
３．人文学部  

 

１ 学部・学科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
Ａ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 
Ａ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
Ｃ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標の、社会との関わりの中での見直しの状況 
（健全性、モラル等） 
Ｃ群 大学としての健全性・誠実性、教職員及び学生のモラルなどを確保するための綱領等の策定状況 
 

【目  的】 

人文学部は、人間尊重のヒューマニズム的精神を涵養し、人間とその生活に関する個別科学の学

習成果のうえに立ちながらも人間に関する生きた総合的な知見を育成することによって、地域と国

際社会の文化と福利の向上発展に貢献しうる人材の育成をめざす。 

２ 人文学部人間科学科は、人間尊重の精神のうえに立ち、「人間とは何か」をたえず問いかけなが

ら、人間と人間を取り巻く社会的・教育的・文化的環境の諸問題について、社会学、心理・教育、

福祉、文化、思想の諸領域の相互連携に基づいて、学際的・総合的に考えることを目指している。

また、単なる理論だけではなくて、体験学習や実習を重視することによって、人間に関する広い

視野を持つとともに専門性を持った職業人を養成し、社会の産業、福祉、文化、教育等に貢献で

きる人材を育成することを目的とする。 

３ 人文学部英語英米文学科は、高度な英語運用能力を養成しつつ、英語学・英米文学・英米地域

研究・異文化コミュニケーション学のそれぞれの学問領域を体系的に学び、人間性と人間文化へ

の豊かな理解を育み、国際化される地域社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

４ 人文学部臨床心理学科は、臨床心理学を中心にして、心理臨床に関連する他分野とも共同しな

がら、さまざまな人間の心の問題の理解と適切な援助に資する人材を育成する。特に、大学院臨

床心理学研究科における臨床心理士養成に結びつく基礎的教育の提供、並びに地域社会に貢献し

うる心理臨床の知識と技能の涵養を目的とする。 

５ 人文学部こども発達学科は、子どもの発達と教育の基礎理論の学習と実践的演習の体験を通し

て、豊かな人間性を備え、子どもを共感的な視点でみつめ、支援できる人材を養成する。特に、

乳幼児の活動や相互作用、児童の好奇心・思考力等の基礎的知識はもとより、彼等の健康、文化

に関する発展的理解を通じ、小学校の教育、地域における子育て支援等に貢献しうる実践的力量

を養うことを目的とする。 

 

【教育目標】 

（１）人文学部人間科学科 

ア 人間と人権を尊重する精神を身につけた学生を育成する。 

イ 人間科学科の専門領域である社会、心理・教育、福祉、文化、思想の諸分野の学問的基礎力

を養成する。 

ウ 既存の学問分野の相互連携と学際的な研究・教育を重視し、人間と人間を取り巻く環境の諸

問題に関して広い視野をもつ学生を育成する。 

エ 体験学習・実習を重視し、職業人として社会に貢献できる学生を育成する。 

オ 社会福祉士、学芸員、中学校・高校・特別支援学校教員などの資格をもった専門的な職業人

を養成し、地域社会の産業、福祉、文化、教育等に貢献できる学生を育成する。 

 （２）人文学部英語英米文学科 

ア TOEICスコアCレベル(470から730点)以上の英語能力養成を目指す。 

イ 本学科の専門分野である英語学・英米文学・英米地域研究・異文化コミュニケーション学に

おける深い知識を養成する。 
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ウ 積極的に国際交流活動に参加する機会を用意する。 

エ 国際化される地域社会、国際社会に貢献できる人材を育成する。 

 注：TOEIC スコアレベルは(財)国際ビジネスコミュニケーション協会 TOEIC 運営委員会資料に

よる。 

 （３）人文学部臨床心理学科 

ア 実習教育によって、人との対話能力や感受性、自己表現能力の向上を涵養する。 

イ 臨床心理的アプローチの技法や態度を講義と演習を通じて獲得する。 

ウ 実習体験を通じて援助者・被援助者双方の立場を理解し、心理臨床における責任感や倫理観

を確立する。 

エ 家庭、学校、職場において、愛他心を持ち行動できる心身を獲得する。 

 （４）人文学部こども発達学科 

ア 子どもの身体・感情・思考、社会的相互作用を含む発達の全体像に関する基礎的理解を養う。 

イ 子どものものづくり体験等を重視する学科独自の演習を通して、子育て・教育に寄与する創

造的な実践力を養う。 

ウ 子どもの健全な育成に関する関心・意欲を高め、彼等の学力とその基盤となる健康、文化に

関する現代的課題を実践的に解決する能力を養う。 

エ 小学校教諭一種免許状、保育士等の資格を取得し、小学校教諭、地域における子育て支援の

指導者を養成する。 

 

２ 教育内容等 

 

（１） 教育課程 
Ａ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第52条、大学設置基準第19条との関連 
Ａ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリキュラムの体系性 
Ａ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

Ｂ群 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系性並びに学
校教育法第 52条との適合性 

Ｂ群 
一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するための配慮の
適切性 

Ｂ群 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能
力の育成」のための措置の適切性 

Ｂ群 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分と
その適切性、妥当性   

Ｂ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況   

Ｃ群 
グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能力等のスキルを涵養するための教育を実践
している場合における、そうした教育の教養教育上の位置づけ 

Ｃ群 起業家的能力を涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教育課程上の位置づけ 
Ｃ群 学生の心身の健康の保持・増進のための教育的配慮の状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

