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はじめに   

本学は平成19年（2007年）に、26年間続いた東海女子大学は男女共学化を契機と  

して新しく東海学院大学として出発した。この男女共学化の画期的な決定を女子教育  

としての長年の伝統と想いを継承しつつ、共学化への重要性と必要性を説き、勇断し  

たのは本学理事長の神谷哲郎氏であった。このことにより、学内の組織、運営、教育  

ばかりでなく、施設、校歌、校旗などあらゆるシステムについても大幅に見直すこと  

となり、結果として男子学生が入学生の4割となり、テレビでも取り上げられるほど  

のニュースとなったのである。本報告書は共学化1年目、東海学院大学として第1年  

目にあたり、自己点検評価を行うとしたものであった。   

もとより本学は平成11年（1999年）に自己点検・評価報告書を、また平成14年に  

は大学院研究科における自己点検・評価報告書をさらに17年（2005年）に第2回の  

自己点検・評価報告書を、刊行し、点検評価をすすめてきているのであるが今回、新  

しく出発した本学の男女共学化と校名変更がどのようになされ、準備されてきたのか  

校名変更と男女共学化準備委員会が鋭意検討してきたものの必要性と必然性を位置づ  

けると同時に新しく出発する本学の教育理念や目標を検討し、本学の歴史的画期をな  

すものとしての自己点検評価を実施したものである。   

認証評価の義務化に伴い、認証評価機構の行う、大学評価基準に沿って11項目にわ  

たり、評価基準および評価マニュアルに沿った分析と叙述を試みたものである。本学  

のこの評価は18年12月に自己点検運営委員会規約を自己点検・評価推進特別委員会  

規定に改め、条文に添った形で、12にわたる点検・評価検討部会を組織編成し、それ  

ぞれ、部会長をおき、鋭意検討し、まとめられたものである。   

本学の運営上の特徴を挙げるとすれば教授会運営と各種委員会に年間計画とその実  

施、そのとりまとめなどPDCAを取り入れ、常に反省と点検そして計画を旨として  

進めてきたところであるが、十分それが生かされているかどうかは点検されるところ  

である。   

本報告書をまとめるに当たり、執筆に当たられた自己点検・評価委員長の神谷和孝  

先生を始めALO担当、部会長、構成員の皆さんに敬意と感謝の念を表し、挨拶と致  

します。  

平成20年3月25日  

東海学院大学学長 杉山道雄   
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Ⅰ・建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等  

＜建学の精神＞   

東海学院大学は、「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」を建学  
の精神としている。本学の母体は昭和56（1981）年に設立された東海女子大学であり、  

平成19（2007）年4月に共学化により生まれ変わった大学である。本学の歴史は、昭和  

20（1945）年に故神谷一三初代理事長と神谷みゑ子前学園長の両名によって設立された  

岐阜高等服飾女学校に由来する。昭和36（1961）年に学校法入神谷学園の設立が正式に  

認可され、昭和38（1963）年には家政科で構成される東海女子短期大学を関学し、昭和  

56（1981）年に短大で培われてきた国際文化的感覚の養成を教育方針とする基盤と関連  

を持ちながら、創設以来の目的である女子高等教育をさらに遂行するための充実した  
研究教授機関である東海女子大学が誕生した。その後、改革委員会の議論を経て、平  
成19（2007）牢4月に男女共学化して校名を現在の「東海学院大学」と改めた。共学化  

初年度にありながら本年の学生数は充足し、男子学生数割合は4割に達している。   

＜本学の使命・目的＞   

短大開学以来の建学の精神に基づく基本理念は、「女性の自立」と「国際感覚の養成」  
であった。岐阜高等服飾女学校の設立時は戦後まもない混乱期であり、女性が「自立」  
という状態からはほど遠い存在であった時代に神谷両創立者は、「女性であっても専  
門・技術を持つことで男性と同じように経済力を持つための教育」を第一の理念とし  
た。また、神谷みゑ子前学園長が昭和34（1959）年に時の大蔵大臣の認可を得て服飾研  

究のためにヨーロッパ八カ国を回った時には、社会の中で自立しいきいきと活躍して  
いるヨーロッパ女性の姿を目の当たりにし、日本人女性との国際感覚の差に驚愕し、   
咽際感覚を備えた女性の教育」を第二の理念としたのである。以来約半世紀に渡っ  

てこの二つの理念は東海女子大学へと確実に受け継がれ、東海学院大学として共学化  
された今日においても、「創造性と行動力豊かな自立した人間」と「国際感覚を備えた  
教養人」という建学の精神として生き続けている。   

＜女子教育から人間教育へ＞   

平成19（2007）年4月から東海女子大学は、前述のように26年の伝統を守りながら、  

男女共学の東海学院大学に生まれ変わった。これは社会全体が、男女共同参画型の共  
生社会に向かって変貌し始めたことに加えて、これと同調するかのように強まる地域  
社会からの共学化の要望に応えるとの考えによるものであった。産学官の連携強化や、  
高校と大学の連携構築などに行政も積極的に関与しはじめ、県内の大学によるコンソ  
ーシアムが開講され、地域住民も参加可能な制度で生涯学習の機会も増えてきた。男  
女が共生する社会において、また、地域に開かれた大学として存続するためにも、共  
学化の実施は本学の必然的な流れであったのである。共学化により本学の建学の精神  
は、「女性の自立」から「自立のための人間教育」とされ、それを達成するための教育  
研究と教育環境の充実はもとより、学生の安全管理、施設・設備の整備、就職支援の  
強化など、教職員が一丸となり全学挙げての取り組みが日々実践されている。   



＜本学の個性▲特性＞   

本学は建学の精神に基づく基本理念である「自立した教養人」と「国際感覚の養成」  

という使命・目的を達成するために歴史を重ねてきた。その歴史の中で培われてきた  

本学の個性■特色は、「国際性を養うための実践的教育」と「文武両道精神に則った教  

育」という面に顕著に現れている。   

まず、国際感覚を養う実践的教育としては、昭和50（1975）年より開校、本学が英国  

ケンブリッジに所有・経営する語学学校であるケンブリッジ・アカデミー・オプ・イ  

ングリッシュ（以下、CAE と称する）への一年を通じての留学研修をはじめとして、  

米国のニューヨーク・ファッション工科大学（RI．T．）やハワイ州立大学他多数の外国  

大学との姉妹校提携によってスタッフの学術交換、留学生交換などの交流を深めてき  

た。平成6（1994）年の附属図書館開館の記念式典の際には、英国前首相のマーガレッ  

ト・サッチャー女史を招き、「M・サッチャー女史とのふれあい交流会」と講演会が行  

われた。現在の附属図書館内には、「ケンブリッジ・コーナー」が設けられ、英国留学  

やCAE関係の図書や資料、AV、ネットによる文献検索などの工夫がなされており、  

学生の国際感覚を養うための教育環境は充実している。   

さらに「文武両道精神に則った教育」は、すなわち「創造性と行動力豊かな教養人」  

を育成するための実践的教育でもあると言えよう。「スポーツで培われた精神は卒業後  

の将来にとって大いに役立つ」という創立者の信念のもとに、関学以来、本学では、  

部活動を通じて文武両道の学生を育むだけでなく、バドミントン、ホッケー、軟式テ  

ニス、硬式テニス、ソフトボール、バレーボール、剣道と、それぞれの競技において  

学生はトップレベルで活躍し、県内スポーツの発展に多大な功績を残し、現在も牽引  

役となっている。バドミントン、ホッケーではオリンピック代表となった卒業生など  

日本レベル、世界レベルの選手も輩出しており、単に学業が優れるだけではない全人  

的教育に大きな役割を果たしている。   

r豊かな創造性」を育むための実践的教育として「東海芸術祭」も挙げられよう。  

東海芸術祭は毎年秋に開催され、音楽の感性、美術の感性をそれぞれ育てるために、  

時には学生も参加しての音楽演奏会、学生の作品を含む美術作品展覧会など、毎年教  

員と学生が共同して芸術祭を作り上げている。   

以上のような実践的教育は、本学の理念や伝統、校風の中から行われてきたもので  

あり、いずれも学生教育において専門・技術のみならず教養、社会性、感性など全人  

的教育を具現化するものとしての特性につながるものであろう。本学は研究教育、学  

生生活のさまざまな面で創立以来の教育の基本理念を実践していくという精神と雰囲  

気を常に保ち続ける大学となっている。  

Ⅱ．大学の沿革と現況   

＜大学の沿革＞   

東海学院大学は、昭和20（1945）年に故神谷一三初代理事長と神谷みえ子前章園長の  

両名によって設立された岐阜高等服飾女学校を発祥とし、平成19（2007）年4月に東海  

女子大学の共学化により新生した大学である。岐阜高等服飾女学校は、昭和23（1948）   



年には学校法人神谷学園の設立とともに文部省認可財団法人である岐阜洋裁専門学校   

へと改組され、そこでの教育は高度成長の中で岐阜の地場産業であるアパレル業界に   
あって、ファションへの関心が急激に高まりつつある時代の主軸を担う女性たちを育  
成するという大きな役割を果たした。岐阜洋裁専門学校は専門学校として平成  
15（2003）年まで存続したが、昭和36（1961）年に開設された東海女子短期大学の母体と  

なった。その後、昭和50（1975）年に語学習得を目的とするイギリス・ケンブリッジ校  

が開校、昭和56（1981）年に東海女子大学が設立され、平成19（2007）年に東海学院大学  

が誕生した。現在本学は、学園本部を核として、大学、大学院、短期大学（平成20  

年度より共学化と改組により東海学院大学短期大学部へと名称変更）、2つの付属幼稚  

園、CAE分校の7つの機関から成り立つグループの中心的教育研究機関となっている。   

建学の精神である「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」に則  
り、本学は学園経営のCÅEにおける語学研修をはじめとして様々な国際化教育を実施  

してきた。神谷前学園長は精力的に外国を訪問し、昭和59（1984）年にアメリカ・ハワ  

イ州立大学ヒロ校、ハワイ・ロア大学、ホバートアンドゥイリアム・スミス大学、昭  
和62（1987）年にゴールデンステート大学及びホノルル大学と次々と姉妹校の盟約を締  

結した。   

東海女子大学は、文学部に英米文化学科と人間関係学科の2学科を置く構成でスタ  

‾卜した。英米文化学科の設置は、高度経済成長期以前から国際化教育を標樺して英  
国に語学学校を擁し、幅広い視野でグローバルに行動する若人の育成を目的としてき  

た本学園では、当然のことであった。また人間関係学科は「教育学、心理学、社会学  

という従来からの区分では複雑化する社会に生きる人間像を理解、分析することが難  
しくなってきたため、複数の視点を設定することによって人間総体の理解に努める」  
ことを教育目的とした学科である。また平成3（1991）年には、「美学、美術学、美術史、  

諸芸術、情報の科学的観点から実の本質や芸術の原理を教育研究する」、美学美術史学  
科が設置された。平成6（1994）年には短期大学と共用の附属図書館が開館し、平成  

12（2000）牢には総合福祉学科が開科され、平成14（2002）年には関連する周辺分野への  

研究教育の整理統合のために英米文化学科と美学美術史学科を基礎とする総合文化学  

科が開科された。   

文学部人間関係学科は、建学の精神に則り、「人間に関わる諸科学の領域から諸問題  
を総合的、科学的に把握し、心理学、社会学、教育学の3分野に専攻をおいて、それ  

ぞれの専門領域から人間の個人的および社会的行動の発達と陶冶について研究教育し  
ていく」ことが目的であったが、それをさらに昇華させるためには、人間関係学科を  

学部とし専攻分野を設けることが必要となった。このため平成14（2002）年に人間関係  

学部が設置され、学部の中に人間関係学科と、新たに心理学科が増科された。   
平成17（2005）年には社会的ニーズの変化に対応すべく、文学部が総合福祉学部と名  

称を改められるとともに、総合文化学科は募集が停止され、学部の教育目的はいっそ  
う明確なものとなった。平成1鋸2006）年には人間関係学部人間関係学科が募集停止さ  

れ、子ども学科が開設された。翌19（2007）年には、男女共同参画社会の浸透に伴う社  

会情勢の変化を受け、男女共学化を実施し、多くの男子学生が入学してきている。   
一方本学は、研究機関としての機能を明確にするとともに、次代の研究者や専門的  

職業人の養成のために、平成10（1998）年に英米文化専攻と人間文化専攻の2専攻から   



成る大学院文学研究科修士課程を開設した。現在の大学院は、地域の社会的ニーズを  
反映して名称変更され（平成19（2007）年4月）、人間関係学研究科修士課程臨床心  

理学専攻となっている。  

＜沿革＞  

昭和 20年 岐阜高等服飾女学校開校  

36年 学校法人神谷学園設立  

38年 東海女子短期大学創設 家政科（定員50人）設置  

39年 東海女子短期大学 家政科被服専攻、食物専修 設置  

41年 東海女子短期大学 英文科、初等教育科 設置  

45年 米国コロラド州コロラド・ウイメンズ・カレッジ（現デンバー大学）と  

姉妹校締結  

47年 東海女子短期大学付属東海第一幼稚園 開設  

48年 東海女子短期大学 児童教育科 設置  

50年 英国にケンブリッジ・アカデミー・オブ・イングリッシュ（CAE）開校  
53年 東海女子短期大学付属東海第二幼稚園 開設  

54年 米国ニューヨーク州立ファッション工科大学と姉妹校締結  

56年 東海女子大学創設 文学部英米文化学科、人間関係学科 設置  

59年 米国ハワイ州立大学、ハワイ・ロア大学、ホバート・アンド・ウイリア  

ム・スミス大学と姉妹校締結  

62年 米国ゴールデンステート大学、ホノルル大学と姉妹校締結  

平成 3年 文学部美学美術史学科増設  

6年 東海女子大学・東海女子短期大学付属図書館 竣工  

10年 大学院文学研究科修士課程（英米文化専攻、人間文化専攻）開設  

11年 文学部総合福祉学科増設  

13年 文学部英米文化学科と美学美術史学科を募集停止、これを基礎として文  
学部総合文化学科開設  

14年 文学部人間関係学科を募集停止し、これを基礎として人間関係学部間設  
心理学科 人間関係学科開科  

15年 文学研究科修士課程英米文化専攻を廃止  
17年 文学部を総合福祉学部に名称変更 文学部総合文化学科募集停止  
18年 人間関係学部に子ども学科間科  

19年 男女共学化により東海女子大学を東海学院大学へと名称変更  

大学院を人間関係学研究科修士課程臨床心理学専攻に名称変更。臨床心  

理士資格認定協会第一種指定校として認定  

（20年 総合福祉学部を健康福祉学部と名称変更、総合福祉学科と食健康学科  

間科）   



Ⅲ．「基準ごとの自己評価」   

基準1．建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的  

1－1・建学の精神t大学の基本理念が学内外に示されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

1－1－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。   

東海学院大学は、咽際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」を建学  

の精神としている。約半世紀に渡り、咽際文化的感覚の養成」という教育方針を堅実  
に守り続けてきた短期大学と、「自立した創造性豊かな女子教育」を遂行するための研  

究教授機関である東海女子大学という両高等教育を基盤として、平成19（2007）年に男  

女共学化された本学においても、建学の精神はその意義を失うことなく、これを継承  

されてきている。「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」は人間生  
活にとってこの上なく重要な理念であり、本学の特色ある教育を象徴するものである。  
本学の基本理念としては、この建学の精神に基づいて、 「心理」「子ども」「福祉」それ  

ぞれの専門領域において、「国際性を養うための実践的教育」と「幅広い教養を持ちな  

がらの専門領域での教育研究」「文武両道精神に則った教育」を掲げている。また平成  
17（2005）年からは、「自分らしさを大切に、自立して生きる人間」と「心、体、健康、  

未来、食育、福祉、幸福を研究教育する人間の総合大学」というテーマを新たに掲げ、  
教職員が一丸となって学生の教育に全力を挙げている。   

本学の建学の精神および基本理念については、学生便覧や履修の手引き、大学のホ  
ームページ（http：Jfww・tOkaigakuln，u，aCjp）、学内外新聞（TbkaiGakulnUniversity  

Newsktter）を通じて学内外に示している。学内においては、入学式、入学時オリエ  

ンテーション、芸術祭、教職員懇親会（東林会）における学長の講話によって大学の  

成立経緯をはじめとする建学の精神と、それに基づく大学の基本理念や継承の重要性  
について直接に伝達されている。また高校生に対しては、アドミッションポリシーや  
キャンパスガイドを通じて伝達され、周知の徹底に努めている。   

（2）1－1の自己評価   

建学の精神を周知させる対象は、学内へは学内学生、教職員は、学外に対しては保  

護者、受験生、行政、地域住民、企業が挙げられるが、それぞれ周知の手段や方法は  
異なる。学生や教職員に対しては、学長の入学式、卒業式、教職員懇親会で「口頭に  
よる周知」がなされると共に、学生便覧、履修の手引き、学内外新聞、入学後のオリ  
エンテーションの中で建学の精神や教育理念について理解を深めることに努めており、  

学内に対しては比較的高い意識での浸透が見られる点は評価に催する。学外へはホー  

ムページやキャンパスガイド、公開講座広告紙面での紹介、公開講座、各実習先やイ  
ンターンシップ受け入れ企業等での口頭により伝達し、周知の努力がなされている。  
また受験生に対しては、オープンキャンパスの来学時に学長が講話を通じて周知する、  
入学試験要綱でアドミッションポリシーとして述べる、各入学案内説明会で知らせる、  

など周知に努めているが、学外への周知にはマスとしての制約もあり、十分建学の精  
神への理解と周知が行き渡っているとは言えない。   



（3）1－1の改善・向上方策（将来計画）   

今後、学内外へのいっそうの周知対策としては、大学案内や大学紹介DVっなどの  

広報手段の充実化や、各種の印刷物やホームページにおいては建学の精神と基本理念  
の公表を重要事項としてとらえ、理解しやすい表現方法と浸透手段をとっていくこと  

が重要であると考えられる。   

1－2．大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

1－2－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定  

められているか。   

建学の精神と基本理念に基づいた本学の使命・目的としては、「創造性と行動力豊か  

な自立した人間」と 咽際感覚を備えた教養人」の育成を挙げている。本学寄付行為  
において大学の目的を「教育基本法及び学校教育法の理念に従い、教育及び研究を行  

い、並びに国際的視野をそなえた社会性及び創造性と行動力豊かな人材の育成と、地  
域社会への貢献をおこなうこと」としている。これについては、本学ホームページで  

も神谷哲郎理事長が大学の使命として、「少子化、高齢化が急速に進む現代では男女の  
性別を越えて解決しなければならない課題が山積している。男女共同参画社会の実現  

には性差を超えて互いを尊重しながら、ともに課題に取り組まなければならない。本  
学は「国際的視野を備えた社会性及び創造性と行動力豊かな人材の育成」を建学の精  

神として、社会に求められる高い専門性と豊かな人間性を備えた人材を送り出すこと  
を使命としている。」と述べている。また学長は地域貢献について「21世紀の男女共  

同参画社会で活躍できる国際性豊かで創造力と行動力をもった学生を教育する一方、  
地域社会への貢献できる学生の育成を目指す」と述べている。表1・2－1には、大学・  

大学院における教育目的と組織の概要を示す。  

表ト2－1大学・大学院の教育目的及び組織  

教育目的   組織   

学内外での理論的■実践的な学習を  

通じて専門の知識・技術を習得させ  総合福祉学部 総合福祉学科  

大学  る   人間関係学部 心理学科  

社会と積極的に関わりながら多文化  子ども学科   

共生社会に発揮しうる情報処理能力  

やコミュニケーション能力を養う  

学術の理論及び応用の教授・研究  

地域社会に貢献できる人材を育成す  文学研究科   人間文化専攻  

大学院  るため専門知識と技量、及び豊かな  人間関係学研究科 臨床心理  

人間性を有する人材の育成   学専攻  



1－2－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。   

大学の使命・目的については、本学理事長は毎回の理事会及び評議会において言及  

し、理事や評議員の理解を深めさせるように努めている。また、学長は教授会及び研  

究科会、各種委員会の中で教員に、また事務局においては総務部長を通じて明示され、  

意識統一が図られており、本学のホームページ（http：〟www．tokaiga五山n・u．aC．jp）にお  

いても広く学内外に明示されている。   

また、 学生に対しては、学長が入学式、卒業式、式典後の祝賀会、及び教育後援会  

において大学の建学の精神のみならず大学の使命・目的についても説明している。大  

学の使命・目的に基づく学科の教育理念と目標については、学生便覧及び毎年度の履  

修の手引きで掲げられ、入学式、入学オリエンテーション等において説明している。   

学生及び教職員に、大学の任命・目的がどの程度周知されているかについての調査  

等は実施していないため、その周知度は明らかではない。   

1－2－③ 大学の使命一目的が学外に公表されているか。   

大学の使命・目的については、学内外へ幅広い伝達力となっている大学のホームペ  

ージ（http：〟www・tOkaigak山n・u．aC．jp）、学内外新聞（TbkaiGakulnUnlVerSityNews  

btter）を通じて公表している。入学希望者や高校生、高校進路指導教員に対しては、  

キャンパスガイドや学科別の紹介印刷物等を通じて公表しており、進学説明会、大学  

展などの進学案内キャンペーン、オープンキャンパスなどの折の学部・学科紹介時に  

説明している。また本学の公開講座を通じて社会人に対して講義の際に、大学の使命・  

目的について説明したり、配布パンフレットにも示している。   

（2）1－2の自己評価   

本学の使命・目的は、本学学則第1条に明記されている。また地域貢献については  

寄付行為第1費目的に明記されている。学外に対しては本学ホームページで学園理事  

長の挨拶で明言されており、本学では広くその理解・浸透に努めているのが特徴であ  

ろう。ホームページではまた、大学の国際性、創造力と行動力豊かな学生の教育と地  

域貢献のできる学生の教育をも明記している。しかし学内において、学生への周知は、  

入学前には大学の入学案内プログラムへの参加時やキャンパスガイドによる口頭伝達  

など、入学後は入学式、入学直後のオリエンテーションなどで周知の機会が比較的多  

いが、在学している学生に対しては、年度初めのガイダンスや履修の手引きでの明示  

以外、必ずしも大学の使命・目的についての周知の徹底が図られているとは言えず、  

それを常に認識するような機会は少ない。このため、在学生に対して、本学の教育の  

最終的目標を常に意識することができるような周知方法と魅力ある伝達方法を工夫し  

なければならない。   

学外への周知状態については、これまでの大学における教育・研究や学生によるス  

ポーツなどの活動の蓄積を通じて、本学が「創造性と行動力豊かな自立した人間」と  

「国際感覚を備えた教養人」を育成することを使命・目的とする大学であることが広  

く伝播されていることは評価できるが、保護者や地域、行政、企業、実習先などへの   



いっそうの周知を図るために積極的な方法をとっていく必要がある。  

（3）1－2の改善・向上方策（将来計画）   

大学の使命・目的の周知について、入学時のみならず毎年初年度の各学科ガイダン  

ス時に学科の使命・目的と教育目標を「履修の手引き」を用いて明確に述べる必要が  

ある。また教養教育を中心としたカリキュラム改正を計画しており、そのため平成20  

年度に設置予定の教育改革センターにおいて、学部共通科目として『大学教育論』ま  

たは『大学の役割論』などの講義を取り入れることも検討している。   

また学内外に本学の使命、役割とそのための歴史を知らせる意味で、平成23（2011）  

年の神谷学園創立50周年および東海学院大草間学30周年にあたり、「50年学園史」、  

「東海学院大学30年史」製作や記念行事が計画されている。簡単な略語が学内外に配  

布されれば一層、建学の精神とその教育・研究の歴史を周知することが出来よう。さ  

らにホームページでは英語版の拡充を計画している。  

【基準1の自己評価］   

東海学院大学は、「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」を建学  

の精神としている。これに基づいた基本理念としては、「心理」「子ども」「福祉」それ  

ぞれの専門領域において、「国際性を養うための実践的教育」と「幅広い教養を持ちな  

がらの専門領域での教育研究」「文武両道精神に則った教育」を掲げている。さらに使  

命・目的としては、「創造性と行動力豊かな自立した人間」と「国際感覚を備えた教養  

人」の育成を挙げている。こうした本学の建学の精神および基本理念については、学  

生便覧や履修の手引き、大学のホームページ、大学新聞（東海学院新聞）を通じて学  

内外に示している。学内においては、入学式、入学時オリエンテーション、芸術祭、  

教職員懇親会（東林会）における学長の講話によって大学の成立経緯をはじめとする  

建学の精神と、それに基づく大学の基本理念や継承の重要性について直接に伝達され  

ている。また高校生に対しては、アドミッションポリシーやキャンパスガイドを通じ  

て伝達され、周知の徹底に努めている。   

しかし、学内においては在学生に対して建学の精神や基本理念を周知する機会は限  

られており、また保護者や地域、行政、企業、実習先などへもいっそうの周知を図る  

ために積極的な方法をとっていく必要がある。  

【基準1の改善・向上方策（将来計画）〕   

本学の「建学の精神」「大学の理念、目標」「教育理念・目標」をいろいろの媒体を  

通して学生、教職員及び外部に対して周知しているところであるが一層充実化したい。  

特にアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの充実化  

の検討を始めた。   

平成20年度にむけて、本学の教育理念及び目標は前述のように“子どもから高齢者  

までの人間の心とからだの健康・幸福・福祉’tを教育目標としている。その目標に沿  

って子ども学科、福祉学科及び心理学科はすでに設置されている。さらにからだの健  

康を目指す新学科の設置がかねてからの懸案事項であったが、平成19年度4月より「食   



健康学科」設立準備会議を設置し、本学の教育理念・目標に沿った2学部4学科体制  

を目指すことになった。この上は教育目標にそって両学部各学科が連携してより効果  
的な教育がなされるようにさらに努力を積み上げたい。   



基準2．教育研究組織  

2－1，教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使  

命・目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の  
適切な関連性が保たれていること。  

（1）事実の証明（現状）  

2－1－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機  

関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。   
本学は、各務原市那加桐野町に短期大学と併設するキャンパスを有する。そのキャ  

ンパスには大学の「総合福祉学部（収容定員240人）」と「人間関係学部（収容定員  

帥0人）」及び大学院の「人間関係学研究科（収容定員14人）」があり、学部教育は「総  

合福祉学部」には「総合福祉学科（収容定員240人）」、「人間関係学軌に「心理学科  

（収容定員480人）」と「子ども学科（収容定員320人）」が置かれている。表2－1－1  

はキャンパスの校地・校舎と教育研究組織の規模・構成を示すものであるが、キャン  

パスの「校地」「校舎」の実面積と大学設置基準上面積を見ると、収容定員に対して十  

分ゆとりある校地・校舎の広さを有し、教育研究上の目的を達成するための適切な環  
境であることがわかる。また組織図は資料編に示している。  

表2－1－1校地・校舎、教育研究組織の規模・構成  

校地   実面積：62．268．00rげ 大学設置基準上面積：11，700．00rボ  
校地・校舎  

校舎   実面積：14，744．03rげ 大学設置基準上面積：7，172．10n子   

総合福祉学部（収容定員240人） 総合福祉学科（収容定員240人）  

教育研究  大学  人間関係学部（収容定員800人） 心理学科（収容定員480人）   

組織  子ども学科（収容定員320人）  

大学院   人間関係学研究科 臨床心理学専攻（収容定員14人）  

福祉実習センター  

付属教育・研      心理臨床センター  

究施設   バイオサイエンス研究センター   

大学キャンパス所在地：各務原市那加桐野町5   

次に、大学の学部・学科の規模・構成について述べる。   

総合福祉学部総合福祉学科の専任教員は、教授11人、准教授1人、講師2人、助教  

1人の計15人である。大学設置基準では、1学部1学科の社会学・社会福祉学関係学  

科の専任教員数は、収容定員が400～800人の場合14人以上でその半数以上は教授と  

なっており、この収容定員以下の場合には12人以上の専任教員が必要とされている。  

本学総合福祉学科は収容定員が240人であるため、大学設置基準上は12人以上の専  

任教員が必要とされているが、総合福祉学科の計15人の専任教員数は大学設置基準の  

この専任教員数を満たしている。総合福祉学科の入学定員は60名、収容定員は240  

名であり、在籍学生は172名で、収容定員の7割となっている。   

総合福祉学科には、福祉実習センターが併設され、このセンターは7人の専任教員  
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と助手1人で構成されており、社会福祉士実習と精神保健福祉士実習という二つの実  

習業務を行っている。1学年あたりの平均実習生数は、社会福祉士実習で30人から  

60人、精神保健福祉士実習で10人から30人となっている。   

次に人間関係学部であるが、そのうち心理学科は建学の精神に基づき、「社会や家庭  
において心と行動に関する専門知識と心理学的スキルを応用できる人材の育成をめざ  
す」という研究教育上の目的を挙げ、臨床心理学コース、教育・発達心理学コース、実  
験・社会心理学コースの3コースが設定されている。   

教員構成として、専任教員18人（教授7人、准教授7人、講師2人、助教1人、助手1人）、  

非常勤講師16人となっている。学生数は、入学定員が110人、第3年次編入定員が20人、  

収容定員が480人であり、現在の在籍学生数は306人である。このように、現在、心理学  

科では18人の教員が在籍しているが、このうち8人は心理学を専門としていない教員で  

あり、心理学専門科目は残りの10名が担当している。   

子ども学科は、平成18（2006）年4月、それまでの人間関係学科を改組する形で人間  

関係学部に入学定員80人をもって設置された。現在（平成19（2007）年5月）2年生  

が48人、1年生が110人と学年間でバランスを欠いているものの、教員の構成は改組  

申請書と変わっておらず、教授10名、講師4名、計14名となっている。   

子ども学科は、「子どもそのもの」と「子どもに関わるもの」を対象にした学問であ  

る。従来、この領域・分野は「児童学」r保育学」「幼児教育学」といった名称を冠し  

ていたが、より広範な「子ども」の諸問題を扱う必要性が認識されるに至り、近年、  

「子ども学」が広く認知されるようになってきている。幸い人間関係学を継承する本  
学の「子ども学科」は、多様な学問領域を学際的に構造化することによって対応して  

いる。とはいえ、子ども学科は保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の免許の取得を狙い、  
保育園、幼稚園、ノト学校での教育実習が必修となるので具体的な実習計画が必要とな  

ってくる。   

付属研究施設であるライフサイエンス・センターは、バイオサイエンス研究センタ  
ー運営委員会によって運営されている。東海学院大学大学・東海学院大学短期大学部  

の専任の教員のうちから選出された各1名、所長、センター研究部円から各1名、そ  

の他委員会が必要と認める看で構成される。   

2－1－② 大学院を有する場合は、その教育研究上の目的を達成するために必要な  

研究科等の教育研究組織の規模、構成を有しているか。   
大学院として、人間関係学研究科修士課程が置かれている。人間関係学研究科は臨  

床心理学専攻の1専攻であり、附属機関として心理臨床センターを有している。人間  

関係学研究科の目的は学則の第1条第1項に明示されるように、r学術の理論及び応用  

を教授研究し、その深奥を極めて、文化の進展に寄与すること」であり、さらに臨床  
心理学専攻の教育研究目的は、「心の問題に取り組み、解決に努めると共に、予防活動  
を展開できる人材を養成し、地域社会に貢献することを目的とする。そのため臨床心  
理学領域の専門的知識と技量、および豊かな人間性を有する人材を育成していく。」（学  

則第4条の2）としている。平成17（2005）年度には、文学研究科人間文化専攻のカリ  

キュラム改組を実施し、臨床心理学領域において格段の強化を行なった。さらに、平  
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成19（2007）年度より研究科・専攻の名称変更を実施し、臨床心理士指定大学院の認定  

を受けた。   

入学定員数は7人、収容定員数は14人であるが、平成19（2007）年度は1年次9人、  

2年次11人（うち留年3人）、合計在籍学生数は20人である。教員構成としては、専  

任教員13人（教授7人、准教授3人、講師1人、特任教授1人、特任准教授1人）、  

非常勤講師2人となっている。   

また、このような教育研究の目的を達成するために、大学付属図書館は大学院生向  

けの予算を計上しており、大学院生の研究の活性化を目指している。   

大学院附属心理臨床センターは、人間関係学研究科の教育・研究活動を支援してい  

る。センターの構成員は、臨床心理学専攻の教員8人、学部心理学科教員2人、さら  

に非常勤センター員2人の計12人である。センター内には心理相談室が設置されてお  

り、地域に対する心理塩床領域で貢献するとともに、臨床心理学専攻臨床心理実習の  

学内実習施設として利用されている。また、専任教員を中心として各種プロジェクト  

研究や実践活動が行われており、今後の更なる進展が期待される。  

2－1－③ 教育研究の基本的な租繊（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究  

上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。   

総合福祉学部総合福祉学科は、学部共通科目によって教養教育を人間関係学部と共  

有すると共に、建学の精神及び大学の教育目的に則る専門教育を実施している。また、  

学科代表の委員で構成される各種委員会や教授会を通じて他学部、他学科と相互に適  

切な関連性を保っており、福祉実習センターとも随時適切な関連性を保っている。学  

生に何か問題が生じた場合には、まず学科担任教員がその間題の把握にあたり、その  

状況は必要に応じて学科主任に報告される。学科内で対応がむずかしい問題は、総合  

福祉学科主任から他学科主任に報告・相談がなされ、必要な場合には、さらに事務局  

の関係部署と連携をとりながら、学長・副学長にも報告・相談が行われる。全学的対  

処が必要な場合には、さらに関係委員会・教授会に問題が提起されている。以上より、  

総合福祉学科は、大学の使命・目的を達成するための組織として、おおむね適切に構  

成され、かつ、他組織との相互の適切な関連性が保たれている。   

人間関係学部においても、学部共通科目によって教養教育を総合福祉学部と共有する  

と共に、心理学科および子ども学科において、建学の精神及び大学の教育目的に則る専  

門教育を実施している。また学部共通科目（教育心理学、保育内容総論などの17科目）  

を通して、人間関係学部の教育目標達成のために両学科連携のもとに心理学と子ども学  

の基礎的領域を共有し、基礎的知識とスキルの洒養に努めている。   

心理学科では心理学専門教員のほとんどが大学院教員を兼ねていることから、学部教  

育と大学院教育との一貫性は非常に綿密に保たれている。また、専門的な活動において  

学部学生と大学院生の交流も盛んであり、学部と大学院との間には適切な関連が形成さ  

れている。   

一方、人間関係学科を継承する子ども学科の教育内容は、学際性に富む教育研究で  

あるとともに、教科教育や保育内容研究の分野においては、実技や体験学習を含むこ  
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とが少なくない。講義系科目と演習系科目の関連性を持たせることは勿論のこと、授  

