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３．人文学部  

 

１ 学部・学科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・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） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【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。 

ウ 積極的に国際交流活動に参加する機会を用意する。 
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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 
必須 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
必須 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 

必須 
「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 

必須 
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 

必須 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 

必須 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 

必須 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 
必須 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 

 

【2009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，各学科のカリキュラムの改善を進める。 

  ① 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しつつ，カリキュラ

ム・履修上の問題点の改善を図る。 

  ② 全学科において履修モデルの見直し・改善を継続する。 

  ③ 次年度以降のガイダンス・オリエンテーション運営の改善案の作成を進め，学生のカリキュラ

ムへの理解の向上と，適正な履修の推進を図る。 

  ④ 臨床心理学科の2010年度開始の新カリキュラムを完成させる。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① こども発達学科の学生が英文講読を履修することにより、英語英米文学科のクラス機能として

働く当該科目に若干の違和感が生じた。2010年度よりこども発達学科の学生が英文講読を履修す

ることなく他科目での履修に切り替えることで双方の問題の解決を図ることとした。    

  ② 臨床心理学科において新カリキュラムの履修モデル，人間科学科では社会福祉士新課程等の資

格取得に関連する履修モデルの検討を進めた。                     
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  ③ オリエンテーションの時期・内容等の改善案を検討した。               

  ④ 学科会議でかなり詳細な検討と議論を繰り返し行い、次の4点を基本方針として新カリキュラ

ムを構築した。①1 年次における大学への適応を促す、②より上級の学修に応えられる教育機会

を作る、③大学院への導入教育という視点だけにとどまらず臨床心理学にかんする教養教育へと

方針を転換し、④旧カリキュラムを見直し科目間重複の修正を行う。           

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 英語英米文学科・こども発達学科間の「副免」制度をより活性化させ、英語英米文学科の教職

履修学生が、2011年度履修登録が進むように特別ガイダンス等を当該教職員の協力を得て企画し

実施する。 

  ② 臨床心理学科の新カリキュラムの円滑な実施に務める。他の3学科においては現行カリキュラ

ムの問題点を把握し、カリキュラムの微調整・学則変更等の有無があれば学科で案として用意し

ておく。しかし全学の再編を優先するため先行して学科単独の学則変更等の実施を控える。 

  ③ 次年度以降のガイダンス・オリエンテーション運営の改善は全学教務委員会と協力し、学部と

しての意見を提出する。内容については学部教務委員会で精査に務める。 

  ④ 臨床心理学演習の適切な登録時期を設定し、個別ガイダンスの開催を推進し、実習・演習・卒

業論文説明会の効果査定と見直しを行う。 

  ⑤ 臨床心理学科では、初年度教育、リメディアル教育、上位層教育の専門科目化の検討を中心に

新々カリキュラムの検討を開始する。2012年度の法規改正に対応する、精神保健福祉士課程の見

直しを進める。 

 

 

（２） カリキュラムにおける高・大の接続 
必須 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

導入教育の改善を図る。 

① プレガイダンスの活用等による入学前指導の充実化案の検討を開始する。 

② １年生体育大会を前期に実施し，入学後の早い時期からの交友関係の確立と大学生活の活性化

を図る。 

③ 英語英米文学科において，１年生担任会議を随時開催し，学力の把握，情報の共有，教育改善

につとめる。 

④ 臨床心理学科では，基礎ゼミにTAを配置し，1年生の大学生活への適応を促進する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 学部別のプレガイダンスの開催に伴い，特に生活支援を中心に内容を検討し，2011年度生に対

して実施した。                                   

  ② 前期に体育大会を実施し，大学生活の活性化に効果が得られた。            

  ③ 1 年生 3 クラス編成の学生学力状況その他学生動向の把握を各担任が共有しあい、随時学科会

議で報告を行なった。これによりクラス担任のみならず学科教員全員が学年全体を見渡すことが

できるようになった。                                

  ④ 導入教育の改善の試みとして、各クラスにＴＡを配置した。新入生にとって臨床心理学専攻の

院生を配置したことで、大学生活への適応促進に一定の効果があったが、2010年度は新カリキュ

ラム初年度であるが、削減された。学科における導入教育の今後の検討課題としたい。    



 