人間科学科の重点的教育方法に関する基本的要素とその条件は整備されてきたが、それがどの程

度の教育効果を上げているのか、本学科の教育目標をいかに達成し貢献しているかという観点から

評価すると問題がないとはいえない。 

その第一の問題は、多様な参加型科目や資格課程があることのマイナスの問題である。多様であ

るが故に学生の履修が分散的になりやすいことである。講義科目も含めて履修選択において科目間

の系統性や関連性を意識せずに、時間割の都合や偶然的要素で決めることも多い。その関連を意識

しない履修が、科目間（群）の連携による教育的相乗効果を減殺させている。学科が広範囲の領域

をカバーしていることは、それだけ分散的な履修になりがちで、系統的・体系的・集中的学習に欠

けるという本学科固有の弱点がある。そのためには、学生の4年間の学習プログラム（目的）を基

本とした、履修指導（ガイダンス）を何段階かに分けて繰り返し行う必要がある。科目の積み上げ

が少ない、自由選択を基本とする本学科の場合は、特にガイダンス機能の重要性を再認識し、ガイ

ダンスの方法についての研究と開発が必要である。 
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それは、第二の問題と繋がっている。本学科では参加型・体験型教育を重視しているにもかかわ

らず、最近それらの科目や課程への学生の「参加」率が低下していることである。このことは学生

の授業への自主的・主体的参加の意欲低下が関係していると考えられる。参加意欲を促すための教

育方法の改善と、学生の参加意欲を高める「動機付け教育」の必要を意味している。それはいかな

る形態と方法によって可能か、新たな授業方法や形態を研究する必要である。 

第三の問題は、指導体制の整備の問題である。多様な参加型科目の増設は、講義形態の授業に比

べて担当教員の時間的負担を増加させてきた。また、専任教員の担当が得られず非常勤に依存する

傾向にある。専任教員の講義担当科目を精選して参加型科目への比重を移すことも考えられる。ま

た実験・実習助手の採用が困難である場合でも、指導教員の教育援助を行うティーチングアシスタ

ント（ＴＡ）等の採用を制度化する必要性がでている。 

英語英米文学科では、4 年間一貫ゼミナールについて一定の成果を挙げてはいる。しかし、2 年

次後期に担任が受け持つクラスがなく、空白期間となっている。今後この時期の指導をどのように

行い、3･4 年次への専門ゼミナールに繋げるかが課題である。半期海外留学では、費用の面で断念

せざるを得ない学生がおり、大学としての支援の方法を検討する必要がある。また、1 ヶ月の短期

海外研修への参加を促す方法も合わせて検討すべできある。英語教員採用試験は年々難しくなり、

浪人が当たり前となっている。卒業後のサポートも含めて、採用試験対策をさらに検討する必要が

ある。 

臨床心理学科では、今後新しい科目を追加する必要がある。精神保健福祉士の受験資格を取得す

るためには、人間科学科と相互乗り入れの形で科目を履修することになっている。従来養護学校教

員免許も取得可能であったが、特別支援教育に変更となったため、臨床心理学科では資格取得が不

可能になった。将来的にはこれらの資格が容易に取得できるようにしたい。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（１）教育課程等 

全学部 

教育課程は、「全学共通科目」と「専門科目」から構成され、前者については学部横断的な「総合教育セ

ンター」を設け、基本方針の策定など、適切な運営がなされている。また、各学部の理念・目標等を実現す

る教育課程は主として「専門科目」に委ねられている。導入教育として、少人数クラスのゼミナールを１年

次の必修科目としている。 

なお、全学共通科目の教育目標を「思考の深化」「視野の拡大」「生きる知恵の修得｣におき、2005（平成

17）年にはカリキュラム改定が行われ、学問分野の見直しによる基礎科目群と教養科目群の設定、他学部・

他学科授業科目（学内オープン科目）履修の積極活用など、近年の学生の資質と気質の変化にあわせた配慮

が行われている点は評価できる。 

人文学部 

人文学部の３学科は、ともに社会福祉士、認定心理士、教員免許など多くの学生が資格を取得し、一定の

成果を上げている。また、人間科学科におけるカリキュラムの多様性、臨床心理学科における倫理教育の重

視が特長的である。また、人間科学科の専門科目である「北海道近世・近代史」「北海道研究Ａ」「北海道研

究Ｂ」の開設は、大学の立地条件を踏まえた地域理解・地域貢献という貴大学全体の理念・目的に合致した

特色であり、他学部他学科履修科目として設定している。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

資格課程を含めた現行のカリキュラムを円滑に運営し、資格課程申請に関わる関連学科のカリキ

ュラムの整備を進める。 

ａ 英語英米文学科・こども発達学科の他学科教員免許履修制度を円滑に実施する。 

ｂ 履修モデルの見直しを行い、よりわかりやすい形に改善する。 

ｃ 英語英米文学科の半期留学制度に関して、学生の留学費用の負担を軽減する措置を講じ、
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学生の留学機会を広げる。 