業担当者間における連携が求められるところであり、学科会議において情報交換をお  
こなっている。ほとんどの学生が保育士や幼稚園教諭の資格取得を目指しているが、2  

年次の後期から4年次にかけて保育実習や幼稚園教育実習を行うことになっており、  

その前提として「子ども学フィールドワーク」を位置づけ、チームティーチング方式  

を交えて取り組んでいるe   

大学院人間関係学研究科修士課程路床心理学専攻は、前身である文学研究科英米文  

化専攻と人間文化専攻が、もともと文学部英米文化学科・美学美術史学科および人間  
関係学科を母体としていたのに対して、心理学科と直線的な教育体系をもつことにな  
り、心理学科の中でも臨床心理学コースが最も関連が深い。一方、人間関係学部子ど  

も学科や総合福祉学科との関連性は少ない。人間関係学部と総合福祉学部とは福祉学  
科教員1人が社会病理学特論を担当しているのみで、学部間の関連性は弱い。   

さらに、大学院付属心理臨床センターは、臨床心理学専攻学生の臨床心理実習等の  

施設である。1、2年次の実習（臨床心理基礎実習と臨床心理実習）は、この施設を  

中心として実施されており、センター員の連携の下で、教育■研究活動が行なわれて  
いる。  

（2）2－1の自己評価   

総合福祉学都総合福祉学科の教育研究組織は、「人や社会にたいするあたたかい関心  

をもつ豊かな人格の形成と、社会福祉の専門家であるソーシャルワーカーの育成」と  
いう総合福祉学科の教育研究上の目的を達成するために適切な規模・構成となってい  

る。   

人間関係学部心理学科では18人の教員が在籍しているが、このうち8人は心理学を専  

門としない教員である。1年生を中心とした教養教育については、心理学担当教員と教  

養科目を主に担当する教員が連携を保ち両者がうまく補い合って教育がなされている。  

しかし、2年生以上の専門教育になると、心理学専門科目を担当しない教員の関与が難  

しい。専門科目や卒論指導などに加え、心理学専門科目担当の教員のほとんどが大学院  

教員を兼担し、大学院教育との連携性を保つという意義、役割、効果を持ち、誇りとな  
っている。反面、専門科目を担当しない教具と比べ、負担過剰となっている。この点は  
教員当たりのコマ数、学生数等を調査することが必要である。   

大学院人間関係学研究科修士課程臨床心理学専攻は、その教育研究上の目的を達成  
するために、適切な規模、構成であると考えられるが、大学の共学化など、状況の変  
化や地域社会のニーズに対応し、定員増を検討する必要もあると考えられる。また、  
大学院付属心理臨床センターは、臨床心理学専攻の実習施設であるが、臨床心理士の  
第一種指定大学院として認可され、ケース数が急激に増加し、成果をあげてきた。本  

学では大学院担当教員は学部科目も多く兼任しており、今後の課題としている。授業  

コマ数の関係上、教員がスーパーバイズする院生数や大学院生をティーチング・アシ  
スタント（TEA）として括用制度を検討しているところである。   

さらに、人間関係学部心理学科と大部分教員が重複していることもあり、その教育  
目的を達成するため、相互の連携は極めてスムーズに行なわれている。また、学部組  
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織と研究科委員会との連携も問題はない。しかし、学部の委員会組織で行なわれてい  
る学内業務が、研究科委員会では担当教員が個別に対応している現状があり、業務に  

よっては負担が過剰になっている部分も見られる。大学院附属心理臨床センターは、  
日常的な業務を処理するためにセンター会涛を置くと定めており、センターの管理運  
営・事業計画・予算に関する事項については管理運営委員会が審議することとなって  

いる。しかし、管理運営委員会が適切に機能しているとは言い掛、状況にある。セン  
ターの年間事業計画、実施計画をたて、事後評価を開始している。  

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画）   

総合福祉学都総合福祉学科は、平成20（2008）年度から介護福祉コースの増設が計画  

されており、収容定員を満たす努力は続けられている。こうして、「人や社会にたいす  

るあたたかい関心をもつ豊かな人格の形成と、社会福祉の専門家であるソーシャルワ  
ーカーの育成」という総合福祉学科の教育研究上の目的がいっそう達成される予定と  
なっている。   

人間関係学部では、平成19（2007）年度の共学化に伴い、入学者は倍増した。まず、  

心理学科では平成19（2007）年度の入学生が126人と入学定員を充足し、16人上回った状  

況となっている。平成20（2008）年からは126人に対する2年生からの専門教育が加わり、  

現在よりもさらに教員の持ちコマ数が増加することが予想される。平成20（2008）年度に  

は、持ちコマ数の過不足、一人当たり学生数の調整やカリキュラムの見直し、必要とあ  

れば教員の増員も必要であろう。   
大学院人間関係学研究科修士課程臨床心理学専攻は、前述の教育研究上の目的を達  

成するために、適切な規模・構成であると考えられるが、今後、学内外のニーズに応  

えて、定員増を検討することも計画している。なお、臨床心理学専攻が学部心理学科  
と直結した教育体制を有していることによって、両者の密接な関連はもたれているが、  

他学部他学科との関連はほとんど見られない。地域社会における心理臨床という仕事  
は、社会福祉や学校教育とも密接に関係しており、大学院生の幅広い適応力を洒養す  
るためにも、今後他学科との連携が必要と思われる。   

さらに、大学院附属心理臨床センターは臨床心理学専攻の実習施設であるが、臨床  
心理士の第一種指定大学院として認可され、ケース数が急激に増加し、成果を挙げて  

きている。教員がスーパーバイズを担当する院生数を適正化したり、大学院生を活用  
するためにも、今後は詳細な年間事業計画をたてる必要があろう。また、教育研究機  
関の相互の連携性について言えば、本センターの構成員として総合福祉学科教員1人  

が参加しているが、上のように、学際的なプロジェクトを活性化するためにも、児童  

福祉や障害児教育の専門教員にも門戸を広げることが考えられる。   

2－2．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられている  

こと。  

（1）事実の説明（現状）  

2－2一① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。   

本学の教養教育は、建学の精神および「幅広い心の理解と豊かな自己表現力」とい  
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う教養教育のコンセプトをもって、教養科目運営委員会が運営している。教養科目運  
営委員会は、教授会の委嘱を受けた委員会組織の一つであり、教養科目および自由科  

目に関すること全般、すなわち理念の構築、カリキュラムの編成、担当者の人選など  

を担当する。教養科目運営委員会は、各学科から1人ずつ選出された委員および教務  

委員長、教務部長で構成され、教務委員会および事務局教務部と密接な協力関係を持  
つ。扱う案件によっては、委員長が教養科目担当者会議を招集して、協議を行うこと  
がある。教養科計担当者会議は、教養科目を担当する専任教員全員で構成される。   

2－2－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。   

教養科計運営委員会が教養科目および自由科目の運営全般にかかわる体制は、実は  
まだ歴史が浅い。かつて本学の教養教育は、専門各学科とならぷ一般教育等を管轄す  
る部門が運営していたが、大学設置基準の大綱化を受けて、教養学科のスタッフはす  

ペて専門各学科に分属した。これにともなって各学科を横断する形で学部共通科目委  
員会が設けられ、教貴科目の運営に当たることになったが、教養科目の構成が長期間  

ほとんど変わらなかったこともあり、求心力に欠け、権限も曖昧なこの委員会は、時  

間割編成用の組織となった感があった。ところが平成16（2004）年度から積極的に行わ  

れた本学の教育改革と学科再編によって、教養カリキュラムは一新された。そしてこ  
の後、新教養カリキュラムの運営責任はすべて、学部共通科目委員会を改めた教養科  

目運営委員会に委嘱されることになった。現在の教養科目運営委員会は、こうした経  
緯のうえに成っている。一旦硬直した組織を再び活性化させるのは、なかなか容易で  
はなく、このため現状の教養科目運営委員会による運営は、必ずしも円滑に機能して  

いるとはいえない状況ではあるが、すでに教養科目運営委員会には教養科目および自  

由科目運営の責任が委ねられている。今後も漸次、教養教育全般に主体的に取り組め  
る体制を整えていきたい。  

（2）2－2の自己評価   

教養科目運営委員会は、時間割の作成・調整作業に追われながらも、積極的な教養  
科目運営に関わり始めている。たとえば多数の教員が担当する教養科目「教養ゼミナ  
ール」「日本語表現」には、この内容について明確な指針を定めた。また、新しい「キ  

ャリアアップ科目」「コンソーシアム科目」には、誅義の内容と担当者の策定を進めて  

いる。そしてまた補助金を得て教養教育の工夫・改善に取り組み、「授業内容定着のた  
めのプロジェクト」を実施中である。これらはすべて担当教員と緊密に連絡調整して  
行なわれ、こうした活動は全学に共通意識として浸透しつつある。   

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画）   

教養科目運営委員会は、教務委員会などとの連携によって一通りの機能を果たして  
はいるが、今後、教養教育の質の向上を図っていくには、まだ能力が十分とはいえな  
い。今後、教養科目運営委員会の能力をさらに高めていく必要がある。本学の教員は、  

教養科目担当者も専門科目担当者もすべて各学科に所属している。このため教員は各  
学科のカリキュラム運営の都合を優先せざるをえない。教養教育への目配りは、専門  
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科目に比べて疎かになりがちである。これは本学の組織構造が抱える難しい一面であ  

る。   

こうした中で教養教育が建学の精神および教養教育のコンセプトを実現し、専門教  

育とともに十全の教育効果をあげるためには、教養科目運営委員会がより強力な運用  
能力を持つ必要がある。もし権限の問題などが生じて委員会としての活動に限界があ  

るようであれば、より強力な組織に改編することも視野に入れている。   

2－3．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者  

の要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。  

く1）事実の説明（現状）  

2－3－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。   

本学総合福祉学部および人間関係学部の意志決定機関は教授会であり、学則や教育  

課程をはじめとする教育方針等を審議する。また教授会の下に教務委員会が設置され  
ており、両学部各学科より代表が選出され、カリキュラムや時間割編成などに関する  

審議が行なわれる。   

総合福祉学部総合福祉学科の意思決定機関としては、総合福祉学科会があり、定例  
では月1回開かれており、他は必要に応じて随時臨時の総合福祉学科会が開かれてい  

る。学科からは各種委員が選出され、各種委員会に学科からの要望を出す一方で、委  
員会から持ち帰りとなった検討課題を所属学科会に提出・審議してその意見を再度委  
員会に返している。   

人間関係学部の心理学科の意志決定機関として心理学科会があり、定例では毎月1回  

第2水曜日の午後に開催されている。学内の教育・研究の充実を図るために、学科から  

選出された委員からなる教務委員会、研究支援委員会が設けられ、学科会で検討された  
議題が教務委員会、研究支援委員会にかけられ、その後、主任教授会、教授会で議論が  

なされている。   

子ども学科では、科目履修については、教務委員会で調整が図られている。しかし、  

教育課程の構造化を実質的に有効ならしめ、学修の効果を高めるためには、例えば、  
授業内容の関連性をたもつなど、他学科（特に、心理学科と総合福祉学科）との関係  

性が保たれていることが望ましい。授業内容に関わる意見交換を行うなどの学科間交  

流はこれからの課題である。   

大学院人間関係学研究科は意志決定機関として、大学院学則第6条第2項に基づき  

研究科委員会を設置している。その構成員は、専任教員、学長、副学長、総務部長、  
教務部長、学生部長、キャリアサポート部長及び入試広報センター長である。また、  
必要に応じて′ト委員会を設けることができるとしているが（研究科委員会規程第2粂  

第2項）、平成19（2007）年度は、学部の委員が兼任することとなった。研究科委員会  

と学部数授会はそれぞれの教育・研究と運営のために併置されているが、学長、副学  

長、研究科長及び事務局部局長は学部主任教授会のメンバーとなっており、両者の連  

携をとることとしている。本学の研究科は、臨床心理学専攻のみで構成されているた  
め、特に専攻会議規程を定めてはいない。しかし、教育課程やカリキュラム、学生指  
導の詳細な事項を検討する必要もあり、適宜、臨床心理学専攻専任教員によって会議  
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を持っている。そこで審議された事項を研究科委員会にあげて再度検討することもあ  

る。   

大学院附属心理臨床センターは、日常的な業務を処理するためにセンター会議を置  

く、と定めており、センターの管理運営・事業計画・予算に関する事項については管  

理運営委員会が審議することとなっている。  

2－3－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習  

者の要求に対応できるよう十分に機能しているか。   

本学総合福祉学部および人間関係学部の意志決定機関は教授会であり、大学の使命・  

目的を達成するために、学科会や各種委員会の検討事項について最終的な審議を行なっ  

ており、十分に機能しているといえる。また、学習者からの要求については、学生によ  

る授業評価や「学生の声」投書箱、年2回行われる学生総会における学生の要望などを  

担当部署、委員会で検討し、その都度改善がなされおり、教授会において報告されてい  

る。   

総合福祉学部総合福祉学科の学科会議は、各員の意志・判断の反映や共通認識など  

円滑に運営されており、大学の使命・目的に関わる事項や、学習者の要求に関わる事  

項も、必要に応じてそれぞれ審議されている。その中で全学的に提案が必要なものは、  

各種委員会に提案・審議され、必要なものはさらに主任教授会・教授会で審議されて  

いる。   

人間関係学部JL、理学科においては、学習者からの要求については、学生による授業評  

価や「学生の声」投書箱、年2回行われる学生総会における学生の要望などを担当部署、  

委員会で検討し、その都度改善がなされているb   

一方、子ども学科では、学科が設置されて1年半余であり、当初の目標や狙いに沿  

って実施してきているが総合的には第1回卒業生を送り出す時点で明らかになろう。  

学生による個々の享受業者に対する評価は一都行われているが、学科全体のイメージに  

対して、現段階においていかなるものであるか中間的な評価を行う必要もあろう。ま  

た、今後の保育・幼稚園・小学校の教育実習を学生が体験することによって、本学で  

の教育について、学生の学習へのさまざまな要求をいかに効果的に汲み取るか、その  

ための実習センター等の設置など方策が求められるところである。   

大学院人間関係学研究科の意志決定機関である研究科委員会は、大学の建学の精神  

を大学院教育に体現すべく、教育研究の目的を学則に明記している。すなわち、「学術  

の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与すること」（学  

則第1粂第1項）を目的とし、さらに臨床心理学専攻は、「心の問題に取り組み、解決  

に努めると共に、予防活動を展開できる人材を養成し、地域社会に貢献することを目  

的とする。そのため臨床心理学領域の専門的知識と技量、および豊かな人間性を有す  

る人材を育成していく。」（学則第4粂の2）。こうした研究科の目的を達成するため、  

教育・研究活動を進めることとしており、必要に応じて学則等の各種規定の整備、教  

育課程や教員人事を検討している。   

学部学生については、大学に対する要求をまとめる機能を学生会が果たしているが、  

大学院においてはこれに相当する組織はない。一方、教育面での学生のニーズは授業  
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評価によって把握することができる。平成18（2006）年度に行なわれた大学院設置基準  

の改正に伴い、本研究科でもFDの実施を学則に明記した（学則第30粂の2）。大学  

院附属心理臨床センターは、臨床心理学専攻の実習科目を中心として、大学院の教育  

研究活動に密接に関わっているが、研究科委員会に対して年間計画や活動状況を報告  

する義務を付されていない。この点は来年度検討しなければならない。  

（2）2－3の自己評価   

本学両学部の教育課鎧等については、教授会が最終審議機関であり、大学の使命・  

目的や学習者の要求に対して各学科や委員会が検討・実施した対応事項を把握してい  

る。   

総合福祉学部総合福祉学科では、総合福祉学科会による意思決定過程が、大学の使  

命・目的および学習者の要求に対応できるよう整備され機能していると言える。しか  

し、現在、学科再編の途上であり、一部の教員が複数学科にまたがって実質的に所属  

しているため、各学科会議の開催時間をずらさざるを得ないため、学科会議の時間が  

必ずしも十分に確保できないという問題がある。また、「学習者の要求に対応できる」  

ような機能を十分発揮するためには、目先の要求だけではなく、中・長期的な学習者  

の要求把握とその対応策検討を行っていく必要がある。そのような検討を行う機関が  

全学的に常時存在できると現在以上に学科が時代の動向に対応できるものと思われる。   

人間関係学部心理学科における現状では、教務委員会ではカリキュラムの検討や時間  

割の作成といった実務的な作業に追われ、教育に関わる本質的な議論が十分なされてい  

るとは言い難い。研究支援委員会では現在のところ紀要の編集作業が中心となっており、  

近年は科研費申請の説明会の実施なども行われているが、研究に関する本質的な議論が  

なされるところまでいっていない。   

子ども学科においても、教育目標を達成するための教育課程を実施し、学習者の要求  

は授業評価等によっておおむね把握できている。今後、学年進行に伴い、実習科目等を  

中心として、学習者の状況に応じて充実させていく必要がある。   

大学院人間関係学研究科においては、学部の委員会組織で行なわれている学内業務  

が、研究科委員会では担当教員が個別に対応している現状があり、業務によっては負  

担が過剰になっている部分も見られる。今後、部門によっては小委員会を組織化する  

必要があると考える。また、大学院附属心理臨床センターでは、本センターの管理運  

営委員会は適切に機能しているとは言い難い状況もある。今後、現状に即した組織編  

成を検討する必要があると思われる。  

く3）2－3の改善・向上方策（将来計画）   

総合福祉学部総合福祉学科においては、学科再編が平成21（2009）年からは落ち着く  

ため、それ以降は複数学科にまたがって所属する教員がなくなり、各学科会議も同一  

日の同一時間に平行して行われるようになる。それゆえ、現在の学科会議時間不足問  

題は解消されるものと思われる。今後、中・長期的に学習者の要求把握とその対応策  

検討を行えるような全学的機関の設置が望まれる。   

人間関係学部心理学科では、学習者の要求に対応するためには、学生からの授業評  
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価を活用し、学科内の教員の教育力を高めることが必要である。現状では授業評価は  
担当教員に伝えられるだけであるが、授業評価を公表し、高い評価を得ている授業の  

公開などを行い、FDに活用することを検討していく必要がある。また、教員の研究意  

欲を高めていくために、実質的な研究に関わる学内意志決定機関を明確に定め、教員の  

研究費の整備をすることも必要であると思われる。   
子ども学科ではいよいよ3年生に進級し、保育・幼稚園、′ト学校の教育実習が始まる  

がそれに向けて全力を傾注しなければならない。  

大学院人間関係学研究科においては、学習者のニーズに応えながら、実習科目を中心  

に教育体制を整備すると共に、部門によっては小委員会を組織化することも計画してい  

る。  

［基準2の自己評価］   

本学は、総合福祉学部と人間関係学部及び大学院の人間関係学研究科が設置されて  
いる。学部数育として、総合福祉学部には総合福祉学科（収容定員240人）、人間関係  

学部に心理学科（収容定員4糾人）と子ども学科（収容定員320人）が置かれている。  

総合福祉学都総合福祉学科の専任教員は15人、人間関係学瓢L、理学科の専任教員は  

18人、子ども学科の専任教員は13人である。大学院として、人間関係学研究科修士  

課程臨床心理学専攻が置かれており、附属機関として心理臨床センターを有している。  
大学院の専任教員は13人、院附属心理臨床センターの構成員は12人である。   

総合福祉学部総合福祉学科および人間関係学部子ども学科は、教育研究上の目的を  
達成するために適切な規模・構成となっている。一方、心理学専門科目担当の教員の  
ほとんどが大学院教員を兼捜し、その負担過剰となっている。   

また、大学院人間関係学研究科修士課程臨床心理学専攻は、その教育研究上の目的  
を達成するために、適切な規模、構成であると考えられる。人間関係学部心理学科と  

大部分教員が重複していることもあり、その教育目的を達成するため、相互の連携は  
極めてスムーズに行なわれている。大学院附属心理臨床センターは、日常的な業務を  
処理するためにセンター会議を置くと定めているが、運営管理の面で適切に機能して  
いるとは言い難い状況にある。   

本学においては，人間形成のための教養教育は、主として教養科目運営委員会が運営  

している。現状の教養科目運営委員会による運営は、必ずしも円滑に機能していると  
はいえない状況ではあるが、今後、教責教育全般に主体的に取り組める体制を整えて  
いきたい。   

次に、教育方針等を形成する組織と意志決定過程についてであるが、本学では総合福祉  

学部および人間関係学部の意志決定機関は教授会であり、学則や教育課程をはじめと  
する教育方針等を審議する。また教授会の下に教務委員会が設置されており、両学部  
各学科より代表が選出され、カリキュラムや時間割編成などに関する審議が行なわれ  

る。   

さらに大学院人間関係学研究科は、教育方針等の意志決定機関として研究科委員会  
を設置している。研究科委員会と学部教授会はそれぞれの教育・研究と運営のために  
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併置されているが、学長、副学長、研究科長及び事務局部局長は学部主任教授会のメ  
ンバーとなっており、両者の連携をとることとしている。研究科委員会内の業務によ  

っては負担が過剰になっている部分も見られる。   
大学院附属心理臨床センターは、日常的な業務を処理するためにセンター会話をお  

いており、センターの管理運営等については管理運営委員会が審議することとなって  

いる。管理運営委員会は適切に機能しているとは言い難い状況もある。今後、現状に  

即した組織編成を検討する必要があると思われる  

［基準2の改善・向上方策く将来計画）］   

まず、基本的な組織の規模・構成についてであるが、総合福祉学部総合福祉学科は、  
平成20（2008）年度から介護福祉コースの増設が計画されており、収容定員を満たす努  

力は続けられている。また、人間関係学部では、平成19（2007）年度の共学化に伴い、  

入学者は倍増した。心理学科においては大学院の担当教員も多いことから、担当科目数が  

過重になることも考えられ、人員の補充などの方策も計画している。   

一方、大学院人間関係学研究科は、人間関係学部心理学科との連携は十分にとれて  
いるが、臨床心理学専攻の教育目的に掲げられている、「地域社会における心理臨床」  
というテーマは、社会福祉や学校数育とも密接に関係している。大学院生の幅広い適  

応力を酒養するためにも、今後総合福祉学科や子ども学科との連携が必要と思われる。  
大学院附属心理臨床センターは臨床心理学専攻の実習施設であるが、臨床心理士の第  

一種指定大学院として認可され、ケース数が急増し、成果を挙げている。今後は詳細  

な年間事業計画をたて、事後評価を開始するところである。   
人間形成を目的とした教養教育が、建学の精神および教養教育のコンセプトを実現  

し、専門教育とともに十全の教育効果をあげるためには、教養科目運営委員会がより  

強力な運用能力を持つ必要がある。もし権限の問題などが生じて委員会としての活動  
に限界があるようであれば、より強力な組織に改編することも視野に入れている。   
大学の使命・目的および学習者の要求に十分対応できように、教育方針等に関する意志  

決定が整備されているかという点に関しては、おおむね体制が確立されていると言えよう。   
総合福祉学部総合福祉学科においては、今後、中・長期的に学習者の要求把握とその対  

応策検討を行えるような全学的機関の設置が望まれる。また、人間関係学部心理学科では、  
学習者の要求に対応するためには、学生からの授業評価を活用し、FDに活用することを  

検討していく必要がある。さらに、子ども学科ではいよいよ3年生に進級し、保育・幼稚  

園、小学校の教育実習が始まるがそれに向けて全力を傾注しなければならない。  

大学院人間関係学研究科においては、学習者のニーズに応えながら、実習科目を中心  

に教育体制を整備すると共に、部門によっては小委員会を組織化することも計画してい  

る。  
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基準3．教育課程  

3－1．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

3－1－（か 建学の精神一大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、  

学部、研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。   

東海学院大学の建学の精神は、基準1．で論じられたように、「国際的視野を備えた  

創造性と行動力豊かな教養人の育成」である。前身の東海女子大学では、「女性の育成」  

となっていたが、共学化にともない「教養人の育成」として変更されたのである．この  

教養人の概念には、いわゆる教養を研鍔した人間であると共に、その専門領域におけ  

るスペシャリストであることと理解している。   

東海学院大学は、総合福祉学部（平成18（2006〉年度より文学部から変更）の総合福  

祉学科と人間関係学部（平成14（2002）年度より）の心理学科、子ども学科（平成  

18（2006）年度より人間関係学科を改組）から構成されている。さらに、大学院は、平  

成10（1998）年度文学研究科として発足したが、平成19（2007）年度より人間関係学研究  

科（臨床心理学専攻）へと改組されている。これらの大学院、学部、学科の改組、転  

換は、少子化・高齢化社会、情報化社会といった社会の変化、地域社会や家族の変化  

などによって生じた、新しい社会的需要と学生のニーズの変化に対応しようと努力し  

てきた結果なのである。   

さて、教養教育の改善のために、教養教育の前提として、どのような学生を育てた  

いのか、について考え、その結果として、専門教育の前に、学生の暖かい心の育成と  

人間づくりが重要であるとの理解に至った。そこから、教養教育のコンセプトとして、  

r幅広い心の理解と豊かな自己表現力」が設定された。このコンセプトは、心理学科  

と福祉学科との整合性をもたせたのである。またその頃の、人間関係学科を子ども学  

科に改組する試みは、平成18（2006）年度より開設される運びとなったが、教養教育の  

カリキュラム改革と歩調を合わせ、現在にいたっている。ところで、これらの教養科  

目は、総合福祉学都と人間関係学部の双方に共通である。   

なお、本学の建学の精神、学部・学科の教育課程の理想や学習目標を定め、毎年発  

行される『履修のてびき』『学生便覧』、インターネットによるホームページでも、ウ  

ェブ・シラバスなどを通じて、学生と一般社会に向けて周知する努力を行っている。   

総合福祉学部は平成19（2007）年度までは1学部1学科体制であるため、総合福祉学  

科のみの1学科から構成されている。   

総合福祉学科は、人や社会にたいするあたたかい関心をもつ豊かな人格の形成と、  

社会福祉の専門家であるソーシャルワーカーの育成を教育目的・目標として設定して  

いる。「人や社会にたいするあたたかい関心をもつ豊かな人格」を持った「社会福祉の  

専門家であるソーシャルワーカーの育成」とは、本学の建学の精神である「国際的視  

野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」の具体的一形態である。この人材は、  

少子・高齢社会となっている現代日本の社会的需要を満たす一人材であるほか、社会  

福祉士国家試験受験資格・精神保健福祉士国家試験受験資格も取得可能な人材である  

ため、資格取得志向が年々強くなっている4年制大学入学希望学生のニーズにも適合  

している人材である。   

人間関係学部は、心理学科と子ども学科からなる。心理学が扱う、今日の多様で複  
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雑な心の諸問題は、家族、学校、地域社会、企業などの社会生活の場での人間関係の  

中で生起している。特に親子関係、夫婦関係を媒介とした、子育てにたいする支援、  

子育て文化などの問題は、子ども学科で扱われている。ここに、二つの学科が、それ  

ぞれ学問としての自立性を保ちつつ、相互に補完し合う関係として、同じ学部に位置  

づけられる理由がある。さらに、個別的に学科の目的についてみておこう。   

心理学科は、人間の心と行動について学習・研究する。現代社会における人間行動  

や人間形成、社会関係を、個人の心および行動の発達・適応に焦点を絞って心理学的  

にアプローチすることによって探り、解き明かす。また、現代社会における「人間性  

の回復」という観点により、今日的な心の諸問題（不登校、児童虐待、少年犯罪など）  

の原因と対処法について研究する。家庭と社会において心と行動に関する専門知識と  

心理的スキルを応用できる、有用な人材の育成を目的としている。   

子ども学科は、保育園・幼稚園・小学校での仕事を担う人材育成を目指しつつも、  

それだけではなく、社会の子育て文化の全般を維持し、発展させることのできる専門  

性をもった人材を育成することを目的とする。子どもの幸福を願い、自らもそれに貢  

献する意欲のある人間になってくれることを期待している。   

高度情報化、少子高齢化、グローバル化という現代社会の急激な変化を背景として、  

われわれを取り巻く地域社会ならびに家族・学校・企業などの人間関係の中で、子育  

て不安や児童虐待、不登校や家庭内暴力、青年期の引きこもり、中年期の抑うつや老  

年期の自殺など、さまざまな心の問題が生じつつある。このような社会背景のもと、  

臨床心理学に対する期待は非常に高まってきている。本学大学院人間関係学研究科臨  

床心理学専攻においては、平成18（2006）年度大学院設置基準の改正に伴い、学則第4  

条の2に専攻の目的を明記した。すなわち、建学の精神の中にある「創造性と行動力  

豊かな教養人の育成」という側面を、特に心理臨床の領域において発揮しつつ、専門  

的知識と技量、および豊かな人間性を有する人材の育成を目指している。幸いにも平  

成19（2007）年度、本学大学院は臨床心理士指定大学院1種の認可が下り、岐阜県初の  

臨床心理士養成のための学部・大学院一貫教育が可能になり、目標達成に大きな第一  

歩を踏み出したところである。   

3－1－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定さ  

れているか。   

本学では、大別すれば、幅広い教養による人格の陶冶とそれぞれの分野の専門的知  

識を習得し、と同時に専門的な技術、技能を体得した、社会的に有用な人材を育成す  

るという目的を達成するという方針のもとに教育課程を編成している。   

つまり、教育課程の編成方針として、2学部に共通の、幅広い教養を身につけるた  

めの「教養科目」と専門領域を極めるための、総合福祉学科と心理学科の「学科・コー  

ス編成」、同じ趣旨であるが、子ども学科の「学科・領域編成」とそれに対応した「コ  

ース別専門科目」、「領域別専門科目」を教育課程の骨格として配置している。その他に、  

資格にかかわる「専門関連科目」と「自由科目」も配置している。特に人間関係学部に  

おいては、心理学科と子ども学科に共通の「学部共通科目」、学科のコースや領域にま  

たがる「学科共通科目」、「学科コア科目」を置いている。（別資料の表3－2－1のカリキュ  

ラム表参照）  
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資格には、各学科に「教育職貞免許状」（幼稚園、小学校、中学、高校）（表3・1・1  

参照）、総合福祉学科に「社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験受検資格、子ども学  

科に「保育士」などがあり、それぞれその内容にふさわしい学科に配置されている。  

蓑3十1学部・学科と教員免許状の種類  

学部 学科   教員免許状の種類   免許教科   

総合福祉学部総合福祉学科  高等学校教諭一種免許状   福祉   

中学校教諭一種免許状  社会  

高等学校教諭一種免許状  公民  
人間関係学部心理学科  

（知的障害者）  
特別支援学校教諭一種免 許   （肢体不自由者）  

状  
（痛弱者）   

幼稚園教諭【種免許状  
人間関係学部子ども学科     小学校教諭一種免許状  

（出典＝『学生便覧』（平成19年度版、p．19））  

先にも述べたように、総合福祉学部と人間関係学部の双方に共通する「教養科目」  

は、自己表現力を高める科目群と人間と環境を総合的に理解する科目群からなる。自  
己表現科目は、日本語と英語のコ ミュニケーション能力を高め、コンピュータ・リテ  

ラシー、スポーツ実践、学問の楽しさを知る教養ゼミナール、キャリアアップのため  

の科目などからなる。   
人間と環境を総合的に理解する科目は、人間、さらにより広くこの人間を取り巻い  

ている環境にまで視点を伸ばす。つまり、その環境には、社会、文化、思想、自然、  
芸術、身体など幅広く含まれている。   
現在の日本では、福祉系の国家資格には、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉  

士の3つがある。総合福祉学科ではこのうち、社会福祉士と精神保健福祉士の国家試  

験受験資格が取得可能となっている。総合福祉学科は、地域生活支援コース、保健福  
祉コース、福祉スポーツコースの3コースから構成されているが、どのコースでも社  

会福祉士の国家試験受験資格は取得可能となっている。地域生活支援コースは特に社  
会福祉士としての訓練がより受けられる教育課程となっており、保健福祉コースは精  
神保健福祉士国家試験受験資格が取得できる教育課程となっており、福祉スポーツコ  
ースは特に福祉スポーツの素養をより持った社会福祉士が育成可能な教育課程となっ  

ている。   

社会福祉士と精神保健福祉士国家試験受験資格を取得する教育課程は法律で定めら  
れた標準的教育課程であるため、日本全国どの大学でも共通しているが、本学では、  
上記のように、標準的教育課程として定められている以外の科目も設置しているため、  
総合福祉学科の教育課程は「人や社会にたいするあたたかい関心をもつ豊かな人格」  
を持った「ソーシャルワーか－の育成」がより可能なものとして設定されている。   

