の出店が毎

年実施されている。また、吹奏楽部が吹田警察署が実施する春・秋の交通安全運動キャ

ンペーンに参加し、演奏を通じ市民に交通安全を訴えてきたことに対し、平成１９年１

０月大阪府吹田警察署から感謝状を拝受している。ラグビー部は、練習場周辺を通学路

とする小学校の児童を犯罪や事故から守るため、平成１７年より登校時間帯の通学路に

立ち、「安全パトロール」を続けてきた功労が認められ、平成２０年７月に吹田市長から

感謝状を拝受している。さらに、平成２０年度から地域連携室を開設し、本学の地域連

携活動の一貫として、「なにわ伝統野菜吹田くわい」について学習するとともに、地元の

「吹田くわい保存会」および栽培農家と協力し、５月と６月の苗植付け作業・１１月の

収穫作業および１２月の収穫祭に参加し、保存・生産活動の協働をしている。また、他

に、地域の児童センターでの子どもまつりのサポートをするボランティアに学生が参加

している。 

 

【点検・評価】 

前述のように「地方自治体」との連携において産業関係ではビジネスインターンシップ

として市役所・企業での受け入れ、教育関係では小・中学校における授業の補助・クラブ

活動の指導、地域市民との交流では大学为催行事への市民の参加、地域・市为催行事への

学生の参加と大学が協力を行っている。そして、都道府県および市町村教育委員会と連携・

協力においてスクールボランティアによる教育現場の体験、クラブ活動の支援と学級補助

は特に教職を目指す教職課程履修学生にとって現場が体験できる機会であり、教育現場お

よび学生双方にとってメリットがあるといえる。ただし、スクールボランティアの登録者

数が年々減尐傾向にあることについては、改善の余地がある。 

国際学部の「国際理解教育研究会」と吹田市立教育センターとの連携講座は、平成１８
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年度から２０年度まで計３回実施したが、２回目以後は吹田市立教育センター側からの積

極的な働きかけによって実現した。これまでの各回の参加者は吹田市教職員など２０～３

０名、国際学部教員８～１０名、国際学部学生５～７人である。同センターが行った参加

者アンケートによれば、各回ともに評価は良好であり、「内容について」の回答では、１８

年度「とても良い４２．４％」「良い５５．７％」、１９年度「とても良い６５．０％」「良

い３０．０％」、２０年度「とても良い３８．９％」「良い６１．１％」）との評価を見た。

また、自由記述によるコメントでもおおむね好評である。同センターを通じて参加各校な

どに寄贈した各回の報告書も、良い評価を得ている。このようなことから見て、本講座の

開催や報告書の発行を通して大学教員と学校教育関係者との意見交換・交流の機会がもて

ることは、地域社会に開かれた本学として、有意義な活動である。参加した本学部学生に

とっても有益である。一方で、国際理解教育究会としては、このような連携講座を継続す

ることに関しては、事前準備や報告書発行のための資金の確保が今後の課題である（これ

までは報告書作成費用の一部は学内の研究助成金の一部などで充当した）。また、同様の趣

旨の活動を高等学校に広げることも今後の検討課題といえる。 

近隣住民等を対象として「ワークショップ」を開催している。ゴルフワークショップ、

ラグビーワークショップは継続して開催しており、地域におけるスポーツ関係のレベルア

ップとスポーツ活動の普及・活性化に協力し、課外活動での指導力と技術力アップに繋げ

ることができる。また、吹奏楽部の警察署との連携による春・秋の交通安全キャンペーン

への参加やラグビー部が近隣小学校への児童通学時の安全を見守るパトロール活動は、ク

ラブ活動の成果発表の一環としての協力だけでなく、吹田市長や吹田警察署からの感謝状

の拝受からも交通安全に貢献しているといえる。 

平成２０年度から「地域連携室」を開設し、吹田市における「なにわ伝統野菜吹田くわ

い」についての学習や地元の保存会・栽培農家への保存・生産活動への労働協力、収穫祭

への参加は地域における歴史研究であり、絶えようとしていた「吹田くわい」栽培への協

働は、地域ブランドの創出という面からも地域発展に貢献している。 

 

【改善方策】 

地域社会との連携に関しては、各種ワークショップの開催を継続していくだけでなく、

近隣自治体や小学校・中学校・高校と定期的な連絡を行うことで連携を深める。また、「吹

田くわい」栽培への協働や児童センターでのボランティアに参加する学生の増加を図るた

め、オリエンテーションやゼミナールを通して告知機会を増やすとともにボランティアの

意義を広く学生に浸透させる方策として説明会やポスター作成等による効果的な広報活動

を充実させる。 

 

（２）公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

 

【現状の説明】 

教育・研究の成果の還元、地域市民との学術・文化交流を目的として各種公開講座をこ

れまで開催してきた。 

開催した講座の内容は、全学的な取り組みと各学部・学科、大学院研究科が独自に为催

するものに大別できるが、それぞれが時代に忚じたタイムリーな話題や、地域市民の要望

に忚じたものを取り上げることを旨としており、毎回市民の関心を得、多くの参加者があ

った。 

これまでに開催した为な公開講座は、次のとおりである。 

〔公開講座(教養講座・フェニックスフェスティバル)〕 

平成１７年度は「人間賛歌」・「薪能（古典芸能の夕べ）」・「成功へ続く道（人生

にとって大切なもの）」をテーマとして開講し、１，８４０名の参加があった。 

平成１８年度は「薪能（古典芸能の夕べ）」を開講し、３８４名の参加があった。 
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平成１９年度は文化庁国際芸術交流支援事業「インド古典音楽と日印音楽祭典」・「薪

能（古典芸能の夕べ）」・「望めば夢は叶う」をテーマとして開講し、１，４０３名の

参加があった。 

平成２０年度は「ハワイアンコンサート」と「薪能（古典芸能の夕べ）」を開講し、

５６５名の参加があった。 

 

〔学部研究会〕 

経済学部の研究会を次のとおり開催した。 

平成１８年度はダブリン大学教授、Ｔｕｌａｎｅ大学教授、パリ第１大学准教授によ

る研究会を開催し、３７名の参加があった。 

平成２０年度はミラノ大学教授、パリ第２大学教授、パリ第１大学准教授による研究

会を開催し、２８名の参加があった。 

 

【点検・評価】 

公開講座の開設は広範囲にわたる取り組みを行っている。その中でも毎年無料で開催す

る「薪能（古典芸能の夕べ）」は、施設・設備においても専用の能舞台に薪を設置するな

ど、演出においても配慮している。吹田市報やホームページ等で広報活動を行い、毎回４

００名前後の参加があり、高校教員等の学校関係者や地域住民の方の参加が多く、毎年満

席の状況である。古典芸能に接する機会が尐ない現在の状況にあって、広く市民に鑑賞の

場を提供することは地域での教養講座としての役目を果たしている。 

他に文化庁支援事業などの芸術的講座や話題の人物による講演などの催しを年１・２回

程度教養講座として開催しているが、特に話題の人物の講演などは、毎回教室が満席にな

る状況である。 

学部研究会は専門的内容であり、英語での発表が多いため学内関係者の出席にとどまっ

ていることが多い。今後、同時通訳の活動など一般の方が参加しやすい環境を作る必要が

考えられるが、専門的内容のため広く市民の参加を期待することはできない。 

 

【改善方策】 

「薪能（古典芸能の夕べ）」をはじめ、毎年継続して開催する公開講座については、これ

までのアンケート等をもとに開催時期・内容ともに地域の要望に沿ったものとするよう検

討し、実施する。また本学には、全教員が所属する 7つの学会（人文自然学会、流通・経

営学会、経済学会、法学会、外国語学会、国際学学会、企業情報学会）があり、各教員の

研究成果を論叢ならびに研究会として発表しているが、現在は対象が学内のみとなってい

る。今後はこの研究会を順次、公開研究会とすることで一般市民にも教員の研究成果に触

れる場を持てるよう調整する。 

 

（３）教育研究の成果の社会への還元状況 

 

【現状の説明】 

本学は、「建学の精神」に基づき、「広く一般社会に貢献し、視野の広い実践的な人材育

成」という目的のもと開学以来一貫した実学教育を実践し、これまで実業界をリードする

人材の排出、地域の人々の生涯学習意欲に忚える講座の開設などを行ってきた。 

大学紀要・論集は国・公立大学、私立大学・短期大学との交換だけでなく、公立の図書

館・研究所や企業の調査部等へも配付している。 

本学エクステンションンセンターは、建学の精神に基づき、学生にとって進路決定や就

職活動に役立つようなカリキュラム外の教育を行うことを目的に、平成１０年４月に発足

した。その後、本センターの目的に広く一般社会に貢献することが付加され、一般社会人

とりわけ地域住民に講座を開放すべく、平成１３年７月に生涯学習講座を開設した。身近
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なテーマから法律・経済・文化等への理解を深める「生活・教養講座」をはじめ、円滑な

コミュニケーションを志向する「語学講座」、最新の研究成果を踏まえ心身のリフレッシュ

について実践的に学ぶ「健康・スポーツ講座」、ＩＴ時代への積極対忚と活用法を学ぶ「パ

ソコンスキル講座」、等に大別される講座を開講している。受講料についても廉価に設定し、

さらに受講料にポイント制による割引も導入することでリピーターの受講にも配慮した。

開講曜日についても土曜日および平日の夜間に講座を開設し、社会人にも出席できるよう

にしている。また、図書館も開放している。本学所在地の吹田市以外にも近隣の茨木市、

高槻市、豊中市、大阪市等在住の受講者もあり、２０－５０才代を中心に多くの方々に高

く評価されている。年間平均講座数は１５０講座、毎年平均１，０００名以上の方々が受

講している。 

幼稚園の年長・小学校低学年の児童を対象とし、アメリカハワイ州教育局で英語教育に 

携わった講師経験者による英語教育プログラム「O.G.U.AllStarKids」を開設、また教員に

よる出前講義の実施、学産連携の取り組み、特に教育開発支援センターを中心とした地方

自治体との連携、平成１７・１８年度には、参加する教員が実際の授業現場に持ち帰って

実践することのできる本学の教育コンテンツの提供を目的とした「大学・専修学校等オー

プン講座(ＯＧＵワークショップ)」、大阪府下の高校生から小・中学校・高等学校の教員ま

でを対象とし、デジタル技術を使ってストーリーを作る「デジタルストーリーテリングフ

ェスティバル」を開催、平成１８年度からは中学生の創造性を育み、将来の進路に繋げる

ことを目的として本学で学ぶ「中学生のためのサマーセミナー／大阪中学生サマーセミナ

ー」を開設している。 

 

〔大学紀要の配付状況〕 

紀要名 国・公立大学 私立大学・短期大学 研究所・その他 

人文自然論叢 84 164 31 

流通・経営学論集 48 139 50 

経済論集 50 144 53 

法学研究 48 89 50 

外国語論集 45 108 19 

国際学論集 12 67 24 

企業情報学研究 47 131 49 

 

〔エクステンションセンターの講座開講状況〕 

年 度 開設講座数 社会人開放講座数 社会人受講者数 

平成 17 年度 91 91 980 

平成 18 年度 149 148 1,727 

平成 19 年度 168 166 2,156 

平成 20 年度 140 138 1,353 

注．社会人には、本学卒業生を含む。 

 

〔O.G.U.AllStarKids 開講状況〕 

年 度 開講講座数 
受 講 者 数 

春学期 秋学期 冬学期 

平成 17年度 2 － 17 17 

平成 18年度 3 38 24 23 

平成 19年度 3 24 19 20 

平成 20年度 3 24 21 22 
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〔OGU Workshops 開講状況〕 

年 度 内容 参加者数 対 象 後 援 

平成 17 年度 

IT 教育

クラス 
10 小・中・高校の教員 

大阪府・吹田

市・箕面市教

育委員会 

English 

Teaching

クラス 

21 小・中・高校の英語担当教員 

平成 18 年度 

IT 教育

クラス 
18 小・中・高・大学の教員 大阪府・吹田

市・豊中市・

箕面市教育委

員会 

English 

Teaching

クラス 

18 小・中・高校の教員 

 

〔Digital Storytelling Festival 開講状況〕 

年 度 参加数 対 象 後 援 

平成 17 年度 481 作品 
高校生以下、大学・短

期大学生、一般 

大阪府・吹田市・箕面市教育委

員会・読売新聞大阪本社 

平成 18 年度 251 作品 
高校生以下、大学・短

期大学生、一般 

大阪府・吹田市・豊中市・箕面

市教育委員会・読売新聞大阪本

社 

 

〔中学生サマーセミナー／大阪中学生サマーセミナー開講状況〕 

年 度 開講講座数 参加申込者数 为催者 

平成 18 年度 4 58 
大阪府教育委員会 

平成 19 年度 3 70 

平成 20 年度 2 48 大学コンソーシアム大阪 

 

【点検・評価】 

教育職員の研究成果である論文等を掲載した大学紀要・論集を各大学、公立図書館・研

究所や企業の調査部等への希望による継続した交換・配付により、総合大学としての教育

研究活動が広く公表されている。エクステンションセンターによる資格・生涯学習講座は、

全ての講座が社会人の受講を可能としており、毎年多くの方々が受講している。このこと

は社会に教育成果を還元、広く教育プログラムを提供しているといえる。また、児童に対

する英語教育、地域の教育委員会と連携した英語教育・ＩＴ教育、大学コンソーシアムと

の共催講座を開催・受託するなど、積極的に地域における教育環境の向上に貢献している。 

 

【改善方策】 

大学紀要・論集の交換・配付、エクステンションセンターによる資格・生涯学習講座の

開講、地域の教育委員会と連携した英語教育・ＩＴ教育の実施、大学コンソーシアムとの

共催講座について、その継続だけでなく、講座数および参加者数の増加を図るため、講座

内容の充実と広報活動に努める。 

 

（４）国や地方自治体等の政策形成への寄与状況 

 

【現状の説明】 

本学における国や地方自治体の政策形成に関しては、各教員が各自の研究分野・専門分
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野に関連し、各自治体などから随時、委嘱・派遣依頼を受けている。 

具体的な内容としては、国や地方自治体が行うシンポジウム、講座等の講師やパネラー

だけでなく、地方自治体等における審議会委員・検討委員会等の委員等を引き受けている。 

流通科学部では、地方都市における男女共同参画審議会委員や地球環境に関連する分野

に参加している。 

経営学部では、まちづくりや地域産業の活性化への取り組み、環境への影響や温暖化防

止検討委員として参加している。 

経済学部では、都市計画審議会委員、文献資料調査員として参加している。 

法学部では人権尊重の社会づくりや倫理委員、都市開発・入札管理委員等の委員を受け

ている。 

外国語学部では、小学校・高等学校等における語学教育に関連する講師として派遣して

いる。 

国際学部では、研究機構研究員・発掘調査委員・環太平洋島国支援検討委員・生涯学習

専門研究員、日本伝統文化研究員等として参加している。 

情報学部では、日本放送協会研究員・農村生活審議会委員として参加している。 

企業情報学部では、大阪府特別顧問・公認会計士試験委員として参加している。 

 

〔委嘱・派遣状況〕 

学 部 
延 べ 件 数 

平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

流通科学部 0 1 4 4 

経営学部 2 11 11 12 

経済学部 1 7 12 17 

法学部 9 17 27 30 

外国語学部 2 5 3 5 

国際学部 9 25 27 33 

情報学部 17 8 10 12 

企業情報学部 5 8 4 2 

計 45 82 89 115 

注．依頼期間が年度を跨ぐ場合は、各年度で計上。 

 

【点検・評価】 

年々事業等への参加・受託・派遣件数は多くなる状況である。 

平成１７年度から平成２０年度における学部別の委嘱・派遣の延べ件数は、平成１７年

度の４５件から順次増えており、平成２０年度は２倍以上の１１５件と増加している。ま

た、上述のとおり各学部とも、それぞれの教員の専門分野に関する事業への参加が多くな

っている。これは教員の研究・業績、学部の専門分野が評価されていると考えられる。 

 

 

【改善方策】 

今後も教員の教育研究活動に支障が無い範囲で、大学の社会的責務を果たすべく国や地

方自治体の政策形成に積極的に関わっていくこととする。 

 

（５）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 

 

【現状の説明】 

交通機関の利便性や施設・設備の充実面から多数の利用希望（団体）があり、毎年、自
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治体（官公庁）や各種団体、企業等への貸与・開放を行っている。 

グラウンド・セミナーハウスについても各自治体のスポーツイベント・大会等に休日お

よび長期休暇を中心に無償で貸与しており、飽和状態で日程調整が困難である。また、キ

ャンパスは「ぶらっと吹田（吹田市民の自然散策コース）」のコースの一部に繰りこまれて

おり、散歩途中の憩いの場として、食堂や購買部等も市民に利用されている。 

図書館は、吹田市との連携協力「基本協定書」にもとづき、吹田市在住の方に図書の閲

覧貸出・複写利用を許可している（詳細については第１１章に記載）。 

なお、その内容および利用申請手続きについては、公式ホームページに掲載し広く募集

している。 

 

〔施設貸与状況〕 

年 度 利用団体数 利用件数 利用者数（名） 

平成 17 年度 24 46 65,000 

平成 18 年度 18 39 46,000 

平成 19 年度 26 47 51,000 

平成 20 年度 24 46 51,000 

 

【点検・評価】 

本学は立地条件、交通のアクセスの条件が良く、また、施設・教室の環境が整っている

ため、各種の試験会場等としての利用希望が多くなっている。利用団体も固定化されてき

ており、毎年５万人程度の利用者がある。大阪国税局の「税理士試験」、日本英語検定協会

の「実用英語技能検定」、国際ビジネスコミュニケーション協会の「ＴＯＥＩＣ®５テスト」、

日本体育協会の「アスレティックトレーナー専門科目実技試験」、吹田商工会議所が行う「日

商簿記検定」等の設置学部の専門と関連する試験、吹田市の「職員採用試験」、大阪地方裁

判所の「事務官採用試験」等の地域に関連した利用がある。関西・大阪での为要な試験等

の会場として毎年多くの利用者があり、広く施設・設備を提供し、貢献している。今後も

大学施設のさらなる利用が望まれるが、大学の行事や学部の授業・試験、通信教育部の試

験やスクーリングの関係、また、災害や突発事故による学年暦の変更等が考えられるため、

これ以上の施設・設備の提供は難しい状況にある。 

吹田市民の自然散策コース「单正雀コース」に本学のキャンパスが組み入れられている。

この散策コースは「花と緑、水めぐる遊歩道づくり」でのテーマであることから、キャン

パスの環境は高く評価されている。 

 

【改善方策】 

本学の最寄り駅であるＪＲ岸辺駅、阪急正雀駅から徒歩５分の至便な位置にあり、大学

施設・設備の利用要請が多い。そのため、今後も出来得る限りその要請に忚えるべく、大

学内の行事日程や利用施設を調整することで社会に貢献する。また、学内施設（図書館・

食堂・購買部等）については、学外者の利用が可能であるものの、必ずしも広く一般に浸

透していないため、大学为催の様々な企画を通じ、周知を図っていく。 

 

Ⅱ．大学院研究科の社会貢献 

 

  １．社会への貢献 

 

（１）社会との文化交流を目的とした教育システムの充実度 

（２）公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

（３）教育研究の成果の社会への還元状況 

（４）国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 
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（５）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 

 

【商学研究科】 

 

【現状の説明】 

   本研究科では、現在のところ、その知的資源をもって積極的に社会に貢献するための組

織だった取り組みは行っていない。各教員個人の社会的活動に委ねており、経済産業省戦

略的中心市街地商業等活性化支援事業近畿地方審査委員長・兵庫県商工振興課ほか各種委

員（長）、神戸市・龍野商工会議所・京都市・岡山県高梁市等の各種委員・顧問、税理士試

験委員(２００２年度)、公認会計士試験委員（現在２名）、関西経済同友会・大阪府各種委

員、大阪簿記会計学協会理事、私立大学通信教育協会理事はじめ各種所属学会副会長・理

事・幹事等を兼任しそれぞれ社会的な貢献を果たしてきた。 

なお、本学とドイツのロストック大学社会経済学部および生産経済研究所との共同研究

協議書に基づき本研究科の複数の教授とロストック大学社会経済学部および生産経済研究

所との間では共同研究を行っている。それとともにロストック大学教授を招請しての数回

の学内公開講演会およびロストック大学一般経営学講座为催の経営経済学会議への報告参

加や生産経済研究所５０周年記念シンポジウムへのビデオ報告（本学ＩＴセンター支援）

および記念論文集への誌上参加（投稿）等、双方向での交流を積極的に展開してきた。 

 

【点検・評価】 

   教員の個人的な活動により、積極的な社会貢献が果たされているのは評価できる。 

研究科全体として、あるいは研究科と他の機関とが協同して、さらには複数の教員が共

同して組織だった社会貢献を行う必要がある。例えば、ロストック大学との共同研究にみ

られるような相互研究交流および本学公開講演会についても、商学研究科を为体として組

織だった対忚を行う必要がある。 

 

【改善方策】 

     教員個人の社会貢献を支援するとともに、本研究科为催の、あるいは他の機関との共催

による公開講演会・シンポジウム・研究会等について隔年を目途に実施する。 

 

【経済学研究科】 

 

【現状の説明】 

     本学の経済学会が年２回から４回発行する紀要に所属教員が積極的に寄稿し、これを全

国の大学や公共図書館に送付することにより、教育研究活動の成果を公表している。 

     また、次のとおり各教員は、国や地方自治体等の政策形成に関わっている。 

      鎌苅 宏司 教授 JOB カフェすいた就労支援事業者選定審査会委員長、吹田市都市

計画審議会委員、第７次吹田市水道事業経営審議会会長 

      久我  清 教授 箕面市水道事業運営審議会委員、大学設置・学校法人審議会（大 

               学設置分科会）専門委員（経済学） 

      白川 雄三 教授 京都府農業委員会専門委員、次世代 IT を活用した未来型教育研

究開発事業北摂地域推進委員会顧問、箕面市教育委員会スーパー

バイザー、吹田市古江台中学校評議員 

      村上  睦 教授 金利調整審議会委員、豊中市水道事業運営審議会委員 

 

【点検・評価】 

     教員個人レベルの社会貢献は評価できるが、組織的取り組みが十分でない。 
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【改善方策】 

     研究科委員会において、平成２１年度中を目途に、社会貢献における基本方針および具

体策の素案をまとめる予定である。 

 

【国際学研究科】 

 

【現状の説明】 

     研究成果の社会への還元状況については、各教員が大学の外国語学会および国際学学会

の発行する紀要に積極的に寄稿し、これを全国の大学・公共図書館に送付することにより、

教育研究活動の成果を公表している。 

また、各教員の新刊書等については、大学の広報誌に記載することにより情報を提供し

ている。 

さらに、次のとおり各教員は、国や地方自治体等の政策形成に関わっている。 

      大塚 和義 教授 国営吉野ヶ里歴史公園北・单内郭建物等設計検討委員会委員・富

山県日本海学推進機構運営委員および専門委員、財団法人アイヌ

文化振興・研究推進機構理事、イオル再生等アイヌ文化伝承方策

検討委員会委員、厚生労働省ハンセン病資料館建設懇談会委員 

      小林  泉 教授 国際協力機構「大洋州地域支援委員会」委員、水産庁「海外漁業

協力に関する検討会」委員、外務省「太平洋島サミット有識者会

議」委員、海外漁業協力財団「援助事業評価委員会」委員、太平

洋諸島地域研究所「太平洋島嶼地域研究委員会」委員 

      根無 喜一 教授 泉大津市情報開示・個人情報保護委員会会長 

      三輪 信哉 教授 八幡市環境審議会委員、茨木市環境審議会委員、吹田市総合計画 

審議会委員、豊中市美しいまちづくり推進のための市民懇話会座

長、アジェンダ 21すいた代表 

 

【点検・評価】 

     教員個人レベルの社会貢献は評価できるが、組織的取り組みが十分でない。 

 

【改善方策】 

     平成２２年度を目途に、研究科委員会において、これまでの教員個々による社会貢献を

ベースにした共同研究計画を立案する予定である。 

 

【法学研究科】 

 

   【現状の説明】     

     研究成果の社会への還元状況については、専任教員全員が学内の法学会を中心とする各

種の学会、学外の各種の学会に属して、研究成果の口頭発表または学会誌や専門誌に研究

論文を発表している。    

     多数の専任教員は、地方公共団体の審議会や委員会の委員、または非営利団体の役員等

として活動している。 

 

   【点検・評価】 

     課程を修了した優秀な人材を送りだすことも、社会に対する貢献であり、これまでの実

績は評価できる。 

     本研究科では、開設以来、学生の教育・研究指導に専念する運営を行ってきたため、公

開講座や講演会、研究会の開催などを通じて法律に関する最新情報を地域社会に提供した

り、市民の法律相談に忚える場を設けることなどは行ってきていない。 
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しかし、研究科を卖なる知的生産の場とするだけでなく、社会的ニーズに忚える活動を

行うことは、研究科の重要な責務である。 

 

   【改善方策】 

     研究科改革検討ワーキンググループにおいて、平成２１年度中に、社会貢献の基本方針 

および具体策の素案をまとめ、それに基づき研究科委員会で議論する予定である。 

 

【コンピュータサイエンス研究科】 

 

【現状の説明】 

本研究科としては、技術教育に力点を置いているので、現時点では、文化交流等を目的

とした教育システムを導入していない。 

高信頼化 LSI設計技術の社会への普及として、本学のエクステンションセンターの協力

を得て、樹下教授と寺井教授が中心となり生涯学習講座の中で、「信頼性とテストから見た

LSI の品質」という为タイトルのもとに次のようにセミナーを開催している。为な参加者

は、大阪近郊の企業の技術者、関西、四国の大学の教員と学生などである。 

 

セミナー開催状況 

開催日 参加者数 講 師 

平成 17 年 7月 9日 20 梶原誠司、 佐藤康夫 

平成 18 年 9月 8日 23 赤沢 隆、 清家早苗 

平成 19 年 11月 10日 31 高木範明、 田中大起 

平成 20 年 9月 9日 37 中尾教伸、 山口隆弘 

 

  笠原教授は、箕面市小中学校教員を対象に平成１９年度夏期情報教育研修において、情

報セキュリティ技術の講習を実施し、秘密分散、ディジタル署名などの手法について説明

し、グループ卖位で学習させた。また、笠原教授は著者『情報技術の人間学』の評価に基

づき、情報技術の光と影を問う問題として「１歳未満の乳幼児の長時間テレビ視聴問題」

を取り上げ、この問題について、平成１７年８月科学カフェー京都、平成１７年１１月京

都西单ロータリークラブ、平成１８年１１月 MKタクシー本社研修会などで講演を行い、情

報技術の普及にあたっている。 

ネットワークアプリケーション技術の社会への還元として、「環境と開発に関する国連会 

    議（地球サミット）」で採択された行動計画「アジェンダ 21」の吹田市版「ローカルアジ 

ェンダ 21」として策定された「アジェンダ 21すいた計画」のもとにできた組織の中で、 

平成１８年６月から平成２０年２月まで、松田教授がアドバイザーとして参加し、大学院 

生と共に環境講座データベース「レインボーすいた」の構築を行った。このシステムは、 

現在吹田市において稼動中である。同じく吹田市において、平成２０年３月より現在まで 

松田教授がアドバイザーとして Webアプリケーション「すいたエコ検定」を構築中である。 

 

【点検・評価】 

社会に受け入れられる技術という観点では文化交流の要素を無視することが出来ない。

特に、外国との技術交流においては、生活習慣と技術という観点での教育が必要である。

これについては、非常勤講師などによる、特別講義または特別講演の形で実施に努める。 

上記のセミナー開催については、関西近郊地区に限らず関東地区、九州地区からの参加

者もあり、参加者からは最近のトピックスを分かりやすく受講できる機会として好評を得

ているので、何らかの形で継続する。 
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技術普及に関しては、これまでは個人的な活動範囲にとどまっているので、今後は研究 

    科としての活動に幅を広げたい。 

地域との共同作業については、ネットワークの分野の活動にとどまっているので、今後

はより多くの分野において、地元地域との共同活動を広げることを進める。 

 

【改善方策】 

  平成２１年度より、研究科としての活動を増やすため、研究科長が中心になり、地域貢 

  献プロジェクト委員会を立ち上げる。 
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第８章 教員組織 

 

Ⅰ．大学の教員組織 

 

 １．教員組織 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学の建学理念である「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福

祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」に基づき、各学部・学科

の教育課程の理念・目的を設定している。 

流通科学部は、世界的規模で広がるオープンネットワーク・エコノミーで幅広いビジネス

取引に携わることのできる、国際的視野、幅広い知識、機敏な実践力を为軸にしたビジネス

教育を行い、新しい産業としての流通・サービス産業において革新を実行する人材・人知・

能力の育成を目指している。平成 20年５月の教員数は 20名、学生数は 344名である。 

経営学部経営学科は、広い意味での経営学（会計学を含む）を教育の対象としている。特

に、急激な環境変化に直面する現代企業がもたらすさまざまな経営現象を分析し、論理的に

説明できる能力を身につけることを目標としている。 

経営学部ホスピタリティ経営学科は、マネジメント、インターナショナル、コミュニケー

ションの３つをキーワードに、それぞれ感覚を養い、ホスピタリティ産業の発展・充実に寄

与できる経営者、運営管理者の育成を目標としている。 

なお、経営学部の平成 20 年５月の教員数は 21名、学生数は 830 名である。 

経済学部は、専任教員を中心に大学教育による人的資本形成を前提として、学生に経済学

の専門的知識を個々の特性に忚じて体系的に修得させることを教育目標としている。平成 20

年 5月の教員数は 33名、学生数は 1448 名である。 

法学部法律学科は、法律の解釈の方法を学び、規範や社会構造を理解し、紛争の解決法を

検討するなどの伝統的アプローチにより、リーガルマインドを修得させるプログラム。法政

策学科は、新たな問題に対処するための法の制定にあたって必要とされる視点やそのための

政策の方向性などを学び、従来の法学部において注目を集めなかった点にスポットをあてる

ことにより、リーガルマインドを修得させるプログラムとなっている。平成 20年５月の教員

数は 24名、学生数は 599名である。 

外国語学部は、外国語の習得は母語である日本語力を磨くことなしには不可であり、自分

について、自分の国の文化・社会について知ることも必要になることを前提に、高度な語学

力を身に付け、留学、ビジネス、通訳など、グローバルな社会に可能性を拓く、自在なコミ

ュニケーション能力の獲得を目標としている。平成 20年５月の教員数は 19名、学生数は 363

名である。 

国際学部は、学部独自の理念・目的、つまり、国際関係の原点を「人」にあるととらえ、

命の大切さを学びつつ自分らしい生き方を探求し、さまざまな国際関係を理解して、人と共

生できる社会づくりに貢献する国際人を育成するという理念・目的を実現すべく編成されて

いる。平成 20 年５月の教員数は 35名、学生数は 325 名である。 

情報学部は、急速に進化する情報化社会で活躍できる知的体力を持った人材の育成を目的

として開設している。知的探求の方法と新しい問題に取り組み解決することのできる基礎力

の養成、および情報科学の基礎から体系的に理論と技術の実際を学び現実の情報を処理し活

用する忚用力を養成する。平成 20年５月の教員数は 22 名、学生数は 261 名である。 

企業情報学部は、建学理念に基づき、世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成、

産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成、学産協同の理念の徹底、
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の 3 項目に重点をおいて教育を行なっており、ビジネスに役立つ情報の理論と技術（スキル）

を学び、会計と情報に明るいビジネスのエキスパートの育成を目標としている。平成 20年５

月の教員数は 15名、学生数は 297名である。 

専任教員は、共通科目・専攻科目を含め本学の理念達成のため、学部横断的に科目を担当

している。 

 

【点検・評価】 

全学部において上記の各学部の教育理念を実現させるため、高度な専門的学理と実用的能

力の修得に学界の権威ある教授陣による充実したカリキュラムの編成、人類社会への奉仕お

よび人間的ふれあいを重視した尐人数ゼミナールの徹底、国際社会に適忚できる知識の修得

と実践力に富む語学教育を目的とした海外研修などの実施に配慮し独創的で穏健明朗な実践

力に富む近代的人材を育成し現代社会の要請に忚えている。 

また、学生数との関係を見ると、平成 20年５月の全専任教員数 189名、全学生数 4467名

で、専任教員 1 名あたりの学生は 23.6名となっており、目指している尐人数教育が有効に機

能できる状況である。ただし、学部別に確認すると特に経済学部は教員一人当たりの学生数

が多く改善が必要である。 

 

【改善方策】 

学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格については、掲げている目標の点

検評価を行ない、カリキュラム編成などの改善を行なっていく。 

 

 

（２）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） 

 

【現状の説明】 

専任職員が本学以外において授業を担当し、若しくは他の職務に従事しようとするときは、

所属長を経て総長の承諾を得なければならないとしており、本学以外の学校において授業を

担当する時間数は概ね 4時間を限度としている。 

 

【点検・評価】 

本学以外の学校において授業を担当する、いわゆる他大学の非常勤講師としての担当時間

数の限度を越える専任教員は毎年ほとんどいない。ただし、若干名ではあるが担当時間数の

限度を越えて他大学から依頼を引き受けざるを得ない場合もある。 

また、行政機関などから委員の委嘱などの依頼も専任教員には多くある。ただし、実際の

出張機会は年に数回程度であるものがほとんどで、本学での教育研究活動に支障をきたすと

は言えない。むしろ、本学専任教員の学術研究活動の成果が評価され委員委嘱などの依頼に

繋がると考えれば、このことは本学の業績であり、社会貢献として捉えることができる。 

 

【改善方策】 

専任教員が担当時間数の限度を越えて他大学から依頼を引き受けざるを得ない場合、形式

的な事務処理とするのではなく、本人が所属長に直接事情説明をし承諾を得ることとする。

このことにより、限度を越える状況が恒常的になることを防ぎ、該当専任教員の負担が多く

なることを抑止する。 

 

（３）为要な授業科目への専任教員の配置状況 

 

【流通科学部】 
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【現状の説明】 

本学では、全学部ともセメスター制（前・後期２学期制）を基本として４年間８学期で教

育課程を編成し、学期により授業科目の配置が異なるため、専・兼比率に差が生じているこ

とは、開設授業科目における専・兼比率 (1)全授業科目中、専任教員が担当する授業科目と

その割合において述べたとおりであるが、流通科学部における为要科目をコースごとにみる

と、設置されているマーケティングコース、サービス産業コース、流通ビジネスコースの３

コースにおいて、平成１７年度から平成２０年度までの３コースに共通する必修科目は２科

目（各 1クラス）である。この科目の専任教員の配置状況については、２科目のうち 1科目

は１クラス２人で担当しており２科目で計３人（１００％）となっている。コース別必修科

目についてはコースごとに１科目（各１クラス）配当されており、そのうち２科目は専任教

員２人（６６．７％）を配置し、1 科目は兼任教員が担当している。また、为要な専攻基礎

科目区分の総数１２科目（各 1クラス）のうち前述の必修５科目を除く７科目で、兼任教員

の担当は１科目のみである。 

なお、ゼミナールは１年次から 4年次まで必修科目としており、各年次のクラス数は下表

の通り、すべて専任教員が担当している。 

 

年次・年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

1 年次ゼミナール 11 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 10  (100%) 

2 年次ゼミナール 16 (100%) 11 (100%) 10 (100%) 10  (100%) 

3 年次ゼミナール 13 (100%) 12 (100%) 12 (100%) 9  (100%) 

4 年次ゼミナール 16 (100%) 13 (100%) 12 (100%) 11  (100%) 

 

【点検・評価】 

専任教員の員数は、大学設置基準定員に定められている教員数を配置して、充足している

と言える。専任教員 1人当たりの学生数、専任教員が担当する専門教育科目数の割合は適正

な水準にある。 

専門ゼミナールは大学での学修・研究の総括であり、また、担当教員と学生との関係は卒

業後も継続することが考えられる。これらの点から、すべての専門ゼミナールを専任教員が

担当していることは適切である。 

 

【改善方策】 

教員採用・配置にあたって、学部長为導のもと採用候補者について学部・学科等の理念・

目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との観点からカリキュラムの構成をも配慮して配

置をする。 

 

【経営学部】 

 

【現状の説明】 

<経営学科> 

①必修の専攻科目 

経営を学ぶ上で基礎となる｢基礎経営学｣、｢基礎会計学｣、｢基礎経済学｣、｢基本パソコン演

習Ⅰ｣｢基本パソコン演習Ⅱ｣の５科目を必修科目としている。 

その内、パソコン演習のみ複数クラス開講し、演習を通してパソコンの基礎的技術を指導

している。そのため兼任教員数が多くなっている。 

専攻科目(必修)担当の専任教員・兼任教員の人数は次表のとおりである。 
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②コース別必修科目 

グローバル管理者育成コース（平成２０年度入学生から開設）、経営管理者育成コース、後

継者育成コース、起業家育成コースの４コースが設けられており、各コースに必修科目を設

けている。グローバル管理者育成コースの必修科目は２年次配当科目のため、平成２１年度

から履修を開始した。 

その他３コースは、コースごとに３科目（各１クラス）の必修科目がある。 

各コース別必修科目担当の専任教員・兼任教員の人数は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

③演習 

ゼミナールⅠ～Ⅳ（経営科学部ではⅠ～Ⅲ）は必修科目としており、すべて専任教員が

担当している。また、ゼミナール開講クラス数については次表のとおりである。 

 なお、ゼミナールⅣは平成２３年度から開講する。 

 

 

 

 

 

 

 

   <ホスピタリティ経営学科> 

①必修の専攻科目 

ホテル・旅館・外食といったホスピタリティ産業に関連する基礎的学問と英語、経営学

といった隣接分野の基礎となる「ホスピタリティ・コミュニケーションⅠ～Ⅴ」「Active 

Communication in English Ⅰ・Ⅱ」「TOEIC ラーニングⅠ・Ⅱ」｢基礎経営学｣、ホス

ピタリティ経営学としての「ホテル・ビジネス論Ⅰ・Ⅱ」｢ホスピタリティ・マーケティン

グ｣、ホスピタリティ産業の現場で必要なスキルとセンス、実践力や運用力を身につけるた

めの「企業実習」を必修科目としている。 

 平成２０年度の専攻科目(必修)担当の専任教員は１５人、兼任教員は２人である。 

 

②演習 

 ｢ゼミナールⅠ～Ⅳ｣を必修科目としており、すべて専任教員が担当している。 

   

【点検・評価】 

必修の専攻科目の基礎経済学は、非常勤講師に依存している。 

また、基本パソコン演習ⅠとⅡが、尐人数のクラスであり、クラス数が多いため、非常勤

講師の依存率が高くなっている。ゼミナールⅠ、ⅡおよびⅢは、すべて専任により運営され

ている。 

平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

2 9 2 9 2 9 2 13 

コース名 
平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20 年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

経営管理者育成コース 2 1 2 1 3 0 3 0 

後継者育成コース 0 3 0 3 0 3 0 3 

起業家育成コース 1 2 1 2 2 1 2 1 

年次・年度 
平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

ゼミナールⅠ 20 0 14 0 13 0 13 0 

ゼミナールⅡ 12 0 10 0 9 0 8 0 

ゼミナールⅢ 13 0 12 0 10 0 9 0 
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後継者育成コースのスモール・ビジネス・マネジメント、スモール・ビジネス・ファイナ

ンス、新規事業創造論の３科目は、学外に依存している。また、起業家育成コースも現在、

現代産業事情において非常勤講師に依存している。 

 

【改善方策】 

専任率が低い点については、基準を満たしており適正である。また、クラス数適正化など

非常勤講師との協調も弾力的に図る。 

 

【経済学部】 

 

【現状の説明】 

平成１７年度・平成１９年度改正のカリキュラムでは、「ミクロ経済学Ⅰ」、「マクロ経済学

Ⅰ」は必修科目であり、平成２０年度改正カリキュラムでは「産業経済コース」、「公共経済

コース」、「グローバル・エコノミーコース」の必修科目は「経済入門」、「マクロ経済学Ⅰ」、

「スポーツ経済コース」の必修科目は「経済入門」である。経済学部では、平成１７年度・

平成１８年度・平成１９年度開講の「ミクロ経済学Ⅰ」、「マクロ経済学Ⅰ」の全クラスで専

任教員を配置している。平成２０年度開講の「経済入門」、「ミクロ経済学Ⅰ」、「マクロ経済

学Ⅰ」の全クラスでも専任教員を配置している。 

なお、１年次に配当されている演習科目は、平成１９年度まで全クラスで専任教員を配置

していたが、平成２０年度は必要クラス数が増加したため、経済学部として必要な教育内容

を周知の上、同一キャンパスに併設されている大阪学院短期大学所属の教員を配置した。必

要な教育内容の周知については、演習科目の基本的方針、演習科目の指導、演習内容に関す

る統一項目の設定について文書で確認し、新年度前に担当者会議を開催している。また、ゼ

ミナールⅠＡ（１年次前期の演習科目）のシラバス統一を図っている。演習科目開講クラス

数と専任教員の担当する割合については次表のとおりである。 

 

演習科目の専任教員・兼任教員の人数 

年次・年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

１年次前期 演習科目 26(100.0%) 27(100.0%) 23(100.0%) 31( 96.8%) 

１年次後期 演習科目 25(100.0%) 29(100.0%) 24(100.0%) 31( 96.8%) 

２年次前期 演習科目 14(100.0%) 17(100.0%) 7(100.0%) 15(100.0%) 

２年次後期 演習科目 13(100.0%) 18(100.0%) 14(100.0%) 14(100.0%) 

３年次 演習科目 27(100.0%) 25(100.0%) 30(100.0%) 16(100.0%) 

４年次 演習科目 24(100.0%) 27(100.0%) 25(100.0%) 26(100.0%) 

 

【点検・評価】 

平成２１年度は、「経済入門」の５クラスのうち、前期１クラスおよび後期の再履修クラス

１クラスは非常勤教員に依存することになっている。専任教員がコーディネーターとして、

シラバスや評価基準の統一等の調整を行っており、担当者によって授業内容が大きく変わる

ことがないように配慮している。演習科目については、今後すべての学年の演習科目のクラ

ス数が年度ごとに増加するため、大阪学院短期大学所属の教員（非常勤教員）への依存率が

徐々に高まる可能性があるが、必要な教育内容を周知徹底することで対処している。 

 

【改善方策】 

「経済入門」および１年次配当の「演習科目」の非常勤依存率が徐々に高まる可能性があ

るが、前者は専任教員がコーディネーターとして調整を図っており、今後もこの制度を継続

していく。後者については、１年次と２年次の演習科目の基本的方針を策定し、その中で担

当者の専門を尊重した幅広い教養教育の実施を求めている。また、１年次前期の演習科目は
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シラバスを統一している。現在、大阪学院短期大学所属の教員（兼任教員）が１年次の演習

科目を担当しているが、演習内容に関する担当者会議への出席を求め、学部として必要な教

育内容を周知徹底する。また、学部長・学部長代理・教務部委員の三者がコーディネーター

として調整を図る。 

 

【法学部】 

 

  【現状の説明】 

法学科の専攻科目のうち为要な授業科目として、司法試験で必須となる７法分野の基本科

目１７科目（憲法Ⅰ（統治機構）、憲法Ⅱ（人権）、行政法Ⅰ（総論）、行政法Ⅱ（救済法）、

民法Ⅰ（総論）、民法Ⅱ（物権）、民法Ⅲ（債権総論）、民法Ⅳ（債権各論）、民法Ⅴ（親族相

続）、商法総則・商行為法、会社法、手形法・小切手法、民事裁判入門、民事訴訟法、刑法総

論、刑法各論、刑事訴訟法）とその他の科目のうち先修科目群に属する 4科目（法学案内、

公法概論、民事法概論、国際関係論）の計２１科目を挙げることができる。これらの中で専

任教員（他学部や法科大学院に所属する兼担教員を含む）以外の兼任教員が担当した科目は

次の通りである。 

 

平成１８年度：５科目＝民法Ⅱ（物権）、民法Ⅲ（債権総論）、民法Ⅳ（債権各論）、 

民法Ⅴ（親族相続）、手形法・小切手法 

平成１９年度：２科目＝民法Ⅳ（債権各論）、民法Ⅴ（親族相続） 

平成２０年度：３科目＝民法Ⅳ（債権各論）、民法Ⅴ（親族相続）、手形法・小切手法 

 

学科統合前の法律学科第 1 類科目２７科目中、平成１７年度に専任教員が配置されなかった

科目は、５科目（物権法、債権総論、債権各論、親族法・相続法、手形法・小切手法）であ り、

同じく法政策学科基礎科目２２科目中でも５科目（政治過程論、行政学、親族法・相続法、取

引実務英語、家族関係の法政策）であった。 

演習科目は、平成１７年度から平成２０年度において全科目の各クラス全てが専任教員の担

当である。 

 

【点検・評価】 

为要な授業科目には、概ね専任教員が配置されている。しかし、民法分野がやや手薄である。

また、全般的に余裕に乏しく、退職者が生じた場合や海外出張者が生じる場合には、直ちに非

常勤の手を借りる必要が生じる。 

 

【改善方策】 

   平成２２年度に民法と刑法の担当教員を各１名採用する予定である。 

民法分野を中心に、各分野とも専任教員の増員を検討する。 

 

   【外国語学部】 

  

  【現状の説明】 

①必修の専攻科目 

 本学部英語学科では、各コースを通じ英語を学ぶ上で基礎となる第 1類（平成１７年度～

平成１９年度）・基礎科目（平成２０年度）の８科目を必修科目としている。 

 ドイツ語学科では、各コースを通じドイツ語を学ぶ上で基礎となる第 1類の８科目を必修

科目としている。 

 専任教員・兼任教員による担当専攻（必須）科目数は次のとおりである。   
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②演習科目 

 ゼミナールは必修科目としており、すべて専任教員が担当している。また、ゼミナール開

講クラス数については次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点検・評価】 

必修科目数が多いため、これら全てを専任教員でまかなうことは困難である。しかしなが     

ら必修科目という性格上、できる限り専任教員が担当できるようにすべきである。 

 なお、演習科目は全てのクラスを専任教員が担当しており、適切である。 

 

【改善方策】 

 必修の専攻科目で兼任教員に依頼している場合、特に複数クラスを開講している科目につ

いては、兼任教員のみの担当とならないように、専任教員をコーディネータとして配置し、

綿密な連携を取り適切に運営する。 

 

【国際学部】 

 

【現状の説明】 

国際学部では「国際協力・異文化理解コース」、「国際ビジネス・キャリアデザインコース」、

「ヒューマンコミュニケーション・心理学コース」の３コースが設けられており、平成 17

年度から平成 20 年度までの３コースに共通する必修科目は３科目である。そこで専任教員の

配置状況については、平成 17 年度９名（100％）、平成 18年度 14名（87.5％）、平成 19年度

11 名（91.7％）、平成 20 年度 11 名（91.7％）となっている。また、为要な専攻基礎科目で

は、平成 17年度は総数 10科目（各 1クラス）のうち前述の必修３科目を除く７科目で、兼

任教員の担当は１科目のみであり、平成 18 年度の７科目、平成 19年度ならびに平成 20年度

の５科目ですべて専任教員を配置している。 

なお、演習科目（ゼミナール）は１年次から４年次まで必修としており、すべて専任教員

が担当している。開講クラス数は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

学科 
平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

英語学科 34 10 36 8 30 7 26 8 

ドイツ語学科 8 13 9 23 7 17 8 13 

学科 年次・年度 
平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

英語学科 

1年次ゼミナール 8 0 8 0 8 0 14 0 

3年次ゼミナール 7 0 8 0 7 0 6 0 

4年次ゼミナール 7 0 7 0 8 0 7 0 

ドイツ語

学科 

1年次ゼミナール 8 0 8 0 8 0 14 0 

3年次ゼミナール 3 0 5 0 5 0 2 0 

4年次ゼミナール 3 0 3 0 5 0 5 0 
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学年次別の演習科目開講クラス数 

年 度 

学年次 
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

１年次演習科目 14 

100％ 

12 

100％ 

10 

100％ 

９ 

100％ 

２年次演習科目 12 

100％ 

12 

100％ 

10 

100％ 

９ 

100％ 

３年次演習科目 14 

100％ 

12 

100％ 

12 

100％ 

８ 

100％ 

４年次演習科目 16 

100％ 

14 

100％ 

12 

100％ 

12 

100％ 

 

【点検・評価】 

国際学部の教育目標を実現するためには、学期（セメスター）あるいは通年に区切っての

短期的な指導・教育では不十分であり、４年間全体での学生の指導・教育を考えなければな

らない。このためには学部教育における長期的な学生との関わりが不可欠であるが、それは

専任教員にのみ可能なものである。複数年次にわたって、同じ専任教員が担当する複数の科

目を履修することになれば、その教員とのつながりの拡大を通して、よりいっそうの教育効

果が生じると思われる。国際学部での学修を十分に効果的なものとなすためにも、必修科目、

特に大学生活の基本となる演習科目を専任教員で担当することは当然に重要である。以上の

観点から、为要な専攻科目ならびに演習科目における現在の専任教員の配置状況は、十分に

効果的なものと評価できる。 

 

【改善方策】 

上の【点検・評価】に示すように、国際学部では、学部の専攻科目を専任教員が担当する

比率はすでに十分に高い。平成 21年度入学生から実施されている新しいカリキュラムでも、

このような比率を引き続き維持したい。とりわけ学部教育の基幹となる専攻科目群（基礎科

目・専修基礎科目・英語科目・海外留学科目）で、専任教員を多数配置している。また、国

際学部における尐人数教育の実践の核となる演習科目については、授業だけにとどまらない

学生の日常生活への関わりや学修支援という面からも、これまでどおり学年次・全クラスを

専任教員が担当する。 

 

【情報学部】 

 

【現状の説明】 

本学部では、平成１７年度から平成１９年度までの「コンピュータサイエンスコース」、「ヒ

ューマンサイエンスコース」共通の専攻科目「基礎科目群」に配置している必修科目７科目

とコース必修科目２科目に専任教員を配置し、複数クラス開講の「プログラミング演習Ⅰ・

Ⅱ」には兼任教員１名を配置している。また、選択科目は７科目から１１科目を兼任教員が

担当している他は、全て専任教員が担当している。 

平成２０年度のカリキュラム改正時に「コンテンツテクノロジーコース」を加え３コース

とした。全コースに共通する必修科目２科目は、専任教員１名と兼任教員１名（平成２１年

度専任教員採用予定者）の配置とした。各コース要件の卒業に必要な最低卖位数として定め

る各科目群の専任教員配置については、次表(平成２０年度)に示すとおり、「コンピュータサ

イエンスコース」９０.５％、「ヒューマンサイエンスコース」８０.８％、「コンテンツテク

ノロジーコース」８６.４％を専任教員が担当している。また、展開科目群の「特別講義Ⅰ・

Ⅱ」とコンテンツテクノロジー科目群の「コンテンツ概論」は複数担当者による授業科目で

あり、専任教員が授業運営等の調整を行い、兼任教員とオムニバス形式の授業を行っている。 
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平成２０年度 为要な授業科目の専任教員配置状況（旧カリキュラム科目を除く） 

コース 科目区分 科目数 
開  講 

クラス数 

専 任 担 当 

 クラス数（%） 

兼 任 担 当 

 クラス数（%） 

コンピュータ 

サ イ エ ン ス 

コンピュータ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 20 27 
42 

23 38 

(90.5) 

4 4 

(9.5) Ⅱ類 15 15 15 0 

ヒ ュ ー マ ン 

サ イ エ ン ス 

コンピュータ 

サイエンス科目群 
Ⅰ類 20 27 

52 

23 
42 

(80.8) 

4 
10 

 

(19.2) 
ヒ ュ ー マ ン 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 13 13 10 3 

Ⅱ類 12 12 9 3 

コ ン テ ン ツ 

テクノロジー 

コンピュータ 

サイエンス科目群 
Ⅰ類 20 27 

35 

23 
30.2 

(86.4) 

4 
4.8 

(13.6) コンテンツテクノロジー 

科目群 
8 8 7.25 0.75 

全コース共通 展 開 科 目 群 15 18 15.9 
15.9 

(88.3) 
2.1 

2.1 

(11.7) 

 

平成１９年度 为要な授業科目の専任教員配置状況 

コース 科目区分 
科目

数 

開  講 

クラス数 

専 任 担 当 

クラス数（%） 

兼 任 担 当 

クラス数（%） 

両 コ ー ス 

共  通 
基 礎 科 目 群 

必 修 ７ 15 
44 

11 35 

(79.5) 

4 9 

(20.5) 選 択 19 29 24 5 

コンピュータ 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 
必修 2 2 

64 

2 

56 

(87.5) 

0 

8 

(12.5) 

選択 26 28 28 0 

Ⅱ 類 11 11 9 2 

ヒューマンサイエンス科目群 23 23 17 6 

ヒ ュ ー マ ン 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 

指定科目 

(選択必修) 
7 7 

64 

7 

56 

(87.5) 

0 

8 

(12.5) 

選 択 21 23 23 0 

Ⅱ 類 11 11 9 2 

ヒ ュ ー マ ン 

サイエンス科目群 

必 修 2 2 2 0 

選 択 21 21 15 6 
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平成１８年度 为要な授業科目の専任教員配置状況 