ｄ 臨床心理学科の2010年度開始の新カリキュラムの内容を検討する。 
 

（２） 導入教育 
Ａ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

〔人間科学科〕 

人間科学科の入学前教育は、推薦入学者に対して学科諸領域への関心を喚起するために、関係文

献を指定して感想文の提出を求めている。しかし、推薦入学者は全体の5割であり、一般試験やセ

ンター試験入学者には何も課していない。また、感想文の提出後の履修指導への活用方法が確立し

ておらず、その扱いは担当者任せになっている。入学者全員に対する入学前教育はどうあるべきか、

入学後の履修指導にいかにつなげていくかなどを、今までの担当者の経験を集約して、学科共通の

方法を確立する必要がある。 

本学の導入教育において、合宿オリエンテーションの持つ意味は大きい。しかし、現在のプログ

ラム内容は、学生実行委員主導による新入生歓迎会の趣が強く、それ自体は成功しているものの、

大学・学科としてのガイダンスとしては不足である。その後はいきなり「履修手続き」ガイダンス

に移行する。大学教育の方法やシステムの特徴、学科とカリキュラムに関する理解が十分でないま

ま、履修届けをして授業に入るのが現状である。もう一度入学前から入学直後までの個々のオリエ

ンテーションプログラムを見直し、それぞれの役割を明確にすることと、相互を連結した全体的な

獲得目標を明らかにする必要がある。そして合宿オリエンテーション後のガイダンスを「履修手続

き」のガイダンスに矮小化しないで、大学や学科に関する理解と新入学生の「履修目的や課題」に

即した本格的「ガイダンス」とするべきである。 

学科固有の導入教育科目では「人間科学基礎ゼミナール」がその主な役割を担っている。このゼ

ミナールはクラス機能もあり学生の相互交流の場となっていると同時に、担任による履修ガイドの

機能も持っている。しかし、基礎ゼミナールはある程度その目標を共通にしているが、そのテーマ

や方法は担当者の裁量に任されている。学科の最も基礎的でかつ最初の科目である点や、学科の教

員全員が交代で担当することを考慮すると、この授業に対するミニマムな合意や方法の統一化、授

業結果に関する確認とその共有化を図っていく努力が必要であると思われる。特に近年の退学者の

半数は、進路変更や修学意欲の減退を理由にしている。基礎ゼミを通じて学生の学習動機や意欲を

高めるためにも、学科教員全体にガイダンス能力の向上が求められている。 

また、全学共通教育における導入教育との連携や統一性も意識的に取り組む必要があるが、現在

検討中の全学共通教育の改革における初年次教育と連携しながら、人間科学科の学士課程教育にお

ける導入教育の位置づけを明確にしていく必要がある。 

〔英語英米文学科〕 

① 入学前指導は、その扱いが担任の裁量によるため、その後（入学後）の指導にばらつきが生じ

ている。担任の裁量を残すとすれば、結果報告を学科会議で説明することが必須であろう。また、

入学前指導を受けない一般及びセンター入試の合格者に対しては、入学して行われる入学前指導

対象者と同様な修学指導のシステムの構築が必要であろう。入学後、担任は一斉に個別面談を開

始しているが、学科として組織的に決めているルールではないため、やはり担任の裁量が大きい。

学科として組織的に入学前指導と入学直後の修学指導（面談）のありかたを検討しなければなら

ない段階である。 

② 新入生合宿オリエンテーションは、学部ごとに実施され、英語英米文学科が所属する人文学部

はその規模が大きい。学部の規模に応じたプログラムの工夫が課題である。 

③ 1 年次ゼミナールに相当する英文講読については、その授業内容が担任教員の専門分野や授業

に対する考え方により、まちまちである。基礎科目の位置付けであるために全学共通科目の英語
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と同様に「オールラウンドな英語力」をつける科目として合意されているが、シラバス作成に際

し、ミニマムな合意事項を設定し、3 クラス共通の基礎的学修項目を設けることが課題である。

なお、担任は英語母語専任教員もそのポジションにつくため、とくに英語母語教員が担任になっ

た場合の修学指導、授業形態など他の日本人教員との充分な打ち合わせを、任意に行うのではな

く組織的に実施することも課題である。 

④ 専門基礎科目については、新カリキュラムをスタートさせ、2006年度から到達度別科目を設定

したところであるが、そもそもクラス編成の基礎となるプレイスメント・テストの内容について

英語英米文学科で吟味することがなく、担当者に任されたままであった。そこで 2007 年度に向

けたテストでは、テスト内容の事前チェックを行い、受験者（1 年生）の学力を勘案しながら、

クラス編成のために精度をあげる工夫をしている。2006 年度は、到達度別クラス科目について、

一部の学生からレベルと内容が合致していないと不満が出され、教務委員、学科長と担当教員と

の間で協議をした。学生の疑義については、それを受け止める窓口が漠然としており、学科とし

ての対応窓口を設けることが今後の課題と考える。 

〔臨床心理学科〕 

臨床心理学が自分の考えていた学問分野とは異なるということで進路を変更する学生もいる。そ

のような学生に対しても、職業選択の幅が広がるような対応策を検討する必要があろう。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

導入教育の改善を図る。 

ａ 従来の入学前指導の対象を拡大する方向で改善する。 

ｂ １年生体育大会を後期に実施し、通年での大学生活の活性化を図る。 

 

（３） カリキュラムを生かした国家試験対策 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

指定必修科目である社会福祉援助技術現場実習の実習時間を変更しようとする動きがあり、これ

に対してどのように対応していくのかが今後の課題である。また、受験資格取得者の人数に比べ、

合格者の人数が伸び悩んでいる。また、受験対策が学生個人にまかされていることも低合格率の原

因でもあり、受験指導へのテコ入れが必要である。これは課程履修が必ずしも受験に結びついてい

ないことや、受験準備時期が卒論執筆時期とぶつかるなどの問題がある。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

資格取得のための支援を充実させる 

ａ 特別支援学校教諭一種免許課程・社会福祉士新課程の設置のためのカリキュラムを整備し、

必要な人事・施設の要求を行う。 

ｂ 社会福祉士資格試験に対応したカリキュラムを整備し、エクステンションセンターでの対

応講座の開設に働きかける。 

ｃ 学内英語資格試験の受験機会を充実させ、積極的な受験を促す。 

ｄ 精神保健福祉士国家試験受験資格カリキュラムを円滑に実施する。 

ｅ こども発達学科の教員採用試験対策を、さらに充実させる。 
 
 

