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序 章 

 

（１）敬和学園大学の歩み 

本学は1991年４月に新潟県・新発田市・聖籠町から多大な支援を受けて開学した。教育

理念として「教育基本法及び学校教育法に従い、福音主義キリスト教の精神に基づく自由

かつ敬けんな学風の中で真理を探究するとともに心の教育を実践し、国際的教養豊かな良

心的人材を養成することを目的とする」（学則第１条）を掲げ、英語英米文学科と国際文

化学科の２学科（入学定員各100人）で構成された人文学部の単科大学として発足した。

1993年度には、英語英米文学科に教職課程（高等学校教諭一種免許〔英語〕・中学校教諭

一種免許〔英語〕）を設置した。完成年度を迎えた1995年度から、大学設置基準の大綱化

に伴い、一般教育担当者を既存の２学科に分属させた。 

2000年には近隣に新設大学等が開設された影響を受けて定員割れが始まった。その対策

として、2004年度に人文学部を改組転換して、既存の２学科の入学定員を100人から80人

に削減し、「共生社会学科」（入学定員40人）を開設し、同時に英語英米文学科を「英語

文化コミュニケーション学科」に名称変更した。共生社会学科には社会福祉士養成課程を

設置した。2005年度には、国際文化学科に教職課程（高等学校教諭一種免許〔公民〕）を

設置し、2006年度からは、中学校教諭一種免許〔社会〕、2012年度から高等学校教諭一種

免許〔地理歴史〕を開設した。2015年度には長く続いた定員割れを背景に英語文化コミュ

ニケーション学科の入学定員を60人に削減し、入学定員180人とした。 

本学は2020年に創立30周年を迎え、既に新潟県を中心に各地で活躍する4,424人の卒業

生を輩出してきた。新潟県の18歳人口は、2020年の2万1千人から2040年には１万４千人に

減少すると予想されている。人口減少社会・高齢社会の只中にあって、現在までさまざま

な対応をしてきたが、今後もさらに厳しい対応を迫られると予想される。大学は成人期を

迎え「カレッジ・アイデンティティ」をさらに鮮明にして発展していくために、「教育理

念・方針」、「カリキュラム改革」、「内部質保証」、「2014年度の大学評価からの改善

点」の４点から時系列に過去を振り返って、現在の立ち位置を確かめた上で、将来への展

望につなげたい。 

 

 

（２）教育理念・方針 

本学では敬和学園高校及び学校法人敬和学園のモットー「敬神愛人」の「神を敬い、人

と和する」から、宗教改革書『キリスト者の自由』の精神に立ち返り、また21世紀に求め

られる「ヒューマン・サービス」の要請を反映して、「神を敬い、人に仕える」に建学の

精神を据え直した。2002年には教育実践に基づき教育理念を表すミッション・ステートメ

ントを定め、「キリスト教教育」、「国際理解教育」、「地域貢献教育」という三つの教

育方針を明確にした。その詳細は以下の通りである。 

 

① キリスト教教育：キリスト教による人間教育を実践するために、カリキュラム面では

「キリスト教学」を一年次必修としているほか、「チャペル・アッセンブリ・アワー」を

単位化している。キリスト教精神を土台に「ボランティアする大学」として、「ボランテ
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ィア論」を一年次必修とし、二年次のゼミ単位でのボランティア活動の機会を設けてい

る。被災地支援等、学生たちは精力的にボランティア活動を行ってきた。また、学問的に

もキリスト教への理解を深めるため、学科を超えてキリスト教関連科目をパッケージした

ディプロマ・プログラムの「キリスト教教育プログラム」を導入した。 

 

② 国際理解教育：1995年のカリキュラム改革で４技能別英語集中プログラムによる特色

のある英語教育を導入し、改革を重ねてきた。また、2011年度より始まったディプロマ・

プログラムのうち、現在「英語イマージョン・プロブラム」「グローバル市民プログラ

ム」ならびに「児童英語教育プログラム」「日本語教育プログラム」を国際理解教育の一

環として展開している。リーマンショック以降学生の海外留学者数が低迷していたが、最

近になって留学者数が伸びてきている。本学からの海外留学者数が伸び悩んでいた時期

も、JCLP (Japan Culture and Language Program)によりアメリカ、中国（本土）、台

湾、スウェーデンなどから学生を受け入れ、日本にいながらにして海外他大学の学生たち

と交流する機会を重ねてきた。またAYF (Asian Youth Forum)というアジア諸国の学生が

集まる１週間程度の研修へ学生を送り出し、国際理解やリーダーシップ養成の機会を提供

してきた。2019年度は、開学当初より提携していた米国アイオワ州ノースウェスタン・カ

レッジにACLP (American Culture and Language Program)として、20数年ぶりに６名の学

生を短期留学に送り出すことができた。本学に在籍する留学生は１割弱であるが、外国籍

の親を持つ学生も一定数おり、国際的にも多様性のあるキャンパスとなっている。 

 

③ 地域貢献教育：開学当初はボランティア活動による地域貢献が中心であったが、2006

年の新発田学研究センター（現・地域連携センター）や「まちカフェ」の開設により、学

生が地域に出て活動する機会が格段に増えた。2013年度から「地域学1，2」（３年次選択

科目）、2015年度から「地域学入門」（１年次必修科目）を導入し、地域についての学び

を深めている。フィールド型アクティブ・ラーニング（いわゆるサービス・ラーニング）

の導入や、駅前の新発田市所有の複合ビル内に学生寮を開設するなどし、新発田市・聖籠

町からも地域に開かれた大学として認知され、協働の取り組みが数多く為されている。デ

ィプロマ・プログラムに「地域経営プログラム」を新設し、「まちなかキャンパス化」を

推し進め、前回の認証評価時と比べて「地域貢献」の取り組みが充実してきている。しか

し、さらに活動を盛んにしていくためには、同時にボランティア活動やアクティブ・ラー

ニングなどの名称やコンセプトの検討、ならびにボランティアセンターや地域連携センタ

ーなどの組織の統合と連携などの課題に対応していく必要がある。 

 

 「キリスト教教育」、「国際理解教育」、「地域貢献教育」の三つの教育方針を一つに

まとめるのが「リベラルアーツ教育」という教育理念である。21世紀は人工知能の時代と

も言われるが、人間と人工知能が共存する社会において、「AI時代のリベラルアーツ教

育」を探求しつつ、人間性豊かな人間に育むリベラルアーツ教育により、より厳しい人口

減少社会・高齢社会に貢献できる人間を養成していく必要がある。 
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（３）カリキュラム改革 

1995年度の第１回カリキュラム改革では、一般教育科目を共通基礎科目と改称し、主と

して外国語科目の改革を行った。2000年度の第２回カリキュラム改革では、主としてコー

ス制を導入した専門教育科目の改革を行い、「基礎演習」を導入して４年間一貫した演習

教育を行えるようにし、共通テキストとして『基礎演習ハンドブック』（2020年度より

『基礎演習・演習ハンドブック』と改称）を作成した。また、GPA 制度を本格的に導入し

た。 

2004年度には、共生社会学科の新設と英語文化コミュニケーション学科の名称変更に伴

う第３回カリキュラム改革を行った。2009年度には、英語文化コミュニケーション学科の

クラスター制度導入、ならびに社会福祉士国家試験受験資格科目の法改正に伴う共生社会

学科コース制度の変更（ライフデザイン・コース、ソーシャルワーク・コース）に伴い、

専門科目を中心とした第４回カリキュラム改革を行った。 

2012年度からは入学前教育を実施し、2013年度には基礎演習を中心にした小規模なカリ

キュラムの改善を図った。2016年度の第５回カリキュラム改革では、フィールド型アクテ

ィブ・ラーニングを「アクティブ・ラーニング演習」「アクティブ・ラーニング実習」と

して単位化し、「地域学入門」「地域学研究」を導入して、地域系の科目を体系化した。 

2019年度は国際文化学科における「情報メディア・コース」の新設と共生社会学科の

「ライフデザイン・コース」から「ソーシャルビジネス・コース」への名称変更に伴う第

６回カリキュラム改革を行った。共生社会学科では、2019年度より児童厚生２級指導員資

格の取得を可能にし、2020年度には法令改正に伴ういくつかの変更を加えた。また2020年

度には、英語文化コミュニケーション学科の「キャリア英語コース」から「キャリアコミ

ュニケーション・コース」への名称変更に伴う英語文化コミュニケーション学科の専門科

目のカリキュラム改革と、英語プログラムの大幅な改定を行った。 

 

 

（４）内部質保証 

本学では内部質保証を自己点検・評価として実施してきた。内部質保証は従来の自己点

検・評価を含んだより広範な意味合いを有するものだが、ここではこれまでの自己点検・

評価活動について記す。 

1994・95年度には第１回自己点検・評価を、1998・99年度には第２回自己点検・評価を

それぞれ私立大学連盟評価方式で行った。2001年度には、大学基準協会方式で第３回自己

点検・評価を行い、2002年度に大学基準協会の加盟判定審査を受け、2003年4月に正会員

として登録された。2006年度には、第４回の自己点検・評価を行い、それに基づいて2007 

年度に大学基準協会の大学評価を受け、2008年４月に再度大学基準に適合の評価を得た。

その時に指摘された６つの助言に対して、2011年度に改善報告書を大学基準協会に提出し

た。 

2002年度に策定した「ミッション・ステートメント」に基づいて、2008年度には新潟県

大学改革・改善支援事業により、日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センターの

外部評価と助言を受け、「ミッションとヴィジョン」に基づいて「中・長期計画（ロード

マップ）」を策定した。2009年度からそれに基づいてPDCAサイクルに従って毎年全組織で
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自己点検・評価を行い、「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」を提出

している。それからは定期的に「具体計画」（短期目標）、「行動計画」（中期目標）、

「基本目標」（長期目標）を改訂し、現在のロードマップは４サイクル目であり、2021年

度より５サイクル目に入る。 

2010年度には新潟県文書私学課の魅力アップ事業「県内私立大学の魅力創出・発信に向

けた専門家派遣事業」に採択され、（株）博報堂の外部評価を受け、入試・広報改革を行

った。2012年度に行った第５回目の自己点検・評価をもとに、専門評価委員による第三者

評価を受けた。それに2013年度分の自己点検・評価を加えて、2014年度には大学基準協会

の大学評価（認証評価）を受け、2015年に基準に適合の判定を受けた。ただし、改善勧告

として１項目と努力課題として７項目の指摘を受けた。改善勧告、努力課題に対する改善

状況については、（５）2014年度の大学評価からの改善点で詳述する。 

2019年度には２回目の第三者評価を受け、コロナ禍で多少延期して2020年８月に第三者

評価最終調査会を開いた。今回の第三者評価は、前回の第三者評価とは異なり、問題点の

指摘とその解決の示唆を与えるもので、短期的に改善できるものと中長期的に改善に取り

組むものとに分けて対処することにした。こうして2021年度に第４回目の大学基準協会の

大学評価を受ける運びとなった。次に前回の大学評価で指摘された事項の改善の取り組み

について報告する。 

 

 

（５）2014年度の大学評価からの改善点 

 2014年度に受けた大学基準協会による大学評価では、改善勧告として１項目と努力課題

として７項目において改善を求められた。学生受け入れの面、各委員会の規程が整備され

ていないなど管理運営の面、内部質保証の面などの課題が指摘された。これを受けて2018

年度に改善状況を報告したが、引き続き、以下の３点についてはさらなる改善のための一

層の検討を求められた。とりわけ、改善勧告の「５．学生の受け入れ」に関しては今回申

請時の報告が求められた。以下にこれら３点の改善状況を中心に、この６年間に改善して

きた主な事項について記す。 

 

①人文学部及び英語文化コミュニケーション学科の入学定員に対する入学者数比率及び収

容定員に対する在籍学生数比率の改善（改善勧告） 

 改善勧告の内容は、「５．学生の受け入れ」において、過去５年間の入学定員に対する

入学者比率の平均が、人文学部、同英語文化コミュニケーション学科が低い。また収容定

員に対する在学学生数比率について、人文学部、同英語文化コミュニケーション学科、同

国際文化学科が低いので是正することであった。指摘を受けて、2015年度入試より英語文

化コミュニケーション学科の入学定員を80人から60人に削減し、人文学部の入学定員を

180人とした。しかし2018年度の改善報告時も、人文学部、同英語文化コミュニケーン学

科の過去5年間の入学定員に対する入学者数比率の平均及び収容定員に対する在籍学生数

比率が依然として低く、さらに共生社会学科においても、入学者数比率、在籍学生数比率

がともに低いので、改善に努めるよう指摘された。東京23区の私立大学の入学定員厳格化

と相まって、入試委員会及び広報入試課による戦略的な入試方針への改善、国際文化学科
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における新コースの設置、同一法人の敬和学園高校との連携強化の推進等により、入学定

員、収容定員を充足できるよう引き続き大学全体で鋭意努力している。 

 

人文学部 

入学定員充足率及び収容定員充足率の推移（秋入学含む） 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員

に対する

平均比率 

入学定員

充足率 
0.78 0.91 1.01 1.18 1.19 1.02 

収容定員

充足率 
0.78 0.80 0.86 0.91 1.00  

       （大学基礎データ 表2） 

英語文化コミュニケーション学科 

入学定員充足率及び収容定員充足率の推移（秋入学含む） 

 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員

に対する

平均比率 

入学定員

充足率 
0.80 0.88 0.88 1.40 0.97 0.99 

収容定員

充足率 
0.65 0.67 0.76 0.93 0.98  

       （大学基礎データ 表2） 

共生社会学科 

入学定員充足率及び収容定員充足率の推移（秋入学含む） 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入学定員

に対する

平均比率 

入学定員

充足率 
0.68 0.70 0.78 0.68 1.03 0.77 

収容定員

充足率 
0.94 0.88 0.79 0.67 0.74  

       （大学基礎データ 表2） 

 

 人文学部は過去３年間入学定員を充足できている。英語文化コミュニケーション学科で

は2019年度に一度充足できたものの、定員充足が常態化するまで今一歩のところまできて

いる。人文学部、英語文化コミュニケーション学科の収容定員充足率については引き続き

改善が必要である。共生社会学科の定員充足も課題である。2019年度より、ライフデザイ

ン・コースをソーシャルビジネス・コースへと組織転換し、新しい福祉の方向性を示そう
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としている。2020年度は入学定員を充足できたが、今後も数値を維持できるよう高校生へ

の紹介を徹底していなかなければならない。リクルート進学総研のリサーチによれば、新

潟県の18歳人口は、2019年度を100とした場合、2020年が99.5、2021年が93.3、2022年が

90.2と減少が加速する。キリスト教精神に礎を置いたリベラルアーツ教育を前面に打ち出

し、新潟県内での本学のプレゼンスの早期確立を図るとともに、入学者の年齢層を広げる

等の努力をしなければならない。 

 

②学科ごとの教育課程の編成・実施方針の設定（努力課題） 

 2018年度に学科ごとに設定した教育課程の編成・実施方針では、教育内容・方法等に関

する基本的な考え方が示されておらず不十分であったため、2019年度に大学と学科の３ポ

リシーを整備した。大学の方針と各学科の方針に一貫性を持たせると同時に、学位授与方

針と教育の編成・実施方針が連動するように「基礎知識」、「専門知識、論理的思考、批

判的思考」、「コミュニケーション能力」、「社会との関係」の４つの観点から、大学及

び学科のディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の

編成・実施方針）、アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針：学科では「求める

学生像」「高校までの学習・体験において推奨されること/入学までに身につけてきてほ

しいこと」）を設定した。このように、教育目的や学位授与方針、教育課程の編成・実施

方針、学生の受け入れ方針を大学及び学科毎に示し、体系性のある学びの基盤を据え、大

学卒業時の到達目標とカリキュラムの目的を明確にした。これらの目的や方針は、『学生

便覧』及び大学ホームページで公表している。 

 

③シラバスにおいて「今年度は開講しない」と記載されている科目が多く、カリキュラム

の体系性に問題がある点（努力課題） 

 2016年度新入生を対象とした新カリキュラムにおいて、長期未開講科目をある程度削減

することができたが、2018年度の報告では依然として「今年度は開講しない」という科目

が多いという指摘を受けた。2019-2020年度のカリキュラム改革において、長年開講され

てこなかった国際文化学科の専門科目について、当該学科で検討をし、何科目かは半期科

目にするなどして、多少の改善をした。カリキュラムの組織性よりも教員の専門性によっ

て開講した科目もあり、その問題については学内で共有した。その上で、本学の独自性を

維持するためにどの程度細分化した科目がカリキュラム上必要か、限られた教員数でどの

程度まで開講できるか、引き続き検討することとした。 

 

このほか2014年度の大学評価では、委員会の役割と権限が未整備であるとの指摘を受け

た。この６年間で、大学の管理運営に関しては、委員会規程の新規作成、改訂、また各種

方針の設定により、委員会や部署の役割や権限を明確にした。委員会の新設、統合や階層

付けなどもあり、新設された委員会については規程がほぼ整備されているが、若干整備し

きれていないものや現状にそぐわなくなってきているものもある。これらについては順次

改訂していく必要がある。また、内部質保証に関しては、2019年度に「自己点検・評価規

程」を「内部質保証に関する規程」へと刷新し、教学マネージメント委員会を内部質保証

推進組織として位置づけた。その下部組織として自己点検・評価委員会を置き、PDCAが循
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環する仕組みを整え、動き始めたところである。 

 本学は、「キリスト教教育」、「国際理解教育」、「地域貢献教育」を柱として、学生

が真理の探究をとおして時代に流されない価値観を得、人に仕えることができるよう育て

ることを教育目的としている。今後も大学は地域社会の「社会的共通資本」（宇沢弘文）

であることを自覚して、地域の学生たちを「地域」と「世界」へとつなげ、奉仕の精神に

溢れ「人に仕える」地域社会の担い手として育成し、地域循環型教育を推し進めていく覚

悟である。 
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第１章 理念・目的 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学

部・研究科の目的を適切に設定しているか。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研

究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設

定とその内容 

評価の視点２：大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性 

  

敬和学園大学は、福音主義キリスト教の精神（資料1-1）に基づき、「神を敬い、人に

仕える」という建学の精神の下、理念・目的を以下のとおり定めている。 

 

 「本学は、教育基本法（昭和22年法律第25号）及び学校教育法（昭和22年法律第26号）

に従い、福音主義キリスト教の精神に基づく自由かつ敬けんな学風の中で真理を探究する

とともに心の教育を実践し、国際的教養豊かな良心的人材を養成することを目的とする」

（資料1-2） 

 

この学則第１条に基づいた行動目標を、ミッション・ステートメントが次のようにまと

めている（資料1-2）。 

 

「敬和学園大学は、キリスト教精神に基づく自由かつ敬虔な学風の中でリベラル・アー

ツ 教育を行い、グローバルな視点で考え、対話とコミュニケーションとボランティア精

神を 重んじ、隣人に仕える国際的教養人を育成します。」  

 

さらに中長期的な人材育成の目的をヴィジョンとして以下の通り具体化している。 

 

「隣人に仕えるための地域社会への貢献として持続可能な社会の担い手を育成する。」 

 

本学は、人文学部のみを設置する小規模な単科大学であり、人文学部の下におかれた三

学科は、以上の理念・目的を共通のものとしてこれまで教育に当たってきた。しかし、各

学科はそれぞれに特長をもつことから、共通の理念・目的を有しつつも、これを各学科が

より具体化することが必要であるとの認識に至った。そこで、各学科は大学の理念・目的

の核となる「真理の探究」と「国際的教養豊かな良心的人材養成」のため、それぞれの特

長を活かした教育目的を2018年度に設定し、それを学則第１条に定めている。 

各学科の教育目的は以下の通りである。 

 

 英語文化コミュニケーション学科 
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「グローバル化する世界や地域社会の状況を理解し、実践的な英語力をもって社会に貢

献すると共に他者に対して開かれた人を育てる。」 

 

国際文化学科 

 「人類の歴史、文化、社会および情報メディアの専門教育を通して、グローバル化する

社会の諸問題を認識し、問題に対応できる国際感覚と知性を涵養し、社会において他者を

尊重しながら協働できる人を育てる。」 

 

 共生社会学科 

「地域共生社会の実現を推進し、新たな福祉ニーズに対応するために、専門知識、コミュ

ニケーション能力、高い倫理基準を供えた実践力を有する人を育てる。」（2020年度改

訂） 

 

各学科はこのように、大学の教育理念・目的を踏まえて、それぞれの特長を活かした教

育目的を適切に定めている。 

 2019年度に受けた第三者評価では、創立30周年を迎えた本学の「成人期のカレッジ・ア

イデンティティ」を確立し、構成員間で共有することの必要性と、ヴィジョンの表現方法

や「国際的教養豊かな良心的人材」「国際的教養人」といった表記の微妙な揺れを修正す

る必要性について指摘を受けた。同じく指摘を受けた共生社会学科の教育目的については

すぐに修正をしたが、学則やミッション・ステートメント、ヴィジョンの表現は理念・目

的に関わる事項であるため、今後、全学的な話し合いの場を設け、慎重に検討する予定で

ある。 

 

 

点検・評価項目②：大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規

則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表し

ているか。 

 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研

究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適

切な明示 

評価の視点２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理

念・目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表 

 

本学の教育理念・目的は学則第１条に、ミッション・ステートメント、ヴィジョン及び

三学科の教育目的とともに明示されている。これは、高校生向けの『大学案内ガイドブッ

ク』、在学生・教職員向けの『学生便覧』、高校生や大学生を始め、市民向けの大学ホー

ムページ等、さまざまな手段を通して周知されている（資料1-3 p.11、資料1-4【ウェ

ブ】）。特に『大学案内ガイドブック』では、学科ごとに在校生を紹介することで、各学

科での教育成果を、本学を受験しようとする高校生とその保護者に周知し、学科選択に役
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立ててもらっている（資料1-5【ウェブ】）。在校生自身にとっても、『大学案内ガイド