コース 科目区分 
科目

数 

開  講 

クラス数 

専 任 担 当 

クラス数（%） 

兼 任 担 当 

クラス数（%） 

両 コ ー ス 

共  通 
基 礎 科 目 群 

必 修 ７ 15 
43 

9 33 

(76.7) 

6 10 

(23.3) 選 択 17 28 24 4 

コンピュータ 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 
必修 2 2 

69 

2 

65 

(94.2) 

0 

4 

( 5.8) 

選択 25 27 27 0 

Ⅱ 類 17 17 13 4 

ヒューマンサイエンス科目群 22 23 23 0 

ヒ ュ ー マ ン 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 

指定科目 

(選択必修) 
7 7 

69 

7 

65 

(94.2) 

0 

4 

(5.8) 

選 択 20 22 22 0 

Ⅱ 類 17 17 13 4 

ヒ ュ ー マ ン 

サイエンス科目群 

必 修 2 3 3 0 

選 択 20 20 20 0 

 

平成１７年度 为要な授業科目の専任教員配置状況 

コース 科目区分 
科目

数 

開  講 

クラス数 

専 任 担 当 

クラス数（%） 

兼 任 担 当 

クラス数（%） 

両 コ ー ス 

共  通 
基 礎 科 目 群 

必 修 ７ 16 
45 

10 34 

(75.6) 

6 11 

(24.4) 選 択 19 29 24 5 

コンピュータ 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 
必修 2 2 

65 

2 

61 

(93.8) 

0 

4 

( 6.2) 

選択 23 25 25 0 

Ⅱ 類 17 17 13 4 

ヒューマンサイエンス科目群 21 21 21 0 

ヒ ュ ー マ ン 

サ イ エ ン ス 

コ ン ピ ュ ー タ 

サイエンス科目群 

Ⅰ類 

指定科目 

(選択必修) 
7 7 

65 

7 

61 

(93.8) 

0 

4 

(6.2) 

選 択 18 20 20 0 

Ⅱ 類 17 17 13 4 

ヒ ュ ー マ ン 

サイエンス科目群 

必 修 2 2 2 0 

選 択 19 19 19 0 

注)１．専任・兼任担当クラス欄の数値は、同一科目・クラスで複数の専任・兼任教員による授業（オムニバ

ス形式）の場合は、人数比（例：専任３人、兼任２人で担当＝専任 0.6、兼任 0.4）で算出。 

２. 同一科目で複数クラス開講の場合は、専任、兼任担当クラスの延べ数で算出。 

３．担当クラス欄の（ ）内は開講クラス数に対する比率を示す。 

 

平成２０年度入学生（２００８年度生）から適用となるゼミナールは、１年次から４年

次まで必修科目としており、その開講クラス数ならびに専任教員担当率は、次表のとおり

である。 
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年次・年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

1年次ゼミナール 27 (100%) 23 (100%) 15 (100%) 18 (100%) 

2年次ゼミナール － － － － 

3年次ゼミナール 23 (100%) 23 (100%) 21 (100%)    20 (100%) 

4年次卒業研究 20 (100%) 23 (100%) 22 (95.5%) 19 (100%) 

        注)２年次ゼミナールは、平成 20年度入学生の年次進行により、平成 21年度から開講。 

 

【点検・評価】 

現状での専攻科目における専任教員担当比率は適正に保たれていると言える。コンテンツ

テクノロジー科目群の「コンテンツ概論」や展開科目群の「特別講義 I・Ⅱ」などの科目の

ように、企業から講師を招くと専任教員の比率が下がるが、８５％以上という状況はむしろ

健全なものと考えられる。 

最重要科目である尐人数制のゼミナールにおいて、専任担当率が１００％となっているこ

とは満足できる状況と言えよう。 

平成２０年度におけるヒューマンテクノロジーコースの専任担当比率が低いのは、専任教

員が 1名留学しているため、兼任教員に代講を依頼していることによる。平成２１年度には

帰国するため、専任担当率が９０％まであがることが予定されている。 

一方、平成２０年度に設けられたコンテンツテクノロジーコースの为要科目であるコンテ

ンツテクノロジー科目群では、２年次開講科目の兼任教員の比率があがることが予定されて

おり、同科目群への専任教員の関与が今後の課題である。 

 

【改善方策】 

２年次に開講されるコンテンツテクノロジー科目群の科目は、当面は兼任教員に担当して

もらうことになるが、専任教員の自为的な研修を通じて、漸次専任教員が担当するように切

り替えていく必要がある。このようなプロセスを経て、将来的には、各コースを通じて専任

比率が９０％程度を維持できるようにする。 

 

【企業情報学部】 

 

【現状の説明】 

   ① 必修の専攻科目 

本学部では、専攻科目のコース別に関係なく学部専攻の基礎となる必修科目を２科目設定

している。専攻科目(必修)担当の専任教員・兼任教員の延べ人数は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

② コース別必修科目 

本学部では「会計・ビジネス情報コース」、「医療福祉経営コース」、「ＩＴコース」の３コ

ースが設けられており、各コースに必修科目を設けている。 

各コース別必修科目担当の専任教員・兼任教員の延べ人数は次の通りである。 

 

 

 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

2 3 3 3 3 3 3 3 
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   ③ 演習科目 

演習科目は平成１９年度まで「ゼミナールⅠ」（１年次配当）・「ゼミナールⅡ」（３年

次配当）・「ゼミナールⅢ」（４年次配当）で構成されており、必修科目で通年４卖位の科

目であったが、平成２０年度より「ゼミナールⅠＡ、ⅠＢ」(1年次配当)・「ゼミナール

ⅡＡ、ⅡＢ」（2 年次配当）・「ゼミナールⅢＡ、ⅢＢ」（3 年次配当）・「卒業研究Ａ、Ｂ」

（4 年次配当）で半期 2 卖位づつの制度に移行している。専任教員がすべてのクラスを担

当している。 

 

 
平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

1 年次ゼミナール 11 0 10 0 7 0 7 0 

3 年次ゼミナール 12 0 11 0 10 0 10 0 

4 年次ゼミナール 11 0 11 0 11 0 10 0 

*平成２０年度は、カリキュラム改正により一年次配当ゼミナールのみ半期開講とした。 

 

【点検・評価】 

専任教員の構成は教授１０名、准教授４名、講師１名で半数以上が教授であり、この点で

は基準に達している。 

専攻分野別に見ると、会計簿記が６名、組織経営が２名、生産管理１名、金融経済１名、

東洋哲学１名、フランス言語学１名、英語・英文学２名、数学１名である。ＩＴと医療福祉

関係の専攻科目でどうしても兼任教員への依存が高くならざるを得ない。 

 

【改善方策】 

医療福祉と、ＩＴの特にデザイン関係の専任教員の補充が不可欠である。 

また、新設の「社会情報コース」についても、今後検討開設する専攻科目によっては当該

分野の専門家をスタッフに迎えるべく調整を図る。 

 

（４）教員組織の年齢構成の適切性 

 

【現状の説明】 

専任教員の年齢構成の割合は、次の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース名 
平成 17年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 

会計・ビジネス情報コース 3 3 3 3 3 2 2 2 

医療福祉経営コース 2 1 1 2 2 1 1 2 

ＩＴコース 3 3 2 6 2 6 2 4 
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        平均年齢（歳） 

 年度 

学部 

平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

全教員 教授 
助教授 

・講師 
全教員 教授 

助教授 

・講師 
全教員 教授 

准教授 

・講師 
全教員 教授 

准教授 

・講師 

流通科学部 60.7  71.0  49.4 54.7  64.5  50.4  56.4  63.8  51.1  55.8  59.7  51.8  

経営学部 *  55.7  63.1  38.0 55.9  63.6  39.0  54.7  62.1  40.0  53.0  59.7  42.9  

経済学部 54.9  62.7  46.6 54.5  60.7  45.9  54.1  58.9  44.8  54.3  59.6  44.1  

法学部 51.5  61.6  41.5 52.5  62.6  42.5  52.9  63.1  43.5  54.1  63.2  47.1  

外国語学部 53.8  59.9  49.5 55.4  61.3  50.5  55.6  61.4  51.5  56.0  63.4  49.2  

国際学部 52.3  59.3  40.1 52.6  58.8  39.6  51.8  58.3  40.6  52.7  59.1  41.8  

情報学部 51.4  62.8  40.0 52.9  62.2  41.0  53.0  62.0  42.2  54.0  63.0  43.2  

企業情報学部 49.8  57.0  39.6 50.6  58.3  40.6  52.3  59.5  42.7  54.2  59.2  46.7  

全学部 53.4  61.4  43.5 53.8  61.2  44.1  53.7  60.6  44.9  54.1  60.5  45.9  

注） 経営科学部は平成 20年 4月経営学部に改称した。 

 

【点検・評価】 

文部科学省「学校教員統計調査」によると平成 19年 10月 1日現在の大学教員の全体の平

均年齢は 48.3 歳、職名毎の平均年齢は、教授が 57.4 歳、准教授が 46.0歳、講師が 42.8歳

である。 

一方、本学の全教員の平均年齢は 53.4歳から 54.1歳である。また職名毎の平均年齢は、

教授が 60.5歳から 61.4 歳、准教授・講師が 43.5歳から 45.9歳である。 

これらを比較すると本学教授の平均年齢は全国平均より若干高く、准教授および講師の年

齢はほぼ同一であることがわかる。 

年齢を重ねると同時に教育研究の経験値や精通度を増すことができると考えれば、教授年

齢の平均値が全国平均よりも若干高いが、そのことで負の要素も比例して高まるものではな

いと言える。 

また、教員組織の年齢構成の適切性はそのバランスに注目する必要もある。本学の各学部

は年齢構成バランスに大きな差異が無く、安定し調和のとれたものになっている。 

 

【改善・改革】 

退職教員の補充など新任人事に際し、担当科目の専門性だけではなく、組織構成員の年齢

バランスを念頭に置くべきである。 

 

（５）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 

 

【現状の説明】 

教授会は、学部ごとに月に１回を原則として定例会議を開催し審議している。特に教学関

係事項は、先に教務部委員会を開き、原案を練った上で教授会に提出している。 

各学部の教授会だけでは調整できない全学的な事項については、全学部長をメンバーとす
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る学部長会議において、教授会で審議される諸案件や関連する諸問題を事前に検討、調整し

たうえで教授会の審議事項と報告事項に分けて提案し、円滑で効率的な運営、議事の進行を

行っている。 

専攻科目を除く授業科目については、共通科目の各区分や課程科目ごとに担当者会議を設

け年に２回開催し、現状の把握と今後の方針についての意見交換を行い、カリキュラムに反

映させている。また、語学関係については、ランゲージセンター運営委員会において教育方

法等の検討を行っている。 

教務関係、学生関係、就職関係、図書関係、留学関係等の各種の委員を各教授会から選出

し、大学全体の方向性と学部の意見を調整しながら、各担当部署において運営している。 

 

【点検・評価】 

  教育課程編成の目的を具体的に実現するための各種会議は、定期的に滞りなく行われてお

り、連絡調整の状況は適切であると言える。 

   

【改善方策】 

  上記のとおり、連絡調整は長く有効に機能してきた。今後も、このような方式を継続して

いく。 

 

２．教育研究支援職員 

 

（１）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 

 

  【現状の説明】 

パソコン実習補助員として、パソコン実習室・演習室に情報処理関係の資格を有する補助

員を配置している。補助内容は、授業補助・教材作成・実習室開放時間中の学生支援である。

６パソコン教室に対して各実習室に１名を配置している。また、平成１８年度までは CALL

教室等で授業補助が必要な場合は対忚している。 

平成２０年度からは、補助員の業務をパソコン実習室の運用支援・統計資料作成と開放時

間中の学生支援を中心とし、補助員の配置は２教室に１名として授業時に対しては必要とさ

れる場合とした。そのため開放教室が分散しないよう教室配当を行っている。 

情報学部では、１年次配当の基礎科目であり必修科目である「プログラミング実習Ⅰ」前

期開講の２クラス４コマ、「プログラミング実習Ⅱ」後期開講の２クラス４コマに対してティ

ーチング・アシスタント配置している。平成２０年度は本学大学院生２名を採用し授業時に

１名が指導にあたれるよう配置、平成２１年度は７名を採用して 授業時に２名が指導にあ

たれるよう配置している。 

 

パソコン実習室配当コマ数(大学・短期大学の合算コマ数)  

年 度 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

配当コマ数 621 659 277 286 270 

 

外国語教育という点に関しては、課外活動の一環であるが、I-Chat Lounge(インターナシ

ョナル・チャット・ラウンジの略)を設け、学生にオンキャンパスで海外体験できる機会を提

供している。同ラウンジにおいては日本語を使用せず、外国人留学生等と外国語で会話する

ことを推奨している。ラウンジの運営にあたっては、専任の事務職員１名に加え、ネイティ

ブスピーカーを中心としたスタッフが常駐し、様々な企画（収穫祭、花見、ハロウィーン、

クリスマス等）を実施することにより、学生の語学力向上に努めている。 
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  【点検・評価】 

パソコン実習補助員をパソコン実習室・演習室に配置していたが、基礎的内容をすでに修

得している学生が多く、受講者数の減尐に伴いパソコン教室への配当コマ数が減尐した。ま

た、実習補助員の为担当業務を授業補助から自習時の学生サポートへと変更した。授業時に

ついては必要な場合のみとし、通常は開放教室での学生指導としている。派遣による補助員

だけでなく大学院生等を開放教室での指導員として活用する方法についても考慮が必要であ

る。 

経験値が有用な情報学部の専門科目「プログラミング実習」に対しては、情報学部を卒業

し、本学大学院に進学した学生をティーチング・アシスタントとして学生指導を兼ねて採用

しているのは有効であると考えられる。 

I-Chat Lounge のスタッフは、外国語教育を専門とする教員と協力して様々な企画を推進

し、学生の語学力向上に役立つプログラムを多数提供することで、正課授業との有機的な連

携を図っており、評価できる。 

 

 【改善方策】 

パソコン教室での中心となる補助員は、指導できる情報処理関係の資格を有する派遣職員

等によるシフトとし、その他サブ的な補助で対忚できる部分についてはアルバイト学生や大

学院生を活用する。 

 

（２）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 

 

  【現状の説明】 

IT センターでは、教員対象のヘルプデスク(名称：デジタルサポートサービス（DSS））を

設置し、教育・研究活動における ICT活用の支援を行なっている。また、教員ポータルサイ

ト「WEB LOGOS」（イントラネット上の教員用ホームページ）では、教員向け掲示、図書およ

び図書館データベース検索、時間割表示などの教育・研究活動に利活用できる諸情報にリン

クしている。また、e ラーニングの導入（＝ICT 推進）を希望する教員向けに関連情報（＝イ

ンストラクショナル・デザインなど、活用できる情報）を随時発信している。ITセンターで

は、本学の教育における ICT 推進を適切に進めるため、ICT 推進担当を置いて、教員と協働

で取り組む体制を整えている。 

 

【点検・評価】 

ITセンターでは、本学の教育と ICT利活用を適切に橋渡すことを为旨として、講義の効果・

効率・魅力を高める一助となる支援を提供しており、その支援においては、教員が为体的に

進められるよう柔軟なサポート提供を目指している、という方向性は評価できるが、まだ設

置後の期間が短く、今後実績を積み上げる中での振り返りと改善は必須事項といえる。 

 

【改善方策】 

【点検・評価】に記述したとおり、今後の実績蓄積とそれに基づく改善が必須の方策であ

る。また、これらの取り組み実績のうち、その意義のあるものについては、学内のみならず、

学外へ向けた情報発信を行うことで、より明確な評価が得られ、よりよい改善につながるも

のと考える。 

 

３．教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 
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教員募集については現状では教員からの推薦を基本としており、公募は制度化されていな

い。また、任免・資格・昇格については、「職員任免規則」および「専任教育職員任用基準」

に 基づき運用、遂行される。 

教員の昇格は、毎年准教授および講師の現職就任後の研究業績、授業評価、行政活動を総合

して、候補者選出の手続き後に該当学部にて为査副査が複数名で審査を経て行われている。 

 

【点検・評価】 

「専任教育職員任用基準」及び「「専任教育職員任用基準」の解釈について」に基づき、教

育、研究、実務上の知識、能力、実績を総合的に審査しており、適切であるといえる。 

教員の昇格は、毎年准教授および講師の現職就任後の研究業績、授業評価、行政活動を総

合して、候補者選出の手続き後に該当学部にて为査副査が複数名で審査を経て行われている。

本学におけるこれらの手続き並びに審査方法は公正かつ厳正であり、適切に行なわれている

ものと考える。 

 

【改善方策】 

これまでどおり、規定を遵守して適正に行う。 

 

４．教育研究活動の評価 

 

（１）教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

 

【現状の説明】 

現在のところ、専任教員の教育研究活動を評価する仕組みは十分確立できていない。専任

教員に対しては、新たに著書や論文を発表するときや、学外で講演活動や社会貢献に携わる

際、その都度、事務局庶務課へ届け出るよう周知しているので、これに基づき、学部長が年

度卖位で所属教員の各種活動を確認する程度に留まっている。 

 

【点検・評価】 

採用時や昇格審査の際だけでなく、定期的に専任教員の教育研究活動を評価する仕組みを

整備する必要がある。 

 

【改善方策】 

専任教員の教育研究活動を定期的に評価する仕組みを構築すべく、教授会等において、全

学的な動向も踏まえて議論を進めていく。 

 

（２）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 

 

【現状の説明】 

教員選考基準は、「専任教育職員任用基準」において、教授、准教授、講師、助教、助手、

副手ごとに、学位の取得状況、の研究業績(著書・論文、学会発表等)、教育業績等について規

定され、教員選考は、それぞれこの基準に基づき行われている。 

 

【点検・評価】 

教員選考において、職種ごとの学位の取得状況、研究業績(著書・論文、学会発表等の件数)、

教育業績等については、「専任教育職員任用基準」にもとづき、充分に配慮されている。また、

「専任教育職員任用基準」は、教員としての資質等を見極め、大学教育を高めるために十分機

能している。特に、近年は学生の教育指導面を重視し、教育業績に重点を置いた選考を重視し

ている。 
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【改善方策】 

大学の理念の実現に向けて、今後は、多様な人材を確保するため、「専任教育職員任用基準」

による、教員選考のあり方について、更に検討していく必要がある。 

 

 ５．大学と併設短期大学との関係 

 

（１）大学と併設短期大学における各々固有の人員配置の適切性 

 

【現状の説明】 

大学と併設短期大学とは、同一法人に設置された別組織として位置づけられている。教員

の任免・昇格に関する基準等は大阪学院大学・大阪学院短期大学就業規則及び職員任免規則

をはじめとする関連諸規程に基づき適切に運用されており、教育理念・目標を実現させるた

め、適切な人員配置が確保されている。講義では相互に専任教員が一部講義を兼担し、会議

等の運営も合同で行われている。また、本学には専任教員で組織された人文自然学会、流通・

経営学会、法学会、外国語学会、国際学学会、企業情報学会の７学会があり、それぞれの専

門分野に関する研究など人的交流が行われている。 

 

【点検・評価】 

大学、併設短期大学ともに教員組織は充実しており、且つ専門的分野でない部分についても

相互に補完ができており、人員配置は適切であると言える。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

Ⅱ．大学院研究科の教員組織 

 

１．教員組織 

 

（１）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 

（２）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

携体制確保の状況 

 

【現状の説明】 

大学院の教員組織は、下表のとおり、各専攻の分野に忚じ、充分な指導能力を備えた専

任教員を配置している。特に、毎年度、専攻希望学生が多い「財政学研究」（経済学研究科

修士課程）と「租税法研究」（法学研究科修士課程）については、複数の研究指導教員を配

置している。 

 また、各研究科の専任教員は、原則として基礎学部に所属する教員を充てているが、指

導可能な専攻科目等を勘案し、基礎学部以外の学部等に所属する教員を含めている研究科

もある。さらに、法学研究科については、研究科専属の専任教員を２名（うち１名は法務

研究科と兼務。）配置している。 
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 平成２０年度 大学院教員の専攻分野と所属学部等一覧 

研究科 専 攻 分 野 

専任教員の所属学部等 

兼

担

教

員 

兼

任

教

員 

流 

通

科

学

部 

経

営

学

部 

経

済

学

部 

法 

 

学 

 

部 

外

国

語

学

部 

国

際

学

部 

情

報

学

部 

企

業

情

報

学

部 

研

究

科

専

属 

商学 

商 学 

（マーケティング・貿易等） 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 5 経営学 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

会計学 

（財務諸表・原価計算等） 
0 1 0 0 0 0 0 3 0 

経済学 

経済理論・基礎理論 

（ﾐｸﾛ・ﾏｸﾛ・計量経済等） 
0 0 3 0 0 0 0 0 0 

3 7 

経済史 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

経済政策 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

財政学・金融論 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

国際学 

国際関係 

（国際経済・国際開発等） 
0 1 0 0 0 5 0 0 0 

2 4 
国際文化 

（比較文化・比較民俗等） 
0 0 0 0 1 4 0 0 0 

法学 

为として企業法務分野 

（民法・商法・民事訴訟法等） 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 

6 7 
为として自治体法務分野 

（行政法・租税法・刑事法等） 
0 0 1 3 0 0 0 0 2 

ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀｻｲｴﾝｽ 

コンピュータサイエンスの

基盤となる技術分野 
0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 

 

【点検・評価】 

大学院の教員組織は、上述のとおり、各専門分野に忚じ適切に配置されている。 

しかし、殆どの専任教員が基礎学部に所属していることから、当該学部の教員構成状況

に左右されやすいため、大学院専属の教員を安定的に確保する必要がある。 

 

【改善方策】 

平成２１年度より、経済学研究科において、希望学生数が多い「財政学研究」を担当で

きる教員を大学院専属として１名採用する。 

 

 ２．教育研究支援職員 

 

（１）大学院研究科における研究支援職員の充実度 

（２）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 
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【現状の説明】 

本大学院においては、研究支援職員を特に配置していない。 

 

  ３．教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本大学院専任教員の任免・昇格については、各所属学部において専任教育職員任用基準

に基づき運用、遂行される。 

 

【点検・評価】 

「専任教育職員任用基準」及び「専任教育職員任用基準」の解釈について」を厳格に遵

守しながら厳正な選考が行われており、とくに問題も生じておらず、適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

これまでどおり、規定を遵守して適正に行う。 

 

 ４．教育・研究活動の評価 

 

（１）大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 

 

【現状の説明】 

現在のところ、専任教員の教育研究活動を評価する仕組みは十分確立できていない。専

任教員に対しては、新たに著書や論文を発表するときや、学外で講演活動や社会貢献に携

わる際、その都度、事務局庶務課へ届け出るよう周知しているので、これに基づき、研究

科長が年度卖位で所属教員の各種活動を確認する程度に留まっている。 

 

【点検・評価】 

採用時や昇格審査の際だけでなく、定期的に専任教員の教育研究活動を評価する仕組み

を整備する必要がある。 

 

【改善方策】 

専任教員の教育研究活動を定期的に評価する仕組みを構築すべく、教授会等において、

全学的な動向も踏まえて議論を進めていく。 

 

 ５．大学院と他の教育研究組織･機関等との関係 

 

（１）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 

  

【現状の説明】 

学部に基礎を置く５研究科については、当該学部に所属する専任教員が大半であること

から、その内部において充分な人的交流が行なわれている。 

また、全教員が所属する学内の学会（人文自然学会、流通・経営学会、経済学会、法学

会、外国語学会、国際学学会および企業情報学会）は、学部別ではなく、各教員の専門分

野ごとに組織されているため、学部を超えた研究者間の人的交流が実現できている。 

その他、教員各自は所属する学会、研究会などを通じて他の教育研究組織・機関等との
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交流を深めている。 

 

【点検・評価】 

研究科の垣根を越えた人的交流が活発に行なわれており、問題はない。 

ただし、学外との交流については、教員個々のネットワークに依存しているため、個人

差が生じている。 

 

【改善方策】 

引き続き、学内における人的交流の活性化を図るとともに、既存の教員の人的ネットワ

ークを活用して、学外の教育機関や研究所等との連携強化を促していく。 
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第９章 事務組織 

 

Ⅰ．大学における事務組織 

 

１．事務組織の構成 

 

 （１）事務組織の構成と人員配置 

 

【現状の説明】 

  本学の事務組織は、下図に示すとおりであり、各部署に必要人員を配置している。 

  なお、図書館課等一部業務を外部委託することにより、専任教員数の削減、専門化、効率  

 化を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務職員の任用については、法人事務局総務部と庶務課が協働でスケジュールや採用方法

などの原案を作成した上で採用試験を実施し、総長の決裁を経て決定する。 

 

【点検・評価】 

事務組織の構成と人員配置については、業務内容、業務量、人員配置について毎年見直し

を行い、必要な人材について法人事務局総務部が各部署の所属長にヒアリングを行い状況確

認することにより、組織運営がより効率的になるような配置・異動が行われている。 

 

【改善方策】 

事務組織の構成と人員配置については、特に問題はないと考えられ、今後も教育研究活動

を円滑且つ効果的に行うための適切な事務組織となるよう業務内容・業務量、人員配置につ

いて毎年見直しを行い、各部署間で調整のうえ、組織運営がより効率的になるよう人員配置

を行う。 

 

２．事務組織と教学組織との関係 

 

（１）事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

 

【現状の説明】 

事 務 局 長 
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８学部（流通科学部、経営学部、経済学部、法学部、外国語学部、国際学部、情報学部、

企業情報学部）および通信教育部を含めた教学全般を取り扱う部局として教務課を置いてい

るが、平成１８年１０月に全学的な教育システムの開発ならびに教育活動の改革、改善を支

援し、大学教育の充実および高度化に資することを目的として教育開発支援センターを開設

した。 

 

【点検・評価】 

本学における教学関係の事務組織は、学部事務室制を採らず、通信教育部を含めた全ての

学部について教務課が一元的に対忚しており、効率良く機能しており、評価できる。 

各教学組織の長は教員であるが、事務機能については、それぞれに対忚した事務局が担っ

ており、また、各部門の意思決定を行う各種委員会等には、原則として担当事務局の所属長

が構成員または書記として参加している。教学に関する全学的な協議機関である学部長会議

にも大学事務長が出席している。このように、本学の事務組織と教学組織との連携協力関係

は、確立していると言える。 

 

【改善方策】 

各部局において、教学関係に係る企画・立案・補佐的機能を担う事務組織体制は適切に機

能しており、事務組織と教学組織との連携協力関係は確立していることから、今後も引き続

き綿密な連携に努めていく。 

 

（２）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 

 

【現状の説明】 

先述のとおり各教学組織に対忚する事務機能は、それぞれに対忚した事務局が担っており、

教学に関する全学的な協議機関である学部長会議や大学協議会において、事務職員は卖なる

書記としてではなく、一構成員として双方の意見が反映できるように体制が整備されており、

本学の事務組織と教学組織との連携協力関係は、確立していると言える。 

 

【点検・評価】 

本学の事務組織と教学組織は、様々な場面で相互に意見交換を行い、情報の共有化や問題

意識を共有しながら円滑な大学運営の推進に取り組んでいることから、両者の連携協力関係

は良好であると言える。 

 

【改善方策】 

今後、大学を取り巻く環境がさらに厳しさを増す中、今後も引き続き事務職員と教育職員

が綿密な連携に努め、協働することにより、事務組織と教学組織の更なる有機的一体性を図

る。 

 

３．事務組織の役割 

 

  （１）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 

 

【現状の説明】 

教学に関わる日常的な企画・立案・補佐機能等の業務は、教務課が対忚しており、教授会

の議事の記録ならびに資料等の作成を担当し、求めに忚じて事務の立場からの参考意見を述

べるとともに、教学に関わる情報の提供に努めている。また、全学的な教学組織である学部

長会議の事務は庶務課が担当しており、関係事務部局の管理職者も同席している。 

また、教授会から選出された教育職員で構成されている各種委員会(教務部委員会、学生部



- 538 - 

 

委員会、キャリアセンター委員会等、各部門に対忚して設けられている。)があり専ら教学に

関わる企画・立案を担っている。各部門の担当事務局は、委員会の円滑な議事進行に資する

よう、審議に係る原案作成や統計調査等を行い、その運営に関与している。委員会は原則と

して月に 1回開催され、それぞれの立場で意見交換ができる機会であり、事務組織と教学組

織の連携協力体制が執られている。 

 

【点検・評価】 

各教学組織を運営する諸機関の事務はそれぞれの事務組織が担っており、また、教学部門

の懸案事項等を検討する各種委員会等において、各部局の事務部門レベルで諸問題や企画立

案すべき内容を予め教学組織と連絡・調整したうえで会議に提出しているため、意思決定が

円滑に行われており、事務組織と教学組織との連携協力関係は、確立しており、事務組織体

制は適切であると言える。 

 

【改善方策】 

現在、各部局において、企画・立案・補佐的機能を担う事務組織体制は適切に機能してお

り、事務組織と教学組織との連携協力関係も確立していることから、今後も引き続き綿密な

連携に努めていく。 

 

  （２）学内の意思決定･伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

 

【現状の説明】 

学内における決定事項の伝達方法については、教授会の他、研究室近くにある掲示板や教

員用ホームページ上に掲載することにより、周知を図っている。また、方法で伝達される。

その他の理事会決定事項や教学に係わる全学的な審議・協議決定事項は、事務職員へは、为

として月２回程度開催する所属長会議(事務局各部署の所属長全員を構成員とする。)を通し

て伝達している。 

 

【点検・評価】 

各部局の事務部門レベルで、諸問題や企画立案すべき内容を予め連絡・調整したうえで、

会議に提出しているため、意思決定がスムーズに行われており、事務組織体制は適切である

と言える。 

 

【改善方策】 

学内の意思決定および伝達システムを担う事務組織体制は適切に機能しており、今後も引

き続き、教学組織との綿密な連携に努めていく。 

 

  （３）国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

 

【現状の説明】 

国際交流関係業務を担当する部局として、昭和 62年に国際交流センターが発足し、その後

国際センターとなり現在に至っている。国際センター事務局には５名のスタッフが常駐して

いる。スタッフには学生時代に日本から海外の大学に留学し学んだ経験のある者や、海外か

ら日本の大学に留学していた者もおり、日本語以外に英語、韓国語、インドネシア語などを

駆使して、海外の諸大学との折衝にあたっている。また、学生の留学派遣指導に際しては留

学査証取得、海外旅行保険、海外で生活していく上での心構え、各種奨学金に関すること、

また留学生受入れ業務に際しては在留資格認定交付申請手続き、日本語カリキュラム案の検

討、ハウジング問題、各種奨学金など専門的な知識を生かして学生指導業務にあたっている。 
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【点検・評価】 

事務局は常に一般学生や国際センター为催のプログラム経験者からの意見や要望の把握に

努めながら、提携大学への留学生派遣や提携大学からの留学生受入れあるいは短期海外研修

プログラムなどに関する企画、立案を行っている。国際センター所長は、必要に忚じて国際

センター運営委員会を開催し、事務局から提出されたプログラム案を審議する。審議の上了

承されたプログラム案は諸手続きの後、事務局が为体となって実施していく。実施の際に学

生に対しプログラム内容の説明をするにあたっては、実際に留学経験のあるスタッフから具

体的な話が聞けるため、学生にとっては心強い相談相手になっている。 

 

【改善方策】 

提携大学との交換留学生の受入れと派遣については、体調管理やメンタル面での相談そし

てホストファミリーとのトラブルなど様々なケースであらゆる専門知識が必要とされる。学

生や留学生に対して丁寧で分かりやすい指導を行っていくためにも、日本学生支援機構

(JASSO)や国際教育交流協議会(JAFSA)あるいは保険会社等が開催する研修会や危機管理セミ

ナーに積極的に参加し、専門知識の修得を目指すとともに、他大学の事務職員との情報交換

にも力を入れる。 

 

  （４）大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 

【現状の説明】 

大学運営を経営面から支える事務組織として、法人事務局に総務部と財務部が置かれ、総

務部では、理事会、評議員会など意思決定機関の事務・運営、職員の採用・配置等人事関係

業務を、財務部では、財政計画の企画・立案、予決算に係る業務を行っている。 

また、理事会、評議員会などの意思決定機関および委員会組織等において、事務組織の長

である事務局長および関係職員が参画することにより、経営面全般にわたって大きく関与し

ていると言える。 

 

【点検・評価】 

理事会、評議員会などの意思決定機関および委員会組織等に事務局が積極的に参画するこ

とにより、事務局側の意見を大学運営に反映することができている。 

また、为に経営面に関わる法人事務局総務部および財務部が担っている機能に特に問題は

生じておらず、大学運営を経営面から支える事務局機能は、現体制で確立されていると言え

る。 

 

【改善方策】 

現時点では、適切に機能していると言えるが、今後の大学を取り巻く困難な環境を考える

と、大学運営について事務組織と教員組織とがさらに密接な相互協力関係を保ち、一体とな

ってその意思決定に大きく関わっていくことが重要である。 

 

 ４．スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ） 

 

  （１）事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

 

【現状の説明】 

本学の SD 活動は、平成 18年度後期から実施している。新入職員研修、フォローアップ研

修（新入職員研修の仕上げとして年度末に実施）、FSD 講演会、オープンクラス・ウィークス

（以下、OCWと呼ぶ）、FSD ワークショップを実施した。新入職員を対象とした研修を除けば

職員は教員と峻別なく FSD 活動に参加している。大学教育を支える職員の役割はこれまで以
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上に、課題発見能力、課題解決能力が求められ、学生の実態に即した学生忚対や業務改善の

必要度が増している。また、学外の研修を活用することも重要であり、他大学の職員との情

報交換や教育改善に向けた討議は問題意識の向上に繋がる。私立大学情報教育協会や私立大

学連盟の为催する研修の参加者は年に 1回、研修で学んだ知識やスキルについて全職員を対

象に研修報告会を行っている。教育開発支援センターは庶務課人事係と連携して全学的な職

員の職能開発を目指した研修等を企画をし、その活動結果については「平成 19 年度 FD/SD

活動報告書」「平成 20 年度 FSD 活動報告書」にまとめて、学内の全教職員に配付している。 

 

１．新入職員研修 

本学職員の一員として、スムーズな第一歩を踏み出せるように、ビジネスマナーを始め、

各部署の説明や体験を行っている。また、本学の魅力などのテーマでのグループワークやプ

レゼンテーションを通して、チームワークやコミュニケーション能力を養っている。また、

入学式の忚援補助や配属が決定するまでの期間は３つの部署を体験する実習があり、職員と

の交流を図っている。 

 

２．フォローアップ研修 

新入職員として１年が経過しようとする年度末に、１年間を振り返り、気持ちを新たにし

て業務に専念できるように終日研修がある。これまでの失敗やトラブルから多くのことを学

び、理解し考えながら仕事をすることの大切さについて研修を通して学ぶ。また、今後の目

標を設定し、職場の活性化を目指したアクションプランを企画・実行させている。 

 

３．FSD 講演会 

平成 19年度、20年度に開催した全学的な FSD講演会への職員の参加状況については表Ⅸ-

１の通りである。年間ほぼ３回実施している。テーマは「分かる授業」、「学生の実態」、「学

生への接し方」、「キャリア支援」、「ハラスメント」など多岐に渡っているが、年度初めには

学生との接し方やハラスメントに関する講演を行い、学生支援上、留意することを喚起して

いる。平成 18 年度、19 年度は職員の参加は尐ないが、教職協働の重要性が浸透してか平成

20 年度には参加人数も堅調な伸びを示している。教育改善のために、職員の教育への参画す

る意思の芽生えとして評価できよう。特に、係長以上の参加が増え、本学の教育改善に向け

て、課題を教員と共有しようとする姿勢が生まれてきたことは他の SD 活動（OCW、FSD ワー

クショップ）にも好影響を与えている。 
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表Ⅸ-１ 教育開発支援センターが主催した FSD講演会（平成 18・19・20年度） 

 

４．OCW(オープンクラス・ウィークス) 

平成 19年度後期から教員に加えて、職員も OCWに参加するようになった。教員は他の教員

の授業における工夫を学ぶことが目的であるが、職員は学習環境や学生の受講態度を体験し

て、学修支援、キャリア形成支援、学生生活支援などの学生支援の業務改善に向けた討議や

本学での教育について理解し、学生募集に生かす活動が必要であるという考えに基づく。こ

の OCWのアウトプットとして各部署で討議された「業務改善策」は学内に公開され、情報の

共有がなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 度 
開催日時・参加者

数 
講 演 者・内 容 

1 

平成 18年

度 

第 1回 

11月 27日（月）・ 

5名 

1部：宮田  仁氏：滋賀大学の FDについて 

2 部：M.H.マツノ准教授：変わるアメリカにおける FD の役割－Changing Role of 

Faculty Development in America－ 

2 

平成 18年

度 

第 2回 

1月 29日（月）・ 

3名 

1部：沖  裕貴氏：「ゆとり世代」の学生実態 

2部：Curtis P.Ho氏：－Educational Technology : Designing Ubiquitous Learning 

Opportunities for Students－ 

3 

平成 18年

度 

第 3回 

2月 26日（月）・ 

12名 

1部：小田 浩史氏：学生の就職活動、今の状況とは！？ 

2部：武井 章弘教授：本学経済学部における就職支援（事例紹介） 

4 

平成 19年

度 

第 1回 

4月 23日（月）・ 

12名 

1部：中村 慶子氏：学生への接し方 

2部：藤原 吉夫氏（学生課職員）：学生の安全を考える 

5 

平成 19年

度 

第 2回 

6月 25日（月）・ 

5名 
林  徳治氏：分かりやすい授業づくり 

6 

平成 19年

度 

第 3回 

 

11月 19日（月）・ 

31名 
工藤  潤氏：「大学の認証評価」制度について 

7 

平成 20年

度 

第 1回 

5月 26日（月）・ 

45名 

1部：伊丹 昌一氏：発達障がいのある学生支援 

2部：井山 里美氏：セクシュアル・ハラスメントの防止 

8 

平成 20年

度 

第 2回 

12月 1日（月）・ 

58名 

1部：山砥 敏宏氏：就職環境と学生指導 

2 部：キャリアセンター職員：質の高いキャリア支援を目指して－８つの新たなキャ

リア支援－ 

9 

平成 20年

度 

特別企画 

6月 30日（月）・ 

41名 
小林 哲夫氏：ジャーナリズムの立場からの大学評価 
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表Ⅸ-２ OCW(オープンクラス・ウィークス) 

 

５．FSD ワークショップ 

これまで、階層別研修や管理者研修を毎学期、テーマを設定して実施してきた。本学の FD

活動は教員と職員による協働を重視しており、平成 19年度後期から、同じテーブルで教職員

が教育・学修支援、ICT 推進、キャリア形成支援、初年次教育やソーシャルスキル推進支援

などの課題について毎学期末、終日提案型の討議がなされる（平成 19 年度は教員と別テーブ

ルで討議）。そして、このワークショップで提案された改善策は当センターでさらに検討を重

ねられ、各学部に提案される。こうして、平成 19年度前期ワークショップからキャリア教育

プログラムや平成 20年度前期の学生支援分科会からは学生行動基準の素案が生まれた。こう

した討議だけにとどまらない提案型のワークショップは教育改善の原動力になっている。 

 

表Ⅸ-３ FSDワークショップ 

 

【点検・評価】 

 

 

 

 

 

 

  年 度 開催日時・参加者数 内 容 

1 
平成 19年度 

後期 

平成 19年 11 月 12日（月）～11月 24日（土）・  

77名 

2クラス以上の授業を参観し、「授業参観・評価票（報

告書）」を提出、業務改善に向けた討議。 

2 
平成 20年度 

前期 

平成 20年 5月 7日（水）～5月 28日（水）・ 

63名 

2クラス以上の授業を参観し、「授業参観・評価票（報

告書）」を提出、業務改善に向けた討議。 

3 
平成 20年度 

後期 

平成 20年 11月 17日（月）～12月 6日（土）・ 

81名 

2クラス以上の授業を参観し、「授業参観・評価票（報

告書）」を提出、業務改善に向けた討議。 

  年 度 開催日時・参加者数 内 容 

1 
平成 19年度 

前期 

平成 19年 7月 31日（火）および 8月 3

日（金）のいずれか 1日・両日で 26名 

若手教職員対象 在職 10年未満、40歳以下 

１．分かりやすい講義の構築 

２．キャリア形成支援 

３．Webサイトによる大学広報 

2 
平成 19年度 

後期 
平成 20年 3月 5日（水）・9名 

在職 10年未満、50歳以下（前回参加者は除く） 

メインテーマ「教育支援プログラム」 

１．初年次教育支援プログラム 

２．キャリア教育支援プログラム 

３．ICT推進支援プログラム 

3 
平成 20年度 

前期 
平成 20年 8月 5日（火）・17名 

管理者研修 

メインテーマ「大学全体の教育力の向上」 

１．学部教育分科会 

２．学修支援分科会 

３．キャリア支援分科会 

４．学生支援分科会 

4 
平成 20年度 

後期 
平成 21年 3月 10日（火）・5名 平成 22年度 学部の取り組みのまとめる。 

職員の FSD 活動について、FSD 講演会および OCW への参加状況を見ると、平成 19 年度前期まで

は低調であるが、教職協働の重要性が認識されてきたことや講演のテーマが「認証評価制度」とい

うことで、FSD 講演会への参加を促したこともあり、平成 19 年度後期から FSD 講演会の参加者数

は増えている（図Ⅸ-１）。 
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表Ⅸ-４ 平成 20年度に開催した FSD講演会に対する職員の満足度 

 

【改善方策】 

これまでの SD 活動は教職協働を基軸として、FSD 講演会、OCW、FSDワークショップを実施

したが、職員の職能開発という観点から、さらに個々の職員の能力やライフサイクルに忚じ

た企画力および遂行力の養成に資する多様な SDプログラムが必要だと考える。職員はその中

から自分にあったプログラムを選択して SD活動に参加できるように今後、改善を目指して取

り組みたい。また、SD 活動への参加状況は所属長会議で報告され、また、FSD 活動への参加

状況を個別に通知を行い、積極的な参加を呼びかけてきたが、自ら参加したいと思う研修プ

ログラムの構築を目指す。 

 

 

 

FSD講演会 
実施日・ 

参加者数 
講 演 内 容 大いに満足 やや満足 普通 やや不満 

平成 20年度 

第 1回 

5月 26日

（月）・ 

45名 

1 部：伊丹 昌一氏：発達障がいのある学生支

援 
22 17 6 2 

2 部：井山 里美氏：セクシュアル・ハラスメ

ントの防止 
17 6 7 0 

平成 20年度 

第 2回 

12月 1日

（月）・ 

58名 

1部：山砥 敏宏氏：就職環境と学生指導 17 13 11 3 

2 部：キャリアセンター職員：質の高いキャリ

ア支援を目指して－８つの新たなキャリア支

援－ 

26 9 5 1 

平成 20年度 

特別企画 

6月 30日

（月）・ 

41名 

小林 哲夫氏：ジャーナリズムの立場からの大

学評価 
13 12 4 6 
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図Ⅸ-１．FSD講演会と OCWへの参加者数の推移 

FSD講演会は平成 19年度後期から職員の参加者が急増。

また、OCWへの参加者も増え、学生の実態把握に基づく

業務改善の討議がなされる。 

参
加
職
員
数
（
名
） 

また、学生の実態把握と業務改善の必要性が

認識されてか FSD 講演会よりも授業参観・評価

である OCW のほうが職員には新鮮だったようで

FSD 講演会を上回る職員の参加があった。平成

20 年度の参加者は全職員の約７割であった。ま

た、アウトプットとして、学生の受講態度を観

察後の討議では、大人数教室での座席指定やソ

ーシャルスキルの向上のための職員によるキャ

ンパス見回りなどの提案がなされ、教育改善の

重要性が浸透したものと評価できる。しかし、

職員の業務への影響を考慮し、開催時期等も十

分考慮すべきである。 

なお、FSD ワークショップについては対象者

は指名制であるため、参加状況調査を割愛した。 

FSD 講演会について、参加者の多かった平成

20 年度アンケート結果は表Ⅸ-４に示すよう

に、概ね満足が得られたが、今後、職員の希望

するテーマに沿うような講演会を企画してい

く。 
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Ⅱ．大学院における事務組織 

 

１．事務組織の構成 

 

 （１）事務組織の構成と人員配置 

 

【現状の説明】 

本学の事務組織の全体図を示すと下図のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員配置については、事務局長補佐 1 名、大学事務長 1 名、教育開発支援センター4 名、

図書館課 6 名、国際センター5 名、エクステンションセンター3 名、学生相談センター3 名

（兼務 1 名含む。）、学生課 26 名、キャリアセンター13 名、教務課 29 名、ＩＴセンター3

名、大学院事務室 7名（兼務 1名含む。）、入試事務室 16名、会計課 8名、庶務課 20名であ

る。 

大学院における教学に関する補佐業務については、为に大学院事務室が担っているが、図

書館や国際センター等については、大学の施設を共有しており、各部署の職員が兼務してい

る。 

 

【点検・評価】 

事務組織については、業務内容、業務量、人員配置について毎年見直しを行い、各部署間

で調整のうえ、組織運営がより効率的になるよう人員配置を行っている。 

また、図書館課等一部業務を外部委託することにより、専任職員数の削減、専門化、効率

化がなされている。 

 

【改善方策】 

事務組織の構成と人員配置について、特に問題はない。 

 

２．事務組織と教学組織との関係 

 

  （１）事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

 

【現状の説明】 

事 務 局 長  

事務局長補佐 

  

短期大学事務長 
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現在、本大学院には６研究科（商学研究科、経済学研究科、国際学研究科、法学研究科、

コンピュータサイエンス研究科、法務研究科）の教育研究組織（以下「教学組織」という）

があり、これらの教学組織に対忚する事務組織として、大学院事務室が置かれている。 

本学の教育・研究の国際交流の推進、外国語の実践的運用能力を高めるための教育、言語

文化に関する講演会・シンポジウムの企画および開催などに関しては、多彩な国際交流活動

を企画・運営する国際センターが置かれている。 

また、「学内の情報設備の管理・運用」と「教育におけるＩＣＴ推進」を２本の柱として

設置したＩＴセンターでは、「教育におけるＩＣＴ推進」として、ワークグループ活動など

を通した様々な教職協働によるＩＣＴ推進取り組みを行っている。 

さらに学生相談センター室などの学生の支援組織としての教学組織にも、それに対忚して

必ず事務組織が設置されている。 

 

【点検・評価】 

各教学組織の長は教員であるが、基本的には各教学組織を運営する諸機関の事務はそれぞ

れの事務組織が担っており、また、教学部門の懸案事項等を検討する各研究科委員会にも原

則として事務組織の長やそれに代わる者が書記として参加しており、事務組織側の意見を述

べることができるようになっている。 

このように、本学の事務組織と教学組織との連携協力関係は、確立していると言える。 

 

【改善方策】 

現時点では、事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況は適切であると言える

が、今後の大学院を取り巻く困難な環境を考えると、大学院運営について事務組織と教員組

織とがさらに密接な相互協力関係を保ち、一体となって連携協力関係の強化を図っていくこ

とが重要である。 

 

  （２）大学院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 

 

【現状の説明】 

事務組織は、教学組織との連携において研究科委員会、学部長会議等おいて綿密な連絡調

整を図りながら常に協働体制をとっている。 

具体的には、学部長会議等において、事務職員は卖なる書記としてではなく、一構成員と

して双方の意見が反映できるように体制が整備されている。 

 

【点検・評価】 

以上のとおり、本大学院の事務組織と教学組織は、様々な場面で相互に意見交換を行い、

情報の共有化や問題意識を共有しながら円滑な大学院運営の推進に取り組んでいることか

ら、両者の連携協力関係は良好であると言える。 

 

【改善方策】 

今後、大学院を取り巻く環境がさらに厳しさを増す中で、事務職員が教育職員と対等に意

見交換を行い、大学院の様々な意思決定の場に参加できるような組織・機能づくりを充実さ

せることにより、事務組織と教学組織の更なる有機的一体性を図る。 

 

３．事務組織の役割 

 

   （１）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 

 

【現状の説明】 
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組織運営のためには会議体が必要となるが、会議には研究科委員会、大学協議会の基本的

会議と総長以下の大学の役職者によって構成される学部長会議、大学院委員会等の各種会議

が設置されている。これらの会議には、事務職員もその一員として出席している。会議は原

則として月に１回開催され、それぞれの立場で意見交換ができる機会であり、事務組織と教

学組織の連携協力体制が執られている。 

 

【点検・評価】 

各部局の事務部門レベルで、諸問題や企画立案すべき内容をあらかじめ連絡・調整したう

えで、会議に提出しているため、意思決定がスムーズに行われており、事務組織体制は適切

であると言える。 

 

【改善方策】 

現在、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に機能しており、

改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

  （２）学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

 

【現状の説明】 

本大学院における意思決定機関は、研究科委員会、学部長会議、大学協議会等が設けら

れ、原則として月 1 回会議が開催されている。これらの会議開催にあたり事務組織は発議

をはじめ、資料の整理・調整・提出・会議録の作成にあたり、常に連携が図られている。

伝達システムについては、大学院の人事、为な行事、規程改正等は研究室近くにある教員

用掲示板やホームページ上に掲載する方法で伝達される。その他の理事会決定事項や教学

に係わる全学的な審議・協議決定事項は、事務組織へは所属長会議を通して、教員組織へ

は研究科委員会を通して伝達される。また、研究科委員会の結果も職員へは所属長会議を

通して報告される。研究科委員会等の为な会議には、事務職員が構成員または書記として

加わっており、所属長あるいは当該職員を通して関係事務組織へ結果が伝わることになる。 

 

【点検・評価】 

学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動については、理事会

決定や研究科委員会の報告などが所属長会議を通じて各部署に伝達され、事務組織は各業

務において適宜対忚しており、適切に機能しているといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

 （３）国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

 

【現状の説明】 

大学、短期大学の国際交流関係業務を担当する部局として、昭和 62年に国際交流センタ

ーが発足し、その後国際センターとなり現在に至っている。国際センターには所長（1名）

と副所長（若干名）の他、大学の各学部（短期大学においては学科）から推薦された国際

センター委員が置かれ職務にあたっている。また、所長と副所長をもって構成される国際

センター運営委員会があり、学生の海外派遣、留学生の受入れ等国際センターの全てのプ

ログラムの企画検討を行っている。 

国際センター事務局には 5 名のスタッフが常駐している。スタッフには学生時代に日本

から海外の大学に留学し学んだ経験のある者や、海外から日本の大学に留学していた者も

おり、日本語以外に英語、韓国語、インドネシア語などを駆使して、海外の諸大学との折
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衝にあたっている。また、学生の留学派遣指導に際しては留学査証取得、海外旅行保険、

海外で生活していく上での心構え、各種奨学金に関すること、また留学生受入れ業務に際

しては在留資格認定交付申請手続き、日本語カリキュラム案の検討、ハウジング問題、各

種奨学金など専門的な知識を生かして学生指導業務にあたっている。 

 

【点検・評価】 

事務局は常に一般学生や国際センター为催のプログラム経験者からの意見や要望の把握

に努めながら、提携大学への留学生派遣や提携大学からの留学生受入れあるいは短期海外

研修プログラムなどに関する企画、立案を行っている。国際センター所長は、必要に忚じ

て国際センター運営委員会を開催し、事務局から提出されたプログラム案を審議する。審

議の上了承されたプログラム案は諸手続きの後、事務局が为体となって実施していく。実

施の際に学生に対しプログラム内容の説明をするにあたっては、実際に留学経験のあるス

タッフから具体的な話が聞けるため、学生にとっては心強い相談相手になっている。 

 

【改善方策】 

提携大学との交換留学生の受入れと派遣については、インフルエンザを始めとする病気

時への対忚やメンタル面での相談そしてホストファミリーとのトラブルなど様々なケース

であらゆる専門知識が必要とされる。学生や留学生に対して丁寧で分かりやすい指導を行

っていくためにも、日本学生支援機構(JASSO)や国際教育交流協議会(JAFSA)あるいは保険

会社等が開催する研修会や危機管理セミナーに絶えず参加し、専門知識の修得をめざすと

ともに、他大学の事務職員との情報交換にも力を入れる。 

 

  （４）大学院運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況 

 

【現状の説明】 

大学院の運営に関しては、大学院委員会、研究科委員会において審議される。大学院委

員会の審議事項は、各研究科間の連絡調整、大学院学則及び規定の改廃、学位の授与、研

究科及び学科目の増設又は変更、教員の人事及び学科担当、その他総長又は大学院部長の

諮問事項などとなっている。研究科委員会の審議事項は、学生の入学、休学、退学及び復

学並びに課程修了の認定等学事、学生の補導及び賞罰、学位論文の審査などとなっている。

大学院運営に関して、入学から修了までにいたる業務を大学院事務室が事務を行っている。 

 

【点検・評価】 

大学院は大学院委員会、研究科委員会における決議に沿って適正に管理・運営されてお

り、企画・立案・改善・改革・点検・評価が行われている。 

 

【改善方策】 

 大学院の運営を経営面から支えるための事務機能の確立については、学校経営に関する

政策形成を支援する事務組織の確立と事務機能を拡充するため、職員個々の資質向上を図

り、行政管理能力を高めていく。 

 

 （５）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 

 

【現状の説明】 

  本学には事務組織の一つとして「大学院事務室」があり、これが大学院６研究科全ての

教学事務を一元的に担当している。 

大学院事務室は、専任事務職員７名（うち１名は大学事務長を兼務しているため、実質

的には６名である。）で構成しており、うち３名（係長１名、为任１名、一般課員１名）が
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商学、経済学、国際学、法学およびコンピュータサイエンスの各研究科を、その他の３名