心理学科では、実験・社会心理学、教育・発達心理学、臨床心理学の3コースを設  

置し、その専門性を追求している。心のしくみやはたらきにたいして、主に実験心理  
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学的手法と調査位や多変量解析を用いてアプローチする実験・社会心理学コースは、  
人間や動物のこころの動き、対人関係や集団の問題を科学的に解明し、知覚・認知・  
学習・社会など幅広く、心理学の基礎的分野をカバーする。心の発達・形成を中心テ  
ーマとした教育・発達心理学コースは、人間発達のメカニズムや教育への応用につい  

て学び、社会の中で適切な援助を行うための技能を身につける。こころの健康と適応  
に関する問題を扱う臨床心理学コースは、心理臨床、カウンセリングなど一人ひとり  
に対する心理的援助の実践的手法について学ぶ。   

次に、子ども学科は、コース制ではなく、領域制をとり、3領域に分けられている。  

その違いは、学生が選択したコースに縛られるのではなく、その興味、関心に応じて  
3領域から自由に選択することができる。以下、3領域についてみておこう。  

「人間の発達と理解」領域は、ヒトが生まれてからどのように成長・発達して「人  
間」となっていくのかを学ぶ。「子育て支援」の領域は、親だけではなく、子どもと接  
する人々や地域社会などを視野に入れた子育ての人間関係について考える。「子ども文  
化」の領域は、文化の伝承と発展を子どもの視点から捉え返す。   
人間関係学研究科・臨床心理学専攻の教育目的である「心の問題に取り組み、解決  

に努めると共に、予防活動を展開できる人材を養成し、地域社会に貢献することを目  
的とする。そのため臨床心理学領域の専門的知識と技量、および豊かな人間性を有す  
る人材を育成していく」（学則第5条）に基づき、臨床心理学関連の科目を中心に編成  

することを基本方針とした。まず、必修科目として臨床心理学特論、臨床心理面接特  
論、臨床心理査定実習、臨床心理基礎実習、臨床心理実習および特別研究がある。選  
択科目としては、心理学研究に関連するA群（心理学研究汝時論、心理統計学特論）、  

基礎心理学関係のB群（学習心理学特論、発達心理学特論、比較行動学特論）、社会  

的側面に関するC群（社会心理学特論、犯罪心理学特論、社会痛理学特論）、精神障  

害・発達障害関連のD群（精神医学特論、障害児（者）心理学特論）、臨床心理実践  

の方法に関するE群（心理療法特論、投影法特論、学校臨床心理学特論）があり、各  

群から1科目2単位以上計12単位以上履修することになっている。   

履修の年次計画としては、1年次に必修科目の臨床心理学講義科目と選択科目の多  

くを履修する。さらに、心理臨床の実践的基礎力を養成させるための臨床心理基礎実  
習も履修し、2年次では、臨床心理実習を中心に専門的知識と技量を培うとともに修  

士論文の作成を行なうことになる。   

3－1－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。   

日本社会の高度情報化、グロー／くル化・国際化において、日本の大学はユニバーサ  

ル化段階を迎えている。このような状況の中で、多様な、学力差がある学生にたいし  
ても学習意欲を刺激し、その後の社会生活がうまく送れるような、本当の「力」を身  
につけた学生を育てる教養教育が要請されている。教養人を育成するという意味で、  
前節で述べられたように、自己表現科目を設けており、いずれも少人数による演習、  
ゼミ形式を中心としてその教育効果を挙げようと努力している。ここでの少人数教育  
とは、「東海女子大学のカリキュラムの運用によるスリム化に関する規程」のI・1授  

業1教員当たりの受講生の適正な人数を定めるとして、演習については、15人から  

20人となっており、この人数の学生を対象とした演習を少人数教育と考える。特に演  
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習科目の「教養ゼミナール」は必修であり、幅広い教養を身につけ、より豊かな人間  

性を磨くという見地から、自ら学び、自ら考える態度を養うことを目的としている。  
つまり、学問的には、資料の調べ方、発表の仕方、レポート、論文の書き方を学ぶが、  

指導教員である教員と学生の人間的な交流の場でもある。   
心理学の3コースは、実験心理学を心理学共通の基礎的な方法論としながらも、心  

理学的調査法、心理検査、心理臨床、カウンセリングといった独自の方法、手法や応  
用にも力点を置き、それらの間のバランスを取りつつ、そこにコースの特徴と専門性  
を追求する。そのために、いずれのコースも演習、実習といった少人数教育を重視し、  
きめ細かい指導により一人ひとりの適性に応じた教育を実現することを掲げている。   

子ども学科の3領域は、心理学と教育学、社会学と社会福祉学、芸術と文化といっ  

た学問の分野・領域にそれぞれ対応するものであり、いずれも「子ども」を視座に据  
えて取り組む。さらにまた、3領域に共通するところの学科コア科目を軸にして履修  

が展開される。学科コア科目は、入学後の「子ども学概論」に始まり、1年生の後期  

と2年生前期に「子ども学フィールドワーク」が設けられている。ここでは「総合演  

習」とも相侯って、先ず「子ども」をその生活現場から見ることによって「何か」を  
感じ取り、子ども（人間）についての問題意識を育んでもらうことを目的としている。  

ここでも、演習などの少人数教育を心がけている。   

総合福祉学科では、①学科1学年定員が60人にもかかわらず3コースを設置して  

少人数教育が行われていること、②福祉援助技術演習・現場実習・実習指導がより丁  
寧に行われていること、の2点により、総合福祉学科の教育目的がより反映されるよ  

うな教育方法等が実践されている。   

人間関係学研究科・臨床心理学専攻の教育目的である「臨床心理学領域の専門的知  
識と技量を有する人材の育成」を目指して、高度な臨床心理学領域の科目を開講して  
おり、入学・進級時には綿密な履修ガイダンスを実施している。ウェブ・シラバスを  

活用し、個別相談を行ないつつ、履修計画と修士論文作成の指導を行なっている。ま  
た、アドミッション・ポリシーの一つとして「社会人のリカレント教育」を標株して  

おり、心理塩床の実践家ではあるが心理学の専門教育を学歴として持っていない社会  

人も受け入れることとなった。その場合には、基礎的な学部専門科目の履修も可能と  
し、修士課程への円滑な導入を企図している。修士論文の作成については、1年次の  

専門教育の中で各自のテーマを深化させること、2年次には特別研究を中心として、  

本題日の提出■中間発表・口頭試問といった年間スケジュールに則り進めていくこと  
になっている。   

平成19（2007）年度に本学大学院が臨床心理士指定大学院1種の認可が承認され、臨  

床心理士養成に向けた取り組みが本格化した。臨床心理士として必要な高度な知識を  
身につけるのはもちろんのこと、実践を通しての技能の修得にも努めている。実践の  
場は主として大学附属の心理臨床センター心理相談室であるが、それ以外に学校、病  

院、福祉施設等の各方面における実践的な訓練と体験の揚が多数用意されている。   

（2）3－1の自己評価   

教養教育の目的は、建学の精神にあるように、教養人の育成そのものである。より  
具体的には、暖かい心の育成、人づくりを目的とし、キーコンセプトとして「幅広い  
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心の理解と自己表現力の育成」である。教養科目の編成は、その日的に対応し、自己  
表現力を高める科目群と幅広い心（その後「人間」という表現に変更）とその環境を理解  

する科目群から構成される。教育方法として、少人数の演習やゼミ形式に力点をおい  
ている。この意味で、教育目的を設定し、その目的達成のための編成方針も適切に設  
定され、教育方法にも充分に反映されているといえる。   

さらに、平成19（2007）年度より、共学化によって男子学生が入学し、以前より全体  

として学生が増えた。これは、ある意味望ましいことであるが、これまでの特徴であ  
った少人数教育を維持するために、教育方法に見合った教員スタッフの補強が必要と  

いえよう。   

他方で、教養について時間の余裕をもって丁寧に学習できるようにと、平成18（加06）  

年度から、教養の修得単位数が40単位から30単位に縮小されている。単位数という  

量だけでなく、学生の学習の質に関心を寄せることは重要であるとはいえ、卒業単位  
の修得のみに目が向けられがちというのが学生の本音であろう。ということで、教養  
科目が30単位であることについて見直しも検討する必要がある。この30単位の内訳  

をみると、「自己表現力を高める科目群」が16単位、「心と環境を理解する科目群」が  

14単位である。選択科目群を含めた、それぞれの科目の合計単位数は、19単位と50  

単位であり、いかにもアンバランスであるといえよう。また、本学の建学の精神に咽  

際的視野を備えた」という観点が存在するが、現在の開講科目で充分なのか、検討を  

要する。   

また、岐阜県の国際ネットワークコンソーシアムの単位互換システムと教養教育と  

の関係も課題である。その今後の中心となる事業は、高大連携と教養科目の単位互換  
と考えられる。ここでは、大学間で教養科目の単位互換との関係が重要となるが、こ  
の流れに対応していく必要があり、大学にとってメリットがある。さらに、今後教養  
の単位互換の実質を高めていくためには、大学間の距離という物理的な制約を越える  
ためにeラーニング方式の講義の採用が必要となる。eラーニングとは、前もって録  

画された講義がインターネットを介して配信されるので、学生は直接講義を受講する  
のではなく、パソコンで受講できる講義である。本学ではeラーニングのソフト・ハ  

ードを担う人、組織についてその端緒についたばかりである。   
総合福祉学科は、教育目的が教育課程や教育方陰にかなり反映されていると言える。   
しかしながら、総合福祉学科は、「国際的視野を備えたJ人材の育成という点では、  

設置科目の点でいく分課題は持っている。さまざまな授業で国際的視野を踏まえた授  
業が行われているが、できれば「国際福祉論」のような科目が将来的に開講されるこ  

とがより望ましい。   

心理学科は、心理学を修めたことを証明する「認定心理士」の資格が取得できるこ  
とはある意味当然のことであろうが、そのために必要な分野が網羅されていることが  
明らかである。また、資格として、従来の養護学校教諭の免許状が、平成19（2007）年  

度より「特別支援学校教諭」として改変されたが、本学では、いち早くこれに対応し、  

認可を受けることができた。このことは、本学心理学科の教員の業績の充実ぶりと研  
究領域の多様性を意味している。また、大学院の臨床心理学専攻と学部とが臨床心理  
士の育成に向けて一環的な教育が可能となったという点で意義深い。   

とはいえ心理学科では、建学の精神と学科独自の教育目的との関係が不明確であり、  
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それがコース編成やカリキュラム配置に反映されているかどうかの判定を困難なもの  

にしている。「国際的視野を備えた、創造性と行動力豊かな教養人」という建学の精神  

を心理学という専門領域の中でどのように位置づけるかを検討していく必要がある。  

たとえば、「国際的視野」に関して、もともと心理学は欧米で発達した科学であり、学  

問の前提として学習していることは事実であるが、それにふさわしい専門科目はある  

のだろうか。また、心の問題がしきりに取り上げられる社会的要請、さらに大学全入  

時代という学生の学力低下という状況の下で、教育課程と教育方法をさらに模索して  

いくべきである。専門教育の中で、創造性や行動力の洒養を目指して、学外における  

ボランティア活動やサークル活動をポートフォリオ式にポイント加算していき、単位  

化することも考えられる。   

子ども学科も、平成18（2006）年度開設時には、保育士と幼稚園教諭の資格取得が可  

能であったが、平成19（2007）年度には、これに加えて小学校教諭も可能となった。こ  

れらの資格は、そのカリキュラムなどそれぞれ管轄している厚生労働省と文部科学省  

の認可を得ている。   

子ども学科では、教職科目としての「総合演習」や「子ども学フィールドワーク〕  

といった実践的で、現場を重視する演習科目では、少人数教育と共通する問題である  

が、学生の受講人数の限度を厳格に遵守する必要がある。これまた、結局のところ、  

保育実習、教育実習の事前・事後の指導や実地指導などの負担も今後予想されるので、  

勉学環境と資格取得を保障し、講義、演習などの質・レベルを確保するために、教員  

スタッフの補強が必要となろう。   

本学では、学科レベルでの教育目的・目標の明文化はなされているが、学部レベル  

においては明文化されていない。文部科学省の平成19（2007）年度「大学設置基準の一  

部改正」の通達によれば、「教育研究上の明確化」の項目があり、「大学は、学部、学  

科又は課程ごとに、人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定  

め、公表するものとする」となっている。したがって、平成19（2007）年度のうちに学  

部における教育目的を設定することが今後の課題であることは明白である。   

平成19（2007）年度人間関係学研究科においては、「臨床心理学領域の専門的知識と  

技量の育成」という教育目的に沿った教育課程が編成されている。しかし、心理臨床  

家にとって重要であると思われる「豊かな人間性の洒養」という部分については検討  

していく必要がある。さらに、専門的な理論や知識を修得することはもちろん、実践  

的な技能を身につけてもらうよう心理面按実習の機会を豊富に準備している。しかし、  

心理臨床の実習の機会が増えたことと自分の修士論文の作成、つまり、実習と研究の  

バランスをとることが肝要である。   

多様な学内外における臨床心理実習を重視しながら、これを修士論文の完成に繋が  

るような取り組みを目指し、実習と研究の統合に向けた方策を講じていきたい。さら  

に上記の教育目的を達成するために、就学上、適応上で心理臨床にまでは至らない問  

題を持つ学部学生を対象に、大学院生がカリキュラムや単位取得、科目の内容など学  

業面についてアドバイスするチューターや学生生活一般の悩みなどへの支援を行うピ  

ア・サポーターとして実践的活動を行なう場を提供し、心理臨床の準備段階とするこ  

とも考えられる。   

また、アドミッション・ポリシーの一つとして「社会人のリカレント教育」を教育  
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目的としているが、今後、社会人大学院生の利便を図り、夜間開講や土日開講の体制  
も検討すべきである。さらに、この地域におけるメンタルヘルスの貢献を目指して、  

教育・研究・実践施設の新たな開発、充実も考えられる。   
さらに、平成19（2007）年度には、大学院設置基準の改正に伴い、シラバスの充実と  

厳密な成績評価の実施、さらに授業評価の完全実施を行なうこととなった。これらの  
教育実践活動をFD（FacultyDevelopment）へと結びつけていくことも課題となってい  

る。さらに、社会人入試の定員枠の設定に伴い、3年以上の長期履修も可能としてい  

るが、その運営体制の整備を行なっていく必要がある。   

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画）   

3－1の改善・向上方策については、具体的な日程に上っていないので、残念ながら  

ここに記載することはできない。   

3－2．教育課程の編成方針に即して、体系的かつ達切に教育課程が設定されている  

こと。  

（1）事実の説明（現状）  

3－2－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。   

総合福祉学科では、地域生活支援コース、保健福祉コース、福祉スポーツコースの  

3つのコースに分かれているが、どのコースも社会福祉士の受験資格を取得すること  

が可能であるため、それに必要な科目を「共通専門科目」（「必修」および「選択」）  

として配置している。共通専門科目の「必修」は、段階を踏んで学べるように開講年  
次を定めている。また社会福祉士の受験資格取得のための必須科目ではないが、社会  
福祉を学ぶ上で歴史を学ぶことは有効であるため、「社会福祉発達史」を1年次に履修  

させている。   

「コース別専門科目」では、そのコースの特色を生かす科目が配置されている。自  
分の選択したコース以外のコースの科目を取得できるなど、学生の学ぶ意欲を尊重し  

た設定にしている。なかでも、保健福祉コースでは、精神保健福祉士の資格を取得す  
ることができるため、精神保健福祉士の指定科目が配置されている。本学では、精神  
保健福祉士のみの取得ではなく、社会福祉士の資格に重ねて取得することを推奨して  
おり、そのため保健福祉コースの開講年次は2年次以上に設定してある。   

心理学科のカリキュラムは、教養科目と学部共通科目、そして学科専門科目によっ  
て編成されている。教養科目は、前述したとおり全学に共通して体系づけられている。  
学部共通科目は人間関係学部に共通の専門科目である。学部共通科目は、基本的に選  
択科目であるが、とくに心理学にとって重要な科目を必修としている。学科専門科目  
は、共通専門科目、コース別専門科目、専門関連科目で構成されている。このうち共  
通専門科目は、心理学に必須の基礎専門科目で、大部分を必修とする。コース別専門  
科目は、臨床心理学、教育・発達心理学、実験・社会心理学の3コースに分けられ、  

学生は3年次にlコースを選ぶ。ただし学生は自分のコース以外に、他の2コースの  

科目も履修しなければならない。専門関連科目は、教職関連科目など主として心理学  
科で取得できる資格のための科目である。ただしこの専門関連科目には、他学科の専  
門科目を履修してもよく、これによって学生は他分野の学問にも触れることができる。  
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心理学科の専門科目は、概論科目を1年次、心理研究法や心理学検査・実験等の実  

習科目を2年次、各コースの講義・演習・実習科目を2年次から4年次に履修するこ   

とにしており、4年次の卒業論文の制作につなげている。なお、少人数の演習を必修  

科目として各年次に配置しており、担当教員が指導教員となり履修計画をはじめとし  
て大学生活全般の指導を行なっている。以上のように心理学科のカリキュラムは、心  
理学全般をきめ細かに履修することができ、かつ学生の様々なニーズ、興味に応えら  
れるよう体系的に編成されている。   

子ども学科では子ども文化、子育て支援、人間発達の3つの領域科目を設定し、各  

領域に偏ることなくカリキュラムを構成し、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格、ノト  
学校教諭一種免許状（平成19（2007）年度入学生から）に意欲的に挑戦できる教育課程  

を編成している。さらに、これらの教室で学んだ理論を実践するため、学科コア科目  
（必須科目）を受講することにより、実際に子どもたちに接する体験を通して理論が  

身に付いていくように教育課程を編成している。   

3－2－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。   

総合福祉学科における社会福祉士と精神保障福祉士国家試験受験資格を取得する教  
育課程は法律で定められており、授業科目や授業内容はそれに即している。   
地域生活支援コースでは、社会福祉士として幅広く活躍するために、受験資格の指  

定科目に加えて、独自の科目を配置している。たとえば、特徴的な科目として「絵本・  

クラフトによる自立生活支援」や「音楽による自立支援」などがあり、これらは言語  
によるコミュニケーションが困難な人とのコミュニケーション手段として有効である  

と同時に、芸術は生活を豊かにしてくれるという考えに基づき取り入れてある。   
保健福祉コースでは、精神保健福祉士の資格を取得することができるように、精神  

保健福祉士の指定科目が配置されている。   

福祉スポーツコースでは、「初級障害者スポーツ指導員」の資格も取得可能であり、  

スポーツの楽しさを伝えることのできる社会福祉士を養成するための科目を配置して  
いる。   

心理学科の授業科目は、編成方針に即し、学生に無理なく学力がつくように、また  
学生の意欲を引き出せるように、配置設定されている。1年次は、教養科引こよる幅  

広い視野と基礎的知識・技能の習得とともに、専門の基礎教育を開始する。「心理学概  
論」「実験心理学」「社会心理学J「発達心理学」「教育心理学」「性格心理学J「臨床心  

理学」が必修である。2年次は研究技法である「心理学研究法Ⅰ・Ⅱ」を学び、さら  

に「心理学実験」「心理学検査実習」「データ解析実習」などを選択必修とする。3年  

次からは、臨床心理学コース、教育・発達心理学コース、実験・社会心理学コースの  

3コースに分かれる。別紙資料の表3－2に示すように、臨床心理学コースでは「臨床  

心理査定法」や「心理療法論」などの講義科目、「臨床心理学演習卜Ⅱ」「ケースス  
タディ演習」「心理療法実習」などの演習・実習科目を配置している。教育・発達心理  
学コースでは「学校心理学」や「児童心理学」などの講義科目、「教育・発達心理学演  

習Ⅰ・コ」「スクールカウンセリング演習」「発達心理観察実習」などの演習・実習科  

目を選択履修としている。実験・社会心理学コースでは、「生理心理学」r学習心理学」  

などの講義科目、「実験・社会心理学演習」「社会心理学演習」「実験心理学実習」の済  
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習・実習科目を選択できるようにしている。それぞれの領域において基礎的科目から  
応用科目までを適切に配置している。そして、4年次は大学での勉学の集大成である  

卒業論文に取り組むことになる。それぞれの科目の内容は、ウェブ・シラバスで公開  
されているように、教員の専門性に即したオーソドックスなものとなっている。心理  
学科の各学年の演習科目は、全て20人前後までの少人数クラスである。教員は学生と  

親しく接して、自己学習の支援および研究の指導を行う。3年次からのコース選択は、  

学生の希望通りとする。したがって各コースのクラス数は学生の数によって調整する。   
子ども学科は「学部共通科目」、「学科コア科目」、「領域科目」、「関連専門科目」に  

沿って科目が配置されている。「学部共通科目」は、心理学科と共通の開講科目であり、  
3つの「領域科目」へ学修を積み上げる科目配置がされている。続く「領域科目」で  

は、学生各自の学びの興味に合わせ3つの領域（子ども文化、子育て支援、人間発達）  

から選択できるよう科目が配置されている。さらに、「学科コア科目」と「関連専門科  
巨＝では、「学部共通科目」と「領域科目」で学修した理論科目があり、さらに、1年  

次における保育園・幼稚園などで観察参加、2・3年次における保育所・施設実習、3・  

4年次の幼稚園りJ、学校の教育実習などの科目も配置され、入学時から保育所・幼稚  

園・′ト学校の教育の現場を視野に入れた実践科目として位置づけられており、つまり、  
理論と実践とのバランスがうまく取れるように工夫されている。   

3－2一③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。   

年間行事予定、授業期間の明示については、その年度ごとに『学生便覧』（学則第3  

章の修業年限、学年、学期及び授業期間）や『履修のてびき』『camp11SLi鮎（キャン  

パスライフ）』にそれぞれ「学年暦」「年間行事予定」「年間行事・授業予定」などとし  

て印刷され、学生に配布することで周知を図り、適切かつ厳格に運営されている。ま  
た、大学のホームページにも提示されており、いつでも確認することができる。  

1年間の授業を行う期間は、試験などの期間を含めて35遷になるように設定し、各  

授業科目の授業回数は、各学期とも試験期間も含めて15週である。本学では、保育士  

などの資格科目があるので、教員の休講や学生の実習期間に備えて、補講ができるよ  
うに少なくとも各学期とも1ないし2回分が確保できるように余裕を持たせて組んで  

いる。もちろん、通常の場合、教員は15回の講義で終了する。   

本学は、セメスター制をとっており、1学年を前期と後期の2学期に分け、前期を4  

月1日から9月30日まで、後期を10月1日から翌年3月31日までとしている。   

3－2－④ 年次別履修科目の上限と進級・卒業■修了要件が適切に定められ、適用  

されているか。   

学部の年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件は、『学生便覧』（学則第4条修  

業年限、第10条履修方法、第11粂単位の計算方法）や『履修のてぴき』（第Ⅰ部履  

修要項Ⅱの3単位）などに印刷し、学生に配布している。また、学期ごとのガイダン  

スで説明され、周知の徹底を図っている。   
まず、基本的な理解として単位制度についてみておこう。授業科目には、講義、演  

習、実験、実習などの種類がある。個々の科目の単位についての数え方は以下のよう  

である。  
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1単位の授業科目を45時間の学習をもって構成することを標準とする。ただし、単  

位を計算する上での1時間は45分で構成され、授業時間割上の1時限は2時間＝90  

分としている。   

（ア） 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。   

（イ） 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。   

表に示されているように（『履修のてぴき』平成19（2007）年度版、p．51）週1時限  

の授業では、講義及び演習は半期の授業で2単位（通年で4単位）となり、実験・実  

習は、半期の授業で1単位（通年で2単位）となる。   

さて、大学での学習は、予習、復習を行わないと充分な学習効果をあげることがで  

きず、単位の修得も困難となることもある。したがって、1年次と2年次においては、  

履修できる単位数の上限は、前期と後期合わせて60単位を超えることはできない。ま  

た、その逆に2年次までに最低修得しなければならない単位数も設定している。すな  

わち、2年次終了までに最低修得しなければならない単位数は50単位で、2年次終了  

までに50単位修得していないと4年間で卒業することが＃しくなるので、学生にこの  

点注意を喚起している。また、保護者にたいしても、新学期ごとに「成績表」を郵送  

したり、通常の単位修得から逸脱している場合には、その旨保護者に連絡したり、子  

息の勉学状況を把握してもらうよう、努力している。   

さらに、各学部の修業年限は4年とし8年を超えることはできない。本学に4年以  

上在学し、学科ごとに定める卒業に必要な単位数を124単位以上修得することを卒業  

要件としている。学部、学科ごとの卒業に必要な単位数は、下記の衷3・2－1に示すよ  

うに定められている。（『履修のてびき』平成19（2007）年度版、p．52の表参照）さら  

に、学科ごとの詳細な科目及び単位数の内訳は、『学生便覧』の学則別表でも示されて  

いる。  

表3・2－1学部・学科の卒業単位とその科目構成（平成19年度入学者）  

総合福祉学部 総合福祉学科  

教養科目   
自己表現力を高める科目群  14  
人間と環境を総合的に理解する科目群  16   

必修科目   30  

選択科目及び自他コース別専門科目  

共通専門科目  
（ただし、自コースのコース別専門科  

学科専門科目  
日必修20単位以上の自他コース別専  

門科目もこの44単位以上に含めるこ  

とができる）   

コース別専門科目   自コース科目   20   
合計  124   

人間関係学部 心理学科  

教養科目   
自己表現力を高める科目群   14  

人間と環境を総合的に理解する科目群   16   

学部共通科目  12   
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共通専門科目（心理学実験・心理学検査実習・データ解析実習の  32  

うち2科目必修）  

コース別専門科目   

学科専門科目  （各コースから6単位以上必修）  
いコースが卒業コースとな  38  

原則として修得単位数の一番多  
る  
専門関連科目   

12  
（ただし、他学部・他学科科目を含むことができる）   

合計  124   

人間関係学部 子ども学科  

自己表現力を高める科目群   14  
教養科目  

人間と環境を総合的に理解する科目群   16   

学部共通科目  12   

学科コア科目   20  

領域科目   
24  

学科専門科目  （各領域から8単位以上必修）  

専門関連科目   

38   （ただし、教養科目、学部共通科目、領域科目、他学部・他  

学科科目（4単位まで）を含むことができる   

合計  124  

（出典：『学生便覧』（平成19年度版、p．65））  

人間関係学研究科の履修方法及び修了要件は、『履修のてびき』などに印刷し配布し  
ている。また、学期ごとのガイダンスでも説明している。まず、単位の取得に関して  
は、必修科目は4科目14単位を1年次に、1科目2単位を2年次に履修することにな  

っている。さらに、必修の特別研究（4単位）があり、2年次に指導教員の指導の下に  

修士論文の作成に取り組むことになっている。選択科目に関しては、A～Eの各群か  

ら1科目2単位以上計12単位以上を1年次または2年次に履修する。   

修了要件は、2年以上4年以内に、定められた授業科目の32単位以上を履修し、さ  

らに学位論文を提出し、審査及び最終試験に合格することである。   

3－2－⑤ 教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に  

活用されているか。  

『学生便覧』（学則第12条 授業科目の成績）や『履修のてびき』の「6▲試験と成繚  

評価の（3）成績評価」（p．71）において、教育・学習の結果が適切かつ公平に実施され  

るように規程されている。   

履修科目の成績は、出席状況、平常の学習状況、レポート（論文）、試験などを総合して  

各科目担当者が評定している。各講義などの成績評定の方法の詳細は、各担当者が個別的  
にシラバス（講義概要）の中で明示している。   

成績評定の基準は、表3廿2に示すとおりで、100点満点のうち、80点以上を優（ま  
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たはA）、70点以上釦点未満を良（または別、60点以上70点未満を可（またはC）  

として、以上を合格とし所定の単位が与えられる。60点未満は不可（またはD）で、  

不合格として、単位が与えられない。  

表3・2・2 成績評価基準  

点数区分   評価の表示方法  合否   

80点以上   優   合格   

70点以上80点未満   良   合格   

60点以上70点未満   可   合格   

60点未満   不可   不合格  

（出典：『学生便覧』（平成19年度版、p．71）の説明文を表にまとめたもの）   

3－2－⑥ 教育内容・方法に特色あるエ夫がなされていること。   

教養科目は、平成18（2006）年度から新たな体系に編成し直し、科目もー新した。と  

くに「自己表現力を高める科目群」の中には特色ある科目をいくつも配置した。その  
中で「日本語表現」は、近年能力の低下が著しい、学生の日本語表現能力を、実践的  
学習によって伸ばそうとする科目である。たとえば新聞などを材料として文章の書き  
方を学んだり、日常の会話やメールを通して言葉遣いを考えたり、自分の企画や研究  
成果をプレゼンテーションしたりと、統一された目標を持ちながらも、クラスによっ  
てさまざまな方法と力点で行う。文法的な面よりも分かり易い表現を行うことに指導  
の重点を置く。   

また「職業と自己理解J「インターンシップ」の両科目は、学生が働くことの意義を  

理解し、積極的に社会参加していくのを促進する科目である。こうした科目は、すで  
に2年前から「企業実習」という名で総合文化学科の専門関連科目として設けてきた  

が、それを全学規模で、かつキャリアアップを目的として行うよう進化させたもので  

ある。   
総合福祉学科の社会福祉士の指定科目である「社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ～  

Ⅲ」では、実習に向けての事前指導や実習終了後の事後指導を行っている。これらの  
指導は集団で行うが、同時に個人面談を行い、学生の能力に応じた指導を行っている。   

精神保健福祉士の措定科目である「精神保健福祉援助実習指導Ⅰ～Ⅲ」では、実習  

で何を学ぶかを明確にするために、実習前に病院、デイケア、社会福祉協議会や作業  
所などを見学し、またそこの利用者と関わるようにしている。実習終了後の報告会で  
は、パワーポイントを任用させ、プレゼンテーション能力の向上にもつなげている。   
地域生活支援コースの「絵本・クラフトによる自立支援」では、実際にミニ絵本を  

作成させ、また既存の絵本の読み聞かせなどを体験させることにより、主体的に参加  
できるように工夫がなされている。   

心理学科の第一の特色は演習科目と実習科目の充実である。1年次から4年次まで  

一貫した少人数演習をコア科目として、基礎科目である心理学実験、心理学検査実習、  
データ解析実習が必修科目として配置されている。さらに、臨床心理学コースでは、  
「ケーススタディ演習」と「心理療法実習」、教育・発達心理学コースでは「スクール  

カウンセリング演習」、「発達心理観察実習」「メンタルフレンド実習」など、実験心理  
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学コースでは、「社会心理学演習」と「実験心理学実習」を開講している。すなわち、  
身体を動かし体験を通して、心理学のディシプリン、基礎と応用、知識とスキルを身  
につけるよう工夫している。   

また、学部共通科目として、併設の子ども学科、総合福祉学科の教育関連科目や社  
会福祉関連科目を配置している。子どもや青年をめぐる心の問題は、近年ますます複  
雑化しており、心理臨床の領域で仕事をしていく上で、心理学ばかりでなく教育学や  
社会福祉学などの学修も必要であり、こうした心理学に親和性の高い科目の履修を可  
能にしていることが特色となっている。   

岐阜県内で唯一の心理学科と密接な関係を有する子ども学科の特色は、「学部共通  
科別において心理学科と共通の科目が開講されている点にみられる。たとえば、カ  
リキュラムでは、「教育心理」や「発達心理」や「カウンセリング」などを初めとして  
心理学の科目が多く学べるようになっている。これらの科目を1・2年次に履修するこ  

とにより、子どものケアだけでなく、親の心のケアもできる教師や保育士を育てるこ  
とができるように、教育内容が準備されている。   
さらに、これまでの議論の中でも取り上げられていたが、この教育の特色ある内容・  

方法の項目でも確認したいのは、子ども学科のコア科目である。コア科目は、「子ども  
学研究軌によって学ぶ子ども研究と子どもについてのフィールドワークを通して得  

られる実践体験とを結びつけて、学習者がそれぞれ自らの「子ども学」を形成すると  
いう方向性をもたせているのである。こうした学習は、人間の発達について相対的に  

見る視点を養うとともに、子ども学の基盤を形成するものとなる。   

3－2－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行って  

いる場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授  
業、添削等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利  
用して行う授業の実施方法が適切に整備されているか。   

本学においては、学部、大学院のいずれにおいても通信教育は行われていないので、  
この項目については論じない。  

（2）3－2の自己評価   

教卓科目の「自己表現力を高める科目軌にある科目「日本語表現」は、基本的に  
少人数のゼミ形式で行い、多くのクラスを設けて学生に選択させる。担当者は国語の  

専門家ではなく様々な専門分野の教員であり、統一された教育目標のもとに、各自が  
教育方法を工夫して行う。この結果、多彩な国語教育メニューが用意されることにな  
った点は評価できる。キャリアアップのための科目群は、実施内容や方法について、  
まだ検討を継続している。「職業と自己理解」rインターンシップ」についていえば、  

平成18（2006）年度は、1年次から4年次までのあいだに履修可能としたが、平成  

19（2007）年度からは「職業と自己理解」は2～4年次に、「インターンシップ」は3年  

次に開講することとした。つまり再検討した結果、この講義が最も効果をあげ得るよ  
う開講年次を設定し直したのである。これらのキャリアアップのための科目の評価に  
は、開講してから学生の反応をみる必要があり、まだ暫く時間が必要である。   

しかし、「日本語表現」は、様々な専門分野の教員が担当することで内容が多彩とな  
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ったことは良いが、もし担当者全員の統一体制を失うと、日本語表現力の向上という   
目標から外れてしまう恐れがある。今後は担当者間の協議をさらに深め、教養必修科  
目である「教養ゼミナール」との連携および目標の違いを明らかにして、確かな内容  
にしていきたい。キャリアアップのための科目群には、学生の就業意識、就職率を高  