ブック』で紹介されることで、自身が所属する学科で受けている教育とその成果の現在地

を改めて理解する機会となっている。 

また、教育理念の具体化は、新入生・在学生と市民にも公開された新入生歓迎公開学術

講演会や他の学内で開催された公開学術講演会講演をブックレット化した『敬和カレッ

ジ・ブックレット』を発行することによっても図られている（資料1-6【ウェブ】）。 

さらに、ミッション・ステートメントに要約されるキリスト教精神に根差したリベラル

アーツ教育のエッセンスは、１年次生の必修科目「基礎演習」の教材『基礎演習・演習ハ

ンドブック』（第２章「リベラル・アーツとは何か」）で、全学生が学べる仕組みになっ

ている（資料 1-7 pp.10-16）。加えて、2020年度はコロナ禍の影響で開催できなかった

が、新入生を対象に行う「新入生オリエンテーション」において、本学の建学の歩みと教

育理念を伝える場を毎年設けている。 

教職員に対しては、毎年２回、同じ学校法人敬和学園に所属する敬和学園高等学校の教

職員と合同で「法人研修会」を実施しており、大学・高校の教育目的と理念を深く理解し

あえる場を設けている。 

なお、教員の教育研究上の目的については、大学の求める教員像に明記し、大学ホーム

ページで公表している（資料1-8【ウェブ】）。 

 

 

点検・評価項目③：大学の理念・目的、各学部・研究科における目的等を実現していくた

め、大学として将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定

しているか。 

 

評価の視点１：将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定 

・認証評価の結果等を踏まえた中・長期の計画等の策定 

 

2008 年度に「敬和学園大学のミッションとヴィジョン」に基づいて、大学の全組織で

「基本計画」、「行動計画」、「具体計画」で構成された「中・長期計画（ロードマッ

プ）」を立てた。 2009 年度以来それに従って、毎年全学のそれぞれの部署でその年度の

実績の概要と共に「具体計画」（短期目標）に達成したかどうかを自己点検・評価をし、

年度末に部署ごとに作成した「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」を

教学マネージメント委員会に提出してきた。2019年度からは各部署から提出された「中長

期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」を自己点検・評価委員会が点検・評価

し、教学マネージメント委員会及び各部署に報告・フィードバックし、内部質保証のPDCA

サイクルを確立するよう改善した（第２章で詳述）。「中・長期計画（ロードマップ）」

は３年毎に更新し、現在「中・長期計画（ロードマップ）４」に基づいて各部署で活動業

務を実施している（資料1-9）。また、2020年４月の私立学校法改正に伴い、５年間の

「中期計画」（資料1-10）を作成した。その方針に基づき今後の活動を進めていく。 

 

（２）長所・特色 
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 本学が、地域を支える人材を輩出し、地域からの信頼を得続けられる私立大学として教

育活動を継続するためには、大学の理念と目的を堅持していくことが重要である。そのた

め、すべての教職員に対して法人研修会への出席を要請し、学生に対してはそれを学ぶ機

会を提供し続けている。大学を支える地域の人々に対しても、さまざまな広報媒体を用い

て、これらを紹介し続けている。 

 

（３）問題点 

 本学は、2020年に開学30周年を迎えた。本学が、より一層「教育の理念・目的」の実現

と深化に向けて歩むためにも、教職員が共通に認識できるキリスト教精神に基づくリベラ

ルアーツ・カレッジとしての「カレッジ・アイデンティティ」を確立することが必要であ

る。その一環として、理解が難しいと指摘のあるヴィジョン（中長期的な人材育成の目

的）を容易なものに変更する必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

本学では、大学の理念・目的を適切に定め、これに沿って、学科ごとの教育目的を定め

ている。そして、これらは学内外に適切な方法で公表している。長期的な定員割れを経験

しながらも、定員を回復し、本学が新潟県内唯一のキリスト教精神に基づく大学として、

学生の人格教育に取り組み、30周年を迎えた意味は大きい。今後さらに先行き不透明で流

動的な時代を迎えようとする中で、理念に基づいたよい教育を続けるためのアイデンティ

ティを確立するには、学校法人及び大学の理念と地域の期待と社会の要請を構成員全員で

確認することが重要である。その上で、現在の構成員による対話を通して、次の時代への

準備をしていく必要があると考えている。 

 「中・長期計画（ロードマップ）」に基づいて、内部質保証システムを構築する試みは

改善を重ねてきた。2019年度からは各担当部署や委員会が毎年度末に提出する「中長期計

画（ロードマップ）成果・達成度報告書」を自己点検・評価委員会が点検評価し、各委員

会にフィードバックする内容を教学マネージメント委員会に報告する仕組みとした。今後

は内部質保証の方針と手続きに従い、学長の名において改善・向上の指示を出し、学内構

成員に周知し、行う予定である。 

 以上のように、本学では大学の理念・目的に沿って多くの施策に取り組んできたことか

ら、大学基準に照らして適切であり、今後も引き続き取り組んでいきたい。 
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第２章 内部質保証 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：内部質保証のための全学的な方針及び手続きを明示しているか。 

 

評価の視点１：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続きの設定

とその明示 

・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織（全学内部質保証推進組

織）の権限と役割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科その

他の組織と役割分担 

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCAサイクル

の運用プロセスなど） 

 

 内部質保証の中心は、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の達成結果を問うことで

ある。学位授与方針の達成には、どのような学生を求めるかを示す学生の受け入れ方針

（アドミッション・ポリシー）、また、学位授与方針の達成に向かう道筋を示す教育課程

の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が、密接にかかわっている。三方針を有機

的に連関させ、学生に教育効果を生み出していることを検証することが、内部質保証の中

心的課題となる。以下に本学の三方針を掲載する。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

敬和学園大学では、建学の精神および教育理念・目的に基づき、以下の方針および各学

科の学位授与方針に定める基準に達して所定の卒業要件を満たした学生に、学士の学位を

授与します。 

 

１. 人権と人間の尊厳の原理を尊重する姿勢と真理を希求する姿勢を身につけている。

（基礎知識） 

２. グローバルな視点をもち、分析的・批判的に考えて判断し、明瞭かつ効果的に表現

することができる。（専門知識、論理的思考、批判的思考） 

３. 対話とコミュニケーションを重んじ、隣人に仕えることができる。（コミュニケー

ション能力） 

４. 高い倫理的基準を持ち、地域社会に貢献することができる。（社会との関係） 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

敬和学園大学では、教育理念・目的を実現するために、次のような方針でカリキュラム

を組んでいます。 
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１. キリスト教に基づいたリベラルアーツ教育により、人権と人間の尊厳の原理を尊重

する態度と教養を養う。（基礎知識） 

２. 異なる文化について複眼的に見ることができ、分析的・批判的に考えて判断し、明

瞭かつ効果的に表現する力を養う。（専門知識、論理的思考、批判的思考） 

３. 日本語と外国語を用いて、人とのコミュニケーションを豊かにする能力、さらに、

情報リテラシーを身につけて、社会と対話する情報の受発信を行う能力を養う。（コ

ミュニケーション能力） 

４. 地域や国際社会の課題について理解を深め、インターンシップ等を通して社会に貢

献する力を養う。（社会との関係） 

 

アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針） 

敬和学園大学では、次のような学生を求めています。 

 

１. グローバルな視点に立って考え、対話とコミュニケーションとボランティア精神を

重視する、国際的教養人をめざす人。 

２. 敬和学園大学における学びを通じて、「人間とは何か、人生をいかに生きるか」を

考える意欲を持つ人。 

３. 真理と自由を探求する意欲があり、人の役に立ちたいと考える人。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

本学では、教育課程の編成・実施方針を実現するリベラルアーツ教育を通して、学位授

与方針に掲げることを身につけた人々を世に送り出すことを確実にするために、学則第１

条の２において、教育研究の向上をはかり、教育目的を実現するための自己点検・評価を

行うと明記している。この方針に基づき、2019年度には、従来の「自己点検・評価規程」

を「内部質保証に関する規程」として改め、本学の内部質保証の推進体制と推進方法をよ

り実効性のあるものとした（資料2-1）。本規程第１条において、本学の内部質保証に関

する考え方を以下のとおり示している。 

 

 敬和学園大学（以下「本学」という。）は、建学の精神並びに教育理念・目的に基づく

教育研究活動等を行うにあたりPDCAサイクル等の方法を適切に機能させることによって、

教育の質の向上を図り、教育の質の水準が適切であることを、自らの責任で恒常的・継続

的に社会に説明・証明する。 

 

本規程ではさらに、内部質保証の推進に関する権限をもち責任を負う全学的な組織は

「教学マネージメント委員会」であると位置づけ、下部組織である自己点検・評価委員会

及び監事による評価の仕組みと大学基準協会を含む第三者による評価のサイクルを明記し

ている（資料2-1 第２条）。「教学マネージメント委員会規程」には、同委員会の審議

事項の一つとして「内部質保証の推進及び自己点検・評価に関する事項」を挙げている

（資料2-2 第４条）。PDCAサイクルの運用、点検評価を実質的に担当するのが、教学マ
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ネージメント委員会の下部組織として設置されている「自己点検・評価委員会」である。

自己点検・評価委員会の任務とプロセスは、「自己点検・評価委員会規程」に、次のとお

り定められている（資料2-3）。 

 

第５条 委員会は、以下のとおり点検と評価を行い、その結果を教学マネージメント委員

会に報告・助言する。 

（１）毎年度末に教員が作成した「教育活動・研究活動・社会貢献活動報告書」を点検・

評価する。 

（２）毎年度末に委員会、学科、部署が作成した「中長期計画（ロードマップ）成果達成

度評価報告書」を点検・評価する。 

（３）第三者評価及び認証評価を受けるための「自己点検・評価報告書」を作成する。 

 

上述の内部質保証を継続的に推進するために、本学では2020年１月に「内部質保証の方

針及び手続」を以下のとおり定めた（資料1-8【ウェブ】）。 

 

内部質保証の方針及び手続 

 本学が建学の精神、教育理念・目的及び「学位授与方針」、「教育課程の編成・実施方

針」、「学生の受け入れ方針」を踏まえて、恒常的・継続的に教育の質を向上させていく

ために、内部質保証の方針及び手続きを定める。 

 

方針 

 本学の教育研究の質、学内諸制度、諸事業の健全性及び効率を保証するために、PDCAサ

イクルによる自己点検評価を自律的・継続的に行い、内部質保証を推進することで、社会

的な責任を果たす。 

 

手続 

１．PDCAの適切性を点検し、内部質保証を推進する権限と責任は、教学マネージメント

委員会にある。教学マネージメント委員会は、大学全体の中長期的な観点から、短期

的かつ部署ごとの内部質保証の方向付けをする。 

２．教学マネージメントの下部組織として自己点検・評価委員会を置く。自己点検・評

価委員会は、年度末に教員、委員会、学科、部署から上がってくる「教育活動・研究

活動・社会貢献活動報告書」及び「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報

告書」を点検・評価し、教学マネージメント委員会に報告、助言を行う。 

３．教学マネージメント委員会は、自己点検・評価委員会からの報告を受けて、学長の

名において適切な措置を講じ、教授会に報告する。 

４．教員、委員会、学科、部署は、教学マネージメント委員会から出された指示を受

け、改善・向上に努める。教員、委員会、学科、部署は、各々年度末に「教育活動・

研究活動・社会貢献活動報告書」及び「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評

価報告書」においてPDCAサイクルを検証し、自己点検・評価委員会に報告する。 

５．第三者評価及び認証評価機関（大学基準協会）の大学評価を受け、内部質保証の妥
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当性・客観性を担保する。  

６．情報公開を通して透明性を確保し、社会に対する説明責任を果たす。 

 

 このように、教員は教育・研究計画に基づき、毎年度末に「教育活動・研究活動・社会

貢献活動報告書」（資料2-4）を自己点検・評価委員会に提出する。この報告書について

は、図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会が実質的な点検・評価を行い、評価結

果を自己点検・評価委員会並びに教学マネージメント委員会に報告する。委員会、学科、

部署は、「敬和学園大学のミッションとヴィジョン」（学則第１条）に基づいて、「基本

目標」（12年）、「行動計画」（６年）、「具体計画」（３年）で構成される「中・長期

計画（ロードマップ）」（資料1-9）に掲げた当該年度の活動内容や実施状況を「中長期

計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」（資料2-5）において自己評価する。自

己点検・評価委員会はこれらの報告書を点検・評価し、その結果（原案）を教学マネージ

メント委員会に報告する。教学マネージメント委員会は、この報告・助言を受けて協議

し、教員、委員会、学科、部署に対して改善・向上のため、学長の名において指示を出

し、各々が改善・向上に努める。次年度にその結果を「教育活動・研究活動・社会貢献活

動報告書」及び「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」をもって自己点

検・評価委員会に報告することでPDCAサイクルを機能させている。また、第三者評価及び

認証評価については、2014年度に大学基準協会から受けた認証が2015年度から2021年度ま

でとなっているため、５年が経過する2019年度に第三者評価を実施した（資料2-6～8【ウ

ェブ】）。2021年度は大学基準協会による大学評価を受ける年度となっている。 

 

 

点検・評価項目②：内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

 

評価の視点１：全学内部質保証推進組織・学内体制の整備 

評価の視点２：全学内部質保証推進組織のメンバー構成 

 

 本学の全学的な内部質保証の推進は、教学マネージメント委員会がその責任を負ってい

る。また、内部質保証の実質的な運営は、教学マネージメント委員会の下部組織である自

己点検・評価委員会が担っている（資料2-1 第２条）。 

教学マネージメント委員会の構成員は、学長、副学長、学長補佐、教務部長、学生部

長、宗教部長、三学科長、事務局長、各課長などの役職者となっている（資料2-2 第２

条）。 

また、自己点検・評価委員会の構成員は、副学長、学長補佐、人文社会科学研究所長、

事務局長、その他学長が必要と認めた者とされており、事務局長も加わり、学務と財務の

バランスを図る観点から全学的視野をもって検証できるように教職員の委員を配置してい

る（資料2-3 第２条）。 

第三者評価で「全学的体制になっている点は理解できるが、PDCAサイクルに位置づけた

ときに、組織構成が曖昧である」との指摘を受けた。特に「『教学マネージメント委員
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会』の業務が広範囲に及んでいて、検証作業が集中的になされるか否か」、「『自己点

検・評価委員会」がその下部組織の位置づけでは客観的な検証の自立性が保てるか否

か」、「組織構成とPDCAサイクルとが関係しているか否か」という３つの重要な指摘を受

けている。 

本学ではこの指摘を受け、１．教学マネージメント委員会のありかたの見直し、２．ア

セスメント・ポリシーの見直しと活用、３．IR業務の充実を検討することとした。具体的

には、１については、教学マネージメント委員会が、その本来機能である意思決定機能を

十分に発揮できるようにするため、その業務をリストアップして、実務機能の部分を、教

務委員会、学生委員会など、実務運営を担う委員会に振り分けるなど、教学マネージメン

ト委員会の改革を進めていく。２については、三方針が機関レベル・教育課程レベル・授

業科目レベルで機能しているかどうかを総合的に点検しうる「アセスメント・ポリシー」

を設定し、点検の際の具体的で詳細な項目データを提示して、点検・評価を客観的に示す

ことで、自己・点検評価委員会による評価が自立性を保っていることを客観的に外部に示

すことができるようにする。３については、２を実現するためIRによる調査業務を充実さ

せ、学年次別の比較や、性別や学科別データなども提示できるようにするとともに、分析

機能も強化していく。これらのことを、できるだけ早期に検討したい。 

 

 

点検・評価項目③：方針及び手続きに基づき、内部質保証システムは有効に機能している

か。 

 

評価の視点１：学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策

定のための全学としての基本的な考え方の設定 

評価の視点２：方針及び手続に従った内部質保証活動の実施 

評価の視点３：全学内部質保証推進組織による学部・研究科その他の組織における教育

のPDCAサイクルを機能させる取り組み 

評価の視点４：学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施 

評価の視点５：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上

の計画的な実施 

評価の視点６：行政機関・認証評価機関等からの指摘事項（設置基準履行状況等調査

等）に対する適切な対応 

評価の視点７：点検・評価における客観性、妥当性の確保 

 

 内部質保証推進組織等は、内部質保証システムを機能させる観点から、内部質保証に

関する手続きや全学及び学科等を単位としたPDCAサイクルの運営などにおいて、COVID-

19への対応・対策としてどのような措置を講じたか。 

 

 学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策定のための全学

としての基本的な考え方として、本学では学則第１条に定めるミッション・ステートメン

トとヴィジョンに基づき、各学科の教育上の目的を定めている。学位授与方針、教育課程
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の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針については、学位授与方針を上位として、それ

と連関するあり方で教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針を全学レベルで策定

し、それらに基づいて、各学科の三方針を策定している。これらの方針はホームページや

『学生便覧』、『入試要項』等で公表されている（資料1-4【ウェブ】）。教育課程の編

成・実施方針、学位授与方針については、カリキュラムと連動しているため学生にとって

もわかりやすいものだが、受験生に対しての周知が十分でないと認識している。推薦入試

や総合型選抜において、学生の受け入れ方針について受験生に考えてもらう機会を提供す

ることについて検討が必要である。たとえば、学生の受け入れ方針を受験生が読んだ上で

出願するように、受験票に確認のためのチェック欄を設けたり、高校教員への進学説明会

の場で紹介したりするなどが考えられ、担当部署で検討している。 

 三方針を実現するために、本学の教育に関する質保証は、全学と学科それぞれの取り組

みが連関する形で成り立っている。 

 全学のFD、教育課程の編成に関する事項に関して言えば、FD/カリキュラム委員会が中

心となり、教学に関する取り組み内容と実施状況を把握し、全学的な観点から改善や支

援、調整などを、各教員に対して行っている（資料2-9 第１条）。具体的事例として

は、学習成果を可視化するツールとしてのルーブリックの導入を検討し、まずは、全教員

を対象とした学習成果の可視化に関するFD研修会を実施し、さらに、基礎教育レベルでの

ルーブリックの試験的運用及び試験的運用結果の点検と評価、全学教員に対するフィード

バックなどを行って、2019年度より全学的にルーブリックを運用することとなった。FD /

カリキュラム委員会は、このようにして、教育の質を保証し、継続的に改善を図る上で、

中心的な役割を担っている。 

 また、学科の取り組みに関して言えば、学科長を中心として、各学科の教育目的に沿っ

て策定した三方針を実現するために、３年間の具体計画（資料1-9）を策定し、毎年度進

捗状況の点検・評価を行っている（資料2-5）。これらの点検・評価は、自己点検・評価

委員会で点検・評価され、教学マネージメント委員会にて協議され、その協議内容が、教

授会に報告されており、学科と全学のPDCAが機能するように図られている。各学科の教育

課程に関しても同様であり、三方針が実現されるように定期的に教育課程の見直しと改変

を行っており、これらの点検や見直し、改定については、FD/カリキュラム委員会を中心

として各学科間での調整が図られている。 

 各授業については、教務委員会を中心として個々の授業などに関する点検・評価が行わ

れている。その取り組みのひとつとして授業評価アンケートがあげられる。個々の教員

は、授業評価アンケートを自己点検・評価の材料として活用し、個々の授業改善を行って

いる（資料2-10【ウェブ】）。全学レベルでは、FD/カリキュラム委員会が授業評価アン

ケートに基づき、毎年、評価の高かった教員を選び、「教員教育奨励賞」の受賞対象者と

して教学マネージメント委員会に推薦している。（資料2-9 第２条、2-11【実地調査資

料】） 

 外国語としての英語の授業については、外国語カリキュラム委員会を中心として、常に

見直しが図られ、2019-2020年度、英語学習の質保証をするための大幅な見直しを行い、

2021年度から新しい英語プログラムを開始する予定である。 

 上記すべての取り組みをまとめ、審議し、調整しているのが内部質保証の中心的役割を
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担う教学マネージメント委員会である。あらゆる点検・評価の結果や、改善・見直しの計

画、実施の進捗状況などは、教学マネージメント委員会にて集約され、審議され、学長が

教授会に報告する。教学マネージメント委員会は、本学のミッションやヴィジョン、及び

全学的に策定された三方針との関連性から各学科や各授業での取り組みの質保証をする全

学的役割を担っている。 

 本学の教育の質保証については、教学マネージメント委員会、自己点検・評価委員会、

FD/カリキュラム委員会、教務委員会、学科長がそれぞれの部署において中心的役割を担

いながら、教授会や各学科などと連携して進めている。 

 

2014年度に大学基準協会による認証評価を受けた際に、教育内容・方法・成果、学生の

受け入れ、教育研究等環境、管理運営・財務、内部質保証の５つの項目において努力課題

が付され、また、学生の受け入れの項目において、改善勧告が付された。努力課題につい

ては、全学で改善に努め、2018年度に「改善報告書」を同協会に報告した。当該報告書の

検討結果では、改善勧告及び努力課題について、改善をさらに図ることが求められている

（資料2-12）。これを受けて、さらなる改善に努めた。 

改善勧告として指摘された学生の受け入れに関して、人文学部及び同英語文化コミュニ

ケーション学科で過去５年間の入学定員に対する入学者比率の平均、収容定員に対する在

籍学生数比率が、それぞれ低いために、適切な定員管理が求められた。本学は改善に努め

ており、入学定員に対する入学者比率、収容定員に対する在学学生数比率は年度によって

上下するものの、定員維持に近づいている。2020年度は、人文学部としては、収容定員に

対する収容定員充足率は1.00、英語文化コミュニケーション学科0.98、国際文化学科

1.15、共生社会学科も比率を上げ、0.74 とした。英語文化コミュニケーション学科、共

生社会学科ではまだ定員充足に至っていないが、少しずつ改善している。数値の改善につ

いては内因によるものと外因によるものの両方が考えられるが、詳しい検討が必要であ

る。今後の課題としたい（大学基礎データ 表2）。 

努力課題については、学科ごとの教育内容・方法などに関する基本的な考え方が示され

ていない点について指摘を受けたため、2018年度に学位授与方針、教育課程の編成・実施

方針、学生の受け入れ方針を策定し、それを便覧や本学ホームページに掲載した（資料1-

3 pp.11-15、1-4【ウェブ】）。 

また、シラバスに「今年度は開講しない」と記載されている科目が多く、カリキュラム

の体系性に問題があると指摘された点については、FD/カリキュラム委員会が３年間開講

されていない科目をリストアップし、その扱いについて学科に検討を依頼し、若干の改善

がなされた。カリキュラムを体系的にするためにカリキュラムマップを作成し、学位授与

方針と科目との関係性を明示し、科目の難易度を番号によって示した。本学はリベラルア

ーツ大学であり、積み上げ式のナンバリングが必ずしも体系性を示すうえで有効ではない

とFD/カリキュラム委員会が判断したため、細かいナンバリングは施さず、大まかな難易

度を示すと同時に、これまで通り履修モデルを示すことで、学生の履修の際の参考資料と

している。 

 法令や文部科学省からの通知等には対応してきたが、2020年度は教授数が1名不足して

おり、2021年３月に教授会で昇任人事が認められ、理事会の承認を受ける予定である。 
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 本学では、自己点検・評価における客観性・妥当性を確保するために、外部評価の一環