- 137 - 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 2009年度で得られたプレガイダンスのアンケートを参考にしながら、より一層の充実したガイ

ダンスとなるようガイダンス内容を精査する。 

  ② 1年生体育大会を昨年同様前期に実施し、仲間づくりの機会を提供する。2010年度は「授業の

一環」に位置づけ担任の参加を義務化する。 

  ③ 英語英米文学科では、昨年度同様1年生担任会議を随時開催し、学力の把握、情報の共有、教

育改善につとめ、担任会議の内容は学科会議で報告する。 

  ④ 入学前指導の課題学習について課題の内容と提出方法を再検討し、学習の途中経過を学科で把

握し、入学予定者に助言することができるような運営を検討する。 

  ⑤ 上級生による新入生支援体制の構築を検討する。 

 

 

（３） カリキュラムを生かした国家試験対策 
必須 国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 

 

【2009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 

① 初年度となる特別支援学校教諭一種免許課程・社会福祉士新課程のカリキュラムを円滑に実施

し，問題点を整理する。 

② 社会福祉士，精神保健福祉士国家試験受験に対応し，福祉実習室の環境を整備し，社会福祉士

課程旧カリ生への新制度受験への対策講座を実施する。 

③ 博物館法施行細則の変更に伴なう24年度からの学芸員資格課程新カリキュラムに関する検討

を開始する。 

④ こども発達学科の教員採用試験受験対策の支援を強化する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 特別支援学校教諭一種免許課程・社会福祉新課程のカリキュラムを円滑に実施した。   

  ② 備品等の福祉実習室の環境整備を進め，旧カリ生への受験対策講座を実施した。     

  ③ 学芸員資格新課程に関して，文部科学省の説明会，大学博物館学講座協議会において情報を収

集し，３年後からの新カリキュラムへの具体的な対応を検討した。            

  ④ 教職担当教員による講義外の個別指導を多数回行った。また、学内開講の予備校講師による対

策講座に４年生対象の２講座を加え、一部料金を補助し安価に受講できるようにした。教職担当

教員と講座講師と連携し、講座内容を学生に対応するものにした。            

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 特別支援学校教諭一種免許課程における「特別支援教育実習」の 3 年次履修、4 年次履修の履

修条件に基づく判定と、学生に対する事前指導を推進する。また実習校との連携を推進する。 

  ② 社会福祉士の法改正に伴い2009年度に開始した新カリキュラムを円滑に推進する。 

  ③ 新カリを基盤とした社会福祉士国家試験に向け、旧カリ学生向けの受験対策講座を実施し、合

格率の向上を図る。 

  ④ 社会福祉施設等で働く本学卒業生の動向調査を実施し、現役学生との交流会を開催する。これ

を通して福祉系OB・OGのネットワーク作りと、現役学生に対する資格取得及び就職への意欲喚起
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を図る。 

  ⑤ 博物館法施行細則の変更に伴う2012年度からの学芸員資格課程新カリキュラムに関し、科目担

当者等の具体的な検討を開始する。 

  ⑥ 精神保健福祉士国家試験の合格率を上げるべく、国試対策などの支援体制を構築する。 

  ⑦ こども発達学科の教員採用試験受験対策の支援を強化する。さらに、今年度期限付き教員に採

用された卒業生への支援も行う。 

 

 

（４） インターンシップ 
任意 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 
任意 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 

 

【2009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つつ、さらに情報を収

集し，具体的な検討を開始する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

インターンシップ支援団体から，協賛企業に関する情報を得て，人文学部各学科での導入の可能

性を検討した。                                    

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   インターンシップ制度の導入条件等について、進路支援委員と連携しつつ情報収集を継続し、検

討を続ける。 

 

 

（５） 授業形態と単位の関係 
必須 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 

 

 