（係長１名、为任２名）が法務研究科を担当しているが、教育支援業務については担当研

究科の垣根を超え全員で行っている。また、法務研究科が昼夜開講制を採用していること

から、教育活動に支障がないよう、授業・試験期間中（土・日曜日を含む。）について、上

述の６名の職員の勤務時間帯を２種類（①午前９時～午後５時、②午後１時３０分～午後

９時３０分）に分け、交替で職務に当たることとしている。その際、両時間帯とも、必ず

２名以上の出勤となるよう留意している。 

     大学院事務室における为な業務は、次のとおりである。 

 

    〔教務関係〕 

     時間割編成、履修指導、学生生活要項（Campus Life）作成、オリエンテーション実施、

試験管理、学年暦案作成、教室使用調整・管理、日課授業準備、補講実施管理、各種証

明書発行、学籍管理、教員出講管理、成績管理、学位論文審査関連業務、科目等履修生

関連業務 等 

    〔入学試験関係〕 

     入学試験要項作成、入学試験実施、入学手続管理、各種広報関係業務 等 

    〔学生生活関係〕 

     学生相談、厚生補導、学生カード管理、学生証管理、学割発行、各種奨学金関係業務、

学生関係調査・統計、専用自習室管理、修了生管理 等 

 

 大学院事務室職員は、教学関係の最高意思決定機関たる研究科委員会に必ず書記として

複数が臨席し、その議事録を保管する役割を担っている。また、委員会等提出資料の大半

は、研究科長の指示の下、大学院事務室において作成している。その他、事務室为体の企

画・立案内容に関する検討を含め、必要に忚じて研究科長と打合せを行い、機動的に組織

が運営されるよう努めている。 

 

【点検・評価】 

大学院各研究科の設置形態および規模に忚じ、適切な事務組織を整備し、機能的に職員

が配置されていると評価できる。交替勤務であっても、職員間の連絡調整、意思疎通は比

較的良好になされており、特段の問題は生じていない。 

また、教学組織の責任者である研究科長と大学院事務室との連携が適切であり、諸問題

に比較的迅速に対忚している他、事務室の企画・立案についても十分な検討がなされたう

えで実行に移されており、評価できる。 

 

【改善方策】 

大学院事務室を中心に、大学院の充実と将来発展のために、日常業務の点検・評価を継

続的に実施することにより、事務局としての企画・立案機能を強化する。 

 

  ４．スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ） 

 

 （１）事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

 

【現状の説明】 

「事務組織の構成と人員配置」における記述のとおり人員配置をしていることから、大

学と大学院研究科の区別なくスタッフ・ディベロップメントの対象としており、大学の当

該個所を参照願いたい。 
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第１０章 施設・設備 

 

Ⅰ．大学における施設・設備等 

 

１．施設・設備等の整備 

 

（１）大学・学部の教育研究目的を実現するための施設・設備等の諸条件の整備状況の適切性 

 

【現状の説明】 

①校地・校舎 

本学は大阪府吹田市岸部のキャンパス(約１２万４千㎡)を中心に、吹田市千里山・摂津

市千里丘・茨木市大門寺と岡山県笠岡市差出島に校地を有しており、面積は校地２１６，

２８４㎡、校舎１０２，０７３㎡を保有し、校地・校舎とも大学設置基準面積(校地７３，

０００㎡、校舎３６，８５３㎡)を十分満たしている。 

   キャンパスは梅田・新大阪から近く、公共交通の便も JR・阪急と二通りあり、いずれも

最寄駅から徒歩数分で交通至便な立地となっている。また、周辺には安威川が流れ、古く

からの閑静な住宅地で、文教の町となっている。 

  キャンパスの建物の概要は表Ⅹ―１のとおりである。 

 

表Ⅹ―１ キャンパス建物概要 

建物名称 構造 階数 延面積(㎡) 竣工年月 用途 

本 館 SRC 1F～8F 4、679.3 昭和 51. 3 研究室棟(研究室・講堂・事務室)  

図書館 RC B2～3F 8、248.2 昭和 52. 8 図書館棟(閲覧室・自習室) 

2号館 SRC B4～6F 11、993.0 平成 13. 2 IT講義棟(大教室・小教室・事務室) 

3号館 SRC 1F～6F 1、632.5 平成 10. 9 IT講義棟(自習室・相談室) 

5号館 SRC B3～9F 13、695.6 平成 2. 3 大学院棟(研究室・教室・自習室) 

9号館 RC 1F～3F 2、640.50 昭和 40.10 体育館棟(ｱﾘｰﾅ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室) 

11号館 SRC 1F～2F 2、894.7 昭和 51. 3 大講義室棟(大教室・中教室) 

12号館 SRC B1～5F 10、246.4 昭和 51. 3 学生会館(食堂・部室・道場・事務室) 

13号館 SRC B2～6F 8、056.5 昭和 51. 3 小講義室棟(教室・演習室) 

14号館 RC 1F～3F 2、508.0 昭和 53. 8 法科大学院棟(自習室・模擬法廷) 

15号館 SRC B1～3F 5、887.6 昭和 55. 3 大講義室棟(大教室・中教室) 

16号館 SRC B1～6F 8、608.8 昭和 51. 3 小講義室棟(教室・演習室・事務室) 

17号館 SRC B2～5F 12、156.6 昭和 58. 8 研究室棟(研究室・会議室・事務室) 

20号館 SRC 1F～2F 903.69 平成 11. 4 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ棟(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室) 

    

②为な施設・設備 

ア.整備状況 

保守改修事業を含め、施設・設備の整備、充実を随時 進めており、平成 17～20年度は、

次のとおり実施した。 
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〔平成 17 年度〕 

(ア)13 号館電気室改修工事 

(イ)人工芝テニスコート新設工事 

(ウ)岸部キャンパス隣接地造園工事 

(エ)シンボルツリー植栽植替え工事 

(オ)記念室前 前室改修工事 

(カ)ビジネス研修実習室改修工事 

(キ)Ｙショップ大阪学院大学店改装工事 

(ク)Ｙショップオープンカフェ用コンセント増設工事 

(ケ)模擬法廷家具他工事 

(コ)ＡＥＤ設置 

(サ)製氷機設置(体育施設アイシング用) 

 

〔平成 18 年度〕 

(ア)北バイク置場移設工事 

(イ)法科大学院自習室ブース増設工事 

(ウ)12 号館 5階音楽室防音改修工事 

(エ)16 号館プロジェクタ改修工事 

(オ)4号門外部掲示板工事 

(カ)内部掲示板整備工事 

(キ)12 号館ガス引き込み改修工事 

(ク)13 号館 6階教室改修工事 

(ケ)ゴルフ練習場打席部等人工芝化工事 

(コ)16 号館屋上看板工事 

(サ)芝生広場歩行路他設置工事 

(シ)車路フェンス設置工事(岸部中 4丁目 274-1 他) 

(ス)17 号館 5階ホスピタリティインダストリー研究所家具設置工事 

 (セ)体育館アリーナ床全面修理(破損板総取替) 

 (ソ)構内外構床タイル取替修理 

 

〔平成 19 年度〕 

 (ア)北側駐輪場隣接地整備工事 

 (イ)13 号館 I-ChatLounge情報コンセント工事 

(ウ)13 号館 1階マリオジェラテリアカフエ増設工事 

(エ)緊急地震速報配信システム(KB-2000T)設置 

 (オ)ＡＥＤ増設 

 (カ)ゴルフ練習場修理(ポール・ネット・バンカー等) 

(キ)授業動画撮影自動化設備導入(法務研究科) 

 

〔平成 20 年度〕 

 (ア)千里山グラウンド サッカー場人工芝整備 

 (イ)千里山グラウンド サッカー場ゴールキーパー練習場整備 

 (ウ)千里山グラウンド ソフトボール場整備 

(エ)20 号館トレーニング機器入替 

(オ)大教室プロジェクター光源取替 

(カ)A 食堂食器保管庫取替 

(キ)千里山校地ガス管入替 
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イ.講義室・演習室・実習室 

各教室は、授業科目の受講者数および授業内容、方法等に忚じ適宜配当している。 

講義室および演習室の仕様は表Ⅹ―２のとおりである。 

 

表Ⅹ―２ 講義室・演習室・実習室一覧 

用途区分 建  物 席  数 室  数 

小 教 室 

1 号館 81席   2室 

13 号館 
79席   4室 

80席   11室 

16 号館 80席   16室 

大・中教室 

1 号館 

300席   1室 

170席   1室 

165席   1室 

5 号館 253席   2室 

11 号館 

449席   1室 

187席   2室 

272席   2室 

15 号館 

187席   4室 

272席   2室 

447席   1室 

668席   1室 

16 号館 
161席   2室 

200席   2室 

演 習 室 

1 号館 
36席   2室 

30席   1室 

5 号館 44席   1室 

13 号館 30席   6室 

16 号館 30席   11室 

 

また上記以外に、70 インチビデオプロジェクター、カセットテープデッキ、ＶＨＳビデ

オデッキ、アナライザー回答機等を整備しているＡＶ教室が 2 室(50名・75 名収容)あり、

ビジネス実習室(80名収容)も１室整備している。 

なお、パソコン教室等情報処理実習室は、「(2)教育の用に供する情報処理機器などの整

備状況」で記載する。 

  ウ.教育施設  

   (ア)学習支援室 

     学生の学習相談、個別指導等の学習支援として利用している。 

   (イ)Ｉ－Ｃhat Ｌounge 

     インターナショナル・チャット・ラウンジの略称であり、ネイティブスピーカーの専属

講師や留学生と日本語以外の言語で会話する異文化交流スペースとしている。 

   (ウ)ホスピタリティインダストリー 研究所 

     ホスピタリティ教育を通じた人材育成や教育コンテンツの提供の場としている。 

   (エ)和 室 

    「日本文化(華道)」の生花の授業や大学祭等で利用している。 

   (オ)模擬法廷 

     法科大学院の授業や講演会等で利用している。 

   (カ)チューター室 
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     法科大学院生の学習相談を弁護士がチューターとして対忚する専用室を２室配置して

いる。 

   (キ)ホール 

     330 席収容の多目的ホールとして、講演会、FD・SDセミナー等で利用している。 

  エ.体育施設・課外活動施設 

(ア)グラウンド 

キャンパスの近くに総面積約 14、000 ㎡のグラウンドがあり正課授業を始め、クラブ

活動等で利用している。また、その他に千里山グラウンド(硬式野球専用グラウンド・

サッカー専用人工芝グラウンド・テニスコート・ソフトボール場)・第二グラウンド(ア

メフト・ラグビー専用グラウンド)・安威川グラウンド(多目的グラウンド)がある。 

課外活動等と調整のうえ、日祝日に地元自治体や尐年野球チームなどに開放し、地域

の体育振興等に貢献している。 

(イ)体育館 

1 階がトレーニングルーム(ノーチラス製)・卓球場、2 階アリーナ(バレー兼バスケッ

トコート 2面)・舞台(入学卒業式典・学園祭等で使用)を備えている。 

(ウ)トレーニングセンター 

 各種トレーニング機器、ミーティングルームがある。 

(エ)テニスコート 

キャンパス北側にあり、コートはハードコート(デコターフ使用)5 面から出来ており、

夜間照明を完備している。 

(オ)弓道場 

  キャンパスの单側にあり、弓道場(和弓)と洋弓レンジから成っている。 

(カ)道場 

１２号館の单端に武道棟があり、３階が柔道場・４階が剣道場になっている。 

  オ.図書館 

    地上３階地下２階から成り、閲覧席は 1,113 席、書籍の蔵書冊数は約１００万冊に上り、 

メディアステーション、ロッカールーム等を備えている。 

  カ.学生施設 

   (ア)学生相談センター 

     学生生活や心身の健康、各種ハラスメント等に関わる問題について、専門のカウンセラ

ーおよび専任スタッフによる忚対場所となっている。 

   (イ)クラブ部室 

     クラブ部室は５３室、各自治会集会室を 3室配置している。 

   (ウ)学生自習室 

     学部生は、専用自習室(24 席)の 4室および空き教室を利用可としており、大学院生は、

専用自習室の３室(計３２８席)および合同研究室(１２席)を 1室配置している。 

   (エ)千里山セミナーハウス 

      本学の北西にあたる千里山にある鉄骨三階建、収容人員は６４名の宿泊施設で、都心

近くにありながら豊かな自然に恵まれた場所で、ゼミナールや課外活動などに多く利用

されている。 

   (オ)学院島 

岡山県笠岡市沖の一島（差出島）に研修施設として学院島臨海研修所がある。夏に

はゼミ合宿やクラブ・サークル活動、地元交流試合の宿泊拠点などとして利用してい

る。 

  

【点検・評価】 

 校地面積および校舎面積ともに大学設置基準上の要件を十分に満たしており、校舎をはじ

め各施設・設備ともに保守、改修を随時行ない、各学部、研究科の教育研究目的を実現する
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ための環境整備に努めてきた。 

 施設・設備については、学部・学科・研究科の増設等に合わせ、この１０年間においては、

２号館新築、２０号館新築、１４号館改修や、千里山セミナーハウス開設、CALL 教室新設、

学習支援室（旧ラーニングセンター）開設、Ｉ－Ｃhat Ｌounge開設、ホスピタリティイン

ダストリー研究所開設、キャリアデザインルーム開設、模擬法廷新設、パソコン実習室増設、

海外の大学との遠隔授業が可能なオープンラボの新設・整備、授業をオンデマンド配信する

ための自動撮影装置を教室に設置、双方向型教育支援システム OGU-Caddie の整備等があり、

近年では、課外活動の充実を図るため、千里山グラウンドのサッカー場に人工芝を敷設する

大幅改修(平成２０年４月)や、最新のＩＴ環境に適忚するためのパソコン教室の情報機器の

入替(平成２１年４月)、 モバイルキャンパスサポート OGUSの導入(平成２１年４月)などが

あり、充実した学生生活および各学部、研究科のカリキュラムの内容に沿った教育研究条件

の整備を随時行なってきたと考える。 

 

【改善方策】 

本学が昭和５０年から順次校舎の建て替えを中心に実施してきたキャンパス整備事業は、

「大阪学院大学キャンパス計画」として昭和５８年に日本造園学会賞を受賞し、昭和５９年

度のリクルート社の満足度アンケートで日本の大学 校舎ベスト１に選ばれた。その後もマ

スタープランに従い、段階的な整備を行い「きれいな大学」というイメージをこれまで定着

させてきたことは、本学の大きな特色であり、今後もこの清潔で快適な学習環境を維持する

よう保守点検・改修等を強化する。 

 また、大学を取り巻く環境のなかで忘れてならないのがバリアフリーとエネルギーの問題

である。バリアフリー対策や省エネルギー対策は大阪府の「福祉まちづくり条例」や文部科

学省の「学校施設の環境対策推進セミナー」「大学等における省エネルギー対策に関する研

修会」で指示されており、建物の耐震化と併せ、地球温暖化対策の一助として本学も参加し

ている「チーム・マイナス６％」のプロジェクトに沿い、省エネ・省資源に向けた取り組み

を盛り込んだ施設設備改善計画を立案し、順次実現に向けて格段の努力をする。 

 

（２）教育の用に供する情報処理機器などの整備状況 

 

   【現状の説明】 

本学では、平成９年に学内のすべてのコンピュータや情報コンセントをつなぐ教育研究系

ネットワーク OGUNET（Osaka Gakuin University NETwork）を整備完了し、その後、全学的

な情報化諸施策を行ってきた。为なものを挙げると、携帯電話を利用した学生向け情報発信

システムの整備、インストラクターが常駐する学生向け会員制マルチメディア施設「MELOP

（MEdia Laboratory Of Phoenix）」の開設、LMS（Learning Management System）の全学的

導入、館内全席情報コンセント設置など様々な情報設備を備えた新学舎２号館の竣工など、

平成 12 年までに先駆的に取り組んだ施策がこれに当たる。その後、学外とのインターネッ

ト接続回線の増強（１０M専用線+１００M共有線）、ブロードバンド普及への対忚として VPN

サービスの開始、ビデオ会議システムの整備を実施するなど、時流を見極めながら、学生の

学習、学生生活を支援する環境の整備を図り、現在に至っている。 

このような変遷を経た本学の情報処理機器等の整備状況は、次のとおりである。 

 

①学内のパソコン整備状況 

学生が利用可能なコンピュータの整備状況は表Ⅹ－４に示すとおりである。 

学生は、開放されているパソコン教室やラウンジに設置したコンピュータで自学自習が可

能となっている。また、ヘルプデスク（名称：OGUNET ヘルプデスク）や図書館でノート PC

（Windows XP）の貸与を受けることもできる（キャンパス内利用に供する貸出）。 

なお、表中に「大学院研究室」「大学院自習室」と記述した教室は、大学院生専用のスペ
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ースとなっており、授業外での自習や共同学習の場として提供している。 

また、表Ⅹ―５に示すとおり、情報学部専用のパソコン利用施設である合同研究室に、卒

業研究（ゼミナール）を为たる用途として、情報機器類を設置している。ここでは、研究領

域に適合する機器・ソフト類を整備しており、心理実験や技術調査、プログラミング、ハー

ド組み立て実験など、それぞれの授業形態に合わせて利用されている。 

さらに、大学院コンピュータサイエンス研究科の実習室として、02-03-06教室（２号館）

にコンピュータ１０台（WindowsXP）と Unix 端末を３台設置しており、VLSI(Very Large Scale 

Integration)の実習や調査・分析などに利用できるようになっている。 

これらの、学内に設置したコンピュータ類を学習用デバイスとして、学習時に学生が利用

できるシステム・設備類は、先述の、「LMS（名称：OGU-Caddie/オージーユー・キャディー）」、

「携帯電話向け情報発信システム（名称：OGUS/オグズ）」のほか、「WEBMAIL」、「個人専用ネ

ットワークドライブ（＝ファイルサーバ）」、「Web履修システム」、「図書館システム（OPAC）」

などが挙げられる。これらのシステム類は、学生用ポータルサイト（名称：WEB PATHOS/ウ

ェブ・パトス）から利用できるようになっている。 

 

表Ⅹ－4 学内のコンピュータ設置状況 

教室名 台数 

2号館 

02-03-04教室 60 

02-03-05教室 60 

02-03-09教室 24 

02-03-10教室 17 

5号館 
1 階ラウンジ 8 

2 階大学院研究室 6 

12号館 

12-04-01教室 40 

12-04-02教室※ 40 

12-04-04教室※ 32 

12-04-05教室※ 32 

3 階ラウンジ 

（学生課内） 
2 

13号館 2 階ラウンジ 5 

14号館 
2 階大学院研究室 8 

3 階大学院自習室 10 

16号館 

16-B1-05教室 40 

16-B1-07教室 36 

16-01-01教室 64 

16-06-05教室 29 

16-06-06教室 29 

注 1.02-03-04･05は H21年 3 月に Windows Vista 仕様の機器にリプレスした。 

注 2.※印は CALL 教室を表す。 
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表Ⅹ－５ 情報学部合同研究室コンピュータ設置状況 

教室名 台数 

2号館 

02-03-03 16  

02-03-07 14 

02-03-08 16 

02-04-01 12 

02-04-03 12 

02-04-04 6 

02-04-05 10 

02-04-06 12 

02-04-07 16 

02-04-08 12 

02-05-01 4 

02-05-03 5 

02-05-04 5 

02-05-06 16 

 

②プロジェクタ、教卓用コンピュータ 

教員が授業を進める上で、教材提示等をコンピュータで行える施設して表Ⅹ－６に示す教

室を整備している。また、この他の教室においてもコンピュータ等を利用できるよう、教務

課(大学院は大学院事務室)にてノート PCとプロジェクタの貸し出しを行っている。 

 

表Ⅹ－６ プロジェクタ、教卓用コンピュータ常設教室 

教室名 席数 備考 

02-B1-01 180 2面スクリーン設置 

02-B1-02 288 3面スクリーン設置・TV会議システム設置 

02-B1-03 120 3面スクリーン設置 

02-B1-04 60 2面スクリーン設置・TV会議システム設置 

02-03-01 40 プロジェクタのみ常設（ノート PCは持込） 

02-03-02 40 プロジェクタのみ常設（ノート PCは持込） 

15-02-03 668  

16-B1-03 200  

16-B1-04 200  

オープンラボ 30 8面マルチモニタ設置・TV会議システム設置 

 

③その他の情報関連施設 

学生のコンピュータ・リテラシー学習に特化した施設として、MELOP がある。MELOP では

４５台のコンピュータ（Windows XP ほか）を設置し、インストラクターが常駐して随時情

報系講習会を実施しており、特にモチベーションの高い学生のクリエイティビティ（創造性）

とスキルアップを支援している。 

他方、「教育の用に供する」という点では、教員向けの情報処理施設もこの範疇にあると

いえる。本学では、教員向けヘルプデスク（DSS：Digital Support Service）に教員の授業

準備用としてコンピュータ（Windows XP ほか６台）、プリンタ、スキャナ、製本機など、授

業準備に利用するための機器類を設置しており、専任・非常勤講師に関わらず自由に利用で

きる。これは、本学 IT センターが推し進める 本学の教育における ICT推進の一環として環

境提供するものである。 

最後に、学内ネットワークのセキュリティ確保のために、ファイアウォールの設置をはじ
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め、ウィルス対策サーバ、メールフィルタシステムを設置し、２４時間監視体制のもと、安

全かつ安定したネットワーク運用を行っている。 

 

【点検・評価】 

本学の情報化施策は、LMS(学習管理システム)の全学的導入など、平成 12年前後から積極

的、先駆的に取り組み、その後は ITセンターが中心となって“Technology as a Tool”を

標榜し、情報技術の進展を追いかけることよりも「その道具を使って何をするのか」という

点に注目して、諸運用に当たることに専心してきた。この方針は、現在、教育における ICT

推進の取り組みとして、インストラクショナル・デザイン（ID）と ICT(情報通信技術)の有

効活用を目指す教職協働「ICT推進ワークグループ」活動に昇華しつつある。ここでは、「教

育活動における課題・問題に対して取りうる方策・方法を、利用しうる道具・設備を使って

どれだけ効果的・効率的に成果を引き出せるか」に注目しており、ひいては日本の高等教育

における ICT の進展に資する事例・データを提供できる可能性のあるものとして、今後引き

続き推進していくものである。 

しかしその一方で、機器・システム類の適切な更新作業や種々の問題がある。今後は、予

算等と調整を図りながら、改善を進める必要がある。 

 

①コンピュータのソフト・機器の更新 

 教育効果の向上を図るため、頻繁なコンピュータソフトの更新や、機器においても耐

用年数も勘案しながら、定期的な更新が必要である。 

②印刷環境の改善 

 印刷可能なエリア（PC 教室と図書館内のみ）が限られているため、学生の利便性

を考慮し、施設拡充やネットワーク調整など環境改善が必要である。 

③ＩＤ管理 

 現在、システム毎に ID を配付しているため、ID 管理を困難にしている。セキュリテ

ィは低下するものの IDの一括管理は有効であり、導入を一考する必要があると考える。 

 

【改善方策】 

コンピュータの機器・ソフト等の更新を積極的に進め、学生・教職員にとって最適な情報

環境の提供に努める一方、長所たる教育における ICT 推進の取り組みにおいては、ID リテ

ラシーや既存機器リテラシーを高め、本学の教育・研究に特化した成果を生む一助となるべ

く、ICT推進ワークグループと ITセンターが中心となって、ICT利活用の業績蓄積、教員用

ポータルサイトにおける教員間情報共有、さらなる ICT 利活用提案を行い、教育・研究活動

の効果・効率・魅力を高めていく。 

 

  ２．キャンパス・アメニティ等 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学のキャンパスは、勉学の場であると同時に、戸外での語らいや思索の場であると考え、

大都市近郊の都市型大学でありながら「リスの住める環境」を目途に校舎の設計施工と維持

管理にあたっている。 

本学のキャンパスは北から单に向けてなだらかな傾斜を持つ平坦地にあり、アクセントと

して、多尐の起伏をつけている。しかしながら、バリアフリーとは二律背反の部分もあるた

め、スロープの設置により整合性をとっている。 

キャンパスは、全体として均衡のとれた校舎配置に、静寂の中、水音や鳥の鳴き声がする

落ち着きのある環境を創出している。 
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建物内は、可能なかぎり学生ラウンジなどのゆとりの空間を設置し、造形美術品などを配

置して、語らずとも自然に情操豊かな学生の育成に資する環境作りをしている。 

校舎の配置は校地の外周に高層棟を設置し、外部の騒音などを排した静寂な環境作りを目

的としている。また校地中央部に大規模低層棟を設置し、圧迫感なく収容力の大きな建物を

実現している。 

そして、これら建物群をデッキやブリッジで繋ぐことで天候に左右されることなくスムー

ズな移動を可能としている。また、建物間には出来得る限り樹木を植栽して森の空間を創出

し、学生にとって使いやすくまた癒しのある環境を提供している。 

日常のキャンパス内の施設・設備等の維持管理は会計課が为に担当し、建物およびキャン

パス全体の清掃、樹木植栽の手入れ、施設・設備の保守・点検・整備を専門業者に委託して

行なっている。 

 

【点検・評価】 

施設・設備に関しては、快適な学生生活を支援するため、関係部署と調整のうえ、定期的

に庶務課、会計課と委託業者との会議を開催し、メンテナンス・清掃等を確認し維持する体

制が整備されている。 

また、本学では「健康増進法」の施行以前から、キャパス内における受動喫煙防止の取り

組みを実施してきた。対忚策としては、「分煙」を基本方針とし、当初は建物内における部

分禁煙から全面禁煙へ、その後、建物外においても同様に喫煙場所を徐々に縮小するととも

に、随時キャンペーンを行い、段階的に受動喫煙防止に努めてきた。その効果もあり、かな

り改善されてきたが、まだ一部の学生による指定場所以外での喫煙や歩行喫煙が見受けられ

るため、学生のマナー向上の取り組みを検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

本学の特色である、きれいなキャンパス環境を維持し、キャンパス・アメニティの形成・

支援に向け、今後も庶務課および会計課が中心となり関係部署と調整検討し、計画的に改

修・改善を実施するとともに、学ぶ環境と生活する環境とがうまく融け合ったアーバンアク

ティビティの環境創りを展開して行く。 

また、受動喫煙防止を中心とした学生のマナー向上に向けた取り組みについては、学生自

治会である学友会や学生部委員会と事務局が調整し、各種キャンペーンを引き続き実施して

いく。具体的には、オリエンテーションでの指導をはじめ、各所に看板を設置し、休み時間

毎にキャンパス内を担当者が巡回・指導し、協力を呼びかける。 

 

（２）「学生のための生活の場」の整備状況 

 

【現状の説明】 

本学が「学生のための生活の場」として、次のとおり福利厚生施設を整備している。 

①購買部 

紀伊國屋書店が入店し、教科書・参考書・専門書・一般書籍・雑誌が揃い、文房具等も

販売しており、価格はすべて１割引で提供していることから、学生の利用は多い。 

 

②学生食堂 

大阪東部市場内へ出店の食堂専門業者など、２社が入店し、合計約５５０席の椅子やテ

ーブルを配置している他、飲料の自動販売機と給茶機を設置し、栄養バランスのとれたバ

ラエティ豊かな食事を提供しており、学生のアンケート調査の結果も好評である。 

また、カップ麺・パン・菓子・飲料等の自動販売機を設置し、昼食時には軽食を提供す

る K.M.36BANCHI(約１４０席)は、午後１０時まで開放し日曜日や祝日も利用できることか

ら、クラブ活動後の学生や、夜間の授業を受講する大学院生にとって、落ち着いて休息し、
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仲間と語らう憩いの場となっている。 

 

    ③ファストフード店・コンビニエンスストア 

人気が高いファストフード店のマクドナルドと、コンビニエンスストアのヤマザキ Yシ

ョップが入店(合計１５８席)しており、特にマクドナルドは近辺に店舗が無いことから学

生だけではなく地域の方々にも喜ばれている。 

 

    ④屋外施設 

ギリシャの円形劇場を模した屋外集会場の「サンクンプラザ」や、「噴水広場」、キャン

パスに隣接した芝生のオープンスペースに桜を为に植栽した「ＯＧＵ広場」があり、学生

が自由に語らえる空間を提供している。 

サンクンプラザや噴水広場は、昼食を摂る学生に利用されると共に、クラブ・サークル

のパフォーマンスなども行われ、学生相互の憩いの場となっている。 

また、芝生を敷き詰めたＯＧＵ広場は、約４，０００㎡の広さがあり、学生のみならず

近隣住民の憩いの場ともなっている。 

 

    ⑤学院島臨海研修所 

岡山県笠岡市にあり、島内は古代の祭祀跡や古墳などがあり、季節になるとユウスゲの

花が咲く美しい島である。学生達が合宿などで利用し、海水浴・釣りなど種々のレクリェ

ーションを通じ、普段とは違う環境の中で親睦を図り、終生の友を得る絶好の場となって

いる。 

立地が瀬戸内海国立公園(第１種)内にあり、法の定める規制が厳しいため、建て替えや

増改築が難しく、昭和４６年４月竣工以来、外観形状を変えることなく内容の充実を図り

整備に当っている。 

 

    ⑥その他 

ＡＴＭ(ゆうちょ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行)などがある。 

また、建物内各所に、学生達が語らい休息できる場としてラウンジが設けられている。

いくつかのラウンジにはインターネットを利用できるパソコンも設置しており、多くの学

生が利用している。 

課外活動施設として、１２号館にはクラブ部室や防音を施した音楽系クラブ用スタジオ、

道場、更衣室、シャワー室、ランドリー室を設置している。２０号館トレーニングルーム

は、最新のトレーニング機器を揃えており、一般学生の利用も多く、学生が快適に利用で

きる環境を整備している。 

 

【点検・評価】 

キャンパスの内外に、学生の快適な生活を実現するための諸施設・設備を適切に配置して

おり、問題はない。 

また、こうした諸施設・設備のメンテナンスについては、計画的に実施しており、その進

捗状況を大学の責任において一元的に把握する仕組みが機能しているため、学生が安心して

生活できる環境が維持できている。 

 

【改善方策】 

学生のための生活の場としてのキャンパス環境を維持するため、今後も整備に努める。 

 

（３）大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

【現状の説明】 
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本学の大学周辺の「環境」への配慮の取り組みは、昭和５０年の校舎整備に始まり、近隣

住民が生活通路としていた里道などを校舎建て替えと共にセットバックして、通路拡幅・歩

道を設置し、歩車分離・水溜り除去のためインターロッキング化するとともに、アメリカハ

ナミズキを植栽して並木を作り、憩いの空間造りをするなどの街路整備を行なってきた。 

本学はＪＲ岸辺駅および阪急正雀駅から徒歩数分の距離に位置していることから、学生の

通学に関しては、自動車通学は禁止している。キャンパス内には約４，０００㎡の駐輪場を

設置し、自転車やバイクを利用する学生には登録を義務付けている。 

入学試験や大学祭等の各種イベントに際しては、地域の警察や最寄り駅をはじめ町内会・

自治会等へ連絡を行い円滑な実施を図っている。大学の施設の開放やクリスマスコンサート、

イルミネーション等のイベントは好評であり、大学周辺の多くの方々に参加いただいている。 

このように、本学は近隣地域社会と密接にコミュニティーを形成し、創立以来地域に貢献

し、地域と共に発展する姿勢を具現化している。 

 

【点検・評価】 

現在、街路整備などハード面はほぼ完了しており、一般民家と接する部分や公道付近の樹

木や雑草等については障害にならないよう点検し、必要に忚じて会計課が専門業者に依頼す

る体制が整っている。 

大学近隣への迷惑駐車や通学路の歩行マナーに関し、近隣からクレームを受ける場合があ

り、教職員が巡回などを通じて注意を呼びかけているが、十分でないことから、更なる指導

の強化が必要である。 

 

【改善方策】 

本学は、「岸部地域まちづくり協議会」の幹事として、地域の発展および環境問題に積極

的に取り組んでおり、今後も地域連携室の取り組み(第７章社会貢献 1.社会への貢献参照)

をはじめ、大学周辺に止まらず広く地域全体の環境に配慮した取り組みを進めていきたい。 

学生のマナーについては、引き続きオリエンテーション時の指導や学内キャンペーンを行

い、その向上を図る。また、職員および学生ボランティアでゴミ拾い等を行い、地域の環境

美化に貢献する 

 

 ３．利用上の配慮 

 

（１）施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

 

【現状の説明】 

「大阪府福祉まちづくり条例」(平成５年４月１日施行)に基づき、本学の指針として法の

定めるとおり整備計画を作成し、定期報告を行い、順次バリアフリー化等の整備を進めてい

る。 

具体的には、階段箇所のスロープ設置・案内板の点字表示、身障者対忚トイレの設置等、

一般的な部分については整備している。また、実際に身体に障がいのある学生を受け入れる

際に、入学前に当該学生とともに学舎内で不便が生じる箇所を確認し、スロープの増設や教

室への専用机の設置等を行ない対忚した。このように身体に障がいを持つ学生の各々の状態

に忚じ、学生が不便に感じる問題が生じた場合は、学生課が窓口になり、状況を把握し、関

連部署と連絡・調整し、即座に対忚する体制が整備されている。 

 

【点検・評価】 

上記のとおり個々の障がい者に忚じた配慮が適切になされており評価できる。ただし、完

全バリアフリー化には至っていないため、調整のうえ順次施設等の改修に努める。 
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【改善方策】 

大阪府福祉まちづくり条例第１８条に基づく改善計画定期報告は、平成 8年度から開始さ

れ、隔年に改善の実施報告をしている。 

本学はこの大阪府の改善方針(条例施行細則３条)に従い、障がい者や高齢者に使い易い施

設となるよう、今年で１３年目になるバリアフリー化に引き続き努力する。 

 

（２）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 

 

【現状の説明】 

本学は卖一キャンパスであるため、該当しない。 

 

  ４．組織・管理体制 

 

（１）施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

 

【現状の説明】 

施設・設備の維持管理は、法人本部と会計課が連携して担っている。なお、実際の維持・

管理にあたっては専門の外部業者に委託している。日々の維持・管理状況は、会計課に報告

されており、問題発生時には迅速に対忚できる連絡体制が確立されている。 

また、会計課は、庶務課を交え、委託業者と毎月定例会議を開催し、施設・設備に関する

状況把握に努めている。 

 

【点検・評価】 

施設・設備の維持・管理に関する責任体制は明確であり、適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

責任体制は明確であり、今後も適切な施設の維持・管理に努める。 

 

（２）施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

 

【現状の説明】 

施設・設備面の衛生・安全確保については、委託業者が日常的に建築・設備の点検・保守、

清掃、警備等を実施し、担当部署(会計課・庶務課)に定期的(日次報告・定例会議)かつ緊急

時は随時状況を報告し、対忚することにより安全を確認できる体制を整備している。 

施設・設備の保守・点検については、消防法による消防設備外観機能点検(年２回)、簡易

専用水道法による受水槽・高架水槽定期清掃(年１回)ならびに水質検査(年２回)、廃棄物処

理法による汚水槽・雑排水槽・グリストラップ等清掃(年２回)、特定建築物に係るねずみ・

昆虫防除(年１回)、O-157全館消毒(年２回)、ビル管法による空気環境測定(2か月毎 1回)、

建築基準法によるエレベータ・エスカレータ定期点検(毎月)法定点検(年１回)、電気事業法

による電気工作物精密点検(2年毎 1回)等々その他法定作業等、定期的に遅滞なく実施し所

管官庁へ報告している。 

警備関係については、警備員を配置し、休日も含め 24 時間、構内に警備員が常駐し、夜

間は巡回警備している。また、学舎の一部にカードゲートによる入室管理システムを導入し、

各エレベータにはカメラを設置し、安全の確保に努めている。 

清掃については、専門業者により日常的に実施しており、トイレ内の消毒液の補充や除菌

作業等衛生面についても十分注意を払っている。また、定期的にワックスがけや窓清掃を実

施しており、外構庭園についても日常的に清掃を行い、造園業者が植栽等の剪定・草花の植

替え・害虫防除の樹木消毒作業を実施している。 
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学生施設の千里山セミナーハウスや学院島臨海研修所については、管理人が常駐し、他の

施設と同様に清掃、保守点検を日常的に実施している。 

体育館、トレーニングセンターについては、利用者がいる時間帯に管理人およびトレーナ

ーを常駐させ、各設備・器具についても日常的に点検し、利用者の安全を確保している。 

防火・震災等災害対策については、「学校法人 大阪学院大学消防計画」に基づき、自衛

消防隊組織を編成し、毎年春・秋の火災予防週間に併せて、春は消火器操法訓練、秋は学園

祭の翌日に消防避難訓練を実施すると共に、各自が各所の消火器設置場所を常に把握してお

くよう徹底している。 

その他、学舎内の害虫駆除について、定期的に専門業者による検査・薬剤散布を実施して

おり、新型インフルエンザ流行時には対策本部を設置し、対策本部長のもとホームページや

携帯メールにより学生および教職員に注意を促し、感染防止を目的に学内への入場ゲートを

制限し、指定した出入口に事務職員を配置し、設置した消毒ボトルで手指の消毒を来学者に

促し、感染拡大防止に努める体制が確立している。 

 

【点検・評価】 

施設・設備の安全を確保するシステムとして１３号館地下に中央監視室を設置し、学内の

施設稼働を全てコンピュータで集中制御し、安全を確保している。 

中央監視室は、キャンパス全ての施設設備の故障・事故警報、監視およびビテオテープへ

の記録、運転状況の確認・記録機能を備えており、緊急時に即座に対忚できるシステムが整

備されている。 

また、各施設は２４時間監視により、無理、無駄、ムラのない省エネルギー運転を実現で

きている。 

ソフト面で評価する項目として「緊急地震速報」のシステム導入があげられる。これは、

㈱NTTコミュニケーションズのシステムを利用して、本学で震度 4以上の地震が予測された

場合、地震が到達する数秒前にキャンパス内の全館一斉に緊急放送が流れる仕組みで、学生

の安全を確保する対策として期待している。 

 

【改善方策】 

施設・設備の保守・点検、警備、清掃については、専門業者に委託し実施する体制が整備

されており、中央監視室による衛生・安全の確保が確立しているが、防災対策としての「消

防計画」や「緊急地震速報システム」については、事前に学生や教職員への周知が必要であ

り、災害時の対忚についても徹底を図らなければ、これらのシステムを活かせないと考えら

れるため、オリエンテーションやゼミナールの授業等で連絡・指導を図る。 

冷暖房の熱源を昭和 59 年から冷温水発生機に取替え、また燃料も当初の灯油からガスに

替えるなど、その時期折々に省エネ・大気汚染防止・ごみ問題なども含め、地球環境保護に

取り組んでおり、今後も施設の改修を行う。 

 

Ⅱ 大学院における施設・設備等 

 

１．施設・設備等の整備 

 

（１）大学院・研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等の諸条件の整備状況の適

切性 

 

【現状の説明】 

   大学院研究科は学部と同一キャンパス内にあり、施設・設備等については、ほぼ学部と共

用している。 

大学院は为に 5号館(地下 2階～地上 9階建)と 2号館(地下 4階～地上 6階建)・14号館(地
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上 3 階建)の建物を使用しており、商学研究科・経済学研究科・国際学研究科・法学研究科の

授業は为に 5 号館、コンピュータサイエンス研究科は 2 号館と 5 号館、法務研究科は 5 号館

と 14 号館の教室を、それぞれ受講者数や授業内容に忚じて使用しており、特に社会人学生が

多く在籍する法学研究科と法務研究科については、授業時間に忚じ夜間利用に対忚すべく冷

暖房、照明、警備等に配慮している。 

   大学院の専用施設・設備としては、2号館(24席、パソコン 10台、ロッカー、参考書籍等)

と 5 号館の学生研究室(34 席、パソコン 6 台、参考書籍配架等)、と 14 号館(159 席・パソコ

ン 10 台、複写機、ロッカー、参考書籍等)となっている。 

  

【点検・評価】 

   14 号館および 2 号館の学生研究室は 9時から 22時まで、5号館の学生研究室は 9 時から 18

時まで、事務休業日を除き毎日利用することができ、年間メンテナンス等の数日を除き毎日

使用できるよう整備し、安全面を考慮しカードゲートにより入室を設定している。平成 20年

度には学生研究室にシュレッダーやプリンター兼複写機を設置するなど、大学院生の日々の

研究や学習、論文作成等を支援し、教育研究目的を実現するための施設・設備を整備してい

ると評価できる。 

   また、講義・演習室は受講者数に忚じ適切な教室を配当している。 

 

【改善方策】 

    大学院の施設・設備は、大学院生の研究課題に対忚すべく適切に整備されていると考える

が、社会人学生が多い本研究科の特性を考慮し、今後もカリキュラム内容や大学院生の要望

等を考慮し、施設・設備の充実を図りたい。 

 

（２）教育の用に供する情報処理機器などの整備状況 

 

【現状の説明】 

大学院は、学部と同様の教育研究系ネットワーク OGUNET（Osaka Gakuin University 

NETwork）を整備し、情報化諸施策を行ってきた。 

コンピュータサイエンス研究科については、平成 17 年度から 3 か年にて専用の実習室

02-03-06教室（2号館）にコンピュータ 10台（WindowsXP）と Unix端末を 3台設置しており、

コンピュータサイエンス研究科の学生が占有して VLSI(Very Large Scale Integration)の実

習や調査・分析などに利用できるように整備した。 

また、パソコン教室以外で授業中にコンピュータを利用する場合（为に、教員が画面提示

するような場合）、教員が大学院事務室にてノート PC とプロジェクタの貸与を受けて利用す

ることができるようにしている。 

教員向けの情報処理施設については、学部と同様にヘルプデスク（DSS：Digital Support 

Service）に教員の授業準備用としてコンピュータ（WindowsXP ほか 6 台）、プリンタ、スキャ

ナ、製本機など、授業準備に利用するための機器類を設置しており、専任・非常勤講師に関

わらず自由に利用できるようにしている。 

なお、学内ネットワークのセキュリティ確保のために、ファイアウォールの設置をはじめ、

ウィルス対策サーバ、メールフィルタシステムを設置し、24 時間監視体制のもと、安全かつ

安定したネットワーク運用を行っている。 

 

【点検・評価】 

本学の情報化施策は、これまで LMS(学習管理システム)の全学的導入など非常に積極的、先

駆的に取り組んできたが、機器・システム類の適切な更新作業が遅延している点は否めない。

これらについては、経費等の問題があり、容易に実現できるものではない、というのが問題

点である。 
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【改善方策】 

経費を伴う案件への対忚には、「会議体」を確立して、大学財政と的確な連携を創出する仕

組みを構築することが必要であり、これにより、効率的に情報環境が適宜更新されると考え

る。 

 

２．キャンパス・アメニティ等 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

学部と共有するキャンパスは、勉学の場であると同時に、戸外での語らいや思索の場であ

ると考え、落ち着いた自然環境を十分に取り入れ、快適な学習環境を創出すべく維持管理に

あたっている。 

建物内は、可能なかぎり学生ラウンジなどのゆとりの空間を設置し、造形美術品などを配

置し、建物間には出来得る限り樹木を植栽して森の空間を創出して、学生にとって使いやす

くまた癒しのある環境を確保している。 

日常のキャンパス内の施設・設備等の維持管理は会計課が为に担当し、建物およびキャン

パス全体の清掃、樹木植栽の手入れ、施設・設備の保守・点検・整備を専門業者に委託して

行なっている。 

キャンパス・アメニティの形成については、施設整備、学生生活支援の両側面から支援し

ており、内容に忚じて大学院事務室が庶務課および会計課と調整、検討する制度が整備され

ている。 

 

【点検・評価】 

  施設・設備に関しては、快適な学生生活を支援するため、大学院事務室が庶務課・会計課

と調整し、定期的に庶務課、会計課と委託業者との会議を開催し、メンテナンス・清掃等を

確認し維持する体制が整備されている。 

 

【改善方策】 

キャンパス・アメニティの形成・支援に向けては、今後も大学院事務室および庶務課、会

計課が中心となり学生のアンケート結果等を考慮し、調整・検討し、環境問題も含めて推進

していく。 

 

（２）「学生のための生活の場」の整備状況 

 

【現状の説明】 

本学が「学生のための生活の場」として整備している福利厚生施設は、学内ではブックセ

ンター購買部、学生食堂、ファストフード店、コンビニエンスストア、ATM(ゆうちょ銀行・

三菱東京 UFJ 銀行)などがある。 

学外には、千里山セミナーハウスや、学院島臨海研修所(岡山県笠岡市)があり、普段とは

違う環境の中で教員・大学院生間の親睦を図り、研究活動を進めるうえで絶好の場となって

いる。 

 

【点検・評価】 

ブックセンター購買部は紀伊國屋書店が入店し、学習・研究課題に必要な参考書や専門書

が１割引の価格で購入できることから、大学院生の利用は多い。また、カップ麺・パン・菓

子・飲料等の自動販売機を設置し、昼食時には軽食を提供する K.M.36 BANCHI (約 138席)は、
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22 時まで開放しており、日曜日や祝日も利用できることから、夜間の授業を受講する大学院

生にとって、落ち着いて休息し、仲間と語らう憩いの場となっている。また、大学院生につ

いては教職員食堂の利用を認めており、教員と共に食事しながら落ち着いて語らえる場所と

して提供している。他に、号館毎に、学生達が語らい休息できる場としてラウンジが設けら

れており、インターネットを利用できるパソコンラウンジと共に多くの大学院生に利用され

ている。 

 これらのことから、「学生のための生活の場」については、大学院生に配慮し整備されて

いると考える。 

しかし、利用者のマナーの問題として、ラウンジを占拠して仮眠したり、自習室で飲食す

るなど他の利用者に迷惑や不快な思いをさせる者が一部いることが苦慮される。 

 

【改善方策】 

学生のための生活の場を整備し、充実させるには利用する大学院生の協力も必要不可欠で

あり、利用者のマナー向上に向けた取り組みを、実行していきたい。 

また、今後も学生のニーズを中心に将来に向けた展望に立って、防災や省エネルギーなど

国・自治体の施策も包括した形で、安全で快適な大学づくりを維持・推進していく。 

 

（３）大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

【現状の説明】 

本学の大学周辺の「環境」への配慮の取り組みについては、大学院は学部と同一キャンパ

スであることから、学部と同様の取り組みであり、本学の大学周辺の「環境」への配慮の取

り組みは、昭和 50 年の校舎整備の開始に始まり、近隣住民が生活通路としていた里道などを

校舎建て替えと共にセットバックして、通路拡幅・歩道を設置し、歩車分離・水溜り除去の

ため当時珍しかったインターロッキング化し、またこれも当時珍しいアメリカハナミズキを

植栽して並木を作り、憩いの空間造りをするなどの街路整備を行なってきた。 

本学はＪＲ岸辺駅および阪急正雀駅から徒歩数分の距離に位置していることから、学生の

通学に関しては、自動車通学は禁止している。キャンパス内には約 4,000 ㎡の駐輪場を設置

し、通学で自転車やバイクを利用する場合は、1年卖位で登録させ、大学が発行したステッカ

ーを貼らせたうえで許可している。 

また、地域の自治会とは定期的に連絡を取り合い、特に入学試験や大学祭等の各種イベン

トの実施に際しては、地域の警察や最寄り駅をはじめ町内会・自治会等の協力を得て実施し

ている。 

大学の施設の開放やクリスマスコンサート、イルミネーション等のイベントは好評であり、

大学周辺の多くの方々に参加いただいている。 

このように、本学は近隣地域社会と密接にコミュニティーを形成し、創学以来地域に貢献

し、地域と共に発展する姿勢を具現化している。 

 

【点検・評価】 

大学院についても、学部同様現在、街路整備などハード面はほぼ完了しており、一般民家

と接する部分や公道付近の樹木や雑草等については障害にならないよう点検し、必要に忚じ

て会計課が専門業者に依頼する体制が整っている。 

学生のマナーについては、自動車やバイク・自転車で通学し、大学近隣の路上や商業施設

の駐車場に不法･迷惑駐車を行い、近隣の住民や商業施設に迷惑を掛ける場合が尐なくない。 

また、最寄り駅から大学までの通学路を学生が専横し歩行するという苦情が寄せられるこ

ともあることから、学内で注意を呼びかけ、大学周辺を職員が中心となって巡回し指導をし

てきたが、徹底できていないのが現状であり、更に注意を呼びかけ指導する必要がある。 

また、最近になって、キャンパス内の樹木に住み着いたカラスやネコに対する苦情が大学
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に寄せられ、動物愛護の問題もあり苦慮しており、対策を検討する必要がある。 

 

【改善方策】 

本学は、「岸部地域まちづくり協議会」の幹事として、地域の発展および環境問題に積極的

に取り組んでおり、大学院についても、学部と共に地域連携室の取り組みを始め、大学周辺

に止まらず広く地域全体の環境に配慮した取り組みを進めて行きたい。 

学生の迷惑駐車や通学路のマナー問題については、引き続きオリエンテーション時の指導

や学内キャンペーンを行い注意喚起するとともに、職員および学生ボランティアで定期的に

巡回し指導しながら、道路付近に捨てられたゴミを拾い、環境美化を推進したい。 

大学に住み着いた動物については、駆除するのではなく自然に減尐させる方策として、カ

ラスについては学内のゴミ箱に全て蓋をし、カラスが中のエサを取れないように工夫すると

共に、エサとなる生ゴミを出さないように注意したい。ネコへの対策としては、エサを与え

る地域住民や学生に注意を促し、一般道路とネコが好む樹木の茂みを遮断するバリケードを

設置することで対忚したい。 

 

３．利用上の配慮 

 

（１）施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

 

【現状の説明】 

大学院においても法の定めるとおり整備計画を作成し、定期報告を行い順次バリアフリー

化等の整備を行なっている。「大阪府福祉まちづくり条例」(平成 5年 4月 1日施行)の附則に

は〔私たち一人ひとりが自立し、生きがいをもって生活し、それぞれの立場で社会に貢献す

ることができる真に豊かな福祉社会の実現は、私たちすべての願いであり、また、責務でも

ある。こうした社会を実現するためには、一人ひとりが一個の人間として尊重されることを

基本に、社会からのサービスを平等に享受でき、意欲や能力に忚じて社会に参加できる福祉

のまちづくりを進めることが、とりわけ重要である。私たち一人ひとりが基本的人権を尊重

し、お互いを大切にする心をはぐくみ、福祉のまちづくりを進めるためにたゆまぬ努力を傾

けることを決意し、すべての人が心豊かに暮らせる「福祉都市・大阪」の創造の一翼を担う

ことを府民の総意として、この条例を制定する。〕とあり、本条例の精神を本学の指針として

法の定めるとおり整備計画を作成し、定期報告を行い、順次バリアフリー化等の整備を行な

っている。 

 

【点検・評価】 

身体障がい者への対忚として、階段箇所のスロープ設置・案内板の点字表示、身障者対忚

トイレの設置等、一般的な部分については整備している。また、実際に身体に障がいのある

学生を受け入れる際に、入学前に当該学生とともに学舎内で不便が生じる箇所を確認し、ス

ロープの増設や教室への専用机の設置、自習室入室の際に連絡するブザーの設置等を行い対

忚すると共に、オリエンテーションで全大学院生に協力を依頼した。このように身体に障が

いを持つ学生の各々の状態に忚じ、学生が不便に感じる問題が生じた場合は、大学院事務室

が窓口になり、状況を把握し、関連部署と連絡・調整し、即座に対忚する体制が整備されて

いる。 

 

【改善方策】 

大阪府福祉まちづくり条例第 18条に基づく改善計画定期報告は、平成 8年度から開始され、

隔年に改善の実施報告をしている。 

本学はこの大阪府の改善方針(条例施行細則 3 条)に従い、障がい者や高齢者に、使い易い

施設となるよう、今年で 13 年目になるバリアフリー化に引き続き努力する。 
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（２）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 

 

【現状の説明】 

本学は開学より、学生の授業間の移動過重を重要と捕らえ、今後も現状の方針を継続する。 

 

【点検・評価】 

現在、本学では、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

等の問題はない。 

 

【改善方策】 

原状の方針を継続する。 

 

４．組織・管理体制 

 

（１）施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

 

【現状の説明】 

大学院の使用建物の維持管理は学部と同様に法人本部と会計課が連携のうえ担当し、多く

は専門の外部業者に委託しているが、使用管理について授業等は大学院事務室で、その他の

稼動は大学庶務課で行なっている。 

施設使用者(教員・大学院生)の意見や苦情は授業評価アンケートや日常の会話から大学院

事務室で集約して、大学会計課や庶務課へ連絡があり、事案の内容により早期または年間整

備計画で鋭意改善している。 

 

【点検・評価】 

施設・設備の維持、点検・管理については、法人本部と連携し为に会計課が担当するが、

内容により大学院事務室等適切な部署を取り決めており、委託業者とは毎月開催する会計

課・庶務課との定例会議や、会計課への日次報告をはじめ、問題発生時には迅速に対忚でき

る連絡体制が確立されている。 

 

【改善方策】 

施設・設備の保守・管理・点検・清掃については、アウトソーシングしているが、専門分

野別に効果的な委託を進めるうえで、委託業者数が増加することが予想されることから、今

後も適切な連絡体制の維持・整備に努める。 

 

（２）施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

 