として、大学基準協会による認証評価と第三者評価を受けてきた。2019年度末に第三者評

価を実施した。本報告書は、その第三者評価の指摘に対応した内容を記述している。 

 各部署が第三者評価提出の点検評価報告書を作成するが、各担当者が内部質保証につい

ても理解している必要があるため、FD/カリキュラム委員会が大学基準協会から講師を招

聘してFD/SD研修会を主催した。FD/SD研修会の内容は、全学に共有されている。また、第

三者評価の際は、第三者評価委員、教学マネージメント委員会、自己点検・評価委員会に

よる最終調査会を実施、指摘内容について議論をおこなった。その後、第三者評価委員を

講師としてFD/SD研修会を実施した（資料2-13）。以上に述べたように、第三者評価及び

認証評価を受けることで、点検評価の客観性、妥当性を確保している。 

 2019年末より中国で流行し始めた新型コロナウイルスが、2020年に入ってから日本国内

でも感染が広がった。本学では３月上旬に、学長、事務局長、各課課長からなる「事務局

長・課長連絡会議」（以後「課長会議」）において、新型コロナウイルス感染症対策を検

討し、卒業式の実施方法、学内の感染対策を決定した。３月23日に教学マネージメント委

員会において、COVID-19の対応方針について協議し、課長会のメンバーに学長補佐、教務

部長、学生部長を加えて、「学内コロナウイルス感染拡大防止対策チーム」として対応に

当たることを決め、3月24日には学長から教職員向け１回目のメッセージを通達している

（資料2-14【実地調査資料】）。その後、対策チームは「新型コロナウイルス感染対策会

議」へと名称変更し、大学の基本方針、新型コロナウイルスの感染拡大のフェーズ、教職

員の健康管理、教職員の行動指針、遠隔授業と在宅勤務、感染拡大のフェーズ毎の授業形

態、新学期の対応について方針を決定し、学内外に向けてホームページにて周知してお

り、感染拡大等に鑑みて情報を随時更新している。各担当部署の対応については、該当す

る章で詳述する（資料2-15【ウェブ】）。 

 各委員会でも対応状況について確認、検討してきたが、前期終了後の９月末にFD/カリ

キュラム、教務、ネットワークの３委員会が合同会議を開いて前期の状況を振り返り、問

題点と改善点をまとめ、学長、事務局長に報告し、内部質保証を担う教学マネージメント

委員会に報告した。 

 新型コロナウイルス感染対策会議は、その都度、方針の決定や情報の公開について検討

し、大学構成員とステークホルダーにとって分かりやすい形の大学の基本方針及び学生・

教職員の行動指針を11月25日付で作成し、ホームページ上で公表している。 

 感染又は感染の疑いがある場合の対応については、安全衛生委員会が学生・教職員・寮

生を対象に「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止要領」、「職場での新型コロナウイ

ルス感染防止のために」及び「新型コロナウイルス感染対応フローチャート」を作成し、

また、授業実施時の感染拡大防止策として「通常授業時における新型コロナウイルス対応

マニュアル」を作成し、周知した（資料2-16、2-17、2-18、2-19）。 

 寮運営委員会は、寮生の安全のため、フェーズ毎の学生寮の運営方針や感染又は感染の

疑いがある寮生の対応方針を決定し、感染の疑いのある者の一時的な居所として、アパー

トの一室を借り上げて対応することなどを決定している。このように新型コロナウイルス

感染症への対応・対策は新型コロナウイルス感染対策会議で協議の上で意思決定し、必要

に応じて教学マネージメント委員会に報告している。安全な大学生活が営めるよう国や県
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の方針に合わせて適時に方針を改訂し、PDCAにより感染防止に努めながら対面授業を実施

している（資料2-20【実地調査資料】）。 

 

 

点検・評価項目④：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等

を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

 

評価の視点１：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の

公表 

評価の視点２：公表する情報の正確性、信頼性 

評価の視点３：公表する情報の適切な更新 

 

 本学は、広く社会に情報発信を行い、教育研究活動をはじめとする諸活動の状況に対す

る適切な理解の促進と、社会に対する説明責任を果たすことに努めている。 

 大学ホームページ中、「基本情報・情報公開」のページで、法令に対応した教育情報、

学則、事業報告・決算・監査報告書、役員名簿などの情報の公表を行っている（資料2-21

【ウェブ】）。 

 大学認証評価についても、同ページ上で、「大学基準協会による大学評価ならびに認証

評価」として、公表を行っている（資料2-6【ウェブ】）。 

 教育活動については、本学ホームページにてブログとして公開している（資料2-22【ウ

ェブ】）。 

 地域連携や社会貢献に関する活動についても、本学ホームページでブログとして公開し

ている（資料2-23【ウェブ】）。 

 教員の研究活動については、教員紹介のページで、各教員のページに研究者情報のリン

クを貼っている（資料2-24【ウェブ】）。 

 「敬和学園大学 2019年度教員の教育・研究・社会貢献活動報告」を本学ホームページ

で公開している（資料2-25【ウェブ】）。 

 これらに加え、大学広報誌「敬和カレッジレポート」でも情報発信を行っている（資料

2-26【ウェブ】）。 

広報入試課を中心にして、公表する情報の正確性や信頼性について点検している。ま

た、外部からの指摘があれば、担当部署が迅速に対応している。 

 これらの情報は毎年度更新し、常に最新情報をホームページで公表している。ブログに

ついては、必要に応じて適宜更新を行っている。 

 その他、大学ポートレート（私学版）においても公表している（資料2-27【ウェ

ブ】）。 

 

 

点検・評価項目⑤：内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行ってい

るか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行って

いるか。 
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評価の視点１：全学的なPDCAサイクルの適切性、有効性の定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価における適切な根拠（資料、情報）に基づく内部質保証シ

ステムの点検・評価 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 本学では、教学マネージメント委員会を中心として、全学的な取り組みと各部署による

取り組みを踏まえて、全体的に点検・評価内容が協議され、改善・向上につなげるPDCAサ

イクルを実施することとなった。PDCAサイクルを有効に活用させるために、教学マネージ

メント委員会では、大学自己点検・評価委員会から各部署や全学的な取り組み状況や課題

などの報告を受け、協議し、2019年度に改善・向上の指示を出す仕組みを整えた。このよ

うにして全学的なPDCAサイクルが適切に機能するようにしている。内部質保証システムの

点検・評価は、本学の内部質保証に係る諸活動の実績を踏まえて、第三者評価を受けるこ

とでも行われている。 

 点検・評価項目②でも述べたように、第三者評価の際に、自己点検・評価委員会が教学

マネージメント委員会の下部組織にある現状の組織構成においてPDCAサイクルが効果的に

機能するかとの疑問は残り、確かに提案された組織図がシンプルで効率的に見える。2019

年度に内部質保証の組織作りをしたばかりであり、IRの人員配置が十分でない現状に鑑み

て、当面は教学マネージメント委員会の下部組織である自己点検・評価委員会が具体的な

点検評価を実施し、教学マネージメント委員会に報告し、改善指導は教学マネージメント

委員会が学長の名のもとに行うことにした。また、IR機能を充実させ、データを示して、

自己点検・評価委員会による評価の客観性、自律性を担保することとした。2019年度より

自己点検・評価委員会が各部署から提出された「中長期計画（ロードマップ）成果・達成

度評価報告書」の点検評価を行っている（資料2-28）。自己点検・評価委員会での自己点

検・評価内容は、教学マネージメント委員会に報告され、同委員会にて協議されることと

なっている（資料2-29【実地調査資料】）。 

 教学マネージメント委員会の協議内容は、教授会にて報告され、各部署が改善・向上に

努めることが求められる。この内部質保証の推進の責任と権限については、2019年度に

「内部質保証に関する規程」に定めた（資料2-1）。また同年度内に「内部質保証の方針

及び手続き」が作成された。この「方針及び手続き」にしたがって、自己点検・評価委員

会は各部署の2019年度事業についての点検評価報告の検証を行い、フィードバックを行っ

た（資料2-30）。PDCAが想定通りに機能するかどうかは今後検証していかなければならな

いが、以上のように、目下、PDCA運用の改善に努めているところである。 

 「大学の求める教員像」に則した教員の教育・研究・社会貢献・大学運営に関する活動

をまとめた「教育活動・研究活動・社会貢献活動報告書」については、先に述べたとお

り、図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会が点検評価をし、自己点検・評価委員

会及び教学マネージメント委員会に報告する。2020年度は、2019年度の大学全体の教育・

研究・社会貢献活動をまとめ、「敬和学園大学2019年度教員の教育・研究・社会貢献活動

報告」としてホームページ上で公表した（資料2-25）。同時に2020年度は、「教育活動・

研究活動・社会貢献活動報告書」の様式を改訂し、記入しやすく、評価者側が点数化しや
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すくした。この点検評価は2020年度から始めた。このように教員の教育・研究・社会貢

献・大学運営活動を評価し、後押しする仕組みを作ったが、うまく機能するかどうかは今

後数年間の検証が必要である。 

  

（２）長所・特色 

 本学の特色は、教職員数が少ない故に、一名の教職員が複数の役職あるいは委員を担当

することになるため、全体的な視点や他部署との関連性を考慮しながら、内部質保証と向

上に取り組むことができる点にある。 

 本学教員の活動の評価においては、教育活動や研究活動だけでなく、社会貢献や大学運

営も重要な項目としてあげていることに、特色がみられる。 

また、学生による授業評価の積極的情報公開、卒業時アンケートを図示したわかりやすい

講評を行っていることも、特色としてあげられる。 

  

（３）問題点 

 本学ではこれまで「自己点検・評価規程」があり、第三者評価や大学基準協会の大学評

価を受けてきたが、恒常的にPDCAサイクルが機能しているとは言えなかった。計画し、実

行したままで、その後の検証や将来に向けた改善・向上の取り組みがなされない活動や事

業もあった。また、他部署の活動等に関しては、他の者が問題事項を指摘しにくい風潮が

ある。各委員会や役職者の権限と責任も明確でない場合があり、内部質保証のシステムを

うまく構築することができない状態が続いていた。 

 そのため2019年度には、教学マネージメント委員会とその下部組織である自己点検・評

価委員会による内部質保証が組織化され、「内部質保証に関する規程」を定め、「自己点

検・評価委員会規程」を整備し、各々の権限と責任が明確になった。ただし、自己点検・

評価委員会を教学マネージメント委員会の下部組織としたことから、自己点検・評価委員

会の自立性や客観性が保証されるかどうかという問題がある。さらに、教学マネージメン

ト委員会が点検評価の最終責任機関であることから、教学マネージメント委員会の業務が

増大することが懸念される。今後は、それぞれの委員会や部署の権限と責任や連携のあり

方を規程に盛り込むなどして、内部質保証を大学教職員それぞれが意識し、それに向けて

運用するよう努力する必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学では、福音主義キリスト教の精神に基づく大学の理念と目的の実現に向けて、外部

評価を積極的に取り入れながら、教育研究及び諸活動の質の保証と向上に努めている。全

学的方針及び手続きを策定し、教学マネージメント委員会が内部質保証の推進において全

学的な責任を負い、内部質保証を有効に機能させるための取り組みを進めている。2019年

度には、内部質保証に関する方針を作成し、規程を改め、教学マネージメント委員会の権

限と責任、自己点検・評価委員会の役割を明確にした。 

 第三者評価では多くの有益な助言や示唆を得た。今後は長期的な課題を検討し、本学内

部質保証システムの有効性についてさらに検証を進めるとともに、その改善を図り、本学

の理念・目的の実現に向けて不断の改善を行っていく。 
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第３章 教育研究組織 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センター

その他の組織の設置状況は適切であるか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的と学部（学科又は課程）構成及び研究科（研究科又

は専攻）構成との適合性 

評価の視点２：大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性 

評価の視点３：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境

等への配慮 

 

 敬和学園大学は、新潟県新発田市（人口９万８千人）と聖籠町（人口１万３千人）の境

に、1991年に設立された人文学部の単科大学である。第１章でも記したとおり、その教育

理念・目的を分かりやすく「ミッション・ステートメント」及び「中長期ヴィジョン」と

して、以下のように学則第１条に掲げている（資料1-2）。 

 

 「敬和学園大学は、キリスト教精神に基づく自由かつ敬けんな学風の中でリベラル・ア

ーツ教育を行い、 グローバルな視点で考え、対話とコミュニケーションとボランティア

精神を重んじ、隣人に仕える国際的教養人を育成する。」（ミッション・ステートメン

ト） 

 

 「隣人に仕えるための地域社会への貢献として、持続可能な社会の担い手を育成す

る。」（ヴィジョン） 

 

ヴィジョンでは教育の目的として、地域社会との連携を深め、主として地域社会を担う

人物の育成を掲げており、簡潔に言えば、学生一人ひとりを大切にして（キリスト教）、

グローバルな視点で考えて（国際理解）、地域社会に貢献する（地域貢献）人物の育成に

力を入れているということである。 

 「リベラルアーツ」とは古代ギリシア・ローマ以来、「言葉の学」と称される「文法

学」「修辞学」「論理学」の「三科」と「数学」と称される「代数学」「幾何学」「音楽

（理論）」「天文学」の「四科」を合わせた「自由七科」に由来する。しかし、16世紀の

科学革命による自然科学の発達、18世紀の市民社会の成立による社会科学の誕生、19世紀

の産業革命と20世紀後半以降の情報革命により、リベラルアーツの意味内容は変遷してき

た。現代流に言い換えれば、「言葉の学」とはデータに基づいて理論的に説明する広義の

「コミュニケーション論」であり、「数学」とは「宇宙論・生命論を含めた世界観・文明

論」と言えよう。 

 人文学部（Faculty of Humanities）は、「文法学」の上級文法の対象がギリシア語・

ラテン語の哲学書・歴史書・文学書であったことから「哲・史・文」を柱にして、もっぱ

らリベラルアーツ教育を行ってきた。中世ヨーロッパの修道院のリベラルアーツ教育を土



 

24 

 

台とする大学は、やがて18世紀のドイツで「哲学部」と呼ばれるリベラルアーツ教育を施

す基礎学部が現れ、19世紀以後は「文理学部」を経て「人文学部」へと独立し、20世紀の

アメリカでは「アーツ＆サイエンス学部」と呼ばれてきた。 

 本学はこのようなリベラルアーツの長い伝統が示しているように、時代に流されない価

値観を獲得することを目指しつつ、現代社会の要請と大学が置かれた地域社会の必要に合

わせて組織改革を行ってきた。1991年の開学時には人文学部に国際文化学科（入学定員

100人）と英語英米文学科（入学定員100人）を開設した。しかし、2000年度から始まった

定員割れに対応して、2004年度から学部の入学定員は変えず、新たに共生社会学科（入学

定員40人）を加え三学科に改組転換した。同時に英語英米文学科のカリキュラム改革を行

い、英語文化コミュニケーション学科（入学定員80人）に名称変更し、国際文化学科の入

学定員を80人に削減した。そもそも共生社会学科は社会科学に属し、それに対して国際文

化学科と英語文化コミュニケーション学科は人文学に属するが、本学のリベラルアーツ教

育の観点から、「人」を中心に据えた思考と他学科との横断的な学びと実践力の養成を意

図して、共生社会学科を人文学部に設置した。さらに、2015年度から英語文化コミュニケ

ーション学科の入学定員を60人に割減した。 

 2000年度からコース制を採用し、国際文化学科では歴史探究コース、多文化理解コー

ス、国際社会コースに2019年から情報メディア・コースを新たに加えた。この学科には中

学社会・高校地歴公民の教職課程がある。英語文化コミュニケーション学科では、文学・

文化コースと英語教育コースにキャリアコミュニケーション・コース（2020年度にキャリ

ア英語コースから変更）を設けている。この学科には中学・高校英語教職課程がある。共

生社会学科では、ソーシャルワーク・コース、ソーシャルビジネス・コース（2019年度に

ライフデザイン・コースから変更）が設けられている。この学科には社会福祉士養成課程

がある。以上のように、学問の動向や社会の要請に応じて、改善や改革を繰り返してき

た。 

 リベラルアーツの共同研究を促すために、2000年に人文社会科学研究所を開設した（資

料3-1）。人文社会科学研究所では『敬和学園大学研究紀要』及び『人文社会科学研究所

年報』の発行のほか、オープンカレッジの企画開催により、教員に研究成果の発表と社会

への還元の機会を提供している。また、本学の教育や地域貢献に資する共同研究に対して

補助金を助成するなどして、地域研究を促進している。2008年にはその下部組織として新

発田市内の商店街の空き店舗を改装して、「新発田学研究センター」（「地域連携センタ

ー」と改称）と学生が運営する「まちカフェ・りんく」を開設した（資料3-2）。その

後、学生たちが街中に出て行く様々なアクティブ・ラーニングのプロジェクトを立ち上げ

た。それらのプロジェクトをカリキュラム化した「アクティブ・ラーニング演習」、「ア

クティブ・ラーニング実習」を2015年度から開始した。2016年度には新発田駅前再開発の

産官学事業として、新しいコンセプトの市立中央図書館「イクネスしばた」とリンクした

本学の学生寮が開設された（資料3-3）。これらの組織は地域からの要請に応えて設置し

たものであり、「持続可能な社会の担い手を育成する」という中長期ヴィジョンの実現に

ふさわしい組織である。ただし、年度を追うごとに地域連携を担う組織が細分化してお

り、将来的にはそれらを地域連携センターに統合する方向で検討している。第三者評価で

も「『地域連携センター』を核とする組織構成を早急に整備すべきである」との指摘をい
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ただいており、対処しなければならない。そのほか、学生寮には名称（愛称）があると良

いとの指摘もいただき、現在愛称を募集中である。 

 1991年の開学以来、建学の精神に謳う「人に仕える」という奉仕の精神を養成するため

にボランティアは必修であったが、1998年に学内にボランティアセンターを開設し（資料

3-4 【ウェブ】）、2000年度から「ボランティア論」（必修科目）を開講した。第三者評

価では、社会的には「ボランティア」から「サービス・ラーニング」へと学びの内容がシ

フトしているという流れについて助言をいただいた。今後の検討課題としたい。本学で

は、現在多くの大学で「サービス・ラーニング」の呼称で呼ばれている学内の学びと学外

での協働学習や問題解決型学習を組み合わせた学びを「アクティブ・ラーニング」や「フ

ィールド型アクティブ・ラーニング」と呼び、文科省の定義する「アクティブ・ラーニン

グ」と違う使い方をしている。文言の整理・変更の必要性については今後検討していく

が、次章以降で「アクティブ・ラーニング」という表現が多く使われているが、それは一

般に「サービス・ラーニング」と呼ばれる活動であることを予め記しておく。 

 1998年に国際交流室を開設し、国際交流委員会と連携して留学生の学習支援や生活に関

する支援や海外留学の支援と、日本語教師になる希望をもち本学の「日本語教育ディプロ

マ」取得を目指す学生への助言や指導・管理を行っている。リーマンショック以降、海外

留学を希望する学生数が落ち込んでいたが、2019年度は開学以来提携のあった米国アイオ

ワ州のノースウェスタン大学に６名の学生を短期留学に派遣することができ、留学者数は

増加傾向にあった。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、留学は停

止せざるをえなくなった。2020年度は、国際交流委員会と外国語カリキュラム委員会が協

働し、コロナ禍のため日本に入国できなかった外国人留学生の所在地を確認し、履修登

録、教科書販売、授業の受講がオンラインでスムーズに行えるように支援した。 

 2015年には、何らかの配慮を要し学習に困難をかかえている学生を対象にした学生支援

センターを開設し、医務室とカウンセリング・ルームと連携して多面的な支援を学生に対

して行っている。 

 本学では入学者の多くが新潟県出身者であり、県内就職者の割合も多い。地域の若者を

本学で教育し、専門教育のほか、神を敬い人に仕える精神を学び、グローバルな視点をも

って多文化共生社会の有り様について考えたり経験したりする機会を提供している。学長

の「まちなかキャンパス化」構想により、地域に貢献できる実践力を具えた学生を育成す

るために必要な組織を構築してきた（資料3-5）。このように本学は、地域の学生を受け

入れ、彼らが地域で活躍できるように育てる地域循環型教育を展開している。 

 

 

点検・評価項目②：教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている

か。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく教育研究組織の構成の定期的な点

検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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各学科及び附置組織である人文社会科学研究所、地域連携センター、ボランティアセン

ター、学生寮、学生支援センターに関しては、それぞれの部署毎に毎年「中長期計画（ロ

ードマップ）成果・達成度評価」で定期的に点検・評価をし、改革・改善をして、達成度

を上げることに努めている（資料2-5）。「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評

価報告書」は自己点検・評価委員会により点検・評価され、教学マネージメント委員会を

通してフィードバックされる。それに基づいて改善・向上を図っている。たとえば、2019

年度には内部質保証の一環として図書館・紀要・人文社会科学研究所委員会では、教員の

「教育・研究・社会貢献活動報告書」を点検・評価した。また報告書の様式を記入しやす

い様式に改めた（資料2-4）。 

ロードマップの改訂は３年（具体計画）、６年（行動計画）、12年（基本目標）毎にし

ており、改訂や外部評価の機会に組織の見直しをしている。第三者評価を受けて、地域連

携センターのあり方について自己点検・評価委員会が提言し、現在検討中である。 

  

（２）長所・特色 

1998年にボラティア・センターを開設し、被災地支援などに積極的に学生を派遣してい

る。2015年に新潟県内の他大学に先がけて配慮の必要な学生に対する支援を行うために学

生支援センターを開設した。当センターは教職員への情報提供等により理解促進を促し、

環境改善を行っている。 

 

（３）問題点 

 地域連携に関する部署が枝分かれしていて統合されていないことが問題点としてあげら

れる。 

 多様な学生を受け入れてきて、その対応に追われてきた。とりわけ学生支援センターと

学生寮は、まだ試行錯誤しながら運営している。発足当時よりは格段に進歩してかなり安

定してきたが、今後もその運営を注視していく必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

 本学の教育は、人権・平和・共生にアクセントを置いたキリスト教教育、グローバルな

視点を養う国際理解教育、地域社会に貢献する地域貢献教育の三つを柱にしたリベラルア

ーツ教育を展開している。現在力を入れているのは、学生を地域社会の担い手に育成する

地域循環型教育である。また、それに見合う教育研究組織を整えていくことに配慮してき

た。教職員も地域社会とさまざまな役職や関係をもち、まさに地方の地域社会における

「知の拠点」となることを心がけている。 
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第４章 教育課程・学習成果 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態