（６） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、第29条） 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 単位認定を伴う事業にかんしては、現在単位互換協定を締結している国内の大学により多くの

留学生を送り込むため、学生への周知化と動機付けの強化のため，ガイダンス等の取り組みを行

う。 

② 単位認定を伴う事業にかんしては，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、通年的なガイダンス等の取り組みを

行い，動機付けを強化する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 学業奨励金による留学支援を行い，留学の機会を増やした。              

  ② 教務課国際交流担当を中心としたガイダンスを随時行なった。実際にプログラムに参加する学

生の数は、まだ多いとはいえないが、これは費用面における学生負担と関連するものと思われ今

後全学的な見地から検討すべきである。                        
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【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 単位互換協定を締結している国内の大学により多くの留学生を送り込むため、学生への周知と

動機付けをし、ガイダンス等を継続的に取り組む。 

  ② 海外半期留学を行っている米・英・豪・中・韓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、通年的なガイダンス等の取り組みを行い、動機付けを強化する。 

  ③ 短期を含めた海外留学制度の現状を再確認しつつ、短期については新たな派遣・研修先の可能

性を追求する。 

 

 

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

 

 

（８） 生涯学習 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

 創立 10 周年を迎える社会連携センターのコミュニティ・カレッジの講座開設に引き続き協力す

る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

 今年度のコミュニティ・カレッジでは前期5名、後期3名の人文学部専任教員を派遣することが

でき、講座開設に協力することが出来た。                        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   人文学部として社会連携センターのコミュニティ・カレッジの講座開設に引き続き協力する。 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
必須 教育上の効果を測定するための方法の有効性 
必須 卒業生の進路状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

各学科の科目の授業評価の結果を詳細に分析する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

授業評価のデータの提供を受け，特に高評価の教員の傾向に関するデータの整理を進めた。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   全学的な授業評価アンケートを活用し、学部教育の改善方策を検討する。 
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（２） 成績評価法 
必須 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 
必須 履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 
必須 各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

各教員の成績評価の実態を把握し，改善点を明確化する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

各教員の成績評価に関するデータを収集整理し，分析を開始した。            

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   各教員の2010年度の成績評価方法を精査し、改善方策を検討する。 

 

 

（３） 履修指導 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 留年者に対する教育上の措置の適切性 
任意 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 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。 

② ポータル「はぐくみ」の効果的な利用法の案作成に着手する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 成績・出席不良者に対する修学指導を前・後期各１回ずつ実施した。          

  ② 「はぐくみ」の学生情報をこれまでパーミッションを与えられていなかった学科教務委員も閲

覧、書き込みができるようになったが、利用が活性化したとまではいえなかった。     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 昨年度に引き続き、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。 

  ② ポータル「はぐくみ」の効果的な利用を促すために個人情報に留意しながら利用例を示し、ま

た利用統計を教授会に報告する。 

  ③ 非常勤講師との連携を強化する。 

 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 
必須 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ ファカルティ・ディベロップメント

( )）およびそ 有効性必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 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 
任意 教育評価の結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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

学部独自のFDについて情報収集と，具体案の作成に着手する。 
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【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

ＦＤに関する他校の事例についての情報を収集した。                  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   全学のＦＤの取り組みに積極的に参加しながら、学部独自のＦＤの取り組みのため、引き続き情

報を収集し検討する。 

 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 
必須 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 
必須 多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 
必須 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

  ① 人間科学科の卒業論文の，日程･評価等のあり方に関する改善案の作成を開始する。 

  ② 英語英米文学科において，英文講読を１年次後期から学力到達度別編成とする。 

  ③ 事前学習，実習日誌作成など，こども発達学科の教育実習の充実化を図る。 

  ④ オール・イングリッシュ・キャンプの充実化を進める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 卒業論文の提出日程に関して改善を検討し，資格試験の日程・就職活動等との対応を進めるた