（４） インターンシップ 
Ｃ群 インターン・シップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
Ｃ群  ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

人文学部内に進路支援委員会を置き、2007年度からマナーや心構えを教授するためのガイダンス、

学外講師による事前事後指導を実施することとした。また、学部の性格上、他学部よりは現段階で
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は一般企業を中心とするインターンシップを希望する学生は必ずしも多くはない。通常のインター

ンシップの組織とともにＮＰＯや福祉施設・医療施設などを対象とするインターンシップ組織も視

野に入れることとする。本格的なインターンシップの取り組みは今後の課題である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

インターンシップの制度の導入の条件等について進路支援委員と連携し、協議を開始する。 
 

（５） 履修科目の区分 
Ｂ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性   
 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

〔人間科学科〕 

人間科学科のカリキュラムは、科目を基幹科目群（必修）、基本科目群（選択必修）、選択科目群

の三群で編成し、さらに他大学や他学部・学科の自由な科目選択を含めて卒業要件を構成している。

この編成は4年間を通して基幹科目のゼミナール（卒業論文を含む）を必修として、履修上の支柱

的役割を持たせた点に特徴がある。このゼミナールを基本柱として、学科共通の基礎科目である基

本科目群のＡ群と研究方法とその応用科目である基本科目群のＢ群を目的に選択することで、学生

各自の目的に応じた履修の土台づくりを促している。また、こうした科目群の区分と配置は、予め

特定の分野に偏らず広範な視野と多様な領域に接近する機会を与えて、在学途中に履修目的の修正

や転換も可能にしている。 

〔英語英米文学科〕 

全学共通科目の修得単位のうち、Ａ群、Ｂ群、Ｃ群から各 6 単位計 18 単位の選択必修を設けて

いる。新カリキュラム作成段階で、学科専門科目と全学共通科目（Ａ、Ｂ、Ｃ群）との連関も意識

されないままに今日に至っているとういう問題点がある。しかし、必修・選択の量的配分は現在適

切であると評価する。 

〔臨床心理学科〕 

専門科目の骨格は、「心理臨床の基礎」、「心理臨床の応用」、「心理臨床の展開」、そして「心理臨

床の周辺領域」の 4 つの部分から構成されており、「心理臨床の周辺領域」では自由に選択できる

ようになっている。必修・選択の量的配分は現在適切であると評価する。 

 

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

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

各学科とも開設以来、カリキュラムの見直しを系統的に行い、学科によっては学生の要望をとく

に精査して、改善に努めて現在の形態に到達している。現時点では、学生の実態に適合的である。 

 

（７） 単位互換・単位認定等 
Ｂ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換方法の適切性 (表 4) 

Ｂ群 
大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・学部等にあっては、実施している単位認定
方法の適切性 (表 5) 

Ｂ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合   
Ｃ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 
Ｃ群  発展途上国に対する教育支援を行っている場合における、そうした支援の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

① 札幌圏大学・短期大学間の単位互換制度 

札幌圏大学・短期大学間の単位互換制度に関しては、交通の問題があり、徒歩圏内の近隣の大

学に集中する傾向があるが、現在の条件下ではやむをえない。少数ではあるが、他の大学にも広

がりつつある。今後定期バス輸送などの試みが検討課題である。 

② 単位互換（国内留学）制度 
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国内留学制度に関しては、地域的・距離的、経済的問題もあり、制約される。受け入れ数より

も派遣数が少ないので、対策が必要である。そのためにも学生間の交流のみならず、教員間の交

流も重要であると考え、この間、相互の教員の派遣、招聘による集中講義の実施を行っている。

今後、このような教員間の交流により、相互の大学・学部および地域の理解を深め、結果を出す

継続的取り組みが課題である。 

③ 半期海外留学制度 

英語英米文学科では、海外留学制度については、参加者を増やすために懸案の費用問題の解決

が求められる。具体的には指定する選択科目の中に位置づけるカリキュラム変更が可能かどうか

2007年度の英語英米文学科の学科課題のひとつにとりあげる。 

④ 単位認定 

諸々の単位認定制度については、制度を利用する学生数をさらに増やす努力が、学部内部で検

討される時期に来ている。認定単位数の上限等の問題を含め、学生が積極的に利用しやすい条件

整備に努めることが課題として残る。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（３）教育研究交流 

なお、単位認定については、全学共通科目である外国語関連の科目として認定されるもののほか、「Current 

English」などの科目が、経済・人間科学・臨床心理・こども発達・法律・社会情報学科では、専門科目とし

て認定されているが、これらが学科の専門科目として認定するのが妥当であるか否かを検証する必要がある。

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 現在単位互換協定を締結している国内の大学にいっそう多くの留学生を送り込むことができ

るよう、学生間の周知徹底と宣伝に努める。 

② 現在海外半期留学を行っている米・英・豪・韓・中国の諸大学にいっそう多くの留学生を送り

込むことができるよう、動機付けを強化する。 

 

（８） 開設科目における専任・兼任比率 
Ｂ群 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 (表3)   
Ｂ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況   
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2006 年度に、これまでの 3学科からこども発達学科を加えた 4学科体制となった。これにより、

専任教員の欠員が生じている。2007 年度はその補充を行い、非常勤依存比率を低下させる。また、

次回に予定しているカリキュラム改訂のさいには、科目のいっそうの精選を図り、あわせて専任担

当比率を高めることを目標とする。 

 

 

 

（９） 生涯学習 
Ｂ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2007年から団塊の世代の大量退職が始まるが、退職者の再学習の場として大学が注目されている。