めるため、これまで以上に力を入れたい。単なる就職前教育ではなくキャリアアップ  
を図るものとして、科目内容の検討整備を進めていく。講義担当教員と本学キャリア  
サポートセンターとの連携も強化する予定である。   
総合福祉学科は、上記の通り、教育課程が体系的に編成され、編成方針に即した授  

業科目や授業の内容も適正であるといえる。授業の方法については、工夫がなされて  
いるものもあるが、すべての授業で工夫がされているとはいえない。今後はすべての  
科目において工夫がなされるように、改善していく必要がある。   

また、時代とともに社会福祉士の活躍する場も広がっており、刑務所やハローワー  
クにおいても社会福祉士が配置されることになっている。そのためにそれに応じた授  
業科目（例えば「司法福祉論」や「労働政策論」）なども開講する必要があるだろう。   

心理学科は、本学教育課程の再編整備に沿って、体系および授業内容を機敏に見直  
してきた。その結果、心理学科のカリキュラムには毎年いくらかの違いはあるものの、  
各科目における学生の出席状況、授業評価、大学院への進学率、心理学を生かせる職  
種への就職等々によれば、幅広く充実した内容を達成していると考える。   

しかし、教育課程の編成方針は学則や履修規程などに明確に記載されている訳では  
ない。教員や職員がそうした方針を共有していくためには、それらを何らかの形で明  
文化し公開していく必要がある。   
科目の年次配置としては、基礎から応用、概論から各論、講義から演習・実習と、  

多様な科目を配置しており、授業の内容としてもウェブ・シラバスで公開されている  
ように、オーソドックスな心理学の考え方、知識と技術の教授を目的としている。し  
かし、近年の大学全入時代の到来に伴い、学力レベルが多様化している状況では、授  
業の内容・レベル及び教育方法が学生のニーズに対応しているかが問題となる。   

心理学科の教育内容・方法の特色として演習・実習の充実をあげた。特に、この中  
でも「メンタルフレンド実習Ⅰ、Ⅱ」は、1～4年次までの学生が学内での事前・事後  

準備と学外での実習を計画的に実施しており、大きな成果を上げている。しかし、全  
ての演習・実習科目が効果的な教育を施しているかどうかは確認できていない。   

さらに、心理学科の演習や実習科目などの、実践的教育は担当教員の努力によるも  
のが大きく、教育目的への到達度は科目毎に差があると考えられる。今後、教員間で  
教育方法を共有し、他学科と連携しながら実習の成果を高める努力が必要であろう。  
すなわち、組織的なFDを実施していくべきと考える。前述のように、地域の心理臨  

床の領域では多様な機関・施設間の連携が緊要となっている。キャリアアップ教育と  
連携を持ちながら、希望進路に応じて社会福祉学関連・教育学関連の科目を履修する  
ことにより、幅広い対応力を養成していくことが将来の実践にとって有効と思われる。   
さらに、子ども学科や総合福祉学科の科目群を履修できるようにしていることは、  

専門的な実践に向かう意志を持つ学生には良い機会を提供している。しかし、資格取  
得に直接関連を持たない専門外の科目の必要性を、学生が必ずしも理解しているとは  
限らない。履修ガイダンスや初年度教育での丁寧な指導が重要である。  
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子ども学科の教育課程は、「人間関係学部子ども学科のめざすもの」に記載された教  

育目的（『履修のてびき』p．42f．）に沿って体系的に編成されており、科目編成のシ  

ステム（同上p．52f．）によって規定され、適切に運用されている。具体的には、毎  

年更新されるウェブ・シラバスにおいて、時間割、科目区分、担当者などから講義内  

容を検索できる。   

しかし、細部に目をやればやや不十分な点も見られる。「教育課程の編成方針に則し  

た授業科目、授業内容になっている」が、時間割の編成の関係上受講生5人未満の  

科目があって、学内規定によって閉講となるケースがある。これとは対照的なケース  

として、資格に関連する講義科目においては教室の収容人数の限界ぎりぎりの多人数  

の学生が受講する科目があり、目指している、きめ細かな指導を行うことができない  

科目もある。   

子ども学科の毎年更新される時間割は、開講年次および前期・後期の制約があるも  

のの、概ね教員の希望する時限に開講できるよう時間割編成が行われている。このよ  

うな状況の中で、閉講科目をなくすには、隔年開講を行うことや時間割編成作業を行  

う教務委員会において時間割のシミュレーションを充分に行って、教務委員会の裁量  

で科目移動を行う等の方策が必要である。同様に、受講生超過の科目に関しても上記  

の方策を行う以外に、受講生が多く適正な人数を超える場合は、同一科目の複数回の  

開講を行うことも検討すべきである。その際、専任教員の担当コマ数を考慮して、場  

合によっては非常勤講師を採用して、同じ時間帯に同時開講するなどの措置や方策を  

とる必要がある。  

（3）3－2の改善一向上方策（将来計画）   

3－2の改善・向上方策については、具体的な日程に上っていないので、残念ながら  

ここに記載することはできない。  

［基準3の自己評価］   

東海学院大学の建学の精神や学科と研究科の教育目的・目標が設定され、『学生便  

覧』や『履修のてびき』において明瞭に掲載されている。そして、学科と研究科の教  

育目的を達成するために、教育課程の編成方針が適切に設定されていることも評価で  

きる。というのも、いずれの学科、研究科もそれぞれの資格の取得をめざしており、  

その認証をごく最近受けたばかりだからである。たとえば、社会福祉士、特別支援学  

校教諭、小学校教諭、臨床心理士などにおいて明らかである。また、平成19（2007）年  

度からの男女共学化のために、教養教育と専門教育の両方で従来のカリキュラムの見  

直し、改善が試みられたのである。   

しかし、本学の建学の精神と学部・学科との教育目的との間に整合性がとれている  

のか、この点について検討を要する。というのも、それぞれ個別的に議論され、決定  

されてきたが、両者の関係、関連にまで踏み込んで、充分に議論されてきたとは言い  

がたいからである。   

また、昨今の学生の能力や学力を考慮すると「自己表現力の向上」と「人間と環境の  

総合的理解」というスローガンは良いとして、いかにして教育の実効性を高めるのか、  

工夫が必要となる。また、今後の新しい高等教育の方向としての大学間の単位互換シ  
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ステムにたいする対応として、eラーニングの導入が考えられているが、本学の現状  

はその端緒についたばかりである。   

教育方法については、本学が元来小規模の大学であったことを逆に生かし、学生に  

たいしてきめ細かい目配りを注ぐということで少人数の演習、実習とか勉学と生活両  

面にわたる指導教員制度を設け、実施してきた。   

つまり、本学の教育方汝の特色は、少人数教育、ゼミ、演習、実習を重視するとい  

う考えにあるが、共学化によって学生が、特に男子学生が増加したのに伴い、これま  

での教育方法を維持するにはどうすべきか、熟考を必要とする。   

教育課程の編成方針は、教育目的に照らして、学科ごとのコース制や領域制、資格  

取得という観点から、それにふさわしい授業料日、内容を整備してきた。前述したよ  

うに、資格にはそのための適切な設備、カリキュラム、授菓内容が要求され、直近に  

おいて管轄官庁により認証されている。   

もちろん学科のカリキュラムは、資格科目がすべてではなく、資格にとどまらず、  

資格を超える、学科やコースにふさわしい、有用な内容をもつカリキュラムも配置し  

ている。学士として、大学を卒業したと真にいえるような能力を身に着けてもらうこ  

とが重要なのである。この点で、全入時代といわれる状況のもとで入学した学生に対  

応した授業内容とレベル、教育方法になっているか、絶えざる検討が必要である。   

専門科目についても、カリキュラムとしてシラバスに明示されているように、その  

内容はもちろん良いとして、学生の学力、能力を高めるという点での実効性にまで踏  

み込んで問静にする必要があるが、その点でFDの実施を急ぐべきであろう。   

大学の年間行事、授業期間については、毎年時間をかけて教務委員会で検討し、決  

定して公表している。前述しているように、資格があってそのための授業時間数、単  

位など条件が明確にあり、汝令順守も当然のことながら、学生の能力、学力向上の実  

効性を確保するという意味でも重要なのである。その結果として、履修単位数の上限  

の設定、教育・学習結果の評価の厳格化、進級、卒業の要件、ディプロマ・ポリシー  

の確立が求められ、本学では適切に運用されているが、今後ともこの課題に取り組む  

ペきである。特に、教育・学習結果の評価については、学生当人と保護者に成績表が  

通知され、指導教員が成績表に基づき、その評価の結果を踏まえ、学生にたいして指  

導を行っているが、学習システムとしてそれが有効なのか、評価を有効に利用すると  

言う点で充分に機能している、工夫がなされている、とは言えない。   

研究科における臨床心理士の資格の認証という評価を踏まえ、さらに学部や地域と  

の連携を図ることによって、教育・研究・実践施設の3者相互の開発、充実も必要と  

なる。   

いずれにしても、教育課程の現状を自己評価し、今後の改善点につなげるようにと  

議論を重ねてきたが、恒常的に検討していくべきで、そのための組織、システム作り  

が肝要である。  

【基準3の改善・向上方策（将来計画）コ   

基準3の3－1と3－2の改善・向上方策については、前述されたように、具体的  

な日程に上っていないので、記述されていない。したがって、両方を総括する、この  

項目でも当然記述することばできない。  
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基準4．学生  

4－1．アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適  

切に運用されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

4－1－（D アドミッションポリシーが明確にされているか。   

本学のアドミッションポリシーは建学の精神を骨子として明確に構成されている。  

すなわち、「本学の建学の精神『国際的な視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の  

育成』を理解し、幅広い教養と高い専門知識と技術を身につけ、地域社会に貢献しよ  

うとする人材を求めます。特に自分の能力を活かし、積極的に学ぶ意欲と自己の成長  

を目指す強い意志の持ち主の入学を歓迎いたします。」である。   

現在、アドミッションポリシーは、入学試験要項と大学ホームページに記載し学外  

への周知を図っている。   

大学院（人間関係学研究科臨床心理学専攻）のアドミッションポリシーは以下のよ  

うであり、大学ホームページ内の大学院ページに掲載し周知を図っている。  

「児童から成人のこころのケアを行うことのできる人材、家庭、学校、企業、福祉関  

係の広範囲な心理臨床領域での実践を行っていける人材、すなわち臨床心理学領域の  

高度専門職業人の養成を行うことを目的としています。   

そこで、以下の諸条件を備えた学生を受け入れます。   

①心理学の基礎的領域の教育を経て、臨床心理学に関する実践的な専門的技量を培  

い、臨床心理学に関する研究を希求する人材。   

②学校教育や病院臨床など実践経験を経て、さらに臨床心理学に関する専門的なリ  

カレント教育を受け、臨床心理学に関する研究を欲する人材。   

③旺盛な研究心と柔軟な心をもった人材。」  

4－1－② アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運用  
されているか。   

本学の入学試験別入学要件は、アドミッシヲンポリシーを示した入学試験要項やそ  

の簡易版である入試ガイドの配布により各高校や受験生に説明しており、また質問が  

あれば、フリーダイヤルやホームページ（メール・フォーム）を通じて質問等に答え  

るシステムになっている。このようなことにより、受験生はアドミッションポリシー  

を理解し入試に臨んできている。   

また、本学は入試種別に指定校推薦入試を設定しているが、その入学要件の第一と  

して「本学の教育方針ならびに学部・学科の内容を理解し、目的意識を持っているこ  

と」としている。このように、推薦入試指定高校においてはアドミッションポリシー  

とともに本学の特徴を理解して推薦してくるものである。実際の入試の際は指定校推  

薦入試に限らず面接を実施する場合が多く、本学への理解や志望理由などを確認して  

いる。   

なお、本学においてアドミッションポリシーや入学試験要項、入試制度といった入  

試関連事項全般の審議に関しては、学生募集・入試委員会がその役割を担っている。  

この委員会は、学長、各学部長、各学科主任、入試広報センター、各部長といった人  
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員で構成されており、入学生受け入れに関する運用方針の基本を検討している。   

4－1－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生  

数並びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。   
収容定員と入学定員及び在籍学生数については、蓑4・1・1に示した。収容定員と入  

学定員はどちらも、設備、人員など学内諸条件の審査を経て規制機関の認可を受けた  
ものであり、適正なものである。  

表4－ト1入学定員、収容定員および在籍学生数（平成19年度）  

学部・学科、研究科  
在籍  

入学定員  収容定員  
学生数   

備考   

総合福祉学部   総合福祉学科   60   240   172   4年生は文学部   

文学部   総合文化学科   （90）   （400）   （18）   

募集停止。4年生のみ在  

籍   

心理学科   110   480   308   
3年次編入定員20を含   

む。  
人間関係学部  子ども学科   80   320   158   1・2年生のみ在籍  

子ども学科へ改組。3・4  

人間関係学科   （70）   （320）   41  年生のみ在籍。3年次編  

入定員20を含む。   

計  250   1040   
679  

（697）  

大学院   人間関係学研究科   山   14   20  

合計  257   1054   
679  

（717）  

★（）は募集停止の学科および大学院  

授業を行う学生数の管理については、適正規模を規定する申し合わせ（「東海女子大  

草のカリキュラムの運用によるスリム化に関する規程」）がなされていて、教育効果を  

最大化しうる規模に努めている。たとえば一般の講義では50人～100人、演習では  

15人～20人と定めている。  

（2）4－1の自己評価   

本学では大学全体のアドミッションポリシーが確定されている。しかし、学部・学  

科が受け入れる学生像について記述したアドミッションポリシーは未だ確定されてい  

ない。これらは今後の課題である。   

教育にふさわしい環境の確保としての授業ごとの学生数では、少人数教育など適切  

な規模が実現できるよう努めているが、共学化を果たした現在では基準を再点検する  

必要もある。  

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画）   

自己評価で記述したとおり、学部・学科別のアドミッションポリシーが設定されて  

おらず、関連委員会で早急に議論し確定する必要がある。   

また、それらのアドミッションポリシーを多くの媒体等に記載し、広く受験生や地  

39   



域社会の認知と理解を求めることが欠かせない。今後は広報活動におけるネットの活  
用を高め、他の媒体との連携も高め、また進学ガイダンスやオープンキヤン′ミスでの  
広報活動も含めて、学部学科別のアドミッションポリシーの周知・理解を促進してい  

くことが肝要である。   

4－2，学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

4－2一① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。   

本学の学習支援体制は以下のようである。  

（ア）指導教員制   

指導教員制は、「学生が安心して学業に励み、学生生活を有意義に過ごすことができ  
るよう、各教具が学生とのコミュニケーションの円滑化を図り、学生の相談に応じ、  

適切な指導・助言を与えること（「指導教員制度に関する規定」）」を目的とする制度で  

ある。指導教員は助教以上の専任教員があたり、学生生活に関する事項、修学に関す  

る事項、学籍に関する事項、その他の相談事項を扱う。   
指導教員制はすべての学部学科を通じた全学的な制度であるが、具体的な指導教員  

は学科単位で決められる。1年生では「教養ゼミナール」担当教員が、2年生以上では  

各学科が選任した教員が指導教員となる。2年生以上の指導教員は必修科目の担当者  

であり、各学生は週に1度は指導教員と授業の場で接することになる。これにより、  

指導教員と学生とは日常的なコミュニケーションが図れることとなる。   

学生は、学習面に限らず、大学生活の全てのことについて何かあれば指導教員に相  
談することになっている（「修学・友人関係・健康・経済的側面など、学生生活全般に  

わたる諸問題の相談者」と規定されている）。授業の成績は、前期のものについては指  

導教員を通じて学生に渡される。したがって、単位の取得状況などは指導教員により  

把握されている。また、平成19（2007）年度からは、一つの授業科目で欠席数が3回以  

上となると、指導教員に連絡が伝えられるので、学生の学習状況の理解と指導が徹底  

できるようになっている。  

（イ）オフィスアワー   

学生は必要に応じて、教員へ質問したり相談することになるが、指導教員や授業担  
当教員などを訪問するには、各教員が定めたオフィスアワーの時間内に研究室に出向  

くことになるのが大学一般の通例であろう。   
しかし現在、本学においては、オフィスアワーは特定の学科（心理学科）のみ、授  

菓時間のコマを単位として制度化しているのみである。心理学科以外の学科でも、以  

前はオフィスアワーを設けていたが、今は定めることをしてない。これは、実際上は、  
教員のほぼ全員が特定の時間枠にとらわれず学生を受け入れているためである。これ  

は本学は小規模校であり、学生と教員との距離が近いことや実習関係の質疑・個別指  

導などが多いためである。  

（ウ）学習支援重   

本学では、平成16（2004）年度後期より学習支援重を開設している。これは、教員の  

自発的な参加によるもので、授業担当のない時間に各教員が学習支援重に詰めて、学  
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生からの学習上の相談に応じるものである。学生への学習支援内容としては、基礎学  

力支援の他、レポート作成支援、一般常識の支援などを掲げている。   

平成18（2006）年度の利用状況は、全開室回数が220回であったが、利用率は26．8％  

であった。卒論や実習に関連した内容が多く、それぞれ41．9％と10．5％であった。こ  

のため、利用学年は4年生が73．8％と多数を占めている。  

（ェ）その他   

学生のパソコン利用は、マルチメディア教室、ITパソコン重、パソコン実習室の3  

教室で行われている。授業以外の時間は学生が自習用に利用できる。また、学生全員  

にメール・アカウントを与えており、メールの活用体制も備わっている。 パソコン関  

係の相談などに常時応じる人員配置はないが、LAN管理者（教員）が全般的管理を行っ  

ている。3教室のうち、マルチメディア教室は土曜日・日曜日も午前8時から午後8  

時30分・まで開放しているので、必要があれば学生は休日にも登校して利用することが  

できる。   

図書館では、基本サービスに加えて、パソコンによる各種検索サービス（データベー  

ス・サービスを含む）や、ビデオやDVDといった資料参照サービスも提供している。  

検索については、適宜、利用講習会を開催している。また、学習室やセミナー室、情  

報学習重なども用意されており、グループでの学習に使用することができる。   

ピアノ実技の習得には定期的な練習が必要であるが、そのためにピアノ練習室（場  

所は短大キャンパス）が開放されている。ピアノは子ども学科のみに関わることであ  

るが、学生は自分の都合にあわせて、自由に練習することができる。ビアノ関係の相  

談に常時応じる体制はないが、短大キャンパスに研究室を持つ子ども学科の音楽教員  

や短大の音楽教員が適宜対応している。   

なお、学習支援体制に限らず、本学における学生生活全般に関わる手引としては『学  

生便覧』があるが、その内容をまとめて常時携帯できる手帳サイズの『CampusLife』  

を全学生に配布している。支援について疑問があれば、まずこれを参照することで対  

応方法や窓口が明確になる。  

4－2－（診 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施し  

ている場合には、学習支援一教育相談を行うための適切な組織を設けて  

いるか。   

本学は通信教育は行っていないため、その関連支援組織はない。  

4－2－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に  

整備されているか。   

前述のように、学生と大学との第一の接点は指導教員であるが、指導教員以外の意  

見の汲み上げは以下のようである。  

（ア）学生による授業評価   

学生による授業評価（アンケート）は平成16（2004）年度後期から実施されている。  

各授業担当者（非常勤講師を含む）は一つ以上の授業についてその最終享受菓時にアン  

ケートを実施することとなっている。これにより学生は授業の内容や形式について無  
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記名で意見を述べることができる。結果は、集計後、授業担当者と学科主任にフィー  

ドバックされるので、教員は自らの授業方法等を見直す機会にしている。   

平成18（2006）年度の学生による授業評価は、102の授業について実権された。このう  

ち半数（52．9％）は前期科目で実施され、後期科目は38．2％、通年科目7．8％、集中科目  

0．9％であった。また、80．4％は専門科目であり、残り19．6％が教養科目であった。   

学生による授業評価の結果に対しての教員のコメントを求めて報告書としているが、  

それによると、授業改善のきっかけとして有効であったことが示されている。  

（イ）学生生活実態調査   

学習面に限定したものではないが、学生生活の実態を把握する調査として平成  

17（2005）年7月に「学生満足度調査」を実施した。所属ゼミを通じて配布し無記名で  

記入の後、回収したものであるが、回収率は79．1％であった。結果は表4－2－1に示し  

たが、「現在の所属学科・コースのカリキュラムに満足している」は61．0％（「当ては  

まる」と「やや当てはまる」の合計）、「総合的に判断して現在の学生生活に満足して  

いる」は59．1％であり、6割程度からは満足とされている。   

本年度は、東京大学大学経営・政策研究センターの「全国大学生調査」に参加し、  

学習関係を中心とした調査を行った。現在、結果を取りまとめているところである。  

（ウ）意見箱の設置   

これも学習支援に限定したものではないが、「意見箱」と銘打ったシステムを運営し  

ている。学生の意見は学生会を通じて出されることもあるが、学生の意見を常に受け  

付けるものとして意見箱が機能している。   

意見箱はもともとは「目安箱」として、学長が直接、意見箱を開いて処理していた  

が、現在は学生部で検討し学長の決済の後に回答書を掲示している。意見は記名式で  

ある。また、意見はインターネットのメー／レでも受け付けている。   

意見箱への意見は当初は無記名式であったため、対人関係の個人的感情を書いてく  

るものもあったが、責任ある意見としてもらうため現在は記名式にしている。意見が  

出される頻度は数ヶ月に－通程度である。  
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表4－2－1学生満足度調査（平成17年実施）の結果  

（単位：％、NA：無回答あるいは非該当）  

質問1．あなたは何年度入学生ですか。   H14  H15   Hl（；  H17  NA  

26．2  22．5  22．1  27．5  1．7  

3や  

2や  

1当  

ては  
まる  

質問2．入学前から、現在所属している学科・コースの内容について   

よく知っていた。   6．5  43．1  31．2  18．6  0．6  

質問3．現在の所属学科・コースのカリキュラムに満足している。   11．0  50．0  32．5  6．a  0．2   

質問4．自分が取得できる資格についてよく知っている。   18．2  42．6  30．3  8．7  0．2   

質問5．転学部・転学科・転コースを考えたことがある。   12．1  12．6  15．4  59．5  0．4   

質問6．大学の施設に満足している。   6．9  26．2  41．8  24，9  0．2   

質問7．学習環境（空調・照明などの環境）は適切である。   10．4  38．3  36．1  14．7  0．4   

質問8．情報処理機器の設備については満足している。   25．8  48．1  19．7  6．1  0．4   

質問9、情報処理教室の利用について満足している。   30．7  48．9  13．9  6．1  0．4   

質問10．実習・演習のための設備については満足している。   10．8  53．2  2乱6  5．0  2．4   

質問11．図書館の施設に満足している。   28．1  47．0  19．0  5．4  0．4   

質問12．図書館の蔵書に満足している。   14．5  42．6  29＿7  12．8  0．4   

質問13．図書館のサービス・対応に満足している。   25．5  53．9  16．5  3．5  0．6   

質問14．学習支援室について満足している。   10．4  48．7  27．1  8．2  5．6   

質問15，学生相談室について満足している。   8．4  45．2  29．4  11，0  5．8   

質問16．就職・進学相談に満足しているぅ   10．0  45．7  31，0  乱3  4．1   

質問17．食堂のメニューについて滞足している。   6．9  27．7  37．4  27．1  0，9   

質問18．食堂の施設について満足している。   7．6  28．6  40．9  21．2  1．7   

質問19＿ 保健室の設備に満足している。   10．4  45．5  28．1  10．4  5．6   

質問20．保健室のサービス・対応に満足している。   12．3  45．0  25．8  11．5  5．4   

質問21．寮の規則は適切である。   3．9  14．5  18．2  26．6  36．8   

質問22．寮の施設について満足している。   3．7  13．6  17．1  27．7  37．9   

質問23．寮監の対応に満足している。   4．5  19．7  18．2  22．1  37．4   

質問24．サークルの運営は適切である。   7．8  33．3  22，3  11．3  25．3   

質問25．サークルの設備に満足している。   7．1  27＿5  22．5  17．3  25．5   

質問26．サークルの顧問・監督・コーチの対応は適切である。   10．4  30．5  17．7  13．6  27．7   

質問27．授業時、教員に質問・要望を話す機会が十分にある。   11，0  45．7  32．7  8．9  1．7   

質問28．授業以外にも教員に接する機会が十分にある。   14．5  38．5  35，7  9．7  1．5   

質問29．指導教員の助言、指導は適切である。   18．2  56．5  20．1  3．5  1．7   

質問30．事務局は利用しやすいと思う。   22．3  48．9  21．4  5．6  1．7   

質問31．事務局員の対応・サービスに満足している。   24．7  46．3  21．0  5．8  2．2   

質問32．スクールバスのルートや運行時間は適切である。   6．9  28．6  27．9  26．4  10．2   

質問3乱 奨学金制度について満足している。   17，5  38．7  16．0  10．＄  16，9   

質問34．総合的に判断して現在の学生生活に満足している白   11．7  47，4  26．0  10．2  4．8   
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（2）4－2の自己評価   

本学は指導教員制をとっているが、平成19（2007）年度では、ゼミ担当教員数40人、  

全学生数697人であるので、指導教員1人あたりの担当学生数平均は17．4人となり、  

遭正範囲の担当数と考えられる。本学はもともと小規模大学ということもあるが、こ  
の制度は学習支援体制の基盤としておおむね適正に機能している。   

前述のように、オフィスアワーは現在は1学科（心理学科）のみで制度化されてい  

る。オフィスアワーを定めていない学科では、実習などに関して常に個別的な質問が  
多いためオフィスアワーを定めきれず、学生の必要に応じて適宜受け入れているのが  
実状である。このように、教員と学生のコミュニケーションは適正に維持されており、  

学習支援に寄与している。   
学習支援重は開重時間数に対する利用率が26．8％と高くはないが、学生の授業時間  

との重なりを考慮すれば、おおむね良好な利用率ではある。しかし、最近の学生の学  
習状況を考慮すると、利用率をさらに高める工夫が必要である。   
学生の意見等を汲み上げるシステムとしては、授業アンケート、学生実態調査、意  

見箱などが制度化されているが、アンケートの質問項目の改善などでの学生の詳細な  

状況を捉えきれるような工夫が必要である。   
平成19（2007）年度より本学は共学化され、男子学生が122名と新入生の4割ほどを  

占めた。女子大学としての学習体制に男子学生を受け入れることとなったが、学習支  
援という範囲だけではなく、学生サービスや就職対策として新しい課題が出てくるこ  
とは確実である。このような課題への対応は今後の解決課題として重要である。  

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画）   

学習支援重については、学生が利用できる時間帯との調節が課題である。多くの学  
生は受講授業数も多いため空き時間は少なく、遠距離通学の者は帰りのスクールバス  

の都合などもあり5時間目の学習支援室訪問は容易ではない。学習支援重の開重方法  

や時間設定などに関して関連委員会での検討が必要である。   

学生の意見等の汲み上げシステムである授業アンケートと学生実態調査は項目の精  
査や実施処理方法の効率化、施行の定例化、結果の利用法（FDにつなげる等）など、  

今後も関連委員会で改善していく必要がある。  

4－3．学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること  

（り事実の説明（現状）  

4－3－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能している  

か。   

学生サービス、厚生補導のための組織として、本学では厚生委員会と学生部が主と  

して担当・統括しており、学生サービスと厚生補導の向上に努めている。  

（ア）厚生委員会   

厚生委員会は各学科から選出された各1名の委員と学生部長で構成されている。以  

下のような学生サービス、厚生補導に関する問題について討議している。   

a）学生の課外活動、集会、掲示に関すること。b）学生の奨学、援助に関すること。  
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c）学生の健康管理に関すること。d）学生寮に関すること。e）その他、学生の学生生  

活及び福利厚生に関すること。  

（イ）学生部   

学生生活全般の支援業務を遂行する部署であり、主に次のような業務として、学生  

に対するサービス、相談、指導を行っている。また、学生の代表である学生会執行部、  

学内外課外活動（休育系、文科系）サークル長または主務との意見交換により、学生  

の要望の把握に努めている。   

a）学生生活の支援に関すること。b）学生の課外活動に関すること。C）学生寮、下  

宿案内に関すること。d）奨学金に関すること。e）学費に関すること。  

4－3－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。   

本学における学生への経済的支援は、学費・学生生活費への直接的支援、スポーツ  

活動への支援、学習・履修にかかわる支援、その他の間接的支援の4つに大別できる。  

（ア）学費・学生生活費への直接的支援   

この直接的支援は、学外資金によるものと学内資金によるものとに分けられる（表  

4せ1参照のこと）．   

学外資金によるものは、日本学生支援機構（Jasso）奨学金や都道府県教育委員会等で  

募集される奨学金などである。日本学生支援機構奨学金は学部生の約3割（貸与率は  

平成18年度30．4％、平成17年度30．0％）が例年利用している。学内資金によるもの  

は、学費の減免（特待生、スポーツ奨学生、スポーツ推薦、社会人、社会人編入学、  

特別社会人編入学、外国人留学生、帰国子女）と学費納付の猶予等（分納・延納制度）  

である。  
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表4－3－1学費■学生生活費への直接的支援  

支援名  
本学の  

関わり   
備考   

日本学生支援機構  募集・   本学学部生の約3剖（貸与率は平成18年度30．4乳  

（Jasso）奨学金   選考・  平成17年度30．0％）が例年利用する。  

推薦  

都道府県教育委員会等  募集・   本県・隣接県は自治体として奨学金制度を設置する  
で募集される奨学金  推薦   例が多い。対象者は出身者に限定され，Jassoに比べ  
（岐阜県選奨生，石川  額は低いが，2年次以上で申込しても無利子で貸与を  

県育英資金，富山県奨  受けることができるものも多く（Jassoは2年次以上  

学生，ほか）  の申込者の無利子粋が極端に小さくなる）で，毎年利  

学  用者がある。  

外                                                      国・市町村等の教育姿  案内   学資負担者（親）が申込するものであり，本学での   

賢  金貸付事業  利用者数はつかめないが，ある程度の利用者がいると   

金  （国民金融公庫，岐阜  推測できる。  
市育英資金，ほか）  

金融機関の教育ローン  案内   公的機関が行う制度にくらべ有利とはいえないが，  

等  高所得でも負債が多いた捌こ家計が逼迫する場合に  

は指導することがある。学資負担者（親）から相談を  
受けた場合の対応。  

その他の育英・奨学事  毎年案内している。   

業（あしなが育英会，  
交通遺児育英会，ほか）   

学費の減免（特待生，  いずれも入試で選考するものであるが，採用基準が  
スポーツ奨学生、スポ  事前に公表されており，減免適用を見込んで出願する  

学               ーツ推希，社会人，社  ことが可能なこともあり利用者は多い。   

内  全人編入学，特別社会  外国人留学生には，支弁能力によりさらに特別の減   

姿  免を適用することがある。  

金   
学費納付の猶予等（分  半期単位で10～20名ほどが利用する。Ja5SOの貸与も  

納・延納制度）  利用している例が多い。   

（イ）スポーツ活動学生への支援   

スポーツ活動学生への経済的支援も学外資金と学内資金とに大別される。   
学外資金としては、ヨネックス奨学金があり、本学は募集・推薦に関わっている。  

これは、貸与ではなく給付なので学生にとって魅力あるが、基準がかなり高い。数年  

に1人程度採用されるのみである。制度をなるべく多くに周知して、励みとさせるこ  

とができるが、個人単位での申請のためチームスポーツの学生には不利な面がある。   
学内資金によるスポーツ活動支援は、学費の減免によるもので、スポーツ奨学生お  

よぴスポーツ編入奨学生である。本学が戦略的に展開している特定スポーツクラブ（ホ  

ッケー・バドミントン・ソフトボール・テニス・ノベレーボール・ソフトテニス・競技  

スキー・剣道・卓球）の志願者について、いずれも入試で選考するものである。これ  

は入学の勧奨と本学での競技生活の経済的負担軽減を目的としている。学費の減免に  

は、「授業料・教育充実費を全額免除」から「年額15万円を免除」までの4つのラン  

クが設定されている（表4－3－2）。  
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表4－3－2 スポーツ活動支援（学費の減免）のランク  

奨学生数   

ランク  支援内容    A  授業料・教育充実費を全額免除  田  B  授業料を全額免除  28  C  授業料を半額免除  37  D  年額15万円を免除  2  

注）奨学生数は平成18（2006）年度のもの。  

（ウ）学習・履修にかかわる支援   

本学は、海外（英国）に語学学校（CAE：CambridgeAcademyofEnghsh）を所有し  

国際交流にも努めている。CAEは「国際的視野」という本学の建学の精神のシンボル  

である。このことから、本学学生が休学しないでCAEに3ケ月以上留学する場合に  

は学費の減免（当該学期の学費は授業料の二分の－の額）を適用している。CAE留学  

生は、例年2～3人ではあるが、建学の精神を受け継ぐことにおいて担っている役割は  

大きい。CAEでの学習を本学の単位として認定する制度もある。   

何らかの事情で本学を4年間で卒業できない場合があるが、そのような留年生を経  

済負担面で補償する制度がある。未履修単位数が8単位以下である者は、留年する期  

の学費が履修1単位あたり12，000円で算出する額とする制度である。毎年度数人が該  

当する。また、この制度を利用して計画的に留年する例もある。  

（エ）その他の間接的支援   

その他、学内資金による支援策として、スクールバスの無料運行と学生寮（女子寮・  

女子スポーツ寮）の運営が挙げられる。   

スクールバスは、遠距離通学者への交通費としての支援であるが、最も利用者が多  

いJR岐阜駅方面では、月間1万円弱の大学生用通学定期券代が軽減できることにな  

る。スクールバスの利用状況は表4廿3のとおりである。  

表4－3－3 平成18年度スクールバス利用状況  

登校／   下校／   総合計人数  全運行回数   
運行1匡lあたり  

乗車人数計  乗車人数計  乗車人数   
4月   6，333   5，886   12，219   353   34．6   

5月   8，008   7，799   15，807   364   43＿4   

6月   8，601   8，698   17，299   445   38．9   

7月   7，250   7，170   14，420   409   35．3   

8月   256   256   512   12   42．7   

9月   5，219   4，755   9，974   357   27．9   

10月   8，067  7，259  15，326  394  38．9   

11月   7．442   6，632   14，074   398   35．4   

12月   5，257   5，140   10，397   311   a3．4   

1月   5，850   5，744   11，594   333   34，8   

2月   1，916   1，621   3，537   188   18．8   
・運行コース：犬山コース★、太田コース㌔＝揖斐コース★、岐阜コース（登校6本、下校8本）   