め，次年度より提出期間を１週間に変更した。                     

  ② 初期の計画通り、前期後半に学力到達度をはかる試験を実施し、それに基づいて3レベルのク

ラス編成（クラス替え）を後期から実施し、対象に適した授業を展開することができた   

  ③ 事前学習では、学科教員２名に加えて、教育実践に精通した学外講師３名の５名体制により、

少人数グループでのきめ細やかな指導を行った。使いやすい仕様の本学科独自の実習日誌を作成

し、教育実習に活用した。                              

  ④ 毎年一定の履修者を見込むことができ安定した科目として位置づいてきた。事前視察をするこ

とでプログラムの充実度をはかることができた。成績評価については議論の余地を残した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 人間科学科の卒業論文の日程･評価等のあり方に関する改善案を検討する。 

  ② 英語英米文学科において，学力到達度別編成とした「英文講読」が 2 年目をむかえ、引き続き

問題点があればその把握に務めるとともに学科で認識を共有する。 

  ③ こども発達学科の教育実習の充実化を図る。 

  ④ オール・イングリッシュ・キャンプの充実化を進めるとともに、「成績評価」について履修学生

への事前の周知をはかる。 

 

 

（６） 休退学者を減らすための措置 
必須 退学者の状況と退学理由の把握状況 
任意 編入学生および転科・転部学生の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 
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① 休・退学者の要因のデータ蓄積を進め，詳細な分析を開始する。 

② 臨床心理学科の編入学試験の制度・広報活動のさらなる改善を継続し，3 年をめどに定員充足

を目指す。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 過去数年間のデータ整理を進めるとともに，はぐくみ等の面談記録を照会し，より詳細な内容

の把握が可能になるように，調整を進めている。                    

  ② 広報活動の強化など学科として様々な検討を行ってきた。2012年度入試から、編入学定員を削

減させることを学科で決定した。                           

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   休退学に陥りそうな学生に対する支援を強化する。 

 

 

４ 国内外との教育研究交流 
必須 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 
任意 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 
任意 国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 単位認定を伴わない事業にかんしては、協定校どうしの間で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、教員出版物が刊行された場合には協定校への贈呈などに

も努める。 

② 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て派遣枠を満た

し、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・研究者との

間で研究交流をいっそう活発にするように努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 単位認定を伴わない事業にかんしては、前年度末から今年度当初にかけて本学教員著作物を協

定校に贈呈する作業を行った。また国内他大学の半期留学に教員一名を派遣した。しかし、協定

校どうしの間で相互に教員を派遣しあうなどの事業は進展しなかった。          

  ② 単位認定を行わない事業にかんしては、一年一名をイギリスに、半年一名をオーストラリアに

派遣し、海外研修制度の枠を満たした。海外の学会・研究会での発表にかんしても、数名の教員

がアメリカ・フランスなどでこれを行い、一定の成果をあげている。またロシアから一名の教員

の研修を引き受けたほか、国外の研究者を招いての国際シンポジウムなどもあり、国外の研究交

流の拡大にかんしては、一定の前進があった。                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 単位認定を伴わない事業にかんしては、協定校どうしの間で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、教員出版物が刊行された場合には協定校への贈呈などに

も努める。 

  ② 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て派遣枠を満た

し、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・研究者との

間で研究交流をいっそう活発にするように努める。 
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５ 学生の受け入れ 

 

（１） 入学者受け入れ方針 
必須 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 
必須 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 

 

【2009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。2009年度も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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

入試制度別入学生の成績追跡調査は、各学科で行っているが、今後は教務委員会とも連携して、

学部全体で継続して取り組んで行く必要がある。                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   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。2010年度も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し、教務との連携について検討する。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。 

 

 

（２） 入学者選抜における高・大の連携 
任意 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
任意 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

高校生が興味を持つ多彩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。そして、

高校生に話しかける絶好のチャンスとして捉え、積極的に広報活動する（例えば、高校訪問、オー

プンキャンパス、学部・学科のホームページなど。）また、今年度から英語英米文学科と札幌東商業

高校との間で始まった高大連携については、重要な入試戦略の一つとして位置づける。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   09年度に全学部で実施した出張講義の内、約3分の2は人文学部教員が担当した。さらに高校か