日本私立大学協会は、「シニア入学制度」の研究を始め、その積極的な受け入れは大学生き残り政

策の一つと掲げるまでになっている。団塊の世代は大学進学率が低く、大学で学ぶ機会に恵まれな

かった世代である。学習意欲・自己実現意欲が高い世代の学びの場を大学が担えるのかが、大きな
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課題になりつつある。そのためには、18歳の高校卒業者の受け入れを前提とした現在の大学と教育

システムを、大きく変えていかなくてはならない。シニア世代を高校卒の若者世代と同じシステム

で受け入れることはできない。入学試験制度、履修形態、授業料、修業年限、施設・設備などの見

直しが必要である。 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
Ｂ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 
Ｂ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況   
Ｂ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況   
Ｂ群 卒業生の進路状況 
Ｃ群 教育効果の測定方法を開発する仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育効果の測定方法の有効性を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育効果の測定結果を基礎に、教育改善を行う仕組みの導入状況 
Ｃ群 国際的、国内的に注目され評価されるような人材の輩出状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

学生による授業評価アンケートで一定程度の教育効果を知ることはできるが、アンケート項目の

適切性やその利用法に関して教員間で見解のばらつきがある。このアンケートで教育上の効果を測

るためには、アンケート項目の適切性について教員間での合意がまず必要である。こうした合意を

経た上で、アンケート結果の公表を進める議論が始められなければならないと考える。現状ではア

ンケート結果については科目担当教員のみにしか知らされず、評価の分布なども含めて当該科目の

教育の適切性が客観化されていない。この点は早急に改善する。全学的な制度の展開に委ねるばか

り（アンケートの隔年実施等）でなく、今後人文学部固有の教育問題を反映したアンケートの作成

が課題となる。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

教育の効果を上げるための、入学前教育、新入生への導入教育、少人数教育、４年間のゼミナール、

リテラシー教育、体験型教育等を重視していることは評価できる。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

全授業についての授業評価の方法と活用法を見直す。 

 

（２） 成績評価 
Ａ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性   
Ａ群  成績評価法、成績評価基準の適切性   
Ｂ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況   
Ｂ群  各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 (表 6)   
Ｃ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2007年度よりＧＰＡ制度を導入することにより、やる気のある学生に対する一層の学習意欲の向

上と、計画的な履修、成績状況の把握と指導、科目間のばらつきの是正を図る。これまでの5段階

成績評価に基づくＧＰＡ換算を改良し、ファンクショナルＧＰＡ（ＧＰの算出に素点を用いる方法）

を取り入れ、成績表にＧＰＡを表記することにする。このことによってより正確で公平な成績結果

を学生に伝え、成績評価をより厳密にする。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 
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Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

成績確認の制度が明確化されるなど成績評価の客観性を保つ努力もなされ、履修・修学指導対象者への

対応は基準により組織的に行われている。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

  （１）教育方法等 

２）単位制の趣旨および段階的な学修の観点から、商学部や法学部、経済学部および人文学部の学科によ

っては、履修登録の上限単位数の改善が望まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

２）履修登録単位の上限については、単位制の趣旨を踏まえ、年間 50 単位を超えて設定される学部・学

科（あるいは学年）において 48 単位以下となるよう改善措置を講ずる。すでに、法学部は履修細則を

変更し、2008年度より年間48単位の上限設定を施行する。また経済学部および人文学部人間科学科は、

カリキュラム改革に向けた議論を進めており、この中で今後の対応を検討している。いずれの学部、学

科も2008年度中に履修細則を改訂し、2009年度より改善される予定である。 

なお、札幌圏大学・短期大学単位互換制度に基づく他大学の履修科目についても、登録単位の制限枠

から外している実態がある。この問題は別途、互換協定の目的および学生の履修実態を踏まえて、全学

レベルの機関にて対応していく。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 2009年度からの実施に向け、学業奨励制度の改善・充実策を定める。 

② 人間科学科における履修登録単位数の上限についての見直しを図る。 

 

（３） 履修指導 
Ａ群 学生に対する履修指導の適切性 
Ｂ群 オフィスアワーの制度化の状況   
Ｂ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 
Ｃ群 学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の導入状況 
Ｃ群 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

修学指導に関しては、今後、取り組みを強化する。修学指導対象者基準を見直し、全学共通科目

の論述・作文やコンピュータ基礎から提供される出席状況のデータをも踏まえて修学指導に踏み出

す。教務委員会が学生の出席状況と単位修得状況の調査している。この出席状況と単位修得の間に

強い相関関係があると判明したならば、出席状況を確認して履修・修学指導に踏み出すことが可能

になる。 

人文学部では精神的な悩みを抱える学生が人間科学科と臨床心理学科に少なからず在籍する。こ

れは自らの心の問題を大学で解決したいと希求する学生の入学の結果でもある。しかし、問題の解

決に悩み、講義に出席できなくなるなどの状況がみられ、こうした学生への履修・修学指導のあり

方が2007年度人文学部教務課題としてとりあげられる予定である。 
 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

成績確認の制度が明確化されるなど成績評価の客観性を保つ努力もなされ、履修・修学指導対象者への対
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応は基準により組織的に行われている。また近年のカリキュラム改定により、履修モデルが提示されている

が、学部により作成内容は異なっているので改善が望まれる。 

人文学部 

履修指導、修学指導に関して、オフィスアワーに限らず、教務課職員、学科教務委員などが中心となり、

その対応などが行われている。特に、学部には自ら心の問題の解決を希求する学生が少なからず入学してお

り、履修・指導のあり方が課題となっている。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

全学年において成績・出席不良者に対する修学指導を前・後期各1回実施するとともに、対象者

基準の見直しを行う。 
 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 
Ａ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 
Ａ群  シラバスの作成と活用状況   
Ａ群 学生による授業評価の活用状況   
Ｂ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性   
Ｃ群 ＦＤの継続的実施を図る方途の適切性 
Ｃ群  学生満足度調査の導入状況 
Ｃ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 
Ｃ群 雇用主による卒業生の実績を評価させる仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育評価の成果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