★のコースは、登校1本、下校1本である。全てのコースで必要に応じて臨時便が出る。  
・3月は卒業式関係での運行のみである。   

学生寮は、いずれも「課外教育施設」であり、単なる住居の確保・提供が目的では  
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ないが、低廉であることで経済的支援の面がある。若鮎寮（一般学生対象）2棟（定  

員82人、半期寮費96，000～138，000円、食費含まず）、スポーツ寮（スポーツ系クラ  

ブ員対象）3棟（定員98人、同96，000円）を短期大学と共同で運営している。また、  

東京には杉並学生会館を設け、課外活動や研修の利用に供している（1泊2，000円）。   

平成19（2007）年度の入寮生数は表4・3－4のとおりである。  

表4－3－4 平成19年度若鮎寮・スポーツ寮寮生数  

四大生   短大生   計   
第一若鮎寮   12   19   31   

第二若鮎寮   16   24   40   

第一スポーツ寮   30   0   30   

第ニスボーッ寮   20   8   28   

第三スポーツ寮   19   15   34   

計   97   66   163  

士単位：人  

その他、アルバイトについては、業種や時間帯等を確認し、学習・学生生活に支障  

のないアルバイト情報を掲示により案内している。また、学生食堂や売店を配置し、  

一般市場より低価格で昼食や文具等を提供できるように努めている。  

4－3－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。  

（ア）学生会   

本学の学生全員からなる自治組織であり、学生の意見を代表して意見を捏出したり、  

サークル活動や大学祭を運営している。顧問として厚生委員会委員長が助言を与えて  

いる。   

大学祭は、学生の課外活動の発表の場でもあり、学生会は大学祭実行委員会を組織  

し企画・運営にあたっている。  

（イ）サークル活動   

サークル活動の発足は学生会による承認を得ることがまず最初に必要である。学生  

会の承認に続いて、厚生委員会、教授会の承認を得ることになる。サークル活動は、  

活動実績により同好会とクラブに分かれる。   

本学におけるサークル団体は運動系、文科系合わせて28団体を数える。サークル活  

動は人間基礎力の育成の場として重要な役割を果たしている。そのため、本学教員が  

顧問の任にあたり、学内外の指導者にて支援をおこなっている。   

サークルに対しては、同好会5，000円、クラブ10，000円の年間助成が学生会から出  

されている。その他、スポーツ系サークルが公式戦に参加する場合、規定に基づき教育  

後援会から助成金を支給している。また、スポーツの日本代表候補選手に選ばれた者の港  

外遠征についても助成している。   

サークル活動の場としては、各種教室の他、クラブ棟（部室）、体育館、各種グランドが  

用意されている。スポーツ関連施設については毎年グラウンドの整備に要する費用を助  

成している他、平成18（2006）年度にはテニスコートの改修を実施し、平成19（2007）  

年度には、フットサル、テニス、ストリートバスケットができる多目的グラウンドを  
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建設するなど、さらに環境の整備に努める予定である。  

4－3－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。   

本学において、学生に対する健康相談、心的支援、生活相談などは、まず最初の窓  

口機能は指導教員が担っている。その次の段階としては、保健室、学生相談室、学生  

部などが対応することとしている。   

なお、ハラスメントなど人権に関わる問題が認識された時は、指導教員などを通さ  

ずに人権委員会に直接に相談することもある。これは、指導教具との人間関係におけ  

る問題もありうるためである。  

（ア）保健室・学生相談室   

現在、本学の学生相談室の担当は保健室担当者（保健師）が兼担している。学生相  

談室は本館2階に、保健室は本館1階に配置されているが、担当者が兼捜しているた  

め、学生の最初の利用は保健室を訪問することにしている。   

健康相談と学生相談室、生活相談などの平成18（2006）年度の利用は、合計で664件  

であった（表4－3－5、表4－3－6参照）。  

表4－3－5 月別利用者数（平成18年度）  

月   4   5   6   7   8   9   10  11   12   2   

人数  80  ユ 87  82  54   8   14  74  54  4 0  55  16   

％   12．0  28．l  12．3  8．l   1．5  2．1  11＿1  8．1   6．0  8．3  2．4   

（計664＝100％）  

表4－3－6 主訴など来室の目的（平成18年度）  
主訴など   内科   外科・  婦人科   精神面   その他  健診事後  

整形外科  指導   表の相談   
人数   10 6   82   37   90   160   164   25   

％   16．0   12．3   5．6   13．6   24．1   24．7   3．8  

（計664＝100％）  

（イ〉健康診断と事後指導   

定期健康診断は学校保健法に基づき年1回実施している。1年生に対しては検査項  

目に血液検査、心電図検査も追加している。受診率は90％以上を維持している。健診  

結果は「学生健康管理カード」に記録、保存される。健診後、「要観察・要請密・要医  

療」の学生に対し事後指導を実施し疾病の早期発見、生活習慣病への早期対応をはか  

っている。この「学生健康管理カード」に基づいて、就職の際には「健康診断証明書」  

を発行している。  

（ウ）保険関係   

本学では全学生が入学と同時に（財）日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害  

傷害保険」に加入している。保険料は教育後援会が負担している。また、実習やイン  

ターンシップ、ボランティア活動などを含み、正課・学校行事などの事故により生じ  

た学生の賠償責任を補償する「学研災付帯賠償責任保険」があり、学生の判断により  

自己負担で加入しているe ただし、教育実習や社会福祉士実習など実習に出かける学  
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生は全員が加入している。  

（エ）ハラスメント関係   

セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなどに関しては、人権委  

員会を組織しガイドラインに基づいて対応している。人権委員会は各学科と事務局か  

ら男女それぞれが選出され、個人情報の保護を確実にして訴えに対応している。   

また、人権委員会はリーフレットを配布してハラスメント防止と対応制度の周知に  

努め、職員・学生向けに研修会も開催している。   

4－3－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備  

されているか。   

学生の意見はまずは指導教員が受けることが原則である。ただし、必ずしも指導教  

員ではなく、個々の学生にとって話しやすい教員に意見が出されることも多い。   

制度として整備されたシステムは、授業評価アンケート、学生生活実態調査、意見  

箱などであるが、これらは4－2－③において学習支援関連として記した。   

この他、学生会総会（6月と12月に開催）において意見が出されている。それらの  

意見のうち30名以上から賛同されている意見に対しては大学としての回答を掲示に  

より公表している（表4－3－7）。  

表4－3－7 学生からの意見（平成19年1月臨時学生総会で提出された要望）  
意見項目   具体例   

パソコン室・図書館   t閉塞時間の延長を  

・休日もITパソコン宴を利用したい   

教室   ・ドアやプラインドの修理を  
・校舎のひび割れ修理を   

外灯   ・8時以降も60階段の点灯を  

・外灯を増やしてほしい   
丸善（売店）   ・営業時間を長く  

・品数を増やしてほしい   
自動販売稜   ・値段を安くしてほしい  

・1階以外にも設置を   

バス・駐車場   ・バスの増発を  
・路線パスのバス停に屋根を   

寮   ・テレビとインターネット導入を  
・スポーツ煮で過激な監視はやめてほしい   

喫煙   ・全面禁煙にしてはしい   
食堂   ・おにぎりなどの売店を  

・もつと安くしてほしい   
トイレ・化粧室   ・車椅子トイレのカギ修理を  

・便座を暖かくしてほしい   
その他   ・大学の携帯サイトで休講通知を  

・総会運営の要領をよくしてほしい   

（2）4－3の自己評価   

学生サービス、厚生補導のための組織は、厚生委員会と学生部が組織されており、  

おおむね適切に機能していると言える。また、学生食堂や売店、スクールバスなど厚  

生面の制度・組織は、価格や品揃えなどでいくつかの改善点は指摘できるもののおお  
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むね適切に機能している。   

学生に対する経済的な支援は日本学生支援機構奨学金を中心とするが、全学生に占  

める受給率は約30％であり、適切になされているレベルと判断できる。学内資金とし  

てはスポーツi菅動関係の学費減免が中心であるが、スポーツに力を入れている本学と  

しては適切な方向と考えられる。一般学生については、特待生としての支援が中心で  

ある。   

学生の課外活動への支援もスポーツ関係に力点が置かれているが、本学のスポーツ  

振興策からして妥当な範囲と考えられる。   

学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等は、おおむね適切に行われていると  

言える。   

学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる諸システムは、動き出したところ  

のものもあり、意見が反映しやすくすべく今後の改善が期待される。   

ただし、共学化は開始されたところであり、学年が進行するに連れて新しい課題が  

出てくるはずであり、そのような課題への対応体制の整備も必要である。  

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画）   

学生サービス、厚生補導のための組織として厚生委員会と学生部が学生サービスと  

厚生補導の向上に努めているが、本学は共学化・学科新設など学内体制で変革を遂げ  

つつある所であり、これらの動きとも調整しつつ、学生サービスの諸側面を点検する  

必要がある。   

学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムについては、厚生委員会  

を中心として学生生活実態調査を定例化することが必要である。   

授業評価アンケートについても、調査項目や実施・処理方法などの見直しを進める  

必要がある。関係委員会やFD関係部会での作業が必要となる。  

4－4．就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

4－4－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されている  

か。   

就職・進学に関する相談・助言体制としては、就職委員会とキャリアサポート部が  

その任にあたっている。就職委員会は各学科を代表する教員1名およびキャリアサポ  

ート部長、学生部長をもって組織されている。そこでの審議事項は、次の通りである。   

a）就職指導の基本方針に関すること。b）就職説明ガイダンス、講習会等の企画、  

実施に関すること。C）各学科の教員、学科会と入試広報センターとの連絡、協力に関  

すること。d）学生の進路指導の観点から、教員による教育指導に関すること。e）そ  

の他。   

就職委員会で審議された基本方針や企画を具体化する部門として、キャリアサポー  

ト部が動いている。キャリアサポート部は、キャリアカウンセラーを配置のうえ常時  

開放し、求人票の検索やインターネットでの情報収集、部員との個別面談などが可能  

な環境を整えている。  
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組織的な相談・助言は、3年生におけるインターンシップ希望者へのマッチングに  

始まり、後期には就職希望や課外活動や性格等を記入した「就職登録か－ド」を全員か  

ら提出させ、各学生と1人30分～1時間キャリアカウンセリングを行い、進路の希望  

や条件、能力などを確認し合い、就職活動や受験対策に向けての個別指導をスタート  
させている。その後は随時メールや学生の空き時間を利用して相談に応じ、キャリア・  
プランニング・プロセスをチェックしている。個人ごとの相談記録は「就職登録カー  

ド」の裏面に記入し継続的な指導に生かしている。   
学生への情報捏供は、インターネット上での求人検索システム（J－NET）を採用して  

いる。また、キャリアサポート部からの情報提供については、3年次にメールアドレ  

スを登録させ、求人情報やガイダンス、イベントの連絡をメール配信している。配信  

頻度は2日に1回程度である。   

就職希望の学生には、「キャリア・ビジョンの明確化」「エントリーシー ト対策」とい  

った就職指導ガイダンス（表4・4・1）を年間約16回実施している。  

表4－4－1就職指導ガイダンスの内容  

4月  就職皆勤情報交換会（4年生）   10月  インターネットの有効活用  

キャリアプランニング  適性検査   
（1・2年生）  

5月  キャリア・ビジョンの明確化   11月  採用試験対策  

内定をもらえる学生とは  エントリーシー ト対策  
就職活動あれこれ  履歴書作成   

6月  一般常識テスト   12月  先輩をまじえて  

業界研究  面接対応・マナー講演   
7月  人事部環言   1月  面接対応（模擬面接）  

OG提言  履歴善用写真撮影  
就職活動開始の総括  
福祉関係ガイダンス   

4－4－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。  

（7）授業科目におけるキャリア教育   

本学のキャリア開発は、かつては主に就職部（現キャリアサポート部）に委ねられ  

ていたが、学生の就職意識の向上を図るために、平成16（2004）年度からは授業として  

「企業実習卜Ⅱ・Ⅲ」という科目を開いた。この科目は総合文化学科の専門関連科目  
として開講したものでいわゆるインターンシップを内容としたものであるが、他学科  

の学生もこれを自由科目として受講できるようにした。この「企業実習卜Ⅱ・Ⅲ」は  
総合文化学科の教員が就職部（当時）と協力して行ったが、受講者数は徐々に増えた  

とはいえ、残念ながら全学を合わせても10人に満たない状態だった。   

しかし大学がユニバーサル化し、大学生の質的低下が憂慮される今日、学生にはさ  
らなる学習意欲と、自信をもって社会に羽ばたける力を身につけてもらうことが必要  

であると考え、平成18（2006）年度に一新した教養科目の「自己表現を高める科目群」  

の中にキャリアアップの区分を設け、この中に「職業と自己理解（平成19年より開講）」  

「インターンシップ（平成20年より開講予定）」の2科目を置いた。この2科目は、  

上記の「企業実習I」トⅢ」を発展させたものと位置付けられる。  
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「職業と自己理解」は、学生が働くことの意義を理解し積極的に社会参加するため  

の能力を養成する科目である。2年生と3年生を対象とし、自己分析、業界研究とと  

もに、コミュニケーションおよびプレゼンテーションの能力向上を図る。   

「インターンシップ」は3年生を対象とする。「職業と自己理解」で基礎知識を学ん  

だ後、この科目によって希望する職場で就業体験を行う。この科目が開講されるのは  

平成20（2008）年度からで、現在は内容の詳細を詰めているところである。担当教員と  

キャリアサポート部が協力して当たり、実習前指導を十分に行うことが決まっている。  

（イ）資格取得対策としてのキャリア教育   

資格取得は、学生のキャリア意識の養成としても実際的な就職へのステップとして  

も有効であるが、資格取得支援として「日本語ワープロ」「福祉住環境コーディネータ  

ー」「秘書技能」などの資格検定を実施している。それらは、受験者数・合格者数とと  

もに表4－4－2に示した。  

表4一車2 資格取得支援としての検定と受験者一合格者数（平成柑年度）  

資格名称   級  受験者  合格者  合格率   

日本語ワープロ   5   3   60．0  

準1   9   11．1  

j 2 20   13   65．0  

準2   15   9   60．0  

3 3 112   89   79．5   

情報処理技能（表計  1   8   1   12＿5  

j 2 7   4   57．1  

3 3 89   75   84．3   

文書デザイン   1 1 6   5   83．3  

i 2 14   78．6  

3 3 129   110   85．3   

ホームページ作  ロ   0   0  

2 2 0  0  

i 3 73   45   61，6   

福祉住素読⊃－テ㍉か  2   5   2   40．0  

3 3 5   3   60．0   

秘書技能   準1   2   1   50．0  

1 2 25   10   40．0  

j 3 29   24   82．き   

漢 字  準1  0   0  

2 2 23   3   13．0   

準2  19   13   68．4  

i 3 7   5   71．4  
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■なお、平成19（2007）年度より夏季5日間集中の簿記検定対策講座および秘書検定対  

策講座を予定している。また、授業科目の中には、日本語ワープロや福祉住環境コー  

ディネーターのような特定の資格取得を目指して内容を構成し、対策講座として機能  

させているものもある。  

（2）4－4の自己評価   

就職・進学に対する相談・助言体制としては、専任のキャリアカウンセラーを配置  

しており、随時相談・助言を受けられる支援体制は整っている。   

平成18（2006）年度の就職状況を表4・む3に示す。全体での就職率は96．0％であり、  

満足しうる段階にある。  

表4－4－3 就職の状況（平成18年度）  

学部   学科   卒業者数   就職希望者数   就職者数   就職率  
（人）   （人）   （人）   （％）  

心理学科   79   66   64   97．0  

人間関係学科   23   20   20   100．0  

学部合計   102   86   84   97．7  

総合福祉学科   83   29   27   93，1  

英米文化学科   13   9   8   88．9  

学部合計   46   38   35   92．1   

合 計  148   124   119   96．0  

★ 就職率は就職希望者に対し、実際に就職した就職者の割合  
★求人社数は、学部指定のない社数3，330社、福祉関連340社、計3，670社  

平成19（2007）年度より、キャリア教育のための支援として、教養科目にキャリアア  

ップの区分を設け、「職業と自己理解」「インターンシップ」という、段階を追う2つの科  

目を置いた。これは学生の将来を見据えた有意義な判断である。両科目はまだ動き始めた  

ばかり（「インターンシップは平成20年度より開講」）で、しばらくは手探りの状態が続  

くが、すでに「職業と自己理解」には多数の受講者が集まっている。「インターンシップ」  

にも、学生の積極的な参加が期待できる。  

（3）4－4の改善・向上方策（将来計画）   

本学は岐阜県学生就職対策連絡協議会に加盟しているが、岐阜県下の大学・短期大  

学の就職担当者との情報交換をはかるだけでなく、ハローワーク・雇用促進協議会・  

商工会議所・中／ト企業家同友会など各種団体との連携を強め、学生と社会のニーズを  

調査し、より適切なマッチングをはかる事業を展開していく。   

キャリア教育のための支援体制としては、多様化・長期化している就職活動に対応  

していくために、キャリアサポート都と教学部門（就職委員会、教養科目運営委員会  

など）との密接な協力体制を整え、授業「職業と自己理解」「インターンシップ」の成  

果をまって、初年次から一貫したキャリア教育の構築を計画することが課題である。  
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［基準4の自己評価］   

本学のアドミッションポリシーは明確であり、入学試験要項などにおいて周知され  

ている。しかし、学科ごとのアドミッションポリシーは未だ明示できる段階ではない。   

学生への学習支援の体制は、指導教員制度や学習支援重などにより、いわゆる受け  

皿部分はできている。しかし、これらのシステムは共学化以前のものであり、多様化  

した個々の学生に柔軟に対応できているかという点では改善の余地がある。   

学生サービスの体制は、厚生委員会や学生部等により企画・運営されており、適切  

に運用されていると言える。しかし、共学化や学生の多様化により、さらにきめ細か  

く学生に応えていく組織的対応が要求される。   

就職・進学支援等の体制は、就職委員会やキャリアサポート部により企画・運営さ  

れている。キャリア教育という観点からは、体制ができつつある段階であり、これか  

らの展開への努力が不可欠である。  

［基準4の改善・向上方策（将来計画）］   

アドミッションポリシー関係では、学科ごとのアドミッションポリシーが未だ確立  

できていない。今後は、広報手続きなどとともに、これらのアドミッションポリシー  

に関わる諸事項の確定が急がれる。   

学習支援体制としては、学習支援室の適切な開重時間・方牲などを検討していくこ  

とが必要である。   

学生サービスの質の向上のためには、学生の意見を適切に吸い上げることが必要で  

あり、授業アンケートや学生生活実態調査などを洗練してゆく。   

就職・進学支援等の体制は、共学化や学部学科改組により、最近まで継続されてい  

た方法の修正が迫られている。教養科目としてキャリア教育への取り組みが開始され  

たが、それらの成果をみつつ、新しい方向を探る必要がある。特に、就職関係では、  

女子とは異なる面がある男子の就職支援体制の構築は今後の重要な仕事となる。   

本学は組織全体として、ここ数年およびこれからの数年は、共学化や学科再編成、  

短大との統合など多方面に展開しつつあり、学生支援は学内体制全体の動きと歩調を  

合わせつつ展開していくことが必要である。  
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基準5．教員  

5－1．教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

5－1－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配  

置されているか。   

学部・学科の専任教員は、表5・1・1（募集停止の学科及び大学院の数は（）付きで  

表し設置基準に従い合計数に含めない。）に示した通り、全学部・学科の助教以上の専  

任教員の合計は46人で、設置基準上必要専任教員数である39人に対して5人上回り、  

学部・学科別に見てもそれぞれが設置基準を満たしている。また、大学設置基準にあ  

る「設置基準上の必要専任教員数の半数以上は原則として教授とする。」についてもす  

べての学部・学科においてその数を上回っている。   

大学院については、大学院設置基準により、「大学院の教員は、教育研究上支障を生  

じない場合には、学部、研究所等の教員がこれを兼ねることができる。」となっており、  

学部数育との連続性と整合性及び専攻分野に配慮して学部教員が兼担しているが、加  

えて2人の学部に属さない専任教員を配置している。  

表5・1－1学部・学科、大学院教員配置数一覧表  

平成19年5月1日現在  

注1：文学部総合文化学科は平成17年4月募集停止した。  
注2：人間関係学部心理学科の収容定員は、3年次編入学定員20人（計40人）を含む。  
注3：人間関係学部人間関係学科は平成18年4月募集停止、それを基とする子ども学科を設置した。人  

間関係学科の収容定員は3年次編入定員20人（計40人）を含む。  
注4：大学院設置基準の「大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所琴の教員  
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がこれを兼ねることができる。」による。   

5－1－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。   

学部・学科の専任・兼任の教員構成は、表5－1－2（募集停止の学科及び大学院の数は  

（）付きで表し設置基準に従い合計数に含めない。）に示すように、兼任教員依存率は  

全体で32．5％、最も高い心理学科では37．3％となり、同様に専任教員（専任教員／合計  

教員数）は全体で36．5％、兼担教員は全体で31．0％となる。   

また、専任一人当たりの在籍学生数を設置基準の値（〔本学の収容定員／設置基準の  

教員数〕）と比較すると、本学の学部・学科は全体で14．8人、学部・学科別で11．5～  

18．1人、設置基準の値は全体で26．7人、学部・学科別は20～68．6人となる。本学の  

在籍者数672人が収容定員1，040人に対し65．3％であることを勘案すれば、概ね同程  

度の人数となり、全体の31．0％（兼担教員数／合計数員数）を占める兼担教員も含め、  

全体的には専任・兼任のバランスがとれていると言える。  

表5・1・2 専任・兼任の教員数、在籍学生数一覧表  

学部・学科、研究科  

平成19年5月1日現在  

注1：心理学科の在籍学生数は文学部人間関係学科（平成14年4月募集停止）の在籍学生1人を含む。  
注2：子ども学科の「専任教員1人当たりの在籍学生数」は人間関係学部子ども学科と人間関係学科の合  

計数に対するものとする。（子ども学科は平成18年4月に人間関係学科を基として設置された学科  
で、現在1・2年生のみの在籍による）。  

注3ニ兼担教員数および兼任教員数は、1人が複数学部・学科を担当する場合は、それぞれに重複カウン  
トした。  

年齢別の教員構成は、表5－1・3に示すように、50代が23人と最も多く46％を占め、  

40代が20％、30代以下が22％、60歳以上は12％となっており、男女別の構成比は、  

男性が34人68％、女性が16人32％で、年齢構成、男女別構成ともにバランスがと  
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れている。   

専門分野の教員構成は、各学部・学科の開設授業科目の専兼比率において専任教員  

が占める割合は必修科目75．0～100％、全開設授業科目52．4～89．5％となっており、  

各分野とも適切な配置といえる。また、主要な科目は専任教員が担当することに努め  

ている。  

表5守3 専任教員の年齢別男女別構成一覧表  

平成19年5月1日現在  

（2）5－1の自己評価   

教員配置数については、各学部・学科とも専任教員1人当たりの学生数は20人以下  

で、少人数制の指導ができている。また、年齢構成、職位別、男女別の構成において  

も適切な教員配置でバランスがとれている。   

教員の専任・兼任比率については、専任・兼担の合計が67．5％、兼任32．5％で、こ  

れは適正な比率であるとともに、専門分野を担当する兼任教員の採用によって多彩な  

開講科目を配置するなどの前向きな取り組みにより、教育課程は概ね適切な運営とい  

える。   

しかしながら、一部の学科では主要科目を兼任教員が担当しているので、今後の教  

員採用計画において是正していく必要がある。  

（3）5－1の改善・向上方策（将来計画）   

学部・学科の教育研究上の目的の達成や各種資格の取得も視野に入れた教育課程の  

遂行のためには、兼任教員も含め専門性豊かな教員の配置とともに、主要科目担当教  

員における兼任依存率の低減が不可欠となる。今以上に責任ある教員配置とするには、  

中長期的な事業計画に基づく教員採用計画が必要となる。  

5－2．教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

5－2－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。   

教員の採用については、「学校法人神谷学園教員選考手続きに関する要項」の第2条  

「教員の選考は、人格、健康、学歴、職歴及び教育研究上の業績、教授能力及び社会  
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における活動の状況などを総合的に考慮して行う」の規定を基本方針として行うこと  

になっている。その手続きは学部長又は学科主任より職位、専門分野（担当科目）な  

どについて学長に申し出がなされ、学長及び理事長の承認を得た後に選考委員会を設  

置するなどして選考を行う。なお、兼任教員（非常勤講師）の採用は、この中で「準  

用する」と規定されている。   

教員の昇任についても採用の場合と同様の手続きで行われる。   

ただし、上記の「学校法人神谷学園教員選考手続きに関する要項」は平成19（2007）  

年4月1日より施行されたため、現在のところこの手続きが運用された採用及び昇任  

はない。それ以前は「学校法人神谷学園教員選考内規」に基づいて行われていたが、  

この内規では基本方針が明文化されていなかったため、平成19（2007）年4月1日より  

明文化された。  

5－2－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用され  

ているか。   

教員の採用及び昇任については、「学校法人神谷学園教員選考規程」に基づいて行わ  

れる。また、この規程を円滑に運用するため「学校法人神谷学園教員選考基準細則」  

が定められている。   

これらの規程ではそれぞれに職位に応じて基準が定められ、適切に運用することが  

可能になっている。具体的には選考基準として、学位、研究上の業績、経歴、教育上  

の業績などが挙げられ、「学校法人神谷学園教員選考基準細則」においてはさらに詳細  

に規定されている。   

ただし、上記の「学校法人神谷学園教員選考規程」及び「学校法人神谷学園教員選  

考基準細則」は平成19（2007）年4月1日より施行されたため、現在のところこれらの  

規程が運用された採用及び昇任はない。それ以前は「学校法人神谷学園教員選考内規」  

に基づいて行われていた。   

なお、過去5年間の採用及び昇任は表5－2・1の通りである。   

また、教育研究活動の活性化のため、任期を定める教員の制度も有している。この制度  

は「大学教員等の任期に関する規則」に基づいて行われ、4年以内の任期とし、再任する  

ことができるようになっている。このほかに大学院においては「大学院特任教員内規」が  

定められ、大学院におも、ても4年以内の任期とし、再任することができるよう制度となっ  

ており、教育研究の進展に寄与している。  
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表5増－1過去5年間の採用および昇任に関する一覧表  

新規採用  昇任  

年度  准（助）  准（助）  
教授  講師  助教  助手  教授  講師  助教  助手   

教授  教授  

平成14年度   3（3）   2   0   2   0   0   0   0   0   

平成15年度   1   0   1   2   2   0   0   0   

平成16年度   0   1   2   0   2   3   0   0   0   

平成17年度   0   1   0   0   0   0   0   0   

平成18年度   2（l）   2   5   0   1   0   0   0   

平成19年度  1（1）   0   2   0   1   3   0   2   0   

注：（）は短期大学からの移行教員であることを示している。また、昇任はすペてそのすぐ下の職位か  

らによる。ただし、平成19年度に助教の職位が新設されるまでは講師については助手からの昇任となっ  

ていた。  

（2）5－2の自己評価   

本学では、教員の採用及び昇任は平成18（2006）年度までは、旧来の規程により運用  

され、詳細については明文化されていなかった。このため教員の採用及び昇任の基準  

が必ずしも明確ではなく、客観性の検討が必要となってきた。このたび、学校教育牡  

の改正に伴い大学教員の職位が改正され、基準が明確になったことを受けて、平成  

19（2007）年4月より新たに「学校法人神谷学園教員選考規程」、「学校法人神谷学園教  

員選考基準細則」及び「学校法入神谷学園教員選考手続きに関する要項」が定められ  

た。それらにおいては教員の採用の基本方針が示され、職位ごとの基準が明確にされ  

たことは評価できる。   

しかしながら、兼任教員（非常勤講師）の採用については、「学校法人神谷学園教員  

選考手続きに関する要項」において、専任教員の採用手続を準用するとあり、これは  

専任教員と同様な水準での選考が必ずしも実施されていないなど、現状と帝離してい  

る点もある。  

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画）   

平成19（2qO7）年4月より教員の採用及び昇任の方針に基づく規程は一層整備された  

が、まだ運用は始まったばかりであり、今後の厳格な運用とその点検・検証が必要と  

なる。  

5－3．教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援  

する体制が整備されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

5－3－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分され  

ているか。   

平成19（2007）年度における専任教員の週当たりの教育担当時間は、表5せ1に示  

すとおりになっている。  
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表5・3・1過当たりの授業担当時間数  

総合福祉学部  人間関係学部  文学部   

担当  
教授  准教授  講師  助教  教授  准教授  講師  助教  教授  准教授   

時間数  

0一－5   2  

6一－9   2  1   2  1   

10～11  4   1   2  2  

12   3  3   1   2   

13・－14  4   3   2  

15～  5   2   

合 計  11   2   17   山   6   

平成19年5月1日現在   

著受業時間割表にある講義担当時間のほか、学習支援室での学生対応や実習相談等に  

随時応じるなど、教室外での教育指導が実施できる体制をとっている。   

専任教員の週当たりの授業時間数は「東海学院大学専任教員の勤務に関する細則」  

において定められており、その授業担当基準は蓑5・3・2に示す通りで、90分をもって  

1回とし、1回を2時間として基準時間を設定している。   

なお、特別な役職を担当する教員等に対しては、授業担当時間数を必要に応じて減  

じている。   

また、基準時間を超える授業担当時間に対しては、超過手当が支給される。  

表5甘2 過当たりの授業担当基準時間  

教授   準教授   講師   助教   

6回を下まわらない  6回を下まわらない  6回を下まわらない  6回を下まわらない   

こと   こと   こと   こと   

（12時間）   （12時間）   （12時間）   （12時間）   

5－3－② 教員の教育研究活動を支援するために、TA（TeachingAssistant）等が適  

切に活用されているか。   

本学は大学院人間関係学研究科臨床心理学専攻の修士課程を設置しているが、大学  

院生に対し、教育的配慮の下に、学部学生に対する助言や実習等の教育的補助業務を  

行わせるなど、大学院生への教育トレーニングの機会の提供や教員の教育研究活動を  

支援するなどの制度はない。また、学部生を教育の補助業務に携わらせるSAについ  

ても行っていない。   

ただし、教養科目の音楽において教員の教育研究活動を支壊するために、ピアノ技  

術指導員を1授業当り6人配置して、授業の補助的業務にあたらせている。   

5－3－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されて  
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いるか。   

教員の教育研究活動のための研究費等については、表5・3・3に示す通りである。全  

教具に対して、公平に支給しており、学会において講演・発表の場合には別途10，000  

円を支給し、資金面で支援している。   

また、理事長決済による特別研究費の支給の加算もある。   

なお、複写費（コピー、印刷）及び消耗品費については特に上限を設けていない。  

平成18年度実績は、1教員あたり454，852円である。  

表5－3－3 研究費等  

個人研究図書費   年額105，000円   

国内学会出張旅費   年額60，000円   

国外学会出張旅費   年額100，000円   

（2）5－3の自己評価   

教員の教育研究環境について、教員の教育担当時間数は概ね妥当と判断している。  

ただし、学科によっては学生の多様なニーズに対応するために、教室外・時間割外で  

の相談・指導が恒常的に行われており、教育と研究活動の両立に苦慮する場合もある。   

m等の活用は、学生の多様なニーズに対応すること、mを担う人材の育成という  

観点から、制度として確立すべきである。   

研究費等は総額としては概ね妥当と判断する。しかしながら、教員による研究費内  

の予算配分権はなく、非常に執行しにくい構造になっている。  

（3）5－3の改善・向上方策（将来計画）  

①学生の多様なニーズに対応するために、教室外での学生の相談や指導の時間を十分   

に確保する必要がある。  

②mは大学院生を中心とした若手研究者の教育訓練の場としての活用と教育効果を   

上げるための活用の2通りの活用が考えられ、特に後者の活用を中心に、m制度の   

構築・導入を計画する。また、SA制度の導入も検討する。  

③個人研究費については大幅な見直しを行う。  

（ア）教員による個人研究計画に沿った研究費内の費用科目の配分を認める。  

（イ）競争的な学外資金の獲得に向けての一層の努力を促す。  

（ウ）理事長決済による特別研究費の支給について細則を定め、学内における競争的  

資金の獲得に向けて周知させる。  

④教員の教育研究力をより充実させるため、国内外留学及び研修についての制度設計   

を行う。   

5－4．教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。  

（1）事実の説明（現状）  

5－4－① 教育研究活動の向上のために、FD等の取組みが適切になされているか。   

本学におけるFD等の取り組みは平成14（2002）年、FD推進委員会を設置したこと  
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に始まった。このFD推進委員会の組織は、主任教授会が兼ねる。そして平成15（2003）  