らの依頼を増やすための工夫が必要である。また、高大連携については、英語英米文学科と札幌東

商業高校との間で開始し、本学で毎週定期的に英語授業を行った。今後も継続して行く予定である。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔人文学部〕 

   高校生が興味を持つ多彩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。そして、

高校生に話しかける絶好のチャンスとして捉え、積極的に広報活動する（例えば、高校訪問、オー

プンキャンパス、学部・学科のホームページなど。）また、2009 年度から英語英米文学科と札幌東

商業高校との間で始まった高大連携については、重要な入試戦略の一つとして位置づける。 

 

 

（３） 科目等履修生・聴講生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生・聴講生等） 
任意 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 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の受け入れ・単位認定の適切性 

 

 

（４） 定員管理 
必須 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と（編）入学者数の比率の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

人文学部の定員維持を 大の目標とする。特に、僅かだが定員を割った2学科（英語英米文学科、

こども発達学科）については、定員確保を目指し、全力で取り組む。具体的には、まず推薦入試で

受験生を確保できるように、高校訪問を工夫する。例えば、OB教師のいる高校には積極的に訪問し

て連携を深める（英語英米文学科では、OB のいる高校は基本的に指定校とした。）また、競合大学

との違いを示すことで、本学部・学科の魅力を高校生に伝える工夫と努力をする。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

臨床心理学科では、AO入試で、新たにABO方式を設け、青森・帯広での面接を実施した。完成年

度を迎えたこども発達学科では、初めての教員採用試験合格者12名（うち5名は期限付き名）を出

し、受験生へのアピールとなった。人間科学科と英語英米文学科では、OB教員のいる高校への訪問

を積極的に実施した。今後も継続して訪問する必要がある。                

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 編入試験の広報を幅広く展開して、多くの受験生を得られるべく努力する。 

  ② 人文学部の定員獲得を 大の目標とする。特に、僅かだが定員を割った3学科（人間科学科、

英語英米文学科、こども発達学科）については、定員確保を目指し、全力で取り組む。具体的に

は、まず年度内入試で定員の半数を確保できるように、AO 入試/推薦入試（課外活動特別推薦含

む）と高校訪問の連携を工夫する。例えば、OB教師のいる高校には積極的に訪問して連携を深め

る（特に英語英米文学科、こども発達学科）。また、競合大学との違いを示すことで、本学部・学

科の魅力を高校生に伝える工夫と努力をする。 

 

 

６ 教員組織 

 

（１） 教員組織 
必須 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 

必須 大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における教育研究に従事して
いるか）

必須 主要な授業科目への専任教員の配置状況 
必須 教員組織の年齢構成の適切性 
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必須 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 
任意 教員組織における社会人の受け入れ状況 
任意 教員組織における外国人の受け入れ状況 
任意 教員組織における女性教員の占める割合 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

本学の人事ルールに則り、教員の割愛によって生ずる補充人事を速やかに実現するとともに、退

職および契約期間満了に伴って生ずる欠員枠を速やかに補充することによって、新カリキュラム実

施と制度改正に対応しうる人事配置を確保する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

教員の割愛によって生じた教育心理学および教員の定年退職に伴って生じた英語の補充人事は公

募によって速やかに実現することができた。また契約期間満了によって生じた臨床心理学と福祉科

教育法の欠員枠も無事補充することができた。                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   本学の人事ルールに則り教員の割愛によって生ずる補充人事を速やかに実現するとともに、退職

および契約期間満了に伴って生ずる欠員枠を速やかに補充する。 

 

 

（２） 教育研究支援職員 
（教育研究支援職員） 
必須 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 
必須 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 
任意 ティーチング・アシスタント（ＴＡ)の制度化の状況とその活用の適切性 

 

【2009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おけるSAについて，改善点の検討，効果の点検を行い

つつ，より有効な活用を図る。 

② 英語英米文学科におけるTA・SAの導入の検討を開始する。  

③ 現在活用しているTAをさらに実効的なものにするよう、担当者間の情報・意見交換を進め，改

善点を明らかにする。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 両学科で初年度教育等におけるSA活用の目的・方法を担当者間で検討・周知し，効果の点検と