【現状の説明】 

前項に記述したとおり、大学院の施設・設備については、学部と共有であり、維持・点検・

管理については、学部と一括して専門の外部業者に委託している。 

 

【点検・評価】 

施設・設備面の衛生・安全確保については、委託業者が日常的に建築・設備の点検・保守、

清掃、警備等を実施し、担当部署(会計課・庶務課)に定期的(日次報告・定例会議)かつ緊急

時は随時状況を大学院事務室にも報告し、対忚することにより日常的に安全を確認できる体

制を整備している。 
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【改善方策】 

大学院専用の施設・設備についても学部と同様に、保守・点検、警備、清掃を専門業者に

委託し実施する体制が整備されており、中央監視室による衛生・安全の確保が確立している

が、防災対策としての「消防計画」や「緊急地震速報システム」については、事前に大学院

生や教職員への周知が必要であり、災害時の対忚についても徹底を図らなければ、これらの

システムを生かせないと考えられるため、オリエンテーションやゼミナールの授業等で連

絡・指導を図りたい。 
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第１１章 図書・電子媒体等 

  

１．図書、図書館の整備 

 

（１）図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整

備の適切性 

 

【現状の説明】 

  本学図書館は、流通科学部・経営学部・経済学部・法学部・外国語学部・国際学部・情報

学部および企業情報学部の８学部とこれに直結している大学院の商学研究科・経済学研究

科・法学研究科・国際学研究科およびコンピュータサイエンス研究科の５研究科、通信教育

部および法科大学院の図書館資料ならびに大阪学院短期大学の図書館資料を取り扱っている。 

        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うち、教育用・研究用図書

および図書館資料等の選書は、各学部・学科の図書委員ならびに図書館員が、学生（学部生・

大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）・教職員等、利用者の要求および

カリキュラムに沿って一般教養図書・専門書を中心に行っている。 

また、国内新刊図書のうち官公庁刊行物等の資料は、（株）かんぽう発行の「政府刊行物等

総合目録」に拠り選書し、市販の図書は、「ウイークリー出版情報」等を参考に選書している。

視聴覚資料のビデオの選定は、年 2回図書委員会で行っている。 

さらに目録データは、国立情報学研究所のデータをオンライン等で取り込むことによって、

刊行後速やかに利用者への提供が、可能となるように努めている。 

 図書予算は、次のとおりである。 

 

区   分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

 

 

大 

 

 

 

 

 

学 

流通科学部 2,200,000円 840,000 円 800,000 円 800,000 円 

経営学部 2,200,000円 1,810,000円 1,490,000円 1,480,000円 

経済学部 4,030,000円 2,930,000円 2,440,000円 2,580,000円 

法学部 3,040,000円 2,570,000円 1,870,000円 1,630,000円 

外国語学部 2,100,000円 1,700,000円 1,410,000円 1,280,000円 

国際学部 1,690,000円 900,000 円 800,000 円 800,000 円 

情報学部 1,000,000円 910,000 円 800,000 円 800,000 円 

企業情報学部 2,520,000円 860,000 円 800,000 円 800,000 円 

共通科目 6,900,000円 4,480,000円 3,590,000円 3,460,000円 

通信教育部 400,000 円 400,000 円 400,000 円 400,000 円 

小  計 26,080,000円 17,400,000円 14,400,000円 14,030,000円 

 

大 

 

学 

 

院 

商学研究科 500,000 円 500,000 円 500,000 円 500,000 円 

経済学研究科 500,000 円 500,000 円 500,000 円 500,000 円 

法学研究科 300,000 円 300,000 円 300,000 円 300,000 円 

国際学研究科 200,000 円 200,000 円 200,000 円 200,000 円 

コンピュータ 

サイエンス研究科 

100,000 円 100,000 円 100,000 円 100,000 円 

小    計 1,600,000円 1,600,000円 1,600,000円 1,600,000円 

法科大学院 670,000 円 670,000 円 670,000 円 670,000 円 

短期大学 900,000 円 400,000 円 400,000 円 400,000 円 

学術雑誌 62,000,000円 62,000,000円 62,000,000円 60,500,000円 

追録等 24,500,000円 24,500,000円 24,500,000円 23,500,000円 

合  計 115,750,000円 106,570,000円 103,570,000円 100,700,000円 
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① 図書 

図書の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、本学紀要と他大学等紀要等との

交換による図書資料類、退職教員の個人教育研究用図書費による返却図書・研究助成費によ

る返却図書および科学研究費補助金による返却図書等、受け入れにより収集している。 

平成 20年度（平成 21年 3月 31日現在）の本学図書館の蔵書総数は 1,035,507冊である。

平成 17年度から同 20年度までの４年間における蔵書の年平均増加数は 18,000 冊であり、そ

の内訳は、和書で年平均 13,800 冊・洋書で年平均 4,200 冊の増加である。 

    蔵書冊数は、次のとおりである。 

 

和 書 洋 書 合 計 

702,198 冊    333,309冊  1,035,507冊 

  

図書の受入冊数は、次のとおりである。 

 

区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

購 

 

入 

和 書 14,441 冊 12,551 冊 11,512 冊 10,289 冊 

洋 書 4,885 冊 3,792 冊 3,820 冊 2,914 冊 

小 計 19,326 冊 16,343 冊 15,332 冊 13,203 冊 

寄 

 

贈 

和 書 1,801 冊 280 冊 3,480 冊 1,062 冊 

洋 書 1,029 冊 181 冊 75 冊 121 冊 

小 計 2,830 冊 461 冊 3,555 冊 1,183 冊 

合   計 22,156 冊 16,804 冊 18,887 冊 14,386 冊 

 

  ② 学術雑誌 

学術雑誌の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、本学紀要と他大学等との交

換による紀要類、退職教員の個人教育研究用図書費による返却学術雑誌等、受け入れにより

収集している。 

平成 20 年度（平成 21 年 3 月 31 日現在）の所蔵種数は、3,709 種である。平成 17 年度か

ら同 20年度までの 4年間における所蔵種数は、ほぼ横ばい状態である。その内訳は、和雑誌

2,598種・洋雑誌 1,111種である。そのうち継続雑誌は、2,658 種で、和雑誌 2,105種（うち

購入分は、516 種）・洋雑誌 553 種（うち購入分は、522種）である。 

    所蔵種数は、次のとおりである。 

 

和雑誌 洋雑誌 合 計 

2,598 種 1,111 種 3,709 種 

 

学術雑誌の受入種数は、次のとおりである。 

 

区  分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

購 

 

入 

和雑誌 531 種 531 種 552 種 516 種 

洋雑誌 552 種 552 種 540 種 522 種 

小 計 1,083 種 1,083 種 1,092 種 1,038 種 

寄 

 

贈 

和雑誌 1,590 種 1,590 種 1,590 種 1,589 種 

洋雑誌 31 種 31 種 31 種 31 種 

小 計 1,621 種 1,621 種 1,621 種 1,620 種 

合   計 2,704 種 2,704 種 2,713 種 2,658 種 
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③ 視聴覚資料 

視聴覚資料の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、退職教員の個人教育研究

用図書費による返却視聴覚資料等、受け入れにより収集している。 

平成 20年度（平成 21 年 3月 31日現在）の所蔵数は、カセットテープ 8,518本、ビデオテ

ープ（DVD-VIDEO を含む）6,279 巻、マイクロフィルム 13,053リール、マイクロフィッシュ

12,985 シート、CD-ROM 2,887枚を所蔵している。 

視聴覚資料の所蔵数は、次のとおりである。 

 

カセットテープ ビデオテープ マイクロフィルム マイクロフィッシュ CD-ROM 

8,518 本 6,279 巻 13,053 ﾘｰﾙ 12,985 ｼｰﾄ 2,887 枚 

  注）１．視聴覚資料は、現在タイトル数を完全に把握できていないので、個々の本数、枚数等の

数を計上している。 

 

   視聴覚資料の受入数は、次のとおりである。 

 

区    分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

カセットテープ 

購 入 0 本 0 本 46 本 227 本 

寄 贈 0 本 0 本 0 本 0 本 

計 0 本 0 本 46 本 227 本 

ビデオテープ 

購 入 189 巻 158 巻 223 巻 213 巻 

寄 贈 45 巻 29 巻 11 巻 6 巻 

計 234 巻 187 巻 234 巻 219 巻 

マイクロフィルム 

購 入 66 ﾘｰﾙ 50 ﾘｰﾙ 67 ﾘｰﾙ 210 ﾘｰﾙ 

寄 贈 0 ﾘｰﾙ 0 ﾘｰﾙ 0 ﾘｰﾙ 1 ﾘｰﾙ 

計 66 ﾘｰﾙ 50 ﾘｰﾙ 67 ﾘｰﾙ 211 ﾘｰﾙ 

マイクロフィッシュ 

購 入 21 ｼｰﾄ 11 ｼｰﾄ 18 ｼｰﾄ 17 ｼｰﾄ 

寄 贈 0 ｼｰﾄ 0 ｼｰﾄ 0 ｼｰﾄ 0 ｼｰﾄ 

計 21 ｼｰﾄ 11 ｼｰﾄ 18 ｼｰﾄ 17 ｼｰﾄ 

CD-ROM 

購 入 229 枚 106 枚 144 枚 64 枚 

寄 贈 23 枚 2 枚 5 枚 17 枚 

計 252 枚 108 枚 149 枚 81 枚 

 

   ④ 電子ジャーナル 

電子ジャーナルの導入は、平成 10 年度より ProQuest 社の ABI/INFORM（旧 BPO:Business 

Periodical Ondisc）、Academic Research Library から始まった。また学術雑誌費の高騰に

より、冊子体を中止することによる学術雑誌への影響を最小限に抑えるように努めている。

その対策のひとつとして平成 10年度よりデータベースの導入を図ってきた。当初は、CD-ROM

形態の契約を行って、利用者に提供してきたが、ネットワークの普及に伴い、インターネッ

トの利用できるオンライン契約に変更している。 

現在利用できる電子ジャーナル・データベースの为なものは、次のとおりである。 

   ＜電子ジャーナル＞ 

   ABI/INFORM、Academic Research Library、Nature 等 

   ＜データベース＞ 

    MAGAZINEPLUS、LexisNexis、Westlaw International、第一法規リーガルリサーチシステム、

LLI、eol DB Tower Service等 

   ＜新聞関係データベース＞ 

    聞蔵、ヨミダス文書館、日経テレコム 21 
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【点検・評価】 

 ① 図書 

平成 20 年度（平成 21 年 3 月 31 日現在）の蔵書構成は、和書 702,198 冊・洋書 333,309

冊である。８学部全体について共通（一般教育）科目と専攻科目の構成割合で見ると、共通

科目に関連する図書が全体の 39％、専攻科目に関連する図書が 61％となっており、共通科目

と専攻科目のバランスがとられている。 

選書については、各学部・短期大学予算の研究用図書を各学部・短期大学から選出された

図書委員が、その他の予算の教育用・研究用図書を図書委員および図書館員が、大学院予算

の大学院生教育用図書を各研究科長が、法科大学院予算の法科大学院生教育用図書を研究科

長が、通信教育部予算の通信教育部生教育用図書を図書館員が行っている。教員からの推薦

図書（指定参考図書）を募り、館内に「希望図書申込書」を設置し、学生（学部生・大学院

生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）・教職員等の希望する図書を購入してい

る。 

選書された図書資料については、速やかに納入、整理ができるように努めている。平成 12

年度より国内新刊予算の一部は、紀伊国屋書店へ図書資料の整理業務の委託を開始した。紀

伊国屋書店のオンライン選書による PLATON を利用して選書を行い、選書から整理までを簡素

化して、利用者へのスムーズな提供を行っている。 

図書資料の予算については、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生およ

び短期大学生）・教職員等、利用者の要望に忚じて予算が決められている。 

 

② 学術雑誌 

    学術雑誌については、学術雑誌を継続購入するため、毎年図書館と法人本部で検討してい

る。しかし、近年の学術雑誌の高騰により、継続学術雑誌の学術雑誌数を削減せざるを得な

い状況になっている。 

学術雑誌の予算については、価格の値上がりとともに、洋雑誌では為替レートの変動もあ

って毎年 10％程度の増額となり、予算限度額を上回っているので、値上がりした金額分の学

術雑誌を中止している。こうした状況の下で長期に亙り継続することは、次第に困難な状況

となってきている。その対策として、オンライン・データベース、オンライン・ジャーナル

への切り替えを行い利用者に提供している。 

 

③ 視聴覚資料 

    視聴覚資料については、近年、冊子資料にはない特徴を持つ視聴覚資料の重要性が認識さ

れ、年間 200 万円の予算が計上されている。VHS ビデオの機器は 5 機、マイクロ資料の機器

は 1 機で、利用者に不便をかけている。 

    視聴覚資料の選定については、各学部・短期大学予算の研究用視聴覚資料を図書委員が行

い、その他の予算の教育用・研究用視聴覚資料を図書委員および図書館員が行い、視聴覚資

料のビデオの選定については、年 2回図書委員会で行っている。 

 

④ 電子ジャーナル 

電子ジャーナルについては、平成 10 年度より洋雑誌の高騰による経費節減のために積極的

に導入している。また、平成 10年度より洋雑誌の高騰による経費節減のためにデータベース

の導入も行っている。近年は、提供媒体が CD-ROMからオンラインへの移行が行われることに

より、利用がしやすくなった。 

    電子ジャーナルの予算については、価格の値上がり、為替レートの変動を考慮して毎年

10％程度の増額となっている。 

 

【改善方策】 
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図書・学術雑誌・視聴覚資料・その他教育研究上必要な資料等の電子媒体を通じた提供と

取り込みが進むなか、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大

学生）・教職員等、利用者の要望にも忚じながら図書・学術雑誌・視聴覚資料・その他教育研

究上必要な資料の体系的な整備が必要となることを鑑みながら、来年度からさらに、教員の

推薦図書（指定参考図書）、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短

期大学生）の希望する図書、専門書・一般教養図書等への切り替え積極的かつ継続的に充実

を図る。 

また、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）の希望

に忚えて、来年度からさらに、資格試験関係図書、就職関係図書のコーナーの充実に努める。

来年度からさらに、学術雑誌と電子ジャーナルの予算の増額が見込めないので、継続学術雑

誌の見直し、電子ジャーナルへの切り替え、オンライン・データベースの導入、オンライン・

ジャーナルへの切り替えの促進を図る。 

 

（２）図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の配備等、利用

環境の整備状況とその適切性 

 

【現状の説明】 

① 図書館の規模 

本学図書館（地上 3階・地下 2階の建物）は、昭和 52 年 7月に開設し、延床面積は 8,322

㎡、書架棚板延長は 43,788ｍであり、図書所蔵可能数は約 120万冊である。図書の配架状況

については、2 階・3階の開架閲覧室に利用頻度が高いと思われる共通 (一般教養) 科目と専

攻科目関連図書ならびに新刊図書を中心に約 9万冊を固定式開架に配置し、利用者の便宜を

図っている。 

また、地下 1 階・2 階の書庫には電動書架が設置され、教職員ならびに大学院生・法科大

学院生の常時利用を可能とし、学生（学部生・通信教育部生および短期大学生）から閲覧要

望のあった図書・資料等の迅速な提供に対忚できるようにしている。 

図書館資料の配架状況は、次のとおりである。 

 

配架場所 配  架  内  容 

３階開架閲覧室 社会科学分野の和書・和雑誌・紀要 

２階開架閲覧室 人文科学・自然科学分野の和書・洋雑誌・学習用図書・参考図書 

１階学習閲覧室 ― 

地 下 1 階 書 庫 学術雑誌のバックナンバー・洋書・大型本 

地 下 2 階 書 庫 和書・ＯＥＣＤ出版物・追録等 

 

法科大学院図書室は、平成 16 年度より 14 号館 1 階と 3 階部分に設置し、1 階には、学生

閲覧室、図書・学術雑誌が配架している。3階には、パソコンコーナーがある。 

 

② 開館時間 

本学図書館の開館時間については、平成 15年度より通常の授業・試験期間の平日（月曜日

から土曜日まで）を午前 9時から午後 8時までとし、最終の講義が終了してからも図書館が

利用できるようにした。夏・冬・春季休暇期間の開館時間は、午前 9時から午後 5時までと

なっている。平成 16年度より月 2 回程度法科大学院生が、日曜日・祝日の図書館を利用でき

るように、午前 10時から午後 6時までの開館とした。 

法科大学院図書室の開館時間については、平成 16年度より身分証明・学生証によって認識

する入室システムで、教員と法科大学院生が、24時間365日利用できる環境を提供している。 

開館時間は、次のとおりである。 
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 授業・試験期間 休業期間 (注) 日曜・祝日開館時 

開館時間 9:00～20:00 9:00～17:00 10:00～18:00 

注) １．休業期間は、夏・冬・春季休暇期間である。 

 

開館日数は、次のとおりである。 

 

曜 日 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

月～金曜日 228日 233日 237 日 232日 

土曜日 43日 40日 40 日 44日 

日曜日・祝日 21日 23日 28 日 25日 

計 292 日 296 日 305 日 301 日 

 

③ 閲覧室の座席数 

本学図書館の閲覧室の座席数については、開架部分で 1,113 席（うち 3 階は 336 席、2 階

は 257席、1 階は 520 席）、書庫内で 18 席（うち地下 1階は 8席、地下 2階は 10席）の総数

1,131 席である。これを学生収容定員 8,193 名に対する割合でみると 13.8％、また平成 21

年 5 月 1日現在の在籍学生 5,072 名の約 22.3％に相当する。 

 座席数は、次のとおりである。 

 

座席場所 座 席 数 

３階開架閲覧室 336 席 

２階開架閲覧室 257 席 

１階学習閲 覧室 520 席 

地 下 1 階 書 庫 8 席 

地 下 2 階 書 庫 10 席 

     

法科大学院図書室の座席数については、14号館１階の図書室に 174 席である。これを学生

収容定員 145 名に対する割合で見ると 120％、また平成 21年 5月 1日現在の在籍学生 120名

の約 145％に相当する。 

 

④ 情報検索設備や視聴覚機器の配備状況 

本学図書館のパーソナル・コンピュータは、図書・資料等の CD-ROM化、データベース化に

対忚するべく「２階の検索コーナー」に、OPAC検索用 10台、CD-ROM・DVD-ROM サーバ仕様な

らびに外部データベース検索用 3台、CD-ROM・DVD-ROM卖体仕様用 2台を設置している。 

また、「３階のメディア・ステーションコーナー」に、オン・デマンドのデジタル化教材、

NHK衛星第 1・第 2放送および CNN テレビの視聴、さらにはインターネット検索可能なマルチ

メディア対忚端末 13台（このうち 5台は VHSビデオ・DVDビデオの視聴が可能）を設置して

いる。これらのパーソナル・コンピュータの設置にあたっては、車椅子に乗ったままでの利

用を可能とした座席スペースの確保がなされ、車椅子利用者の便宜を図っている。 

図書館内のパーソナル・コンピュータの設置に加えて、平成 18年 5月より館内貸出用のノ

ート・パーソナル・コンピュータを 20 台導入して、ノート･パーソナル･コンピュータのイン

ターネットへの接続利用を可能とする情報コンセントを図書館 1 階に 24 個口、3 階に 16 個

口設置（持込のノート・パーソナル・コンピュータも可能）し、利用の便宜を図っている。 

ノート･パーソナル･コンピュータの利用状況は、次のとおりである。 

 

区 分 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

貸出台数 ― 1,537 台 2,521 台 3,397 台 
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また、文献複写機器も利用者の利便性に配慮して、２階メイン・カウンター横に教員用 1

台、学生用 2台を設置している。 

法科大学院図書室のパーソナル・コンピュータは、平成 16年度より 14号館 1階に法科大

学院図書室所蔵の目録データおよび図書館所蔵の目録データを OPAC で確認することができ、

ならびに法律関係のデータベースを利用できる 10台を設置していたが、平成 18年度より 14

号館 3階に移設した。 

 

⑤ 利用環境の整備状況 

本学図書館の利用者に対する利用上の配慮については、学習環境の維持の観点と図書館利

用の促進を図ることを为眼として、入学時から卒業時に至るまでの配慮をしている。まず新

入生に対しては、オリエンテーションにおいて図書館利用にあたってリーフレット等を配付

し、図書館利用の必要性、開館時間等について説明を行い、その後、5 月中旪にかけてゼミ

ナール卖位での利用指導を OPAC 検索および操作の説明を中心に実施し、利用にあたっての質

問等には、その都度図書館員が忚対している。さらに後期セメスター開始（10月)以降には、

3 年次生（学部生）・1年次生（短期大学生）を対象とした卒業論文・卒業研究作成のための

利用指導を雑誌記事・文献資料の検索方法を中心に実施している。平成 16年度よりゼミナー

ル担当教員との連携強化を図り、個々の学生の研究テーマに関する情報収集の支援を行って

いる。 

また、図書館利用者に対する利用上の便宜を向上させるために、図書館業務の機械化を他

大学に先駆けて実施し、特に学術情報は、24時間（いつでも）検索できる。学生（学部生・

大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）は、学内全てのラウンジに設置

された端末機器から、専任教職員は VPN 機能を有したサイバー・アクセス（OGU-VPN に名称

変更）を経由して自宅端末からでも（どこでも）、キャンパス内にて利用するのと全く同等に、

外部データベースやサーバ仕様（ネットワーク対忚）の CD-ROM・DVD-ROMデータベースが、

利用可能な環境を提供している。 

    法科大学院図書室の利用者に対する利用上の配慮については、24時間 365日利用できるよ

うに配慮されている。入学時から卒業時に至るまでの間、学生一人一人に、座席（174 席）

とロッカー（180 個）が与えられ、学習環境が整っている。 

       図書館利用状況は、次のとおりである。 

 

区    分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

入
館

者 

学  生 145,143 人 123,846 人 103,394 人 90,713 人 

教育職員 4,045 人 3,648 人 3,255 人 3,087 人 

計 149,188 人 127,494 人 106,649 人 93,800 人 

貸 
 

出 

 
人 
 

数 

大 学 6,277 人 4,204 人 3,041 人 2,258 人 

大学院 668 人 651 人 754 人 639 人 

法科大学院 459 人 502 人 696 人 658 人 

短期大学 77 人 137 人 65 人 27 人 

通信教育部 204 人 190 人 158 人 168 人 

教育職員 441 人 411 人 543 人 336 人 

計 8,126 人 6,095 人 5,099 人 3,447 人 

貸 
 

出 
 

冊 

 
数 

大 学 12,195 冊 7,883 冊 5,563 冊 4,046 冊 

大学院 1,655 冊 1,719 冊 2,174 冊 1,685 冊 

法科大学院 1,241 冊 1,173 冊 1,893 冊 1,730 冊 

短期大学 128 冊 216 冊 93 冊 49 冊 

通信教育部 511 冊 452 冊 379 冊 468 冊 

教育職員 1,138 冊 1,232 冊 1,783 冊 1,191 冊 

計 16,868 冊 12,675 冊 11,885 冊 9,169 冊 
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【点検・評価】 

 ① 図書館の規模 

本学図書館（地上 3階・地下 2階の建物）は、昭和 52年 7月に約 180,000冊で開設された。

資料の増加に伴い、平成 11年度には地下 1階・地下 2階に書架の増設をし、平成 15年度に

は地下 2階に書架を増設した。 

法科大学院図書室は、平成 16年度より 14号館１階と３階部分に設置し、１階には、学生

閲覧室、図書・学術雑誌が配架されている。平成 18年度よりパソコンコーナーを１階から３

階に移設し、１階のパソコンコーナー跡に座席を増設したので、学生一人一人に、座席（174

席）とロッカー（180 個）が与えられ、学習環境の充実を図った。 

 

 ② 開館時間 

本学図書館の開館時間については、平成 14年度まで通常の授業期間の平日（月曜日から土

曜日まで）を午前 9時から午後 5時までとし、試験期間の平日（月曜日から土曜日まで）は、

午前 9時から午後 6時までの開館であった。平成 15年度より通常の授業・試験期間の平日（月

曜日から土曜日まで）は、午前 9時から午後 8時までとし、最終の講義が終了してからも図

書館が利用できるようにした。夏・冬・春季休暇期間の開館時間は、午前 9時から午後 5時

までとなっていた。平成 16年度より月 2回程度法科大学院生が、日曜日・祝日にも図書館を

利用できるように、午前 10時から午後 6時まで開館とした。 

法科大学院図書室の開館時間については、平成 16 年度より身分証明・学生証によって認識

する入室システムで、教員と法科大学院生が、24時間365日利用できる環境を提供している。 

 

 ③ 閲覧室の座席数 

本学図書館の閲覧室の座席数については、平成 5年度まで座席数が、対学生比率 10％にも

満たなかった。平成 6年度より対学生比率 10％を目標に、図書館内のレイアウトの一部変更

による座席を増設したので、1,113 席の座席がある。これを学生収容定員 8,193 名に対する

割合でみると 13.8％、また、平成 21年 5月 1日現在の在籍学生 5,072名の約 22.3％に相当

する。実際の利用状況からみれば、日常の学生の利用に支障が生じていない。 

法科大学院図書室の座席数については、平成 17 年度まで 129 席であったが、対学生比率

100％を目標に図書室内のレイアウトの一部変更による座席の増設に努めたので、平成 18年

度より学生一人一人の座席を確保するために増設を図り 174席の座席がある。これを学生収

容定員 145名に対する割合で見ると 120％、また平成 21年 5月 1 日現在の在籍学生 120名の

約 145％に相当する。 

 

④ 情報検索設備や視聴覚機器の配備状況 

本学図書館のパーソナル・コンピュータは、図書・資料等の CD-ROM化、データベース化に

対忚するべく平成 10年度より「２階の検索コーナー」に、OPAC 検索用 10台、CD-ROM・DVD-ROM

サーバ仕様ならびに外部データベース検索用 3 台、CD-ROM・DVD-ROM 卖体仕様用 2 台を設置

している。平成 16 年度より CD-ROM・DVD-ROMサーバ仕様ならびに外部データベース検索用 3

台を新しく入れ替え、平成 21年度より OPAC検索用 10台を新しく入れ替えた。 

また、平成 10年度より「３階のメディア・ステーションコーナー」に、オン・デマンドの

デジタル化教材、NHK 衛星第 1・第 2放送および CNNテレビの視聴、さらにはインターネット

検索可能なマルチメディア対忚端末 13台（このうち 5台は VHS ビデオ・DVDビデオの視聴が

可能）を設置している。これらのパーソナル・コンピュータの設置にあたっては、車椅子に

乗ったままでの利用を可能とした座席スペースの確保がなされ、車椅子利用者の便宜を図っ

ている。 

本学図書館の閲覧室については、スペースにも余裕があり、パーソナル・コンピュータな

らびに図書館資料の複写等、各種機器類の充実が図られ、図書館利用による学習、研究環境

は良好である。しかしながら、パーソナル・コンピュータを取り巻く環境、技術革新は目覚
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ましい進歩を遂げてきているため、機器類の更新をしていかねばならない。 

図書館内のパーソナル・コンピュータの設置に加えて、平成 18年 5月より館内貸出用のノ

ート・パーソナル・コンピュータを 20台導入して、ノート･パーソナル･コンピュータのイン

ターネットへの接続利用を可能とする情報コンセントを図書館 1 階に 24 個口、3 階に 16 個

口設置（持込のノート・パーソナル・コンピュータも可能）し、利用の便宜を図っている。  

また、文献複写機器も利用者の利便性に配慮して、２階メイン・カウンター横に教員用 1台、

学生用 2台を設置している。 

法科大学院図書室のパーソナル・コンピュータは、平成 16年度より 14号館 1階に法科大

学院図書室所蔵の目録データおよび図書館所蔵の目録データを OPAC で確認することができ、

ならびに法律関係のデータベースを利用できる 10台を設置していたが、平成 18年度より 14

号館 3階に移設し、学習環境の充実を図った。 

 

⑤ 利用環境の整備状況 

    入学時点での図書館利用にあたっての説明会の実施、3年次（学部生）・1年次（短期大学

生）段階での卒業論文・卒業研究作成のための利用指導、ゼミナール担当教員との連携によ

る情報収集支援、開館時間の延長を行うことによって、図書館利用者数の増加を図っている

が、平成 17年度から同 20年度までの 4年間における入館者は、年平均 14％減尐し、早急に

対策を考えなければならない状況になっている。 

いつでも、どこでも接続できる外部データベースやサーバ仕様(ネットワーク対忚)の CD-  

ROM・DVD-ROMデータベースが利用可能な環境に提供されている。同時接続数は可能ではある

ものの、レスポンスの低下が懸念されることから、自宅からのこれらデータベースの利用に

ついて、現在は専任教職員にのみ限定しているのが実情であるので、今後は学生にも提供が

出来るような環境の整備を目指すことにより、一層の利用環境の充実を図る必要がある。 

 

【改善方策】 

各種機器類は、技術革新の目覚しい変化に伴う更新、パーソナル・コンピュータを取り巻

く環境の変化と技術革新の目覚しい進歩への更新をしていかねばならない。 

活字離れやインターネットの発達により図書館利用者数の減尐が懸念されるなかで、尐し

でも多くの学生の利用を推進するために、現在実施している新入生から卒業年次生に至るま

での利用指導方法のさらなる改善・充実化や図書館利用を促すことが出来るような各種のイ

ベントの実施をする。 

さらに、入館者を増大させるためには、来年度から大学祭やその他のイベントの機会をと

らえ、図書館の利用についての PRをし、図書館内で行っている展示の PRを強化するため、

チラシ等の配付を実施できるようにする。また館内において貴重書の展示・教員による企画

展示などをできるようにする。 

 

（３）図書館の地域への開放 

 

【現状の説明】 

平成 16年 12 月 2日 (木) に本学と吹田市が連携協力の基本協定書を交わし、平成 17年 5

月より吹田市民への本学図書館の開放を行い、吹田市在住で、4月 2日現在で 22歳以上の者

（登録申請した者）が利用できる。ただし、他大学・大学院・短期大学在籍者は、除いてい

る。利用提供サービスの範囲は、図書館所蔵の一般図書・雑誌（貴重書・準貴重書は除く）

の閲覧および複写である。平成 18年 5月より一般貸出を追加（登録料：１年 3,000円・半期

1,500 円、貸出期間：14 日間・貸出冊数：3 冊以内）して利用提供サービスの範囲を拡大し

ている。 

吹田市民の登録申請状況については、平成 17年度は 35名、平成 18 年度は 18名、平成 19

年度は 22名、平成 20年度は 14 名である。年平均 20名前後の登録申請者がいる。吹田市民
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の図書館利用状況については、平成 17年度は延 32名、平成 18年度は延 186名、平成 19年

度は延 146名、平成 20年度は延 138名である。年平均延 125名の図書館利用者がいる。その

うち貸出状況については、平成 18年度は 0名、平成 19年度は 3 名で 19冊貸出、平成 20年

度は 1名で 2冊貸出がある。まだまだ吹田市民登録者が、貸出を希望されていない状況であ

る。 

また、その他の利用者については、公共図書館を通じた調査研究のための所蔵資料の閲覧

と複写依頼を受け付けている。 

吹田市民の利用状況は、次のとおりである。 

 

区  分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 

登録申請者 35 名 18 名 22 名 14 名 

利用者 32 名 186 名 146 名 138 名 

貸出人数 ― 0 名 3 名 1 名 

貸出冊数 ― 0 冊 9 冊 2 冊 

 

【点検・評価】 

  平成 16年 12月 2日 (木) に本学と吹田市が連携協力の基本協定書を交わし、平成 17年 5

月より吹田市民への本学図書館の開放を行い、吹田市在住で、4月 2日現在で 22 歳以上の者

（登録申請した者）が利用できるようにした。ただし、他大学・大学院・短期大学在籍者は、

除いている。利用提供サービスの範囲は、図書館所蔵の一般図書・雑誌（貴重書・準貴重書

は除く）の閲覧および複写できるようにした。平成 18年 5月より一般貸出を追加（登録料：

１年 3,000円・半期 1,500 円、貸出期間：14日間・貸出冊数：3冊以内）して利用提供サー

ビスの範囲を拡大している。 

また、吹田市民への本学図書館の利用についての広報の方法として、吹田市の広報誌「市

報すいた」に掲載され、「吹田市立中央図書館」のホームページの中にも紹介されているので、

利用をうながす環境になっている。 

本学図書館の地域への開放にあたっては、セキュリティ上の問題からブック・デテクショ

ン・システムやカード・ゲート・システムの導入が望ましいが、財政上の問題もあり、現在

その導入の実現には至っていない。 

 

【改善方策】 

本学図書館の地域への開放は、「吹田市在住の方」に限っている。来年度から吹田市に勤務

されている方が、吹田市以外在住のため対象外となっているケースが、相当数あると思われ

るので、「吹田市在勤の方」までに拡大する。 

 

２．情報インフラ 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学発行の研究紀要（人文自然論叢、流通・経営学論集、経済論集、法学研究、外国語論

集、国際学論集および企業情報学研究）は、教員の研究成果である論文等を掲載したもので

ある。国内の大学や研究機関と交換し、公立の図書館・研究所や企業の調査部等へも配付し

ている。他大学等から発行される紀要・資料等は、図書館で受け入れ保管している。 

研究紀要の配付状況は、次のとおりである。 
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紀要名 国立・公立大学 私立大学・短期大学 研究所・その他 

人 文 自 然 論 叢 84 冊 164 冊 31 冊 

流通・経営学論集 48 冊 139 冊 50 冊 

経 済 論 集 50 冊 144 冊 53 冊 

法 学 研 究 48 冊 89 冊 50 冊 

外 国 語 論 集 45 冊 108 冊 19 冊 

国 際 学 論 集 12 冊 67 冊 24 冊 

企 業 情 報 学 研 究 47 冊 131 冊 29 冊 

 

① 学術情報の処理・提供システムの整備状況 

本学図書館は、閲覧担当者 5名で学生や教職員の学術情報検索支援を行い、学術情報の処

理・提供システムとして、「２階の検索コーナー」に、所蔵資料検索専用 OPAC端末を 10台設

置している。また、「２階のデータベース検索コーナー」を設置して国立情報学研究所の

NACSIS webcat、国立国会図書館の NDL-OPAC、ProQuest 社の ProQuest(ABI/INFORM,旧 BPO：

Business Periodical Ondisc、Academic Research Library)、CD-ROM・DVD-ROM サーバ仕様

用端末 3台、CD-ROM・DVD-ROM 卖体仕様用端末を 2台設置している。 

なお、学内のラウンジスペースに 51台設置されたインターネット接続端末からも本学図書

館所蔵資料の検索を可能にしている。さらに、専任教職員は、自宅から VPN 機能を有するサ

イバー・アクセス（OGU-VPNに名称変更）を通じて 24時間外部データベースやサーバ仕様の

各種 CD-ROM・DVD-ROMデータベースの利用を可能としている。また、従量課金システムの日

経テレコン 21 については、本学図書館閲覧係が代行検索を有料にて行っている。 

 

 ② 国内外の他大学との協力の状況 

国内他大学との相互協力については、平成 10年度より NACSIS-ILL の参加館として大学間

相互協力体制が確立している。海外の他大学との協力体制は为に文献複写依頼への対忚とな

るが、平成 12 年度より inside web を通じた BLDSC(大英図書館文献複写サービスセンター)

の複写を利用している。 

相互利用による利用状況は、次のとおりである。 

 

区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 

文

献

複

写 

依頼 
件 数 468 件 459 件 638 件 496 件 

枚 数 3,800 枚 5,154 枚 4,443 枚 4,278 枚 

受付 
件 数 973 件 900 件 787 件 651 件 

枚 数 6,968 枚 6,225 枚 5,876 枚 4,746 枚 

貸 借 
依 頼 26 件 17 件 11 件 11 件 

受 付 19 件 18 件 4 件 5 件 

閲 覧 
依 頼 145 件 88 件 123 件 71 件 

受 付 13 件 7 件 17 件 11 件 

調 査 
依 頼 202 件 65 件 41 件 35 件 

受 付 21 件 15 件 6 件 8 件 

 

【点検・評価】 

①  学術情報の処理・提供システムの整備状況 

  学内においては、学術情報を「いつでも」、「どこでも」、検索・入手が可能な環境の整備が

なされていると思われるが、利用可能なコンテンツの一層の充実を図るために、現在不参加

である国立情報学研究所の GeNii に本学図書館として参加することとパーソナル・コンピュ

ータの急激な技術革新に対忚しながら効率的な更新を図らねばならない。 
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  また、本学発行の研究紀要（人文自然論叢、流通・経営学論集、経済論集、法学研究、外

国語論集、国際学論集および企業情報学研究）は、教員の研究成果である論文等を掲載した

ものである。それを情報発信するために学術機関リポジトリの導入をしていないので、冊子

資料で社会への貢献を推進しているが、大学としての取り組みが必要である。 

 

②  国内外の他大学との協力の状況 

     国内他大学との相互協力については、平成 10年度より NACSIS-ILLの参加館として大学間

相互協力体制が確立している。海外の他大学との協力体制は、为に文献複写依頼への対忚と

なるが、平成 12 年度より inside web を通じた BLDSC(大英図書館文献複写サービスセンター)

の複写を利用しているので、特に問題はないものと考えられる。 

 

【改善方策】 

   利用可能なコンテンツの一層の充実を図るために、現在不参加である国立情報学研究所の

GeNii に本学図書館として参加することとパーソナル・コンピュータの効率的な更新を図り

つつ、処理・提供システムの更新を進めることができるような方策をする。 

また、本学発行の研究紀要（人文自然論叢、流通・経営学論集、経済論集、法学研究、外

国語論集、国際学論集および企業情報学研究）は、教員の研究成果である論文等を掲載した

ものである。それを情報発信するために学術機関リポジトリの導入を図るが、大学としての

取り組みが必要である。 

 

（２）学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

 

【現状の説明】 

① 学術資料の記録 

     本学図書館の電算化については、昭和 60年に富士通の汎用パッケージシステム M-ILISの

導入に始まる。その後平成 9年に同システムを図書館クライアント・サーバ・システム iLis-

ＷＲに変更、平成 10年に同システム iLiswave に変更し、平成 10 年に現国立情報学研究所の

NACSIS-CATおよび NACSIS-ILL システムに加入し現在に至っている。  

    平成 21年 3月 31日現在の未整理図書が、98,227 冊（蔵書数 1,035,507 冊）あるため、平

成 10年より年平均 1,000～1,500 冊を遡及入力している。未整理図書として和書、中国語、

洋書、和装本、学術雑誌のバックナンバー、視聴覚資料の一部がある。また、本学図書館に

所蔵している図書館資料を Web 上に公開できていない。 

 

② 学術資料の保管 

    本学図書館の図書館資料の収納スペースについては、書架上の所蔵可能数約 120万冊であ

る。実際は、地下２階書庫の電動書架の一列に、山一證券の資料が保管されているので、ほ

ぼ飽和状態になりかけている。 

 

【点検・評価】 

① 学術資料の記録 

平成 10年に導入した富士通の図書館クライアント・サーバー・システム iLiswave の図書

館システムは、パーソナル・コンピュータを取り巻く環境の変化と技術革新の目覚しい進歩

への更新をしていかねばならない。 

    また、未整理図書の遡及入力を早急に進めていくには、これに専念できる人材を確保して

いかねばならない。さらに、図書館資料を公開できるように図書館システム iLiswave の更新

が必要である。 

 

② 学術資料の保管 
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図書館資料の収納スペースについては、地下２階書庫の電動書架の一列に、山一證券の資

料が保管されているので、ほぼ飽和状態になりかけているので、年間増加冊数を考慮して廃

棄処分をしながら検討していかねばならない状況である。 

 

【改善方策】 

各種機器類は、技術革新の目覚しい変化に伴う更新、パーソナル・コンピュータを取り巻

く環境の変化と技術革新の目覚しい進歩への更新をしていかねばならない。 

また、遡及入力を進めていくには、これに専任できる人材を確保していかねばならないが、

人材確保の問題もあるので、尐しでも効率よく遡及入力できる図書館システム iLiswave の更

新する必要がある。また、ＯＰＡＣに公開できるようにするためにも、図書館システム

iLiswave を更新する必要がある。 

図書館資料の収納スペースについては、地下２階書庫の電動書架の一列に、山一證券の資

料が保管されている。書庫がほぼ飽和状態になりかけているので、山一證券の資料を図書館

から別の場所への移設を検討することが今後の課題である。 

 

３．大学院における情報インフラ 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

大学院の性格を考慮し、各研究科図書予算を計上して、大学院生専用研究室および法務研

究科図書室に必要度の高い図書資料や学術雑誌を配架している。 

大学院図書予算は、次のとおりである。 

 

区    分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

 

大 

 

学 

 

院 

商学研究科 500,000 円 500,000 円 500,000 円 500,000 円 

経済学研究科 500,000 円 500,000 円 500,000 円 500,000 円 

法学研究科 300,000 円 300,000 円 300,000 円 300,000 円 

国際学研究科 200,000 円 200,000 円 200,000 円 200,000 円 

コンピュータ 

サイエンス研究科 

100,000 円 100,000 円 100,000 円 100,000 円 

小    計 1,600,000円 1,600,000円 1,600,000円 1,600,000円 

法科大学院 670,000 円 670,000 円 670,000 円 670,000 円 

 

① 学術情報の処理・提供システムの整備状況 

大学院生専用研究室には、学内 LAN接続パーソナル・コンピュータ 14台を設置し、本学図

書館所蔵資料検索はもとより、他大学 OPAC ならびに国立情報学研究所の NACSIS Webcat、そ

の他各種オンライン・データベースやネットワーク対忚 CD-ROM・DVD-ROM資料が利用可能な

環境を提供している。 

法科大学院図書室には、社会人の企業法務担当者育成に重点を置き、土曜日・日曜日に講

義を集中している。このことを踏まえ 24 時間 365日利用できる専用図書室である。また、法

学文献に精通した司書を配置すると共にオンライン法学情報データベースならびに CD-ROM･

DVD-ROM 版のネットワーク対忚データベースを導入している。 

本学図書館は、閲覧担当者 5名で学生や教職員の学術情報検索支援を行い、学術情報の処

理・提供システムとして、「２階の検索コーナー」に、所蔵資料検索専用 OPAC端末を 10台設

置している。また、「２階のデータベース検索コーナー」を設置して国立情報学研究所の

NACSIS webcat、国立国会図書館の NDL-OPAC、ProQuest 社の ProQuest(ABI/INFORM,旧 BPO：

Business Periodical Ondisc、Academic Research Library)、CD-ROM・DVD-ROM サーバ仕様
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用端末 3台、CD-ROM・DVD-ROM 卖体仕様用端末を 2台設置している。 

なお、学内のラウンジスペースに 51 台設置されたインターネット接続端末からも本学図書

館所蔵資料の検索を可能にしている。さらに、専任教職員は自宅から VPN機能を有するサイ

バー・アクセス（OGU-VPN に名称変更）を通じて 24時間外部データベースやサーバ仕様の各

種 CD-ROM・DVD-ROMデータベースの利用を可能としている。また、従量課金システムの日経

テレコン 21については、本学図書館閲覧係が代行検索を有料にて行っている。 

 

 ② 国内外の他大学との協力の状況 

国内他大学との相互協力については、平成 10度より NACSIS-ILL の参加館として大学間相

互協力体制が確立している。海外の他大学との協力体制は为に文献複写依頼への対忚となる

が、平成 12 年度より inside web を通じた BLDSC(大英図書館文献複写サービスセンター)の

複写を利用している。 

相互利用による利用状況は、次のとおりである。 

 

区  分 平成 17年度 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

文

献

複

写 

依頼 
件 数 468 件 459 件 638 件 496 件 

枚 数 3,800 枚 5,154 枚 4,443 枚 4,278 枚 

受付 
件 数 973 件 900 件 787 件 651 件 

枚 数 6,968 枚 6,225 枚 5,876 枚 4,746 枚 

貸 借 
依 頼 26 件 17 件 11 件 11 件 

受 付 19 件 18 件 4 件 5 件 

閲 覧 
依 頼 145 件 88 件 123 件 71 件 

受 付 13 件 7 件 17 件 11 件 

調 査 
依 頼 202 件 65 件 41 件 35 件 

受 付 21 件 15 件 6 件 8 件 

 

【点検・評価】 

① 学術情報の処理・提供システムの整備状況 

同一敷地内の目と鼻の先に図書館は存在する。大学院生専用研究室内に学内 LAN接続のパ

ーソナル・コンピュータ 14台設置し、利便性の向上に努めており、情報インフラの整備は特

に問題ないものと考える。 

法科大学院図書室は、24 時間 365 日利用できる専用図書室ならびに学内 LAN 接続のパーソ

ナル・コンピュータ 10台設置し、利便性の向上に努めている。また、電子媒体資料の積極的

導入により学習･研究環境は整備されたものと思っている。 

学内においては、学術情報を「いつでも」、「どこでも」、検索・入手が可能な環境の整備が

なされていると思われるが、利用可能なコンテンツの一層の充実を図るために、現在不参加

である国立情報学研究所の GeNii に本学図書館として参加することとパーソナル・コンピュ

ータの急激な技術革新に対忚しながら効率的な更新を図らねばならない。 

また、本学発行の研究紀要（人文自然論叢、流通・経営学論集、経済論集、法学研究、外

国語論集、国際学論集および企業情報学研究）は、教員の研究成果である論文等を掲載した

ものである。それを情報発信をするために学術機関リポジトリの導入をしていないので、冊

子資料で社会への貢献を推進しているが、大学としての取り組みが必要である。 

 

②  国内外の他大学との協力の状況 

国内他大学との相互協力については、平成 10度より NACSIS-ILL の参加館として大学間相

互協力体制が確立している。海外の他大学との協力体制は为に文献複写依頼への対忚となる

が、平成 12 年度より inside web を通じた BLDSC(大英図書館文献複写サービスセンター)の

複写を利用しているので、特に問題はないものと考えられる。 
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【改善方策】 

学術資料の保管・情報公開の観点から学内の修士･博士論文、さらには本学発行研究紀要の

電子化を図り、より広範囲で利便性の高い情報公開に向けた準備が必要と考える。 

また、inside web を通じた BLDSC(大英図書館文献複写サービスセンター)の利用に止まっ

ている海外の他の大学院・大学との協力体制構築を推進する必要があると考える利用可能な

コンテンツの一層の充実を図るために、現在不参加である国立情報学研究所の GeNii に本学

図書館として参加することとパーソナル・コンピュータの効率的な更新を図りつつ、処理・

提供システムの更新を進めることができるような方策をする。 

また、本学発行の研究紀要（人文自然論叢、流通・経営学論集、経済論集、法学研究、外

国語論集、国際学論集および企業情報学研究）は、教員の研究成果である論文等を掲載した

ものである。それを情報発信をするために学術機関リポジトリの導入を図るが、大学として

の取り組みが必要である。 

 

（２）学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

 

【現状の説明】 

①  学術資料の記録 

    本学図書館の電算化については、昭和 60年に富士通の汎用パッケージシステム M-ILISの

導入に始まる。その後平成 9 年に同システムを図書館クライアント・サーバ・システム iLis-

ＷＲに変更、平成 10年に同システム iLiswave に変更し、平成 10年に現国立情報学研究所の

NACSIS-CATおよび NACSIS-ILL システムに加入し現在に至っている。  

 

 ② 学術資料の保管 

    大学院生専用研究室は、14号館２階・５号館２階および２号館３階にある。14号館２階の

商学・経済学・国際学・法学研究科の研究室は、商学・経済学・国際学・法学関係の図書資

料を約 1,800冊配架している。また、５号館２階の商学・経済学・国際学・法学研究科の研

究室は、商学・経済学・国際学・法学関係の学術雑誌を当該年度から２年分配架し、その後

３年目以降については、図書館で保管する。さらに、２号館３階のコンピュータサイエンス

科の研究室は、コンピュータサイエンス関係の図書資料や学術雑誌を配架している。 

    法務研究科図書室は、14号館１階にあり、司法試験に必要な基本資料から専門資料までの

図書資料を約 6,000冊配架している。また、学術雑誌も 18種配架している。 

    学術資料の配架場所は、次のとおりである。 

 

区    分 配架場所 所蔵冊数・種数 

商学研究科・経済学研究科・法学研究科・ 

国際学研究科学生研究室 

14号館 2階 図書 約 1,800 冊 

5号館 2階 学術雑誌 45 種 

コンピュータサイエンス研究科学生研究室 2号館 3階 学術雑誌 11 種 

法務研究科図書室 14号館 1階 
図書 約 6,000 冊 

学術雑誌 18 種 

 

【点検・評価】 

① 学術資料の記録 

    平成 10年に導入した富士通の図書館クライアント・サーバー・システム iLiswave の図書

館システムは、パーソナル・コンピュータを取り巻く環境の変化と技術革新の目覚しい進歩

への更新をしていかねばならない。 
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② 学術資料の保管 

大学院生専用研究室および法務研究科図書室の図書館資料の収納スペースについては、図

書資料は４年で、学術雑誌は２年でほぼ飽和状態になりかけているので、検討していかねば

ならない状況である。 

 

【改善方策】 

各種機器類は、技術革新の目覚しい変化に伴う更新、パーソナル・コンピュータを取り巻

く環境の変化と技術革新の目覚しい進歩への更新をしていかねばならない。 

大学院生専用研究室および法務研究科図書室の図書館資料の収納スペースについては、図

書資料は４年で、学術雑誌は２年でほぼ飽和状態になりかけているので、図書館に移管を検

討していかねばならない状況である。 
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第１２章 管理運営 

 

Ⅰ．大学の管理運営体制 

 

１．教授会 

 

（１）学部教授会の役割とその活動の適切性 

 

【現状の説明】 

教授会は、各学部に設置され、学部長ならびに専任の教授・准教授および講師を持って構

成されている。開催は、定例教授会を学部長が招集して月１回開催し、学部長が議長となる。 

構成員の３分の２以上の出席が必要であり、議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。 

教授会が審議する事項については、次のとおり学則により規定されている。 

・ 学生の入学・復学・退学・休学等に関すること 

・ 学生の試験及び卒業に関すること 

・ 学生の指導及び賞罰に関すること 

・ 教育課程、授業に関すること 

・ 学術研究に関すること 

・ 教員の人事に関すること 

・ その他学事に関する重要事項 

 

教育課程に果たす教授会の役割としては、教育方針、教育内容等全般について審議するほ

か、全学審議会（後述）等において先議された答申・提案等について、最終的に審議する機

関としての役割を担っている。また、各学部では、教務関係、学生関係、就職関係、図書関

係、留学関係等の各種の委員会委員を選出し、各部局や教授会の意見が円滑に反映され、効

果的に学生生活の支援、教学的支援や運営ができるようにしている。 

教員人事に果たす教授会の役割としては、教員の新規採用および昇格に関して、その適否

を審査する役割を担っている。 

 

【点検・評価】 

教授会は教育課程の編成及び教員人事等の学部の専権事項についての最終決定機関として

の機能を充分に果たしていると言える。 

 

【改善方策】 

現在、教授会は健全に運営されており、特に改善すべき点はない。 

 

（２）学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

 

【現状の説明】 

各学部の教授会は大学教授会規程に基づき運営されている。学部長会議で事前に協議する諸

案件や関連する諸問題を調整した上で、教授会への審議および報告事項としているため、大学

運営を困難にならしめるような例は殆んど生じていない。 

各学部から選出された委員からなる部局別の各種委員会を設け、全学的共通の事項に関し

て検討している。また、委員会では学部の意見を反映した上で案件を協議する。その結果を

もって、その後の教授会において案件を審議または報告する。 

 

【点検・評価】 

学部長は、学部長会議、大学協議会等において、総長、他学部長、その他重要役職者と諸
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案件について意思の疎通を図っており、このことが教授会における意思決定に資しており、

教授会と学部長の間の連携協力関係は概ね良好と言える。 

 

【改善方策】 

教授会と学部長との間の連携協力関係は概ね良好であり、それぞれ適切に行われており、改

善の必要は無いと思われる。 

 

（３）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及び役割分担の適

切性 

 

【現状の説明】 

本学には、教学に係わる全学的な事項を審議する代表的機関として大学協議会と学部長会

議が設けられている。 

 

（ア）大学協議会 

大学協議会は、学則により規定された各学部に共通する重要な事項の審議機関である。

大学協議会の構成は、総長、大学院部長、各学部長、通信教育部長、短期大学学科長、大

学院および各学部所属の専任教授の中から大学院部長および各学部長がそれぞれ推薦する

者各１名、事務局長、総長が協議員として必要と認めた者若干名からなっている。大学協

議会は総長が为宰し、大学の運営に関する重要事項、重要な規則の制定・改廃に関する事

項、学事に関する重要事項、教員の任用候補者の選定等教員人事に関する事項、学部およ

び学内諸機関の連絡調整に関する重要事項について協議し、「大学協議会規程」（昭和４９

年４月制定）に基づいて運営される。「大学協議会規程」に基づき、大学協議会は総長が招

集し、その議長は協議員の互選により、候補者を推薦し、総長がこれを委嘱する。大学協

議会は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立し、出席した協議員の過半数の同意を

もって議決される。 

大学協議会は、これまで、为として重要な規則の制定・改廃に関する事項、教員の任用

候補者の選定等教員人事に関する事項を審議するために開催されてきた。また、教学上の

重要事項も大学協議会に付議されてきた。教員の任用候補者の選定等教員人事の開始に関

しては、大学協議会に諮られ、その後、該当する教育職員が所属する教授会で審議・了承

される。さらに、その後、大学協議会に報告され、理事会の承認を得ることとなっている。 

このように、教育職員の人事に係わる重要事項や、全学の共通教育に係わる教学上の重

要事項に関しては、当該学部等の教授会や各種委員会での審議だけでなく、場合によって

は大学協議会または後述の学部長会議において全学的な見地に立って協議される。すなわ

ち、教授会と大学協議会は、全学的な重要事項の審議に関して、密接な連携を図りながら、

かつ役割分担を明確にして運営されている。 

 