年に組織した教育改革プロジェクトがFDの内容をまとめ、これをもとに具体的な取  

り組みを進めることになった。教育改革プロジェクトが計画したのは、教育研究のた  

めの研修会の開催、教育支援プログラムの作成、教育機器の活用などであった。とこ  

ろが同時期、本学は新学科構成への移行を急速に行った。このためこれらを全学的な  

体制で進めることが難しくなり、現在は各学科が主体となって、取り組みを進めてい  

る。   

総合福祉学科は、学科開設時より福祉実習センターを運営し、実習の実務的な調整  

に加えて実習担当教員の研鐸を行っている。また各種の福祉関係協会・連盟に加盟し  

て、授業研究などを続けている。   

心理学科は、専門教員で研究会を開催し、専門外国書の輪読や各教員の研究成果の  

発表を定期的に行っている。普段の授業では、年に数回、学科数具に授業を公開する  

時間を設け、意見交換を行っている。また心理学科には公開講座や出前授業の依頼が  

多くあり、その際には教員同士で教材の作成や司会、聴講を行っている。   

子ども学科は、学科教員間で互いに授業を公開している。また多人数授業では、参  

観教員がアシスタントティーチヤーの役割を持ち、かつ担当教員と授業の進め方につ  

いて意見交換をしながら授業力の向上を図っている。   

教養科目運営委員会は、平成17（2005）年度から私立大学等経常費補助金を得て、「授  

業内容定着のためのプロジェクト」を実施している。このプロジェクトは、学生が授  

業内容をどこまで定着させたかを、教授者が期末試験以外の機会に点検し、その後の  

授業に生かそうとする読みである。教育学でいう形成的評価を図るものである。この  

進行状況や結果は、逐次教授会に報告している。このプロジェクトは、また教育機器  

の使用方汝や、機器を活用した授業方法の研修会も開いている。   

大学院人間関係学研究科では、平成18（2006）年の大学院設置基準の改正に伴い、教  

育内容の組織的な改善が義務化された。それを受けて平成19（2007）年より学則改正を  

行ない、第30条の2（教育内容の改善のための組織的な研修等）を設け、「研究科は、  

当該研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び  

研究を実施する」とした。   

5－4－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運  

用されているか。   

アンケートを用いて学生から授業の評価を受けることは、一部の教具が早くから行  

っていたが、これについても教育改革プロジェクトの提言を踏まえ、平成16（2004）年  

度後期から、r授業アンケート」と称して全学で統一形式によって開始した。この作業  

は教務委員会の授業アンケート部会が担当し、専任には1年に1科目以上、非常勤に  

は1科目、担当する科目についてアンケート調査を課す。各科目の集計結果は、授業  

担当教員および所属の学科主任に通知される。教務委員はまた全科目の集計を行い、  

学内平均値を算出し、幾つかの分析を行って、これを各教員と教授会に報告する。各  

教員はこの結果を見て、授業の内容や方法に改善を加え、より適切な教育の達成に努  

める。また各学科はこの結果をもとにして、来期の授業編成を検討する。なお授業ア  

ンケートのデータは、全てこれを保存し、後日行われる分析や報告に備えている。  
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各教員はこの学生による授業評価の必要性を認め、それぞれに結果を確認して、次  

回の講義の改善に努めている。しかし本学の評価体制は、準備期間が短かったことも  

あり、アンケートの内容、集計、分析、結果の通知、公表のいずれにも課題を抱えて  

いる。このため教務委員会は、アンケート調査のたびに改良を重ねているのが現状で  

ある。   

大学院人間関係学研究科では、学則第30粂の2を受け、全ての授業において授業評  

価を行うこととしている。  

（2）5－4の自己評価   

本学のFD活動は、学生による授業評価（授業アンケート）の結果から見ると、一  

定の成果をあげている。学科単位でFDを進めるのは、学科の教育内容に適した方法  

を考えることができ、かつ′ト規模であるゆえ構成員間の調整をつけ易く、考案したこ  

とをすぐに実行できる利点がある。また教養委員会が行っている「授業内容定着のた  

めのプロジュクト」は、FDとして明確な取り組みである。しかし全学的な体制が、未  

だに整っていない。授業評価は、ひととおりの制度を組み立て、実効をあげつつある。  

しかしまだ情報の収集にとどまっている。フィードバックの面が不十分である。本学  

のFDと授業評価は、緒に就いたばかりとはいえ、早急な整備と工夫を必要としてい  

る。   

大学院人間関係学研究科では、まだFDの組織的研修や研究会は行なっていない。  

今は大学院付属心理隆床センターのプロジェクトの一環として、個別的な研究会を行  

っている。  

（3）5－4の改善・向上方策（将来計画）   

FDの取り組みとして、各学科はそれぞれの教育内容に即した授業研究をさらに進め  

ていく。総合福祉学科は、学科内に授業研究会の設置を検討している。心理学科は、  

研究授業の回数を増やすことを検討している。子ども学科は、授業を公開することに  

ょって、講義内容の重複を解消し、さらに、講義レベルの調整を図っていく。また、  

今後の課題として、半期につき2～3の授業場面を録画して授業分析を試みたいと考え  

ている。教養科目運営委員会は「授業内容定着のためのプロジェクト」を終えたあと  

も、また試行を継続する予定である。   

各学科が授業研究を進める一方、FI）推進委員会は平成19（2007）年度の大学設置基  

準の改正をふまえて全学的な取り組みを行う。FD推進委員会主導のもとに、全学規模  

の研修および研究会の実施、また外部FD関係組織が開催する研修会への参加をすす  

めていく。   

大学院人間関係学研究科は、教員間士の自由な授業参観を行って、授業内容の高度  

化と専門性の向上、さらに授業方法の研鎮を進め、それを教育、研究活動にフィード  

バックしていく。現在FDを担当するための研究科委員会を中心とした体制作りを計  

画中である。   

授業評価については、教務委員会の担当部会が、5寸②に記した諸問題の解決をは  

かり、さらに実効性のある内容を構築して、学生も教員も共に満足できる体制を目指  

す。  
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［基準5の自己評価コ   

教育課程の運営に必要な教員については、配置数、教員構成とも教育研究上の目的  

を達成するために、概ね適正に配置されているといえる。今後は平成19（2007）年学校  

教育法の改正に伴いこれと連動する形で改正（平成19年4月1日）された関係諸規  

定の厳格な運用により、一層計画的な教員採用に努める必要がある。   

教員の教育担当時間については、概ね妥当と判断しているが、時間外に行う実習相  

談・指導に掛る時間が研究活動との両立に負担となることがあるため、m制度の確  

立・導入も含めて検討することが急務である。   

教員の教育研究活動の支援については、研究費の配分方法の見直しや対象項目の拡  

大、併せて競争的な外部資金の獲得のための環境の整備などが必要である。   

FD等の取り組については、FD推進委貴会は設置されているものの総括されておら  

ず、評価体制にしても授業評価の実施、アンケート調査結果の報告に止まり、全学的  

な評価制度は確立されていない現状において、早急な対応が必要である。   

［基準5の改善・向上方策（将来計画）］   

具体的な改善・向上方策については、各項目で記述したが、特に以下の項目につい  

ては早急な改善・向上方策の実施が必要である。   

教員の教育研究活動を支援する研究費について、計画に基づく配分とともに使途の  

自由度を高める。加えて、外部資金の獲得に向けての一層の努力を促すための体制を  

整備する。   

FDについて、FD推進委貴会主導による組織的、全学的な取組を行う。   

授業評価の結果を教員評価制度の確立への一助とする。  
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基準6．職員  

6－1．職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、か  

つ適切に運営されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

6－1－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されて  

いるか。   

学校法人全体として理事長の総括の下で機能的に運営していくために「学校法人神  

谷学園 組織規程」で定められている通り、理事長の下に法人本部、東海学院大学／  

大学院、併設の東海女子短期大学等が置かれ、それぞれの下に法人事務局及びC．A．E．  

事務局，大学／大学院事務局，短期大学事務局等が置かれている。これは理事長の下  

での事務組絃の円滑な運営を意図したものである。   

大学事務局には総務部、キャリアサポート部、学生部、教務都、入試広報センター  

が置かれ、それぞれ総務部に総務課、キャリアサポート部にキャリアサポート課、学  

生部に学生課と厚生課、教務部に教務課、入試広報センターに入試広報課が置かれて  

いて、学生部を除けば1つの部1つの課という体制である。これを図に示すと図6－1－1  

のとおりである。入試広報センターは短期大学と事務を統合している。  

図6・1・1事務組織図   

事務組織と教学組織の連携を図るためには主任教授会が設けられ、各部長が参加し  

ている。また、部長職のうち、学生部の部長は教員の兼務であるが、他には教員との  
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兼務者はおらず、事務組織の専門化とサービスの向上に努めている。   

なお、法人本部には法人事務局長統括のもと、経理部と総務部を配置している。   

兼務者を除く大学の職員数は、図書館を含めて正職員25人（うち管理職10人）、  

嘱託職員5人、パート1人、派遣職員6人である。（図6－1・1点線枠内）  

6－1－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。   

職員の採用に関しては、学校法人神谷学園「任用規程」及び「学校法人神谷学園 東  

海学院大学教職員就業規則」で規定され、これに基づいて適切に行われている。事務  

組織には特に定員は定められてはおらず、「学校法人神谷学園人事委員会」が採用の計  

画や方針を審議するが、現状では詳細な規定はない。実際の職員の新規採用について  

は、近年では平成17（2005）年度に1人、平成18（2006）年度に4人が採用されているが  

それ以前は長期間にわたって新規の採用はなく、退職者の補充は同一学校法人内の異  

動によって手当されてきた。   

昇任については、年齢を基準に職位が上がる形で行われているが、この点も現状で  

は詳細な規定はない。   

異動については、職務の状況や適性を考慮した上で、近年では平成15（2003）年度に  

1人、平成17（2005）年度に6人、平成19（2007）年度に1人の異動が行われたが、定期  

的には行われてはいない。  

6－1一③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運  

用されているか。   

職員の新規採用に関しては、前にも述べた学校法人神谷学園「任用規程」及び「学  

校法人神谷学園 東海学院大学教職員就業規則」の第1章「採用」で規定されている。  

これらの規程では、任命権者による採用と採用の手順や手続きが定められており、こ  

の運用は定められた手続き従ってなされているが、採用計画や採用方針は規程の形で  

明確にされてはいない。   

昇任・異動については新規採用とは異なり、規程が整備されておらず、現在、昇任  

については年齢を基準に、異動については職員個人の適性などを考慮して、いずれも  

適切に行われている。具体的には昇任・異動いずれも事務組織内での議論を踏まえた  

上で、法人本部事務局長、理事長の承認を得て実施されてきた。  

（2）6－1の自己評価   

職員の採用については、学校法人神谷学園「任用規程」及び「学校法人神谷学園 東  

海学院大学教職員就業規則」によって規定され適正に運用されているが、職定数の妥  

当性は、近年の大学組織の中で職員の持つ役割の拡大といった状況に鑑み判断する必  

要がある。   

また、昇任・異動に関しては規程が整備されておらず、したがってその運用も職務  

や事務組終の必要に応じて行われている。二れは時勢や状況に柔軟に対応できるとい  

う利点はあるものの、昇任・異動の客観性と公正さの確保には不断の注意が求められ  

る。  
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（3）6－1の改善・向上方策（将来計画）   

大学の運営に困難が多いと予測される時期にあたり、職員の能力の活用と開発の必  

要性が高まる中で、事務組織の実効的な運営を確保し大学の発展につなげるためには、  

規程の整備されている採用だけでなく、昇任・異動についても規程を整備したい。こ  

の規程は、厳格に運用して公正さを確保することで職員の意欲と資質の向上を目指す  

目的を持たせる。   

また、この先大学運営をめぐる困難を克服した上での今後の学校法人全体のさらな  

る発展のために、平成20（2008）年度より予定されている同一法人内の短期大学も含め  

た改組の中で、短期大学と事務局を統合してより合理的な職員配置を行い、事務組織  

全体の改革と強化を図る必要がある。これについては、組織の改変に踏み込んだ全体  

の計画を検討する段階には至っていないが、短期大学を含めた職員の配置計画等を考  

慮して必要なところから順次取り組んでいきたい。  

6－2．職員の資質向上のための取組みがなされていること。  

＝）事実の説明（現状）  

6－2－① 職員の資質向上のための研修（SD等）の取組みが適切になされている  

か。   

長期的には職員の総合的教育訓練計画は、人事委員会により法人全体の人事計画の  

なかで審議されている。ただし、法人又は人事委員会で企画される研修等は行われて  

いない。学内あるいは学外機関が開催する研修等への参加が奨励されている。   

職員は、教職員就業規則により勤務の一環として年1回を上限とした勤務能率の発  

揮及び増進のための教育、訓練等の学外研修を受けることができる。これは義務化さ  

れてはいないが参加が勧奨されていて、所属する部の推薦にもとづいて、あるいは自  

主的に、大半の職員が参加・利用している。   

職員の新規採用・異動とも多くはないが、文部科学省、日本学生支援機構、日本私  

立大学協会等により行われる一般的・総合的研修には、着任後の早期に事務局各部の  

判断で参加が推奨される。   

管理的立場にある職員の研修は定まったものはないが、必要に応じて法人本部・大  

学事務局で協議される。自己研楕で対応されている部分も大きい。   

実務経験者を対象として学外機関で行われる専門的・技術的研修には、事務局各部  

内の人員配置計画のなかで参加者を派遣する。研修内容については部内で報告され、  

情報は共有される。大学業務において高度化が進展している分野が拡大している現状  

では、これらに対応できる職員をそれぞれ特定して計画的に派遣することとしている。   

このほかに、学内で実施される研修には定例化されているものはないが、これまで  

LAN・HP委員会、人権委員会で不定期に職員対象の研修が実施されたことがあり、一  

定の成果をあげてきた。  

（2）6－2の自己評価  

大学業務が全般的に高度化・専門化してきていることから、専門的研修・技術的研  
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修の重要性は高まっている。とはいうものの、小規模大学のため一人の職員が担当し  

なければならない業務の範囲は広く、大学を取り巻く状況も変化が迷いことから、年  

1回の研修では充分とはいえない。   

また、限られた人員と時間のなかで効率的・効果的な研修効果を得るためには、職  

員の配置や異動計画のもとに行う必要がある。これついては各部内に限れば担当を決  

めるなどしておおむね考慮されている。現状では大学内や同一法人内の学校間の異動  

は多くないので、部単位での研修計画がむしろ効率的であるといえる。   

特に高度な知識と対応力が求められる分野では、積極的な学外研修の活用や自己研  

賛に努める職員もいるが、現在の規程等においてはこれらの努力を組織で支えるため  

の支援及び評価・処遇等は明確になってはいない。「教職員の大学院進学に関する内規」  

はこれまでおもに教員を対象に適用されてきた。  

（3）6－2の改善・向上方策（将来計画）   

学外研修については勧奨制度の充実と利用率の向上をはかる。ひとつの業務を複数  

人が対応できることが望ましく、研修への派遣も必要に応じて複数名をあてる。   

自己研揖については研修と並んで資質向上の重要な柱でありことから、一定の目標  

を明示して研鐸努力を促すなどを制度として取りいれたい。   

学校法人全体としてこのことに取り組むためには、種々の助成や援助、結果の評価  

やその後の処遇等における客観性・公平性の確保が必要であり、このための規程の整  

備を進めたい。．   

また、大学院教育の比重は今後も増していくが、大学院をはじめとする高度な業務  
の拡大には、専門職員の育成をはかるなど大学としての対応の幅を広げなければなら  

ない。各大学コンソーシアム等公的団体や学内機関主催の研修、大学院での科目等履  

修等の利用も今後取り入れていくとともに、「教職員の大学院進学に関する内規」が職  

員に対しては充分活用できない現状では、特に若手職員を対象にした高度な研修に対  

応できるような体制を準備したい。  

6－3．大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

6－3－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。   

大学事務局には教育支援のための事務体制として、事務局長をその統括とし、教務  

部（教務一般）、学生部（学生生活一般）、キャリアサポート部（就職支援）、入試広報  

センター（学生募集・入試）を設置している。附属施設としては、附属図書館（短期  

大学と共用）、心理臨床センターを置いて目的に応じた教育研究支援を行っている。   

この他に、教職員をメンバーとする13の学内委員会（教務、厚生、教育実習、図書  

館、研究支援、留学生、学生募集・入試、公開講座、IAN・HP、就職、教養科目運営、  

芸術祭、人権）がある。各委員会は内規による業務内容を良く理解し、教職員の意見、  

学生の生の声を収集分析して委員会にフィードバックしている。   

これら委員会は事務組織ではないが、教員・学生・職員の間で事務局各部の機能が  

効率よく円滑に働くよう一定の役割を果たしている。教授会への諮問も担当部局から  
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ぱかりでなく、各委員会から提案・意見が多く出されており、委員会組織の充実は教  

育研究支援の事務体制を特に教育面で補完している。   

しかしながら狭義における研究支援についてみるに、現在、研究支援業務は事務局  

各部の業務の中で担当されていて、科学研究助成費等の申請、協同研究・個人研究の  

支援などに関する事務処理をバックアップすべき研究支援課なるものが組織立ってい  

ないのが現状である。  

（2）6－3の自己評価   

教育研究支援のための事務体制は、教育支援、研究支援いずれも事務組腰と委員会  

組織自体はほぼ確立されていると評価できるが、教育支援に比べ研究支援に組織面の  

課題がある。ただし、昨今、学生達への教育支援は多様化、複雑化し、また教員の研  

究も学際化が進み柔軟な対応が求められ、支援体制としては、いずれも今もって量的  

質的に十分とは言い難い。大学を取り巻く環境が著しく変化するなか、資金的・人的  

にもその厳しさは増加の一途である。教員と事務職員が同じ視点で教育・研究環境等  

の改善に取り組んでいかなければならないなか、事務職員も常に教育・研究の課題意  

識を持つことができるよう自己啓発に努める必要がある。  

（3）6－3の改善・向上方策（将来計画）   

学生ニーズの多様化、対応するカリキュラムの拡充、新たなキャリア教育、補助金  

事務、環境設備等々の支援事務は増加の一途である。しかし、これらは単に職員の増  

員や資金の投入で解決できるものでもない。平成20（2008）年度に予定されている同一  

法人内の短期大学との統合を機に、事務体制においても教職員の合理的な配置と事務  

組織全体の改革と強化を目指したい。さらには、今後の発展を見据え次の事項につい  

て積極的に取り組み、教育環境の改善に努めていきたい。   

・研修派遣・担当部局事務の再構築・再配置・他菓務経験等による事務職員の  

資質の向上   

・研究支援課の配置と事務体制の強化   

・費用対効果・先行投資の意識向上等をふまえて、事務の簡素化、効率化を推  

進し組織の再構築をはかる   

・障害を持つ学生への学内環境整備と就学支援の充実   

・図書館機能のグレードアップと有効活用をめざした一般社会への開放強化  

［基準6の自己評価］   

事務組織は、学校法人全体の組織規程で規定され、分掌と責任体制が適切に定めら  

れている。大学を取り巻く社会情勢が大きく変化しつつあり、また学生や教員のニー  

ズが多様化を続けるなかで、教育研究活動への十分な支援が行えるよう事務組織の見  

直しが常になされている。特に学校法人全体の教学面の組織改組計画とあわせて、事  

務組織においても法人全体のなかでの職務執行上の一体性と合理性が確保できるよう、  

適切、効率的な運用を計っている。   

職員の昇進・異動は、事務組織の中での協議に基づいてこれまで適正に運用されて  
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きている。しかし、処遇面における客観的・公正な評価体制の確立は規程が整備され  

ていないこともあり、緊要の課題である。   

職員の研修は、これまで大学内・法人内とも異動が頻繁でなかったこともあり、主  

に事務局各部で計画されてきている。その主眼は、学外研修を活用しての専門的知識・  

技術の習得におかれている。このことは、比較的／ト規模な大学の限られた職員数で、  

しかも業務内容に一層の専門性が要表されつつある状況のもとで広範な大学の業務を  

遂行していくためには有効に働いてきた。反面、大学業務全般に精通した総合的人材  

の内部養成の観点では課題があった。   

事務組織とは別に、教学に関する事項については教授会のもとに教員及び職員から  

なるいわゆる13委員会を設置し、教具及び職員がそれぞれの職務に基づきながら協同  

して運営に当たっている。これら委員会は、その役割を研究・審議と規定されている  

ものの、事務組織と教員組織・学生の間にあって互の連携を推進するとともに、事務  

局各部が支援業務を効果的に遂行するための側面支援を果たしているといえる。  

【基準6の改善・向上方策（将来計画）］   

大学は今後も様々な変化への対応を求められるだろう。大学がこの先も、変化への  

柔軟な対応を可能とする力を持ち続けるために、職員の雇用・就業・分業形態等にお  

いて多様化が進展することは避けられないと思われる。   

この状況にあって、個々の職員の能力向上を常にはかり、その資質を適切に活用し、  

組織運営を合理的・公正に規律することで、多様な職員の能力をまとめあげ組織的に  

発揮させることをはかる。具体的には以下のとおりである。   

・事務組織の分掌と責任体制を学校法人全体のなかで明確化して周知すること  

で、多様な職員が一体となって組織的に職務にあたることを目指す。事務組  

殺の分掌と責任体制は不断に見直しするとともに、学校法人全休のなかで適  

切に調整していくことを常に怠らない。   

・雇用・就業形態や部門等に関わりなく大学職員として必要な研修は、職員の  

配置計画に基づき継続的に受けさせる。また、その結果の評価や昇進・異動  

等の基準を整備し全職員に周知することで、大学の事務組織運営に一層の信  

頼を確保し、職員の業務への意欲・研錆努力を向上させる。   

・短期大学を含めた事務組織改革を行い、合理化された組織構成と人員配置を  

実施する。内部で対応する以外に外部人材の活用をはかることもある。   

・いわゆる13委員会の構成と事務組織の分掌を実情に合わせる。大学運営のな  

かで個々の教育研究支援業務の必要度を判断して、これに応じた適正数の人  

員配置を目指す。  
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基準7．管理運営  

7－1．大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ  

れており、適切に機能していること。  

（1）事実の説明（現状）  

7－1－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整  

備され、適切に機能しているか。   

本法人は、「学校法人神谷学園 寄附行為」第3粂に規定する「この法人は、教育基  

本法及び学校教育法に従い、大学その他の施設を設置して、教育および研究を行い、  

並びに国際的視野を備えた社会性および創造性と行動力豊かな人材の育成と、地域社  

会への貢献を行うことを目的とする。」を達成するため、東海学院大学■東海学女子  

短期大学・東海第一幼稚園及び東海第二幼稚園を設置している。   

本法人の業務は、「学校法入神谷学園 寄附行為」及び「学校法人神谷学園 理事  

会会議規則（以下「会議規則」という。）により、理事会で決定することになってお  

り、理事は法令及び寄附行為に規定する職務を行う。理事長は、法人の業務を総理し  

ている。   

また、平成16（2004）牢の私立学校綾の一部を改正する法律（平成16年法律第42号）  

（以下「改正私学法」という。）を踏まえ寄附行為第13粂にて、理事長を法人の代表  

者として規定し、その旨を登記し、その職務責任を明確にした。  

（ア）理事会及び評議員会の運用について   

本法人の理事会については、寄附行為第16条第1項に「理事をもって組織する」、同  

条第2項から第11項には「理事会の運営に関する」規定がある。更に「学校法人神谷学  

園 理事会会議規則」第4条は、「理事会の審議事項」の規定があり、この理事会は本  

法人の業務決定機関と位置づけられている。理事会開催時には、理事の業務執行を監  

査する必要があることから、監事が必ず出席している。   

本法人の役員組織は、業務決定の理事会、執行機関として理事・理事長、業務及び  

財産の状況等の監査機関としての監事からなる。   

本法人は、役員の人数を寄附行為第6粂第1項第1号に「理事は7人以上10人以内」、  

同項第2号に「監事は2人以上3人以内」と定めていて、現員は、理事7人、監事2人を  

置き、理事長は、寄附行為に定められた業務を適切に総理している。   

なお、理事会における特に重要な審議事項は次のとおりである。  

理事会における特に重要な審嵩事項  

1．寄附行為の変更事項  

所轄大臣又は知事、市長に認可申請する事項  

2，教育研究に関する重要事項  

3．法人の財産に関する事項  

4．校地■校舎等重要な財産の取得及び処分に関する事項  

5．予算・決算及び長期の借入金に関する事項  

6．就業規則、その他重要な規定の制定改廃に関する事項  
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7．評議員会に提出する議案に関する事項   

8．事業計画・事業報告   

9．予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄  

10．合併及び解散  

11．寄附金品の募集  

12．その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において重要と認めるもの   

（学納金の改定、学則など）  

監事の職務については、改正私学法に従って寄附行為第15条で規定している。  

監事の職務（寄附行為第15粂）  

1．法人の業務を監査すること。  

2．法人の財産の状況を監査すること。  

3．法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査部告書を作成し、当該会   

計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出する事。  

4．第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正   

の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したと   

きは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。  

5．前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請   

求すること。  

6．法人の業務又は財産の財産状況について、理事会に出席して意見を述べること。   

また、諮問機関としての評議員会がある。評議員会は寄附行為第21条により、「理  

事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない」と規定され、理  

事会を支えている。  

評議員会の諮問事項（寄附行為第21条）  

1．予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く）及   

び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分  

2．事業計画  

3．予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄  

4．寄附行為の変更  

5．合併  

6．目的たる事業の成功の不能に因る解散  

7．寄附金品の募集に関する事項  

8．その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの  

（イ）大学の管理運営について   

大学 数学部門の管理運営は、寄附行為め目的に照らし「東海学院大学 学則」「東  

海学院大学大学院 学則」とこれらの規則に基づき定められた関連語規程によって行  
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われる。   

管理運営体制は、「東海学院大学長・東海女子短期大学長 任用規程」により、教  

学の最高責任者「学長」を理事会で協議し、候補者の同音を得て、理事長が任命して  

いる。また、学長の推薦に基づき、理事長は、学部長・学科主任を任命している。   

教学の組織は、学長等の役職者、各種委員会、主任教授会、教授会等からなり、重  

要な機能を果たしている。   

主任教授会は、①理事長の諮問に関すること ②教授会の運営に関すること ③学  

生の募集に関すること ④入学試験に関すること ⑤学生の賞罰に関すること ⑥各  

種委員会等からの提案の連絡調整に関すること ⑦その他大学に関する重要事項につ  

いて審議している。   

教授会は、本学の学則及び学生の入学、退学、転学、休学、卒業に関する事項及び  

教育並びに研究に関する重要事項について審議している。   

事務部門の運営は「学校法人神谷学園 組織規程」によってその事務分掌が定めら  

れている。   

7－1－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されてい  

るか。  

（ア）法人の管理運営に関わる役員については、「寄附行為」において役員等の選任、   

解任、退任に関する規定を設け、理事長、理事及び監事を置いている。理事の選任   

構成は、東海学院大学の学長1人、東海女子短期大学の学長1人、評議員のうちから   

評議員会において選任された者2人以上4人以内、学識経験者のうちから理事会にお   

いて選任された者3人以上4人以内となっている。  

また、監事は、この法人の理事、職員（学長、教員その他の職員を含む。）又は   

評議員以外の看であって理事会において選出した候補者のうちから評議員会の同意   

を得て、理事長が選任することとなっている。（2人以上3人以内）  

（イ）大学の管理運営に関わる役職者の選任については、「東海学院大学長・東海女子   

短期大学長任用規程」により学長の選任に関する規定を設け、学長を置いている。   

学長は、人格高潔、学識卓越かつ教育行政に関して見識を有する者のうちから、学   

校法入神谷学園の理事会で協議し、候補者の同意を得て、理事長が任命することに   

なっている。  

副学長については、同規定から学長を補佐するものが必要であると認められた場   

合に理事長が任命する。   

図書館長、学部長、学科主任については、学長の推薦にもとづき理事長が任命し   

ている。  

（2）7－1の自己評価  

（ア）法人部門及び大学の管理運営体制は、「寄附行為」「学則」「東海学院大学長・  

東海女子短期大学長任用規程」「組織規程J「主任教授会規程」及び「教授会規程」  

等において規定し、それに則って適切に運営されている。  

（イ）理事・理事長は法人の職務を執行し、監事も随時監査を行っている。また、主任  

7∠】   



教授会、教授会は月1回のペースで開催されている。但し3月においては、卒業認定  

及び入学試験結果判定があり、2～3回開催されている。  

（ウ）法人の理事・監事及び評議員については、表7・い1のとおり一部を学外有識者か  

ら選任し、理事会及び評議員会で学園の管理運営に対する観客的な意見や助言を得  

ている。  

表7一ト1現員役員及び評議員の学内、学外人数調べ  

学 内 者   学 外 者   計   

理  事   3   4   7   

監  事   0   2   2   

評 議 員   12   9   21   

（3）7－1の改善・向上方策（将来計画）   

理事会から執行を委任された事項を中心に、本法人の管理運営全般に亘って理事長、  

大学学長、短期大学学長は、重要な役割を果たしている。この重要な役割の執行状況  

については、種々の方法や資料を理事会に反映させ、全学的な共通の理解となるよう  

管理運営を更に良くしていく計画である。  

7－2．管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。  

（1）事実の説明（現状）  

7－2一（D 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。  

（ア）法人部門には法人本部を置き、その中に法人本部事務局とC．A．E．（Cambridge  

AcademyofEngljsh）事務局を置いている。法人事務局には経理部（主に会計に関す   

る事務）、総務部（主に庶務、人事に関する事務）を置き、法人事務局長が所属部   

長等を指導監督して、所属事務を掌握すると共に、学園全体の事務について総括し、   

調整している。   

C．A．鼠事務局長は、ケンブリッジ・アカデミー・オブ・イングリッシュに関する   

事務について総括し調整している。   

また、大学には庶務、教務、就職及び学生の厚生補導等に関する事項を処理する   

ために事務局を置いている。現在、大学事務局は、総務部、教務都、学生部、キャ  

リアサポート部の4部と、短期大学と事務統合した入試広報センター及び図書館事務   

室から構成されている。  

（イ）教学部門は、東海学院大学 学則第11章第47条に「本学に教授会を置く」と規   

定してあり、その教授会は、学生の入学から卒業までを律した規定を設けている。   

傘下には13委員会（教務委員会、厚生委員会、教育実習委員会、図書館委員会、研   

究支援委員会、留学生委員会、学生募集・入試委員会、公開講座委員会、IJJN・HP  

委員会、就職委員会、教養科目運営委員会、芸術祭委員会、人権委員会）をもち、   

カリキュラムを含めた学生生活をいかに過ごせるか委員会ごとに審議する場を設け、   

その後教授会にて承認を得ている。   

また教授会を円滑に運営する為に主任教授会を設けている。  
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主任教授会は、理事長、学長、副学長、学部長、図書館長、研究科長、各学科主  

任並びに事務部門の長 計16人体制で組織している。また、主任教授会においては、  

理事長の諮問機関及び教授会の運営機関として機能を有し、教育並びに研究におけ  

る連絡、調整並びに主要事項を審議することとしている。   

教授会は、各種委員会で擾案された事項やその他の事項ついて審議し、学長のも  

とで運営される。   

主任教授会は、教授会の運営機関と同時に理事長の諮問機関であるため、理事長  

が理事会への議案の素案が迅速に提案しやすい面から連携を持って適切に運営され  

ているといえる。  

（2）7－2の自己評価  

（ア）管理部門と教学部門の連携については、法人本部事務局長は、大学の副学長をも  

兼任し、また現在、法人本部総務部長が、大学事務局の総務部長を兼任しており、  

各部門の問題点の把握と処理、決定について調整するようにしている。  

（イ）管理部門の理事会、評議員会、教務部門の教授会、主任教授会及び各委員会には  

それぞれの会議に相応した教学部門の事務担当者が出席し、教学部門の情報提供、  

意見の陳述に努めている。   

このように、日常的に管理部門と教学部門間の連携は円滑かつ適切に行われてい  

る。  

（3）7－2の改善・向上方策（将来計画）   

大学を取り巻く社会状況は、大変厳しいものがあり、少子化に伴う受験者数や入学  

者数の減少に直面し、『受験生の全入時代』を迎える中、法人部門、教学部門の強化  

を図ることが急務である。改正私学法の趣旨に沿って、寄附行為第13粂「理事の代  

表権の制限」で理事長の代表権について、及び第14条「理垂長職務の代理等」で理  

事長の職務代理者について、なおこの件に関しては、平成16年12月10日開催の  

理事会にて、理事長職務代理として常務理事の職位が決められた。   

平成19（2007）年度に設置した新学科設置準備室について、鋭意申請にむけて奮闘中  

である。   

本学は絶えず変革を求められ、同様に新たな準備室のような機関が必要であると考  

える。  

7－3．自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

7－3－① 教育研究活動の改善及び水準の向上を図るために、自己点検・評価活動  

等の取組みがなされているか。  

（ア）大学では、平成18（2006）年度から自己点検・評価推進特別委員会を日本高等教育   

評価機構の考えに沿って、評価活動展開に努めています。教育理念の確認、管理運   

営、学生の受け入れ、教育課程、教育活動、教授方法の工夫・研究、研究活動、学   

生生活への配慮、学生の進路、公開講座・広報、社会との連携等について自己点検  
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報告書を作成し、教育研究活動の改善に努めている。  