① シラバスの作成と活用 

シラバスの記述については真に有効なシラバスとなるよう、工夫が必要であり、記述にややば

らつきがあるため、ばらつきをなくすために分野別に教員が集団で検討する取り組みを推進する。 

② 学生による授業評価 

学生による授業評価については、全教員間に公表するとともに学生に対しても全て公表する。 

③ ＦＤ活動に対する組織的取組み 

全学的なＦＤに関する組織的な取り組みに対応しつつ、学部独自の取り組み方を検討し、具体

的な方策を作成する。 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

シラバス作成、学生による授業評価アンケート（実施と公開方法）、ファカルティ・ディベロップメント(Ｆ

Ｄ)活動への取り組みは、ある程度行われているものの、授業改善・教員力向上に役立つような合理的な工

夫が、経済学部を除く全ての学部について求められる。改善への方向が示されているので、その着実な実行

を期待したい。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

  （１）教育方法等 

 １）ＦＤ、学生による授業評価と教員へのフィードバックは不可欠のものであり、そのための全学的取り

組みが望まれる。  

 

「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

１）現在、学部・大学院の教育課程の見直し等、大学教育全般の改革を推進するため、学内運営機構の改

編と必要な組織の整備を進めている。その柱は、教学担当副学長職の新設および「教育開発支援センタ

ー（仮称）」（2009年度開設予定）の設置である。これまで手薄であった全学的なＦＤ活動は、今後新た

な副学長の責任のもと、「教育開発支援センター」内に設置する「教育開発・評価ＦＤ部門（仮称）」が

中心となって推進していく。現在はその運営体制と具体的な機能について審議中である。 

今後のＦＤの取り組みでは、2007 年度大学設置基準の改訂で明記された教員の研修機会の確保を含

め、ＦＤに関する講習会、フォーラム等を積極的に開催し、それらの内容を報告書として刊行すること、
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全授業評価アンケートについては毎年実施して、その分析や評価を学部・教員・学生へフィードバック

することなどは最低限必要であると考えている。また、大学院におけるＦＤも各研究科委員会で調査・

研究し、その在り方について検討を加え、現実的かつ実効性がある方法を開発する。 

なお、指摘された授業評価の教員へのフィードバックについては、さしあたり具体的に以下の措置を

とる。既に 2007 年度から、情報ポータルで集約した授業評価結果については、教員のコメントを付し

て学生へ公開したが、2008年度からは前年度の授業評価結果をシラバスとリンクし、学生が履修登録を

行う際に講義選択の一つの判断基準となるよう見直していく。また、授業評価アンケートの回収率の向

上と教員のコメントの徹底化を図り、授業評価・結果・教員コメント・シラバス講義選択の循環を FD

のサイクルの中に位置づけ、FDの一つのアプローチとして定着化を目指す。 

 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

全学的なＦＤ活動に対応しつつ、学部独自のＦＤへの取り組みについて情報収集と分析を行う。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 
Ｂ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
Ｂ群 マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性   
Ｂ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度措置の運用の適切性   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

社会福祉実習、臨床心理学実習、精神保健福祉士関係科目の実習などのさしあたり共通の実習室

の確保の必要性が 2006 年度教授会において提起されている。この点については、今後常任理事会

に要請していく。また、実習補助員の実現も図る。 

履修人数制限を設けて実施する少人数教育は、学生の履修希望に応えられないという可能性があ

り、授業クラスの分割も考える。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 人間科学科・こども発達学科の授業にＳＡを導入し、達成度の向上を図る。 

② オール・イングリッシュ・キャンプを正規授業とし、学生の学習意欲の向上を図る。 

 

（６） 休退学者を減らすための措置 
Ａ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 (表17)  
Ｃ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

近年、疾病理由の中でも心の病で大学を退学するケースが目立ってきた。このような学生に対す

る指導をどうするのかが問題となっており、今後の課題である。 

学習意欲の喪失で退学する学生を少なくするには、第一に、学生の好奇心ならびに学習意欲を刺

激することが必要である。それと並行して学習意欲の乏しい学生も散見されるので、第二に、その

ような学生のモチベーションを引き上げる工夫についても検討する必要がある。 

一つは教員の教育力をあげること、次ぎに、1 年次学生がアルバイトで生活を乱さないように指

導すること、場合によって、適切な出席制度を設けることも検討する。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 休・退学者の要因を詳細に分析する。 

② 2009年度からの実施のため、臨床心理学科の編入学試験の制度・広報活動の改善策を検討・立

案する。 

 

４ 国内外における教育研究交流 
Ｂ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性   
Ｂ群  国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 (表11) 
Ｃ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 
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Ｃ群  教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（３）教育研究交流 

「諸外国の文化、習慣、言語を学び国際的な感覚を身につけた学生の育成」を目的とし、「全学生の５％

（約250名）以上が海外研修等に参加できる機会を設ける」という目標を掲げている。そのため、全学的に

は６カ国８大学と大学間交流協定を結び、教育研究交流事業を行っている。海外研修を促進する制度として、

「正課授業・ゼミナール等海外研修奨励金」制度を設けていることは評価できる。しかし、学生の海外研修

プログラムによる全学の研修体験者は、ここ数年目標の５％には達しておらず、国内外の教育研究交流の制

度はあるものの学生の派遣・受け入れ等の実績は低い。 

国内交流については、札幌圏内６大学４短期大学、国内５大学と協定を結んでいるが、積極的に利用され

ているとは言えず、中途放棄等無責任履修者が生まれていることから早急な改善が望まれる。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 国内の大学との教育研究交流（単位認定を伴わない事業）にかんしては、集中講義や講演など