度等、当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な

設定（授与する学位ごと）及び公表 

 

 2018年度にこれまで策定されていた大学及び学科の学位授与方針を改訂し、大学及び学

科の教育目的、学生の受け入れ方針、教育課程の編成・実施方針と一体感のあるものへと

改善した。これにより大学の建学の精神、教育理念・目的の実現に向けた学びの体系が具

体化された。大学の学位授与方針は以下のとおりである。 

 

敬和学園大学では、建学の精神および教育理念・目的に基づき、以下の方針および各学

科の学位授与方針に定める基準に達して所定の卒業要件を満たした学生に、学士の学位を

授与します。 

１. 人権と人間の尊厳の原理を尊重する姿勢と真理を希求する姿勢を身につけている。

（基礎知識） 

２．グローバルな視点をもち、分析的・批判的に考えて判断し、明瞭かつ効果的に表現

することができる。（専門知識、論理的思考、批判的思考） 

３．対話とコミュニケーションを重んじ、隣人に仕えることができる。（コミュニケー

ション能力） 

４．高い倫理的基準を持ち、地域社会に貢献することができる。（社会との関係） 

 

 学位授与方針は、「基礎知識」、「専門知識、論理的思考、批判的思考」、「コミュニ

ケーション能力」、「社会との関係」に分けて策定されており、これらを総合的に修得す

ることで、自立した個人として社会に貢献できる学生を育成することを企図している。た

とえば、「コミュニケーション能力」では、大学の学位授与方針が、「対話とコミュニケ

ーションを重んじ、隣人に仕えることができる」であるのに対し、国際文化学科では、

「他者の考えを適切に理解し、自らの意見を論理的に述べ、建設的な議論を行うことがで

きるコミュニケーション能力を身につけている」、英語文化コミュニケーション学科で

は、「人権を尊重し、多様な文化に対する複眼的な視野をもち、日本語および英語による

コミュニケーション能力を身につけている」、共生社会学科では、「福祉マインド、ソー

シャルワークのスキルを身につけ、共感的理解を持ったコミュニケーション能力を身につ

けている」としている。このようにそれぞれの学科の専門性に基づきつつ、大学の方針と

も連関するようになっている。隣人と共に生き、仕えるためのコミュニケーション能力を

体得することを求めている。 

 これらの学位授与方針は『学生便覧』及び大学ホームページで公表している。（資料1-
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3 pp.11-12、資料1-4 【ウェブ】） 

 

 

点検・評価項目②：授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表してい

るか。 

 

評価の視点１：下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定（授与する学位ご

と）及び公表 

・教育課程の体系、教育内容 

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

評価の視点２：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 

 

 学位授与方針を実現するために、本学では教育課程の編成・実施方針を定めている。前

回（2014年）の認証評価で学科ごとの教育課程の編成・実施方針を策定するようにとの指

摘を受け、2018年度に学位授与方針に合わせて大学の教育課程の編成・実施方針を改訂

し、学科ごとの教育課程の編成・実施方針を策定した。学位授与方針と連関性をもつよう

に、教育課程の編成・実施方針も「基礎知識」、「専門知識、論理的思考力、批判的思

考」、「コミュニケーション能力」、「社会との関係」の４つの柱に基づいて設定してあ

る。たとえば、上記学位授与方針の「コミュニケーション能力」を養成するために、大学

の教育課程の編成・実施方針では、「日本語と外国語を用いて、人とのコミュニケーショ

ンを豊かにする能力、さらに、情報リテラシーを身につけて、社会と対話する情報の受発

信を行う能力を養う」と大枠を定めている。国際文化学科では、「１年次の入門演習、２

年次から４年次までの専門演習科目を中心にレポート作成、プレゼンテーションとディス

カッション、ディベートの習熟度を高め、コミュニケーション能力の育成を図る。また、

情報メディアに関する教育を通して、社会に対する情報発信力を高める」としている。英

語文化コミュニケーション学科では、「日本を含めた多様な文化や社会を理解し、人間と

言語に対する知識を深める。アクティブ・ラーニングやピアラーニングにより、他者と協

働する機会を設ける」としている。共生社会学科では、「演習などで「自己理解・他者理

解」「コミュニケーション技法」などを学ぶ中で、福祉マインドを身につけ、共感的理解

を持ったコミュニケーション能力を身につける」である（資料1-3 pp.12-14）。このよう

に教育課程の編成・実施方針は、学位授与方針のもとに適切に定められている。 

 

 学位授与方針（コミュニケー

ション能力） 

教育課程の編成・実施方針（コ

ミュニケーション能力） 

大学 対話とコミュニケーションを

重んじ、隣人に仕えることが

できる。 

日本語と外国語を用いて、人と

のコミュニケーションを豊かに

する能力、さらに、情報リテラ

シーを身につけて、社会と対話

する情報の受発信を行う能力を
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養う。 

国際文化学科 他者の考えを適切に理解し、

自らの意見を論理的に述べ、

建設的な議論を行うことがで

きるコミュニケーション能力

を身につけている。 

1年次の入門演習、2年次から4

年次までの専門演習科目を中心

にレポート作成、プレゼンテー

ションとディスカッション、デ

ィベートの習熟度を高め、コミ

ュニケーション能力の育成を図

る。また、情報メディアに関す

る教育を通して、社会に対する

情報発信力を高める。 

英語文化コミュニ

ケーション学科 

人権を尊重し、多様な文化に

対する複眼的な視野をもち、

日本語および英語によるコミ

ュニケーション能力を身につ

けている。 

日本を含めた多様な文化や社会

を理解し、人間と言語に対する

知識を深める。アクティブラー

ニングやピアラーニングによ

り、他者と協働する機会を設け

る。 

共生社会学科 福祉マインド、ソーシャルワ

ークのスキルを身につけ、共

感的理解を持ったコミュニケ

ーション能力を身につけてい

る。 

演習などで「自己理解・他者理

解」「コミュニケーション技

法」などを学ぶ中で、福祉マイ

ンドを身につけ、共感的理解を

持ったコミュニケーション能力

を身につける。 

 

 大学全体の教育課程の編成・実施方針のもとに「共通基礎科目」、「共通専門科目」は

位置づけられ、「学科専門科目」は各学科の教育課程の編成・実施方針に基づいている。

若干ではあるが初年次にも学科専門科目が開講されており、学科ごとの教育課程の編成・

実施方針に基づき、初年次の導入科目から専門科目へのスムーズな移行を図っている。最

終的には、専門的な知識や思考法を獲得し、専門分野の学びを発信したり、伝達したりす

るために必要なコミュニケーション能力を備え、地域社会や国内外で貢献することで、大

学の教育理念・目的及び学科の教育目的、学位授与方針を実現しようとするものである。 

 本学の教育課程は主に、（1）共通基礎科目、（2）共通専門科目、（3）学科専門科

目、（4）自由科目に分かれ、（3）学科専門科目は、学科内のコース毎に編成されてい

る。さらに、英語文化コミュニケーション学科、国際文化学科には教職課程が、共生社会

学科には社会福祉士養成課程が設置されている（資料1-2 第20条、第21条、別表第１、

第29条、第30条）。共通基礎科目は、A群「宗教と思想」、B群「人間行動と歴史」、C群

「人間と社会」、D群「情報とコンピュータ・サイエンス」、E群「言語とコミュニケーシ

ョン」、F群「スポーツと健康」、G群「思考と実践」、H群「他大学における履修」に分

かれている。本学では、リベラルアーツ教育を通して、広い見識と豊かな教養を養い、

ICTスキルや語学力を向上させ、健康を増進するとともに、社会で他者と協働し、隣人に

仕えることができる人を育てることを目指している。それはキリスト教を土台とした教育
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である。したがって「キリスト教学」等のキリスト教関係の科目も多い。また、「キリス

ト教学」と関連づけられた「チャペル・アッセンブリ・アワー」においては、聖書に基づ

いた説教や実社会で活躍する講師を招いて講話していただいている（資料1-3 pp.28-

33）。 

 授業形態は共通基礎科目、共通専門科目、学科専門科目、自由科目とも、講義、演習、

実習などに分かれる。演習や外国語科目では、できるだけ少人数クラスとし、学生が発言

や質問をしやすく、教員の目が行き届く環境を作ることで学習成果を高めるように配慮し

ている。 

 これらの教育課程の編成・実施方針は、『学生便覧』とホームページ上で公表している

（資料1-3 pp.12-14、4-1【ウェブ】、4-2【ウェブ】、4-3【ウェブ】）。 

 

 

点検・評価項目③：教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科

目を開設し、教育課程を体系的に編成しているか。 

 

評価の視点１：各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮 

・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

・個々の授業科目の内容及び方法 

・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

・各学位課程にふさわしい教育内容の設定 

・初年次教育、高大接続への配慮 

・教養教育と専門教育の適切な配置 

・教育課程の編成における全学的内部質保証推進組織等の関わり 

評価の視点２：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育

の適切な実施 

 

 本学の教育課程は、大学の教育課程の編成・実施方針に基づいた全学共通の共通基礎科

目、共通専門科目と各学科の教育課程の編成・実施方針に基づいた専門科目及び自由科目

で構成される。自由科目には、他学科の専門科目や海外留学、エクステンション科目及び

他大学との単位互換科目の一部が含まれる。卒業要件単位は124単位であり、共通基礎科

目、共通専門科目、学科専門科目、自由科目については、学科によって若干の違いはある

が、卒業に必要な最低修得単位数を定めている。これらの単位数は、教養教育と専門教育

のバランス、及び専門性の修得という観点から定められている（資料1-3 p.54, pp.80-

81）。またカリキュラムの説明と授業科目一覧では、共通基礎科目、共通専門科目、学科

専門科目、教職課程、社会福祉士養成課程、エクステンション科目の別を記すほか、ナン

バリング、開講年次、単位数、必修・選択の別、読替科目、備考として必修の単位数など

が記載されている（資料1-3 pp.28-53、pp.62-80）。 

 共通基礎科目はA群からH群まであり、それぞれ「思想と実践」、「人間行動と歴史」な
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ど、分野によって区分している。共通専門科目はHD群からHH群まであり、共通基礎科目の

上位にある科目であることが分かるように、同じアルファベットを使って、その順次性を

示している（たとえば、共通基礎科目のG群「思考と実践」と共通専門科目HG群は関連し

ている）。また授業科目一覧で開講年次を示すほか、段階履修を求める外国語科目につい

ては、履修登録に関する注意事項として学生に周知している（資料 4-4）。 

 学科専門科目は、コースごとに「入門科目」「基幹科目」「展開科目」「演習科目」に

分けられ、教育課程の順次性及び体系性に配慮している。また必修科目、選択科目、選択

必修科目を指定し、学位授与方針に照らして必ず学ばせたい授業科目を必修化している。 

 FD/カリキュラム委員会では、カリキュラムマップ及びカリキュラムツリーの作成につ

いて検討してきた。その結果、科目と学位授与方針との関連性・整合性を示すためカリキ

ュラムマップを作成することは必要であるが、科目履修の順次性を固定してしまうことは

本学のリベラルアーツの学びにそぐわないとの見解から、カリキュラムの体系性・順次性

を示すカリキュラムツリーは作成しないとの結論に至った。その代り、カリキュラムマッ

プに大まかな「難易度」を含めたナンバリングを示すことにより、カリキュラムマップと

従来通りの「履修モデル」によって、カリキュラムの体系性と順次性を示し、学生の履修

登録の参考とすることとした（資料 1-3 p.59,p.85, 4-5）。 

 2014年度の認証評価の際に、「『授業科目SYLLABUS』においては、『今年度は開講しな

い』という科目が多く、カリキュラムの体系性に問題があるので、改善が望まれる」との

指摘を受けた。2016年度にカリキュラム改訂が教授会で承認され、国際文化学科のコース

の整理を行った。また、地域系科目を体系化し、本格導入した。共通専門科目のジャンル

分けなど、ある程度のカリキュラムの整理を行った。2019年度、2020年度にもカリキュラ

ム改訂を行っており、科目新設の場合は、スクラップ＆ビルドを原則として、当該科目を

継続的に開講できるように配慮している。また過去３年間にわたって開講されていない科

目は、2019年度では９科目あり、これらの科目について半期完了型の科目に変更するなど

の措置をとったものもあるが、カリキュラムの組織性を重視しつつ、当該学科で検討して

いるところである。ただ、リベラルアーツ教育がある程度幅広い分野の学びを提供するこ

とを必要とする一方で、学生定員の充足状況もあり教員数が抑えられているため、隔年開

講で講義科目を開講したり、半期完了型の科目を増設したりすることで、関連分野の科目

を複数開講し、カリキュラムの組織性を維持するよう努力している。 

 単位の設定は後述するように、授業形態によって決めている。 

 高大接続、初年次教育については、早期の入試区分で入学が決まった生徒を対象に、

「敬和100冊の本」から読書レポートを課し添削指導を行っている。また、２月には入学

前スクーリングを開催し、大学での学びにつなげている。入学後は、１年次前期の基礎演

習（必履修）、後期の入門演習（必修）で、本学が発行している『基礎演習・演習ハンド

ブック』（2020年度より『基礎演習ハンドブック』を改称）を用いて、「人権とは何

か」、「リベラルアーツとは何か」、「文章の書き方」、「情報の集め方」、「発表の仕

方」、「レポートの書き方」などを具体的に教え、本学が大切にしている人権とリベラル

アーツ教育についての理解を深め、大学で求められるスキルが身につくよう授業計画を立

てている（資料 1-7）。１年次の「基礎演習」、「入門演習」、並びに２年次から３年次

までの専門演習１，２，３，４が必修となっており、少人数制できめの細かい指導が受け



 

32 

 

られるように設計されている。 

 学生の社会的自立及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するために、キリスト

教に基づいたリベラルアーツ教育によって人格教育に力を入れていることはすでに述べた

通りであるが、就職委員会が主導する「キャリア開発入門」、「キャリア開発」、「SPI

対策」、「ビジネスマナー講座」を開講するほか、地域自治体の首長や企業経営者、行政

職員が講師を務める「地域学入門」、「地域学」、「私たちの暮らしと行政」（財務局寄

附講座）、「私たちの暮らしと労働法制」（労働局寄附講座）で社会や地域についての学

習機会を提供している。また情報時代を生きる若者にとって必要なコンピュータリテラシ

ーやコンピュータスキルを学ぶ科目も共通基礎科目や共通専門科目に設置されている。 

 このほか本学で力を入れているフィールド型アクティブ・ラーニング（一般に言うサー

ビス・ラーニング）では、学生が社会に出て協働して学ぶ機会が多数設けられており、学

生の自立と協働を促している。これらの活動は2015年度より「アクティブ・ラーニング演

習」「アクティブ・ラーニング実習」として単位認定し、学長の「まちなかキャンパス

化」ヴィジョンにおける地域循環型教育を推進する科目となっている（資料3-5）。 

 加えて、英語文化コミュニケーション学科に中学・高校英語教職課程、国際文化学科に

中学社会・高校地歴公民の教職課程、共生社会学科には社会福祉士養成課程を設置してい

る。英語文化コミュニケーション学科では中学・高校の教員を定期的に輩出している。近

年では、2016年度から始まった、玉川大学通信教育課程の小学校教員養成特別プログラム

併修による小学校教諭二種免許状取得後に採用試験の合格者も出ており、合格者は現場で

教育に携わっている。また共生社会学科の社会福祉士国家受験資格取得者の中から国家試

験合格者がある一定数出ており、福祉現場で活躍している（資料4-6）。 

 最後に、副専攻的な位置づけであるディプロマ・プログラムについて記す。本学は人文

学部のみの単科大学であるため、学びの幅は限られている。そこでリベラルアーツの特性

を生かし、学科の特定の学びに集中したり、学科横断的に単位を履修して、テーマに基づ

いた学びを深めるディプロマ・プログラム（選択制）を2011年度より開設し、現在は７つ

のプログラムを運営している。例えば、「英語イマージョンプログラム」や「児童英語教

育プログラム」は、英語文化コミュニケーション学科の特定のスキルやテーマに集中して

学ぶものである。「グローバル市民プログラム」や「地域経営プログラム」、「情報メデ

ィアプログラム」、「日本語教育ディプロマ」、「キリスト教教育プログラム」は、複数

の学科の授業科目の履修を勧めている。このように、各学科の専門性に加え、ディプロマ

（修了証）取得を目指すことで、学生ははっきりとした方向性をもった学びが選択できる

仕組みとなっている（資料1-3 pp.108-128）。 

 

 

点検・評価項目④：学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じ

ているか。 
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評価の視点１：各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育

を行うための措置 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（1年間又

は学期ごとの履修登録単位数の上限設定等） 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内

容及び方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び

基準等の明示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保

等） 

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法 

・適切な履修指導の実施 

・授業形態に配慮した1授業あたりの学生数 

・各学部・研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推

進組織等の関わり各学部・研究科等は、通常の教育課程や教育方法

に加え、COVID-19の対応・対策として、教育内容、教育方法、成績

評価等の一連の教育活動においてどのような工夫を講じたか。ま

た、こうした教育活動の効果について 

 

本学では教育目標の達成のために、シラバス執筆、新学期のガイダンス、履修相談と履

修登録、授業、試験やレポート、授業評価の提出という一連のサイクルの中で、学生が計

画的に、かつそれぞれの目標・目的に合わせて学ぶことができるように配慮している。 

まず初めに授業形態についてであるが、講義、演習、外国語科目、コンピュータ実習室

を使った情報系の授業、スポーツ実習・教育実習・相談援助実習などの実習系科目など、

さまざまな授業形態の科目を提供している。１年間の授業期間は、前期と後期に分かれ、

各学期90分授業を（試験期間を除く）15回確保している。休講の場合は、補講を行って規

定の回数を維持している。単位については、実習系の科目は週に90分１回、15週で１単位

とし（ボランティア・インターンシップ・フィールドワークでは、45時間で１単位）、そ

れ以外の科目は２単位としている。どの場合も、授業へ出席の上で試験やレポート等の評

価により単位を授与している。評価方法はシラバスに記載している（資料1-2 第22条、第

23条）。 

次に履修指導についてであるが、学生が４年間で学位授与方針に定める能力をそれぞれ

修得し、本学の教育目的が達成できるように、手厚い履修指導を行っている。新年度初め

に教務ガイダンスを実施し、履修登録に関する注意点や時間割を組む手順を説明してい

る。大学に進学して初めて自分の時間割を組む１年次生については、１年次生全員に対し

て実施される教務ガイダンスの後に、特別に基礎演習ガイダンスを行っている。基礎演習

ガイダンスでは、基礎演習担当教員が、時間割表の作成について個別に指導を行っている

（資料4-7）。 

その後、１年次生も含め、全学生が「履修相談日」（４月と９月の２回実施）に当該学

期の時間割表を作成し、アドヴァイザーの確認と指導を受ける。時間割に従い、学生は学

生管理システムであるUniversal Passport上で指定された期日までに登録を行う。このシ

ステムにより、各学生が登録した授業については、教職員がウェブ上で確認できるように
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なっている。 

時間割の作成にあたっては、必修科目の履修登録のほか、学期ごとの履修単位登録数の

目安と上限にも注意しなければならない。本学はCAP制を採用しており、各学期に登録で

きる履修単位数は24単位までとなっている。しかし、GPA 制度により、GPAが3.0以上のハ

イ・グレードの学生は、次学期の履修登録単位数を27単位まで増やすことができる一方、

２期連続してGPA が1.0未満のロー・グレードの場合は、次学期の履修登録単位数の上限

を直前の学期の登録単位数の３分の２に制限される。また、教職課程科目（一部を除

く）、社会福祉士養成課程科目、他大学との単位互換科目、海外留学、ボランティア、イ

ンターンシップ、チャペル・アッセンブリ・アワー、キャリア開発、エクステンション科

目は原則として履修登録単位数の上限に含めない（資料1-3 pp.94-95）。 

2020年度前期は新型コロナウイルス感染対策のため、新型コロナウイルス感染対策会議

の指揮のもと、教務委員会、FD/カリキュラム委員会、ネットワーク委員会が中心となっ

て始業と遠隔授業による学習の機会の確保について種々の準備を行った。４月４日に予定

していた入学式は一度延期を試みたが中止した。４月７日に緊急事態宣言が発出され、授

業始まりを２週間遅らせることとした。その間教務委員会は学年暦、授業暦、時間割、教

室、教科書販売方法、ガイダンスの実施方法の変更とその周知を行った。 

FD/カリキュラム委員会はネットワーク委員会との協働により、４月７日に専任教員・

非常勤講師を対象としたFD研修会を開催し、Google Classroomの使用方法、リアルタイム

（Zoom）、オンデマンド、課題提出型による遠隔授業の実施方法について学ぶ機会を提供

した。これには多くの非常勤講師も参加し、危機感の高まりが感じられた。この後、非常

勤講師をも交えた小さな勉強会は度々開かれ、小規模大学である本学の良さである共助の

精神で何とか乗り切ることができた。ネットワーク委員会は学生に対しても、2020年度か

ら始まったG Suite for Educationへの登録方法や遠隔授業の受け方の講習会を複数回開

催した。この間、FD/カリキュラム委員会は、教員には授業開始までにシラバスの書き換

えも依頼した。また、教務委員会を中心に、学生には履修指導とガイダンス、英語プレイ

スメントテストを実施し、G Suiteへの登録、Universal Passportでの履修登録、Google 

Classroomへの登録をさせることができた。ネットワーク委員会と事務局はZoom Video 

Communicationsと契約し、大学構内及び寮のWi-Fi設備を強化した。 

 ４月17日に新潟県が休業要請を出したため、大学は休業し、連休明けの５月７日から遠

隔で授業を開始することとした。５月中はすべて遠隔で授業を実施し、実習等対面する必

要がある授業は、授業開始を遅らせたり、集中講義に回したりした。６月から段階的に対

面授業を入れ、７月からは大人数の授業や遠隔地から通勤する非常勤講師の授業、本務校

が遠隔授業を実施している非常勤講師や健康等の事情等がある教員の授業を除いて、原則

対面授業を実施した。対面授業になっても、家族構成や通学時の感染の不安等の事情があ

り、遠隔での受講を希望する学生や日本に入国できていない留学生の学習機会の確保のた

め、遠隔と対面両方に対応するハイブリッド授業を提供し、９割が対面授業を行ってい

る。後期もこのような方針は継続させた。感染症対策を進めながら、ICT技術の導入が進

んだ。 

シラバスでは、「講義の到達目標およびテーマ」「講義の概要」「講義計画」「ディプ

ロマポリシーと当該科目の関連」「教科書」「参考書」「成績評価の方法および課題（試
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験やレポート等）に対するフィードバックの方法」「事前事後学習（予習・復習等）の具