改善点の明確化を全体で行った。                           

  ② TA・SAの導入可否について学科会議で各分野の教員から意見を求めた。2010年度に向けて導入

希望科目は無かった。しかし、各科目の特性をより細かく点検しながら具体的にどのような観点

から取り入れることが可能か今後検討を継続する必要がある。              

  ③ 実習授業でのTAの役割を，担当者間であらためて検討・周知し，知識・技能の向上等の効果を

点検した。                                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① こども発達学科の授業におけるSAについて，改善点の検討，効果の点検を行いつつ，より有効

な活用を図る。 

  ② 英語英米文学科では引き続き導入の可能性を追求し、場合によっては試験的にSAを導入する手
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続きを開始する。ただし全学的なSA・TA導入ルールを見極める。 

  ③ 臨床心理学科においては、SA の活用を推進することで、学生間での扶助体制を構築する。SA

候補者の人材バンクを作り、このプランの実現を図るとともに、優秀学生への経済的支援策とし

て位置づける。 

 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 
必須 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 
任意 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 

 

 

（４） 教育研究活動の評価 
必須 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
必須 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 

 

 

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） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

 

１）論文等研究成果の発表状況及び国内外の学会での活動状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 2009年度からこれまでの人文学会を人文研究部会に改称するが、この部会で例年通り新入教員

の研究発表と留学研修者の成果発表を行い、部会活動の充実に引き続き努める。 

② 『人文学会紀要』第 86 号を人文学部創立 30 周年の特集号として発行する。また同紀要の年 2

回発行を確保し、誌面の質量両面にわたる充実に引き続き努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 2009年度から人文学会を人文研究部会と改称したが、例年通り、この部会で2名の新任教員の

研究発表を行い、目標を達成した。                          

  ② 『人文学会紀要』第86号を人文学部創立30周年記念特別号として発行し、目標を達成した。

また87号の発行も準備されており、同紀要の年2回の発行という目標も達成することができた。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 人文研究部会において、新入教員の研究発表と留学研修者の成果発表を行い、引き続き研究活

動における一層の充実に努める。 

  ② 『人文学会紀要』の2010年度における2回発行を確保し、学部教員の研究の一層の活性化を推

進する。 



 

- 147 - 

 

 

（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 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

１）競争的な研究環境創出のための措置 

 

【2009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、引き続き外部団体と資金的に提携した

研究の取り組みに努める。 

② 科研費については、引き続き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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 外部団体と資金的に提携した研究の取り組みについては、従来からの研究に加えて、2009年度

「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」(GP)の採択を受けたので、人文学部と

してもこれに協力することになった。                         

  ② 科研費については、教員どうしの間で情報を共有することに努め、一定の成果があった。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  ① 社会連携センターおよび総合研究所と協力しながら、引き続き外部団体と資金的に提携した研

究の取り組みに努める。 

  ② 科研費については、引き続き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） 
必須 大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

懸案であった社会福祉士・精神保健福祉士等の実習室にかんしては「福祉実習準備室」の設置を

実現したが、この実習室の設備や備品などの充実に努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

学部運営費により，設備・備品を補充し，学生の利用に供した。             

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   「福祉実習準備室」の設備等の一層の充実を図り、学生の利用の活性化を促す。 
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９ 就職支援のための学部独自の取り組み 

 

【2009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年生に対するゼミ単位での就職進路状況の把握を行う。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 当初の予定どおりに年4回実施し、各回とも10名から20名程度の参加者を得ることができた。 

  ② 各ゼミ担当教員に協力を依頼し調査票を配付したが、そのすべてを回収・把握するまでにはい

かなかった。                                    

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

  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年生に対するゼミ単位での就職進路状況の把握を行う。 

 

 

10 学部独自の広報 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔人文学部〕 

   高校生をターゲットとした「人文学部報」をこれまで同様に発行する。 