（イ）大学は、大学の評価活動を積極的に展開している。  

7－3一② 自己点検・評価活動等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反  

映されているか。  

（7）平成17（2005）年度の自己点検報告書は、学内の教職員に配布し、学外に対しては   

全国の大学に送付した。  

（イ）自己点検・評価推進特別委員会は、必要に応じて開催され、教育理念・目標等に   

ついて審議するとともに各種調査を実施することにより大学の運営や授業改善等の   

改革に字書かされている。  

（2）7－3の自己評価  

（ア）平成18（2006）年度には、人間関係学科を改組し、子ども学科を設置。平成19（2007）  

年度からは校名変更し男女共学とした。   

一方、自己点検・評価推進特別委員会を設置し、必要に応じ開催し、学科の改編、  

学科のコース、教育理念・目標等について審議するとともに、各種調査を実施する  

ことにより授業改善等の改革に取り組んでいる。   

同委員会におけるメンバー、開催日、審議事項は次のとおりである。  

自己点検・評価推進特別委員会（発足時） 平成18年度のメンバー  

神谷理事長、大森学長、天沼学長補佐兼総合福祉学部長併せて文学部長、神戸人  

間関係学部長、大西図書館長、宮本研究科長、塩谷法人本瓢総務部長兼大学総務  

部長併せて認証評価対策室副室長、河合法人本部経理部長、蘭学生部長、村井教  

務部長補佐兼認証評価対策室副室長、神谷認証評価対策室室長  以上11名  

平成18年度 第1回委員会 平成18年12月20日（水）  

認証評価の時期を「平成21年度」とすることについて  

「試験的な自己点検報告書」の作成を平成19年度に行うことに  

ついて  

各委員等の評価「基準」別役割分担について  

評価「基準」別実施部会の設置について  

認証評価システムの概要について  

第1号議題  

第2号議題  

第3号議題  

第4号議題  

第5号議題  

平成18年度 第2回委員会 平成19年3月14日（水）   

第1号議題  自己点検・評価実施部会の構成員（案）について   

第2号議題  認証評価システムの概要について   

第3号議題  今後の予定等について   

第4号議題  その他  

平成19年度メンバー  
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神谷理事長、杉山学長、神谷副学長、神戸人間関係学部長、／ト高総合福祉学部長   

兼文学部長、神谷斑書館長兼認証評価対策室長、宮本研究科長、塩谷法人本部総   

務長兼大学総務部長併せて認証評価対策室副室長、河合法人本部経理部長、村井   

教務部長補佐兼認証評価対策室副室長、山田学生部長  以上11名  

現在、平成19（2007）年度の自己点検報告書を学部において作成し、内外の関係者  

に配布・公表できるように進行中である。  

（3）7－3の改善・向上方策（将来計画）   

改組・転換等で文部科学省への申請を実施する中で、設置の為の基本的な教員数の  

確保、教員の研究内容及び施設の充実などの基準は整ってきた。今後は、教育内容の  

充実及び教育方針の改善を因っていかねばならない。   

今後、個々の教員の授業改善を全学的な改善にどの様に結びつけていくか検討をす  

る。  

［基準7の自己評価］   

法人部門と教学部門が連携し、建学の精神『国際的視野を備えた社会性及び創造性  

と行動力豊かな教養人の育成』をもとに教育研究活動を展開している。   

理事長の強固なリーダーシップと実践力のある学長との良好な協調のもとで連携も  

上手くいっており、その結果学園の方針などの意思決定が迅速に教職員に周知徹底さ  

れ、スム…スに行われている。  

【基準7の改善・向上方策（将来計画）］   

少子高齢化が進み、また社会が多様化、複雑化している中で、大学は建学の精神と  

設置の目的を守り、教育研究体制の環境をより発展・向上させていかねばなりません。  

その為には、今後法人部門と教学部門との連携を一層強め、大学運営について広く社  

会に公開し、伝統を継続し、建学の精神を一層具体化してゆく所存である。  
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基準8．財務  

8－1．大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支  

出のバランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処：哩がなされていること。  

（1）事実の説明（現状）  

8－1－（D 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、か  

つ収入と支出のバランスを考慮した運営がなされているか。   

本学の学生数ほ、平成11年度の1．399人が平成18年度には569人と約60％減  

となった。（平成19年度は717人）この間平成13年度には、短大の臨定を大学に  

振替えるなどして、大学で新学部、新学科を立ち上げたものの、結果的に学生が  

集まらず失敗となり、消費収支はマイナスが続くこととなった。   

この危機的状態を打開すべく、平成14年度に早期希望退職をつのり、第一次リ  

ストラを実施したのを皮切りに、平成15年度、16年度にわたり学科の募集停止な  

どの改変にあわせたリストラと給与カット（平均5％）を実施すると共に、平成  

17年度は、赤字が続いていた収益事業を廃止する等の支出の縮減を続ける一方、  

収入増を図るため、大学に子ども学科を設置、平成19年庶より大学の共学化をし  

た。更に平成20年度大学に食健康学科設置の為、認可申請手続をし、平成19年  

12月3日付で設置認可を受けた。   

これ等の経緯により、平成11年度より消費収支は赤字が続いているが、別紙「中  

期計画」記載のように、平成21年度には償却前で、平成22年度には償却後でも  

黒字転換出来るものと見込んでいる。 （大学は平成21年度には黒字転換見込み）   

平成15年、16年と2度にわたり全教職員に学園の現状を説明し理解と協力を求  

めた結果、一部教職員のリストラ及び全教職員の給与カット等の厳しい状況を乗  

り越え、現在では全教職員の一致団結が図られ、改革改善に取り組んでいる。   

平成19年度は大学全学科において入学定員100％超となったが、平成20年度に  

は新しい学部、学科が設置されることとなっているので、更に全体に勢いが出て  

来るものと見込んでいる。   

この厳しい収支の中で、必要な設備投資等は随時行いながらも、キャッシュフ  

ローに注視した財政運営iこ努めた結果、借入金を発生させることもなく財政運営  

を続けてきた。今後共過去の蓄積を有効に利用しての運用収益の向上も計りなが  

ら、当面は、学生数増による収支の安定をめざして努力している。  

8－1－② 適切に会計処理がなされているか。   

本学は、学校法人会計基準及び企学会計原則にの っとった会計処理を行ってい  

る。  

8－1－③ 会計監査等が適正に行われているか。   

本学の会計監査は2名の公認会計士により各々年間15－18日間にわたり、元帳  

及び帳票類等の照合、計算書類の照合、備品等実査立ち合い等により行われてい  

る。   

学園での監査日以外でも、公認会計士との電話やデータの送信等により、常に  
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正確な事務処理について指導助言を受け対応している。   

また監事も公認会計士と面談する等して財務監査を実施し、本学園の会計が適  

切に処理されているかの状況把握をしている。  

（2）8－1の自己評価   

本学は、学校法人会計基準及び企業会計原則にのっとった会計処理が適正に行  

われており、私立学校法に基づき、監査及び外部監査法人の公認会計士による会  

計監査を受け、適正との評価を受けている。   

ここ数年にわたる厳しい学校経営について、全教職員が一丸となって改善に取  

り組んだ成果が出て来ているが、常に危機意識をもって対処している。  

（3）8－1の改善・向上方策（将来計画）   

今後は中期計画に基づき、収入の予測を厳密に査定し、その範囲内で最大限の  

教育効果のある予算を組んで行く方針。   

少子化の進展と社会経済情勢の変化に伴い、地方の私学にとって、ますます厳  

しい経営を迫られることが予想されるので、先ず定員数を確保する方策として、  

募集活動を今迄以上に積極的、効率的に行うと共に、事務部門のIT化、合理化を  

推進しながら、帰属収支差額を恒常的にプラスにすることを目標とする。  

8－2．財務情報の公開が適切な方法でなされていること。  

（1） 事実の説明（現状）  

8－2－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。   

平成18年度決算については、平成19年9月20日発行の東海学院新聞“Tokai  

Gakuirl’’に、“事業報告書’‥‘財産目録’‥‘資金収支計算書’’‘‘消費収支計算書”“貸  

借対照表”及び“監査報告書”を掲載し、保護者に送付する他、大学、短大、事  

務室の窓口に設置して、教職員を始め学生等が自由に閲覧出来るようにしている。   

また、別途財務書類の閲覧希望者に対しては（規程に基く有資格者）本部にお  

いて閲覧出来るようにしている。  

（2）8－2の自己評価   

財務諸表の伝達手段としては上記のように行っているが、年々関係者の関心と  

理解が高まりつつある状況である。  

（3）8－2の改善・向上方策（将来計画）   

財務譜表の公開の時期を早くすることと、ホームページ上でも閲覧出来る方向  

を検討している。  

内容についても、より一層わかりやすくするための解説やグラフ等の採用を考え  

ている。   

いずれにしても閲覧者のニーズに応えられるよう閲覧者の立場に立った公開を  

めざしてゆきたい。  
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8－3．教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされている  

こと。  

（1） 事実の説明（現状）  

8－3－（D 教育研究を充実させるために、外部資金の導入（寄附金、委託事業、  

収益事業、資産運用等）の努力がなされているか。  

（7）各種補助金の導入について   

私学事業団の一般補助の他、文科省、私学事業団の特別補助に積極的に応募し  

補助金総額の増加を計っている。  

（イ）資金運用について   

預金金利がほとんど望めない低金利が続いている状況より、平成15年度から有  

価証券での資金運用を開始した。従来定期預金のみでの資金運用から、各種のリ  

スクを考慮し、外債（仕組債）を中心に運用しているが、平成17年度3．75％、平  

成18年度4．46％程度の利回りとなっている。  

（ケ）収益事業について   

従来収益事業として自動車学校を運営してきたが、赤字が続き、改善の見込み  

がないと判断し、平成17年度に同業者に売却し、現在収益事業としては行ってい  

ない。（整理損失 424百万計上）   

しかしながら、経済情勢や周辺環境から収益が見込めるものがあれば収益事業  

を再開したいと考えている。  

（エ）寄附金について   

本学は、従来女子教育に専念してきたこともあって、卒業生、保護者等からの  

寄附は多くは望めないと考え、寄附金を募ったことはほとんどなく現在に至って  

いますが、将来的には何らかの形で寄附を募る事を考慮している。  

（オ）借入金について   

平成6年度以降借入金はなくなり、自己資金中心で来ましたが、収支改善の目  

途がたった段階で、建物を中心とした設備資金に対しては、借入金の発生も考慮  

に入れることが必要と考えている。  

（2）8－3の自己評価   

預金金利がほとんど望めない低金利の現状を考慮し有価証券での資金運用を行  

い、この部門では順調に推移している。  

（3）8－3の改善・向上方策（将来計画）  

（ア）各種補助金について   

文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団の特別補助金に対する積極的な応  

募により補助金確保に努める。  

（イ）資金運用について   

当面は大きく金利状況に変化のない限り、現状方針で進む方向であるが、経済  

情勢の変化に対応し、リスク対応に十分配慮しながら進める方針である。  
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（ウ）収益事業について   

経済情勢や周辺環境を見ながら、新しい収益事業を起こすことを考えているが、  

当面は公開講座の拡充により収入アップを計る方針である。  

（ェ）寄附金について   

将来的に何らかの機会をとらえて寄附金を募ることも考えている。  

（オ）借入金について   

将来、校舎等建築の場合は全体の姿金の量と流れを見ながら、借入金を導入す  

ることも考慮に入れている  

【基準8の自己評価〕   

学生数の減少に伴い各年の収支は悪化し財務面では資金余力が減少しているも  

のの、過去の蓄積の利用と教職員の協力により持ち直す目途がほぼ出来たという  

状況にある。   

しかし当面は手をゆるめることなく、年間の収支がプラスになり、軌道に乗る  

迄は引き続き今迄の方針を維持する。   

又、財務面で資金余力は少なくなっているものの、無借金経営を続けて来たこ  

とからも、財務基盤に不安はない。  

［基準8の改善・向上方策（将来計画）］   

地方の私大にとってますます厳しい経営環境になってゆく一方であるが、この  

中にあって学生を確保してゆくためには、教育研究水準の質的向上や施設設備の  

整備は必須条件となる。   

このためには財務の強化は必須であり、収入増の為の学生確保対策と支出の削  

減により早期に年間収支状況をプラスにし安定化することが当面のテーマである。  

82   



基準9．教育研究環境  

9－1．教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施  

設設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

9－1－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、  

教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有  

効に活用されているか。  

図9・1・1本学主要施設の配置概要  

・本学は、図9十1に示した教育環境を有している。  

・校地・校舎については、表9十1の通りの面積を有している。  

表9・1・1本学校地面積・校舎面積の大学設置基準との比較  

設置基準上の  
専用面積（ポ）  共用面積（ポ）  合計面積（d）   必要面積（d）   備考   

校地   63，402．4   1，516．3   64，918．7   11，700．0  共用は東海  

校舎   10，359．1   4，3S5．0   14，744．1   女子短期大学          7，172．1   
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以下に主要施設の概要を示す。  

（ア）図書館   

平成6（1994）年9月に、それまで東海女子短期大学と本学にそれぞれ置かれていた  

図書館を統合し、両大学の共用施設として、本学構内に「東海女子大学一束海女子短  

期大学附属図書館」の名称で開館した。「学ぶ」という従来型の機能に、「集う」「語ら  

う」の機能を意識的に盛り込み、休憩談話・イベント・講演会等の多目的な利用がで  

きるホールや、講義・会議・公開講座等に利用できるセミナー室を備えた複合的な施  

設であり、学園のシンボル的な施設として位置づけられている。   

現在の蔵書冊数は、和書約16万6千冊、洋書5万1千冊で、合計約21万7千冊に  

なる。その他、視聴覚資料（ビデオ、1皿、DVつ、CI）、カセットテープ等）は約6，400  

点、所蔵雑誌は、和雑誌・洋雑誌合計で約3，670種である。また、従来の印刷媒体以  

外に、インターネットの利用やデータベース等の電子化された新しい媒体による資料  

の収集・保存・提供も増えつつあり、そのための環境整備に努めている。   

毎年、新入生対象咽書館利用者講習会」をはじめ、「卒業論文・レポート作成等の  

ための文献検索講習会」、「有料データベースの利用者講習会」を開催することで、学  

生・教員の教育・研究支援のため図書館利用の促進を図っている。   

開館時問（開講期間中）は平日午前9暗から午後6時、土曜日午前9暗から午後3  

時で、平成18（2006）年度の開館日数は264日、年間利用者は、延べ3万2千人を数え  

る。教員推薦図書のコーナーや、学科関連の資料を展示する企画コーナーを設けて、  

専門分野に関わる必読文献を並べ、学生の自主学習に役立つよう配慮している。その  

ほか、教養・レクリエーション等の軽読書コーナーを設けることにより、気楽に楽し  

んで図書館を利用してもらえるような展示にも努めている。また、地域の一般利用者  

に対しても資料の閲覧・貸出サービスを行なっており、昨年度の学外利用者は1，168  

人を数える。  

（イ）体育施設   

体育館、テニスコート（ハードコート4面）、運動場、ゴルフ練習場、多目的グラウ  

ンド（フットサル、テニスなど）、ホッケー練習グラウンド（本学構内から車で15分）  

を有している。体育館にはトレーニングルームが付設され、テニスコート、運動場は  

夜間照明が完備されている。これらの体育諸施設は、授業で利用されるほか、学生の  

課外活動に有効活用されている。また、体育館とテニスコートについては、学外者に  

も有料で開放している。  

（ウ）情報サービス施設   

LAN・HP委員会が情報システム全般の管理運営を行っている。学生のコンピュータ  

利用のために、マルチメディア教室（コンピュータ55台）、パソコン実習室（18台〉、  

ITパソコン重（37台）、心理学実験室（15台）を設けている。上記施設のすべてのコ  

ンピュータから、インターネット及び学内1．ANに接続することが可能である。これ  

らの施設は、授業で使用されていない時間帯に限って午前8暗から午後8時30分（一  

部は午後6時）の間で開放され、学生の日々の学習や就職活動などに利用されている。   

全学生は、入学時にアカウント登録を行う講習会を受け、IDとパスワードが付与さ  

れる。また、シラ′ミスをWeb上で検索できるシステムを構築している。全教員の研究  
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室には、インターネット及び学内LANを利用できる教育研究用のコンピュータが設  

置されている。  

（エ）付属施設   

本学には付属研究施設として、心理臨床センター、バイオサイエンス研究センター  

（東海女子短期大学と共用）がある。心理臨床センターは大学院人間関係学研究科に  

付属して設置され、心理相談室を運営している。心理相談室では地域の各医療及び教  

育機関の紹介などをはじめとする外来相談を実施することによって、地域へ貢献して  

いる。また、大学院生に実務研修の場を与えることにより、「臨床心理士」資格の合  

格率向上を目的としている。バイオサイエンス研究センターは、東海女子短期大学と  

の共用施設として、東海女子短期大学構内に設置されている。健康科学全般に関する  

研究を行うとともに、公開セミナーを定期的に開講している。  

9－1－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営さ  

れているか。   

総務部長が施設管理の責任を担っているG 総務部は各学科の教員や事務局の各部署  

と連携して、改修や改善の要望に基づき、施設の維持、管理に努めている。施設設備  

の維持管理のうち、電気設備、空調設備、エレベーターについては、外部へ委託し保  

守点検の契約を結んでいる。また、消防設備については、牢2回総合点検を実施し、  

年1回消防署の立ち入り検査を受けている。点検の結果、修繕など不備の指摘があっ  

た場合は、専門業者に相談し処置を行い、維持管理に努めている。  

（2）9－1の自己評価   

校地、校舎とも大学設置基準に定められている基準面積を満たしており、適切に維  

持運営している。図書館、情報サービス施設については、学生の要望に応え、利用し  

やすい環境を提供している。さらに、学生の課外活動を重視し、体育施設の充実に努  

めている。2つの付属研究施設は、教育と地域貢献に一定の役割を果たしている。  

（3）9－1の改善・向上方策（将来計画）   

今後も教育・研究のニーズに応え、また男女共学化の進行に対応すべく、適切に施  

設の整備を進める。ホッケー練習グラウンドについては、実習施設としての子どもの  

遊び場の併設など、さらなる有効活用を検討する。  

9－2．施設設備の安全性が確保され、かつ、快適なアメニティとしての教育研究環  

境が整備されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

9－2－（彰 施設設備の安全性が確保されているか。   

施設設備の安全性については、建設法、消防法、ビル管理法等の法令に鑑み、専門  

業者と契約を結び、年間を通して定期点検を実施している。また、火災の際の避難経  

路等についても所轄消防署の指導の元、適切に対処をしている。さらに、外灯、非常  

灯、標識等についても男女共学化する際に安全を担保するために見直しすると共に増  
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設した。他方、近年、社会問題化しているアスベストについても、文部科学省の通達  

に従い、専門業者がアスベスト調査した結果、安全なことが確認された。   

バリアフリー化については、平成16（2004）年度より、障害を持った学生を積極的に  

受け入れるようになってから、抜本的な見直しがなされた。そして、事務局の総務部、  

学生部、教務部が中心となり、電動車椅子の学生が正門から正面玄関までの約200m  

の道を安全に通行できるように、そして、正面玄関からほぼすべての校舎内を電動車  

椅子で自由に移動ができるようにシュミレーションした上で専門業者を挿入し、路面、  

トイレ、エレベーター、ドアの自動化等の改修を行った。さらに、総合福祉学科の教  

員が調査した結果に基づき、事務局内で障害を持った学生が事務手続き等を行いやす  

いように、調度品やレイアウトを変更した。これについては、さらに／ミリアフリー化  

計画を年次進行で進める予定である。   

学内の警備については、事務局職員の勤務外となる午後6暗から午前9時の間には  

警備専門の職員2名を配置し、警備に当たっている。これは休日も同様の扱いとなっ  

ている。警備員は事務職員の勤務外となった時間から定期的に学内の見回りを行い、  

不審なことがないかをチェックしている。そして、午後9時以降は学生の学内立ち入  

りを禁止しているので、もし、遅くまで残っている学生を見かけた場合には下校を促  

したうえで、原則として、午後9時に正門および校舎への出入り口を施錠している。  

さらに、本館事務局および大学院棟1階キャリアサポート部には、学生また教職員の  

個人情報が集中していることから、警備会社と契約し、警備員が施錠をした後は、こ  

の2箇所へは、翌朝警備員が校舎出入り口を解錠するまで、学内外の人間を問わず、  

人の出入りができないように赤外線で遠隔管理している。  

9－2－② 教育研究目的を達成するための、快適な教育研究環境が整備され、有効  

に活用されているか。   

校内には、学生生活に必要な学生食堂、売店、学生控重、中庭、大ホール、クラブ  

ハウス、図書館、視聴覚教室、情報サービス施設、ピアノ練習室、保育実習室、介護  

実習室、学生寮、トレーニングルームが設置されている。  

（7）学生食堂   

常時、開放されている。  

（イ）学生控重・中庭・大ホール・クラブハウス   

学生が寛いだり、自主活動を行ったりする場として、学生控重や中庭、大ホール、  

クラブハウスを設けている。  

（ウ）図書館   

土曜日を開放している。学外者へも開放されており、有効活用されている。大セミ  

ナー室、中′トセミナー塞があり、授業において活用されている。  

（エ）視聴覚教室   

ビデオなど視聴覚教材を多用する授業において有効活用されている。  

（オ）情報サービス施設   

マルチメディア教室、パソコン実習室、ITパソコン主に、計110台のコンピュータ  

を備えており、この一部は午前8暗から午後8時30分まで開放されている。また、  
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土日も開放されており、授業時間以外の利用も多く、学生が積極的に自学自習できる  

ような環境を整備しているe さらに、心理学実験室には、心理学実験に必要な機器と  

15台のコンピュータを整備している。授業が行われていない時間には開放されており、  

心理学科の学生などに多く利用されている。  

（カ）ピアノ重   

レッスン室に18台、練習室に35台のピアノを配置し、子ども学科で保育士、幼稚  

園教諭、小学校教諭を目指す学生の自主的な練習に有効活用されている。  

（キ）保育実習室   

保育実習を行うために十分な広さを備えており、子ども学科で保育士、幼稚園教諭、  

′J、学校教諭を目指す学生が、授業以外の時間にも、地域に住む親子を迎えて保育実践  

を行うなど、有効に活用されている。  

（ク）介護実習室   

介護に用いられる設備機器を整備し、総合福祉学科・人間関係学科で社会福祉士を  

目指す学生の介護技術習得のために有効活用されている。  

（ケ）学生寮   

スポーツ選手のためのスポーツ学生寮を三寮、一般学生のために二寮、完備してい  

る。  
（コ）トレーニングルーム   

スポーツ選手だけではなく、全学生および教職員にも解放されており、有効活用さ  

れている。   

禁煙については、全館禁煙に至っていないが、指定喫煙場所を建物外に2箇所設け、  

分煙の徹底を全教職員および全学生にしている。また、禁煙活動に関する指導を行っ  

ている。バリアフリー化については、車椅子による移動を考慮して、建物入口のスロ  

ープ化、トイレの改修、自動扉の設置、エレベーター内外の喜椅子用操作パネルの設  

置を行った。快適な教育環境の維持については、校舎内外清掃およぴゴミ回収を徹底  

するため、職員が常時巡回し、実施している。  

（2）9－2の自己評価   

本学の施設設備については、5人の用務職員が学内の清掃活動とも併せて見回りを  

行っている。また、図書館、体育館、情報処理関連施設、実験室等の特殊な施設設備  

に関しては、担当の教職員が日常的に管理を行っている。そして、不備があれば総務  

部に申し出ることによって適切に安全管理をすることになっている。したがって、現  

在のところ上述の連携によって、大きな安全上の問題は起こっていない。   

また、建物、エレベーター、電気設備、消防設備等については、法令に基づき定期  

点検を実施し、教育研究活動には支障を生じていない。また、定期点検の結果、改善  

が必要なものは、所要の改善などを行い、安全性を確保している。   

バリアフリー化については、十分ではないのでさらに推進する必要がある。火災、  

地震などが発生した場合の対応として、学生寮においては防災訓練を実施している。  

今後は、全学的に危機管理マニュアルを作成して、シミュレーションを行う必要があ  
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る。   

学生食堂、図書館、大ホール、学生控茎、クラブハウス等が、学生の寛ぎの場、自  

主学習の場、共同作業の場として有効に活用されており、教育研究環境・アメニティ  

空間を確保している。  

（3）9－2の改善・向上方策（将来計画）   

学内のバリアフリー化については、さらに推進する予定である。特に、本館から体  

育館へ通ずる部分のスロープ設置は必要である。また、女性用トイレについては、昭  

和56（1981）年の関学時に設置されたものが多く、老朽化が進んでいるので改修工事が  

必要である。さらに、建物の耐震補強については、特に、昭和56（1981）年の建築基準  

法以前に建てられた部分については耐震診断を行った。その結果によっては、改修工  

事は必要となってくる。   

学生に安全かつ快適な学習環境を提供するため、今後もさらなる努力を行っていく。  

【基準9の自己評価］   

校地、校舎とも大学設置基準に定められている基準面積を満たしており、適切に維  

持運営している。図書館、情報サービス施設については、学生の要望に応え、利用し  

やすい環境を提供している。さらに、学生の課外活動を重視し、体育施設の充実に努  

めている。2つの付属研究施設は、教育と地域賞献に一定の役割を果たしている。   

これらをはじめとするすべての施設設備において、5人の用務職員が学内の清掃活  

動とも併せて見回りを行っている。また、図書館、体育館、情報処理関連施設、実験  

室等の特殊な施設設備に関しては、担当の教職員が日常的に管理を行っている。そし  

て、不備があれば総務部に申し出ることによって適切に安全管理をすることになって  

いる。したがって、現在のところ上述の連携によって、大きな安全上の問題は起こっ  

ていない。   

また、建物、エレベーター、電気設備、消防設備等については、法令に基づき定期  

点検を実施し、教育研究活動には支障を生じていない。また、定期点検の結果、改善  

が必要なものは、所要の改善などを行い、安全性を確保している。   

バリアフリー化については、十分ではないのでさらに推進する必要がある。火災、  

地震などが発生した場合の対応として、学生寮においては防災訓練を実施している。  

今後は、全学的に危機管理マニュアルを作成して、シミュレーションを行う必要があ  

る。   

学生食堂、図書館、大ホール、学生控重、クラブハウス等が、学生の寛ぎの場、自  

主学習の場、共同作業の場として有効に活用されており、教育研究深境・アメニティ  

空間を確保している。  

［基準9の改善・向上方策（将来計画）］   

今後も教育・研究のニーズに応え、また男女共学化の進行に対応すべく、適切に施  

設の整備を進める。ホッケー練習グラウンドについては、実習施設としての子どもの  

遊び場の併設など、さらなる有効活用を検討する。  
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学内のバリアフリー化については、さらに推進する予定である8 特に、本館から体  

育館へ通ずる部分のスロープ設置は必要である。また、女性用トイレについては、昭  

和56（1981）年の関学時に設置されたものが多く、老朽化が進んでいるので改修工事が  

必要である。さらに、建物の耐震補強については、特に、昭和56（1981）年の建築基準  

法以前に建てられた部分については早急に耐震診断を行い、必要があれば対処をしな  

ければならない。   

学生に安全かつ快適な学習環境を提供するため、今後もさらなる努力を行っていく。  
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基準10．社会連携  

10－1．大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているこ  

と。  

く1）事実の説明（現状）  

10－1－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持ってい  

る物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。   

本学は講義室等の一般的な教室のほか、体育館や運動場等の体育関連施設および附  

属図書館を設けており、可能な限り広く地域社会に開放している。   

教室については、平成13（2001）年度より毎年「実用英語技能検定試験」の会場とし  

て貸与している。平成18（2006）年度には岐阜県介護支援専門員実務研修受講試験会場  

や、各務原市ソフトボール協会の審判員研修会会場としても利用された。   

体育関連施設は、利用規定にしたがって学外者に施設を開放している。平成18（2006）  

年度は、体育館やテニスコートを中心に7団体が合計117日利用した。スポーツ連盟  

主催の学生大会会場や、クラブチームの練習場として利用されている。   

図書館における地域への開放施策としては、平成8（1996）年度より「図書館利用カ  

ード」の発行により学外者の利用が始められた。近年では、年間の入館者数は1，000  

名を超えるようになり、館外利用も平成18（2006）年度には1，000冊近い貸出冊数とな  

っている。図書館併設の大セミナー重は、公開講座のほか近隣高等学校や地元企業等  

の研修等の利用にも供され、また大ホールは、東海芸術祭や大規模な公開講座、映画  

の試写会、演奏会等に幅広く利用され、地域の多くの人々がこれらの様々な催しに参  

加している。   

公開講座は「東海学院大学公開講座規程」に基づき、「本学の教育研究の成果を広く  

市民に開放し、地域社会の教育と文化の向上に資する」ことを目的として、毎年概ね  

秋に4講座を無料で実施している。平成8（1996）年度からは岐阜市の生涯学習講座「長  

良川大学」や、各務原市の同「木曽川アカデミー」との連携のもとに実施し、地域住  

民の学習活動を総合的に支援する役割も担っている。公開講座の実施に当たっては、  

公開講座委員会が、企画、運営、広報等を担当している。   

本学では高校生向けに平成14（2002）年度から出張講義を行っている。平成17（2005）  

年度は30件程度の依頼であったが、平成18（2006）年度はテーマ数を講義系64、実験・  

体験系19とし、岐阜、静岡、愛知、福井各県の高校から44件の依頼があり、そのう  

ち37件に講師を派遣した。   

大学の研究内容・成果等を社会に広く知らしめる手段の一つとして、各種講演会へ  

の派遣があげられる。これは住民における生涯学習の手だてともなっており、地域住  

民との協力関係が構築されている。平成17（2005）、18（2006）年度ともに、依頼された  

各種講演会等の講師は十数名、のべ40回近くに及ぶ。依頼内容は各学科の特徴を捉え  

たものが多く、福祉・子育て支援・保育・障害者関連・学校カウンセリング関連が多  

数を占める。   

大学の知的・人間的資源を社会に還元するために、国や地方自治体との連携が必要  

とされるところであるが、本学では多くの教職員が個人の立場で省庁、地方自治体等  

の各種審議会・委員会委員の委嘱を受け、国・地方行政の施策に対する提言・助言を  

90   



幅広く行い、その政策形成に大きく寄与している。具体的には、「木曽川アカデミー運  

営委員会委員」「岐阜県開発審査会委員」r各務原市個人情報審議会委員」「岐阜県生涯  

学習審議会専門委員」などを勤め、平成18（2006）年度に依頼された数だけでも20近   

くに及ぶ。   

大学院併設の心理相談室は、臨床心理士及び相談研修員（臨床心理学専攻の大学院  

生）が地元や県内及び他県からの来談者の相談に応じている。また、院生の心理面接  

実習の教育機関の機能も有している。相談内容としては、子育て、発達障害、不登校  

及び引きこもり、いじめ、問題行動、家庭や職場の人間関係や各種精神症状などの悩  

みの相談にも応じている。相談件数は、16（2004）年度100件、17（2005）年度246件、  

18（2006）年度561件と増加している   

スクールカウンセラーの派遣事業は平成7（1995）年度より開始され、これまでに複  

数の臨床心理士等の有資格者が本学より県内や隣県の中学校等に派遣されてきた。平  

成18（2006）年度は1名のみが各務原市内の中学校に週1匡14時間勤務している。なお、  

拠点校方式のため、校区の3つの小学校での訪問指導も行っている。派遣校での心理  

面接を受けた保護者の中には、アセスメントや個別の継続的面接を求めて本学の心理  

相談室に来所する事例もみられる。   

近年、ワールドカップやアジア大会、国体など国内外の競技大会に際して、学長宛  

に学生（選手として）および教職員（監督として）の派遣依頼が来ている。平成18（2006）  

年度は合計29件の依頼があり、合計6団体に所属する学生および教職員が派遣された。   

（2）10－1の自己評価   

体育関連施設については、学内において体育実技等の授業やサークル活動に利用す  

る中で、計117日に及ぶ学外利用があることは地域に対し大いに貫献しているものと  

評価できる。また、図書館についても、公開講座等による来学者に対して「図書館利  

用カード」を積極的に案内するなどの地道な活動を続けており、それが近年における  

学外者の利用者増に結びついているものと思われる。   

公開講座の企画は、公開講座委員会によって時宜を得たテーマ設定や、テーマに沿  

った講師選定、広報活動等の方針が審議され、教授会において決定されており、公開  

講座の趣旨に沿った立案、実施、評価の流れが確立しているといえる。平成8（1996）  

年度以降の受講者数は、毎年ほぼ180～370人で推移しており、地域に広く認知され  

た活動であることが分かる。   

高校からは、総合学習の時間や進路指導の一環としての出張講義の希望が多いが、  

本学では高校生向けの出張講義の講義リストをHPを通じて公開しているため、年間  

数件程度、高校以外の地域社会からこのリストの中の講義を依頼され、地域における  

生涯学習支援の一助となっている。   

外部機関からの本学教員に対する各種の講演依頼は、東海三県にとどまらず全国に  

わたっている。これは教員の専門性が全国的にみても高く評価され、各地からの講演  

依頼という形になっているものと思われる。特に教員の特殊な専門分野に関する土  

木・建築等への講演依頼も散見され、教員の専門分野が地域に広く認知されているも  

のと判断されるが、民間からの依頼よりも公共団体からの講演依頼が多くなっている。  
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また、不登校児問題など心に関する講演依頼が多いのは、本学の心理相談室等の実績  