体的な内容およびそれに必要な時間」を記載している（資料4-8【ウェブ】）。各学期末

の学生による授業評価アンケートでは、「この授業はシラバスの内容を踏まえたものとな

っていましたか」との設問を設けている（資料2-10【ウェブ】）。シラバスは第三者チェ

ックを行い、必要があれば修正を求める。前回の認証評価ではシラバスの内容の精粗があ

るとの指摘を受けたため、科目を受け持つ全教員に対してシラバス作成基準を周知し、第

三者チェックを徹底しているため、改善報告書で報告した通り以前よりは全体的に精度が

上がっている（資料2-12 p.4）。2020年度始まりにおいて、遠隔授業への移行が予定され

たため、FD/カリキュラム委員会が教員にシラバスの加筆修正を依頼した。 

授業形態ごとの履修者数については、演習や外国語科目と講義科目に分けて述べる。演

習は担当者によってばらつきはあるが、数人から十数人の間で、外国語科目も、「聴く・

話す」のネイティブ教員による授業は18人を、同じ外国語科目でも「読む・書く」は24人

をそれぞれ上限としている。（ただし2019年度及び2020年度は定員を超える入学者があ

り、上限を超えてしまっているクラスもある。）必修科目の「コンピュータリテラシー」

（2018年度までは「情報処理論１」）はコンピュータ実習室の収容力に従い、45人を超え

ることはない。「スポーツ実習１,２」も必修科目だが、１クラスの履修者数は40人程度

である。一方、講義科目では人数制限は行われていない。20数人から100人を超える授業

までまちまちである。授業形態ごとに履修人数には違いがあるものの、本学ではできるだ

け少人数制をとっており、教員と学生の距離が近い学びやすい環境を整備することで学習

成果を高める努力をしている（資料 4-9）。 

2020年度は新型コロウイルス感染防止に努め、対面授業を実施する際には、学生が一人

おきに着席できるように履修者数の倍以上の収容能力のある教室に変更した。コンピュー

タ実習室は、収容定員の半数までを対面で受け入れることとした。そのため授業数を増や

したり、ハイブリッド授業で対応した。履修者数が100名を超える授業は遠隔授業を継続

している。履修者数が100名を超えても、チャペル・アッセンブリ・アワーのように複数

の教室に分かれてZoomで同時配信するものもある。2020年度後期はこのような工夫をしな

がら、開講科目のうちの約９割で対面授業を実施している。 

遠隔授業による成績評価への影響については、FD/カリキュラム委員会が資料に基づき

検証し、対面授業と遠隔授業の成績評価について有為な差は認められないと結論づけた

（資料4-10【実地調査資料】）。 

授業形態はさまざまであるが、できるだけ学生の主体的参加を促す授業を行っている。

外国語科目や演習、実習系の科目では、授業時間内に積極的に意見交換をし、レジュメを

使って口頭発表の機会を設けたり、ペアワークやグループワークを多用してピアラーニン

グを推進している。しかし、講義においても、学生にコメント・ペーパーを書かせ、翌週

に学生の質問に答え、独創的な意見を紹介するなどして、一方向授業にならないようにし

ている。 

さらに本学では、アクティブ・ラーニング演習やアクティブ・ラーニング実習に代表さ

れるフィールド型アクティブ・ラーニングにより、学外での問題解決型の活動や地域住民

との協働による学びを通して新たな知見を得、経験を積み、さらに学びを深める機会を提

供している。2020年度は学生を実習や課外活動に派遣する機会は例年に比べて減少した
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が、学生を派遣する際は、派遣先と感染対策等について情報交換し、学生にも感染対策を

徹底させた上で派遣している（資料4-11、4-12）。 

学期が進む中で何らかの事情で授業に出られなくなる学生も出てくるため、アドヴァイ

ザーは履修指導だけでなく、その後、学生が勉学に励んでいるかどうかも確認している。

出席状況については、個々の授業担当教員より、受講学生が授業を３回欠席した時点で教

務係に連絡し、さらに教務係からアドヴァイザーに連絡するようにしている。アドヴァイ

ザーは欠席を重ねるアドヴァイジーと面談し、状況を確認して授業に出席するよう指導し

ている。支援が必要な場合は、アドヴァイザーは保護者と面談し、学生支援センターや大

学のカウンセラーと連携をとって、対応している。出欠調査による面談結果については、

情報共有に際しては了解をとり守秘義務に配慮してUniversal Passport上の学生カルテに

記入する。そのほか、毎週１回、オフィス・アワーが設けられており、学生は勉学や大学

生活全般についてアドヴァイザーに相談することができる。 

新型コロナウイルス対応として、６月に遠隔から段階的に対面授業に移行しつつある段

階で第１回目の授業評価アンケートを実施し、無事に授業が履修できているかを確認し、

学生の不満や要望の声を拾った。Wi-Fi設備のトラブルと、同じ日に遠隔授業と対面授業

が実施されるまだら授業への不満が最も多かった。このようにして、クレームやトラブル

は数多くあったものの、その後Wi-Fi設備をさらに拡充し、大学で遠隔授業が受講できる

よう教室の指定などを行って対処した。授業評価アンケートは例年通り学期末も実施し、

学生の学修状況を確認し、遠隔・対面授業に関する学生の意見を聞いた。学期末の授業評

価アンケートでは、遠隔授業を希望する声もあったが、対面授業への喜びの声も多く聞か

れた。 

各委員会でも対応状況について確認、検討してきたが、前期終了後に、９月末にFD/カ

リキュラム、教務、ネットワークの三委員会の合同会議を開いて前期の状況を振り返り、

問題点と改善点をまとめ、新型コロナウイルス感染対策会議の方針に基づき、学長及び事

務局長に報告し、続いて内部質保証を担う教学マネージメント委員会で報告した（資料4-

13）。 

教育課程については、ロードマップに照らした「中長期計画（ロードマップ）成果・達

成度評価報告書」を教務委員会とFD/カリキュラム委員会から提出し、自己点検・評価委

員会における点検・評価を経て、教学マネージメント委員会に報告され、必要な改善等に

ついて担当委員会にフィードバックされる。 

 

 

点検・評価項目⑤：成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

・既修得単位の適切な認定 

・成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置 

・卒業・修了要件の明示 

・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学内部
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質保証推進組織等の関わり 

評価の視点２：学位授与を適切に行うための措置 

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

・適切な学位授与 

・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組

織等の関わり 

 

単位を取得するには、履修登録した授業科目（２単位の場合、各学期90分授業15回分）

の授業に原則全回出席し、期末試験を受験し（70％以上の授業出席が最低条件）、レポー

ト、その他、課題や授業中に実施される小テストやミニ・レポート等を提出し、その成績

に基づき、合格した者に所定の単位が与えられる。シラバスには「成績評価の方法」の項

目があり、科目ごと成績評価の方法が明記されている。 成績評価の客観性及び厳格性を

保つために、明確な評価基準も『学生便覧』に表記されている（資料1-3 pp.105-106）。 

成績評価の方法についてはあらかじめシラバスに記載される。ほとんどの教員が複数の

指標をあげており、前回の認証評価で改善を求められた出席が成績の大部分を占めるよう

に見えた科目については改善を求めた（資料2-12 p.4）。教員には成績処理の依頼を出す

際に、「成績分布状況表（授業形態別）」を手交して、成績評価のバランスを意識するよ

う促している（資料 4-14【実地調査資料】）。成績表には履修登録科目、担当者、履修

年度と学期、評価点が記載されている。単位不認定科目も在籍中は表記されている。個々

の成績評価に関する学生からの問い合わせには、教務係を通して対応することになってい

る。また、成績評価に著しい偏り等が見られると判断される場合は、教務委員会で検討し

た上で、教務部長が授業担当者に面談して事情を尋ね、必要に応じて改善を求めることも

ある。成績評価の客観性を担保するための方策として、2018年度には１年次開講の「入門

演習」のいくつかのクラスでルーブリックの試用を行い、2019年度にはすべての「入門演

習」担当教員に成績評価の一部にルーブリックを使用するよう求めた。教員からのフィー

ドバックを受け、2020年度には改訂版を出した。 

卒業要件は『学生便覧』（資料1-3 pp.54-58、pp.80-84）に明記してあり、各学期初

めのアドヴァイザーによる履修指導の際に、卒業要件単位の取得状況についてアドヴァイ

ザーはアドヴァイジーと確認している。卒年次には、履修登録ミスを防ぐために、教務課

教務係でもあわせて念入りなチェックを行っている。卒業判定は、教務委員会が卒業要件

単位及び学科・コースで定められた条件を満たしていることを確認し、認定した資料をも

とに、教務部長が教学マネージメント委員会において全体的な認定状況を報告した上で、

特に卒業が認められない学生について重点的に報告し、承認を得る（資料4-15【実地調査

資料】）。その後、卒業判定教授会で一人ひとりについて報告し、承認を得ている。この

卒業判定教授会では、教職課程、社会福祉養成課程、ディプロマの修了者についても報告

される。また、基準に則り再試験受験可能者には再試験の機会を与え、再試験受験者の卒

業判定教授会を開き、判定を行っている。学位授与については、教務委員会が中心となり

教学マネージメント委員会及び教授会での承認を得て、公平性・透明性をもって行ってい

る。 

他大学、短期大学あるいは専門学校からの編入生または入学生の既修得単位の認定につ
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いては、入学時に入学希望学科の教務委員が転出あるいは卒業した学校の成績表とシラバ

スに基づき、既修得単位の認定案を作成する。それを、教務委員会で検討した上で、教授

会で単位認定の承認を得ている。 

 

 

点検・評価項目⑥：学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価してい

るか。 

 

評価の視点１：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切

な設定（特に専門的な職業との関連性が強いものにあっては、当該職業

を担うのに必要な能力の修得状況を適切に把握できるもの。） 

評価の視点２：学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するための方法

の開発 

≪学習成果の測定方法例≫ 

・アセスメント・テスト 

・ルーブリックを活用した測定 

・学習成果の測定を目的とした学生調査 

・卒業生、就職先への意見聴取 

評価の視点３：学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等

の関わり 

 

個々の授業に関する評価に関しては、すでに点検・評価項目⑤で述べているので参照さ

れたい。大学における学習成果を測るには、大学で学習を始める以前の知識、技能等を把

握しておく必要がある。そこで本学では、入学時に以下の数種類のテストを用いて測定を

行っている。 

具体的には、①数学基礎能力テスト（大学独自で作成のもの）、②英語プレイスメント

テスト（民間のものと大学独自のものの併用）、③日本語基礎能力テスト（民間のもの）

の３種類を実施しており、②については、英語の習熟度別クラス編成に活用している。 

 ③の日本語のテストを用いているのは、日本語を母語とする学生の場合、母語としての

日本語の能力が、大学でのさまざまな学びとその結果に密接に関係していると考えられる

からである。①については、結果に基づき、一定の点数以下の学生については、数学基礎

講座の受講をアドヴァイザーより強く働きかけている。さらに、②については、１年次修

了時にアチーブメントテストとして再度実施し、英語力の伸長を測り、２年次のクラス編

成に活用している。③については３年次開始時にも実施して、学生の表現力、思考力の伸

長を検証するとともに学生の就職活動開始時期のアドヴァイザーによる面談の際の材料と

している。 

本学では、包括的な成績指標としてGPA を算出している。GPA は奨学金の給付・貸与の

要件の一つとしても用いられるが、それのみならず、GPA が低い学生には常に注意を払

い、アドヴァイザーを中心に、必要に応じて教務課学生係、同教務係、学生支援センター

が連携して支援的な指導にあたっている。これが退学者の予防にもつながるものと考えて
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いる。その他、卒業時には全員を対象にアンケートを行い、その中で、本学での４年間の

学びの成果について尋ねている（資料4-16）。 

ルーブリックについては、前項で述べたように2018年度後期開講の「入門演習」の一部

の授業での試験的活用、2019年度後期の「入門演習」全体で再度試験的な採用を経て、

2020年度後期に改訂版を出し、「入門演習」での全学的な活用が呼び掛けられている。 

アセスメント・ポリシー（資料 4-17【ウェブ】）に基づき、卒業年次の学生を対象と

した学生調査や卒業後10年が経過した卒業生へのアンケートを実施しているが、回収率が

低く、どの測定方法も開発途上にある。毎年秋に開催している企業との就職懇談会におい

て、企業へのアンケートを実施し、求める人物像や、本学の教育や学生への期待、本学卒

業生の仕事ぶり、大学で学んでおいて欲しいことなどを回答してもらっている（資料 4-

18）。 

  

 

点検・評価項目⑦：教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を

行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組み

を行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

・学習成果の測定結果の適切な活用 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 本学では年度末に各種委員会及び学科が「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評

価報告書」を点検・評価し、教学マネージメント委員会に報告することになっている（資

料 2-5）。教育課程についてはFD/カリキュラム委員会と教務委員会が点検・評価してい

る。また原則として４年に一度、専門科目については各学科が、外国語科目については外

国語カリキュラム委員会が、キャリア支援については就職委員会が改訂案をFD/カリキュ

ラム委員会に提出し、カリキュラム改訂を行っている。FD/カリキュラム委員会は当該部

署と意見交換をしながら教育課程の点検を行い、問題の指摘や改善の提言を当該部署にフ

ィードバックするほか、教学マネージメント委員会でカリキュラム改訂の変更点、目的や

意義、成績評価に関することなどを共有し、協議している。 

 2018年度にアセスメント・ポリシー（学習成果の評価の方針）を策定した。今後アセス

メント・ポリシーに基づいた学習成果の点検・評価と、ルーブリックやポートフォリオの

測定方法の開発や活用方法について検討を進め、学修成果について客観的な評価も導入し

ていかなければならない。 

 

（２）長所・特色 

 教室内でも学外でもアクティブ・ラーニングを広く取り入れ、リベラルアーツ教育と補

完しながら、学生に多様な学びの機会を提供している。特にアクティブ・ラーニング演習

では、専門の教員の指導のもとに、学内での学びを基礎に地域の課題解決や地域理解に資
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する授業を街中で展開しており、地域貢献を掲げる本学の教育目的に適っている。 

  初年次教育では、新入生がスムーズに大学生活に移行できるようアドヴァイザーを中心

とした体制が整えられている。『基礎演習・演習ハンドブック』により、本学のリベラル

アーツ教育や人権について学び、大学で学ぶためのスキルを１年次に学べる仕組みが確立

されており、どの学科に属していても必要な初年次教育を受けられる。卒業時のアンケー

トでは、本学で学んだこととして「人権」を上げる学生が最も多い。 

 

（３）問題点 

 前回(2014年)の認証評価で改善事項として指摘のあった「今年度は開講しない」とある

科目をできるだけ減らす努力をしているが、教員数が減少しているためすべての科目を毎

年開講することは困難な状況にある。科目数を整備する必要性についての理解も全学的に

得られているとは言い難い。 

 アセスメント・テストをはじめとした学習成果の測定に一部着手はしたものの、大学全

体として整備されておらず、点検・評価ができていない状態である。教務課は年間を通し

て忙しく、持続可能な測定・評価・改善への流れを作るのが課題である。 

 

（４）全体のまとめ 

 授与する学位ごとに学位授与方針、教育課程の編成・実施方針を定め、公表している。

教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を体系的に編成しており、カリキュラムマ

ップに科目の難易度を加えたナンバリングを含め、学位授与方針との整合性だけでなく、

ある程度のカリキュラムの順次性を示すカリキュラムマップを作成した。学生の学習を活

性化し、効果的に教育を行うために基準を設け、アクティブ・ラーニングを広く取り入

れ、地域循環型教育を進めている。少人数授業が多いため、学生にとっては学びやすい環

境が提供されている。それに加えてアドヴァイザー制により、大学生活に困難を覚える学

生にも適切な支援をしている。成績評価、単位認定及び学位授与については、教務委員会

が主導し、卒業判定に関しては教学マネージメント委員会及び教授会の承認を得ながら行

っている。学習成果の測定については今後力を入れていく必要がある。教育課程は定期的

に点検・評価され、実情に合わせて改善が加えられている。 
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第５章 学生の受け入れ 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入

れ方針の適切な設定及び公表 

評価の視点２：下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

・入学希望者に求める水準等の判定方法 

 

本学は学生の受け入れ方針を以下のように定めている。  

 

１．グローバルな視点に立って、対話的思考、コミュニケーション、ボランティア精神

を重視する、国際的教養人をめざす人。 

２．本学における学びを通じて、「人間とは何か、人生をいかに生きるか」を考える意

欲を持つ人。 

３．真理と自由を探求する意欲があり、人の役に立ちたいと考えている人。 

 

『学生募集要項』（資料 5-1）及び大学ホームページ（資料 1-4【ウェブ】）や『学生

便覧』（資料 1-3 pp.14-15）のなかで、学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシ

ー）、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成・実施方針（カリキュ

ラム・ポリシー）を記述し、周知をはかっている。学生の受け入れ方針では入学希望者に

求められる学生像、入学までの学習歴、学力水準などについて公表しているが、大学の方

針の外に、大学ホームページの「学科の教育目的とポリシー」欄に、学科ごとに詳しく書

かれている（資料4-1【ウェブ】、4-2【ウェブ】、4-3【ウェブ】）。 

学生の受け入れ方針は、第４章でも触れた通り、2018年度に学位授与方針及び教育課程

の編成・実施方針と一体感あるものへと改善されており、整合性のあるものとなってい

る。例えば、大学の学生の受け入れ方針「３．真理と自由を探求する意欲があり、人の役

に立ちたいと考えている人」は、学位授与方針「４．高い倫理的基準を持ち、地域社会に

貢献することができる（社会との関係）」と教育課程の編成・実施方針「４．地域や国際

社会の課題について理解を深め、インターンシップ等を通して社会に貢献する力を養う

（社会との関係）」に対応し、整合している。上記の大学の学生の受け入れ方針に対応す

る各学科のそれは、「ことばとコミュニケーションに関心を持ち、国際的視野を広げ、世

界及び地域に貢献する人間として成長したいと考える人」（英語文化コミュニケーション

学科）、「貧困、戦争、人権など、国際社会の諸問題の根源を知り、現状をより良い方向

に変えたいと考えている人」（国際文化学科）、「真理と自由を探求する意欲があり、人

の役に立ちたいと考えている人」（共生社会学科）となっている。これに対応する各学科

の学位授与方針と教育課程の編成・実施方針は、それぞれ「社会との関係」として策定さ

れた項目であり、各学科の学生の求める学生像と整合している。 
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入学希望者の選抜については、推薦、AO入試/総合型選抜、学力試験による一般入試、

センター利用入試(大学入試センター試験/大学入学共通テスト）など、さまざまな入試形

式によって実施される。具体的な試験形式については、学生募集要項や大学ホームページ

に記載し、周知をはかっている（資料5-1、5-2【ウェブ】）。また、学生選抜の判定方法

は、学生の受け入れ方針の下、すべての試験形式で多面的・総合的に評価することを『学

生募集要項』で謳っている。今後は受験者が本学の学生の受け入れ方針を熟知した上で受

験するよう、周知方法を検討していく。 

 

 

点検・評価項目②：学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営

体制を適切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

 

評価の視点１：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な

設定 

評価の視点２：授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

評価の視点３：入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適

切な整備 

評価の視点４：公正な入学者選抜の実施 

評価の視点５：入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

 

入試において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか。 

 

学生募集の方法については、『大学案内ガイドブック』や『学生募集要項』等で学生の

受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を明記し、さまざまな活動に取り組む在学生

や社会で活躍する卒業生を紹介することで、学生像を具体的に示し適切に学生募集を行っ

ている。また、高校訪問、オープンキャンパス、進路担当の高校教員に対する進学説明

会、高校生に対する進学説明会、三者訪問（在学中の学生、そのアドヴァイザー教員、広

報入試課職員の三者による学生の出身校訪問）において、本学のリベラルアーツ教育のほ

か、在学生のキャンパスライフや就職等の卒業後の進路の実情を伝えている。 

入学者選抜制度については、推薦入試、AO入試/総合型選抜、一般入試、センター利用

入試(大学入試センター試験/大学入学共通テスト）の他に、資格特待生制度（英語力の高

い学生を受け入れることを目的として2010年度入試から実施）、学業選抜特待生制度

（2015年度入試から実施、国語・英語・地理歴史（日本史または世界史）の３科目、2020

年度入試より地理歴史に代えて公民での受験も可能）、スポーツ推薦入試及びスポーツ特

待生制度（スポーツ界を背負う人材を育てることを目的に2009年度入試から実施）、シニ

ア入試制度（2008年度入試から実施）などを整備し、さまざまなかたちで入学希望者の資

質を判定している。推薦入試については、2014年度入試から秋期（１期）に加え、春期

（２期）にも実施している（特待生推薦も同様）。また一般入試の形式においては、Ａ日

程、Ｂ日程、Ｃ日程すべての一般入試で試験科目を２科目型（国語・英語・地理歴史・公

民の４科目から各学科が課す条件に従って２科目を選択）としている。関連する規程及び
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『学生募集要項』に沿って、公正かつ適切な入学者選抜ができるように制度を設定してい