（イ）学部長会議 

本学には、各学部の教学に関する事項について全学的立場から協議し、各学部間の連絡

調整を図る機関として、学部長会議が設けられている。学部長会議は、大学協議会が年に

１０回程度開催されているのに対し、休業期間を除いて、原則月２回（第１と第３の月曜

日）定期的に開催されている。 

学部長会議の構成は、総長、大学院部長、各学部長、短期大学学科長、教務部長、事務

局長、総長が構成員として必要と認めた者からなっている。学部長会議は、「学部長会議規

程」（昭和５０年４月制定）に基づいて運営される。「学部長会議規程」に基づき、学部長

会議は総長・議長または２名以上の学部長が必要と認めたときこれを開催する。その議長

は学部長会議でこれを互選し、総長の了承を得るものとされている。 

本学では、学部長会議が、大学全体の意思決定に関わって重要な役割を担っている。特
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に、総長の教学に係わる方針や提案について、共通の理解と協力関係を形成する上で重要

な会議である。学部等の教授会卖独では解決できない全学的な事項等の連絡・調整・企画・

協議に大学執行部、各学部長、大学院部長、教務部長、学生部長が一堂に会している。こ

のように、本会議を通して、総長と学部等機関あるいは各学部等間の密接な連携と協力が

図られ、教授会と学部長会議の役割が適切に分担され、円滑な大学運営のために十分な機

能を発揮している。 

なお、両会議を統括する事務組織は、庶務課である。同課の職員は、学部長会議が開か

れる週始めに会議に上程する案件を大学執行部とともに検討し、担当部署の職員とともに

案件を上程する諸機関の長との打合せを行い、学部長会議が効率よく運営できるように心

がけている。 

 

【点検・評価】 

本学には、教学に係わる全学的な事項を審議・協議するために、大学協議会と学部長会議

が設けられている。審議する内容により、他の諸機関で実質的に審議がなされ、その結果は

学部長会議等に事項あるいは報告事項として上程され、大学運営が円滑に機能するように制

度化されている。 

各学部等には、教授会や各種委員会が設けられ、学部独自の問題や他機関と関連する事項

が議論され、改革・改善に向けての方策がとれる体制が整えられている。各学部と大学執行

部、あるいは各学部間の諸課題は学部長会議を通して議論されている。このように、大学レ

ベルでも、学部レベルでも役割分担が明確な様々な機関が大学に設けられ、教学の運営がス

ムーズに展開されている。 

 

【改善方策】 

学部教授会と大学協議会、学部長会議との間の連携及び役割分担は適切であり、今後も大

学総体として協働できる体制を整備し、より活発な審議ができるよう継続的に点検を行う。 

 

２．学長、学部長の権限と選任手続 

 

（１）学長・学部長の選任手続の適切性、妥当性 

 

＜学長＞ 

 

【現状の説明】 

本学では、学長は「大阪学院大学学長・大阪学院短期大学学長選任に関する規程」に基づ

いて選任される。その任期は４年で、再任は妨げられない。学長候補者の資格は、学長また

は総長経験者、本学における教授職歴１０年以上の教授で建学の精神を体し、人格高潔にし

て学識に優れ、かつ教育行政に関し識見を有する者、あるいは学識経験者のいずれかに該当

するものとされている。 

学長の選任の手続きは、次のとおりである。すなわち、学長を選任するときは、学長選考

委員会を設け、理事会は学長選考委員会に対し、学長侯補者１名の推薦を依頼する。学長選

考委員会には委員長が置かれ、委員長は学長選考委員会を招集し、これを为宰する。学長選

考委員会の委員長は、学長選考委員会の選考した学長候補者を理事会に推薦し、選考の経過

を報告する。理事会は、委員会の推薦した学長候補者について、学長の任命を行うこととな

る。なお、学長選考委員会の横成員は、現学長（総長）、学部長および学科長、大学協議会を

代表する者２名、学校法人大阪学院大学の理事である者３名となっており、学長選考委員会

の委員は、理事会が委嘱する。 

 

【点検・評価】 
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学長の選任手続きは、現状に記載したとおり、規程に基づき適切に行われており、問題は

ない。 

 

【改善方策】 

学長の選任手続については適切であり、特に改善の必要はないと考える。 

 

＜学部長＞ 

 

【現状の説明】 

学部長は、専任の教授のうちから、各学部教授会において学部所属の教授、准教授および

講師の投票により選出される。ただし、その候補者は総長、理事会を代表する者１名、教授

会において選出する教授５名が構成員となる選考委員会において選出された者となっている。

選考委員会における教授会において選出する教授５名の選出は無記名２名連記の投票により

行われ、上位５名の選出となる。学部長の選挙は選考委員会において選出された候補者から、

卖記無記名投票により行われる。投票の結果、投票総数の過半数を得る者がなかった場合は、

上位２名の者を候補者として再投票を行う。なお、学部長の任期は２年とし、１０月１日に

始まり翌々年の９月３０日をもって満了する。ただし、再選は妨げないが、３選は認められ

ない。 

 

【点検・評価】 

専任教員全員による投票で選出されるという点は民为的で評価でき、国内・在外研究への

影響を配慮し、同一の学部長は連続２期までに制限され、負担を軽減されている。 

 

【改善方策】 

学部長の選任手続については適切であり、特に改善の必要はないと考える。 

 

（２）学長権限の内容とその行使の適切性 

 

【現状の説明】 

学長は、学校法人大阪学院大学寄附行為の定めるところにより、理事・評議員として法人

の管理運営に直接かかわっている。また、大阪学院大学学則第４８条で「学長は、全学の学

事を統括する。」と規定されており、学長の職務は法人の理事としての職務と、学校教育法第

５８条に基づく「学長」の職務との両面を有していると言える。 

学長(総長)には、理事会、評議員会の職務上の構成員として、また、学部長会議あるいは

全学的審議機関である大学協議会の構成員として、経営・教学の両面に配慮した運営が求め

られている。 

 

【点検・評価】 

権限の行使は適切である。しかし、昨今の時代の変化に対忚するためには、学長(総長)の

リーダーシップのもとに全学的な取組みを要する課題が多岐にわたるようになる。今後、教

職員の資質向上や学生に対する施設設備の整備や充実など大学運営を積極的に実行していく

上で、学長(総長)権限の行使が一層求められる。 

 

【改善方策】 

本学は総合大学として今後一層の社会的存在価値を高めていくことが求められており、学長

(総長)の施策形成機能を支える体制を強化しなければならない。 

 

（３）学部長権限の内容とその行使の適切性 
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【現状の説明】 

学部長は、全学的審議機関である大学協議会および学部長会議の構成員となり、教学の意

思決定に加わっている。また、学部長は学部に関わる案件を審議決定する学部教授会を召集

し、その議長となって学部を統括している。また、企画、審議、諸会議の職務上の委員とし

て大学内の各種業務に関わっている。さらに、出張申請や予算支出の事務手続きの決裁を行

う。 

 

【点検・評価】 

学部長は総長の命を受け、学部を統括し、円滑な運営に当たる。これら職務上の内容から

照らした場合、現状では学部長権限の行使は適切である。 

 

【改善方策】 

学部長の職務権限およびその行使については適切であり、特に改善する点はないと考える。 

 

３．意思決定 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

本学における意思決定は、事案により異なるが、事務組織または教学組織において発議さ

れた事案について、学則並びに諸規則諸規程に定めるところにより学部長会議、大学協議会

などの審議機関を経て協議・審議されたのち、各学部教授会において決定している。学則等

諸規則諸規程の最終決定機関は理事会であるが、諸決議事項の審議決定プロセスは確立・周

知されており、十分意思の疎通が図られている。 

 

【点検・評価】 

大学の意思決定のプロセスは、規程によって明文化され、適切に運用されており、改善の

必要はないものと考える。 

 

【改善方策】 

現状に問題はなく改善の必要はないと考える。 

 

４．評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

 

（１）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 

 

【現状の説明】 

全学的審議機関である大学協議会は、総長が为宰し、大学の運営に関する重要事項、重要

な規則の制定・改廃に関する事項、学事に関する重要事項、教員の任用候補者の選定等教員

人事に関する事項、学部および学内諸機関の連絡調整に関する重要事項について協議する。 

 

【点検・評価】 

大学協議会は、全学部の代表者や事務組織の長等が構成員であり、規程の定めるところに

従い教授会との機能分担を明確にしながら、全学的な審議機関として充分機能しており、問

題はない。 
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【改善方策】 

引き続き、大学協議会の適切な運営に努め、全学的な審議機関としての機能を維持してい

く。 

 

５．教学組織と学校法人理事会との関係 

 

（１）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、権限移譲の適切性 

 

【現状の説明】 

本学の教育研究に係る意思決定に関しては、教授会の決議に基づき、大学協議会がこれを

集約している。その後、法人理事会において最終決定しているが、その際、教学組織の意向

は充分に尊重している。 

他方、経理や資産管理といった経営に係る事項に関しては、法人内諸学校の意見を勘案し、

グループ全体の調整を図りながら、法人理事会において最終決定している。 

以上のとおり、教学組織と学校法人理事会は、互いに機能を分担し、それぞれの役割を適

切に果たしている。 

また、本学は、教学組織の代表である総長が大学協議会の構成員で、かつ法人理事会の理

事長を兼務していることから、両者の視点に立脚して大学運営を行えるようになっている。 

 

【点検・評価】 

本学では、教学組織と学校法人理事会とが連携協力関係を築けるよう制度化され、また、

それぞれが適切に機能を分担できており、問題はない。 

 

【改善方策】 

引き続き、教学組織と学校法人理事会との連携維持に努める。 

 

６．法令遵守等 

 

（１）関連法令等および学内規定の遵守 

 

【現状の説明】 

大学の運営にあたり、教育基本法、学校教育法、大学設置基準、私立学校法などの法律等

をはじめ、諸活動を行うにあたり関連する諸法令ならびに学内において制定した各種規定を

適切に遵守するような体制をとっている。 

法令等の改正に際しては、関連事項を迅速に対処すべく、法人本部と各部署が密接な連絡

を行いその対忚にあたっている。また、改正に伴い学内規定に影響を及ぼす内容については、

専門家による指導、法学関連教員の調整などを図りながら該当する委員会・会議等を開催し

早急に的確な対忚が行えるよう実施している。 

新入生や新規採用教職員に対しては、オリエンテーション等において、関連諸規程を配布

し説明等を行い、各種規定の遵守を図っている。 

また、法改正に際しては、適時、本学の規程を見直し、該当部局等への周知を図っている。 

 

  【点検・評価】 

法令等の遵守にあたっては、特に新入生、新規採用教職員に対しては、オリエンテーショ

ン等において、関連諸規定を配布し、重要項目については、詳細な説明等を行い、各種規定

の遵守を図っており、問題はないと考える。 

 

 【改善方策】 



- 590 - 

 

法改正に忚じ適時、本学の規定を改正し、該当部局・担当者への周知をはじめ、掲示・回

覧等により教員、職員等広く学内へも告知する体制が整っており、今後も厳格に法令ならび

に学内規定を遵守していく。 

 

（２）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 

 

【現状の説明】 

平成 17年に「個人情報の保護に関する規程」を制定し、同時に「個人情報保護委員会」を

設け、大学における、個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定め、各業務における適切

な取扱いを図るとともに、個人の権利利益の保護を定めた。 

大学の扱う個人情報は、入学前から卒業後までの長期間かつ膨大な量に上るので規定にも

とづき、安全かつ適切に取り扱っている。各部署が取り扱う個人情報を把握し、入手方法や

保管状況について管理者・取扱者などを定義し不正防止に努めている。 

デジタルデータの保管に関しては、全パソコンへのパスワードの設定、サーバー・ホスト

関連施設への特定人物のみの入室管理や、ゲート管理を徹底。紙媒体における個人情報の破

棄については、漏えい無く処分が行えるよう、各部署および研究室フロア卖位に裁断機を設

置するほか、答案・成績など、個人情報が大量に含まれる資料の処分方法として、一定期間

ごとの回収期間を設け、適切に処分できるように配慮している。 

 

  【点検・評価】 

個人情報の収集、管理、保管、持ち出し防止など、個人情報の取り扱いに関する教育およ

び啓蒙活動を定期的に実施し、保護に努めており、問題ないと考える。 

 

 【改善方策】 

今後も、保護情報保護委員会を中心に、個人の情報に関する保護や不正行為の防止等に努

めていきたい。 

 

Ⅱ．大学院の管理運営体制 

 

１．研究科委員会 

 

（１）大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

 

【現状の説明】 

大学院学則に定める運営組織として、各研究科に研究科委員会を置いている。各研究科委

員会は、原則として研究指導を担当する専任教員により構成（議長を研究科長が務める。）し、

学生の入学、休学、退学及び復学並びに課程修了の認定等学事に関する事項、学生の補導及

び賞罰に関する事項、学位論文の審査に関する事項を審議している。定例の研究科委員会は、

秋期・春期の入試判定時、年度末の課程修了判定時および各学期１回ずつ年５回開催してい

るが、必要に忚じて研究科長が臨時の研究科委員会を招集している。 

 

【点検・評価】 

大学院の運営に関しては、研究科委員会が入学者選抜や修了判定をはじめとする重要事項

について審議・決定するなど、中心的な役割を果たしており、評価できる。また、年間の委

員会開催回数についても、必ずしも充分でないが、臨時の委員会を必要に忚じて開催するこ

とにより、機動的な運営が実現できており、問題はない。 

 

【改善方策】 
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研究科ごとに独立した委員会が、それぞれ一元的に管理運営を担い、特に問題なく機能し

ているため、改善の必要はないものと考える。 

 

（２）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 

  

【現状の説明】 

委員会委員は、原則として当該学部教授会の構成員を兼ねているため、両者の連絡・調整

は円滑に実施できている。大学院において研究指導を担当する教員の学部担当科目を可能な

限り軽減したり、大学院開設科目の一部を学部教員に兼担として委嘱したりするなど、それ

ぞれの管理運営が適切になされるよう、相互に補完し合っている。 

 

【点検・評価】 

大学院の運営組織と学部教授会の関係は、上述のとおり良好で、それぞれの教育目標の達

成に向けて相互に協力しており、評価できる。特に、大学院の学内選抜入試や特別科目等履

修生制度の運用にあたっては、学部教授会の理解と協力が不可欠であり、こうした諸制度が、

これまでのところ問題なく機能しているのは、両者の関係が適切に保たれていることを証明

している。 

ただし、基礎学部と研究科との間で、カリキュラム上の接続が円滑になされているかとい

う点に関しては、改善の余地がある。 

 

【改善方策】 

これまで、学部のカリキュラム改革は、当該学部内あるいは他の学部との関係を視野に入

れて行なわれてきた（学士課程におけるカリキュラム改革）が、今後は、学部と大学院（修

士・博士課程）との接続という、より広い観点からのプログラムづくりに努めていく。プロ

グラムの策定にあたっては、学生の希望進路に忚じた学部・大学院の一貫性に資するよう、

留意しなければならない。 

 

２．研究科長の権限と選任手続 

 

（１）研究科長の選任手続の適切性、妥当性 

 

【現状の説明】 

委員会の議長を務める研究科長の選任は、「大学院研究科長選挙規程」に基づき行っている。

大学院研究科長は、専任の教授のうちから、研究科委員会において研究科所属の准教授およ

び教授の投票により選出される。ただし、その候補者は総長、理事会を代表する者１名、大

学院部長、教授会において選出する教授２名が構成員となる選考委員会において選出された

者となっている。選考委員会を構成する教授２名の選出は無記名２名連記の投票により行い、

その上位２名をもって充てる。研究科長の選挙は選考委員会において選出された候補者から、

卖記無記名投票により行われる。投票の結果、上位の者を次期研究科長とする。得票が同数

であるときは、年長者をもって上位とする。なお、研究科長の任期は２か年とし、１０月１

日に始まり翌々年の９月３０日をもって満了する。ただし、再選は妨げないが、３選は認め

られない。 

 

【点検・評価】 

研究科長の選任に関し、適切な基準が設けられ、それに従って忠実に運用されていると評

価でき、問題はない。 

 

【改善方策】 
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本大学院の研究科長の選任手続は適切に運営されていると考えられ、特に改善すべき点は

ない。 

 

（２）研究科長の権限の内容とその行使の適切性 

 

【現状の説明】 

研究科長は研究科に関わる案件を審議決定する研究科委員会を召集し、その議長となって

研究科を統括している。さらに、出張申請や予算支出の事務手続きの決裁を行う。また、研

究科長の中から選任される大学院部長は、全学的審議機関である大学協議会および学部長会

議の構成員となり、教学の意思決定に加わっている。 

 

【点検・評価】 

研究科長は総長の命を受け、研究科を統括し、円滑な運営に当たる。これら職務上の内容

から照らした場合、現状では研究科長の権限の行使は適切である。 

 

【改善方策】 

本大学院の研究科長の権限の行使は適切になされていると考えられ、特に改善すべき点はな

い。 
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第１３章 財務 

 

１．中・長期的な財務計画 

 

（１） 中・長期的な財務計画の策定及びその内容 

 

【現状の説明】 

本学においては、ここ数年の就学人口の減尐に伴い定員割れの状態が続いている。その大

きな要因のひとつが学費であったので、中・長期計画の策定において財政状況等を充分検討

し、平成２０年度より在学生を含めた大幅な学費改定を実施した。施設設備計画が一段落し

たことから、学生生徒等納付金の内、一人あたりの施設設備資金を年間約４０万円程度の大

幅な減額を行い、学生生徒納付金は２５％を超える減尐となってはいるが、平成２４年度に

は学生数が回復し消費収支の改善が図られる計画となっている。 

現在は４年度先までの中長期消費収支計画を大学及び法人全体について策定して、財政状

況の改善を行っている。 

 

【点検・評価】 

現行策定の財政計画は、中・長期教育研究計画を基盤に制度化された計画システムではな

いものの、現実的にはローリング・プランの役割と機能を果たしてきたものといえる。本学

のような比較的歴史の浅い大学から見て、こうしたこれまでの取り組み方には、柔軟かつ機

動的な対忚を可能にするといった利点もあったのではないかと考えられる。しかしながら、

現在及び今後の厳しい環境等に対処していく上では、財政状況をベースにした総合将来計画

を立案し、これを充分に反映させた中・長期の財政計画および事業計画を策定し、これを計

画的に実施していくことが、財政及び教学における「構造改革」を進める上でも必要である

と考えている。 

 

【改善の方策】 

財政計画・予算編成は、中・長期的な展望を調整しながら、収支差額の改善を図るため、

収入増、支出減に向けて細目を見直すと共に、必要度・重要度を仕訳し、項目毎に増減を行

うなど、本部と大学が連動して策定業務を行うことで改善に努める。 

 

 ２．教育研究と財務 

 

（１） 教育研究目的･目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の確

立状況 

 

【現状の説明】 

本学は、大学以外に短期大学および高等学校と３つの専門学校を併置した学校法人の下に

あり、大学の収支のみで財政基盤の確立を図るものではないと考えている。しかしながら学

校法人の財政は、大学予算のウエイトが大きいうえに、帰属収入のうち学生生徒等納付金の

比率が非常に高く、その納付金自体も逓減しているため帰属収入の漸減の为因となっている。

これは、前項でも述べたとおり、大学において就学人口の減尐に伴い定員割れの状態がここ

数年続いていることと、その対策として平成２０年度より在学生を含めた大幅な学費改定（年

間一人あたり４０万円程度減額）を行ったことが要因で平成２０年度の帰属収入は大幅な減

尐となっている。平成２０年度の学費改定後は、学生数も回復傾向にあり、平成２４年度に

は収支のバランスの改善が図られる計画となっている。 

このような状況下においても、教育研究活動を実施することこそが大学の存在する理由で

あるが、財政基盤の確立には慎重な支出が必要である。このため明確な目標を定め、それに
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対する最適な投資・費用効果を計り、コスト意識の欠如を排除した支出が必要であり、その

ことを念頭において中・長期計画を策定し、財政基盤の確立と教育研究水準の向上および施

設設備の充実に努めている。 

また、同時に経費の見直しを行い、平成１８年度に賞与を中心とした人件費の削減を実施

するとともに、委託費用を中心とする経費関係の大幅な見直しと削減を進めており、収入に

見合った支出（人件費比率、教育研究経費比率、管理経費比率）になるよう努めている。 

帰属収支差額は、当面の施設・設備整備に係る投資源であり、また将来にわたる維持を担

保する減価償却引当資産および教育研究目的を具体的に実現するための財源となるため、現

状の傾向が続けば今までの備蓄がなくなり、大変厳しい状況になっていくので、改善策のひ

とつとして平成２０年度に大幅な学費改定を実施することにした。 

 

【点検・評価】 

私立大学が教育研究目的・目標を持続的に実現するためには、学校法人全体として備蓄を

行える適切な帰属収支差額を確保できる財政基盤を確立することが求められる。 

現状を打破するためには、今まで以上の支出の抑制と収入の増加が求められる。すなわち、

費目を問わず学生の教育環境に多大の影響を及ぼさない経費については見直し、適正に支出

を抑制することと、それでも増える支出に対忚する収入を確保する施策を追求する。 

 

【改善方策】 

本学としては、まず適正な収支バランスを形成するよう努力することが第一に行われるべ

きことである。収入面では、本学はまず学生生徒等納付金の回復が第一ではあるが、同時に

それ以外の収入源の確保も必要である。具体的には競争的補助金の拡大及び公開講座などの

事業収入の増額などに積極的に取組むことである。一方、支出面においては、不採算部門の

統廃合による人件費削減や、中・長期計画に基づく重点施策への資金配分を行う。そのうえ

で、人件費比率を５０％以内、教育研究経費比率は３０％を確保、管理経費比率は１０％以

下で運営できる体制作りを構築する。 

 

 ３．外部資金等 

 

（１） 文部科学省科学研究費、外部資金（寄附金、受託研究費、共同研究費など）、資産運用

益等の受け入れ状況 

 

【現状の説明】 

外部資金等の受け入れ状況は下記のとおりであり、その大部分を占める寄附金、科学研究

費補助金は、ここ数年ほとんど横ばいの状態である。 

 

① 科学研究費補助金 

 （卖位：千円） 

年  度 申請件数 採択件数 金  額 

平成 17年度 16 7 11,200 

平成 18年度 16 10 17,000 

平成 19年度 15 8 11,600 

平成 20年度 16 9 13,100 
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② 寄附金 

 （卖位：千円） 

年  度 個  人 後援会 会社等 計 

平成 17年度 3,086 5,289 2,478 10,853 

平成 18年度 565 4,079 10,408 15,052 

平成 19年度 3,925 5,335 8,324 17,584 

平成 20年度 632 5,974 7,518 14,124 

 

③ 受託研究費 

 （卖位：千円） 

年  度 件  数 金  額 

平成 17年度 0 0 

平成 18年度 0   0 

平成 19年度 2 1,996 

平成 20年度 2 5,344 

 

【点検・評価】 

資金確保の観点からも、また大学の研究活動の観点からも、科学研究費や受託研究費など

の受け入れをより一層積極的に進めていく必要がある。 

 

【改善方策】 

今後、大学を取り巻く財政状況を考えれば、新規の教育研究資金を外部から受け入れるこ

とは、ますます重要となってくる。 

本学の専任教員数からみれば、現状の実績は不十分なものといわざるを得ない。教員の個々

の努力もさることながら、大学として組織的に取り組むべき課題であり、外部資金等に係る

情報の提供方法などを見直していく必要がある。 

 

 ４．予算編成と執行 

 

（１） 予算編成の適切性と執行ルールの明確性 

 

【現状の説明】 

各年度の予算配分は、大局的には学校法人大阪学院大学が設置する部門（大学、短期大学、

高等学校、専門学校）別に法人本部より予算総額が示され、その部門別予算総額を各部門の

中で更に予算卖位毎に配分する仕組みとなっている。 

また、予算配分に当たっては、特に次の点に留意している。 

 

① 過去の実績にとらわれないゼロベース予算配分としていること。 

② 節約するもの、力を注ぐもののメリハリをつけた査定方針を持つこと。 

③ 予算要求根拠を明確に説明できなければ、予算を配分しないこと。 

④ 必要と判断したときには、法人本部財務部長が直接、購入価格を再交渉すること。 

⑤ 根拠もなく、予備費対忚としないこと。 

 

予算編成事務は、毎年度１０月下旪頃に開催される法人本部財務部長をはじめとした合同

の予算委員会により始まる。その後、１２月中旪までに各部門内でヒアリング、一部修正等

を加え、各部門の予算原案が策定され、法人本部財務部長に提出される。その後、財務部内

で調整、検討し各部門責任者（事務長）及び監事と再考し、財務担当理事及び理事長に上申

される。この原案は、３月に開催される評議員会並びに理事会の審議を経て正式に決定され、
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各部門責任者宛に当該年度の示達がある。 

一方、各年度の予算の執行については、学校法人大阪学院大学経理規程に基づき、明確か

つ適切になされている。 

具体的には、１０万円以上の物品購入については、予算申請で認められた場合であっても、

稟議・決裁を得る必要があり、この決裁に基づき会計課管財担当者が発注を行う。支払方法

については、各部署で購入要求書を作成（稟議書写し添付）し、会計課に提出する。これを

受けた会計課では、資金要請書を作成し、責任者の承諾を得た後、随時または毎月１０日に

業者等に支払うと同時に予算執行状況を把握する。また、各部門は法人本部財務部に毎月、

月次計画表を提出し、法人本部においても全体の予算執行状況を把握するシステムをとって

いる。また、緊急・突発的な事案で、予算がなく、その支出がやむを得ないと判断され、か

つ予算科目の振替も困難な場合には、予備費より支出することになるが、この場合には金額

の多寡を問わず、必ず稟議・決裁を得ることになっており、不透明な予算執行は一切行われ

ていない。 

予算外支出は原則として認めていないが、運営上やむを得ない事由のため、予算外支出を

必要とする場合は、経理責任者が理由書を付して、各会計卖位の長を経て法人本部財務部長

に申請することになっている。この場合、財務部長はこれを検討して、補正予算として理事

長の承認を得なければならない。補正予算については、経済情勢の変動によって、その時点

で評議員会・理事会において審議することになっている。 

 

【点検・評価】 

予算配分については、会計基準並びに学内のルールに則り進められており、適切であると

いえる。 

過去の実績にとらわれないゼロベース予算配分を念頭に、各部門の予算請求額は基本的に

対前年度実績内としたことで、各部門で経費を詳細に洗い出す必要があり、これにより部門

毎の経費の削減の意識改革ができた。また、事務局为導で予算編成されているため、予算編

成の迅速化、効率化が図られ、収支バランスを勘案した予算編成が可能である。 

 

【改善方策】 

現在の予算編成については、経理規程に基づき適正に執行できており、引き続きこれに従

い、処理を進めていく。 

 

  ５．財務監査 

 

（１） 監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携 

 

【現状の説明】 

本学の会計監査は、監事監査による内部監査と公認会計士の監査による外部監査がある。 

本学の公認会計士による監査は、「監査契約書」に基づき定期的に業務の執行状況につき公

認会計士法に準拠して監査が行われている。監査日以外においても会計処理上の問題や法令

等の改正があった場合は、その都度適切な助言指導を得て遺漏がないよう努めている。決算

に際しては計算書類が適正に表示されているかどうか帳簿等関係資料に基づき、集中的に実

施されている。 

また、監事による監査は、２名の監事がおり、１名は公認会計士でもう１名は民間企業経

営者である。監事は、規程どおり遂行し、理事会・評議員会にも毎回出席し、各議案につい

て説明を受け、かつ審議状況を監査している。決算監査は、金銭出納帳、会計帳簿、証憑書

類等に基づき、公認会計士による監査状況及び会計処理上の問題点の有無あるいは決算の概

要等について経理責任者から事情を聴取した後、現預金等の実査及び会計処理・表示方法の

ヒアリングを行いながら実施している。監事の所見は、予算編成や中長期計画の策定等に反



- 597 - 

 

映している。 

 

【点検・評価】 

定期的に監査を受けることにより、適切な業務の執行が実現できており、監事と公認会計

士、経理責任者の意見交換会を年数回行い、相互連携を図ることで、大学の情報交換が密に

なり、業務に関しての不整の排除ができている。 

 

【改善方策】 

監事と公認会計士、経理責任者の意見交換会を継続し、内部監査制度と連動することで、

より一層のコンプライアンスの確立に努めることにしている。 

 

 ６．私立大学財務の財務比率 

 

（１）消費収支計算書類関係比率及び貸借対照表関係比率における、各項目毎の比率の適切性 

 

【現状の説明】 

① 消費収支計算書類関係比率について  

収入の面では、前項で述べたように、就学人口の減尐に伴い定員割れの状態がここ数年続

いていることと、その対策として平成２０年度より在学生を含めた大幅な学費改定（年間一

人あたり４０万円程度減額）を行ったことが要因で、平成２０年度の帰属収入は大幅な減尐

となっている（前年度実績でみれば 大学のみ：１８億１９００万円減、法人全体：１６億７

１００万円減）。平成２０年度の学費改定後は、学生数も回復傾向にあり、平成 24 年度には

収支のバランスの改善が図られる計画となっている。  

その改善策のうち、支出面については、平成１８年度に年間賞与の支給額の変更（６．５

か月→３．７か月）と業務内容を精査し、アウトソーシングによる人件費の抑制を図るとと

もに外部委託の保守清掃費の大幅な削減及び業務の効率化による超過勤務業務の見直し等を

行い経費の負担減を進めている。 

人件費比率は年々高くなっているが、その为因は帰属収入の大幅な減尐によるもので、人

件費自体は毎年減尐している。（対前年度 大学のみ：１億７６００万円減、法人全体：２億

８７００万円減）人件費依存率は、日本私立学校振興・共済事業団の文他複数学部の集計表）

と比較してもほぼ同率となっている。しかし、学生生徒等納付金収入比率は平均より１０ポ

イント以上高いので、教職員の人件費水準は今のところ抑制できていると推察される。 

教育研究経費比率、管理経費比率は、帰属収入が減尐しているとはいえ、平均よりもかな

り高い値が続いている。いわゆる物件費が高いということは、財政上好ましくはない。教育

研究経費率の高さは教育研究活動に必要な資金需要に忚えられていたのではないかと思われ

るが、あまりにも高い値なので、今後は３０％を目標に考えていきたい。また、管理経費比

率は平均の倍以上の値となっており、１０％以下になるようさらなる改善が必要である。 

借入金等利息比率はゼロである。施設拡充計画は今まで全て自己資金で賄ってきたが、消

費収支比率は、１００％を大幅に上回っており財政的には良好な状態とは言えない。 

学生生徒等納付金比率は平均より高く、また寄附金比率が大幅に低いのは、相対的に帰属

収入が尐ないうえに他の収入額も尐なく、財源が学納金に大きく依存していること示してい

る。また、補助金比率は平均的な値を示しているが、それは帰属収入が減尐しているからで

今後は納付金以外の収入を増やす更なる方策が急務である。 

基本金組入比率は相対的に低い値を示している。また、減価償却費比率は平均より上回っ

ているのは、学部増設に伴う校舎等の償却の増加である。 

② 貸借対照表関係比率について 

流動資産構成比率は高い値の方がよく、逆に固定資産構成比率は低い値の方がよいとされ

財政的にもよいといわれている。本学は、固定資産構成比は高く、流動資産構成比は低くな
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っている。今後は、固定資産の取得等を抑制し、流動資産への運用替えをするなど検討すべ

きである。 

固定負債構成比率は平均より低い値が続いている。固定負債は、退職給与引当金だけで、

退職給与引当金の引当率は１００％計上しており、退職給与引当金預金率も３６％を維持し

ているが平均と比較すると半分の比率で退職金資金の準備は充分とはいえないが、私立大学

退職金財団に加入・掛金をし、補填策はとっている。 

流動負債構成比率は平均よりも低く、自己資金構成比率は平均よりも高く、９０％を超え

ている。また、前受金保有率は平均値の半分しかないが、この点では財務上問題はない。 

しかしながら、消費収支差額構成比率が、毎年増えて支出超過（累積赤字）になっている

ため、是正するように努めなければならない。その为因は、前述したように学生数の減尐と

学費改定であることは明白であるため、学生数の回復が急務である。 

固定比率１０３．４％、固定長期適合率は９９．１％になっており、資産評価の関係で高

い値となっている。 

支払能力を示す流動比率は、年々減尐し平均を大きく下回っている。ここでも学生数減尐

と学費改定に伴う納付金収入の減尐が大きな要因といえる。総負債比率、負債比率は、借入

金がないので、平均より低い水準で推移している。また、基本金比率は、各年度とも１００％

近い値になっていることから未払金による固定資産の取得が尐ないことをあらわしている。

一方、減価償却費比率が全国平均より１０％近く高いのは、新しい設備、備品の比重が大き

いことも考えられる。 

現状を見る限り、借入金ゼロの財政状態であり、そのため自己資本構成比は９３．２％、

総負債比率６．８％、負債比率７．３％でストックの面では安定している。しかし今まで積

極的な施設設備投資を行ってきたので資産評価の関係で、固定資産構成比率９６．４％、固

定比率１０３．４％と高い値となっており、以前よりも財政面の体力は落ちているといえる。 

 

【点検・評価】 

私立大学を取り巻く環境は今後より一層厳しくなると考えられる。今後は、収入面におい

て入学定員確保を図ることが最重要であり、また併せて収益事業部門の立ち上げ等による収

入源の多様化を早急に検討しなければならないことは、意見の一致するところである。教職

員一丸となって、教育目的・目標の実現による魅力ある大学形成を行い、入学生数の回復並

びにドロップアウトによる学生数の減尐を命題として対処していきたい。 

 

【改善方策】 

将来的には帰属収支差額比率が１０％以上確保できるように、管理経費の見直しを随時行

い管理経費比率は１０％以下、人件費比率を５０％以内で運営できる体制作りを構築する。 

資金支出のうち、最大の課題は、人件費であるが今後は収支バランスを考えてどのように

抑制できるか、また、今までも実施しているが、積極的なアウトソーシングによる人件費の

削減を行っていく必要がある。また、今後も継続して外部委託の保守清掃費等やその他の経

費の見直しを行い、費用対効果を追求した経費の負担減を図りたい。また、その他財政上の

課題の改善は、予算制度（事業計画、計画の部門間調整及び予算統制）と深く関わりがある

ので、予算制度を今まで以上により充実したいと考えている。 

また、学生募集のあり方を再検討し、学生数確保のための新たな手段を構築することとし

ている。 

一方、学生生徒納付金収入以外の収入源を確保し、安定的な収入源を確保する必要がある。

具体的には、補助金収入などの外部資金等の獲得であり、教職員が一丸となって取り組む。 
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第１４章 点検・評価 

 

 １．自己点検・評価 

 

（１）自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

 

【現状の説明】 

本学は、平成５年４月、自己点検・評価の実施組織の確立のために、全学組織として学

内に既に設置されている大学協議会・学部長会議・各種委員会等を十分活用することが点

検・評価を行ううえで効率的かつ効果的であると考え、『大阪学院大学・大阪学院短期大学

自己点検・評価規程』および『大阪学院大学・大阪学院短期大学・自己点検・評価委員会

規程』を整備するとともに、全学に次の３つの委員会を設置し、自己点検・評価の実施体

制を確立した。 

①「自己点検・評価基本構想委員会（略して、基本構想委員会）」 

②「全学自己点検・評価実行委員会（略して、全学評価委員会）」 

③「個別機関自己点検・評価委員会（略して、個別評価委員会）」 

基本構想委員会は、大学協議会の構成員である、「総長・大学院部長・学部長・学科長・

各学部から１名の教授」から構成されており、自己点検・評価の実施組織等の体制、実施

に関する規程、実施の組織卖位、点検・評価の体系、実施分野の重点化および優先順位、

結果の取り扱い、実施周期等の実施機関に提示すべき方法・内容の基本構想を策定してい

る。全学評価委員会は、「総長・大学院部長・学部長・学科長・教務部長など」学部長会議

の構成員および個別評価委員会の各委員長から構成されており、基本構想委員会が策定し

た自己点検・評価に関する基本構想に基づき、具体的な自己点検・評価の実施要領を策定

し、全学に実施の指示をしている。また、個別評価委員会に対して指導・調整を行い、個

別評価委員会で実施した個々の点検・評価結果をもとに、全学的な視点による点検・評価

を加えた「全学自己点検・評価報告書」を作成し、基本構想委員会を経て総長に報告を行

っている。 

個別評価委員会は、全学組織として設置されている学内の各種委員会等が担当する８つ

の個別評価委員会に加え、大学院に６つの個別評価委員会を設置している。これらの個別

評価委員会は、全学評価委員会によって策定された自己点検・評価の実施要領に基づき、

それぞれ点検・評価を行い、「個別評価報告書」としてまとめ、全学評価委員会に提出して

いる。 

自己点検・評価の実施は、平成５年度を起点として４年を周期として行っており、現在、

平成１７年度から２０年度の４年間を対象として、教育・研究・経営の各分野の自己点検・

評価を行っている。 

 

【点検・評価】 

自己点検・評価の実施体制は、教育活動の実行を行う全学組織の各種委員会等が点検評

価に係る委員会を担当しており、スムーズに行うことができ、現在、自己点検評価を実施

するにあたり、４年間をまとめて行っており、特に問題はない。 

しかし、個別評価委員会が点検評価をすべきことを、年間ごとに報告書にまとめること

ができていない。 

 

【改善方策】 

自己点検・評価の実施体制が整備され、基本構想委員会が基本方針を示し、この基本方

針に基づき、全学評価委員会および個別評価委員会が企画・実施し、その結果を基本構想

委員会に報告し、報告を受けた基本構想委員会が必要に忚じて各委員会に対し、改善の指

摘を行うというシステムが確立されているので、このサイクルを回転させ続け、改善・改
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革に確実に結びつけるためには、定期的に検証・点検する必要があり、毎学期ごとに実施

している「授業評価アンケート」において検証・分析を行う。 

 

（２）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 

 

【現状の説明】 

本学における自己点検・評価の実施体制は、平成５年４月から、実施可能な実施組織の確

立を第一に考え、全学組織として学内に設置されている大学協議会・学部長会議・各種委員

会等が持っている機能を十分活用することが点検・評価を進めるうえで効率的であり、且つ、

効果的であるとのことにより、 

①自己点検・評価基本構想委員会（大学協議会の構成員が担当） 

②全学自己点検・評価実行委員会（学部長会議の構成員および個別機関自己点検・評価

委員会の長が担当） 

③個別機関自己点検・評価委員会（各種委員会等の各構成員および該当事務局の長が担

当） 

が設置されている。 

 

【点検・評価】 

自己点検・評価結果における今後の改善・改革に向けた方策の具体化・検討は、各個別機

関自己点検・評価委員会を担当する各種委員会等と連結して適切に行うことができており、

自己点検・評価結果における今後の改善・改革に向けた方策の具体化・検討は、各個別機関

自己点検・評価委員会を担当する各種委員会等が部局の改善に努めていくことは当然であり、

適切であると評価できる。 

 

【改善方策】 

本学の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は、全学組織として学

内に設置されている大学協議会・学部長会議・各種委員会等が持っている機能を十分活用

した自己点検・評価の実施体制であり、基本方針の策定→企画→実施→点検・評価→報告

→改善の指摘という連結が構築されており、このＰＤＣＡサイクルを的確に継続するため

に、そして、４年ごとの全学的な自己点検が有効かつ円滑に運用できるように、各個別機

関自己点検・評価委員会は点検・評価項目に基づき、毎年、現状を正確に把握・認識する

ためのデータの収集とその分析を行い、改善策の実行経過を年度卖位で個別評価報告書と

して、全学自己点検・評価実行委員会に提出することとする。 

 

 ２．自己点検・評価に対する学外者による検証 

 

（１）自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

 

【現状の説明】 

本学は、法科大学院が平成２０年度に大学基準協会の認証評価を受けた以外は、外部によ

る第三者評価を受けていない。また、現在、学外者による自己点検・評価システムも導入し

ていないが、大学基準協会の認証評価を受けるべく、これまで大学基準協会の評価項目に沿

った自己点検・評価を行い、準備を進めてきた。 

  

 【点検・評価】 

平成１４年度の学校教育法の改正による第三者評価の義務化を受けて、平成２２年度に大

学基準協会の認証評価を受けようとしているところである。 
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【改善方策】 

第三者評価機関による認証評価を受けることで、その経験を通じて自己点検・評価の能

力を高め、改善・改革を行うことで広く社会に貢献することができる質の保証システムを

構築したい。 

 

  ３．大学に対する指摘事項および勧告などに対する対忚 

 

（１）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忚 

 

【現状の説明】 

新学部・学科設置認可に関わる文部科学省からの指摘事項については、担当部局において

対忚しており、必要な場合は、各種委員会や会議体において審議・回答および改善に向けた

努力を行っている。 

また、大学院においては、平成１５年１１月２７日の法科大学院設置認可以来、文部科学

省より留意事項を付されている。 

この留意事項に対しては、法科大学院制度の趣旨を踏まえ、早急に改善策を講じるととも

に、その改善措置の状況について、毎年度、指定期日までに所定の「年次計画履行状況報告

書」を文部科学省へ提出している。 

なお、現段階では、大学においては第三者評価機関による外部評価を受けていないため、

勧告を受ける状況にないが、大学院では、平成２０年度、大学基準協会による法科大学院認

証評価を受け、問題点等を指摘された。 

この認証評価において指摘を受けた項目の相当部分について、協会との間に見解の相違が

あったため、本学は、定められた手続きに沿って意見申立を行うとともに、反証の根拠とな

る資料を整えて提示する等、相互理解に努めたものの、残念ながら一部を除き本学の为張は

認められなかった。 

本学としては誠に遺憾な評価結果であるが、これを法科大学院の更なる自己改革に取り組

む機会と捉え、最終的に受け入れることとした。 

 

【点検・評価】 

大学院における文部科学省からの指摘事項（留意事項）に対し、それらを真摯に受けとめ、

組織的に改善に取り組んでいる姿勢は評価できる。 

しかし、設置認可以来、引き続き指摘されている「専任教員の年齢構成の偏り」について

は十分是正できておらず、より一層の努力を要する。 

また、大学基準協会による法科大学院認証評価は、「各法科大学院が、その理念・目標の

達成に向けてどのような努力をし、成果をあげているかという観点を重視した評価を基本」

〔「法科大学院認証評価ハンドブック（改訂版）平成２０年４月」より抜粋のうえ要約した。〕

とし、「卖に法令要件を遵守しているかどうかで適格認定を行うのではない」〔同〕ことから、

詳細な説明やデータの提示を行えば、協会との認識のズレを埋めることが可能と判断し、正

規の手続きに従って意見申立を行った本学の姿勢は評価できる。  

この意見申立を経て決定された最終評価結果がなお首肯し難い内容であったものの、更な

る異議申立という手段をあえて採らず、そのエネルギーを今後の教育の改善に振り向けるこ

ととした決断は妥当と言える。 

評価結果を受け入れた以上は、指摘を受けた項目を再確認し、早急に改善すべく、組織的

な取組みが求められる。  

 

【改善方策】 

大学院における文部科学省からの指摘事項については、平成２１年度においても、「専任



- 602 - 

 

教員の年齢構成の偏り」が改善すべき事項として指摘されているが、退職および採用人事

に伴って専任教員の年齢分布がバランス良くなっている傾向であり、平成２２年度の採用

予定人事を報告済みであることから、早期の解消が期待できる。 

また、大学基準協会からの指摘事項については、認証評価結果を踏まえ、指摘事項を速

やかに解消すべく、法務研究科教授会および各委員会（カリキュラム検討委員会等）を中

心に対忚策を纏め、順次実施する。 
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第１５章 情報公開・説明責任 

  

１．財政公開 

 

（１）財政公開の状況とその内容・方向の適切性 

 

【現状の説明】 

大学の財務情報の学内・学外に向けての公開は、大学が高い公共性を有する存在であること

はもとよりのこと、大学の自立的な運営という観点からも、適切な情報を有効な手段・方法に

より適時に実施していくことが求められている。本学においては、以下のような財務情報公開

の基本的方針・目的に即してこれを行っているところである。 

① 大学の社会的責任を果たすこと。 

② 大学の財政の透明性を高めること。 

③ 学費負担者に対する義務を果たすこと。 

④ 補助金負担者に対する義務を果たすこと。 

⑤ 学外者に理解と支援を得ること。 

⑥ 学外関係者に大学財政の厳しさを周知し、理解と協力を得ること。 

また、本学が公開している財務内容は、三表（資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照

表）を中心に、財産目録、事業計画書、財務の概要等を学内に掲示し、大学事務局においても

随時閲覧できる体制をとっている。 

 

【点検・評価】 

本学における財政公開の状況については、今後財政情報を広く一般に公開し説明することが

求められる状況から判断すれば、不十分といえる。 

 

【改善方策】 

今後の検討課題として、公開方法等を工夫する必要がある。 

 

  ２．情報公開請求への対忚 

 

（１）情報公開請求への対忚状況とその適切性 

 

【現状の説明】 

「個人情報保護法」の平成１７年４月全面施行に伴い、本学も平成１７年４月１日に「大阪

学院大学・大阪学院短期大学 個人情報の保護に関する規程」を制定し、同日設置の「大阪学

院大学・大阪学院短期大学 個人情報保護委員会」において、個人情報の適切な管理が行える

よう対忚してきた。 

「個人情報の保護に関する規程」では、情報の取り扱いに関する基本的な事項と共に、「開

示請求」「訂正等の請求」「提供停止の請求」「不服申し立て」など、細かく制定し、「情報

公開請求」に対する対忚が行えるよう整備している。 

平成17年度以降、受験生においては、出身校等への合否判定を含めた入学試験情報の提供を

出願時に確認すると同時に、合格者には入学手続き段階で個人情報の取り扱いに関する事項を

書面により確認を行っている。また、入学後、オリエンテーションにおいて保護者等への成績

開示に関し、確認を行っている。 

このように、大学からのアプローチによる事前の情報提供・公開の確認は実施しているが、

受験者・在学生からの情報公開請求は現段階では、発生していない。 

 

【点検・評価】 
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「個人情報保護委員会」を定期的に開催し、教職員に対する個人情報の取り扱に関する啓蒙

活動により、個人情報の保管・利用・保護・提供などに関し、収集から消去（抹消）に至るま

での過程すべてにわたり、教職員の意識変化があったと認められる。 

このように個人情報の保管・提供の取り扱いは規程のもと、充分に徹底されている。しかし、

情報公開請求への対忚策・方法も規程で謳われてはいるものの、実際の請求が無い現状では、

充分な対忚がとれているかの評価は図れない。 

 

【改善方策】 

「個人情報保護委員会」を中心とした啓蒙活動等により、引き続き、全教職員が個人情報を

適切に取り扱う旨、徹底を図るとともに、情報公開請求への具体的な対忚策を、他の事例等を

参考に、整備していく。 

 

  ３．点検・評価結果の発信 

 

  （１）自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

 

【現状の説明】 

自己点検・評価の結果を大学の充実向上に実際的に結び付けていくための方策について、

検討し、具体化を図っていくことが重要である。 

現在、本学では、自己点検・評価の結果は、学内に向けて教育研究活動の活性化を図るた

めに、全学組織として学内に設置されている大学協議会・学部長会議・各種委員会および該

当事務局の構成員に、全学自己点検・評価報告書を配付するとともに、図書館で開架してい

る。 

 

【点検・評価】 

自己点検・評価を実施する趣旨には、大学自身の改善努力を促進することにとどまらず、

社会に対する説明責任を果たすことも含まれており、できる限り結果を公表することが望ま

しい。 

 

【改善方策】 

本学に対する社会の理解を求めることからも、教育研究活動の実情等を公表することは重

要であり、その促進が望まれる。法科大学院については、前回の自己点検・評価および第三

者評価の結果をホームページ上に掲載しており、他の学部・研究科においても今後は、自己

点検・評価の結果をホームページ上に掲載する。 

 

（２）外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

 

【現状の説明】 

本学は、大学基準協会の加盟校であり、平成２０年度に同協会の法科大学院認証評価を受

けた。本学では、その認証評価に係る自己点検・評価報告書と平成 16 年度に実施した自己

点検・評価報告書についてホームページ上で公開している。併せて、認証評価結果に対する

本学の見解を掲載している。 

現在のところ、本学では、上記の法科大学院以外に外部評価を受けていない。 

 

【点検・評価】 

平成２０年度の法科大学院認証評価結果について、評価に係る点検評価報告書と併せて本

学の見解を速やかに公表したことは、適切であったと考える。 
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【改善方策】 

平成２０年度の法科大学院認証評価における情報発信に倣い、今後の外部評価結果につい

ても速やかに対忚するよう努める。 
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第１章 使命・目的 

 

 １．使命・目的 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部は、「いつでも･どこでも･だれにでも」という教育の機会均等の理念に立脚

し、幅広い年齢層、日本全国にわたる居住地域および他に職を有するなど多様な学習能力や

学習条件を持つ通信教育課程生特有の諸状況を鑑み、さらに高度情報化、グローバル化およ

び高齢社会化の時代のニーズに適合するような幅広い教養と流通、経営、会計および情報の

専門領域に関する専門知識を提供することによって、大学教育を広く社会一般に開放してい

る。 

また通信教育部は、「本学は、開学以来、教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、

且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」という建学

の精神のもとで、（1）世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成、（2）産業社会に

貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成および（3）学産協同の理念の徹底の 3

つの教育理念を達成するために、全学的な協力体制を得て教育課程を体系的かつ効果的に編

成することよって、通学課程に比較して遜色のない教育研究指導を行っている。 

 

【点検・評価】 

本学の使命、目的並びに教育目標は明確に設定されており、学内外への周知も適切に行わ

れている。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 
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第２章 教育組織及び研究組織 

 

１．教育組織及び研究組織 

 

（１）教育目標を達成するために適切な教育組織及び研究組織を構成しているか。 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部は、通学課程の流通科学部を母体としており、流通科学部・経営学部・

企業情報学部の専任教員を中心として、全８学部の専任教員を授業科目担当者としており、

全学的体制をもって教育組織及び研究組織を構成している。 

 

【点検・評価】 

教育目標を達成するための教員数は充分確保されており、教育組織及び研究組織は適切

に構成されているといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（２）教育組織及び研究組織を検証する組織を設置しているか。 

  

【現状の説明】 

通学課程の流通科学部長を長とする通学課程全８学部の長を中心として構成される運営

委員会と、通学課程全８学部から選任された教育職員１名ずつから構成される学務委員会

を設置している。 

 

【点検・評価】 

各委員会は円滑に運営されており、特に問題は生じていない。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 
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第３章 教育課程等 

 

１.教育課程の編成 

 

（１） 教育目標を達成するためにふさわしい授業科目を体系的に配置しているか。 

 

【現状の説明】 

本学は、開学以来、教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉

と平和に寄与する視野の広い実践的な人材を育成するという建学の精神のもとで、① 世界

的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成、② 産業社会に貢献し得る学識と識見を備

えた穏健明朗な人材の育成および③ 学産協同の理念の徹底の３つの教育理念を達成する

ための教育を行っている。 

通信教育課程は、昭和４５年４月に、上記３つの教育理念を達成するための大学教育を

広く社会一般に開放することを目的として、通学課程商学部商学科の併設機関として設置

されたものである。 

平成６年４月に、通学課程商学部商学科は、時代のニーズに適合すべく、流通科学部流

通科学科へ改組転換された。これに応じて、通信教育課程も、平成１３年４月に、商学部

商学科から流通科学部流通科学科へ名称変更すると共に、次の基本方針に沿ってカリキュ

ラムを見直した。 

ア．流通、経営および会計に関する専門教育を充実させるとともに、系統的段階的学習

を主眼とした４年間一貫教育の実施 

イ．学問の多様化、時代との整合性、学生の主体的学習を考慮したカリキュラムの編成 

ウ．高度情報化、グローバル化および高齢社会化への対応のためのより弾力的で多様な

カリキュラム編成の実施 

 

【点検・評価】 

     流通科学部流通科学科の授業科目を基礎にして系統的・段階的教育を実施してきたが、

更に高度情報化、グローバル化および高齢社会化における学生のニーズに適合するような

教育課程を構築する必要がある。 

 

【改善方策】 

     上記３つの教育理念のもとで学修効果の向上を図るために、更なるカリキュラムの見直

しを行なう。 

 

 ２．授業科目の設定と単位 

 

（１） 学問分野や専攻領域の体系性等を考慮して授業科目を設定しているか。 

 