に相互に教員を派遣し合う活動を強化するとともに、教員出版物の交換などにも努める。 

② 国外の大学との教育研究交流（単位認定を伴わない事業）にかんしては、教員の海外研修の制

度を有効に活用したり、海外での学会・研究会での発表を促進するなど、それぞれの分野で国外

の大学・教員と研究交流がいっそうさかんになるように努める。 

 

５ 学生の受け入れ 
 

（１） 入学者の受け入れ方針 
Ａ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 (表16)  
Ｂ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係   
Ｃ群 学部・学科等のカリキュラムと入試科目との関係 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

大学の教育目標、学部・学科の教育目標と方針は、『入学案内』に掲載するとともに、その周知

に努めてきた。しかし、これまで、明文化したアドミッション・ポリシーを提示し、その理解にた

った学生募集を進めてきたとは言いがたい。今後、ＡＯ入試の導入を検討する中で、学科ごとのア

ドミッション・ポリシーの確立と徹底が急務であり、現行の入試制度を含む学生の受け入れ方針と

選抜方法との整合性について緻密に検証する。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全学部 

また、2007（平成19）年度から学部において、アドミッション・ポリシーの明文化・公表がなされた。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

基礎学力の劣る学生、アドミッション・ポリシーとは大きく乖離する学生が増加している。その

要因は志願者の大幅減少とそれに伴う競争力の低下、さらに定員割れを回避するための判定基準の

引き下げにある。2008年度は入試制度別に入学生の成績追跡調査を実施し、その実態を把握して受

け入れ方針検証の資料とする。総定員を割り込んだ大学をみると、大幅な各部・学科改組や定員削

減をした僅かな例を除いては、再浮上した大学は皆無に等しい。本学部でもその点に関する大学方

針の確定を待ちつつ、受け入れ方針を検討する。 
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（２） 入学者選抜における高・大連携 
Ｃ群 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
Ｃ群 入学者選抜における、高等学校の「調査表」の位置づけ 
Ｃ群 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

本学の広報入試部長が高大連携委員会の委員長を兼務し、その事務局を入試課に置いている。ま

た、教育連携との観点から、副委員長を教務部長が兼務する体制となっている。入試での高大連携

もさることながら、教育面でのつながりを今後いかにして強化すべきかが、課題の一つである。 

大学を良く知ってもらうという点では、出張講義をより広範に展開する必要がある。この出張講

義は、高校からの提供希望の多くが心理関係に偏っている。そのため、高校生や高校教諭の身近な

話題に関連させたテーマ設定に、それぞれの教員が努力する必要がある。更に、インターネット等

を活用した情報提供のみならず、高校側からの相談に細かく対応するシステムの整備を更に進める。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

考えることや行動することの楽しさ、大学で学ぶことの重要性を伝えることと、それをサポート

する多様な教員が本学にいることを社会に、特に高校生に強力に訴える必要がある。そのメディア

として出張講義メニューを活用すべきである。高校生が興味を持ちそうなテーマと内容を提供する

ように、人文学部教員に働きかける。 

 

（３） 外国人留学生の受け入れ 
Ｃ群 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け入れ・単位認定の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

国際化社会における本学の位置、役割を見直すとともに、大学としての受け入れ方針を検討する

必要がある。また、韓国・中国等の提携校とも協力した留学生制度の検討、地域的な留学生の動向

を調査・検討し、制度としてのあり方、留学生支援のあり方を含め検討する。 

 

（４） 定員管理 
Ａ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 (表14) 
Ａ群  定員超過の著しい学部・学科等における定員適正化に向けた努力の状況   
Ｂ群 定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 恒常的に著しい欠員が生じている学部・学科における、対処方法の適切性 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後も、適切な教育環境を念頭に置いた定員管理を目指していく。全体としての定員確保は、学

部学科により若干ばらついた超過率の中で調整されることが考えられる。新学部・学科構想、学部・

学科改組転換等の政策、より魅力ある学部学科の再創造により、学部学科ごとの超過率を是正し、

全体の教育環境を改善できるよう努力したい。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全学部 

しかし、商学部第一部、社会情報学部では指定校推薦入学者数が定員よりも多く、改善が望まれる。 

人文学部英語英米文学科では、入学定員に対する入学者数比率の過去５年平均が、1.30と高いので改善が

必要である。かつて文部科学省から定員超過の是正について指摘を受けたこともあり、引き続き適切な定員

管理に努めることが必要である。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

 ２ 学生の受け入れ 

  １）人文学部英語英米文学科では、入学定員に対する入学者数比率の過去５年平均（1.30）が高いので、
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改善が必要である。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

人文学部英語英米文学科における入学定員対入学者比率は、2003年度において予想を上回る手続き率に

より1.59となった結果、過去5年間平均の比率でみても1.30となっている。しかし、2004年度以降の同

学科の合格者数は、2005 年度 203 名、2006 年度 194 名、2007 年度 186 名と徐々に減らして調整を図って

きた。過去 3 ヶ年の比率は、次の通りである。2005 年度 1.36、2006 年度 1.30、2007 年度 1.23。なお、

2008年度については1.1程度の見込みである。 

大学としては 1.0～1.1 以内におさめることが目標である。今後も引き続き入学手続予測の精度を向上

させるとともに適正な定員管理に努め、少人数教育の徹底を図るなかで教育目標の実現を目指す。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