が広く浸透しているからと考えられる。また、教員個人レべ／レでの自主的な地域に対  

する貢献活動として、地域行政の各種審読会・委員会などに積極的に参画し、知的資  

産の提供を通して地域社会や地域行政に貢献している。   

心理相談室の活動については、常勤や非常勤の臨床心理士の増員を図り、受理面接  

や相談研修員へのスーパヴィジョンを充実したことで、クライエントの相談室への信  

頼が増し、面接件数が大幅に増えたものと思われる。   

スクールカウンセラーの派遣では、教師や親の、スクールカウンセラー制度につい  

ての理解やカウンセラーに対する信頼感が増し、深刻なケースの相談依頼や配置校で  

の相談だけでなく、大学の相談室への面接依頼も年々増加しつつある。   

本学のスポーツ選手は各種競技会に派遣され、日本、あるいは地域の代表として活  

躍している。また、その手続き方法や担当部署も明確であり、派遣システムについて  

は円滑に行なわれているといえる。  

（3）10－1の改善・向上方策（将来計画）   

講義室等の教室、体育関連施設及び図書館の地域開放については、今後も利用規程  

等に則り支障のない限り積極的に応じていくことが望まれるところであるが、体育関  

連施設は特定の団体の利用に偏っており、またスポーツ練習での利用が大半を占めて  

いることから、スポーツ団体等に所属していない地域住民の、レクリエーションや交  

流の場として開放する取り組みの必要性について検討していく予定である。  

平成20年度から、東海女子短期大学が東海学院大学短期大学都として組織改編され  

るにあたり、これまで「短大生涯学習センター」の公開講座として実施されてきた活  

動との関係・連携構築をどのように図っていくかが今後の課題になると思われ、今後  

検討を始めることを計画している。   

出張講義については、教員の専門性をわかりやすく表現する場として捉え直し、テ  

ーマや内容・出張先等について多岐に考え、地域貢献の一方策として推進していく。   

外部機関の依将による各種講演の担当は、今後も各種の講演担当を通して本学教員  

の多岐にわたる専門知識を社会に還元していく努力が求められるとともに、そのため  

の教員各自の研究内容の情報開示を積極的に行なっていくよう検討する予定である。   

自治体等公益団体の各種審議会・委員会等の委員就任については、現在は教員の個  

人レベルでの貢献に掃っているが、今後は大学をあげて産官学の一翼を担えるような  

体制作りが必要と考えられる。それとともに、地元を中心とした企業や地方自治体に  

対する知的働きかけが重要になってくると思われる。そのため、地域貢献・社会貢献  

に対する教員の意識を向上させるとともに、各種審議会・委員会等の委員の就任を通  

じて、今以上に本学の人的資源を社会に提供していくことを検討している。   

心理相談室の相談件数は近年増加の一途にあり、より深刻な問題を訴えるケースも  

少なくない。さらに、平成19（2007）年度には指定制大学院一種として認定され、入学  

した大学院生全員が臨床心理学専攻に所属し、臨床心理士の資格取得に臨むことにな  

る。また、相談依頼件数の増加に伴い、相談の予約待ちのケースも多い。そこで、こ  

のような現況を踏まえ適切な相談体制を整備することを計画している。また、平成19  
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年度より指定大学院第一種認定を受け、今後は大学院修了後に臨床心理士の資格を取  

得した者の、スクールカウンセラーに対する資質向上のための継続研修の場を設けて  

いく予定である。   

平成24（2012）年度に第67回国民体育大会が岐阜県で開催され、この大会に向けて  

本学学生の活躍の場の広がることが期待されるが、このような活動が講義出席に及ぼ  

す影響も懸念されるところである。今後も資格取得とスポーツの両立を希望する学生  

の増えることが予想されることから、このような活動をどのように位置づけるのかを  

明確にする必要があり（現状では教育実習などと同じ、本人が希望する活動として位  

置づけられており、「招曙」という位置づけではない）、今後検討を進める予定である。   

10－2．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

10－2－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されている  

か。   

キャリア教育の一環として、本学ではインターンシップを「学生が在学中に自分の  

専攻・将来のキャリアに関連した就業体験を通じ職業観や人生観の育成をめざすもの」  

と位置付け、平成16（2004）年度から実施してきた。平成19（2007）年度の実施予定も含  

め延べ参加学生は21人、派遣先は官公庁を含む14団体である。   

平成18（2006）年度には岐阜県インターンシップ推進協議会（母体：岐阜県経営者協  

会）が発足し、本学もこの協議会に加盟大学として、立ち上げ時期から積極的に参加  

した。その後は岐阜労働局・教育委員会・中小企業家同友会・福祉人材センター等と  

密接な連絡をとり、履修学生の送出し、受入れの態勢が充実しつつある。特に3年生  

の学生を中心に参加を呼びかけ、産官学協同の適切な関係を構築した教育プログラム  

を体系化し、事前教育を含め積極的に取り組んでいる。この状況は体験発表会などを  

とおし、学生にとっても先輩から後輩へ情報が伝達されており、大変良好な雰囲気で  

あると同時に、今後の就職活動に大変有意義なものと確信している。   

本学が加盟する国際ネットワーク大学コンソーシアムは、岐阜県と県内17大学から  

成る組織であり、主な事業として①「共同事業」②「包括的単位互換制度J③「海外  

の高等教育機関等の連携への支援」④「地域連携事業」⑤「高大連携事業」などを実  

施している。本学では、単位互換制度に平成18（2006）年は6科目を、平成19（2007）  

年度には7科目を提供しており、内1科目はeラーニング授菓で提供している。eラ  

ーニング授業での提供は、参加大学の大学生だけでなく、高校生や社会人の聴講も可  

能であり、大学間、高大間、地域社会の3領域での連携が図られている。   

（2）10－2の自己評価   

インターンシップはキャリア教育、ニート・フリーター対策等いくつもの課題を含  

めた教育プログラムであるが、本学学生は医療・福祉系分野を志向する者が多く、一  

般企業への関心度が低いことば否めない。また専門課程での実習教育やボランティア  

活動が盛んなことも、インターンシップに対する関心が高まらない原因のひとつであ  

る。半数以上の卒業生が結果的には一般企業に進路を決めているが、在学中は興味・  
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関心があっても多数が参加するまでには至っていない。教育研究上の観点から、学部・  

学科を問わず、また単位修得に至らなくとも、全学生が体験すべきとの位置付けが必  

要であろう。   

大学コンソーシアムにおける本学の中心的活動は、「包括的単位互換制度」に基づく  

科目の提供であるが、本学は、立地上交通の利便性に制約があり、本学が提供する科  
目の受講希望者は少ない。平成19（2007）年度から開始したeラーニングでの授業提供  

が、交通の利便性による制約を越える方策になるものと考えられる。   

（3）10－2の改善・向上方策（将来計画）   

インターンシップについては、参加学生の増加を目標に、今後「推進委具会」を立ち  

上げ学生および企業との窓口を一本化することを検討している。キャリア教育の一環  

として平成18（2006）年度より開講されている「職業と自己理解」と、従来よりの企業  

実習（新）「インターンシップ」の並行履修を推進するなか、学生に地域社会とのかか  

わりを学ばせるとともに、将来は県内の求人・求職漕動の円滑化、地場産業の発展に  
寄与していく予定である。平成20（2008）年度には参加学生30人を目標に学生へのア  

プローチを計画している。   

大学コンソーシアムについては、eラーニングでの授業提供をさらに充実・進展さ  

せる方向で、「包括的単位互換制度」による大学間連携を図るともに、社会人や高校生  
への授業提供も拡大していく予定である。   

10－3．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。  

（1）事実の説明（現状）  

10－3－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。   

本学の地域社会との協力関係の特色は、教員の指導のもとにおける学生ボランティ  

アの活動にある。   

その一つは、約10年前から行われているメンタルフレンドである。これは、不登校、  

いじめ、非行、発達障害、被虐待、治療的学習支援など多岐に渡る子どもの心の健康  
の回復及び増進の支援を目的としている。登録制を採っており、現在、学部の1年生  

から大学院生まで約100人にのぼり、毎週研修を行いながら専門性の高揚に努めてい  

る。メンタルフレンドに対する派遣依稀は、家庭からのほか、学校、適応指導教室、  
児童養護施設、子ども相談センター、警察署などからあり、会員の個性を生かせるよ  

うに配慮しながら適材適所主義で対応させている。   
二つ目は′ト学校の英語指導である。具体的には、平成12（2000）年度より′ト学校「総  

合学習」の時間における「英語活動」の授業に、学生が各務原市立蘇原第一小学校で  
教員補助として毎週一回の「英語ボランティア」を行っている。平成18（2006）年度は、  

本学教員引率指導のもと学生4人が「英語ボランティア」に参加し、市の広報誌、HP  

でも活動が紹介された。   

三つ目は、スポーツ系サークルの地域交流活動である。主としてホッケー部、テニ  
ス部、バトミントン部に所属する学生が、近隣の′ト中学校、スポーツ少年団などに  

出向いて後進の指導を行っている。また、高校や中学校から合同練習の依頼を受ける  
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こともあり、週末や休日に一緒に練習を行うことも珍しくない。昨年度はホッケー部  

の学生が月に2～3回各務原市の′ト中学校に出向いて指導を行うだけでなく、同市で  

はホッケー教室を2度開催した。また、テニス部の学生は監督とともに同市内の高等  

学校で指導を行い、バトミントン部の学生は近隣のスポーツ少年団に指導員として派  

遣されている。   

学生ボランティア活動の最後は、福祉関係のボランティア活動である。まず、学生  

会ボランティアサークル「きのこの会」では、平成18（2006）年度に、希望者が「自閉  

症児・学習障害児への個別支援活動を実施しているNpO」、「重度障害者の身体介助」、  

「精神科病院・知的障害者施設・障害者作業所で行われるイベント」等に参加してい  

る。東海女子短期大学ボランティアセンターに登録している本学学生数は、平成  

1き（2006）年度は7人で、その内2人が「地域生活支援センター」のサマースクールへ  

参加した。なお、総合福祉学科の実習担当者には、岐阜病院、養南病院、県立精神保  

健福祉センター等から毎年「夏祭りボランティア」等の依頼があり、担当者が学生に  

情報提供する形をとっている。   

教員独自の地域社会との協力関係としては、委託・共同研究がある。平成17（2005）  

年度には岐阜県産業振興事業団・地域文化研究所より「子どもの遊びのイベント化の  

可能性についての研究」について共同研究の委嘱を受け、本学人間関係学部人間関係  

学科（当時）と東海女子短期大学初等教育学科が参加した。本研究の課題は「こども  

の遊びにイベント的工夫を取り入れると子どもはどのような反応や興味を示すかを検  

証すること」にあり、映画、コンサート、演劇の3つを対象にして、これらに参加し  

た子どもと保護者を対象に「日常的な遊びと子ども向けイベント」についてアンケー  

ト調査を実施し、報告書にまとめた。  

（2）10－3の自己評価   

メンタルフレンドについては、学生たちが派遣先で子どもの心に寄り添いながら関  

わることにより、概ね子どもや派遣先の職場の人たちから信頼を得ている。そして、  

このことが子どもの側にしばしば効果的な支援として機能している。その成果があっ  

てか、学校や子ども相琴センターからの依頼も増え、地域行政のなかなか手の届かな  

い所でメンタルヘルスの機能を担っている。   

小学校での英語指導については、CAE（本学園がイギリスに開設している語学学校）  

に留学した学生を中心に「英語ボランティア」を行ってきており、生きた英語を教え  

ることで地域に貫献している。また、この活動に引率指導している教員は、各務原市  

教育委員会から依頼されて、市内の小学校教員を対象にした英語指導研修の講師を担  

当している。   

スポーツ系サークルの地域交流活動では、学生にとっては授業とサークルを両立さ  

せながらのラ舌動であるため時間的な余裕はあまりないが、地域からの期待に十分に応  

えていると思われる。このような活動は地域のスポーツ振興としてばかりではなく、  

大学と地域社会との交流の活性化促進に一役買っていると考えている。   

本学の学科構成を反映してか、地域社会からボランティア依頼が増加してきている。  

情報経路も多様化し、また、その内容も様々である。  
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サークル活動などに見られる、希望学生がその都度単発で参加する方式だけではな  

く、総合福祉学科実習担当者へ毎年依頼される r夏祭りボランティア」のように、活  

動の継続性を維持することで、地域機関との連携を図る意義は大きいと考えられる。   

委託・共同研究については、本年度実施されているものはない。しかし、本学の学  

科構成からすると、近年しばしば社会問題として注目されてきている虐待、不登校、  

DV、子育て不安などの人間関係に関わる事柄について取り組むことは十分可能である。  

（3）10－3の改善・向上方策く将来計画）   

メンタルフレンドには、これまでは1人の専任教員がとりまとめ役として責任を持  

ち担当してきた。しかし、参加希望学生は年々増え、組織的運営の必要性が生まれて  

きている。また、自然災害や犯罪等に対応した危機介入時の要請も考えられる。そこ  

で、学生の資質向上とともに組織的運営を図ったり、危機介入への迅速的体制を整え  

るなど、学内はもとより地域社会における関係機関との一層の連携を深めるよう検討  

している。   

小学校英語指導には、これまではCAEでの留学経験者を中心に「英語ボランティ  

ア」として展開されてきたが、昨年度開設された子ども学科では′ト学校教諭の免許取  

得もできるようになった。今後はCAE留学経験者に加え、子ども学科の学生で関心を  

よせる者を対象に学内でも国際感覚や語学力の向上を図り、近隣′ト学校においてより  

多くの「英語ボランティア」活動を展開していくことを検討する予定である。   

スポーツ系サークルの地域交流活動は、中高生を対象とした各種目の技術指導を中  

心に行われているが、地域社会における生涯スポーツの実践が広がるにつれ、幅広い  

年齢層を視野に入れた取り組みも今後生じるであろう。それは、学生の技術向上に資  

するだけでなく、人間的成長にとってもプラスになると考えられるので、地域社会の  

方々の意向を汲みながらより一層推進していくことを検討している。  

ボランティア活動への参加は、基本的には学生自身の自主性によるものである。ボラ  

ンティアにかんする情報をきちんと提供して参加希望者の資質向上を図りながら、さ  

らにその活動を助長し、活動の成果を大学として評価すること（一定の基準を満たし  

ている場合の単位化など）も大切なことで、そのようなシステム作りが課題である。  

ちなみに、短大にはボランティアセンターがあるので、そのノウハウを採り入れなが  

ら、ボランティア活動に関する一貫した仕組みを検討する予定である。   

委託・共同研究については、これまでとかく「待ち」のスタンスが採られてきた。  

本学が社会と連携しての取り組める内容・領域として、最も可能性の高いものは人間  

関係に関わる事柄であり、個人情報やデリケートな内容を含むことが多いので、共同  

研究を進めるのはそれほど容易ではないが、まず教育研究機関である本学が関係機関  

等に働きかけるところから始めることを検討していく予定である。  

【基準10の自己評価】   

図書館や体育館等の本学諸施設を広く地域に開放しており、多くの市民や学生等が  

利用している。また、公開講座は平成8（1996）年度より毎年継続的に実施し、多くの  

市民の参加を得ている  
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本学の教職員が専門分野に関する自治体の審議会や委員会等に参画するとともに、  

各種言草演会の講師を担当するなど、様々な貢献をおこなっている。本学は県内では私  

学で唯一の心理学系の学科・大学院を擁し、大学院併設の心理相談室においては、不  

登校・引きこもり・いじめ・子育て等の相談に応じている。本学学生による地域交流  

活動として、小学校英語指導、福祉ボランティア、スポーツ系サークル等も活発に展  

開されている。   

岐阜県の「国際ネットワーク大学コンソーシアム」の構成メンバーとして、県内18  

大学との単位互換制度等の共同事業に参画しているが、履修生の受け入れ、送り出し  

ともに残念ながら低調である。   

他の研究機関との共同研究は、近年においては数件を数えるのみであるが、平成18  

年度にこども学科が発足したことを契機として、「おにごっこ運動」という新しい事  

業の取り組みが開始され、今後の発展が期待される。   

【基準10の改善・向上方策（将来計画）］   

本学は、図書館・体育館等大学施設の開放、公開講座の実施、心理相談室における  

学外者の心理相談等、大学が有している物的・人的資源を可能な限り社会に提供して  

きた。今後とも地域社会に貢献できるよう、学内の環境整備を行ないながら従来の試  

みを継続・発展させていく予定である。   

キャリア教育の一環として実施しているインターンシップにおいて、地元企業との  

連携を図っており関係機関との良好な関係が築かれている。学生の関心があまり高く  

ないことから、インターンシップに対する理解を深めていく方策の検討を進めたい。   

「国際ネットワーク大学コンソーシアム」については、より積極的な取り組みを行  

なっていくため、学内の関係機関において協議・検討を行ない推進していくことを検  

討している。   

福祉ボランティア、メンタルフレンド、英語ボランティア、スポーツ系サークルの  

地域交流活動等、学生ボランティア活動をより活性化していくためには、ボランティ  

アに関する正確な情報提供が必要であるとともに、活動の成果を大学として適切に評  

価することも大切である。今後、それらの内容を盛り込んだボランティア活動に関す  

る学内規程の整備を行なう予定である。  
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基準11．社会的責務  

11－1＿ 社会的機関として必要な経線倫理が確立され、かつ適切な運営がなされて  

いること。  

（1）事実の説明（現状）  

11－1－① 社会的機関として必要な組織倫‡引こ関する規定がされているか。   

本学の基本的組織倫理は、学校法人神谷学園諸規程綴のなかに記されている。寄附  

行為（第1章）、組織規程（第2牽）、法人本部職員就業規則（第4章）、文書保存規則  

（第7章）等が学校法人神谷学園の項にあり、東海学院大学の項に東海学院大学学則、  

教職員就業規則等がある。また平成17（2005）年には個人情報の保護に関する学校法人  

神谷学園の基本方針が表明されて、個人情報の保護に関する規程、個人情報保護対策  

会議規程、および事務系情報システム規程が作成され、個人情報保護を含めた大学の  

基本的組織倫理はほぼ整えられた。   

更に組織倫理の重要課題として、セクシュアルり、ラスメントに関する規程が整備  

された。平成16（2004）年2月に人権委員が選出され、人権委員会が発足し、同年3月  

には同委員会委員長が選出され、4月以降、委員会のあり方をも含む、本格的な討論  

と活動が開始され、人権擁護に関する覚書、人権委員会規程、人権調査部会について  

の細則、人権相談窓口についての細則が整えられて、平成16（2004）年7月14日の教  

授会にて承認された。その後、外部の講師をも招き、研修会が定期的に開かれ、セク  

シュアル・ハラスメントに関する対処のガイドラインが平成17（2005）牢7月13日に  

教授会にて承認され、人権問題でもあるセクシュアルり、ラスメントに関する規程は  

整えられた。   

また、本学の研究倫理に関する規程としては昭和63（198S）年10月に「動物実験指  

針」を策定し、同時期に設置した動物実験委員会の下に運営してきたが、平成18（2006）  

年6月には「動物実験等の実施に関する基本指針」として拡充、更新された。更に今  

後の課題として、動物実験の分野以外にも、倫理規程の作成および運営委員会の設置  

を大学全体として検討・設置する必要性がある旨、研究支援委員会より提言がなされ  

ている。  

11－1－（診 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。   

本学の組織倫理全般に関しては、東海学院大学教職員就業規則に「法令及び本学の  

定める諸規則及び‥・諸規定を遵守」（第5条）とあり、また「公益的使命を自覚し‥・  

本学の信用と業績の向上に努め」（同条）とある。これは学内外に対しての本大学が担  

う責任の範囲を記すものである。更に、「上長は、常に部下教職員の人格を尊重し」（第  

5粂）、教職員は「学生及び同保護者に対し公平な態度をもって勤務し」（第6条）、「人  

権侵害に当たる行為をいかなる形においても行ってはならない」（第7条）と明記され、  

本学が大学として社会に対し求められている責任に自覚的であることが分かる。一方、  

学生に関する規則としては、学則に r学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に  

反したもの」（第39粂）は懲戒される旨が記されている。今までのところこれらの規  

則に対する逸脱者は出ていない。   

本学の個人情報保護対策会議規程には「個人情報の保護及び適正な取扱いを実現す  

98   



るために」（第1条）本会議が設けられていて、事務系情報システム規程においては、  

コンピューターを介したデーターの漏洩に関し「不正侵入者による盗難、紛失等」に  

対する対策として「学園内では常に教職員証を身に付ける、又は外部者に入園許可証  

を身に付けさせるなどの措置を採る」（第9条）とあり、個人情報保護に対する本大学  

の姿勢の一端が見て取れる。更に教職員に対しては、教授会における資料の取扱い等  

に関して口頭および文字媒体双方により日常的に「取扱注意」が周知されている。   

本学のセクシュアル・ハラスメント対策は、人権委員会が研修会等を通し取り組ん  

でいるが、学生および教職員に対して毎年「東海学院大学はセクシュアル・ハラスメ  

ントを絶対に許しません！」と題したリーフレットを配布するとともに、相談員の名  

簿をポスターなどを通し公開している。また、教養科目等においてセクシュアル・ノ、  

ラスメントを扱う講義も開講するなど、学生の意識啓発に配慮している。   

研究倫理に関しての本大学の取組みは、動物実験等の実施に関する基本指針と動物  

実験委員会規程が対応しているが、その内容に関しては、実験でネズミなどの動物を  

扱う教職員以外はあまり理解を深めていないように思われる。  

（2）11－1の自己評価   

本学が社会的責務において考えられる最善を尽くそうとしていることは各委員会の  

設立及びその規程等の充実が物語っている。しかし社会は、大学が個人情報保護、セ  

クハラ防止、実験動物の適正な処遇という法令を遵守するのみならず、大学が組織と  

して社会に対し貢献するであろうことを期待する。そうであればこそ、組織としての  

本学と、一人ひとりの構成員が如何に対等にその規程、規則等を遵守し、その規程、  

規則を貫く哲学をもち続けるかということに本学の未来があることが理解される。  

（3）11－1の改善・向上方策（将来計画）   

社会的機関として必要とされる組織倫理に関しては、ハラスメント、動物愛譲、個  

人情報保護等の取組みに加えて、時代の動きとともに今後も新たな課題が次々と出て  

くることが予想される。従来においてもそれぞれの課題に対して迅速に対応してきた  

ところであるが、今後は学内規定の遵守状況を検証する役割を担う機関を設けること  

も考慮すべきであると思われる。主任教授会に「規程遵守チェック機能」を付与する  

案等を含め検討を進めていく予定である。  

11－2．学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。  

（1）事実の説明（現状）  

11－2－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能している  

か。   

本学は、心身にハンディを抱える学生の受け入れを柔軟に行っている。そのため、  

彼らの学生生活が円滑に行えるよう、段差が生じているなど障害となるもの、そうし  

た場所の確認、補修・改善工事などをI慣次行い、学内で発生する事故を未然に防ぐ努  

力をしている。   

本学では、平成18（2006）年度より、学内で最も人通りの多い、エレベーターホール  
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に救命率を高めるAED（自動体外式除細軌器）を設置している。AEDの設置に伴い、学  

内教職員にAED使用に関する講習会を開催している。   

自然災害など緊急を要する不測の事態が発生し、学長が必要と判断した場合、対策  

本部を設置する。なお、指揮命令系統が教職員緊急連絡網を元に確立しており、状況  

の変化に応じた体制が整えられている。   

岐阜県に暴風警報が発令された場合、本学は学内協議機関の判断により休校（講）  

となる。休校（講）の有無は本学ホームページ上で公開されており、パソコン、携帯  

電話などで誰でも確認できる。なお、瞥報の解除の時間に合わせ、授業が開始される。   

本学では、災害が発生した場合の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を組織  

している。なお、キャンパス隣接の本学学生寮においては、防災訓練を年1回実施し  

ている。   

平成19（2007）年春季に麻疹が全国の大学で流行した。本学は疫病等感染症対策とし  

て、全学生、教職員40歳以下（予防接種義務のあった世代を勘案した）を対象とした  

抗体検査を速やかに実施しており、感染症の予防、拡大の防止に柔軟に対応している。  

なお、実習施設（社会福祉士等資格取得のための実習）に対しては、抗体検査を実施  

したことなどを文書で通知するなど、情報の公開、説明責任を果たすことを重視して  

いる。   

日常的な学内の警備を、本学警備員が日中・夜間を問わず学内巡回している。巡回  

などに関する事項は、防犯の都合上割愛するが、かなりの頻度で行っている。また、  

本学では、警備保障会社と契約し、防犯上必要とされる部署に警備通報システムを導  

入している。なお、同システムの導入箇所など詳細についても、防犯上割愛する。   

個人情報の保護に関しては、本学は「学校法入神谷学園個人情報保護対策会読規程」  

（平成17年11月1日施行）により、学生、教職員、実習先などで知り得た情報の秘  

密保持などの徹底を行っている。また、学内の事務を中心とする情報については、「事  

務系情報システム管理規程」（平成17年11月1日施行）に基づき、事務情報管理者  

を理事長が任命し、組織的に厳密な情戟管理をしている。  

（2）11－2の自己評価   

危機管理は、社会の状況、環境の変化に応じ、管理体制を強化し、適宜修正を加え  

る必要がある。本学の現在の状況においては、十分な配慮をしていると考えられる。  

自然災害への対応に関する指揮命令系統などの整備も十分に行われている。   

個人情報の保護については、個人情報保護法に即し本学の諸規程が十分に対応して  

いると考えられる。ただし、個人所有のパソコン、古いOSのパソコン、ファイル交  

換ソフト使用の際の情報漏洩の可能性、フラッシュメモリーなどの記憶媒体の紛失・  

盗難による情報漏洩の可能性がある。本学においては、このような情報漏洩の問題は  

生じていないが、情報管理の徹底を今後とも十分行う必要がある。  

（3）11－2の改善■向上方策（将来計画）   

本学では、実習、ボランティア活動などのため、心身において事故の生じる可能性  

がある（実習、ボランティアへ行く際の交通事故、諸活動の際の心身の不慮の事故）。  
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本学が置かれる状況、環境を的確に判断し、全学的に事故防止と危機管理への意識を  

強く持つ必要がある。危機管理に対する意識向上の機会を設けることを検討している。   

学内、学外（実習先の施設など）において、個人情報が漏洩することがないよう、  

本学学内組織において繰り返し注意を喚起し、さらには各方面への協力と理解を得る  

よう細心の注意を払っていくとともに、情報管理の徹底を推進していく予定である。   

東南海地震など、自然災害への対応については、消防署、警察など各行政機関、ま  

た本学が位置する地域の方々との連携を推進するとともに、本学学生、教職員、行政、  

地域等との合同による避難訓練等の実施についても検討を進める予定である。   

11－3－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整  

備されているか。  

（1）事実の説明（現状）   

本学では、教員の研究活動を支援し、その活性化を図ることを目的として、研究支  

援委員会を設置している。当該委員会は、同委員会規程第3粂1項において「東海学  

院大学紀要の刊行等、研究成果の公表に関すること」を審議することとされており、  

研究成果の広報活動を促すという目的において一定の役割を果たしている。   

研究成果の広報活動において重要な位置を占めると思われる紀要に関しては、大学  

として年1回の発行に際し、研究支援委員会が作成した東海学院大学紀要「投稿要綱J  

において、投稿資格や投稿論文について規定している。また執筆にあたっては同「執  

筆要領」で、特に著作権との関係において問題となるような参考文献、引用文献につ  

いては諸規定が整備されており、研究成果の広報活動が公正かつ適切に行われている。   

平成17（2005）年度に、「東海女子大学大学院付属心理臨床センター紀要」として「東  

海心理臨床研究」発刊した。また東海学院大学大学院付属心理臨床センターの下部組  

織である心理臨床研究室では、平成9（1997）牢12月から本学の人的資源による地域貢  

献の一環として、家庭や学校、適応指導教室等の施設へ相談員の派遣を実施している  

ところであるが、当紀要はその活動内容の成果を記載したものである。   

ホームページを作成し、教員紹介やその研究内容及びシラバス、出張講義、公開講  

座等を掲載している。大学広報活動については、入試広報センターが一元的に事務を  

担っているが、各種の刊行物に関しては各部署の責任において発行されている。また  

教職員をメンバーとするIAN・HP委員会が設置され、ホームページはその管理下にあ  

るが、直接的には入試広報センターがその管理運営を担っている。内容変更時には各  

担当者から連絡があり、その後入試広報センターがホームページを制作し、各担当者  

に確認のうえ掲載する体制となっている。   

高等学校を対象として出張講義を行なっており、講義のテーマ及び概要を記載した  

冊子を各高等学校に配布し、学生や保護者あるいは教職員に対して講義を行うことで、  

教育研究成果の広報活動の一業を担っている。   

公開講座については、基準10で記述したように公開講座委員会が毎年テーマを決め、  

毎年4～5回にわたって無料で実施する一方、地元の自治体と協力し地域住民の学習活  

動を総合的に支援するなかで、教育研究成果の広報も行なっている。   

地元AMラジオにおいて本学の心理学科の教員が出演するラジオ番組を提供してい  
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る。番組では、各教員の研究テーマをその内容とする放送をしている。   
学内広報誌「TbkaiGak血】1UniversityNew＄Letter」が学生部において作成され、  

卒業生や保護者等に送付している。またフリーペーパーとして、本学教員の近著紹介  

や研究成果の掲載、その他学内の様々なニュースや学生活動を、内外に対して広報す  
る役割を担っている。  

（2）11－3の自己評価   

本学では教育研究の広報活動に必要な諸規程を設けその徹底を図っており、学内外  

へ向けて公正かつ適切に質・量ともに十分行われていると判断する。特に本学では、  

ホームページに研究成果等の情報を公開する役割を担わせるとともに、心理学科や子  

ども学科においてHアの訪問者、特に初心者がより興味が持てるように「こころサプ  

リ」や「子どもサブリ」といった心理学や幼児・初等教育のコンテンツを取り入れ、差  

別化を図るとともに随時更新を行なっており、本学における広報活動において大きな  

役割を担っているものと評価できる。  

（3）11－3の改善・向上方策（将来計画）   

少子化による全入時代の到来を目前にして、本学においては将来的には本学の大学  

価値の向上に努める必要が今以上に求められることが考えられる。今後は大学の価値  

向上と公正かつ適切な研究成果の広報活動のシナジーをいかに発展させるかが大きな  

テーマとして考えられる。本学ではその一つとしてホームページを活用しているが、  

今後はより一層の内容の充実や利用方法の改善について取り組んでいくことを検討し  

ている。   

さらに学内の広報媒体に加えてラジオ番組を利用しての広報も行っているが、必要  

に応じ他の媒体とも連携を強化し、本学のすぐれた教育研究活動が紹介されるよう、  

組織的な情報提供ができるように体制を整備していく予定である。   

［基準11の自己評価】   

本学は社会的機関として必要な組織倫理を確立しており、適切に運営されていると  

評価できる。   

学内外に対する危機管理体制は整備され、適切に運用しているが、情報管理の徹底  

や大規模災害への対策など、今後、社会状況や環境変化に応じた管理体制の強化を行  

う必要があると考える。   

大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制はかなり整備され  

ていると評価できるが、さらなる内容の充実に向けた取組みが必要であると考える。   

【基準11の改善・向上方策（将来計画）】   

組織倫理について、個別の事項について規定されてはいるものの、日常的な教育活  

動や業務にまで浸透しているとは言えない。今後、教職員を対象として研究会等を実  

施し、周知徹底を図るとともに日常の活動に反映させていくことを検討している。   

危機管理体制として、消防計画、防災計画を作成し、運用しているが、緊急事態に  
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おいても業務が継続または復旧できるように体制を整備していく必要があると考えら  

れることから、その体制の整備・構築にむけた取組みを検討している。   

広報活動に関しては、現在、担当部署の整備等広報活動の強化に向けた体制の見直  

しを行っており、今後も一層充実させていく予定である。  
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東海学院大学・平成19年度版「自己点検・評価報告書」について   

（評価）  

当大学は平成19年4月に、それまでの女子大学から男女共学化をはかり、r東海学院   

大学」という名称で新たな出発をしている。18歳人口の急減期を迎え、日本の大学は国   

公私立を問わず、改組・改編を繰り返している状況にある。  

そのような中でわが国の大学は、平成16年度から国の認証評価機関による第三者評価   

の実施が義務付けられているが、当大学も平成21年度に「日本高等教育評価機構」に申   

請書を提出する予定となっている。  

今回はその前段として学内の「自己点検・評価実施部会」のメンバーが中心になって、   

評価基準を満たすべく平成19年度版「自己点検・評価報告書」をまとめている。  

報告書を一読して気付くことは、取組みとしては全学をあげて報告書作成に取り組んで   

いる様子がうかがえるものの、報告書としての体裁、記載されている内容については、全   

般にもう少し吟味が必要であろうということである。体裁の面からは、それぞれの基準項   

目ごとに分担して作成していることから、厳しい言い方であるが、細かいところでの文章   

の整合性がまだ取れていない。学部単位での記載の観点からはまだ未整理の段階にある。   

「自己評価」に対する文章に温度差があるといった点などを指摘できよう。また記載され   

ている内容については、様式にそって作成されているものの、特に「基準7」「基準8」   

の事項については、もう少し突っ込んだ分析と自己評価が求められる。理事会と教授会と   

の関係、具体的な財務分析に基づいた自己評価と将来の見通しなど、厳しい経営寮境に直   

面している認識を持ち、それをどう打開していくのか、打開していこうとしているのか、   

読み手にその真剣さが伝わらなければ、審査ではやはり認識の甘さを指摘されよう。  

「基準2」や「基準3」の事項については、学科間によって多少、記載分量に差がある   

が、きちんと学部ごとの整理を行えば、内容は比較的よく書かれており、教育改革の充実   

を目指して努力を重ねている状況は評価されると思われる。19年度は、ちょうど女子大   

学から男女共学の大学に衣替えをした時期でもあり、現状が読み取りづらかった点はやむ   

得ないところであろうか。次回は上記のような指摘事項を踏まえ、実質的な大学改革につ   

ながる「自己点検・評価報告書」になることを期待したい。  

平成20年3月20日  

日               ・－ご・－＼■lく                    】  
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