【現状の説明】 

本学の通信教育課程は、平成１３年４月に、商学部商学科から流通科学部流通科学科へ

の名称変更を実施した。これに伴い、授業科目は、流通分野を中心として、これに関連す

る経営および会計分野に関する専門教育を充実させるとともに、学生が高度情報化、グロ

ーバル化および高齢社会化の時代のニーズに適合する知見を得、応用力を涵養することが

できるように、設定してきた。 

専攻科目は、基礎教育を充実させるとともに、系統的段階的学習に配慮して、第１類、

第２類に区分している。専攻科目は、第１類は、主として、面接授業（スクーリング）を

学習方法とした科目を中心に設定され、２単位科目で合計４８科目であり、第２類は、主

として、通信授業（レポートによるテキスト学習）を学習方法とした科目を中心に設定さ

れ、４単位科目２２科目と２単位科目５科目の合計２７科目である。科目の開講について
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は、４年間にわたり段階的に学習できるように配慮し、配当年次については、通学課程に

準拠している。 

なお、共通科目は、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊な人間性を涵養す

ることを目的として、且つ専攻科目との有機的関連性をも考慮して開設されており、「文化

と歴史」６科目、「人間と社会」７科目、「自然と情報」６科目、「健康とスポーツ科学」３

科目および「言語と文化」４科目の５分野合計２６科目で、すべて２単位科目である。 

 

【点検・評価】 

       通信教育課程生が通学課程生に比較してその選択した専攻領域の専門知識を修得しよう

とする目的意識が高いことに鑑みて、科目履修については、学生の自由選択制にしている。 

専攻科目の内、主として面接授業として実施するのに適した科目を第１類とするととも

に当該科目を総論部分のⅠと各論部分のⅡとに区分し、総論部分と各論部分の双方とも面

接授業がふさわしい科目と総論部分のみを面接授業とし各論部分を通信授業とする科目に

細分化することによって、学修負担軽減にも配慮している。また、主として通信授業とし

て実施するのに適した科目は第２類としている。ただし、第２類の専攻科目のうち「情報

処理演習」は、科目の性質上、面接授業としている。この開設形態は、学生がそのニーズ

に適合した選択を可能にするのに最も適したものである。 

流通の専門領域と経営および会計の専門領域との関連性を、学生に熟知させることが必

要である。そのためには、各専攻科目担当者が、これら両領域の相関関係を明らかにする

とともに、その相関関係に対する学生の習熟度に関する測定を行う必要がある。 

  

【改善方策】 

流通の専門領域と経営および会計の専門領域、ならびに専攻科目の第１類と第２類の区

分が、高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時代のニーズに適合しているかどう

かについて、経常的に検証し、必要が認められた場合には区分を変更する。 

また、流通の専門領域と経営および会計の専門領域との関連性を学生に熟知させるため

に、その各専攻科目担当者が、これら両領域の相関関係を明らかにするとともに、その相

関関係に対する学生の習熟度に関する測定を行う。 

     

（２） 学生の主体的学修機会の保障に留意して授業科目を設定しているか。 

 

【現状の説明】 

     本学の通信教育課程は、通学課程の流通科学部流通科学科の併設機関であり、授業科目

は通学課程担当の専任教員がこれを担当し、通学課程と同一の学習環境の提供と教育内容

の維持向上に努めるとともに、通信教育課程生の専攻領域の専門知識を修得しようとする

目的意識が高いことに鑑みて、専攻科目を第１類と第２類に区分設定し、また科目履修に

ついて学生の自由選択制にすることによって、学生の学修負担を考慮し学生の主体的学修

機会の保障に留意している。 

 

【点検・評価】 

       専攻科目を第１類と第２類に区分設定し、第１類は主として面接授業を学習方法とした

科目を中心に設定し、２単位科目とし、Ⅰを総論部分およびⅡを各論部分に区分するとと

もに、第２類は主として通信授業を学習方法とした科目を中心に設定し、４単位科目とし、

また科目履修について学生の自由選択制にしているのは、学生の主体的学修機会の保障に

資するために授業科目を設定しているからである。 

    

【改善方策】 

専攻科目の第２類は、第１類に比して、学生の主体的学修機会の保障の程度が低いから、

第２類の学生の主体的学修機会の保障の程度を高めるための工夫を行う。また現在のよう
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に学生の質の多様化が著しくなっている状況下においても、学生の主体的学修機会が十分

保障されるよう、自由選択のあり方に関して検討を続ける。 

 

（３） 授業科目に適切な単位が配分されているか。 

 

【現状の説明】 

専攻科目は、第１類（２単位科目）４８科目９６単位、第２類（４単位科目、ただし「情

報処理演習」など５科目は２単位）２７科目９８単位、合計７５科目１９４単位である。

また共通科目は、「文化と歴史」６科目１２単位、「人間と社会」７科目１４単位、「自然と

情報」６科目１２単位、「健康とスポーツ科学」３科目６単位、「言語と文化」４科目８単

位、合計２６科目５２単位である。専攻科目と共通科目の総数は１０１科目、２４６単位

である。専攻科目と共通科目との単位配分比率は、１９４単位対５２単位、およそ４対１

である。 

教職課程科目（高等学校教諭 1種免許状・商業）は、「教科に関する科目」（４単位科目）

１科目４単位、「教職に関する科目」（２単位科目、ただし「教育実習」は３単位）１２科

目２５単位、「教科又は教職に関する科目」（２単位科目）１科目２単位、合計１４科目３

１単位である。なお、旧課程は、「教科に関する科目」（４単位科目）１科目４単位、「教職

に関する科目」（２単位科目、ただし「教育実習」は３単位）９科目１９単位、合計１０科

目２３単位である。 

 

【点検・評価】 

      専攻科目の総単位数は１９４単位で、卒業必要単位数１２４単位のおよそ１．５倍であ

る。また専攻科目第１類９６単位と専攻科目第２類９８単位とは、１対１であって、類間

のバランスはとれている。共通科目は５系統２６科目５２単位で、専攻科目と共通科目と

の単位配分比率はおよそ４対１であるから、共通科目の科目数が相対的に尐なく、学生の

選択余地が尐なくなっており、主体的学習の保障のため、共通科目の科目数を増加させる

ことによって専攻科目と共通科目との単位配分比率の縮小を図る必要がある。 

 

【改善方策】 

専攻科目数を増加し総単位数を現在のおよそ１．５倍の３００単位にするとともに、共

通科目数を増加し総単位数を現在のおよそ２倍の１００単位にすることによって、専攻科

目と共通科目との単位配分比率を３対１にすることを目的として開講科目を検討する。 

 

（４） 授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生の学修負担等を考慮し

て単位計算を行っているか。 

 

【現状の説明】 

専攻科目の第１類は、面接授業を学習方法とした２単位科目である。ただし、第１類の

専攻科目であっても、面接授業の必要性の低い科目については、通信授業の学習方法を採

用している。専攻科目の第２類は、通信授業を学習方法とした４単位科目である。ただし、

「情報処理演習」は、その科目の特性を考慮して、面接授業の２単位科目としている。 

共通科目については、「文化と歴史」、「人間と社会」および「自然と情報」は、通信授業

を学習方法とした２単位科目である。ただし、「情報基礎演習」は、その科目の特性を考

慮して、面接授業としている。「健康とスポーツ科学」は、通信授業を学習方法とした２

単位科目である。ただし、「スポーツ実習」は、その科目の特性を考慮して、面接授業と

している。「言語と文化」は、面接授業を学習方法とした２単位科目である。 

卒業に必要な単位数は、その履修のために要する学生の学修負担等を考慮して、入学な

いし編入年次の相違に応じて、次のように計算している。 

    １年次入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目および共通科目より１２４単
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位以上修得する必要がある。そのうち、３０単位以上は、面接授業によって修得する必要

がある。ただし、面接授業３０単位のうち１０単位までは、放送大学特別聴講により修得

した単位にて代えることができる。 

 ２年次編入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目および共通科目より９４単

位以上修得する必要がある。そのうち、６２単位以上は専攻科目から修得する必要がある。

また２３単位以上は、面接授業によって修得する必要がある。ただし、面接授業２３単位

のうち８単位までは、放送大学特別聴講により修得した単位にて代えることができる。 

３年次編入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目より６２単位以上修得する

必要がある。そのうち、１５単位以上は、面接授業によって修得する必要がある。ただし、

面接授業１５単位のうち５単位までは、放送大学特別聴講により修得した単位にて代える

ことができる。 

 

【点検・評価】 

      通信教育課程生が、通学課程生に比して専攻領域の専門知識を修得しようとする目的意

識が高いが、他に職を有するなどの多種多様な事情によって時間的に学習に専念すること

ができないことが多いことを鑑みて、専攻科目の第１類を面接授業を学習方法とする２単

位科目とし、面接授業の必要性の低い科目については通信授業を学習方法とする４単位科

目とするとともに、面接授業によって修得することが必要な単位のうち３分の１を放送大

学特別聴講により修得した単位にて代えることができるものとしている。 

     教育の基本理念である「face－to－face」による教育を行うためには、面接授業は必要

欠くことができないが、通信教育課程生特有の事情を鑑みれば、面接授業が学生にとって

負担になることが考えられる。 

 

【改善方策】 

今日の高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時代において最も適切な授業科目

の設定、履修形態についての検討はもちろんのこと、その履修のために要する学生の学修

負担等をも考慮して単位計算を行う方法や面接授業の単位修得試験受験条件の設け方な

ど、面接授業に関連する学生の負担の軽減につながる方策を検討し、これを採用するよう

に図る。 

 

 ３．履修科目の単位認定と単位互換 

 

（１） 授業科目の単位認定にいたる過程を適切に設定しているか。 

 

【現状の説明】 

単位修得試験は年４回（６月、８月、１１月、２月）実施し、単位の認定は年２回（９

月末および３月末）行っている。 

     通信授業の４単位科目は、第１回課題のレポートを提出し、これに合格すれば（不合格

は再提出）、第２回課題のレポートを提出することができる。第２回課題のレポートに合

格すれば（不合格は再提出）、単位修得試験を受験することができる。単位修得試験に合

格すれば（不合格は再受験）、４単位を認定する。 

通信授業の２単位科目は、レポートを提出し、これに合格すれば（不合格は再提出）、

単位修得試験を受験することができる。単位修得試験に合格すれば（不合格は再受験）、２

単位を認定する。  

  スクーリング（夏期第Ⅰ期、夏期第Ⅱ期、秋期および冬期の年４回実施）は、全講時（１

０講時、１講時９０分授業）出席すれば（欠席した場合は次回以降のスクーリングを全講

時受講）、最終講時の単位修得試験を受験できる。これに合格すれば、２単位を認定する。

不合格の場合は、再試験を受験することができる。再試験に合格すれば、２単位を認定す

る。 
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【点検・評価】 

     授業科目の単位認定にいたる過程は適切に設定されているが、通信教育課程生が職を有

する者や多種多様の事情によって時間的に学修に専念できないことが多いことに鑑みる

と、単位修得試験と単位認定の回数と時期が適切であるかどうかを検証する必要がある。

また、現行の単位修得試験の受験資格が、スクーリングの全講時受講を前提としており、

このことが学生に負担をかけていないかを検証する必要がある。 

 

【改善方策】 

上記の授業科目の単位認定にいたる過程の適切性や単位修得試験の実施回数および時期

の適切性などについても検証することによって、通信教育課程生にとってより適切な単位

認定を行う方法を模索する。 

 

（２） テキスト科目に関しては、一単位あたり一定量の学習報告書（レポート）等の提出や情

報通信技術を活用した授業理解度の確認等を通じて学生に当該科目の受験資格を認める等、

当該科目の受験資格を適切に認定しているか。 

 

【現状の説明】 

通信授業テキスト科目の４単位科目は、第１回課題のレポートを提出し、これに合格す

れば、第２回課題のレポートを提出することができる。第２回課題のレポートに合格すれ

ば、単位修得試験の受験資格を認めている。２単位科目は、レポートを提出し、これに合

格すれば、単位修得試験の受験資格を認めている。 

レポートは、あらかじめ学生に対して提供されているシラバスの「レポート課題」に基

づいて作成し、通信教育部所定のレポート用紙を使用し、１通のレポートは、原則として、

１マス１字、１，９００字から２，１００字の範囲で作成する。ただし、ワープロ可の授

業科目については、ワープロによって作成することができる。なお、総通信授業科目のう

ちおよそ８０％がワープロ可の授業科目である。 

学生に対して毎月（年１２回発行）本学通信教育部編集・発行『大阪学院大学通信』（冊

子）を配付することによって、さらに、本学の双方向教育支援システム「OGU-Caddie」に

よって、テキスト科目の補助教材的解説を学生に対して提供するとともに、学生との質疑

応答を行うことを通じて、授業理解度の確認等を行い、学生の受験資格を認めるにあたっ

ての参考としている。 

 

【点検・評価】 

４単位科目と２単位科目については、前者は２回のレポート提出を、後者は１回のレポ

ート提出を義務付け、１通のレポート字数を１，９００字から２，１００字と設定してお

り、それぞれの授業内容の質と量の違いに応じて、受験資格を適切に認定している。また

OGU-Caddie を利用することによって、学生の授業理解度の確認等を行っている。 

 

【改善方策】 

     現行の４単位科目と２単位科目のレポート提出回数およびレポート字数が適切であるか

どうかについて、学生の質的多様化などの状況も考慮し通信教育課程生にとって適切な受

験資格認定方法を模索する。 

 

（３） 当該大学の通学制の課程における学修、他大学等における学修、及び大学以外の教育施

設等における学修の機会を提供しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育課程生に対しては、本大学および短期大学の通学課程において修得した単位、
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ならびに、他大学、短期大学およびに大学以外の教育施設等において修得した単位につい

て、これを教育上有益と認めるときは、次のように認定している。 

１年次入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目および共通科目より１２４単

位以上修得する必要があるが、そのうち、本大学および短期大学の通学課程において修得

した単位、ならびに、他大学、他短期大学および、大学以外の教育施設等において修得し

た単位を、３０単位まで卒業に必要な単位数として認定することができる。 

２年次編入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目および共通科目より９４単

位以上修得する必要があるが、そのうち、本大学および短期大学の通学課程において修得

した単位、ならびに、他大学、他短期大学および、大学以外の教育施設等において修得し

た単位を、２３単位まで卒業に必要な単位数として認定することができる。 

３年次編入学生は、卒業に必要な総単位数として、専攻科目より６２単位以上修得する

必要があるが、そのうち、本大学および短期大学の通学課程において修得した単位、なら

びに、他大学、他短期大学および、大学以外の教育施設等において修得した単位を、１５

単位まで卒業に必要な単位数として認定することができる。 

 

【点検・評価】 

本大学および短期大学の通学課程において修得した単位、ならびに、他大学、他短期大

学および、大学以外の教育施設等おいて修得した単位について、そのおよそ２４％（１年

次入学生３０÷１２４、２年次編入学生２３÷９４、３年次編入学生１５÷６２）を、教

育上有益と認めるときは、卒業に必要な総単位数に組み入れている。これは、本学の通信

教育課程と通学課程とを比較してみると、母体の流通科学部はもちろんのこと、これ以外

の７学部のすべてがおよそ４７％（６０÷１２８）としているところをみると、かなりの

格差がある。 

 

【改善方策】 

本来、本学の通信教育課程以外の他大学等における学修の機会を提供するのは、本学に

おいて開講していない科目を履修することにより、履修の幅を広げるのが目的である。そ

のため、本学の学問分野や専攻領域の体系性等の基本的枠組みを大幅に外れない限り、で

きるだけ多くの科目を認定するように図る。 

 

（４） 当該大学の通学制の課程における学修、他大学等における学修、及び大学以外の教育施

設等における学修の単位認定・単位互換を行っている場合、その方針並びにその要件と手続

を明文化しているか。 

 

【現状の説明】 

本学『通信教育部学則』第２３条においては、本学通信教育課程の履修単位と本学の通

学課程における履修単位とを相互転換することができることを規定している。第２５条に

おいては、編入学生が以前に在学していた大学または学校における授業科目の履修単位ま

たは履修成績は、本学通信教育課程の授業科目の修得単位として認めることができること

を規定している。第２６条においては、学生が他の大学または短期大学における授業科目

を履修することを認め、そこにおいて修得した単位は、３０単位を超えない範囲において、

本学通信教育課程において修得したものとみなすことができると規定している。第２７条

においては、学生が行う短期大学または文部科学大臣が別に定める学修を、本大学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができるとし、第２６

条により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないも

のとすると規定している。第２８条においては、学生が本大学に入学する前に他の大学ま

たは短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本大学における授業科

目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができるとし、第２６条および

第２７条により本大学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超え
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ないものとすると規定している。 

また本学と放送大学とが単位互換協定を締結していることにより、放送大学特別聴講に

ついては、『通信教育の手引き』「履修の方法」４において、本学の学生が放送大学の授業

科目を聴講し修得した単位を、[表Ⅲ－１]「放送大学で履修できる科目」にしたがって、

１年次入学生は３０単位を超えない範囲にて、２年次編入学生は２３単位を超えない範囲

にて、３年次編入学生は１５単位を超えない範囲にて、卒業要件となる単位として認定す

ることを明文化している。 

 

【点検・評価】 

以上のように、本学の通学制の課程における学修、他大学等における学修および大学以

外の教育施設等における学修の単位認定については、本学『通信教育部学則』第２３条、

第２５条、第２６条、第２７条および第２８条において、また放送大学特別聴講について

は、『通信教育の手引き』「履修の方法」４において、明文化している。しかしながら、放

送大学特別聴講について本学の学生が放送大学の授業科目を聴講し修得した単位を、１年

次入学生は３０単位を超えない範囲にて、また２年次編入学生は２３単位を超えない範囲

にて卒業要件となる単位として認定しているが、[表Ⅲ－１]「放送大学で履修できる授業

科目」における認定可能単位の合計は、１４単位である。したがって、これによって１年

次入学生と２年次編入学生の認定単位の上限を満たすことができないという問題点があ

る。 

 

表Ⅲ－１ 放送大学で履修できる授業科目                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1．認定単位２単位の内１単位を面接授業単位として取り扱う。 

      2．（オ）はオーディオテープ、（ビ）はビデオテープを示す。 

 

【改善方策】 

放送大学の開設科目のうち本学の開設科目の範囲内において認定可能単位の合計が最

高１４単位であるとはいえ、「１年次入学生は３０単位を超えない範囲にてまた２年次編

入学生は２３単位を超えない範囲にて、卒業要件となる単位として認定する」と明文化し

てある以上は、１年次入学生と２年次編入学生の認定単位の上限を満たすことができない

という問題点を解消すべく、本学の開設科目を改訂することによって、この規定を充足す

るように対応する。 

 

 ４．導入教育 

放 送 大 学 

開 講 科 目 

放送（視聴） 

メ デ ィ ア 

単

位 

認定する本学 

の 授 業 科 目 

単

位 

履修 

年次 

科目 

区分 

芸術の理論と歴史（‘06） テレビ（ビ） 2 芸 術 論 2 1 共通 

国 文 学 入 門（‘08） ラジオ（オ） 2 文 学 概 論 2 1 共通 

人 文 地 理 学（‘08） テレビ（ビ） 2 地域地理学 2 1 共通 

経 済 学 入 門（‘08） ラジオ（オ） 2 経済学概論 2 1 共通 

市民社会と法（‘08） ラジオ（オ） 2 法 学 概 論 2 1 共通 

政 治 学 入 門（‘07） テレビ（ビ） 2 政治学概論 2 1 共通 

変化する地球環境（‘04） テレビ（ビ） 2 地球の科学 2 1 共通 
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（１） 在宅学習が中心となる通信制の課程の特性を考慮し、多様な入学者に対応した導入教育

を実施しているか。 

 

【現状の説明】 

昭和４５年４月の通信教育課程開設以来、学生に対して毎月『大阪学院大学通信』を配

付することによって、さらに、OGU-Caddie を利用することによって、講義資料の閲覧・ダ

ウンロード、外国語・共通科目・専攻科目の補助教材的な解説、文章表現能力および教科

書や参考書の読み方・まとめ方等を指導することによるレポート課題提出要領、ならびに

記述式単位修得試験受験要領の解説等を提供することを通じて、入学者に対する導入教育

を実施している。 

 

【点検・評価】 

      学生に対して『大阪学院大学通信』を毎月配付し、また OGU-Caddie を利用することに

よって、導入教育を行なう環境は整っているが、内容の面で更に拡充の余地がある。 

 

【改善方策】 

      通学課程における導入教育の実績を参考に、その内容・方法を通信課程用にアレンジし

たうえで、OGU-Caddie 等を活用し、導入教育の向上を図る。 

 

（２） 情報通信技術の利用方法に関する教育を実施しているか。 

 

【現状の説明】 

平成９年度より開設した「情報基礎演習」（１年次配当共通科目、面接授業、２単位）お

よび「情報処理演習」（２年次配当専攻科目、面接授業、２単位）によって、情報通信技術

の利用方法に関する教育を実施している。 

情報通信技術の利用方法に関する指導は、『大阪学院大学通信』ならびにホームページに

よって、実施している。また学生からの利用方法に関する質問に対しては、専門職員が適

切な対応をしている。 

 

【点検・評価】 

      情報通信技術の利用方法に関する教育は、その基本的部分については、既開設科目と『大

阪学院大学通信』ならびにホームページによって実施してきたが、その高度化に対応した

アプリケーション教育が必要である。 

 

【改善方策】 

  情報通信技術の利用方法に関する高度のアプリケーション教育を実施するのに必要な科

目を開設することが必要であるとともに、OGU-Caddie を利用し同時性・双方向性のある情

報発信を行うことによって、情報通信技術の利用方法に関する教育を実施するように図る。 

 

（３） 文章表現能力の向上に関する指導を実施しているか。 

 

【現状の説明】 

新入生に対しては、本学において年２回（５月・１０月）の学習指導会を開催すること

によって、またスクーリング受講者に対しては、夏期第Ⅰ期および秋期スクーリング 1 日

目Ⅰ講時において、文章表現能力の向上に関する直接指導を実施している。また、レポー

ト添削等を通じて、学生の文章表現能力を確認し、指導している。 

 

【点検・評価】 
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     文章表現能力の向上に関する組織的な指導としては、新入生およびスクーリング受講者

に対し、本学において定期的に直接実施しているが、本学における指導に限られているた

め、全学生に対する指導の機会を設ける必要がある。 

 

【改善方策】 

     OGU-Caddie を活用し、全ての学生に文章表現能力の向上に関する指導を行なえるような

コンテンツの制作等を模索する。 

 

５．授業の方法 

 

（１） 教育目標にしたがうとともに、学生の利便性に配慮して、各科目の授業形態を設定し

ているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部は、本学の建学の精神のもとで、（１）世界的な視野と実践力を備えた国際的

教養人の育成、（２）産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成お

よび（３）学産協同の理念の徹底の３つの教育理念を達成するために、授業科目を①流通、

経営および会計に関する専門教育を充実させるとともに、系統的段階的学修を主眼とした

４年間一貫教育の実施、②学問の多様化、時代との整合性、学生の主体的学習を考慮した

カリキュラムの編成および③高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時代のニーズ

に適合しうるカリキュラム編成の実施を基本方針として、専攻科目と共通科目を体系的に

配置してきた。 

専攻科目と共通科目の総数は１０１科目、２４６単位である。これらの授業形態は、通

信授業と面接授業の２種類からなっている。専攻科目の第１類は、主として、面接授業を

学習方法とした２単位科目である。ただし、面接授業の必要性の低い科目については、通

信授業の学習方法を採用している。第２類は、通信授業を学習方法とした４単位科目であ

る。ただし、「情報処理演習」など５科目は、その科目の特性を考慮して、面接授業の２

単位科目としている。また共通科目は、「文化と歴史」、「人間と社会」および「自然と情

報」は、通信授業を学習方法とした２単位科目である。ただし、「情報基礎演習」は、そ

の科目の特性を考慮して、面接授業としている。「健康とスポーツ科学」は、通信授業を

学習方法とした２単位科目である。ただし、「スポーツ実習」は、その科目の特性を考慮

して、面接授業としている。「言語と文化」は、面接授業を学習方法とした２単位科目で

ある。 

  

【点検・評価】 

     卒業要件に占める面接授業の割合が 4分の１程度（３０単位）であることは、学生の利

便性の観点から、適正な範囲と考える。 

 

【改善方策】 

     現状に問題はなく、改善は必要ないと考える。 

 

（２） 印刷教材等による授業において学修方法に関する指導は適切になされているか。 

 

【現状の説明】 

学生に対して『通信教育の手引き』（冊子）および『大阪学院大学通信』（冊子）を配付

することによって、また OGUNET 上のホームページによって、学修方法に関する指導を行っ

ている。 

さらに、新入生に対しては、本学において年２回（５月・１０月）の学習指導会を開催

することによって、またスクーリング受講者に対しては、夏期第Ⅰ期Ⅰ講時（午前９：０
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０～１０：３０）および秋期１日目Ⅰ講時（午前９：００～１０：３０）において、学修

方法に関する指導を行っている。 

 

【点検・評価】 

      冊子等の配付および OGUNET 上のホームページによって、さらに本学における学習指導会

およびスクーリング時において、学修方法に関する指導は適切になされている。しかしな

がら、OGUNET 上のホームページはオン・ディマンドなものであり、学習指導会とスクーリ

ング時における学修方法に関する指導は本学会場における指導のみに限定されている。 

 

【改善方策】 

     学修方法に関する指導は、上記の従来の方法とともに、OGU-Caddie を利用し同時性・双

方向性のあるものにすることが必要である。と同時に、本学以外の会場において学習指導

会を開催するように図る。 

 

（３） 印刷教材等による授業において適切な時期に適切な教材が配布されているか。 

 

【現状の説明】 

学生が、各自の学習計画に基づき、毎年度はじめに履修しようとする授業科目を選択し、

履修届を提出したときに、教材を無料にて配付している。また印刷教材は、主として、担

当者が通信教育用に執筆した市販の書物である。 

 

【点検・評価】 

      上記のように、印刷教材は、適切な時期に配付されている。しかしながら、配付教材の

およそ３０％は担当者以外のものが執筆した市販の書物であって、その選択は担当者に任

せているのが現状である。 

 

【改善方策】 

     配付教材は、担当者が直接執筆したか、共同執筆した書物である必要がある。また近い

将来、印刷教材以外の放送授業やメディアを利用して行う授業も併せて行うように図る。 

 

（４） 印刷教材等による授業において市販の教科書を使用する場合、学修の手引きや教科書

の内容を補うような補助教材を準備しているか。また、そのような補助教材の電子化に取

り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

学生に対して、『大阪学院大学通信』を配付することによって、また OGUNET 上のホーム

ページによって、学修の手引きや教科書の内容を補うような補助教材を提供している。 

 

【点検・評価】 

     『大阪学院大学通信』は、学生に対して毎月年１２回配付され、担当者が教科書の内容

を補うために直接執筆するものであるから、補助教材としては適切なものである。しかし

ながら、OGUNET 上のホームページはオン・ディマンドなものである。 

 

【改善方策】 

     OGUNET 上のホームページ以外に OGU-Caddie を利用し、同時性・双方向性のあるものに

するように図る。 

 

（５） 印刷教材等による授業を行う場合、レポート添削の返却期間が事前に設定され、期間内

にレポート返却がなされるような措置が行われているか。 
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【現状の説明】 

     『大阪学院大学通信』と OGUNET 上のホームページによって、レポート提出日と返送予定

日を事前に公示している。またレポートの添削依頼に際しては、学生に対して担当者への

レポート回送日および担当者からのレポート返却日を通知するとともに、担当者に対して

レポート添削の返却期間を通知することによって、レポート返却が期間内になされるよう

に指導している。 

 

【点検・評価】 

     期間内のレポート返却は、担当者と学生が期日を守る限り問題はないが、レポート添削

が主として郵便物を媒体として行われているため、郵便物配送の諸状況によって影響を受

けることが多い。 

 

【改善方策】 

     担当者はもちろんのこと学生全員がパソコン等の電子機器を利用することによって、担

当者と学生との直接コミュニケーションを通じて、レポート添削を行うように図る。 

 

（６） レポート添削の際にコメントに最低字数を設けているか、学習意欲を向上させるよう

な内容であるか等、コメントのあり方に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

     レポート添削のコメントに対して最低字数を設けていないが、担当者に対するレポート

の添削依頼に際して、本文中への添削指導はもとより、講評欄にはわかりやすくかつ詳細

であって、学習意欲を向上させるようなコメントを記入するように指導している。 

 

【点検・評価】 

  レポート添削のコメントは、明確かつ単純であって、学生にとって容易に理解可能なも

のでなければならない。コメントに対しては最低字数を設けていないが、学生にとってわ

かりやすくかつ詳細なコメントになっている。 

 

【改善方策】 

     現在、レポート添削は、郵便物を媒体として行っているが、将来、OGU-Caddie の利用に

よるレポート添削も含め、パソコン等の電子媒体によるレポート添削へ移行したときのコ

メントのあり方について検討している。 

 

（７） 多様な学生に対応できる添削指導体制を採っているか。 

 

【現状の説明】 

     レポート添削のコメントに対して最低字数を設けていないが、担当者に対するレポート

の添削依頼に際して、本文中への添削指導はもとより、講評欄にはわかりやすくかつ詳細

であって、学習意欲を向上させるようなコメントを記入するように指導している。 

約２週間の間隔でレポート提出日を設定するとともに、通信教育部学務委員会等におい

て、通信教育の主たる機能が多様な学習条件および学習能力を持つ学生に対して添削指導

を行うことであるということを、担当者に対して熟知させるなどして、学生が最適の条件

の下で学習することができるような添削指導体制を採っている。 

 

【点検・評価】 

  レポート添削のコメントは簡潔かつ明瞭であって、学生にとって容易に理解可能なもの

でなければならない。コメントに対しては最低字数を設けていないが、学生にとってわか
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りやすくかつ詳細なコメントになっている。 

 

【改善方策】 

     現状に問題はなく、改善は必要ないと考える。 

 

（８） 面接授業またはメディアを利用して行う授業において、毎回の授業の実施に当たって、

学生間での意見交換の機会を与えるとともに、設問解答、質疑応答等による指導を行って

いるか。 

 

【現状の説明】 

２単位科目の面接授業（１０講時、１講時９０分授業）においては、最終講時の１０講

時目の単位修得試験（５０分間）の前と９講時目の後半に、設問解答、質疑応答等による

指導を行っている。また昼食休憩時間を６０分間（通学課程は４０分間）とし、これを学

生間ならびに学生と教育職員との意見交換の場としている。 

 

【点検・評価】 

      上記のように、面接授業を実施するにあたり、学生間ならびに学生と教育職員との意見

交換の機会を提供するとともに、設問解答、質疑応答等による指導を行っている。これは、

本学において夏期第Ⅰ期、夏期第Ⅱ期、秋期および冬季の年４回実施されるスクーリング

の機会に行っているにすぎない。しかしながら、[表Ⅲ－２]通信教育部授業評価項目別満

足度調査でも分かるが、学生の相談や質問に関して高い満足度を示し、授業についても理

解度を確認しながら進めている点は一定の評価ができる。 

 

表Ⅲ－２ 通信教育部授業評価項目別満足度調査 

評 価 項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

学生の理解度を確認しながら授業をすすめた。 ６１．６ ６４．０ ６９．８ ６８．３ 

学生の相談や質問に、適切に応じた。 ７６．２ ７７．５ ８３．１ ８３．７ 

  

【改善方策】 

     今後、スクーリング期間中における学修相談の場を増やすとともに、学務委員による相

談体制についての告知を徹底する。 

 

（９） メディアを利用して行う授業において、学生の授業理解度を確認する適切な方法をも

っているか。 

 

【現状の説明】 

現在、本学は、メディアを活用して行う授業を実施していない。 

 

【点検・評価】 

     スクーリングと郵便物を媒体とする通信授業だけでは、他に職を有するなど、多様な学

習条件や学習能力を持つ通信教育課程生に対して大きな負担をかける可能性が大きい。 

 

【改善方策】 

     OGU-Caddie を利用するとともに、インターネット上で設問解答、質疑応答等による指導

を行うシステムを構築することによって、「face－to－face」に最も近似する教育を実施す

ることができるようになれば、これが学生の授業理解度を確認する最も適切な方法になる。 
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第４章 教育方法等 

 

 １．学生に対する履修指導並びに学習支援 

 

（１） 教育効果をあげるために適切な履修指導を行っているか。 

 

【現状の説明】 

学生に対して『通信教育の手引き』を配付することによって、また OGUNET 上のホームペ

ージによって、さらに学習指導会とスクーリング開催時のオリエンテーションにおいて履

修指導を行っている。 

学習指導会は、毎年５月に前期新入学生を、１０月には後期新入学生を対象に行われ、

通信教育課程の特性に鑑みて、通信教育課程における学習の進め方や体系的学習の方法に

ついて指導している。スクーリングにおけるオリエンテーションは、夏期第Ⅰ期スクーリ

ングおよび秋期スクーリングの直前に行ない、スクーリング期間中の学習相談担当教員の

紹介、受講に係わる事項、図書館の利用に係わる事項等についての説明などが行なわれて

いる。 

 

【点検・評価】 

     『通信教育の手引き』および OGUNET 上のホームページに掲載している「履修の方法」に

おいては、履修規程、履修登録、卒業面接試験、放送大学特別聴講、科目等履修生、学業

成績評価基準および学業成績・単位認定の時期等を提示し、「通信授業」においては、通

信授業の進め方、リポート科目単位修得試験（単位修得試験日程、単位修得試験時間割）

および学習要項等の利用について等を提示している。また「スクーリング」においては、

スクーリングの概要、日程・時間割、単位修得試験（再試験）および講義要項等の利用に

ついて提示することによって、適切な履修指導を行っている。 

学習指導会とスクーリング開催時のオリエンテーションにおいては、基本的履修指導は

もちろんのこと、登録制限単位数、開講科目の年次配当および学業成績・単位認定の時期

等の特に注意すべき事柄について、学生に対して直接指導している。[表Ⅳ－１]通信教育

部授業評価項目別満足度調査から見ても履修指導による効果は出ている。 

 

表Ⅳ－１ 通信教育部授業評価項目別満足度調査           

評 価 項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

私はこの授業の内容が、理解できた。 ６７．３ ６９．０ ７０．２ ６６．７ 

 

【改善方策】 

学生に対する「face－to－face」による履修に関する直接指導は、本学における学習指

導会とスクーリング開催時のオリエンテーションにおいて行われている。通信教育課程生

特有の諸状況を鑑みれば、学外においても、「face－to－face」による直接指導を行う機会

を、できるだけ多く持つとともに、OGU-Caddie を利用し、同時性・双方向性のあるものに

するに図る。 

  

（２） 学生からの質問に迅速に対応するための質問票等の適切なシステムが作られているか。 

 

【現状の説明】 

       学生からの質問に対しては、主として、３つの方法で対応している。第１は質問票によ

るものである。第２は、オフィスアワーの利用によるものである。第３は、スクーリング

期間中の学習相談員の活用によるものである。他に、OGUNET 上のホームページを利用して

のインターネット上のメールによる質問が可能である。 
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【点検・評価】 

       質問票の受付と学生への返送などは通信教育部事務室を経由して行われる。オフィスア

ワーには各担当者が研究室に在室することを原則としており、学生と教員との間において

最も連絡が取りやすい時間となるよう配慮されている。スクーリング期間中の学習相談は

通信教育部学務委員会の構成員が交代で担当する。当番の学務委員は研究室に待機するこ

とが原則となっている。また OGUNET 上のホームページはオン・ディマンドなものである。 

 

【改善方策】 

     質問票は確実性において優れるが、郵便を利用するため、迅速性において劣る。オフィ

スアワーやスクーリング期間中の学習相談は、教員と学生とが「face－to－face」によっ

て直接面談する好機であるとともに、学生が教員との交流を深める機会ともなりうる。し

かしながら、オフィスアワーには、通信教育においては職業を持つ学生が多く、勤務時間

と重なる可能性が濃いという難点がある。いずれの方法も活発に利用されているとはいえ

ないのが現状ではあるが、これらを学習意欲を持続させるために学生を個別的に支援する

手段として今後とも継続し、より有効に活用される方向に向けていくとともに、

OGU-Caddie を利用することによって、同時性・双方向性のあるものにするように図る。 

 

（３） パソコン学習を支援する人的補助体制やヘルプデスクの配置等の措置を行っているか。 

 

【現状の説明】 

       面接授業科目である「情報基礎演習」と「情報処理演習」に対してはインストラクター

が配置されている。パソコン学習を支援するヘルプデスクは配置されていないが、MELOP

（会員制のマルチメディア施設）を利用すれば、アプリケーション操作などについて幅広

く学習することは可能である。インストラクターが配置されていない授業科目において学

生の自発的学習を個別的に支援する措置としては、授業担当者によるレポートの添削指導

やオフィスアワーなどがある。 

 

【点検・評価】 

       上記面接授業科目２科目のみにインストラクターが配置されているが、これら２科目以

外の面接授業科目と全ての通信授業科目に対してインストラクターは配置されていない。

MELOP は会員制のマルチメディア施設であって、遠隔地に居住する学生や職業を持つ学生

にとっては利用しにくい。 

 

【改善方策】 

     インストラクターやパソコン学習を支援するヘルプデスクを配置する場合には、学生の

居住地が全国に分散していることや幅広い年齢層の学生が在籍すること等の通信教育課

程の特性を十分に考慮するように図る。 

 

（４） 学生の勉学意欲の低下による中途退学を防止するような対策を採っているか。 

 

【現状の説明】 

      印刷教材等による学習が主要な部分を占める通信教育課程の特性を考慮して、学生の日

常学習を支援するために、『大阪学院大学通信』と OGUNET 上のホームページによって学生

に対して補助教材的解説を提供するとともに、授業担当者によるレポート添削、オフィス

アワーおよびスクーリング期間中の学習相談によって対応している。 

印刷教材等により学習する科目のシラバスにおいては、参考書、レポート作成上の留意

点などが述べられている。レポート作成に先立つ基礎的学習の段階においては、単位修得

試験問題の開示という方法で当該科目の学習上の要点を示し、学習上の便宜を図っている。

これらによって、学生が与えられた課題に対して主体的に取り組み、総合的考察を加えな
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がらレポートを作成することが可能になるように配慮している。 

 

【点検・評価】 

     レポート添削による学習支援は、事前指導と事後指導とを併用するという特色を持って

いる。シラバスにおいてあらかじめレポート作成上の注意などが与えられていることに加

えて、本学指定のレポート用紙には、「論文構成」、「題意の把握」および「文章表現」等

の評価項目が明示されている。学生がこれらの評価項目を見ることによってレポート作成

にあたって留意するべき事柄を事前に知ることができ、事前指導が可能となる。授業担当

者は、これらの評価項目をレポート添削にあたっての評価の基準とし、これに対する添削

者の評価を学生に伝達することによって事後指導が可能となる。加えて、講評欄において

添削者からの論文の内容等に関する注意やさらなる学習のためのアドバイスなどが、文章

によって与えられている。また、面接授業における[表Ⅳ－２]通信教育部授業評価項目別

満足度調査でも分かるが、授業に興味を感じており、授業担当者と学生とのコミュニケー

ションがとれている状況であり、授業担当者による授業が退学防止対策に効果が出ている。 

 

表Ⅳ－２ 通信教育部授業評価項目別満足度調査               

評 価 項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

興味や面白みを感じる授業内容であった。 ７２．１ ７１．９ ７４．７ ７３．２ 

授業内容に興味を感じたので、今後もっと深

く学びたい。 
６８．２ ６７．３ ６７．９ ６５．２ 

授業担当者は、学生とのコミュニケーション

がとれていた。 
６４．８ ６２．６ ７１．７ ７１．５ 

 

【改善方策】 

     通信教育課程生特有の諸状況を鑑みて、学生の勉学意欲の低下による中途退学を防止す

るさらなる対策を講じるべく、ファカルティ・ディベロップメントを行っている。 

 

（５）各地域における学習会の開催や教科担当教員のホームページの開設を推進するなど、同

一の通信制の課程に所属する教員と学生の間、及び学生間の相互交流を高める工夫をして

いるか。 

 

【現状の説明】 

     学習会は本学会場で毎年行われるが、カリキュラムに関するガイダンスを行うことが主

たる目的となっている。なお、開設されている授業担当者のホームページの数は尐ない。 

 

【点検・評価】 

    『大阪学院大学通信』および OGUNET 上のホームページは、大学から学生に向けて情報

を発信する主たる手段となっている。しかしながら、これらは、オン・ディマンド一方通

行的なものである。 

 

【改善方策】 

     全学生がパソコンを活用することが前提となるのであるが、OGU-Caddie を利用し、同時

性・双方向性のあるものにすることによって、また授業担当者のホームページの開設を推

進することによって、これを教員と学生の間の相互交流の手段として使用するとともに、

さらには学生間の相互交流の手段として使用するように図る。 

 

（６） 授業及び学生交流の場において情報通信技術を活用しているか。 

 

【現状の説明】 



- 623 - 

     現在、スクーリングの授業時において大半の教育職員が情報通信技術を活用しているが、

学生交流の場において情報通信技術を活用していない。なお、学生が OGUNET 上のホーム

ページを利用することによって、講義資料の閲覧・ダウンロード、質問などは可能である。

また、授業に関して提出された宿題や質問に対する応答は、各担当者の責任で行うように

指導している。 

 

【点検・評価】 

       授業に関して提出された宿題や質問に対する応答は、各担当者の責任で行うように指導

しているが、情報通信技術の活用を全授業科目の授業遂行要件として正式に組み入れてい

ない。また OGUNET 上のホームページは学生交流のための手段として使用されていない。 

 

【改善方策】 

  全学生がパソコンを活用するとともに、OGU-Caddie を利用し、同時性・双方向性のある

ものにすることによって、授業遂行と学生交流をさらに活性化するように図る。 

 

（７）シラバスを作成し、教育指導において有効に活用しているか。 

 

【現状の説明】 

          学生が各授業科目の講義内容を事前に熟知した上で履修登録し、体系的な学習を効果的

に進めるための手引きとして利用できるようにシラバスを作成し、それを学生に周知せし

めている。 

       印刷教材等によって授業する科目のシラバスは、「学習概要」、「使用テキスト」、「参考書」、

「レポート課題」、「レポート作成について」によって構成されている。また、面接授業の

行われる科目のシラバスでは、「講義要項」、「使用テキスト」、「参考書」に加えて、受講に

向けた準備の指示を与える。 

 

【点検・評価】 

印刷教材等によって授業する科目のシラバスは、「学習概要」において当該科目の学習目

的が明らかにされている。また、「レポート作成について」においては課題の意図やレポ

ート作成上の注意事項などが述べられている。加えて、科目ごとに単位修得試験の問題を

示し、学生に対して事前に学習の要点を知らしめている。これらは、印刷教材等による学

習が大きな割合を占める通信教育課程の特性に配慮したものである。 

面接授業の行われる科目のシラバスは、「講義内容」において各スクーリング日の講時ご

とに講義テーマが示されており、講義はそこに示された順序で進めることが原則となって

いる。そのため、「講義内容」は受講に向けての準備の一助となっている。[表Ⅳ－３]通

信教育部授業評価項目別満足度調査でも分かるが、シラバスが利用されており、テーマに

従って授業が行われ、学生の予習を可能にしている。 

 

表Ⅳ－３ 通信教育部授業評価項目別満足度調査            

評 価 項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

私はこの授業を登録するにあたって、講

義要項〔シラバス〕を参考にした。 
６７．６ ７４．３ ６８．４ ６８．８ 

授業内容は、講義要項〔シラバス〕に沿

って行われた。 
７５．８ ７１．９ ７９．０ ７６．５ 

テーマや目的が明確であった。 ８０．２ ７９．３ ８１．０ ８２．５ 

 

【改善方策】 

シラバスは、学生が各授業科目の講義内容を事前に熟知した上で履修登録するための手

引きとして重要な役割を果たすものであるから、シラバスが学生にとって体系的な学習を
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より効果的に進めるための手引きとなるように図る。 

 

 ２．履修科目登録の上限設定及び成績評価 

 

（１） 教育目標を考慮して一定期間に履修科目登録できる単位数の上限を定めているか。 

 

【現状の説明】 

          他に職を有するなどの多種多様な事情によって時間的に学習に専念することができない

ことが多い通信教育課程生特有の状況を鑑みて、専門性を重視する体系的な学修と学生が

自らの希望をよりよく満たすことが可能となる科目選択の弾力性との両立が可能になる

ように工夫している。その結果、１年次入学生の卒業要件を次の通りと定めている。 

 

表Ⅳ－４ 

 

 

卒業に必要な 

総単位数 

面接授業により 

修得する単位数 

共通科目 

専攻科目 
124 単位 30単位以上 

計 124 単位 30単位以上 

 

       学生の学修負担が特定年次に偏らぬよう配慮して、各年次に履修登録できる単位数の上

限を以下の通りと定めている。 

 

表Ⅳ－５ 

 １年次入学生 ２年次編入生 ３年次編入生 

１年次 30 － － 

２年次 32 32 － 

３年次 32 32 32 

４年次 30 30 30 

計 124 94 62 

 

なお、各年次の登録制限単位数には面接授業科目の単位が含まれている。 

 

【点検・評価】 

       体系的な学修と科目選択の弾力性との両立が可能になるように工夫するとともに、年次

ごとの学修負担が均等になるよう配慮している。履修登録しながらその年次において学修

が修了しなかった科目を次年度において引き続き学修する場合、あらためてその科目の履

修登録をすることは要求されない。履修登録の単位数が累積されるのである。その結果、

順序を踏んだ段階的学修が行なわれなくなることがある。また学生が、仕事の都合などに

より特定年次により多くの単位数の登録を希望したとしても、それを登録することはでき

ない。 

 

【改善方策】 

     登録できる単位数の上限および登録単位数の累積と学修効果とがよりよく均衡する履修

登録体制に改善する。 

 

（２） 成績評価に至る過程と基準が明示されているか。 

 

【現状の説明】 
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      成績評価に至る過程は、学生に対して入学時に配付される『通信教育の手引き』と OGUNET

のホームページ上の「通信授業の進め方」「スクーリングの概要」において明示されてい

る。「通信授業の進め方」においては、レポート科目に関して、指定課題によるレポート

に合格することと所定の期日に行われる単位修得試験に合格することが単位修得の条件

であることが示されている。また「スクーリングの概要」においては、スクーリング科目

について、スクーリングの全講時に出席し、最終講時に行われる単位修得試験に合格する

ことが単位修得の条件であることが示されている。また、成績評価基準は講義要項（シラ

バス）に掲載されている。 

 

   表Ⅳ－６ 成績評価基準           

評  点 評  語 合  否 

100 点～ 80点 優 

合 格 
 79 点～ 70点 良 

 69 点～ 60点 可 

成 績 認 定        認 

 59 点～ 00点  不合格 

 

【点検・評価】 

       成績評価に至る過程と基準は明示されているといえる。単位修得試験の実施日、時間表

は学生に入学時に配付される『通信教育の手引き』と OGUNET 上のホームページにおいて明

示されており、学生の計画的学修の補助となりえる。また、単位修得試験の日程と時間割

等の実施要領については、『大阪学院大学通信』にも、実施の２ヶ月前に掲載される。 

 

【改善方策】 

    成績評価にいたる過程と基準は、学生募集要項にも明示するように図る。 

  

（３） 学生が自身の成績に対する質問を行う仕組みは導入されているか。 

 

【現状の説明】 

          「学生が自身の成績に関して質問する」という目的に特化した方法は制度化されていな

いが、学生が質問票やオフィスアワーを利用して成績に関する質問をすることができるよ

うにしている。 

 

【点検・評価】 

          上記のやり方は回答の迅速性に欠けるきらいがある。学生の諸状況次第によっては必ず

しも利用のしやすい仕組みになっているとはいえない。 

 

【改善方策】 

     学生からの成績評価に対する問い合わせの仕組みを導入するかどうかは、成績評価の過

程や基準などとともに、総合的な観点から検討されなければならない。そのためには、

OGU-Caddie を利用し、同時性・双方向性のあるものにするように図る。 

 

 ３．教育・研究指導の方法等 

 

（１） 研究科等における教育・研究指導を実質化するための環境を整えているか。 
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【現状の説明】 

        本学通信教育部は研究科を開設していない。 

 

（２） 学生の学修活動を支援するための人的補助体制を確立しているか。 

 

【現状の説明】 

    通学課程の全８学部より選任された教育職員から構成される学務委員会が、主として、

学生の学修活動を支援するとともに、通信教育事務局においては学生からのメールや電話

による質問等に対して応答するなどして、人的補助体制を確立している。また夏期第Ⅰ期、

夏期第Ⅱ期、秋期および冬期の年４回実施されるスクーリングにおいては、学務委員が学

生の学修相談にあたっている。 

 

【点検・評価】 

学務委員を全学部から１名ずつ選出することによって、通信教育に対する全学的な支援

体制を整備している。本学通信教育部は、流通科学部の併設機関として開設されているこ

とから、主として、流通、経営、会計および情報に関する学生の学修活動に対する支援を

増大することが必要である。 

 

【改善方策】 

     流通、経営、会計および情報に関する学生の学修活動に対する支援を増大するために、

流通科学部はもちろんのこと、経営学部および企業情報学部のビジネス系の学部から複数

の委員を選出するように図る。 

 

 ４．教育内容等の組織的な改善 

 

（１） 教員の教育・研究に関する指導能力の向上を不断に図るために、ファカルティ・ディベ

ロップメントに組織的に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

     流通科学部長を長とする通学課程全８学部の長を中心として構成される通信教育部運営

委員会は、教育職員が、高度情報化、グローバル化および高齢社会化における時代のニー

ズに適合することのできる教育・研究に関する指導能力の向上を不断に図るために、ファ

カルティ・ディベロップメントに組織的に取り組んでいる。 

【点検・評価】 

流通科学部だけでなく、全学的体制で取り組んでいる。 

 

【改善方策】 

面接授業科目だけでなく通信授業科目に対しても、学生による授業評価を取り入れるよ

うに図る。 

 

（２） 教材の開発や改善に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部学務委員会が教材の開発や改善のための組織的な取り組みを行っている。必

要な場合には、学務委員会において起案され、通信教育部において開設されている科目の

担当者に対して依頼することよって、教材の開発や改善に取り組んでいる。 

 

【点検・評価】 

高度情報化、グローバル化および高齢社会化が進展している現代において、通学課程生
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に比して専攻領域の専門知識を修得しようとする目的意識が高い通信教育課程生のニーズ

に適合する教材を適用するためには、担当者と通信教育部学務委員会と通信教育部運営委

員会とが緊密なコミュニケーションをとりながら教材の開発や改善に取り組んでいる。 

 

【改善方策】 

学外での学習説明会を定期的に開催するなどして、学生と大学とが緊密なコミュニケー

ションをとることによって、学生のニーズを不断に検証する。 

 

（３） 添削指導員の質の確保や指導員にインセンティブを付与するための工夫をしているか。 

 

【現状の説明】 

レポートの添削は当該授業科目の担当教員が行っている。 

 

【点検・評価】 

通信授業担当者に対しては、通信教育部学務委員会と通信教育部運営委員会を介して、

当該教員が所属する教授会等において、添削に関する指導を行っている。 

  

【改善方策】 

添削指導員制度を採用することになった場合の添削指導員の質の確保や指導員にインセ

ンティブを付与するための工夫に関する検討を行う。 

 

（４） 教員の情報リテラシー向上のための措置を行っているか。 

 

【現状の説明】 

補助教材作成等を支援する DSS（Digital Support Service）があり、また OGUNET 上の

ホームページの利用に関する講習会等を開催するなどして、情報を処理するにあたって必

要な知識を付与しその能力を培っている。 

 

【点検・評価】 

教員が情報機器や情報ネットワークの使用を支援する全学的体制は整備されている。た

だし、基本的な情報処理技術の習得は各教員の自主性に委ねられている。 

 

【改善方策】 

教員の情報リテラシー向上が適切に行われているかどうかを測定し、これを検証する。 

 

 ５．教育上の効果の測定 

 

（１） 教育効果を恒常的に検証しているか。 

 

【現状の説明】 

授業科目の履修成績の審査は、大阪学院大学通信教育部学則第３５条に基づき、原則と

して筆記試験によってなされ、特別の課題に対する論文の提出をもってかえることができ

る。また、面接授業科目については、授業の途中において習熟度を確認するために小テス

トを課す場合もある。特に、面接授業科目については、授業評価を実施しその結果を基礎

にして、学務委員会において教育効果を恒常的に検証している。 

 

【点検・評価】 

教育効果の恒常的検証は、面接授業科目以外は、もっぱら担当者に委ねられている。 
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【改善方策】 

面接授業科目だけでなく、通信授業科目に対しても授業評価を実施し、その結果を学務

委員会等において恒常的かつ組織的に検証するように図る。 

           

（２） 教育効果測定のための指標・方法を設定しているか。 

 

【現状の説明】 

教育効果測定は、基本的には成績評価によって行っている。成績評価は、担当者が、学

生に対して入学時に配付される『通信教育の手引き』と OGUNET 上のホームページの「通信

授業」および「面接授業」において、シラバスや成績評価基準を学生に対して事前に示し、

周知を図っている。 

 

【点検・評価】 

開設科目について、シラバスによって「目的および概要」「講義テーマ」「学習上の留意

点」「教科書」「参考書」等を明示し、成績評価基準を明記している。また専攻科目第 1類

（面接授業科目）２４科目における総論部分のⅠと各論部分のⅡについては、学生が各授

業内容に対応できるようにするために、教育方法の共有化に関して、通信教育部学務委員

会を介して、担当者会議や教授会等において、担当者に対して指導している。学生に対す

る教育効果の重要な指標の一つである学位の授与状況は、[表Ⅳ－７]学生数と[表Ⅳ－８]