る（資料5-3、5-4、5-5）。 

学生納付金や特待生及び奨学金制度については、『大学案内ガイドブック』（資料1-5 

pp.54-55）及び『学生募集要項』（資料5-1 pp.29-30）に掲載しているほか、本学ホーム

ページ（資料5-6【ウェブ】）で周知している。 

入試委員会は、入学者選抜実施のための制度を設計しているが、これは教授会の承認を

受けた上で実施しており、公平な選抜方式を確保するための体制を整えている（資料5-

7）。具体的な入学者選抜のプロセスは以下の通りである。 

（a）入試委員会が、広報入試課と連携して学生募集に必要な事項（入試形態、日程、試

験科目、選抜方法など）を計画し、教授会の審議を経て実施する。 

（b）入試委員長と各学科長が入試問題の作問、採点を担当する教員を複数名人選し、担

当者に作問と採点の任務を依頼する。作問は、入試科目ごとに複数の担当者が集められ、

入試委員長が指揮する小委員会によって行われる。小委員会は、ピアレビューを繰り返し

実施し、入試問題に不備がないように万全を期すとともに、採点基準の確認も行ってい

る。試験問題の印刷はすべて広報入試課が行い厳重に保管する。 

（c）広報入試課で受験者からの出願書類に不備がないか確認し、応募資格などの確認を

行う。面接・面談を伴う入試実施直前には、出願資料等の事前閲覧を面接・面談担当者が

行う。 

（d）入学試験当日は、試験本部を設置し、学長、入試委員長、広報入試課長を中心とし

て、入試実施に携わる教職員に実施方法の最終確認や注意事項の確認を行う。面接・面談

を伴う入試が実施される場合は、入試実施の内容と評価方法の確認を広報入試課と担当教

員との間で行う。筆記試験を伴う入試が実施される場合は、上記の小委員会で確認された

採点基準の再確認を行う。 

（e）試験終了後は、試験の採点結果を試験本部で取りまとめ判定資料を作成する。入試

委員長が議長を務め、学長が同席する入試委員会は、この判定資料に基づいて、前年度ま

での判定資料を参考にしながら受験者の合否判定を行い、その結果を教授会の協議にかけ

て承認を得る。 

入学を希望する者への合理的な配慮については、それを求める受験者に対して「受験上

の配慮申請書」を作成するように求めている（資料5-1 p.25）。この書類では、「障害等

の種類および程度」、「受験の際に配慮を必要とされる事項」、「高等学校在学中に配慮

されていた事項」についての記載を求めており、合理的な配慮が行えるようにしている。 

 2020年度は、新型コロナウイルス感染症への対応・対策として以下の諸点の措置を講じ

てきた。 

（a）オンラインを併用したオープンキャンパス 

 人同士の接触、密集を避けるために、新型コロナウイルス感染症の流行の度合いに応じ

て、オープンキャンパスについては全面的にオンラインにする場合、本学来訪者の数の制

限や時間帯による分散とオンラインとを併用する場合、全面的に対面で行う場合を本学の

行動指針に基づいて実施している。 

（b）本学で実施する一般選抜と学業特待生選抜では、とくに地理歴史と公民について、

高校での授業進度を考慮して試験問題を作成ないし採点する。その前提として、高校訪問
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時に各高校での授業進捗状況について、情報を集める。 

（c）試験会場ではいわゆる三密を避けるために、試験会場での座席の位置などにゆとり

を持たせる。密を避けられない試験会場は取りやめる。 

（d）受験者には手指消毒及び検温への協力を依頼し、実施する。 

（e）体調不良などやむを得ぬ事情で入学試験を欠席せざるを得なくなった受験者には、

その後に実施される入学試験を受験料無料で受験できるように配慮する。 

  以上の措置を講じて2021年度入試を実施し、受験者への配慮と感染予防を徹底してき

た。幸い今のところ本学受験者からコロナウイルス感染者は出ていない。 

 

 

点検・評価項目③：適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を

収容定員に基づき適正に管理しているか。 

 

評価の視点１：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

・入学定員に対する入学者数比率 

・編入学定員に対する編入学生数比率 

・収容定員に対する在籍学生数比率 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

 

  入学定員は英語文化コミュニケーション学科60人、国際文化学科80人、共生社会学科40

人、大学全体では180人である。英語文化コミュニケーション学科の定員は、2014年度ま

では80人であったが、志願者数の推移などを勘案し、2015年度からは60人とした。2020 

年度の秋入学を含む入学者数は、英語文化コミュニケーション学科58人、国際文化学科

116人、共生社会学科41人、人文学部全体では215人である。2020年度の入学定員に対する

入学定員充足率は、英語文化コミュニケーション学科0.97、国際文化学科1.45、共生社会

学科1.03である。2016年度から2020年度までの入学定員に対する入学者数の比率の平均

は、英語文化コミュニケーション学科0.99、国際文化学科1.16、共生社会学科0.77、人文

学部では1.02である（大学基礎データ 表2、表3）。 

収容定員は英語文化コミュニケーション学科240人、国際文化学科320人、共生社会学科

160人、人文学部全体では720人であり、2020年度の10月1日現在の在籍学生数は英語文化

コミュニケーション学科 234人、国際文化学科368人、共生社会学科119人、人文学部全体

では721人である。2020年度の収容定員に対する在籍学生数の比率は、英語文化コミュニ

ケーション学科0.98、国際文化学科1.15、共生社会学科0.74、人文学部では1.00である

（大学基礎データ 表2）。 

定員割れが続いていた英語文化コミュニケーション学科では、既述のように、2015年度

から入学定員を60人として適正化を図った。また、2015年度には受験者にわかりにくかっ

たクラスター制度を廃止して再びコース制に戻した。2010年度に導入した資格特待生制度

は、英語に関心の高い学生を集めるのに大きな役割を果たし、これが2019年度の入学者大

幅増加に繋がっている。これには、広報入試課職員だけでなく学科教員が地道に近在の高

校を訪問して教育内容の良さをアピールしていることも、大いに影響していると思われ
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る。英語力を生かしての企業への就職者や、中学・高等学校英語科教員を輩出しているほ

か、玉川大学通信教育課程の小学校教員養成特別プログラム併修による小学校教諭二種免

許状取得後に採用試験の合格者も出し、制度の効果ははっきり表れている。 

2016年度から入学定員を充足できていない共生社会学科では、コース改革を行い、2019

年度にライフデザイン・コースをソーシャルビジネス・コースへと刷新した。しかしその

効果はまだ表れているとは言えない。2019-2020年度は、重点的に広報活動を行い、2020

年度は入学定員を満たしたが、今後も学生募集に注力する必要がある。 

学科のコースの立ち上げ等のカリキュラム改革のほか、ターゲット校への高校三者訪問

やオープンキャンパス参加者へのフォローアップ、広報媒体のWEBへの切り替え、敬和学

園高校との連携強化、教育内容に焦点を当てた広報活動等、戦略的な入試方針のもと適正

な定員管理に努めている。 

 

 

点検・評価項目④：学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行ってい

るか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

入試区分ごとの定員の割り当てに関しては、受験者の動向に対応するよう、入試委員会

が毎年度検証を行っている。 

2015年度入試からは、英語文化コミュニケーション学科の入学定員変更に伴い、AO入試

/総合型選抜の定員を８人減らし22人とした。推薦入試については、2018年度入試から公

募推薦を特待生推薦に統合した。現在の定員は54人である。いずれも実際の入学者動向に

合わせた変更となっている。近年、一般入試やセンター試験利用入試（大学入試センター

試験/大学入学共通テスト）のような、学力試験中心の選抜方式で受験する受験生が多く

なりつつあるが、過去の経験から、総合型選抜や推薦入試での入学者が再び多くなる揺り

戻しもあり得るので、今後も受験生の動向を注視しつつ、状況の変化に応じて適切な定員

の割り当てを行っていく必要がある。こうした情報分析や高校訪問によって得られた情報

に基づいて、入試委員会は年度終了後に「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価

報告書」を作成し、当該年度の入試に対する反省点の整理と、次年度で実行すべき点を確

認している。入試委員会は2016年度より、ロードマップの内容に基づいた次年度の入試対

策方針（資料5-8【実地調査資料】）を教授会に提出し、入試委員長がその説明を行って

質疑応答を受け、その適切性の点検につなげている。 

学生の受け入れ状況については、2016年度入試では141人に落ち込んだが、入試対策方

針が示された2017年度入試以降順調に増加した。そして、2019年度入試においては213人

となり、2020年度は215人であった。入学定員を上回る入学者を獲得することができた

（大学基礎データ 表3）。受験生人口の動向を注視しながら、絶えず改善策を打ち出し
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ていく必要がある。  

 学生募集の具体的な広報活動は、企画広報委員会と広報入試課が点検評価を行ってい

る。企画広報委員会は、『大学案内ガイドブック』、大学ホームページ、WEB広告など広

報ツールの検討を行っている他、オープンキャンパスの参加者数の増減を確認し、広報活

動の適切性について逐次検証し、広報活動の見直しを行っている。その結果は、教授会に

報告され検討されている。こうした努力の積み重ねで、オープンキャンパスへの高校生の

参加者総数は、2015年度が185人だったものが、2016年度は218人、2017年度は258人、

2018年度は251人、2019年度は312人と増加傾向にある（資料5-9【実地調査資料】）。た

だし、2020年度は新型コロナウイルスの影響で参加者数は154人となり伸び悩んだ。 

 定員割れが長く続いた本学では、入学定員充足を第一の目標として様々な改善策を立て

てきたが、今後はアセスメント・ポリシーに基づいて、学生の受け入れ方針と入学者の整

合性についても検証し、改善していかなければならない（資料4-17【ウェブ】）。 

 

（２）長所・特色 

 2014年度の認証評価では「学生の受け入れ」に対し改善勧告を受けた。適正な学生定員

確保のために以下の項目で努力を積み重ね、首都圏の私大の入学定員厳格化による影響も

あり、2018年度からの３年間人文学部は入学定員を充足し、収容定員も充足しつつある。 

（a）資格特待生制度 

  英語文化コミュニケーション学科を中心に、英語力の高い学生を受け入れた結果、こう

した学生が、リーダーシップを発揮できるグループを形成し、「大学の顔」としてさまざ

まな活動に参加することで、大学のイメージアップに大いに繋がり、一般入試での学生増

加が期待できる。近年この制度の対象となった入学者は、2015年度18人、2016年度12人、

2017年度14人、2018年度21人、2019年度39人、2020年度28人となっている。 

（b）スポーツ特待生制度  

  監督やコーチの努力により、強化スポーツでのスポーツ特待生制度による入学者は、

2015年度１人、2016年度８人、2017年度４人、2018年度４人、2019年度６人、2020年度６

人と堅調に推移している。募集活動をさらに強化することにより、スポーツ特待生に至ら

ない入部希望の入学者も見られ、今後の入学者増に寄与することが期待できる。 

（c）推薦入試２期 

 秋期の推薦入試（１期）に加え、2014年度入試から春期の推薦入試（２期、特待生推薦

も含む）も実施した。これは、年度最終期に入学先の決まっていない受験生の需要に応じ

ることができたためか、2014年度１人、2015年度４人、2016年度４人、2017年度13人、

2018年度10人、2019年度12人、2020年度11人と、入学者数はここ３年間堅調に推移してお

り、定員確保に少なからず貢献している。 

（d）広報入試課職員による高校訪問と関係教職員間での情報共有 

 2015年度から、広報入試課職員が本学入学に実績のある県内高校（一部県外）を中心に

定期的に訪問し、各ポリシーをはじめとする本学の宣伝、進学状況などの情報交換、当該

高校出身学生の近況報告などをすることにより、地道に本学の知名度向上を図っている。

また、その訪問結果を関係教職員間で共有している。当該高校出身学生の近況報告はとり

わけ好評で、こうした活動は本学への進学希望者を堅実に確保することに繋がっている。 
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（e）学生支援センターと入学予定者、在学生の支援 

2015年度に立ち上げた学生支援センターは、学習に困難を覚える学生に対しての支援はも

ちろんのこと、生活・学習いずれの面でも学生の相談窓口として、重要な役割を果たして

いる。また、センターは入学前の生徒へのアドヴァイスにも当たっており、入学後の不安

の解消やミスマッチを防ぐ上でも多いに機能している。 

 

（３）問題点 

 近年定員割れが続く共生社会学科では、定員回復をめざして、2019年度にライフデザイ

ン・コースを大幅改革し、ソーシャルビジネス・コースとして再出発した。しかしなが

ら、地域連携と結びついたアクティブ・ラーニングを積極的に展開するなど、ユニークな

カリキュラムを取り入れたにもかかわらず、その効果はまだあらわれているとは言いがた

い。広報活動には大いに工夫の余地がある。共生社会学科の新コースの魅力をどう伝え、

宣伝していくかは、全学的に安定した入学者数、在学生数を確保していくためにも、大き

な課題である。 

 

（４）全体のまとめ 

2014年度の認証評価の改善勧告を受け、まず英語文化コミュニケーション学科の定員を

80名から60名に削減し、（２）長所・特色の項で挙げたように、広報入試課は多岐に渡っ

ていた業務を整理し、入学定員確保に集中してきた。 

授業や課外活動における地域との連携の緊密化、国際文化学科における情報メディア・

コースの立ち上げ、それに、広報入試課職員による地道ながらも定期的な近在高校訪問と

いった多方面での広報活動などが功を奏し、大学に対する社会の認知度は向上しており、

このことが入学者増に繋がっていると思われる。今後さらに安定した入学者数を確保する

ために、入試制度、入試広報のみならず、魅力あるカリキュラムや授業に向けてのさらな

る改革など、包括的に取り組んでいく必要がある。 

共生社会学科の立て直しは、喫緊の課題である。入試広報活動としては、新コースであ

るソーシャルビジネス・コースの宣伝は言うまでもなく、近年社会福祉士国家試験に継続

的に合格者が出始めていることも、もっと積極的に受験生、高校教員にアピールしていく

べきである。共生社会学科の入学者数が確保できるようになれば、大学全体の入学者数も

おのずと安定してくることになろう。 

 学内では、今後は学生支援のための情報共有システムをさらに活用して、学生支援セン

ターと大学各部局、さらには各教員が有機的に繋がり、学生を支援していく体制を強化し

たい。このように大学が一人ひとりを大切にする姿勢を、具体的な形で対外的にもアピー

ルしていけば、これもまた、本学に魅力を感じる受験生の増加に繋がるものと考える。 
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第６章 教員・教員組織 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部・研究

科等の教員組織の編制に関する方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学として求める教員像の設定 

・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等 

評価の視点２：各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（分野構成、各教 

員の役割、連携のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適

切な明示 

 

 学校法人敬和学園は、寄附行為第３条において「この法人は、教育基本法及び学校教育

法に従い、福音主義のキリスト教精神に基づいて、敬虔な思いと真理による自由と愛とを

もち、国際的現代社会に対する広い見識をもつ有為な人物を育成し、人類の福祉と文化の

発展に寄与することを目的とする。」（資料1-1）と定めており、就業規則第19条では、

「教職員は、キリスト教信仰に基づく学園の建学精神を尊重し、法令、寄附行為その他の

学園の諸規程を遵守し、その職務に精励し、学園の発展に努力しなければならない。」

（資料6-1）とある。これに基づき、2020年１月に大学として求める教員像を以下のとお

り設定し、ホームページ上で公表した（資料1-8【ウェブ】）。教員組織の編成について

の点検・評価は、教学マネージメント委員会が担う。 

 

大学の求める教員像 

 キリスト教精神を礎に据えたリベラルアーツ教育を行う高等教育機関として社会からの

要請に応えるために、本学の教員は、その教育目的の実現に努めるものとする。良心的人

材を養成する教育者として、学生一人ひとりの存在を尊重し、誠実に全人教育に取り組

む。また、真理探究に従事する研究者として、高度な専門知識を持って、持続的な研究を

行いつつ、その成果を教育及び社会に還元する。そして、社会的責任を担う大学組織の一

員として、大学運営に主体的に取り組む。 

 

 大学の教員組織は学則第１条に謳われる「本学は、教育基本法（昭和22年法律第25号）

及び学校教育法（昭和22年法律第26号）に従い、福音主義キリスト教の精神に基づく自由

かつ敬けんな学風の中で真理を探究するとともに心の教育を実践し、国際的教養豊かな良

心的人材を養成することを目的とする」との理念・目的に則り構成されている。 

 学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等については、「敬和学園

大学教員選考内規」及び「敬和学園大学教員選考細則」で「建学の精神に賛同し、これに

協力する者」（第２条）とした上で、教授、准教授、専任講師、助教、助手、この他専任

教員に準じる特任教員、契約講師の教育研究上の能力に関する基準を設けている（資料6-

2【実地調査資料】、6-3【実地調査資料】）。教員の採用・昇格にあたってはこの基準を

もとに点数化して評価している。また、採用時にはどの学科でもリベラルアーツ教育と専
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門に関するエッセイの執筆を求め、本学の理念にふさわしい人物を選考できるよう努力し

ている。 

 教員組織の編成については、「学位授与方針」「教育課程の編成・実施方針」を踏ま

え、教員組織の編成方針を以下のとおり設定し、ホームページ上で公表した（資料6-4

【ウェブ】）。 

 

教員組織の編成方針 

 本学の建学の精神、教育理念・目的、及び各学科の教育目的を実現するために、「学位

授与方針」、「教育課程編成・実施の方針」を踏まえて、教員組織の編成方針を以下の通

り定める。 

 １．文部科学省令大学設置基準を満たし、教育が適正に行われる教員数を配置する。 

 ２．教員の募集、採用、昇任等は、公平に行い、かつ透明性を保つ。 

 ３．教員の年齢構成・性別のバランス及び国際性に留意する。 

 ４．学問の動向、大学を取り巻く社会的要請や国際的環境に配慮する。 

 ５．教員の資質向上を図るために、組織的なFD活動を行う。 

 

  

点検・評価項目②：教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するた

め、適切に教員組織を編制しているか。 

 

評価の視点１：大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

・教員組織の編成に関する方針と教員組織の整合性   

・各学位課程の目的に即した教員配置 

・国際性、男女比 

・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成への

配慮 

・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授、准教授

又は助教）の適正な配置 

・教員の授業担当負担への適切な配慮 

評価の視点３：教養教育の運営体制 

 

本学の学部及び学部を構成する学科の教員組織については、大学設置基準に定められた

教員数を遵守のうえ、2020年5月1日現在、英語文化コミュニケーション学科８名（入学定

員60名）、国際文化学科11名（入学定員80名）、共生社会学科７名（入学定員40名）を配

置し、必要な専任教員数を満たしている。また、特定の学科に所属せず人文学部所属の専

任教員が５名おり、主にスポーツ科目と語学科目を担当している。人文学部全体で31名

（収容定員720名）となる（大学基礎データ 表1）。 

 各学科に占める専任教員の職位の構成については、英語文化コミュニケーション学科

は、教授５名、准教授３名である。国際文化学科は、教授６名、准教授５名である。共生
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社会学科は、教授３名、准教授３名、助教１名である。さらに、特定の学科に所属せず人

文学部所属の専任教員４名の職位の構成は、特任准教授１名、特任講師１名、契約講師３

名である。2020年4月から教授数が14名と大学設置基準から１名不足している状況であっ

たが、2021年３月の教授会で１名の教授昇任人事が承認され、理事会に諮る段階にある

（大学基礎データ 表1）。 

専任教員の年齢、性別のバランスについては明文化した規定はないが、専任教員におけ

る年齢及び性別のバランスは次のとおりである。年齢構成については、60～69歳22.6％、

50～59歳35.5％、40～49歳32.3％、30～39歳9.7％である（大学基礎データ 表5）。性別

のバランスについては、学部全体では、男性64.5％、女性35.5％である。年齢構成に占め

る男女比は、60～69歳では男性71.4％、女性28.6％である。50～59歳では男性63.6％、女

性36.4％である。40～49歳では男性50.0％、女性50.0％である。30～39歳では男性100％

である（資料6-5）。文科省の「学校教員統計調査」（平成28年度）では、大学の女性教

員の割合は全国平均で23.7％であり、本学の女性教員の割合は全国平均を上回っている。

今のところ年齢・性別構成においてはおおむねバランスがとれているが、前回の認証評価

時よりも男性の割合が多い。今後の人事の際には考慮する必要がある。 

 教員配置の国際性については、外国籍の教員は５名で全体の16％であり、国際性を意識

した配置を行っている（資料6-6）。 

 教員一人当たりの在学生数は、英語文化コミュニケーション学科は29.3人、国際文化学

科は33.5人、共生社会学科は17人である。人文学部全体での教員一人当たりの学生数は、

23.3人である（大学基礎データ 表1）。一人当たりの学生数は教員数を抑えているため

近年増加傾向にあるが、演習や語学は少人数クラスを維持している。2020年度の２，３年

次対象の専門演習（必修）では、英語文化コミュニケーション学科の２年次対象の演習で

クラスサイズが平均20名と大きくなっているが、その他は10名前後の演習が多い。２年次

対象の演習の履修者数の人文学部の平均は、前期が13人、後期が12.4人であり、３年次で

は、前期が9.8人、後期が9.4人である。おおむね15名以内に抑えてあり、少人数教育を維

持している。 

 

２，３年次専門演習（必修）履修者数平均値 

 演習１ 

（２年前期） 

演習２ 

（３年後期） 

演習３ 

（３年前期） 

演習４ 

（３年後期） 

英語文化コミュニ

ケーション学科 
20.5人 20.0人 11.2人 10.0人 

国際文化学科 9.8人 9.5人 8.4人 8.5人 

共生社会学科 8.8人 7.8人 9.7人 9.7人 

人文学部 13.0人 12.4人 9.8人 9.4人 

 

 2020年度の主要授業科目の専任教員による担当状況については、共通基礎科目では
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40.8％であるが、そのうちの必修科目の98.8％を専任教員が担当している。共通専門科目

の53.2％、教職課程科目の57.9％、エクステンション科目の16.0％を専任教員が担当して

いる。共通基礎科目及び共通専門科目では非常勤講師が担当する外国語科目が高い割合を

占めている。なおエクステンション科目は自由科目に含まれる。各学科の学科専門科目に

ついては、英語文化コミュニケーション学科の開講科目のうち78.0％、国際文化学科では

76.1％、共生社会学科では87.7％を専任教員が担当している。このうち必修科目・選択必

修科目のほとんどの科目を専任教員が担当している。全体的に見て、本学の教育目的に照

らして教育上主要と認められる授業科目は、専任教員が担当していると言える（大学基礎

データ 表4）。 

 専任教員の授業担当負担については、2012年２月の第150回大学運営委員会議（資料6-7

【実地調査資料】）及び第295回教授会（資料6-8【実地調査資料】）で諮られ、決定し

た。「時間割作成に関する基本的了解事項」（資料6-9）において「一人の教員の担当時

間は原則的に前期、後期ともにそれぞれ週７コマまでとする」と明文化されており、それ

を超えないようにしている。 

 学部の教養教育の運営体制については、本学では共通基礎科目という呼称で、「宗教と

思想」、「人間行動と歴史」、「人間と社会」、「情報とコンピュータ・サイエンス」、

「言語とコミュニケーション」、「スポーツと健康」、「思想と実践」に区分され、それ

らのもとに１年次配当科目と２年次配当科目を中心に合計55種類の科目を配している（資

料1-3 pp.28-33）。その中で、とくに本学の特徴を「思想と実践」の区分に見ることがで

きる。本区分には、基礎演習、ボランティア論、ボランティア、地域学入門、インターン

シップ、チャペル・アッセンブリ・アワー、フィールドワーク、キャリア開発入門、キャ

リア開発、基礎数学等の、実践を中心とした科目や実社会を体験する科目が多く、それが

本学の特徴をなしている。これらの科目群は、本学の学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）にある「対話とコミュニケーションを重んじ、隣人に仕えることができる。（コミュ