入試制度改変による学生確保の取り組みはほぼ手詰まりの状態である。2008年度はこども発達学

科で指定校を3校増やすほかには、指定校の拡大は実施しない。また、英語英米文学科は人文学部

の英語を共通問題とすることで4学科の併願を可能とし、受験機会をふやすことを試みる。 

 

６ 教員組織 
 

（１） 教員組織 
Ａ群 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の適切性 (表 19) 
Ａ群 大学設置基準第12条との関係における専任教員の位置づけの適切性 
Ａ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 (表 3)   
Ａ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 (表 3) (表 19)   
Ａ群 教員組織の年齢構成の適切性 (表21)   
Ｂ群 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 
Ｃ群 教員組織における社会人の受け入れ状況 
Ｃ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 
Ｃ群 教員組織における女性教員の占める割合 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

全学的な人事方針を現在策定中であり、その方針にそって 2008 年度に向けて、学部としての将

来計画の重要な一環として、充実の要求案をまとめる。 
 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

７ 教員組織 

教員組織の整備については、現在、中期計画に基づき、学部・学科の改革に伴う教員組織の再編を行って

いるところである。教員の年齢構成では、現在進行中の「中期計画」を踏まえながらも、さらに長期的な視

点に立った人事政策・雇用計画の立案・実施が期待される。 

この点について、従来の学部・学科・研究科ごとに明確な教員定員数を定めず弾力的運営を行ってきたが、

任用形態の多様化と収容定員と教員数をリンクした大学院教員の配置などによって、教育の質を担保する教

員配置が可能となる施策が2006（平成18）年度よりはじめられており、その成果が期待される。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 特別支援学校教諭教員養成課程の設置と社会福祉士の法改正に伴う新カリキュラム実施とを

人的に保証するための人事配置を追求する。 

② 定年退職者の補充人事を教育内容の改善に合わせて実現する。 

 

（２） 教育研究支援職員 
Ａ群 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性 
Ａ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性   
Ｃ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 
 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

限られた予算範囲のなかで教育を実施するための人的補助体制の整備と人員配置は適切である

- 110 - 



と評価する。なお、教員とそれら支援職員及びＴＡの連携協力関係は十分に図られていると考える。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 今年度から人間科学科とこども発達学科で配置されることになったＳＡの有効な活用を工夫

する。 

② 現在活用しているＴＡをさらに実効的なものにするよう、担当者間で工夫を進める。 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き 
Ａ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
Ｂ群 教員選考基準と手続の明確化   
Ｂ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性   
Ｃ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

募集・任免については、現在、教員人事任用形態の多様化が検討されているが、全学的人事方針

の確定に応じて、それぞれの任用形態に適合的な規程の再検討が必要である。とくに今後の大学に

おける教育活動の比重の増加に鑑み、募集・任免・昇格に対する基準において、教育活動に関する

能力・業績の評価をどう加味するかが、重要な課題である。専任教員の募集にあたって、本学にお

いても近年、博士号所有者が増加しているが、募集・昇格の規程に明記することも検討課題である。 

 

（４） 教育研究活動の評価 
Ｂ群 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
Ｂ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性   
 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

教育活動の改善については、組織的な評価方法を確立しなければならない。学部開設後しばらく、

学部教務委員会と学部自治会カリキュラム委員会との協議が教育活動の改善にとっても実質的に

機能していたが、前記ＦＤの活動を系統的に実施することが、当面の課題である。 

研究活動については、学部内に広範な研究領域の教員を含むこともあって、人文学部学会の研究

会は必ずしも活発ではない。学科単位の組織的活動を工夫しなければならないが、根本的には現在、

学園政策会議で検討中の全学一本化の総合研究所が実現したさいの部会活動に期待したい。 

 

７ 研究活動と研究環境 
 
（１） 学部の研究活動、論文等研究成果の発表を促す取り組み 
（研究活動） 
Ａ群 論文等研究成果の発表状況 (表 24)(表 25) 
Ｃ群 国内外の学会での活動状況 (表 26) 
Ｃ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
Ｃ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 新入教員研究紹介や留研者の研究成果の発表など、学会活動を活性化させる。 

② 『人文学会紀要』に掲載される論文等の質・量両面にわたる充実を追求する。今年度は人文学

部30周年記念の特集号を順次発行する。 

 

（２） 科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けた学部としての取り組み 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
Ｃ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 (表 33)(表 34) 

Ｃ群 
学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競争的研究資金で構成される研究費のシステ
ム）の運用の適切性 

Ｃ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 
Ｃ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 社会連携センターおよび総合研究所と協力しながら、外部団体と資金的に提携した研究の取り
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組みに努める。 

② 科研費については、教員間で情報を共有することに努め、応募への動機付けを促す。 

 

８ 学部の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
Ａ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表36)(表 37)(表 38)(表 40) 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

懸案となっている「社会福祉士・精神保健福祉士関連調査実習室」（仮称）の早期設置を実現す

る。 

 

９ 就職支援のための学部独自の取り組み 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① ＯＧ・ＯＢによる就職活動及び業界企業説明会を実施する。 

② 4年生に対するゼミナール単位での就職進路状況の把握を行う。 

 

10 学部独自の広報 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 今年度秋に人文学部創立 30 周年記念行事を行う。記念講演と学術シンポジウムを開催し、30

周年を祝うとともに、地域社会への貢献となるような行事を行う。 

② 英語英米文学科も独自の記念講演会などの行事の開催を追求する。 

③ 『人文学会紀要』に人文学部創立30周年記念の特集号を順次発行する。 
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