卒業者数をみると、およそ８％で、他大学に比してかなり低いのが実情である。 

 

表Ⅳ－７ 学生数（５月１日現在）                       

年 度 1 年次 2 年次 3 年次 
4 年次

以 上 
小 計 

科目等履修生 

合 計 選 択 

履 修 

正科生 

転 科 
教 職 

平 成 

17 年度 
33 26 71  230 360 74 1 47 482 

平 成 

18 年度 
26 31  62 214 333 62 1 40 436 

平 成 

19 年度 
24 16  51 198 289 39 1 40 369 

平 成 

20 年度 
28 23  40 177 268 38 1 48 355 

注)各年度の 5月 1 日現在を示す。 

 

表Ⅳ－８ 卒業者数            

年 度 
平 成 

1 7 年度 

平 成 

1 8 年度 

平 成 

1 9 年度 

平 成 

2 0 年度 

卒業者数 27 33 31 21 

 

【改善方策】 

学生に対する教育効果の指標でもある単位取得率や、学位の授与状況、最長在学年限内

での卒業率等を調査・検討し、その結果を有効に活用し、教育改善を図る。 
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第５章 学位授与・課程修了の認定 

 

 １．学位授与・課程修了の認定 

 

（１） 学位認定・課程修了認定方式を適切に運用しているか。 

 

【現状の説明】 

学士（流通科学）の学位は、大阪学院大学通信教育部学則第３８条の定めるところにし

たがって授与される。卒業に必要な単位数は、第２１条第１項の定めるところによれば、

１２４単位以上であり、そのうち３０単位以上は面接授業によって修得しなければならな

い。ただし、面接授業３０単位のうち１０単位までは放送授業により修得した単位にて代

えることができる。 

 

【点検・評価】 

大学設置基準第３２条第１項および大学通信教育設置基準第６条第２項の定めるところ

を基礎にしている。 

 

【改善方策】 

本学の面接授業は、３０単位のうち１０単位までは放送授業により修得した単位にて代

えることができるが、通信教育課程生特有の諸状況を鑑みれば、面接授業に合わせてメデ

ィアを利用して行う授業も併用するようにするように図る。 

 

（２） 学位授与・課程修了の可否に関わる基準や審査手続等を明文化しているか。 

 

【現状の説明】 

学位授与の可否に係わる基準は大阪学院大学通信教育部学則第３８条に定められている。 

 

【点検・評価】 

学則第３８条の定めるところにしたがって、第２１条第１項の定める所定の単位を修得

した学生に対して、学長が卒業を認定し、学士（流通科学）の学位を授与している。 

 

【改善方策】 

学位授与・課程修了の可否に係わる基準や審査手続等は、OGUNET 上のホームページ上に

て明文化し学生に対して開示しているが、学生に対して配付される『通信教育の手引き』

および『大阪学院大学通信』においても明示するとともに、さらには学習指導会とスクー

リング開催時のオリエンテーションにおいて説明することによって学生に対して周知させ

るように図る。 

 

（３） 学位授与・課程修了の可否に関わる基準や審査手続の適切性について検証しているか。 

 

【現状の説明】 

流通科学部長を長とする通信教育部運営委員会にて検証している。 

 

【点検・評価】 

通信教育部運営委員会は通常４月と１１月に定期的に開催される。同委員会は、総長、

流通科学部長を含む通学課程８学部の各学部長、通信教育部長等によって構成されており、

全学的意思決定機関である。 

 

【改善方策】 
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通信教育部運営委員会は本学通信教育部を全学的に支援するものであるが、流通科学部

の併設機関である通信教育部は流通、経営、会計および情報に関する専門教育を充実させ

ることを目的とするものであるから、通信教育部運営委員会と通信教育部とが緊密にコミ

ュニケーションをとりながら、通信教育部の特性を十分に考慮して、学位授与・課程修了

の可否に係わる基準や審査手続の適切性について不断に検証するように図る。 
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第６章 学生の受け入れ 

 

１．学生の受け入れ方法 

 

（１） 教育目標を適切に反映させた学生の受け入れ方針を定めているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部における入学者選抜は、昭和４５年４月に開設して以来現在に至るまで、本

学の建学の精神のもとで、（１）世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成、（２）

産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成および（３）学産協同の

理念の徹底の３つの教育理念を達成するために、大学教育を受ける旺盛な意欲を持つ人た

ちに対して、広く勉学の機会を提供するという方針にしたがって行われている。[表Ⅵ－１]

平成１８年度から平成２０年度の入学生の最終学歴を見ると、短期大学や大学の卒業者の

割合が多くなっている。近年、社会人の専門知識修得意欲の増大や生涯学習の浸透により、

学士入学の割合が多くなっている。 

 

表Ⅵ－１ 入学生の最終学歴（アンケート結果）                 

年  

 

度 

全 

日 

制 

高 

校 

定 

時 

制 

高 

校 

通 

信 

制 

高 

校 

大学 

短大 

高専

中退 

短 

大 

卒 

業 

大 

学 

卒 

業 

認 

定 

試 

験 

合 

格 

そ 

の 

他 

合 

 

計 

平成 17年度 30(9) 5(0) 4(2) 15(3) 28(25) 89(34) 5(1) 17(4) 193(78) 

平成 18年度 26(10) 3(0) 3(0) 13(1) 27(22) 70(31) 1(0) 14(2) 157(66) 

平成 19年度 35(12) 2(1) 3(1) 9(5) 14(9) 61(18) 4(1) 15(7) 143(54) 

平成 20年度 41(7) 3(0) 8(1) 14(6) 14(10) 50(15) 3(1) 19(7) 152(47) 

注）（ ）内の数字は女子で内数である。なお、平成１８年度１名分回収出来ず。 

 

また、[表Ⅵ－２]に示すように、平成１１年度頃までは教職の科目履修生は尐ないが、

平成１６年度は１３１名と多く、１８年度以降も３０名程度と安定しており、科目等履修

生の大半は教員を目指していると言える。したがって法令等で認められる入学資格等を有

する者については、書類に不備がない限り原則として入学を許可することとしている。そ

の結果、年齢・職業・学力などにおいて多様な学生が入学している。 

 

表Ⅵ－２ 科目等履修生数の推移           

年 度 選択履修 正科生転科 教 職 合 計 

平成 ６年度 0(0) 0(0) 7(0) 7(0) 

平成１１年度 22(9) 1(0) 14(5) 37(14) 

平成１６年度 82(58) 0(0) 48(9) 130(67) 

平成１８年度 47(40) 1(0) 30(4) 78(44) 

平成１９年度 36(17) 1(1) 34(6) 71(24) 

平成２０年度 45(23) 2(1) 33(5) 80(29) 

注）（ ）内の数字は女子で内数である。 

 

【点検・評価】 

  [表Ⅵ－３]入学生の年齢内訳に示すとおり、特に２５歳から３９歳を中心に受け入れて

いるが、大学教育を受ける旺盛な意欲を持つ者に広く門戸を広げ、１８歳～２４歳の若年
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層を始め幅広い年齢層に勉学の機会を提供する。また、時代のニーズに対応するために、

高齢者層等の更なる受け入れを図ることが必要である。 

 

 表Ⅵ－３ 入学生の年齢内訳                     

年 齢 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

１８～２２歳 25(7) 16(3) 23(13) 35(11) 

２３～２４歳 27(11) 16(9) 15(3) 18(8) 

２５～２９歳 55(28) 49(22) 26(11) 32(14) 

３０～３９歳 61(25) 51(19) 66(26) 43(12) 

４０～４９歳 14(7) 18(9) 7(1) 13(1) 

５０～５９歳 9(0) 6(3) 5(0) 9(1) 

６０歳以上 2(0) 1(0) 1(0) 2(0) 

   注）（ ）内の数字は女子で内数である。 

      

また、入学の動機について[表Ⅵ－４]に示すように、「大学卒業の資格を得るため」が平

成１８年度４７名から平成２０年度６８名と増えてきている。また、職業上の資格すなわ

ち、教員免許の取得が入学の動機であることから、資格取得までの学修支援が重要である

ことは言うまでもない。入学の動機に「教養のため」と答える入学生が僅かではあるが増

加傾向にある。本学もこのようなニーズにこたえるような教養を高める魅力的な科目の設

置の検討が必要である。こうして、幅広い年齢層に本学の通信教育部をアピールしていか

なければならない。 

 

     表Ⅵ－４ 入学生の入学動機                           

動  機 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

大学卒業の資格を得るため 55(16) 47(10) 59(28) 68(15) 

職業上の資格を得るため 80(30) 62(29) 43(12) 43(17) 

職業上の知識・技術修得のため 15(9) 12(5) 10(5) 8(2) 

本学で学びたいから 7(4) 3(2) 5(1) 3(2) 

教養のため 6(2) 6(3) 9(2) 14(5) 

生涯教育・再学習のため 7(0) 8(7) 5(1) 3(0) 

その他 23(17) 19(10) 12(5) 13(6) 

合計 193(78) 157(66) 143(54) 152(47) 

 

【改善方策】 

通信教育課程生特有の諸状況に鑑み、高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時

代のニーズに適合する教育研究に見合う学生、ユニバーサル化する学生の受け入れ方針を

不断に検討していく。 

 

（２） 学生の受け入れ方針にてらして適切な学生受け入れ体制を整えているか。 

 

【現状の説明】 

学生の受け入れは、まず、通信教育部長を長とする学務委員会において入学志願者の審

査をして、つぎに、これを総長が承認するという手順のもとで行われている。学生は、正

科生と科目等履修生の２種類に大別することができるが、入学審査の機会をできるだけ多

く設けるなどして入学希望者に応えている。入学審査の時期は、前期入学が１月中旪から

５月３１日、後期入学が７月１日から１１月３０日の２期になっている。 

正科生に対しては、通常の１年次入学以外は、他大学を卒業して編入する者、または専

修学校専門課程を終えて編入する者の課程を備えている。３年次編入は、平成１０年６月

の学校教育法改正によって専門学校からの編入が可能になり、有資格者はおよそ３００万
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人であり、これに対して広く門戸を開放している。３年次編入できない場合は、２年次編

入も認めている。また大学入学資格のない者に対しては、特修生制度としての正科生転科

課程を設けている。 

 

【点検・評価】 

本学は、学生の資質や能力が多様であることに鑑み、その基礎学力を適切に確認すると

ともに、その多様なニーズに適合する体制を整えている。 

 

【改善方策】 

入学広報活動は、新聞への単独広告の掲載、および協会主催の合同入学説明会を中心に

行なっているが、通信制高等学校との連携や、大学卒業資格の取得を目的とするものだけ

でなく、生涯教育や資格取得を目的とする社会人・高齢者層の更なる受け入れ体制を整え

るように図る。 

 

（３） 学生の受け入れ方針にてらして適切な方法で学生を受け入れているか。 

 

【現状の説明】 

大学教育を受ける旺盛な意欲を持つ人たちに対して広く勉学の機会を提供するため、書

類選考を行っている。したがって法令等で認められる入学資格等を有する者については、

書類に不備がない限り原則として入学を許可することとしている。編入学においての出願

資格は、２年次編入学の場合は、４年制大学および短期大学に１年以上在学し、３０単位

以上修得した者を対象としている。３年次編入学は、４年制大学および短期大学の卒業者、

４年制大学に２年以上在学し、６２単位以上修得した者を対象としている。 

 

【点検・評価】 

学生の利便性を考慮し、出願は郵送によって受け付けているが、情報通信技術の一般化

に伴い、メールによる願書請求に応えている。 

多種・多様な入学希望者の状況を考慮した受入れとなっており、特に問題ないと考える。 

 

（４） 学生の受け入れのあり方を恒常的かつ系統的に検証する体制を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部学務委員会と通信教育部運営委員会とが学生の入学から卒業まで係わり、学

生の受け入れのあり方を恒常的かつ系統的に検討している。 

     

【点検・評価】 

学務委員会と運営委員会はともに学生の受け入れだけではなく、系統的なカリキュラム

の配置や学士課程の水準維持・社会的要請の変化を視野に入れた教育目標の適切性を不断

に検討しており、体制が整備できている。 

 

【改善方策】 

これらの組織は、本学の総長と専任教員によって構成されているが、そのさらなる充実

を図る。 

 

（５） 学生の受け入れに関する説明責任を果たしているか。 

 

【現状の説明】 

入学希望者に対しては、本学の建学の精神、教育目標、教育課程、教育内容および学修

方法等を含め、学生の受け入れに必要な書類について、入学案内で示すとともに、私立大
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学通信教育協会主催の合同入学説明会において個別に説明を行っている。また、ホームペ

ージにおいても学生の受け入れに関する概要を公開しており、電話またはメールでも、問

い合わせに応じている。 

 

【点検・評価】 

ホームページ等、多元的な情報媒体を通じて学生の受け入れに関する説明責任を適切に

果たしている。 

 

【改善方策】 

学生の受け入れに関する説明責任については十分果たしており、改善の必要はない。 

 

２．学生の受け入れ時期 

 

（１） 教育目標に応じた学生の受け入れ時期を定めているか。 

 

【現状の説明】 

入学の時期は、前期は４月および後期は１０月の２回としている。年度初めと後期開始

時期が学習を行い始める時期であり、その時期に入学を受け付けている。 

     

【点検・評価】 

本学の建学の精神のもとで、３つの教育目標を達成するために、さらに通信教育の「い

つでも、どこでも、誰でも」という標語に沿って、随時入学の考え方を取り入れている。 

 

【改善方策】 

学生の受け入れ時期は、入学希望者の状況を考慮した受入れとなっており、特に問題な

いと考える。 

 

  （２） 学生の学修条件に支障が生じないよう学生の受け入れ時期を定めているか。 

 

【現状の説明】 

単位修得試験は年４回、６月・８月・１１月・２月に実施し、スクーリングは夏期第Ⅰ

期・夏期第Ⅱ期・秋期・冬期の年４回実施している。また、教職科目の集中講義も前期後

期の年２回実施している。 

 

【点検・評価】【改善方策】 

本学の建学の精神のもとで、３つの教育目標を達成するために、さらに通信教育の「い

つでも、どこでも、誰でも」という標語に沿って、随時入学の考え方を取り入れている。

そのため、前期の入学期間は１月から５月までの５ヶ月間とし、後期は７月から１１月ま

での５ヶ月間としており、[表Ⅵ－５]に前期および後期における学生の受け入れ状況で示

したが、学生が教育目標を立てる前期（４月）が後期（１０月）よりも多い状況にある。 

年度開始後２ヶ月程度申し込み期間があり、前期入学後の１ヵ月後には後期入学を開始

しているため、「いつでも」を実践できていると考える。 

ただし、通信教育課程生の状況に鑑みると、スクーリングは年４回実施しているとはい

え、学内においてのみ実施しているにすぎない。 

学外や夜間のスクーリングについて、学修に支障がないような具体的な方策と併せて実

施に向けて検討する。 
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表Ⅵ－５ 学生の受け入れ時期（正科生のみ） 

平成年度 
 前期・ 

後期 

正  科  生 
合計  

１年次入学 ２年次編入 ３年次編入 

平成１７年度 
前期 35 1 32 68 

後期 8 0 18 26 

平成１８年度 
前期 26 4 31 61 

後期 10 0 9 19 

平成１９年度 
前期 22 1 26 49 

後期 10 4 9 23 

平成２０年度 
前期 24 4 22 50 

後期 10 1 12 23 

 

３．定員並びに在籍学生数の適正化 

 

（１） 学生収容定員に基づいて適切な数の学生を受け入れているか。 

 

【現状の説明】 

本学の入学定員は１，０００名であり、収容定員は４，０００名となるが、平成２０年

度入学者数は、[表Ⅵ－６]のように収容定員を大幅に下回っている。 

 

表Ⅵ－６ 入学者数（平成 21年 5 月 1日現在）                          

年  度 
1年次 

入 学 

2 年次 

編入学 

3年次 

編入学 

科目等履修生 
合計 

選択履修 正科生転科 教 職 

平成 20年度

後 期 
10 1 12 12 1 9 45 

平成 21年度

前 期 
16 3 14 4 0 8 45 

 

【点検・評価】 

学生数減尐の原因として、本学の通信課程が流通科学部流通科学科だけであること、設

置している資格課程として教員免許状の高校１種商業だけであることが、大きな要因とな

っている。従って、入学生の年齢、動機などのニーズを分析し、カリキュラムや受け入れ

時期等の検討を深める必要がある。 

   

【改善方策】 

上記の点について、オープンキャンパスや教育懇談会等の大学行事との連携により、通

信教育課程へのニーズを探るとともに、効果的な広報活動を展開する。 
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第７章 学生生活 

 

 １．在宅学習中の支援と人権の保護 

 

（１） 日常的な学習・生活支援のために学生からの相談体制を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

毎月発行する『大阪学院大学通信』とのホームページを通じて、学習を進めていくうえ

で必要な情報の提供を行っている。また、通信教育事務局への電話またはメールによる質

問・相談等に対しては事務局のスタッフが対応している。新入生を対象とした学習指導会

も年度初めに本学にて開催している。各授業科目の学習に関する質問は、質問用紙を介し

ての対応ないし各授業科目担当者のオフィスアワーを公開することによって対応している。

また、通信教育事務局とは別に学生相談センター（カウンセリングルーム）においても、

電話またはメールによる相談に対応している。 

 

【点検・評価】 

現在の本学における日常的な学習・生活支援に関する相談体制は、まだまだ充分なもの

ではないといわざるをえない。主として学習の孤独さに起因する理由により入学当初の学

習に対する情熱を維持できず、[表Ⅶ－１]「退学者数」、[表Ⅶ－２]「除籍者数」および[表

Ⅶ－３]休学者数においてみられるように、多数の学生がドロップアウトしているのが現状

である。現在まだ学習に対する情熱を失っていない学生へのサポートは現状でも対応可能

であるが、情熱を失いかけている学生をいかにすれば立ち直らせることができるかが、大

きな問題点である。 

 

表Ⅶ－１ 退学者数               

年 度 
平 成 

1 7 年度 

平 成 

1 8 年度 

平 成 

1 9 年度 

平 成 

2 0 年度 

退学者数 37 25 16 15 

 

表Ⅶ－２ 除籍者数                    

年  度 
平 成 

1 7 年度 

平 成 

1 8 年度 

平 成 

1 9 年度 

平 成 

2 0 年度 

除籍者数 

正科生 81 75 64 55 

科目等 

履修生 
107 101 86 62 

 

表Ⅶ－３ 休学者数               

 

 

 

 

 

【改善方策】 

今後は、学内外の単位修得試験の機会を利用した学習指導会の開催を増加させるなどし

て、日常的な学習・生活支援に関する相談体制の充実を図っていく。また、現在本学には

日常的に学生同士で励ましあい、情報を交換する場がないのが現状である。 

        OGU-Caddie を利用し、同時性・双方向性のあるものにし、これを活用することによっ

年 度 
平 成 

1 7 年度 

平 成 

1 8 年度 

平 成 

1 9 年度 

平 成 

2 0 年度 

休学者数 10 8 2 2 
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て、大学・学生間の学習・生活支援に関する相談体制を充実させることはもちろんのこと、

学生相互間の交流をバックアップすることが可能となれば、学生のドロップアウト防止の

有効な方策となることが期待できる。また、今後通信教育部においても需要が増加してい

くと予想される心理相談にも対応することのできる体制を整備するように図る。 

    

（２） 地域別の学生支援に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

単位修得試験は、全日程にわたって、本学および地方会場（札幌・福島・東京・富山・

浜松・名古屋・和歌山・姫路・鳥取・岡山・広島・高松・松山・高知・福岡・長崎・熊本・

鹿児島の１８会場）において、同時に同一条件で受験できるようになっている。また、通

信教育事務局への電話またはメールによる質問・相談等に対しては事務局のスタッフが適

切に対応している。 

 

【点検・評価】 

単位修得試験を、全日程にわたって、本学会場での受験と地方会場での受験を同時・同

一条件のもとで実施することによって、地方在住学生の学習における不利益を解消してい

ることは評価できる。しかし、現在、本学会場以外での学習指導会・学習相談会などの開

催は数尐なく、地理的、時間的および経済的制約等により本学まで来るのに多くの困難が

伴う地方在住者からの相談に対しては主として電話またはメールによって対応している程

度であり、更なるサポートが必要である。 

  

【改善方策】 

今後は、主として単位修得試験の機会を利用した学習指導会・学習相談会を地方でも定

期的に開催することによって、地方在住者に対する支援体制の充実を図る。そのため、単

位修得試験の地方会場監督者として、学習指導・学習相談に対応できる人材を充てること

も一つの方法である。また、OGU-Caddie を利用することによって、地域別学生の支援体制

の充実を図る。 

 

  （３） 情報通信網上での学生の人権保護に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部における情報通信網を使用した学生とのやりとりは、メールによる質問に対

する応答が主たるものである。その際、学生のメールアドレスならびに質問内容・返答内

容は、「同和教育委員会規程」および「セクシュアルハラスメントに関する人権委員会程」

に則り、学生の人権保護に配慮している。 

 

【点検・評価】 

同和教育委員会およびセクシュアルハラスメントに関する人権委員会が、教職員に対し

て啓蒙活動を行うことによって、情報通信網を使用した学生とのやりとりにおいて、誹謗・

中傷等の問題が生じないよう配慮していることは評価できる。 

しかし、学生間の情報通信網上での情報交換に関する人権保護配慮は十分とは言えない

ので、改善を要する。 

 

【改善方策】 

近い将来、学習・生活支援に関する相談体制の充実を図るために、主として同時性・双

方向性のある OGU-Caddie を情報通信メディアとして活用することになれば、大学・学生間

や学生相互間で情報通信網を通じたやりとりが盛んに行われることになる。そうなれば、

ネット管理の観点から、教職員に対してはもちろんのこと、学生に対しても、各種講習会



- 638 - 

を開催するなどして、人権保護に配慮する体制を整備する。 

 

  （４） 個人情報の保護に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

「個人情報の保護に関する規程」に基づき、学生の身分・職業・年齢・性別等の履歴や

成績評価に係わる個人情報はもとより、各種相談内容にいたるまで、個人情報の保護に配

慮している。 

 

【点検・評価】 

個人情報保護を徹底すべく、規程を整備し、これに基づき教育指導を行っていることは

評価できる。とりわけ、通信授業のレポート添削における学生に対する成績評価、添削内

容および学生からの質問等の学生の個人情報に関しては、事務局にて集中管理するととも

に、担当者に対してはこれを慎重に取り扱うよう周知徹底しており、配慮は十分できてい

ると考える。 

 

【改善方策】 

教職員に対する啓蒙活動を引き続き行うとともに、同時性・双方向性のある OGU-Caddie

等の情報通信メディアの活用を視野に入れ、ネット上の個人情報の保護にも配慮していく。 

 

（５） 学生に対する奨学制度や、学外の奨学金の受給に関わる相談体制を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育課程生を対象とした本学の奨学制度は、現在のところ存在しない。学外の奨学

金としてスクーリング参加者（正科生）を対象とする日本学生支援機構の奨学金があり、

出願資格や出願手続を『大阪学院大学通信』とホームページを通じて紹介し、希望者の相

談には専属の担当者を配置して対応している。 

 

【点検・評価】 

本学独自の奨学制度がないため、スクーリング参加者（正科生）だけでなく、科目等履

修生も含めた幅広い学生を対象とした奨学制度を整備する必要がある。 

 

【改善方策】 

通信教育課程生を対象として募集する学内奨学制度を早急に設置するように図る。 

 

２．面接授業期間中の支援と人権の保護 

 

（１） スクーリング期間中の学生からの相談体制を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

スクーリング期間中は、様々な学生からの相談に対して、通信教育事務局員全員が、ま

た通信教育部学務委員も当番制でこれに対応するとともに、通学課程に設置されている学

生相談センター（カウンセリングルーム）のカウンセラーが、日曜日および祝祭日以外は、

学生の相談に対応する体制を整えている。また図書館サービスは、スクーリング期間中は、

土曜日、日曜日および祝祭日も行っている。 

 

【点検・評価】 

スクーリング期間中の学生からの各種相談には、通信教育事務局員が応対するケースが

多く、当番制で待機している通信教育部学務委員のところを訪れる学生が尐ないのが現状
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である。その主たる理由としては、休憩時間が短いことや、学務委員の相談体制にあると

考える。図書館は、日祝日も開館しており問題はないと考えられるが、学生相談センター

は、平日のみの対応である旨を十分周知できていないことが問題である。 

 

【改善方策】 

スクーリング期間中は学生にとって直接相談できる機会であるから、学生がより気軽に

相談することができる体制を整備する。また、学生相談センターへの相談可能日の周知に

努める。 

 

  （２） スクーリング期間中の学生の人権保護に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

「同和教育委員会規程」および「セクシュアルハラスメントに関する人権委員会程」に

則り、学生の人権保護に配慮している。 

 

【点検・評価】 

同和教育委員会およびセクシュアルハラスメントに関する人権委員会が、教職員に対し

て啓蒙活動を行うことにより、学生に対する差別やハラスメント等が無いようにしている

点は評価できる。 

 

【改善方策】 

高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時代において、その時代に特有な差別や

ハラスメント等を識別し、更なる学生の人権保護に配慮するように図る。 

 

（３） 個人情報の保護に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

「個人情報の保護に関する規程」に基づき、学生の身分・職業・年齢・性別等の履歴や

成績評価に係わる個人情報はもとより、各種相談内容にいたるまで、個人情報の保護に配

慮している。 

 

【点検・評価】 

個人情報保護を徹底すべく、規程を整備し、これに基づき教育指導を行っていることは

評価できる。とりわけ、学生に対する成績評価、学生からの学習相談や進路相談等の学生

の個人情報に関しては、事務局にて集中管理するとともに、担当者に対してはこれを慎重

に取り扱うよう周知徹底しており、配慮は十分できていると考える。 

 

【改善方策】 

高度情報化、グローバル化および高齢社会化の時代において、その時代に特有な個人情

報の保護に配慮するように図る。 

 

  （４） スクーリング参加費用の負担軽減を図っているか。 

 

【現状の説明】 

スクーリング１回（年４回開催）の参加費用は、スクーリング受講料が１科目（２単位）

４千円であり、１回につき２科目受講することが多いから、宿泊費と交通費を除いて、ス

クーリング参加手数料を含めておよそ１万円弱である。また、遠方からの学生に対しては

大学へのアクセスが便利で安価な宿泊先を紹介し、交通費に関しては学割を交付している。 
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【点検・評価】 

学費およびスクーリング受講料は、他大学に比してかなり廉価である。しかしながら、

スクーリングの実施が本学だけに限られているため、遠方に在住している学生にとっては、

宿泊費と交通費の負担が大きい。 

 

【改善方策】 

学外においてもスクーリングを実施するとともに、高度情報化、グローバル化および高

齢社会化の時代に適合するスクーリングを実施することによって、学生のスクーリング参

加費用の負担を軽減するように図る。 

 

（５）学生の課外活動支援体制や福利厚生施設の整備・充実を図っているか。 

 

【現状の説明】 

スクーリング時の宿泊施設の紹介、学割の発行、奨学金の案内、図書館サービス、OGUNET

利用環境整備を行なっている。 

 

【点検・評価】 

スクーリング中の学生に対する支援は充分に行われており、適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 
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第８章 教育・研究環境 

 

 １．教育・研究環境 

 

（１）教員の教育・研究活動の活性化を図るために研究費を適切に配分しているか。 

 

【現状の説明】 

本通信教育部の担当教員のほぼ全員が学部所属である。また、通信教育部を兼務する教員

の個人研究費および研究旅費については、学部のみ担当する教員と同じであり、特別な支給

はない。 

すなわち、学部における個人研究費、研究旅費の額がそのまま本通信教育部の担当教員の

個人研究費、研究旅費の額となる。 

ちなみに、本学は「個人教育研究費取扱規程」を制定し、教員の教育研究活動を助成する

ことによって、教育および学術研究の充実を図ることを目的として、個人教育研究費が支給

されている。 

表Ⅷ－１に示す個人教育研究費の内訳は、図書費、学会出張費および一般教育研究費であ

り、次の範囲内で支給されている。 

 

表Ⅷ－１ 個人教育研究費の内訳  

     研究費 
職 名 

図 書 費 学会出張費 一般教育研究費 計 

教 授 170,000 円 90,000円 300,000円 560,000 円 

准教授 160,000 円 80,000円 290,000円 530,000 円 

講 師 150,000 円 70,000円 280,000円 500,000 円 

助 教 140,000 円 60,000円 270,000円 470,000 円 

助 手 140,000 円 60,000円 270,000円 470,000 円 

 

教育研究活動において、上記表Ⅷ－１の個人教育研究費で補うことができない場合は、申

請により許可を受け、１５０，０００円を限度として教育研究費の追加支給を受けることが

できるようになっている。また、追加の教育研究費は一般教育研究費に充当するようになっ

ている。 

教育研究費配分額は、前年度の１２月末日までに、変更申請をすれば一般教育研究費から

図書費・学会出張費への流用が認められる。ただし、申請後、当該年度内での変更は認めら

れていない。 

その運用制度は、各教員が必要に応じて国内外の学会・シンポジウム・フォーラム等出席

のための旅費・負担金、学術研究に関する各種会合費、研究図書、機器備品、通信費、謝金、

印刷・製本費等の補助費、学生の教育に係る費用(ゼミナール等での補助教材費等)、課外活

動に係る顧問旅費、消耗品等の購入に使用できるようなシステムとなっており、教育研究費

運用が活性化され有用である。 

 

【点検・評価】 

本通信教育部の担当教員のほぼ全員が学部所属であるため、学部における点検・評価の個

所を参照願いたい。 

 

【改善方策】 

各教員の研究計画の遂行に必要な個人教育研究費については、引き続き消化状況を確認し

ながら、教育研究活動を充分に行えているかを検証していく。 

 

（２）教員の教育・研究活動の活性化を図るために教員の研究用施設・設備を適切に整備して
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いるか。 

  

【現状の説明】 

通信教育部は、スクーリングや単位修得試験・学習指導会において、施設・設備を全て通

学課程と共に使用していることから、ここでは省略する。 

 

（３）教育・研究補助スタッフの充実を図っているか。 

  

【現状の説明】 

情報関係の科目について、ＤＳＳスタッフが教育研究におけるＩＣＴ活用の支援をしてい

る。 

 

【点検・評価】 

教室常駐の補助員が教員及び学生の機器操作支援を行うことにより、授業が円滑に行われ

ており、人員配置は概ね適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（４）学外研究資金の導入を推進するための措置が採られているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育課程は、通学課程の流通科学部流通科学科の併設課程であり、授業科目は通学課

程担当の教員がこれを担当し、担当教員のほぼ全員が学部所属であるため、この学外研究資

金の導入を推進するための措置については、学部の措置と一体をなすものである。すなわち、

本通信教育部独自の学外研究資金の導入を推進するための措置は行っていない。 

ちなみに、学部における学外研究資金の申請とその採択の状況については、次のとおりで

ある。 

 

    表Ⅷ－２ 科学研究費補助金  

年  度 申請件数 採択件数 金額(千円) 採択率(％) 

平成 17年度 13 4 8,000 30.8 

平成 18年度 11 5 9,300 45.5 

平成 19年度  8 1 1,000 12.5 

平成 20年度 12 3 4,200 25.0 

    注）1．申請件数等は、当該年度新規に採択された件数であり、前年度からの 

       継続分は含んでいない。また、金額には間接経費を含んでいない。 

 

  表Ⅷ－３ 科学研究費補助金 職位別申請件数 

年  度 教授 准教授 講師 

平成 17年度 6 2 5 

平成 18年度 3 7 1 

平成 19年度 1 6 1 

平成 20年度 6 6 0 
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    表Ⅷ－４ 奨学寄附金  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 2  750 

平成 18 年度 2  750 

平成 19 年度 3 1,250 

平成 20 年度 2 1,100 

 

 表Ⅷ－５ 受託研究費  

年  度 件  数 金額(千円) 

平成 17 年度 0   0 

平成 18 年度 0   0 

平成 19 年度 2 1,543 

平成 20 年度 2 4,110 

       注）1．金額には間接経費を含んでいない。 

 

【点検・評価】 

流通科学部流通科学科のみでは科学研究費補助金については、平成１７年度が申請４件、

採択２件、金額４，６００千円、平成１８年度が申請３件、採択３件、金額６，２００千円、

平成１９年度が申請０件、平成２０年度が申請２件、採択０件となっており、前年度からの

継続分を含んでいないことを考慮すると、安定的に推移していると評価することができる。 

また、奨学寄附金については、平成１７・１８・１９年度が０件、平成２０年度が１件６

００千円、受託研究費については、平成１７・１８年度が０件、平成１９年度が１件５３５

千円、平成２０年度が１件８３３千円となっており、安定的に推移していると評価すること

ができる。 

 

【改善方策】 

改善の必要はないものと考える。 

 

（５）教員の研究時間の活性化に必要な研修機会や研修費が確保されているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部担当教員の研究時間を確保するために、特定の個人に負担が偏らないように、

通学課程において授業時間数の一定範囲での均一化を図っている。また、役職者については

週単位の担当時間数に制限を設けている。さらに、通信教育部運営委員会や学務委員会など

の会議の迅速化や事務作業のサポートにより研究に費やすことのできる時間の確保を図って

いる。 

本通信教育部においては、教員の研修機会を制度的に確保するシステムはない。 

 

【点検・評価】 

本通信教育部は、通学課程の流通科学部流通科学科の併設機関であり、通信教育部担当教

員は、大学の「特別研究制度」、「海外留学制度」を利用し研究活動に必要な時間を確保する

ことができる。しかし、研究活動に必要な研修機会を確保するような制度は本通信教育部に

はなく、授業時間数の一定範囲での均一化などだけでは教員の研究時間を確保する方途とし

ては不十分である。また、特別に通信教育部担当者としての研修費は支給していない。 

 

【改善方策】 

このような問題点から、より効率的な運営による会議時間の削減に取り組むとともに、事

務作業や研究支援のための専門スタッフの配置等、人的面で研究活動を支援する体制を強化

していかなければならない。 
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（６）通信制の授業や管理運営及び通学制の学部・研究科の兼担等による負担過重の防止に向

けた配慮をしているか。 

  

【現状の説明】 

リポート添削に関して、科目担当者に依頼する前に、リポート提出の基本的な要件を満た

しているか、内容がテーマに則しているか等の判別を事務室において行っている。また、単

位修得試験の監督は全８学部から選任された学務委員と事務職員が行い、担当者は採点のみ

行なっている。 

 

【点検・評価】 

全８学部から選任された学務委員と事務職員により負担過重の防止に取り組んでおり、特

に問題は生じていない。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 
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第９章 社会貢献 

 

 １．社会貢献 

 

（１）教育・研究上の成果を社会に積極的に還元するための活動に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

通信教育課程開設以来、学生に対する補助教材として毎月発行している『大阪学院大学通

信』（冊子）に教育研究活動の成果を発表しており、『大阪学院大学通信』を全国の通信教育

課程を設置している大学および生涯学習を開設している公共機関に送付している。他は学部

の現状と一体をなすものである。 

 

【点検・評価】 

現時点では、学部レベルで実施している社会貢献の補助的役割を果しているのが現状であ

る。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（２）知識・技術等を社会に還元するための技術移転システムを構築しているか。 

（３）国際社会への貢献のための活動に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部が通学課程の流通科学部流通科学科の併設機関であるため、通信教育部の

現状は学部の現状と一体をなすものである。 

 

【点検・評価】 

学部における自己点検・評価委員会報告の当該個所を参照願いたい。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 
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第 10 章 教員組織 

  

１．教員組織 

 

【現状の説明】 

本学の通信教育課程は、通学課程の流通科学部の併設機関であり、授業科目を通学課程の

専任教員が担当し、通学課程と同一の学習環境の提供と教育内容の維持向上に努めている。 

専任教員数は設置基準を充足しており、特に問題は生じていない。 

教育課程を展開するうえで、専攻科目を第１類と第２類に区分設定し、第１類は面接授業

を学習方法とした科目を中心に設定され、第２類は通信授業を学習方法とした科目を中心に

設定されているが、この両区分において９割以上を専任教員で実施している。 

専任教員の年齢構成については、下表のとおり流通科学部の専任教員の教授平均年齢が尐

し若くなり、年齢構成バランスが数年で改善されている。 

本学の通信教育課程は、母体を通学課程の流通科学部としているが、通学課程全学部の８

学部の学部長を含むメンバーで構成される運営委員会を決定機関としており、通学制の課程

と通信制の課程双方の教育を支障なく行えるような適切な教員組織が設けられているといえ

る。 

        平均年齢（歳） 

 年度 

学部 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

全教員 教授 

助教

授 

・講師 

全教員 教授 
助教授 

・講師 
全教員 教授 

准教授 

・講師 
全教員 教授 

准教授 

・講師 

流通科学部 60.7  71.0  49.4 54.7  64.5  50.4  56.4  63.8  51.1  55.8  59.7  51.8  

 

【点検・評価】 

教員組織はバランスが取れており、特に問題は生じていない。 

通信教育課程の教員組織については、母体である通学課程の流通科学部だけではなく、全

学的なサポートを行っており、バランスを整えていくことが可能である。このことから、教

育目標を達成するために必要な教員組織がいつでも整備できる体制が整っているといえる。 

 

【改善方策】 

 本学通信教育部では大阪学院大学通信という機関紙を毎月発刊しており、これは本学教員

の研究業績の発表の場ともなっている。今後も機関紙への学術研究に関する投稿や通信教育

部の担当など、全学的に調整を図るものとしてバランスを整えていく。 

 

 ２．教員の資格と責務 

 

（１）教員が所属する学部・研究科等の設置目的について十分理解できるよう配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

本通信教育部において初めて担当となる教員に対しては、専任教員・非常勤講師の別なく

本学「通信教育部要覧」、「履修の方法」により、学修スタイルの説明を必ず行っており、そ

の際、本通信教育課程の設置目的について理解されるよう努めている。 

 

【点検・評価】 

本通信教育課程の建学精神のもとでの 3つの教育目標は前述したが、これを達成するため、
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大学の教育を広く社会一般に開放することを目的として通学課程商学部商学科の併設機関と

して設置され、後日、改組転換されたものである。このような設置目的については本学建学

の精神に通ずるところであるため理解は十分得られているものと考えられる。 

 

【改善方策】 

今後も、本学「通信教育部要覧」、「履修の方法」により、学修スタイルの説明を必ず行い、

本通信教育課程の設置目的について理解されるよう努めていく。 

 

（２）教員の教育・研究に関わる管理活動の分担を適切に行っているか。 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部の学務委員会委員は通学課程全８学部から 1名ずつ選出されている。通信

教育部長が学務委員会において会議を統括するとともに、各委員が教務・学生・機関誌の編

纂のいずれかを担当することによって、通信教育部担当教員の教育・研究に関わる管理活動

の分担を適切に行っている。 

 

【点検・評価】 

学務委員会委員の分担は、各委員の教育研究活動領域の特性及び講義時間数等を考慮して

適切に決定されており、指摘すべき問題点はないといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（３）教員の教育・研究能力の向上を支援する体制を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部が通学課程の流通科学部流通科学科の併設機関であるため、本学通信教育部の

現状は学部の現状と一体をなすものである。 

 

【点検・評価】 

学部における自己点検・評価委員会報告の当該個所を参照。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（４）教員の資格判定を適切に行っているか。 

 

【現状の説明】 

毎年運営委員会において次年度の科目担当者案について諮っている。非常勤講師について

は、履歴書および教育研究業績書をもとに検討している。 

 

【点検・評価】 

教員の資格判定は適切に行われており、特に問題は生じていない。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

３．教員の任免、昇任等と地位保障 
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【現状の説明】 

本学通信教育部は、通学課程の流通科学部流通科学科の併設機関であり、授業科目は通学

課程担当の専任教員がこれを担当している。専任教員の任免、昇任等については「職員任免

規則」および「専任教員職員任用基準」に準拠して運用、遂行される。本学において専任教

員に任用し、または専任教員を昇任させるためには、「職員任免規則」および「専任教員職員

任用基準」に定める基準に該当し、かつ相当の業績がなければならない。任用・昇任の手続

は、専任教員職員任用基準に則して行われ、本学大学協議会の議を経て教授会の審査を受け

る。教授会は、任用・昇任の対象者で上記基準を満たす者に担当学科目についての研究業績

の提出を求め、その審査を行うために専任教員 3名（主査 1名、副査 2 名）を審査員として

選出する。教授会は審査期間を定め、審査員は審査結果を教授会に報告する。教授会はその

審査結果に基づき審議するとともに任用・昇任の票決を行い、議決する。学部長は、その決

定を大学協議会に報告する。 

 

【点検・評価】 

「職員任免規則」および「専任教育職員任用基準」を厳格に遵守しながら厳正な選考が行

われており、とくに問題も生じておらず、適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

継続的に人事に関する点検・評価を行うことで、将来の改善・改革計画を立案していく必

要がある。 

 

４．教員の教育・研究活動の評価 

 

（１）教育・研究・社会的活動等多面的な教員評価に取り組んでいるか。 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部においては独自の教員評価は行っていないが、面接授業科目については、

学生の満足度等を知り、授業の改善点を見つけることを目的として、学生による授業評価ア

ンケートを実施している。 

 

【点検・評価】 

学部における自己点検・評価委員会報告の当該個所を参照。 

 

【改善方策】 

面接授業だけでなく通信授業についても学生による授業評価アンケートを実施すること

が必要である。 

 



- 649 - 

第 11 章 事務組織 

 

１．事務組織 

 

（１）学内における通信制の課程を担当する事務組織の位置づけは明確か。 

   

【現状の説明】 

大学事務長を長とする通信教育部事務室として、独立した事務組織を形成し運営しており、

通学課程の教務部と連動することを基本としている。 

 このことは、学内において周知されており、ホームページ等においても明確に位置づけて

いる。 

 

【点検・評価】 

学内における通信教育課程に係る業務分担内容は周知されていると判断する。また、通信

教育課程の学生における担当窓口は通信教育部事務室として教務課に一本化されていること

から、適切な体制が整備できていると考える。 

 

【改善方策】 

通信教育部事務室と関係各部局との連携は機能しており、学内における通信制の課程を担

当する事務組織としての通信教育部事務室の位置づけは明確であるが、平成 21 年度から、教

学・入学をはじめとする学生生活全般に関わる主幹となる業務を教務課で行うことになり、

改めて学内における通信教育課程を担当する事務組織としての教務課の位置づけを明確にし、

周知を図る。 

 

（２）通信制の課程の特性を考慮した事務組織を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

通信制の課程の特性を考慮し、独立した事務組織を形成し運営している。したがって通信

教育課程全般における担当窓口が通信教育部事務室に一本化されおり、適切に対応できる体

制を整備している。 

 

【点検・評価】 

通信教育部事務室と通学課程の教務部との連携は機能しており、通常の運営は円滑に行わ

れているが、通信制課程の特性を考慮すると、日曜日などの休日における学生へのフォロー

体制が不足していると言える。 

 

【改善方策】 

平成 21 年度から通信教育部事務室における業務全般を教務課に移行するため、通学課程

の教務部との連動は更に充実すると考えるが、在学生をはじめ対外的な対応として、教務課

が通信教育部事務室としての機能を継続し実行することの周知徹底を図るとともに、通信制

の課程の特性を考慮した日曜出勤や時差出勤等の勤務体制について検討する。 

 

（３）事務組織と教育・研究組織の連携協力関係は適切に保持されているか。 

 

【現状の説明】 

教育職員と事務職員の連携は、各スクーリングの初日のオリエンテーションを協力して開

催し、スクーリング期間中、教員は学生の履修相談に「学習指導員」として交代で研究室に

待機し応じ、そこで対処できない相談は事務室で対応している。また、試験監督は事務職員

と教育職員が二人三脚で実施している。 
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【点検・評価】 

教育研究部門の懸案事項等を検討する各種委員会等には原則として事務組織の長やそれ

に代わる者が構成員または書記として参加しており、事務組織側の意見を述べることができ

るようになっている。教育研究に関する全学的な協議機関である学部長会議にも大学事務長

が出席している。このように、本学の事務組織と教育･研究組織との連携協力関係は、適切に

保持されているといえる。 

 

【改善方策】 

事務組織からの政策立案機能を強化するために、事務組織の位置付け・役割を再定義して、

事務処理業務から行政管理業務へのシフトを推し進めるとともに、職員の意識改革、能力開

発を目指した研修の実施等を行い、事務組織と教育･研究組織との間に、さらにより強い連携

協力関係を構築していく必要がある。 

 

（４）通信制の課程の特性に対応できるよう、職員に研修機会を確保しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育の基礎知識・資料を修得し職員として資質の向上を図るため実施されている財団

法人私立大学通信教育協会の主催する研修会に積極的に参加している。 

 

【点検・評価】 

上記研修会には継続して参加している。このことにより、通信教育を取り巻く教育・社会

環境の変化にも対応できるよう、他大学とも情報交換できる機会を持っている。 

 

【改善方策】 

全国的な組織が主催する研修会に参加することは本通信教育部においても、参加した職員

個人においても有意義であり、今後も現在以上に参加できるよう業務の合理化を図るなどの

努力をしていく。 

 

（５） 学生の利便性を考慮して事務部門を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

学生の利便性を考慮し、通信教育部事務室として独立した事務組織を形成し運営しており、

在学生および対外的な対応は、全て通信教育部事務室に一本化されている。 

 

【点検・評価】 

独立した部署として事務職員を配置しているので、学生の利便性にも適しており、本通信

教育部の特色を生かすことに有効な組織体制となっている。 

しかし、平成 21 年度から業務全般を教務課に移行するため、在学生をはじめ対外的な対

応窓口についての周知徹底を図るとともに、業務の円滑な移行を実行する必要がある。 

 

【改善方策】 

業務全般の教務課への移行については、通信教育部事務室としての機能、設置場所、担当

スタッフ等の変更は無く、円滑に移行できると考える。学生の利便性についも支障はないも

のと判断するが、移行後の状況によって適切に改善したい。 

また、業務全般の教務課への移行に伴い、事務組織からの政策立案機能を強化すべく、事

務組織の位置付け・役割を再定義して、事務処理業務から行政管理業務へのシフトを推し進

めるとともに、職員の意識改革、能力開発を目指したい。 
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第 12章 施設・設備等 

 

 １．施設・設備等 

 

（１）理念と目的に沿った教育・研究を遂行するために必要な施設・設備を整備しているか。 

 

【現状の説明】 

本学通信教育部は母体とする通学課程の流通科学部と理念および目的を同じとしており、

施設・設備を共に使用していることから、ここでは省略する。 

 

（２）教育効果をあげられるような各種施設・設備、各種機器・備品等の整備・充実に取り組

んでいるか。 

 

【現状の説明】 

学生に対して『通信教育の手引』および『大阪学院大学通信』を配布することによって、

また、OGUNET 上のホームページを利用することによって、学生が学修と学習に関する情報及

びその効果を得られるようにしている。 

 

【点検・評価】 

各種施設・設備、各種機器・備品等は、母体とする通学課程の流通科学部と共に使用する

ことができるため、非常に充実しているといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（３）学生や教職員が機器を十分活用できるよう、機器利用を補助するための人員を適切に配

置しているか。 

 

【現状の説明】 

情報関係の科目について、ＤＳＳスタッフが教育研究におけるＩＣＴ活用の支援をしてい

る。 

 

【点検・評価】 

教室常駐の補助員が教員及び学生の機器操作支援を行うことにより、授業が円滑に行われ

ており、人員配置は概ね適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（４）施設・設備および機器・備品を維持・管理するための十分な責任体制を確立しているか。 

 

【現状の説明】 

施設・設備の維持管理は、法人本部と会計課が連携のうえ担当し、多くは専門の外部業者

に委託して、施設・設備の保守点検を実施している。 

 

【点検・評価】 

施設・設備の維持、点検・管理については、法人本部と連携し主に会計課が担当するが、

内容により庶務課等適切な部署を取り決めており、委託業者とは毎月開催する会計課・庶務

課との定例会議や、会計課への日次報告をはじめ、問題発生時には迅速に対応できる連絡体
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制が確立されている。 

 

【改善方策】 

施設・設備の保守・管理・点検・清掃については、アウトソーシングしているが、専門分

野別に効果的な委託を進めるうえで、委託業者数が増加することが予想されることから、今

後も適切な連絡体制の維持・整備に努める。 

 

（５）施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムを整備しいているか。 

 

【現状の説明】 

前項に記述したとおり、施設・設備の維持・点検・管理については、専門の外部業者に委

託している。 

施設・設備面の衛生・安全確保については、委託業者が日常的に建築・設備の点検・保守、

清掃、警備等を実施し、担当部署(会計課・庶務課)に定期的(日次報告・定例会議)かつ緊急

時は随時状況を報告し、対応することにより日常的に安全を確認できる体制を整備している。 

施設・設備の保守・点検については、消防法による消防設備外観機能点検(年 2 回)、簡易

専用水道法による受水槽・高架水槽定期清掃(年 1 回)ならびに水質検査(年 2 回)、廃棄物処

理法による汚水槽・雑排水槽・グリストラップ等清掃(年 2回)、特定建築物に係るねずみ・

昆虫防除(年 1回)、O-157 全館消毒(年 2回)、ビル管法による空気環境測定(2 ヶ月毎 1 回)、

建築基準法によるエレベータ・エスカレータ定期点検(毎月)法定点検(年 1回)、電気事業法

による電気工作物精密点検(2 年毎 1 回)等々その他法定作業等、定期的に遅滞なく実施し所

管官庁へ報告している。 

警備関係については、警備員を配置し、休日も含め 24 時間、構内に警備員が常駐し、夜

間は巡回警備している。また、学舎の一部にカードゲートによる入室管理システムを導入し、

各エレベータにはカメラを設置し、安全の確保に努めている。 

清掃については、専門業者により日常的に実施しており、トイレ内の消毒液の補充や除菌

作業等衛生面についても十分注意を払っている。また、定期的にワックスがけや窓清掃を実

施しており、外構庭園についても日常的に清掃を行い、造園業者が植栽等の剪定・草花の植

替え・害虫防除の樹木消毒作業を実施している。 

学生施設の千里山セミナーハウスや学院島臨海研修所については、管理人が常駐し、他の

施設と同様に清掃、保守点検を日常的に実施している。 

体育館、トレーニングセンターについては、利用者がいる時間帯に管理人およびトレーナ

ーを常駐させ、各設備・器具についても日常的に点検し、利用者の安全を確保している。 

防火・震災等災害対策については、「学校法人 大阪学院大学消防計画」に基づき、自衛

消防隊組織を編成し、毎年春・秋の火災予防週間に併せて、春は消火器操法訓練、秋は学園

祭の翌日に消防避難訓練を実施すると共に、各自が各所の消火器設置場所を常に把握してお

くよう徹底している。 

その他、学舎内の害虫駆除について、定期的に専門業者による検査・薬剤散布を実施して

おり、新型インフルエンザ流行時には対策本部を設置し、対策本部長のもとホームページや

携帯メールにより学生および教職員に注意を促し、感染防止を目的に学内への入場ゲートを

制限し、指定した出入口に事務職員を配置し、設置した消毒ボトルで手指の消毒を来学者に

促し、感染拡大防止に努める体制が確立している。 

 

【点検・評価】 

施設・設備の安全を確保するシステムとして、13 号館地下に中央監視室を設置し、学内の

施設稼働を全てコンピュータで集中制御し、安全を確保している。 

中央監視室は、キャンパス全ての施設設備の故障・事故警報、監視およびビテオテープへ

の記録、運転状況の確認・記録機能を備えており、緊急時に即座に対応できるシステムが整

備されている。 
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また、各施設はスケジュールをプログラム運転による 24 時間監視のため、3 無(ムリ・ム

ダ・ムラ)のない省エネルギー運転を推進している。 

ソフト面で評価する項目として「緊急地震速報」のシステム導入があげられる。これは、

㈱NTT コミュニケーションズのシステムを利用して、本学で震度 4 以上の地震が予測された

場合、地震が到達する数秒前にキャンパス内の全館一斉に緊急放送が流れる仕組みで、大き

な地震が発生した場合、学生の安全を確保する対策として期待している。 

 

【改善方策】 

施設・設備の保守・点検、警備、清掃については、専門業者に委託し実施する体制が整備

されており、中央監視室による衛生・安全の確保が確立しているが、防災対策としての「消

防計画」や「緊急地震速報システム」については、事前に学生や教職員への周知が必要であ

り、災害時の対応についても徹底を図らなければ、これらのシステムを生かせないと考えら

れるため、オリエンテーションやゼミナールの授業等で連絡・指導を図りたい。 

冷暖房の熱源を昭和 59 年から冷温水発生機に取替え、また燃料も当初の灯油からガスに

替えるなど、その時期折々に省エネ・大気汚染防止・ごみ問題なども含め、地球環境保護に

向けて、今後も施設の改修を行いたい。 
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第 13 章 図書館等 

 

１．教育目標に応じて必要な図書・電子媒体等の資料を体系的、計画的に整備しているか。 

  