ニケーション能力）」、「高い倫理基準を持ち、地域社会に貢献することができる。（社

会との関係）」及び教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）のひとつにあ

る「地域や国際社会の課題について理解を深め、インターンシップ等を通して社会に貢献

する力を養う。（社会との関係）」を具現化するものである。 

 共通基礎科目における「言語とコミュニケーション」の区分に入っている外国語科目の

「聴く・話す」系の科目は、その言語を母語とするネイティブの教員が担当している。ま

た、留学生等のために、日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳの科目を開講してい

る。さらに日本語力が十分でない留学生のために、基礎的な科目である「日本語入門」を

エクステンション科目として６コース（A～F）開設している。 

 これらのカリキュラムは、FD/カリキュラム委員会が全体を統括し、外国語カリキュラ

ム委員会が外国語教育を、キャリア教育の部分は就職委員会が運営を担当するが、実際の

授業の運営や単位認定の業務は教務委員会が統括する。 

 

 

点検・評価項目③：教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 
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評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関

する基準及び手続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 

 

本学の学部教員の各職位に関する募集、採用、昇任の基準（要求される業績、経験、能

力、及び資格）については、「敬和学園大学教員選考内規」（資料6-2【実地調査資

料】）及び「敬和学園大学教員選考細則」（資料6-3【実地調査資料】）において、それ

ぞれ明文化されている。 

教員の募集、採用に関しては、教員の補充及び拡充の必要が生じた場合、まずは、資格

審査委員会を立ち上げる。資格審査委員会は、委員長（特定の人事を除いて原則として学

科長）、主査、副査、委員（他学科の学科長が委員を務める）から構成される。資格審査

委員会、及び資格審査委員会によって作成された採用人事公募案（担当科目、応募資格、

応募書類、締切日、採用日等のスケジュール）と学内人事スケジュールを、教学マネージ

メント委員会の議を経て教授会で承認する。その後、本学のホームページやJREC-IN（研

究者人材データベース）等を用いて公募する。 

最終候補者を決定すると、資格審査委員会は「敬和学園大学教員選考内規」及び「敬和

学園大学教員選考細則」に準拠し、評価点数を記載した報告書に基づき教学マネージメン

ト委員会及び教授会で報告し（第一読会）、必要に応じ質疑応答を行う。次回の教授会

（第二読会）で投票を行い、出席者の３分の２以上の賛成で可否を決する。第二読会まで

の間に、投票権を持つ者は、最終候補者の業績を閲覧することができる。 

昇任人事についても、募集の段階が不要な点を除けば、採用人事に準じた過程を経て行

っている。2020年度より「大学の求める教員像」に基づき、「教育活動・研究活動・社会

貢献活動報告書」の様式を改めたため、教員の業績に関する点数化の根拠がこれまでより

明確になると見込まれる。また「大学の求める教員像」や本報告書を踏まえて、「敬和学

園大学教員選考内規」や「敬和学園大学教員選考細則」においても、教員の研究業績、教

育上の業績、社会活動、大学運営上の貢献をどのような割合で評価するかを再検討する必

要があるかどうか議論をする時期に来ていると考えられる。 

  

 

点検・評価項目④：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に

実施し、教員の質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

 

評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 

 

 教員の資質向上及び教員組織の改善・向上を図るため、FD/カリキュラム委員会が主導

して、年に３回程度のFD研修会を行っている（資料2-9）。必要に応じて、FD研修会とSD

研修会を合同して、FD/SD研修会として開催している。テーマは本学の現状に合わせて必

要なテーマを設定しているが、ここ数年は授業評価に関する事項や認証評価、地域連携や
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障害のある学生の支援について等を取り上げた。2020年度は遠隔授業を実施するために、

ZoomやGoogle Classroomの活用方法について、「Zoomを用いた遠隔講義とGmailの利用方

法について」（講師：松本淳准教授）「Google Classroomの初歩」（講師：一戸信哉教

授）と題して４月７日に非常勤講師も招いてFD/SD研修会を実施した。８月５日には第三

者評価の最終調査会の後で、「第三者評価を終えて：敬和学園大学成人期のカレッジ・ア

イデンティティ形成に向けて」（「１．第三者評価の総括・外部資金獲得の秘訣につい

て」講師：星槎大学大学院教授・教育学研究科長 今津孝次郎氏、「２．明治学院大学の

チャレンジコミュニティカレッジの取り組みについて」講師：明治学院大学教授・副学長 

永野茂洋氏、「３．外部評価（財務）について」講師：清水公認会計士事務所 公認会計

士 清水直隆氏）と題して第２回FD/SD研修会をZoomで開催した。2021年１月27日に開催

された第３回のFD/SD研修会では、今後も遠隔授業の実施が予想されることから、オンラ

インツールの効果的な活用について事例を紹介した（講師：一戸信哉教授、Philip 

Nguyen契約講師、松本淳准教授）。３月10日には著作物の教育利用について（講師：一戸

信哉教授）FD/SD研修会を実施した（資料2-13）。2018年度よりFD/カリキュラム委員会

は、これらのFD活動をホームページ上で簡単に報告している（資料6-10【ウェブ】）。 

 2018年度の「学生への評価方法：ルーブリックとポートフォリオ」（講師：大岩彩子特

任講師、Michael Yap契約講師）を受けて、全学の必修科目である１年次の「入門演習」

において、ルーブリックを試験的に導入し、2019年度は全ての入門演習で試用した。2020

年度第１回のFD/SD研修会でもルーブリックの使い勝手についてフィードバックを受け、

FD/カリキュラム委員会が改訂版を出した。 

 各学期末に「学生による授業評価アンケート」を実施し、結果をホームページ上で公開

している（資料2-10【ウェブ】）。学生からのコメント（非公開）については、教員から

フィードバックのコメントを記入してもらいホームページ上で公開していたが、教員側の

負担が大きい割に学生が教員からのフィードバックを見ていないとの意見が多く、教員側

のコメント記入は2019年度で終了した。「授業評価アンケート」に基づき、「教員教育奨

励賞」を創設し、FD/カリキュラム委員会が受賞者を教学マネージメント委員会に推薦し

て、2016年度より優秀な教員を表彰している。しかし、表彰後の授業見学などが組織化さ

れておらず、そこで終わってしまっているのが現状である。 

 各年度末に教員の「教育活動・研究活動・社会貢献活動報告書」及び「教育活動・研究

活動・社会貢献活動計画書」（資料2-4）を提出することを制度化している。しかし事務

局が取りまとめたものを教学マネージメント委員会で共有するものの、検証されてはいな

かった。この点は前回の認証評価でも指摘された事項であり、内部質保証の方針及び手続

に基づき、自己点検・評価委員会、人文社会科学研究所が点検評価し、教学マネージメン

ト委員会に報告する仕組みをつくった。2019年度はこれまでの「教育活動・研究活動・社

会貢献活動報告書」の様式を使い、人文社会科学研究所が中心となり、図書館・人文社会

科学研究所・紀要編集委員会報告として、「敬和学園大学2019年度教員の教育・研究・社

会貢献活動報告」を公表した（資料2-25【ウェブ】）。同委員会は、各項目について点数

化しやすいよう報告書の様式を改め、2020年度末より使用することになっている。 
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点検・評価項目⑤：教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 教員組織の適切性についての定期的な点検・評価が行われていなかったため、2019年度

に、教員組織の編成方針を策定したところである。教員組織については、方針に照らして

教学マネージメント委員会が点検・評価を行う。今後、内実が方針に沿っているかを点検

することや、「教育活動・研究活動・社会貢献活動報告書」に基づいた教員の研究、教

育、社会貢献、大学運営に関する業績の点検・評価を制度化する必要があるとの認識のも

と、2019年度は大学全体としての「敬和学園大学2019年度教員の教育・研究・社会貢献活

動」を公表した（資料2-25【ウェブ】）。他方で、将来を見据えた専門分野や年齢構成、

男女比、国際性等を含めた教員組織を含めたグランドデザインを策定し、全学的な共通理

解を持つ必要がある。 

 

（２）長所・特色 

 教員の募集・採用・昇任については基準と評価方法が明確であり、それに基づいて実施

しており適切である。 

 

（３）問題点 

 ・「大学として求める教員像」や「教員組織の編成に関する方針」などは設定されたば

かりで、まだ評価する段階にない。 

 ・2020年度は、人文学部の教授数が大学設置基準に対して１名不足した状況にあった。

2021年3月に教授昇任人事の理事会の承認手続きが進行中である。 

 ・将来的な展望のもとに、人事等の方針を決定する必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

 教員・教員組織においては、方針を定め規定通りに進めているものもあるが、ようやく

方針を整備したばかりのものや、点検・評価が足りない部分がある。2019年度に教員の諸

活動に関する点検・評価の体制を整えたばかりで、継続的に点検・評価をしてフィードバ

ックしていくことが重要になってくる。本学は創立30周年を迎え、次のステージを創出す

る時期に入った。建学の精神や理念・目的を確認しつつ、研修会の実施や研修会への派遣

を積極的に行い、自らを評価できる教員を増やしていくことが急務である。 
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第７章 学生支援 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学

生支援に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学として

の方針の適切な明示 

 

本学では、敬和学園大学方針において、学生支援の方針を以下の通り定めている（資料

1-8【ウェブ】）。 

 

学生支援に関する方針 

 本学の建学の精神、教育理念・目的に基づき、バランスの取れた良心的な人間の育成を

目指すリベラルアーツ教育を支えるため、学生支援に関する方針を以下の通り定める。 

１．キリスト教主義リベラルアーツ教育により人権を重んじ、心身ともに調和のとれた

良心的な人間を育成するために適切な支援の環境を整え、学生一人ひとりのそれぞれ

異なる必要にきめ細かく対応できる学生支援体制を構築する。 

２．学生の学ぶ意欲に応えるために、自主学習や共同学習、課外活動を支援し、学修環

境を整備する。 

３．学生の生活全般を支援する学内の相互の連携を強め、学生の心身の健康を増進し、

ハラスメントを防ぎ、安全で安心な学習環境を維持する。 

４．奨学金制度を有効に用い、経済的に安定した学修環境を保証する。 

５．早期からのキャリア意識の形成、学位授与方針に則した能力の養成、満足度の高い

進路決定を目的として、キャリアサポート課、アドヴァイザー、学生支援センターが

連携して進路支援に取り組む。 

 

 

点検・評価項目②：学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備

されているか。また、学生支援は適切に行われているか。 

 

評価の視点１：学生支援体制の適切な整備 

評価の視点２：学生の修学に関する適切な支援の実施 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

・正課外教育 

・留学生等の多様な学生に対する修学支援 

・障がいのある学生に対する修学支援 

・成績不振の学生の状況把握と指導 

・留年者及び休学者の状況把握と対応 
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・退学希望者の状況把握と対応 

・奨学金その他の経済的支援の整備 

評価の視点３：学生の生活に関する適切な支援の実施 

・学生の相談に応じる体制の整備 

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための

体制の整備 

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

評価の視点４：学生の進路に関する適切な支援の実施 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の

整備 

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

評価の視点５：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

評価の視点６：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 

１．学生支援体制の適切な整備 

 大学の理念・目的を踏まえ、小規模大学・少人数教育の特徴を活かして、修学について

は教務委員会、生活については学生委員会、配慮を必要とする学生については学生支援セ

ンター運営委員会及び学生支援センター、留学生については国際交流委員会、ハラスメン

トについてはハラスメント相談員及びハラスメント調査委員会、学生の進路については就

職委員会が中心となって、全ての教職員が連携を取りあえるよう適切な学生支援体制を整

備している。 

 各委員会の組織構成は2020年度４月現在、次のとおりである。教務委員会は、教務部長

１名、委員３名、教務課職員３名から構成されている。委員の３名は三学科から１名ずつ

選出されており、各学科に所属する学生の修学に関する情報を集め、対応がとれる体制を

とっている（資料7-1）。 

学生委員会は、学生部長１名、委員４名、教務課職員４名から構成されている。委員の

内３名は三学科から１名ずつ選出され、教務委員会と同様に各学科に所属する学生の学生

生活に関する情報を集めている。残りの１名はバドミントン部とアーチェリー部の総監督

を務める者であり、部活動に所属する学生の要望などを集め、それらに応えられる体制を

とっている（資料7-2）。 

 学生支援センター運営委員会は、センター長１名、宗教部長１名、学生部長１名、支援

センターのキャンパス・ソーシャルワーカー１名、教務課職員２名、キャリアサポート課

職員１名で構成され、配慮を必要とする学生についての対応を幅広い観点から検討できる

ようにしている（資料7-3）。学生支援センターは、配慮を必要とする学生からの相談等

を直接受ける部門で、センター長１名、キャンパス・ソーシャルワーカー１名（常勤の精

神保健福祉士）、カウンセリングルームのカウンセラー１名（非常勤の臨床心理士）、医

務室職員２名（非常勤の保健師）、支援センターの相談員１名（非常勤の社会福祉士・精

神保健福祉士・保育士）から成り、相互に連携しながら業務を行っている（資料7-4、7-

5）。 

国際交流委員会は、委員長１名、委員４名、教務課職員２名で構成されている。委員の
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内２名は、留学生が在籍する２学科（英語文化コミュニケーション学科と国際文化学科）

からの選出で、１名は英語教育が専門の人文学部所属の教員、残り１名が留学生の日本語

教育に関する教員であり、留学生の情報を多岐にわたって収集し、対応できる体制をとっ

ている（資料7-6）。 

ハラスメント調査委員会は、学長補佐２名（現在副学長を置いていないため）、３学科

長、事務局長ら役職が高次の者とハラスメント相談員１名で構成し、ハラスメント相談員

（５名）に寄せられた事案を検討できる体制をとっている（資料7-7）。 

就職委員会は、委員長１名、委員３名、キャリアサポート課職員２名で構成されてい

る。委員は３学科から１名ずつ選ばれており、各学科の学生の進路などについての情報が

集められる体制をとっている（資料7-8）。 

加えて、本学は全ての専任教員が分担して全学生のさまざまな相談に応じるアドヴァイ

ザー制度を設けており、学生は学生生活に関わる心配事や悩み事などをアドヴァイザーで

ある教員に相談し、個別に対応してもらうことができる。アドヴァイザーはおおよそ30人

の学生を担当し、他の教職員と協力しつつ、学生一人ひとりを入学から卒業に至るまで継

続して指導している（資料1-3 p.191）。その結果、本学ではキャリアサポート課とアド

ヴァイザーの連携により、学生の進路把握率100％を実現できている。 

 

２．学生の修学に関する適切な支援の実施 

本学において学生の修学に関する支援は次のように実施している。 

補習教育や補充教育に関する本学の取組みとしては、数的理解力の向上のための数学基

礎講座（「基礎数学１,２」）を主として１年次生向けに開講している。入学時に大学独

自の数学の試験を全員に受験させ、一定の点数以下の学生には、（必修ではないが）この

授業を履修するようアドヴァイザーを通して強く働きかけている。他に、2018年度から

2019年度にかけて、在学生資格特待生による学習について悩みや質問のある学生との個別

相談や補習、学習相談を実施し、英語文化コミュニケーション学科の「中長期計画（ロー

ドマップ）成果・達成評価報告書」で報告している（資料2-5）。2020年度は新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、このような対面事業を実施しなかった。 

正課外教育としては、専任教員監督下でのTAによる「公務員・難関就職対策勉強会」が

ある。これは、高度な数学（数的処理など）を学びたい学生の受け皿になっており、勉強

会の参加者が地元の地方自治体の公務員採用試験に合格する（2016年度２名、2018年度１

名、2019年度１名）など成果を挙げている（資料7-9）。他に性的マイノリティの当事者

にとって大学を過ごしやすい場所とすることを目指すKeiwa-signという有志による人権研

究グループがあり、教職員と学生が参加して、定期的な学習会、調査活動、啓発活動を行

っている（資料7-10【ウェブ】）。 

留学生に対する修学支援は、アドヴァイザー、日本語教育担当の教員及び国際交流委員

会が担当している。日本語能力が十分ではない留学生のために「日本語入門Ａ～Ｆ」の授

業を複数（前期３コマ、後期７コマ）開講している。このほか、留学生と在学生の交流の

場（毎年１月に行われる「餅つき大会」等）を設けたりしている。本学では、大学独自の

資格として日本語教育ディプロマが取得できるため、この資格の取得をめざす日本語を母

語とする学生が、TA 等の形で留学生のサポートも行っている（資料1-3 pp.119-124）。 
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障害をもつ学生に対しては、教務委員会と学生支援センターとが中心となって、修学支

援を行っている。学生支援センターは、障害を持つ学生に関して、授業担当教員への「配

慮願」の作成と配布、試験特別対応（試験時間延長・別室受験）、授業教室調整・授業時

の座席指定、ノートテイク等の情報保障といった対応をとる。こうした対応に合わせて、

教務委員会は、障害の内容や程度に応じた授業受講時の座席の位置や試験時間の延長等、

合理的配慮が適切に行われるよう配慮している（資料7-11）。 

学業生活が振るわない学生(成績不振、出席状況が思わしくない等)を把握するために、

本学では出席状況調査やＧＰＡ制度に基づく成績不振学生の把握を行っている。出席状況

については、個々の授業担当教員より、受講学生が授業を３回欠席した時点で随時教務係

に連絡してもらい、さらに教務係からアドヴァイザーに連絡するようにしている（資料7-

12）。これにより、欠席回数の多くなることが予測される学生を早期に大学全体で把握す

るとともに、アドヴァイザーから適切な指導が該当学生に対してなされるようになってい

る。アドヴァイザーの面談・指導では事態の解消や対応が困難な場合、キャンパス・ソー

シャルワーカーやカウンセラー等が個別的な専門相談に関与又は寄与できる仕組みを用意

している。以下にカウンセリングルーム及び学生支援センター利用者数を記す。 

 

＜カウンセリングルーム及び学生支援センター利用者数（延べ件数）＞ 

 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

カウンセリング

ルーム 
57 56 78 123 41 85 

学生支援センタ

ー 
1,182 921 1,131 1,011 1,198 783 

（注）2020年度利用者数は2021年２月28日現在数である。 

 

留年者及び休学者の状況把握については、該当学生のアドヴァイザーが定期的に面談を

試みるようにしており、その状況についてはその学生が属している学科の学科会議で情報

共有が図られ、対策が講じられている。必要に応じて、アドヴァイザーは該当学生の保護

者と相談し協力をしながら、できるだけ早い卒業または復学ができる環境づくりを行って

いる。 

退学希望者に対しても、退学の相談はまずアドヴァイザーが受けることになっており、

アドヴァイザーは退学理由の聞き出しを積極的に行っている。アドヴァイザーは退学理由

によっては、学生と話し合いの上、学業を継続させたり、休学を勧めたりしている。学生

が残念ながら退学を決断した場合、アドヴァイザーは、その学生から改めて退学理由の聞

き出しと、退学後の進路相談などを行い、その結果を教授会に報告し、退学の承認を得て

いる（資料1-3 p.184）。退学者の本学への再入学を促すため、入学金を徴収しないこと

を学則で定めている（資料1-2 第49条）。なお、退学率は2016年度5.4％、2017年度

4.4％、2018年度5.9％、2019年度3.7％と下降傾向にあるものの、目標の退学率３％以内

は達成できていない（大学基礎データ 表6）。退学理由の調査分析とその結果を共有

し、退学防止の仕組みを作ることを考えなければならない。 

 本学は学生への主な経済的支援として奨学金制度を設けており、『学生便覧』や大学ホ
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ームページで開示している（資料1-3 pp.203-216、7-13【ウェブ】）。また、新入生に

対しても入学試験の成績に応じた奨学金制度を設けている。この内学業選抜特待生の選抜

試験では、2016年度から、現在の第２種に該当する奨学金を345,000円から470,000円に増

額し、2018年度より690,000円の授業免除を受けられる第１種の奨学金を創設した。給付

を受ける学生は年々増えており、本学の財政規模からみれば、きわめて充実した奨学金制

度が実施されていると言える。また、経済的に困窮している学生への奨学金制度として

は、敬和学園大学奨学金、敬和学園大学緊急援助資金、敬和学園大学外国人留学生奨学

金、敬和学園大学学業支援奨学金、私費外国人留学生学費減免があり、下表のとおり、制

度を運用している（資料5-3、5-4、7-14～26）。学外奨学金では、政府の「高等教育無償

化」政策により2020年度に新設された日本学生支援機構の「高等教育修学支援制度」の導

入により、奨学金を受給できる学生が増えた。 

下表以外では、学内外の有志から募金を募り留学生を支える「敬和学園大学留学生を支

える会」による奨学金の支給制度もあり、2015年度には748,000円が29名に、2016年度に

は690,000円が32名に、2017年度には580,000円が31名に、2018年度には616,000円が33名

に、2019年度には741,000円が38名に支給された（資料7-27）。また学外の奨学金とし

て、本学と協定を結ぶアメリカ合衆国のノースウェスタン大学との交流のために派遣され

る在校生に向けて本学を支える地域組織であるオレンジ会による奨学金支給もあり、これ

まで８名の在校生に支給されている。 

また、2020年度に文部科学省が新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて新たに創設

した「学びの継続」のための学生支援緊急給付金給付事業を利用し、日本学生支援機構か

らの奨学金を受けている学生に対して募集をし、１次募集では50名（応募者数55名）、２

次募集では22名（応募者数25名）の推薦をそれぞれ行った。 

日本学生支援機構より交付された新型コロナウイルス感染症対策助成金を利用し、経済的

に困窮しているにも関わらず、これまで諸条件に合わず支援を受けられなかった留学生及

び学生に対する支援に重点をおいた支援計画を策定し、実施した。 

さらに経済支援として、新型コロナウイルス関連などにより生活が困窮している学生た

ちが増えている現状を踏まえ、学生委員会としてはフードバンクしばたと連携し、困って

いる学生（留学生を含む）に、大学が窓口となって生活用品を届けている。 

 