【現状の説明】 

本学図書館は、流通科学部・経営学部・経済学部・法学部・外国語学部・国際学部・情報

学部および企業情報学部の８学部とこれに直結している大学院の商学研究科・経済学研究

科・法学研究科・国際学研究科およびコンピュータサイエンス研究科の５研究科、通信教育

部および法科大学院の図書館資料、ならびに大阪学院短期大学の図書館資料を取り扱ってい

る。 

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うち、教育用・研究用図書

および図書館資料等の選書は、各学部・学科の図書委員ならびに図書館員が、学生（学部生・

大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）・教職員等、利用者の要求および

カリキュラムに沿って一般教養図書・専門書を中心に行っている。 

また、国内新刊図書のうち官公庁刊行物等の資料は、（株）かんぽう発行の「政府刊行物

等総合目録」に拠り選書し、市販の図書は、「ウイークリー出版情報」等を参考に選書してい

る。視聴覚資料のビデオの選定は、年２回図書委員会で行っている。 

さらに目録データは、国立情報学研究所のデータをオンライン等で取り込むことによって、

刊行後速やかに利用者への提供が、可能となるように努めている。 

① 図書 

平成２０年度（平成２１年３月３１日現在）の蔵書総数は 1,035,507 冊である。 

図書の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、本学紀要と他大学等紀要等との

交換による図書資料類、退職教員の個人教育研究用図書費による返却図書・研究助成費によ

る返却図書および科学研究費補助金による返却図書等、受け入れにより収集している。 

② 学術雑誌 

平成２０年度（平成２１年３月３１日現在）の学術雑誌の所蔵種数は、3,709 種である。

学術雑誌の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、本学紀要と他大学等との交換

による紀要類、退職教員の個人教育研究用図書費による返却学術雑誌等、受け入れにより収

集している。 

③ 視聴覚資料 

平成２０年度（平成２１年３月３１日現在）の視聴覚資料の所蔵数の内訳は、カセットテ

ープ 8,518 本、ビデオテープ（DVD-VIDEO を含む）6,279巻、マイクロフィルム 13,053 リー

ル、マイクロフィッシュ 12,985 シート、CD-ROM 2,887 枚となっている。 

視聴覚資料の整備については、経常予算での購入のほか、寄贈、退職教員の個人教育研究

用図書費による返却視聴覚資料等、受け入れにより収集している。 

④ 電子ジャーナル 

    電子ジャーナルの整備については、経常予算での購入の受け入れにより収集している。電

子ジャーナルの導入は、平成１０年度より ProQuest 社の ABI/INFORM（旧 BPO:Business 

Periodical Ondisc）、Academic Research Library から始まった。 

また、学術雑誌費の高騰により、冊子資料を中止することによる学術研究への影響を最小

限に抑えるように努めている。その対策のひとつとして平成１０年度よりデータベースの導

入を図ってきた。当初は、CD-ROM 形態の契約を行って、利用者に提供してきたが、ネットワ

ークの普及に伴い、インターネットの利用できるオンライン契約に変更している。 

    現在利用できる電子ジャーナル・データベースの主なものは、次のとおりである。 

   ＜電子ジャーナル＞ 

    ABI/INFORM、Academic Research Library、Nature 等 

   ＜データベース＞ 

    MAGAZINEPLUS、LexisNexis、Westlaw International、第一法規リーガルリサーチシステム、

LLI、eol DB Tower Service 等 
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   ＜新聞関係データベース＞ 

    聞蔵、ヨミダス文書館、日経テレコム 21 

 

【点検・評価】 

① 図書 

平成２０年度（平成２１年３月３１日現在）の蔵書構成は、和書 702,198 冊・洋書 333,309

冊である。８学部全体について共通（一般教育）科目と専攻科目の構成割合で見ると、共通

科目に関連する図書が全体の 39％、専攻科目に関連する図書が 61％となっており、共通科目

と専攻科目のバランスがとられている。 

選書については、各学部・短期大学予算の研究用図書を各学部・短期大学から選出された

図書委員が、その他の予算の教育用・研究用図書を図書委員および図書館員が、大学院予算

の大学院生教育用図書を各研究科長が、法科大学院予算の法科大学院生教育用図書を研究科

長が、通信教育部予算の通信教育部生教育用図書を図書館員が行っている。教員からの推薦

図書（指定参考図書）を募り、館内に「希望図書申込書」を設置し、学生（学部生・大学院

生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）・教職員等の希望する図書を購入してい

る。 

選書された図書館資料については、速やかに納品、整理ができるように努めている。平成

１２年度より国内新刊予算の一部は、紀伊国屋書店へ図書資料の整理業務の委託を開始した。

紀伊国屋書店のオンライン選書による PLATON を利用して選書を行い、選書から整理までを簡

素化して、利用者へのスムーズな提供を行っている。 

図書資料の予算については、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生およ

び短期大学生）・教職員等、利用者の要望に応じて予算が決められている。 

② 学術雑誌 

    学術雑誌については、学術雑誌を継続購入するため、毎年図書館と法人本部で検討してい

る。しかし、近年の学術雑誌の高騰により、継続学術雑誌の学術雑誌数を削減せざるを得な

い状況になっている。 

学術雑誌の予算については、価格の値上がりとともに、洋雑誌では為替レートの変動もあ

って毎年 10％程度の増額となり、予算限度額を上回っているので、値上がりした金額分の学

術雑誌を中止している。こうした状況の下で長期に亙り継続購入することは、次第に困難な

状況となってきている。その対策として、オンライン・データベース、オンライン・ジャー

ナルへの切り替えを行い利用者に提供している。 

③ 視聴覚資料 

    視聴覚資料については、近年、冊子資料にはない特徴を持つ視聴覚資料の重要性が認識さ

れ、年間 200 万円の予算が計上されている。 

    視聴覚資料の選定については、各学部・短期大学予算の研究用視聴覚資料を図書委員が行

い、その他の予算の教育用・研究用視聴覚資料を図書委員および図書館員が行い、視聴覚資

料のビデオの選定については、年２回図書委員会で行っている。 

    再生の機材としては、VHS ビデオ・DVD ビデオの機器が５機、マイクロ資料の機器は１機で

ある。 

④ 電子ジャーナル 

電子ジャーナルについては、平成１０年度より洋雑誌の高騰による経費節減のために積極

的に導入している。また、平成１０年度より洋雑誌の高騰による経費節減のためにデータベ

ースの導入も行っている。近年は、提供媒体が CD-ROM からオンラインへの移行が行われるこ

とにより、利用がしやすくなった。 

    電子ジャーナルの予算については、価格の値上がり、為替レートの変動を考慮して毎年

10％程度の増額となっている。 

 

【改善方策】 

図書・学術雑誌・視聴覚資料・その他教育研究上必要な資料等の電子媒体を通じた提供と
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取り込みが進むなか、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大

学生）・教職員等、利用者の要望にも応じながら図書・学術雑誌・視聴覚資料・その他教育研

究上必要な資料の体系的な整備が必要となることを鑑みながら、教員の推薦図書（指定参考

図書）、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）の希望す

る図書、専門書・一般教養図書等について積極的かつ継続的に充実を図る。 

また、学生（学部生・大学院生・法科大学院生・通信教育部生および短期大学生）の希望

に応えて、来年度からさらに、資格試験関係図書、就職関係図書のコーナーの充実に努める。

さらに、学術雑誌と電子ジャーナルの予算の増額が見込めないので、継続学術雑誌の見直し、

電子ジャーナルへの切り替え、オンライン・データベースの導入、オンライン・ジャーナル

への切り替えの促進を図る。 

 

２．学生による効果的な図書館利用を可能とするための措置が採られているか。 

 

【現状の説明】 

スクーリング開始時、図書館利用ガイダンス（OPAC 端末の利用方法を中心に入門レベル）

を行っている。以後は、随時質問を受付け、対処している。 

 

【点検・評価】 

特に問題なく、利用されているが、今後は中級レベル・上級レベルの利用指導ないしは小

冊子の提供等を検討する必要がある。   

 

【改善方策】 

通信教育部担当教員並びに同学生の希望・要望をさらに積極的に収集し、対応してゆくこ

とが必要と考える。 

 

３．スクーリングの際の授業の終了時間を考慮した開館時間の設定に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

スクーリング時の開館時間は、午前 10 時から午後 6 時までとし、授業終了後に入館・利

用可能である。 

なお、利用が一番集中するのは昼休み時間帯である。 

 

【点検・評価】 

特に問題は無く、要望もないが、こちらから積極的に利用者に働きかける事も必要である

と思われる。   

 

【改善方策】 

現状を維持することが可能であれば特に問題はないものと思われるが、通信教育部担当教

員並びに同学生の希望・要望をさらに積極的に収集し、対応していくことが必要と考える。 
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第 14 章 管理運営 

  

 １．管理運営 

 

（１）学内における通信制の課程に関わる意思決定機関が明確にされているか。 

 

【現状の説明】 

通学課程における学部長会議と同等のメンバーで構成されている「運営委員会」と、通学

課程 8学部の教授会で選任された委員で構成されている「学務委員会」を設置し、教育課程

に関わる意思決定を行っている。 

 

【点検・評価】 

運営委員会および学務委員会は、教育課程の編成及び教員人事等についての意思決定機関

としての機能を充分に果たしているといえる。 

 

【改善方策】 

現在､運営委員会および学務委員会は健全に運営されており、特に改善すべき点はない。 

 

（２）通信制の課程に関わる意思決定機関は明文化された規定に基づき、民主的かつ効果的な

意思決定を行っているか。 

 

【現状の説明】 

委員会規程はないが、「運営委員会」で通信教育部の骨子について検討・決定し、「学務委

員会」で細部について決定・実行している。 

 

【点検・評価】 

意思決定機関としての機能を充分に果たしてはいるものの、規程が明文化されていないこ

とは問題であり、早急に整備すべきである。 

 

【改善方策】 

速やかに規程を整備する必要がある。 

 

（３）通信制の課程に関わる意思決定機関は、他の学部教授会や研究科委員会、全学的審議機

関との連携を適切に図っているか。 

 

【現状の説明】 

学務委員は学務委員会での審議内容を、通学課程の各学部教授会において報告している。 

 

【点検・評価】 

通学課程の教授会及び大学協議会との連携は適切で、特に問題は生じていない。 

 

【改善方策】 

本項においては改善・改革すべき点は特に見当たらない。 

 

（４）通信制の課程に関わる意思決定機関の長等の任免を規定にしたがって、公正かつ妥当な

方法で行っているか。 

 

【現状の説明】 

記述する事項は見当たらない 
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第 15 章 財務 

 

 １．財務 

 

【現状の説明】 

通信教育部は流通科学部に属しており、単体での収支計算は行っていない。そのため、教

育・研究を遂行するための必要な財政基盤及び学外資金の体制等については、大学の学部と

共に検討している。詳細については、大学の財政の「教育研究と財務」及び「学部資金等」

で記載している。  
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第 16 章 自己点検・評価 

 

  １．自己点検・評価 

 

（１）定期的に自己点検･評価を行っているか。また、自己点検･評価のための組織体制、手続･

方法を確立しているか。 

 

【現状の説明】 

本学は、平成 5年 4月、実施組織の確立のために、全学組織として学内に既に設置され

ている大学協議会・学部長会議・各種委員会等を十分活用することが点検・評価を行うう

えで効率的かつ効果的として、『大阪学院大学・大阪学院短期大学自己点検・評価規程』『大

阪学院大学・大阪学院短期大学・自己点検・評価委員会規程』を整備するとともに、全学

に次の 3つの委員会を設置し、自己点検・評価の実施体制を確立した。 

①「自己点検・評価基本構想委員会（略して、基本構想委員会）」 

②「全学自己点検・評価実行委員会（略して、全学評価委員会）」 

③「個別機関自己点検・評価委員会（略して、個別評価委員会）」 

基本構想委員会は、大学協議会の構成員である、「総長・学部長・学科長・各学部から 1

名の教授」から構成されており、自己点検・評価 の実施組織等の体制、実施に関する規

程、実施の組織単位、点検・評価の体系、実施分野の重点化および優先順位、結果の取り

扱い、実施周期等の実施機関に提示すべき方法・内容の基本構想を策定している。 

全学評価委員会は、「総長・学部長・学科長・教務部長など」学部長会議の構成員および

個別評価委員会の各委員長から構成されており、基本構想委員会が策定した自己点検・評

価に関する基本構想に基づき、具体的な自己点検・評価の実施要領を策定し、全学に実施

の指示をしている。 

また、個別評価委員会に対して指導・調整を行い、個別評価委員会で実施した個々の点

検・評価結果をもとに、全学的な視点による点検・評価を加えた 「全学自己点検・評価報

告書」を作成し、基本構想委員会を経て総長に報告を行っている。 

個別評価委員会は、全学組織として設置されている学内の各種委員会等が担当する８つ

の個別評価委員会があり、それぞれの個別評価委員会は、担当する各種委員会等の構成員

および担当事務局の長から構成されている。これらの個別評価委員会は、全学評価委員会

によって策定された自己点検・評価の実施要領に基づき、それぞれ点検・評価を行い、「個

別評価報告書」としてまとめ、全学評価委員会に提出している。 

自己点検・評価の実施は、平成 5年度を起点として 4年を周期として行っており、現在、

平成 17年度から 20年度の 4年間を対象として、教育・研究・経営の各分野の自己点検・

評価を行っている。 

 

 【点検・評価】 

自己点検・評価の実施体制は、特に問題はない。教育活動の実行を行う全学組織の各種

委員会等が点検評価に係る委員会を担当しており、スムーズに行うことができる。 

しかし、自己点検評価を実施するにあたり、4 年間をまとめて行っているが、実施時期

が遅れている。 また、個別評価委員会が点検評価をすべきことを、年間ごとの報告書のま

とめができていない。 

         

【改善方策】 

自己点検・評価の実施体制は特に問題はないが、4 年度ごとの全学的な自己点検がスム

ーズに運用できるように、個別評価委員会は点検・評価項目に基づき、毎年、現状を正確

に把握・認識するためにデータの収集とその分析による点検・評価を行い、個別評価報告

書をまとめ、全学評価委員会に提出する必要がある。 

  

（２）自己点検・評価の結果を将来の改善・向上に結び付けて行くためのシステムを整備して
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いるか。 

 

【現状の説明】 

本学における自己点検・評価の実施体制は、平成 5 年 4月から、実施可能な実施組織の

確立を第一に考え、全学組織として学内に設置されている大学協議会･学部長会議・各種委

員会等が持っている機能を十分活用することが点検・評価を進めるうえで効率的であり、

且つ、効果的であるとのことにより、 

①自己点検・評価基本構想委員会（大学協議会の構成員が担当） 

②全学自己点検・評価実行委員会（学部長会議の構成員および個別機関自己点検・評価

委員会の長が担当） 

③個別機関自己点検・評価委員会（各種委員会等の各構成員および該当事務局の長が担

当） 

が設置されている。 

それ故に、自己点検・評価結果における今後の改善・改革に向けた方策の具体化・検討は、

各個別機関自己点検・評価委員会を担当する各種委員会等と連結している。 

     

 【点検・評価】 

自己点検・評価結果における今後の改善・改革に向けた方策の具体化・検討は、各個別

機関自己点検・評価委員会を担当する各種委員会等が部局の改善に努めていくことは当然

であり、適切であると評価できる。 

 

【改善方策】 

全学組織として学内に設置されている大学協議会･学部長会議・各種委員会等が持ってい

る機能を十分活用した自己点検・評価の実施体制であり、自己点検・評価と改善・改革へ

の連結は機能している。 

 

（３）自己点検・評価の結果を社会に公表しているか。 

 

【現状の説明】 

自己点検・評価の結果を大学の充実向上に実際的に結び付けていくための方策について、

検討し、具体化を図っていくことが重要である。 

現在、本学では、自己点検･評価の結果は、教育研究活動の活性化を図るために、全学組

織として学内に設置されている大学協議会･学部長会議・各種委員会および該当事務局の構

成員に、全学評価報告書を配付し、限られた範囲で公表している。 

 

【点検・評価】 

自己点検･評価を実施する趣旨には、大学自身の改善努力を促進することにとどまらず、

大学に対する社会の期待に応えるという趣旨も含まれており、できる限りの点検･評価の結

果を公表することが望ましい。 

しかし、自己点検評価を実施するにあたり、4 年間をまとめて行っているが、実施時期

が遅れており、広く社会に公表ができていない。 

 

【改善方策】 

大学に対する社会の理解を求めるなどの趣旨からも、大学の教育研究活動の実情等を、

大学において公表することが重要であり、その促進が望まれる。このためにも、今後は、1

年ごとに、個別評価報告書をまとめ、4 年度後の全学的な自己点検・評価の実施をスムー

ズに行い、学内外に公表できるようにする必要がある。 

 

２．第三者評価 
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（１） 自己点検･評価の結果について、学外者による第三者評価を定期的に受け入れているか。 

（２） 第三者評価の結果を将来の改善・向上に結び付けていくためのシステムを整備してい

るか。 

 

【現状の説明】 

本学は、法科大学院が平成２０年度に大学基準協会の認証評価を受けた以外は、外部に

よる第三者評価を受けていない。また、現在、学外者による自己点検・評価システムも導

入していないが、大学基準協会の認証評価を受けるべく、これまで大学基準協会の評価項

目に沿った自己点検・評価を行い、準備を進めてきた。 

  

【点検・評価】 

平成１４年度の学校教育法の改正による第三者評価の義務化を受けて、平成２２年度に

大学基準協会の認証評価を受けようとしているところである。 

 

【改善方策】 

第三者評価機関による認証評価を受けることで、その経験を通じて自己点検・評価の能

力を高め、改善・改革を行うことで広く社会に貢献することができる質の保証システムを

構築したい。 
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第 17 章 情報公開・説明責任 

 

（１） 組織・運営と諸活動の状況について情報公開するための規定と組織を整備しているか。 

（２） 社会が大学の状況を正しく理解できるよう、情報公開の内容・方法に配慮しているか。 

 

【現状の説明】 

通信教育部の組織・運営ならびに諸活動の状況については、本学通信教育部ホームペー

ジにより、絶えず情報発信を行い、その都度内容を更新している。また、毎年度募集要項

と併せて「Campus Life」と題して、ホームページ上でとりわけ入学志願者にとって有益

と考えられる内容を掲載し、広く社会に情報公開の充実を図っている。   

学内外からの要請による情報公開のための規程は、現在のところ定めていないが、通信

教育部に関する情報は通信教育部事務室にて管理しており、ホームページ等による情報の

発信・更新も全て通信教育部事務室において行っている。 

 

【点検・評価】 

通信教育部の組織・運営ならびに諸活動に関する情報発信は、ホームページを基盤にな

されており、それ以外の媒体がホームページ掲載内容を逸脱するということは無く、適切

な管理が行われていると評価できる。 

ホームページの内容についても、通信教育部の理念・目的・概要、教育課程、講義概要、

時間割、募集要項等を積極的に発信しており、広く一般の需要に応えたものといえる。 

ただし、永続的な情報管理を担保するため、関係規程の整備は進める必要がある。 

 

【改善方策】 

各種情報を適切に分類（例えば、①即時公開、②一定期間経過後に公開、③公開せず、

という様に）し、学内外からの幅広い要望を考慮のうえ、明確な基準づくりを早急に行う

予定である。 
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Ⅰ．自己点検・評価規程 

 

 

（目  的） 

第 １ 条  大阪学院大学・大阪学院短期大学（以下「本学」という。）は、その教育研究水準の

向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活

動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

 

（範  囲） 

第 ２ 条  本学の自己点検・評価の対象となる範囲は、教育、研究及び運営の各分野とする。 

     ２．自己点検・評価の範囲・対象・分野・項目等の具体的な内容は、別に定める。 

 

（組  織） 

第 ３ 条  本学は自己点検・評価を実施するため、次の委員会を置くものとする。 

(1) 自己点検・評価基本構想委員会 

(2) 全学自己点検・評価実行委員会 

(3) 個別機関自己点検・評価委員会 

     ２．前項各号に定める委員会の任務、構成、運営等及び同項３号に規定する個別機関自

己点検・評価委員会の種類等は、自己点検・評価委員会規程に定める。 

 

（実施の周期） 

第 ４ 条  本学の自己点検・評価は、１０年を周期として、第２条に定めるすべての範囲につ

いて実施する。ただし、自己点検・評価の総合的及び体系的な実施体制が整備され

るまでの間は、別に定める年次計画により段階的に実施するものとする。 

 

（結果の公表） 

第 ５ 条  本学の自己点検・評価の公表は、別に定める。 

 

（結果の活用） 

第 ６ 条  各構成員、各機関・部局は、自己点検・評価の結果を受け止め、教育、研究及び経

営の各分野において、それぞれの活動の水準の向上と活性化に努めるものとする。 

 

（規程の改廃） 

第 ７ 条  この規程の改廃は、大学協議会の議を経て理事会の承認を得るものとする。 

 

    附    則 

  この規程は、平成５年４月１日から施行する。 
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Ⅱ．自己点検・評価委員会規程 

 

 

（目  的） 

第 １ 条  本規程は、大阪学院大学・大阪学院短期大学自己点検・評価規程第３条に定める委

員会の任務、構成、運営等について定める。 

 

（自己点検・評価基本構想委員会の任務） 

第 ２ 条  自己点検・評価基本構想委員会（以下「基本構想委員会」という。）として大学協議

会がこれにあたり、自己点検・評価を実施するために、次の各号について基本構想

を策定する。 

(1) 自己点検・評価の実施組織等の体制 

(2) 自己点検・評価の実施に関する規程 

(3) 自己点検・評価実施の組織単位 

(4) 自己点検・評価の体系（視点・分野・項目）の設定 

(5) 自己点検・評価の実施重点分野の設定 

(6) 自己点検・評価結果の取扱い 

(7) 自己点検・評価の実施周期 

(8) その他必要と認めた事項 

     ２．基本構想委員会は自己点検・評価の実施体制、実施方法、評価結果の活用等につい

て定期的に見直しを行い、自己点検・評価の改善に努める。 

 

（基本構想委員会の構成） 

第 ３ 条  基本構想委員会は、大学協議会の構成員をもって構成する。 

     ２．基本構想委員会に委員長を置き、大学協議会の議長がその任にあたる。 

     ３．基本構想委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

     ４．基本構想委員会の事務は、庶務課が担当する。 

 

（全学自己点検・評価実行委員会の任務） 

第 ４ 条  全学自己点検・評価実行委員会（以下「全学評価委員会」という。）は、基本構想委

員会が策定した基本構想に基づき、次の内容による具体的な自己点検・評価の実施

要領を作成して全学に実施の指示を行う。 

(1) 全学的に共通な自己点検・評価のための点検・評価の視点・項目と個別評価委                      

員会での自己点検・評価を実施するための必要な細目の決定  

(2) 自己点検・評価の実施スケジュールの明示 

     ２．全学評価委員会は、円滑に自己点検・評価が実施されるために、各個別評価委員会

に対して相談・指導・調整を行う。 

     ３．全学評価委員会は、各個別評価委員会において実施した点検・評価結果を検証し、

全学的な視点による総合的かつ体系的な点検・評価を加えた全学自己点検・評価報

告書を作成し、総長に報告を行う。 

 

（全学評価委員会の構成） 

第 ５ 条  全学評価委員会は、次の委員をもって構成する。 

(1) 学部長会議の構成員 

(2) 第８条に規定する各個別評価委員会の委員長 

(3) 法人事務局を代表する者 

(4) その他、総長が必要と認めた者 

     ２．全学評価委員会に委員長を置き、学部長会議の議長がその任にあたる。 

     ３．全学評価委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
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     ４．全学評価委員会の事務は、庶務課が担当する。 

 

（個別機関自己点検・評価委員会の種類） 

第 ６ 条  個別機関自己点検・評価委員会（以下「個別評価委員会」という。）として次の委員

会を設ける。 

(1) 通信教育部自己点検・評価委員会 

(2) 図書館自己点検・評価委員会 

(3) 教務関係自己点検・評価委員会 

(4) 入試関係自己点検・評価委員会 

(5) 学生関係自己点検・評価委員会 

(6) 就職関係自己点検・評価委員会 

(7) 国際交流関係自己点検・評価委員会 

(8) 経営関係自己点検・評価委員会 

     ２．通信教育部自己点検・評価委員会として通信教育部学務委員会がこれにあたる。 

     ３．図書館自己点検・評価委員会として図書委員会がこれにあたる。 

     ４．教務関係自己点検･評価委員会として教務部委員会がこれにあたる。 

     ５．入試関係自己点検･評価委員会として入試実行委員会がこれにあたる。 

     ６．学生関係自己点検･評価委員会として学生部委員会がこれにあたる。 

     ７．就職関係自己点検･評価委員会としてキャリアセンター委員会がこれにあたる。 

     ８．国際交流関係自己点検･評価委員会として国際交流センター会議がこれにあたる。 

     ９．経営関係自己点検･評価委員会として法人事務局がこれにあたる。 

     10．基本構想委員会は、必要に応じて大学院・学部・学科に個別評価委員会を設けるこ

とができる。 

 

（個別評価委員会の任務） 

第 ７ 条  個別評価委員会は、全学評価委員会が策定した実施要領に基づき、各個別機関にお

いて点検・評価を実施し、個別評価報告書を作成して全学評価委員会に報告を行う。 

 

（個別評価委員会の構成） 

第 ８ 条  個別評価委員会は、次のとおり構成する。 

(1) 通信教育部自己点検･評価委員会は、通信教育部長が委員長となり、通信教育

部学務委員会の構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(2) 図書館自己点検・評価委員会は、図書館長が委員長となり、図書委員会の構成

員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(3) 教務関係自己点検・評価委員会は、教務部長が委員長となり、教務部委員会の

構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(4) 入試関係自己点検・評価委員会は、入試実行委員長が委員長となり、入試実行

委員会の構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(5) 学生関係自己点検・評価委員会は、学生部長が委員長となり、学生部委員会の

構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(6) 就職関係自己点検・評価委員会は、キャリアセンター所長が委員長となり、キ

ャリアセンター委員会の構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(7) 国際交流関係自己点検・評価委員会は、国際交流センター所長が委員長となり、

国際交流センター会議の構成員及び担当事務局の長をもって構成する。 

(8) 経営関係自己点検・評価委員会は、法人事務局において別に定める。 

     ２．個別評価委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

     ３．個別評価委員会は、必要に応じて作業部会を設けることができる。 

 

（各委員会の成立） 
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第 ９ 条  各委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

     ２．各委員会の議決は、出席委員の過半数の合意による。 

 

（規程の改廃） 

第 10 条  この規程の改廃は、大学協議会の議を経て理事会の承認を得るものとする。 

 

    附    則 

  この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附    則 

この規程は、平成 18年４月１日から施行する。 
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Ⅲ．自己点検・評価の実施に関する基本構想について 

 

１．本学の自己点検・評価の実施体制 

 

 文部省は、大学審議会の答申を受けて大学設置基準の一部改正を平成 3年 7月 1日に施行した。 

 この改正された大学設置基準の第一章総則第 2条には、「大学は、その教育研究水準の向上を図

り、当該大学の目的及び社会的使命を達するため、当該大学における教育研究活動等の状況につ

いて自ら点検および評価を行うことに努めなければならない」続いて、第 2項に「前項の点検及

び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整

えて行うものとする」という自己点検・評価に関する努力義務規定が設けられている。 

 また、本学では、平成 3 年 5 月から大学審議会の答申に対する「大学教育の改善及び短期大学

教育の改善について」の対応について審議され、平成 4年 10月に最終報告がなされ、平成 5 年度

から新教育課程が導入された。この最終報告の「今後の課題」として、自己点検・評価の確立等

が提起されている。 

 こういったことにより、本学の自己点検・評価の実施体制は、平成 5年 4月から、実行可能な

実施組織の確立を先ず第一に考え、また、本学には全学組織として各種委員会等が置かれており、

これらの委員会が持っている機能を十分活用することが点検・評価を進めるうえで効率的であり、

且つ、効果的であると考え、学内の既存の委員会等を活用するものとして、学内に、自己点検・

評価の実施に関する基本構想を策定する「自己点検・評価基本構想委員会（以下「基本構想委員

会」という。）」、全学的に自己点検・評価を統括する「全学自己点検・評価実行委員会（以下「全

学評価委員会」という。）」および各個別機関において自己点検・評価を実施する「個別機関自己

点検・評価委員会（以下「個別評価委員会」という。）」が設置された。 

 

(1) 自己点検・評価の目的 

 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学に

おける教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

 

(2) 自己点検・評価委員会の役割 

 ア．基本構想委員会 

(ｱ) 基本構想委員会は、次のような自己点検・評価を実施するに際して実施機関に提示すべき

方法・内容等の基本構想を策定する。 

     ①自己点検・評価の実施組織等の体制 

     ②自己点検・評価の実施に関する規程 

     ③自己点検・評価の実施の組織単位 

     ④自己点検・評価の体系（視点・分野・項目） 

     ⑤自己点検・評価の実施分野の重点化及び優先順位 

     ⑥自己点検・評価の結果の取扱い 

     ⑦自己点検・評価の実施周期 

 (ｲ) 基本構想委員会は、自己点検・評価の実施体制、実施方法、評価の活用等について定期的

に見直しを行い、自己点検評価の改善に努める。 
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 イ．全学評価委員会 

   (ｱ) 全学評価委員会は、基本構想委員会が策定した基本構想に基づき具体的な自己点検・評

価の実施要領を策定し、全学に実施の指示をする。実施要領の内容としては、改善すべき

点や個性・特徴として伸長化すべき点を踏まえ、 

    ①何を重点的に点検・評価を行うかという分野・対象の指示 

    ②全学的に共通な点検・評価の視点・項目と個別評価委員会ごとで実施する視点・項目の指

示 

    ③どのような流れで自己点検・評価を実施していくかの年度ごとの具体的なスケジュールの

明示 

等を盛り込む。 

 (ｲ) 全学評価委員会は、円滑に自己点検・評価が実施されるために、各個別評価委員会に対し

て相談・指導・調整を行う。 

 (ｳ) 全学評価委員会は、各個別評価委員会において実施した点検・評価結果を検証し、全学的

な視点による総合的かつ体系的な点検・評価を加えた全学自己点検・評価報告書を作成し、

総長に報告を行う。 

ウ．個別評価委員会 

     個別評価委員会の種類は、次のとおりである。 

①通信教育部自己点検・評価委員会 

②図書館自己点検・評価委員会 

③教務関係自己点検・評価委員会 

④入試関係自己点検・評価委員会 

⑤学生関係自己点検・評価委員会 

⑥就職関係自己点検・評価委員会 

⑦国際交流関係自己点検・評価委員会 

⑧経営関係自己点検・評価委員会 

⑨商学研究科自己点検・評価委員会 

⑩経済学研究科自己点検・評価委員会  

⑪国際学研究科自己点検・評価委員会 

⑫法学研究科自己点検・評価委員会 

⑬ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科自己点検・評価委員会 

⑭法務研究科自己点検・評価委員会 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

通信教育部学務委員会があたる。 

図書委員会があたる。 

教務部委員会があたる。 

入試実行委員会があたる。 

学生部委員会があたる。 

キャリア委員会があたる。 

国際交流センター会議があたる。 

法人事務局があたる。 

商学研究科委員会があたる。 

経済学研究科委員会があたる。 

国際学研究科委員会があたる 

法学研究科委員会があたる。 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科委員会があたる。 

法務研究科教授会があたる。 

(ｱ) 全学評価委員会によって策定された実施要領に基づき各分野及び項目等の個別機関ごと

に自己点検・評価を実施する。（例えば、数量的なデータの蓄積や様々なアンケートの実施

などによって得られた情報をもとに点検評価を行う。） 

(ｲ) 上記の結果得られた評価によって今後改善すべき事項や特に力を入れて特徴化をはかる

事項また、新たに計画を立てる必要のある事項などの提言を含めた個別機関としての「個別

評価報告書」を作成し、全学評価委員会に提出する。 

 

２．自己点検・評価の範囲と項目および対象 
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(1) 自己点検・評価の範囲 

    自己点検・評価の範囲は、「教育」「研究」「経営」の各分野とする。 

 

(2) 自己点検・評価項目 

    自己点検・評価項目は、基本的に財団法人大学基準協会（認証評価機関）の点検・評価項目

に基づくものとし、本学の特性を考慮して点検・評価項目を定める。 

 

(3) 自己点検・評価の対象 

      大学設置基準の大綱化に伴う対応による、新教育課程を導入した平成 5年度を起点とし、以

降を対象に自己点検・評価を実施する。 

 

３．自己点検・評価の実施周期 

 

(1) 全学的な点検・評価の実施周期は、4年ごととする。 

 

(2) 各個別評価委員会は、点検・評価項目に基づき、毎年、現状を正確に把握・認識するためにデ

ータの収集とその分析による点検・評価を行い、全学評価委員会に報告書（個別評価報告書）を

提出する。 

 

(3) 全学評価委員会は、4 年ごとに各個別評価委員会で点検・評価した報告書を取りまとめ、全学

的な視点による点検・評価を加えた報告書（全学自己点検・評価報告書）を基本構想委員会に提

出する。 
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学 部 

自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

理 念 ･ 目 的 等 ①大学・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大学・学部の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

教 育 研 究 組 織 ①当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念･目

的等との関連 

 

 

 

 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

課 

 

 

程 

 

 

等 

学部･学科等の 

教育課程 

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（大学設置

基準第 19条第１項） 

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「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 

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 

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 

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 

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 

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 

カリキュラムに 

おける高・大の 

接続 

①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 

授業形態と単位の 

関係 

①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 

単位互換、単位認定等 ①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） 

開設授業科目に 

おける専・兼比率等 

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 

②兼任教員等の教育課程への関与の状況 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

 

 

 

 

 

 

教 

 

育 

 

方 

 

法 

 

等 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 効 果 の 測 定 ①教育上の効果を測定するための方法の有効性 

②卒業生の進路状況 

成 績 評 価 法 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 

②履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の

適切性 

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 

履 修 指 導 ①学生に対する履修指導の適切性 

②留年者に対する教育上の措置の適切性 

教育改善への 

   組織的な 

取り組み 

 

 

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 

②シラバスの作成と活用状況 

③学生による授業評価の活用状況 

授業形態と授業 

方法の関係 

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 

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 

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 

国内外との教育 

研究交流 

①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 

 

学 

生 

の 

受 

け 

入 

れ 

 

学生募集方法、 

入学者選抜方法 

①大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜

方法を採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

入学者受け入れ 

方針等 

①入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

②入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

入学者選抜の仕組み ①入学者選抜試験実施体制の適切性 

②入学者選抜基準の透明性 

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 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

学 

生 

の 

受 

け 

入 

れ 

入学者選抜方法 

の検証 

①各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

定 員 管 理 ①学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と(編）入学者数の比率の適切

性 

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 

編入学 者、退学者 ①退学者の状況と退学理由の把握状況 

学 

 

生 

 

生 

 

活 

学生への経済的支援 ①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 

生 活 相 談 等 ①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 

②ハラスメント防止のための措置の適切性 

 

就 職 指 導 ①学生の進路選択に関わる指導の適切性 

②就職担当部署の活動の有効性 

課 外 活 動 ①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 

 

研 

 

究 

 

環 

 

境 

研 究 活 動 ①論文等研究成果の発表状況 

経常的な研究条件 

の整備 

 

①個人研究費、研究旅費の額の適切性 

②教員個室等の教員研究室の整備状況 

③教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

④研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

⑤共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 

競争的な研究 

環境創出の 

ための措置 

 

①科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその

採択の状況 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

社

会

貢

献 

社 会 へ の 貢 献 ①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 

②公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

③教育研究の成果の社会への還元状況 

④国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

⑤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 

 

 

教 

 

員 

 

組 

 

織 

教 員 組 織 ①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 

②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） 

③主要な授業科目への専任教員の配置状況 

④教員組織の年齢構成の適切性 

⑤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 

 

 

教育研 究支援職員 ①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 

②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 

 

 

教員の募集･任免 

・昇格に対する 

基準･手続 

①教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

教育研究活動の評価 ①教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

②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 

 

 

大学と併設短期大学 

との関係 

①大学と併設短期大学における各々固有の人員配置の適切性 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

 

 

事 

 

務 

 

組 

 

織 

 

 

事 務 組 織 の 構 成 ①事務組織の構成と人員配置 

事務組織と教学 

組織との関係 

①事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

②大学運営における、事務組織と教学組識との有機的一体性を確保させる方

途の適切性 

事 務 組 織 の 役 割 

 

 

 

 

 

①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 

②学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切

性 

③国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

④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 

スタッフ・ 

ディベロップ 

メント（ＳＤ） 

①事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

施 

 

設 

・ 

設 

 

備 

施設･設備等の整備 ①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 

②教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

キャンパス・ 

アメニティ等 

①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 

②「学生のための生活の場」の整備状況 

③大学周辺の「環境」への配慮の状況 

利 用 上 の 配 慮 ①施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

②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 

組 織 ・ 管 理 体 制 ①施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

②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 

図

書 

・ 

電

子

媒

体

等 

図書、図書館の整備 ①図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備

とその量的整備の適切性 

②図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の

配備等、利用環境の整備状況とその適切性 

情 報 イ ン フ ラ ①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 

②学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

 



- 675 - 

自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

 

 

 

 

 

管 

 

 

理 

 

 

運 

 

 

営 

 

 

 

 

教 授 会 ①学部教授会の役割とその活動の適切性 

②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 

③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 

学長、学部長の 

権限と選任手続 

①学長･学部長の選任手続の適切性、妥当性 

②学長権限の内容とその行使の適切性 

③学部長権限の内容とその行使の適切性 

意 思 決 定 ①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 

評議会、大学協議会 

などの全学的 

審議機関 

①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 

教学組織と学校法人

理事会との関係 

①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 

法 令 遵 守 等 ①関連法令等および学内規定の遵守 

②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 

財 

 

 

 

務 

 

中・長期的な 

財務計画 

①中・長期的な財務計画の策定およびその内容 

教 育 研 究 と 財 政 ①教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配

分予算）の確立状況 

外 部 資 金 等 ①文部科学省科学研究費、外部資金（寄附金、受託研究費、共同研究費など）、

資産運用益等の受け入れ状況 

予 算 編 成 と 執 行 ①予算編成の適切性と執行ルールの明確性 

財 務 監 査 ①監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携 

私立大学財政 

の財務比率 

①消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における、各項目毎の

比率の適切性 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

点 

 

検 

・ 

評 

 

価 

自 己 点 検 ･ 評 価 ①自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効

性 

②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 

自己点検･評価に 

対する学外者 

による検証 

①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 

大学に対する 

指摘事項および 

勧告などに 

対する対応 

①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 

 

 

情

報

公

開 

・ 

説

明

責

任 

財 政 公 開 ①財政公開の状況とその内容・方法の適切性 

情報公開請求 

への対応 

①情報公開請求への対応状況とその適切性 

点検・評価結果の 

発信 

①自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

②外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 
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大学院（商学・経済学・国際学・法学・コンピュータサイエンス研究科） 

自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

理 念 ･ 目 的 等 ①大学院研究科の理念・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 

 

教 育 研 究 組 織 ①大学院研究科の組織構成と理念･目的等との関連 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

課 

 

 

程 

 

 

等 

大学院研究科の 

教育課程 

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 

②「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高

度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の

目的への適合性 

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研究能力及びその基礎

となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

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 

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 

⑥博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

⑦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 

 

授業形態と 

単位の関係 

①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 

 

単位互換、 

単位認定等 

①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） 

 

社会人学生、外国人 

留学生等への 

教育上の配慮 

①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 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

教 

育 

方 

法 

等 

教 育 効 果 の 測 定 ①教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 

成 績 評 価 法 ①学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

 

研 究 指 導 等 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 

②学生に対する履修指導の適切性 

③指導教員による個別的な研究指導の充実度 

教育・研究指導の 

改善への組織的な 

取り組み 

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 

②シラバスの作成と活用状況 

③学生による授業評価の活用状況 

国内外との教育研究交流 ①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 

学 位 授 与 ①修士・博士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 

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 

課 程 修 了 の 認 定 ①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 

 

 

学 

生 

の 

受 

入 

れ 

 

 

学生募集方法、 

入学者選抜方法 

①大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

 

学 内 推 薦 制 度 ①成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科におけ

る、そうした措置の適切性 

 

門 戸 開 放 

 

①他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

「 飛 び 入 学 」 

 

①「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用

の適切性 

社会人の受け入れ ①大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

定 員 管 理 ①大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確

保のための措置の適切性 

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 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

学 

 

生 

 

生 

 

活 

学生への経済的 

   支援 

①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 

 

 

生 活 相 談 等 ①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 

②ハラスメント防止のための措置の適切性 

 

 

就 職 指 導 ①学生の進路選択に関わる指導の適切性 

②就職担当部署の活動の有効性 

 

 

研 

 

究 

 

環 

 

境 

研 究 活 動 ①論文等研究成果の発表状況 

経常的な研究条件 

の整備 

 

①個人研究費、研究旅費の額の適切性 

②教員個室等の教員研究室の整備状況 

③教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

④研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

⑤共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 

 

競争的な研究 

環境創出の 

ための措置 

 

①科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその

採択の状況 

社

会

貢

献 

社 会 へ の 貢 献 ①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 

②公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

③教育研究の成果の社会への還元状況 

④国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

⑤大学院の施設・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 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

 

 

 

教 

 

員 

 

組 

 

織 

 

 

 

 

教 員 組 織 ①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 

②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確保の状況 

 

教育研究支援職員 ①大学院研究科における研究支援職員の充実度 

②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 

教員の募集･任免 

・昇格に関する 

   基準・手続 

①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 

教育・研究活動の 

評価 

①大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況

とその有効性 

大学院と他の 

  教育研究組織･ 

機関等との関係 

①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 

 

 

 

 

 

事 

 

務 

 

組 

 

織 

 

 

 

 

事 務 組 織 の 構 成 ①事務組織の構成と人員配置 

 

事務組織と 

教学組織との関係 

①事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

②大学院運営における、事務組織と教学組識との有機的一体性を確保させる

方途の適切性 

 

事 務 組 織 の 役 割 ①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 

②学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切

性 

③国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

④大学院運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況 

⑤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 

スタッフ・ 

ディベロップ 

メント（ＳＤ） 

①事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

施 

 

設 

・ 

設 

 

備 

施設･設備等の整備 ①大学院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 

②教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

キャンパス・ 

アメニティ等 

①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 

②「学生のための生活の場」の整備状況 

③大学院周辺の「環境」への配慮の状況 

利 用 上 の 配 慮 ①施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

②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 

組 織 ・ 管 理 体 制 ①施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

②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 

 

情 報 イ ン フ ラ ①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 

②学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

管 

理 

運 

営 

研 究 科 委 員 会 ①大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

②大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

研究科委員長の 

権限と選任手続 

①研究科委員長の選任手続の適切性、妥当性 

②研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性 

点 

 

検 

・ 

評 

 

価 

自 己 点 検 ･ 評 価 ①自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効

性 

②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 

 

自己点検･評価に 

対する学外者 

による検証 

①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 

大学に対する 

指摘事項および 

勧告などに 

対する対応 

①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 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

情

報

公

開 

・ 

説

明

責

任 

財 政 公 開 

 

①財政公開の状況とその内容・方法の適切性 

情報公開請求への 

対応 

①情報公開請求への対応状況とその適切性 

点検・評価 

結果の発信 

①自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

②外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 
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通信教育部 

自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

使 命 ・ 目 的  

教育組織及び研究組織 ①教育目標を達成するために適切な教育組織及び研究組織を構成しているか。 

②教育組織及び研究組織を検証する組織を設置しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

課 

 

 

程 

 

 

等 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程の編成 ①教育目標を達成するためにふさわしい授業科目を体系的に配置しているか。 

授業科目の 

設定と単位 

①学問分野や専攻領域の体系性等を考慮して授業科目を設定しているか。 

②学生の主体的学修機会の保障に留意して授業科目を設定しているか。 

③授業科目に適切な単位が配分されているか。 

④授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生の学修負担等

を考慮して単位計算を行っているか。 

 

 

履修科目の 

   単位認定と 

単位互換 

①授業科目の単位認定にいたる過程を適切に設定しているか。 

②テキスト科目に関しては、一単位あたり一定量の学習報告書（レポート）等の

提出や情報通信技術を活用した授業理解度の確認等を通じて学生に当該科目

の受験資格を認める等、当該科目の受験資格を適切に認定しているか。 

③当該大学の通学制の課程における学修、他大学等における学修、及び大学以外

の教育施設等における学修の機会を提供しているか。 

④当該大学の通学制の課程における学修、他大学等における学修、及び大学以外

の教育施設等における学修の単位認定・単位互換を行っている場合、その方針

並びにその要件と手続を明文化しているか。 

 

 

導 入 教 育 ①在宅学習が中心となる通信制の課程の特性を考慮し、多様な入学者に対応した

導入教育を実施しているか。 

②情報通信技術の利用方法に関する教育を実施しているか。 

③文章表現能力の向上に関する指導を実施しているか。 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

 

 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

課 

 

 

程 

 

 

等 

授 業 の 方 法 ①教育目標にしたがうとともに、学生の利便性に配慮して、各科目の授業形態を

設定しているか。 

②印刷教材等による授業において学修方法に関する指導は適切になされている

か。 

③印刷教材等による授業において適切な時期に適切な教材が配布されているか。 

④印刷教材等による授業において市販の教科書を使用する場合、学修の手引きや

教科書の内容を補うような補助教材を準備しているか。また、そのような補助

教材の電子化に取り組んでいるか。 

⑤印刷教材等による授業を行う場合、レポート添削の返却期間が事前に設定さ

れ、期間内にレポート返却がなされるような措置が行われているか。 

⑥レポート添削の際にコメントに最低字数を設けているか、学習意欲を向上させ

るような内容であるか等、コメントのあり方に配慮しているか。 

⑦多様な学生に対応できる添削指導体制を採っているか。 

⑧面接授業またはメディアを利用して行う授業において、毎回の授業の実施に当

たって、学生間での意見交換の機会を与えるとともに、設問解答、質疑応答等

による指導を行っているか。 

⑨メディアを利用して行う授業において、学生の授業理解度を確認する適切な方

法をもっているか。 

教 

 

育 

 

方 

 

法 

 

等 

学生に対する 

履修指導並び 

に学習支援 

①教育効果をあげるために適切な履修指導を行っているか。 

②学生からの質問に迅速に対応するための質問票等の適切なシステムが作られ

ているか。 

③パソコン学習を支援する人的補助体制やヘルプデスクの配置等の措置を行っ

ているか。 

④学生の勉学意欲の低下による中途退学を防止するような方策を採っているか。 

⑤各地域における学習会の開催や教科担当教員のホームページの開設を推進す

るなど、同一の通信制の課程に所属する教員と学生の間、及び学生間の相互交

流を高める工夫をしているか。 

⑥授業及び学生交流の場において情報通信技術を活用しているか。 

⑦シラバスを作成し、教育指導において有効に活用しているか。 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

教 

 

育 

 

方 

 

法 

 

等 

履修科目登録の 

上限設定及び 

成績評価 

①教育目標を考慮して一定期間に履修科目登録できる単位数の上限を定めてい

るか。 

②成績評価に至る過程と基準が明示されているか。 

③学生が自身の成績に対する質問を行う仕組みは導入されているか。 

教育・研究指導 

の方法等 

①研究科等における教育・研究指導を実質化するための環境を整えているか。 

②学生の学修活動を支援するための人的補助体制を確立しているか。 

教育内容等の 

組織的な改善 

①教員の教育・研究に関する指導能力の向上を不断に図るために、ファカルテ

ィ・ディベロップメントに組織的に取り組んでいるか。 

②教材の開発や改善に取り組んでいるか。 

③添削指導員の質の確保や指導員にインセンティブを付与するための工夫をし

ているか。 

④教員の情報リテラシー向上のための措置を行っているか。 

教育上の効果の 

測定 

①教育効果を恒常的に検証しているか。 

②教育効果測定のための指標・方法を設定しているか。 

学位授与・課程修了の 

認定 

①学位認定・課程修了認定方式を適切に運用しているか。 

②学位授与・課程修了の可否に関わる基準や審査手続等を明文化しているか。 

③学位授与・課程修了の可否に関わる基準や審査手続の適切性について検証して

いるか。 

学 

生 

の 

受

け 

入 

れ 

学生の受け入れ 

方法 

①教育目標を適切に反映させた学生の受け入れ方針を定めているか。 

②学生の受け入れ方針にてらして適切な学生受け入れ体制を整えているか。 

③学生の受け入れ方針にてらして適切な方法で学生を受け入れているか。 

④学生の受け入れのあり方を恒常的かつ系統的に検証する体制を整備している

か。 

⑤学生の受け入れに関する説明責任を果たしているか。 

学生の受け入れ 

時期 

①教育目標に応じた学生の受け入れ時期を定めているか。 

②学生の学修条件に支障が生じないよう学生の受け入れ時期を定めているか。 

定員ならびに 

  在籍学生数の 

適正化 

①学生収容定員に基づいて適切な数の学生を受け入れているか。 

 



- 686 - 

自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

学 

 

生 

 

生 

 

活 

在宅学習中の支援 

と人権の保護 

①日常的な学習・生活支援のために学生からの相談体制を整備しているか。 

②地域別の学生支援に取り組んでいるか。 

③情報通信網上での学生の人権保護に配慮しているか。 

④個人情報の保護に配慮しているか。 

⑤学生に対する奨学制度や、学外の奨学金の受給に関わる相談体制を整備してい

るか。 

面接授業期間中の

支援と人権の保護 

①スクーリング期間中の学生からの相談体制を整備しているか。 

②スクーリング期間中の学生の人権保護に配慮しているか。 

③個人情報の保護に配慮しているか。 

④スクーリング参加費用の負担軽減を図っているか。 

⑤学生の課外活動支援体制や福利厚生施設の整備・充実を図っているか。 

教 育 ・ 研 究 環 境 ①教員の教育・研究活動の活性化を図るために研究費を適切に配分しているか。 

②教員の教育・研究活動の活性化を図るために教員の研究用施設・設備を適切に

整備しているか。 

③教育・研究補助スタッフの充実を図っているか。 

④学外研究資金の導入を推進するための措置が採られているか。 

⑤教員の研究時間の活性化に必要な研修機会や研修費が確保されているか。 

⑥通信制の授業や管理運営及び通学制の学部・研究科の兼坦等による負担過重の

防止に向けた配慮をしているか。 

社 会 貢 献 ①教育・研究上の成果を社会に積極的に還元するための活動に取り組んでいる

か。 

②知識・技術等を社会に還元するための技術移転システムを構築しているか。 

③国際社会への貢献のための活動に取り組んでいるか。 

教 

 

員 

 

組 

 

織 

教 員 組 織  

教員の資格と責務 ①教員が所属する学部・研究科等の設置目的について十分理解できるよう配慮し

ているか。 

②教員の教育・研究に関わる管理活動の分担を適切に行っているか。 

③教員の教育・研究能力の向上を支援する体制を整備しているか。 

④教員の資格判定を適切に行っているか。 

教員の任免、昇任 

等と地位保障 

 

教員の教育・ 

研究活動の評価 

①教育・研究・社会的活動等多面的な教員評価に取り組んでいるか。 
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

事 務 組 織 ①学内における通信制の課程を担当する事務組織の位置づけは明確か。 

②通信制の課程の特性を考慮した事務組織を整備しているか。 

③事務組織と教育・研究組織の連携協力関係は適切に保持されているか。 

④通信制の課程の特性に対応できるよう、職員に研修機会を確保しているか。 

⑤学生の利便性を考慮して事務部門を整備しているか。 

 

 

施 設 ・ 設 備 等 ①理念と目的に沿った教育・研究を遂行するために必要な施設・設備を整備して

いるか。 

②教育効果をあげられるような各種施設・設備、各種機器・備品等の整備・充実

に取り組んでいるか。 

③学生や教職員が機器を十分活用できるよう、機器利用を補助するための人員を

適切に配置しているか。 

④施設・設備および機器・備品を維持・管理するための十分な責任体制を確立し

ているか。 

⑤施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムを整備しているか。 

 

 

図 書 館 等 ①教育目標に応じて必要な図書・電子媒体等の資料を体系的、計画的に整備して

いるか。 

②学生による効果的な図書館利用を可能とするための措置が採られているか。 

③スクーリングの際の授業の終了時間を考慮した開館時間の設定に配慮してい

るか。 

 

 

管 理 運 営 ①学内における通信制の課程に関わる意思決定機関が明確にされているか。 

②通信制の課程に関わる意思決定機関は明文化された規定に基づき、民主的かつ

効果的な意思決定を行っているか。 

③通信制の課程に関わる意思決定機関は、他の学部教授会や研究科委員会、全学

的審議機関との連携を適切に図っているか。 

④通信制の課程に関わる意思決定機関の長等の任免を規定にしたがって、公正か

つ妥当な方法で行っているか。 

 

 

財 務  
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自 己 点 検 ・ 評 価 項 目 

大 項 目 中 項 目 

自

己 

点 

検 

・ 

評 

価 

自 己 点 検 ･ 評 価 ①定期的に自己点検・評価を行っているか。また、自己点検・評価のための組織

体制、手続・方法を確立しているか。 

②自己点検・評価の結果を将来の改善・向上に結び付けて行くためのシステムを

整備しているか。 

③自己点検・評価の結果を社会に公表しているか。 

第 三 者 評 価 ①自己点検･評価の結果について、学外者による第三者評価を定期的に受け入れ

ているか。 

②第三者評価の結果を将来の改善・向上に結び付けていくためのシステムを整備

しているか。 

 

情 報 公 開 ・ 説 明 責 任 ①組織・運営と諸活動の状況について情報公開するための規定と組織を整備して

いるか。 

②社会が大学の状況を正しく理解できるよう、情報公開の内容・方法に配慮して

いるか。 

 