【学内奨学金】                             （人） 

奨学金名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

敬和学園大学奨学金 

(無利息貸与) 
0 0 0 0 0 

敬和学園大学緊急援助資金

(無利息貸与) 
0 0 2 0 0 

敬和学園大学外国人留学生奨

学金(給付) 
5 5 5 5 5 

敬和学園大学ケーリ・ニュー

エル奨学金(給付) 
2 2 2 2 2 
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敬和学園大学学業優秀奨学金

(給付) ※特待生は対象外 
17 15 18 19 16 

敬和学園大学学業支援奨学金

(給付) 
3 2 2 2 1 

敬和学園大学在校生資格特待生 14 11 11 9 4 

敬和学園大学新入生資格特待生 27 24 26 49 43 

敬和学園大学資格取得奨励奨

学金(給付) 
6 6 4 0 5 

敬和学園大学海外長期留学奨

学金(給付) 
2 3 0 0 0 

敬和学園大学スポーツ奨励奨

学金(給付) 
0 0 1 1 0 

放送大学単位互換による敬和

学園大学奨学金(給付) 
0 2 0 0 0 

敬和学園大学大災害により被災した

学生に対する特別措置(減免) 
0 0 1 0 0 

私費外国人留学生学費減免

(減免) 
42 39 36 41 49 

学業選抜特待生 

(授業料減免) 

第1種 0 1 1 0 0 

第2種 2 4 4 9 12 

授業料免除特待生 

(授業料減免) 

第1種 11 11 17 11 8 

第2種 5 15 16 14 12 

 

【学外奨学金】                             （人） 

奨学金名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

日本学生支援機構奨学金 

(貸与) 
208 226 244 253 301 

日本学生支援機構奨学金 

(給付・旧制度) 
  5 6  

日本学生支援機構奨学金 

(給付・高等教育修学支援新制度) 
    84 

修学の支援に関する法律によ

る授業料等減免 
    83 

地方公共団体奨学金(貸与) 1 2 2 2 0 

地方公共団体奨学金(給付) 0 0 1 3 0 
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私費留学生学習奨励費給付制

度(給付) 
1 1 1 1 0 

 

３．学生の生活に関する適切な支援の実施 

 学生生活支援については、学生委員会が中心となり、他の委員会とも協力しながら行っ

ている。年度初めに全学生を対象に『学生便覧』とガイダンスで生活支援に関する十分な

説明を行っている。新入生については、学生の家族とも連携を図るため、入学式後に保護

者に生活支援ガイダンスを実施している。また、１泊２日の新入生オリエンテーションに

おいて、生活安全講演、SNS利用の注意に関する講演、レクリエーション等を行い、入学

時から安定した学生生活を送れるよう指導している（資料1-3 ｐ195、7-28、7-29）。

2020年度は一年次生へのガイダンスは対面で実施できたが、感染症対策のため新入生オリ

エンテーションは実施を見送らざるを得なかった。 

 アドヴァイザーは、オフィス・アワーなどにおいて、担当学生の修学支援だけでなく生

活支援にも当たっているが、学生係の職員も学生からの相談に随時応じている。さらに必

要に応じて他の部署・委員会との連携を図りながら、学生生活に関してきめ細かな対応を

心掛けている。また、１・２年次の保護者に対しては年に1度懇談会（教務委員会担当）

を行っているが、要望があれば個別の相談にも応じて、家庭における学生の生活状況の把

握にも努めている（資料1-3 ｐ191、7-30、7-31）。 

 このほかの学生生活に関する相談の窓口としては、学生支援センター（平日の9時から

17時まで）、医務室（平日の10時から17時まで）及びカウンセリングルーム（火曜日と水

曜日の14時から18時まで）が設けられていて、学生は最も相談しやすい窓口を選ぶことが

できる。また年間２回の学校医による学生健康相談も実施している（資料1-3 pp.191-

194）。 

 留学生への対応や支援は多岐にわたるため、複数の委員会でおこなわれている。そのう

ちビザや日本での生活への適応サポートなどの業務は広報入試課が担当している。入学時

は集団で行うオリエンテーションのみならず、ボランティアの学生の手も借りながら、ひ

とりずつ居室準備や公的機関への届け出等に至るまで手厚く対応している。また、入学後

は国際交流委員会が、留学生歓迎会（春期）や餅つき交流会（後期）などを行い、在学生

との交流を図っている。在学期間中は、内部・外部の奨学金の応募等を支援し、毎月学生

が事務室に出向く形で国際交流係が在籍確認を徹底するとともに、その際に留学生個々人

の生活実態の把握に努めている（資料7-32）。2020年度は新入留学生が春に入国できなか

ったため歓迎会はできなかった。留学生が登録した授業は遠隔または対面に移行後もハイ

ブリッド授業で遠隔授業参加を可能にし、教科書は時間がかかったが郵送し、日本に入国

できなかった留学生が不利益を被らないようできるだけの支援を行った。 

 ハラスメントについては５名の相談員が相談に応じ、必要な場合にはハラスメント調査

委員会が開かれ、速やかな対応を行い、順調な学生生活の実現を支援している。ハラスメ

ント相談窓口及びハラスメント相談員の氏名と連絡先は『学生便覧』と大学ホームページ

で公開されており、学生にとって利用のしやすいものとなっている。また、アドヴァイザ

ーもハラスメント相談ができる体制をとっているので、学生にとっては解決に向けてもっ

とも望ましい方法を考えることができる（資料1-3 pp.226-230、7-33【ウェブ】）。 
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 学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮については、毎年４月初めに健康診断を

実施し、年３回学校医による相談も行って学生の心身の健康に配慮している（資料1-3 

pp.193）。学生の健康診断に関する統計については「定期学生健康診断」としてまとめて

いる。また、寮生に対しては、インフルエンザの予防接種を促すための金銭援助も行って

いる。 

 

４．学生の進路に関する適切な支援の実施 

学生の進路に関する支援は次のように実施されている。 

 就職支援の基本目標は、隣人に仕える精神と社会人としてのコミュニケーション能力を

持ち、地域に貢献する人材を育成するため、学生が「キャリア」を意識しながら４年間の

学びを組みたて、充実させていく機会を提供する事である。この目標を達成するための具

体的な企画・運営に関しては主に就職委員会と事務局のキャリアサポート課が担当してい

る。 

進路選択に関わる支援については、少人数教育を活かしたパーソナルな支援、就業体験

を伴うインターンシップ、入学から卒業までの体系的なガイダンスの実施、将来への目標

実現をサポートするための資格取得・就職支援講座の４項目に力を入れてきた。このよう

な試みを、就職委員会での協議及び学生の評価（アンケート実施）を踏まえて、学生の現

状に合うように変更、あるいは新規のプログラムを加えたりしながら継続している（資料

7-34、7-35、7-36）。以下に年次ごとの取り組みを記す。 

 

≪１年次≫ 

 ５月 キャリア・ガイダンス：基礎演習（１年次必修）時にゼミ単位でキャリアサポー

ト課を訪問し、大学のサポート体制、４年間のキャリア・プランニングについて考える。 

 10月 キャリア・ガイダンス：入門演習（１年次必修）時に学年全体で行い、様々なグ

ループワークを通してコミュニケーション能力を培いつつ自己分析を行う。また、半期の

大学生活を振り返り、今後のキャリア・プランニング（１年後）について考える。 

≪２年次≫ 

 ４月 キャリア・ガイダンス：年度初めのガイダンス時に学年全体で行う。具体的に

は、サポート体制の確認、自己理解ワーク（グループワーク）、1年次後期ガイダンスの

振り返り、キャリア開発入門の紹介をする。 

 ７月 適性検査の実施 

 後期 キャリア開発入門（８コマ１単位）：適性検査を踏まえたガイダンス、自己分析

入門、卒業時になっていたい自分について考える。毎回必ずグループワークを行う。 

≪３年次≫ 

 ４月 キャリア・ガイダンス：サポート体制の確認、キャリア開発イントロダクション 

前期 キャリア開発１、後期 キャリア開発２：共通基礎科目として開講。各15コマ２単

位（自己分析、業界研究、キャリア情報収集など）１、２とも適宜外部講師を招聘。業界

研究では４コマを使ったグループワークを実施している。 

７月 保護者との就職懇談会 

11-12月 企業との就職懇談会 
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 １月 アドヴァイザーによる進路個別面談（全学生） 

 ３月 学内合同企業説明会：毎年３月上旬に新潟県内外の企業等を招いて学内合同企業

説明会を実施し、各企業等と学生とのマッチングを支援している。 

≪４年次≫ 

 ４月 キャリア・ガイダンス：キャリア・プランの実践に関する注意事項の周知、キャ

リアサポート課スタッフによる個別指導 

（資料1-3 pp.244-248） 

 

 2020年度の企業との就職懇談会は、学生の就活上の利益を考え、厳しい基準を適応して

対面で実施した。場所は例年通り新潟市内のホテルで実施したが、入場者全員の検温を

し、過去２週間以内に県外に出た人は参加できないこととした。通常は200名余りの参加

者があるが、１企業につき１名の参加として全体で企業からの参加者は50人とした。ブー

スには飛沫防止シートを設置した。ビュッフェ形式は取らずにお弁当配布でこれに替え

た。企業からはこのような方法で実施できたことに高い評価を得た。大学としても企業と

のコミュニケーションをとることができ良かった（資料7-37）。 

 

５．学生の正課外活動（部活動）を充実させるための支援の実施 

 学生の正課外活動については、学生委員会が管理、支援の責任主体であり、随時学生係

や学生団体の顧問、アドヴァイザーが受ける学生からの相談や要望、問題に対応してい

る。学生団体の顧問は専任教員が務め、提出資料等の確認を行っている(資料1-3 

pp.232-241)。保護者からなる後援会が活動の経済的支援を行い、各部の試合や演奏会の

ほか、学園祭等で発表の機会を設けている。また、「敬和学園大学学生団体取扱規程」を

作成し、大学全体で正課外活動を支援できるようにしている。この内、バドミントン部は

強化スポーツ団体であり、専門の指導者が指導に当たっている。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、学生団体の学内での課外活動につ

いては、「活動計画届」に三密防止対策等を記入し提出させて許可している。活動を許可

された学生団体には、活動前に「健康状態確認シート」を大学に毎回提出させ、当日の健

康状態の自己チェックをさせている。これにより活動許可を受けた団体は、体育系11団

体、文化系９団体、計20団体である。 

 

６．その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 学生からの要望等については、前述したとおり、主に学生係が窓口になって受付け、必

要に応じて学生委員会等で報告、協議し、対応している。 

 

 

点検・評価項目③：学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 
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評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 学生支援に関わる各委員会―学生委員会、教務委員会、学生支援センター運営委員会、

国際交流委員会、就職委員会―において学生生活の問題点について報告・協議を行うほ

か、「中・長期計画（ロードマップ）」に基づき「中長期計画（ロードマップ）成果・達

成度評価報告書」の作成を定期的に行い、具体計画において取り上げた点検項目を中心に

学生支援の成果をそれぞれの項目について検証している（資料1-9、2-5）。学生支援セン

ター業務に関しては、活動報告及び統計資料（資料7-38【実地調査資料】、7-39【実地調

査資料】）をもとに学生委員会、教務委員会、学生支援センター運営委員会、国際交流委

員会、就職委員会と当該学生のアドヴァイザーと情報共有を行い、学生支援の改善、向上

に役立てている。 

学生支援に関する「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」の点検・評

価のフィードバックを受けて、内容を確認し次年度以降の計画を立てる際の参考にしてい

る。第三者評価で指摘された、複合的な困難や課題を抱える学生の横断的な支援について

は、学生支援センター運営委員会で検討を始めたところである。 

 

（２）長所・特色 

 小規模大学、少人数教育の利点を生かしたアドヴァイザー制度、各委員会の協力など、

学生一人一人に対する行き届いた個別の対応が可能な学生支援体制によって、バランスの

とれた良心的な人間を育成するために適切な環境を整えている。 

 

（３）問題点 

 退学者対策は、退学届のフォームを改善して、修学あるいは学生生活のいずれに起因す

るのかなど、いっそう明確な退学理由の把握・分析を目指している。しかし現在のとこ

ろ、アドヴァイザーなど教職員の努力によって学業継続・卒業に至ったケースもあるが、

目標の退学率３％以内をまだ達成できていない。退学者対策については第三者評価でも厳

しい指摘を受けた点であり、アドヴァイザーの個人的な努力には限界もあり、退学率を下

げるための組織的な仕組み作りを考えなければならない。 

 卒業時アンケートにおける満足度調査で、卒業後の進路先・就職先、就職支援体制が

50％以下であった。卒業時アンケートの設問内容を見直し、就職支援を受けていた学生に

よる回答にしぼって分析し直さなければならない。2020年度卒業生からは、質問項目を改

訂して実施する。 

 学生の学生生活に関する相談に適切に対応するために、教職員に対するハラスメント

や保健衛生などに関する指導を目的とした講習会の実施には至っていない。 

 

（４）全体のまとめ 

 いくつかの改善すべき問題を抱えながらも、小規模大学、少人数教育の特色を活用し、

学生が安定した学生生活を送れるよう、複数の委員会や教職員が学生それぞれの異なるニ
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ーズに対応して細やかな支援―修学支援、生活支援、配慮を要する学生への支援、留学生

への支援―を行っている。 
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第８章 教育研究等環境 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生の学習や教員の教育研究活動に関して、環境や条件を整備するた

めの方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究等活

動に関する方針の適切な明示 

 

 本学では2020年1月に、本学の教育理念・目的、各学科の目的を踏まえて学生の学習や

教員の教育研究活動に関する方針を以下の通り定めた。 

 

教育研究活動等環境の整備に関する方針 

 学習の質を向上させ、教育・研究環境を充実するために、教育研究活動等環境の整備に

関する方針を以下の通り定める。 

１．キャンパス内の自然環境を保持し、防災、バリアフリー化を含め安全で快適な施

設・設備の計画的な維持管理に努める。 

２．ネットワーク環境、情報通信技術機器の整備に努める。 

 ３．水準が高く利用しやすい図書館を維持し、学術情報サービスを向上させる。 

４．適切な研究費の支給、研究室の配備、研究時間の確保に留意し、外部資金獲得のた

めの支援をする。 

 ５．コンプライアンスや研究倫理に関する研修会を定期的に設ける。 

 

なお、この方針はホームページ上で明示している（資料1-8【ウェブ】）。 

 

 

点検・評価項目②：教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、

かつ運動場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備している

か。 

 

評価の視点１：施設、設備等の整備及び管理 

・ネットワーク環境や情報通信技術（ICT）等機器、備品等の整備 

・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 

・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境

整備 

・学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

評価の視点２：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 

 

学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備におけるCOVID-19への対応・対策 
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校地面積は59,825㎡、校舎面積は8,487㎡、運動場用地は12,765㎡であり基準を満たし

ている（大学基礎データ 表１）。教育研究活動に必要な施設設備は、必要に応じて整備

更新している。 

ネットワーク環境については、すべての教室、ラーニング・コモンズ、図書館、オレン

ジホール（食堂）及び売店前の学生ラウンジで無線LANを利用することができ、インター

ネットを利用した授業や学生の自主学習に活用されている。2020年度前期からの遠隔授業

実施に対応するために、Wi-Fi設備を拡充、強化した。各教室にはプロジェクター又は液

晶ディスプレイが設置され、視覚教材やパソコンを利用した授業に対応している。コンピ

ュータ教室はパソコン45台設置と28台設置の２教室があり、情報処理関連科目と語学科目

で使用している（資料8-1）。 

無線LANは一人ひとりにパスワードが配布されており、部外者の接続はできない。ま

た、無線LANは事務系統のネットワークとは切り離されており、外部から学内の情報シス

テムには直接アクセスできない。学内ネットワークのセキュリティは、外部業者に委託し

て管理している。 

情報倫理に関しては、ソーシャルメディア・ポリシーを定めているものの（資料8-2

【ウェブ】）、教職員に対して研修会等は行われていない。学生に対しては、選択必修科

目の「コンピュータリテラシー」で講義を行うほか、４月の学生ガイダンスで学生部長か

らSNSのマナーについての指導を行っている。2020年度からネットワーク委員会が設置さ

れ、まずは学内のメールシステムをGmailへとクラウド化し、授業支援策としてG Suite 

for Educationを導入した。2021年２月に情報セキュリティ・ポリシーを制定し、教職員

に対する情報倫理教育については今後検討していく予定である（資料8-3）。新型コロナ

ウイルス対策としての遠隔授業にあたっては、同委員会がWi-Fi等の設備設置やZoom 

Video Communicationsとの契約等において中心的な役割を果たし、2020年４月、2021年１

月のFD/SD研修会において講師を務めた。教員を対象とした情報倫理教育の一環として、

９月の研究倫理・コンプライアンス研修会及び１月のFD研修会で一部著作権について取り

上げ、３月のFD/SD研修会で著作物の教育利用について詳しく取り上げた。 

次に、施設設備の整備とそれに付随するものについての実績と現状について述べる。 

スポーツ関連施設設備の点検整備については、2017年度にパーム館（体育館）外部改修

を行い、これは本学の建物で初めての大規模改修工事となった。外壁、屋根、屋上防水等

外部全体の改修を行ったものであり、竣工から20年以上が経過し各所で漏水が見られた現

状から、大規模改修によりクラブ活動その他における安全性を格段に向上させたと言え

る。またトレーニングルームのランニングマシンは、当初設置の２台がいずれも老朽化し

たため、2017年度と2019年度に１台ずつ新規に購入した。それ以外の機器についても毎年

点検や部品交換を行い安全性に留意している。さらに2019年度には体育館アリーナ壁面及

びトレーニングルーム内に温湿度計を設置し、学生の熱中症予防等に役立てている。 

校舎の外部改修については、漏水が確認されたニューエル館の一部及び表面剥離が顕著

であった２、３階ベランダの外壁補修を2016年度に行った。図書館閲覧室の新発田館・ニ

ューエル館ジョイント部とサッシ部シーリング工事及び直上の屋上防水改修工事を2018年

度に行った。 

 また建物鉄部が劣化して錆の見られた部室棟やオレンジホール（食堂棟）の屋根、及び
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体育館からオレンジホール外部渡り廊下鉄骨部の塗装替えを2017年度に行った。衛生面で

は、オレンジホール食堂厨房の塗床補修工事を2016年度に行った。また2017年度にはアン

カービスの緩みによるぐらつきが見られた栄光館、新発田館一部笠木の補修、新発田館図

書館脇鉄扉が老朽化による錆や劣化が見られたためアルミ製で軽く開閉しやすいものに改

修した。さらに栄光館３、４階サッシが劣化により構造上脱落落下の恐れがあったため安

全性を考慮して引き違い構造のものに改修した。 

 このように施設設備補修については担当係による日常点検や、建築基準法第12条検査を

有効に活用し、その有効性や適切性を判断し、さらに予算や優先度を判断したうえで実行

している。なお、今後発生することが見込まれる主な大規模改修工事については施設設備

大規模改修等事業費概算（資料8-4）のとおり把握しており、計画的な実施に努めてい

く。 

危機管理面では、消防署への正確迅速な通報機能を確保するため、部品劣化が見られた

事務室自動火災報知設備を2016年度に更新し、2018年度にはキャンパスへ電気を供給して

いる受電キュービクル変圧器や高圧コンデンサ等を予防保全のため更新した。 

安全衛生管理の面では、校舎の清掃業務は外部委託により毎日行っている。また、衛生

管理者が毎月１回職場巡視を行い、施設係の校舎点検と合わせて安全衛生委員会に報告

し、職場環境と校舎の安全衛生確保に努めている。 

防災については地震発生を想定した避難訓練を2017年度、2018年度、2019年度と行っ

た。2020年度は９月に職員対象に火災発生を想定した避難訓練を行い、消火器の使い方等

の講習を専門業者より受けたほか、10月に地震を想定した避難訓練を実施している。2019

年度からは車椅子使用の学生を階段から降ろすための装置キャリダンを使った訓練も行っ

ている。１年次生の授業が多い水曜日の第２限から昼休み時間を利用しているのが実情で

あるが、より多くの学生が参加できる枠組みに変えられるかが今後の検討課題である。ま

た、2019年度に『学生のための防災ハンドブック』を発行した（資料8-5）。 

バリアフリーについては、車椅子用のスロープ、エレベーター、多目的トイレ、身障者

用駐車場の設置、図書館の自動扉化の改修は終えているが、扉の重量や構造の問題はいま

だ残存している。扉の軽量化については外部に対する強度や防火区画との関係で実現して

おらず、引き違い扉への改修もサイズの関係で不可能な箇所が多い。渡り廊下の扉は車椅

子利用者の通行のため年間を通じて開放しているのが現状である。 

正面玄関やオレンジホール（食堂）鉄扉も重量があり車椅子利用者のみならずその他学

生にとっても開閉しづらいため、補助金等を有効に活用しての改修を今後も検討しなけれ

ばならない。 

学生の自主的な学習を促進するための環境整備としては、2017年度のラーニング・コモ

ンズ設置がある。これはオレンジホール・アネックス（学生活動及び昼食場所として使

用）に機能的なテーブル・チェアー、テレビモニター等を設置し、アクティブ・ラーニン

グに対応可能な教場として整備したものである。また、図書館にはパソコンを20台設置し

ている。 

その他、2018年度に照明使用時間が年間を通じて最も多いと思われる事務室照明をLED

化し、またモーター劣化による異音が発生していたS31大教室の冷暖房ファンコイルユニ

ットを全数更新したことで静粛性が向上した。 
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 構内環境の整備については総務課施設係が担当している。主な内容は除草、樹木の剪定

や薬剤散布であり、年間を通じて適切な時期にシルバー人材センター等の協力を得ながら

環境美化及び安全衛生面に努めている。 

 最後に、新型コロナウイルス感染拡大への対策としては、１日２回の外部業者による校

舎内の除菌、拭き上げ清掃の実施、学食や図書館等でのアクリル板の設置や事務室内の飛

沫防止シートの設置、学内各所での消毒薬の設置、AIサーマルカメラの設置、密を避ける

ための椅子の間引きと注意書きの設置、マスク着用、手指消毒の呼び掛けの掲示を行って

いる。第２章内部質保証の項でも記載したが、「新型コロナウイルス感染対策会議」にお

いて、感染拡大に応じたフェーズを決め、教職員、学生の行動指針を周知し、その中で学

外者への対応や入構許可時の条件等も定めた。この行動指針を分かりやすく改訂し、11月

25日付で「敬和学園大学の新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針」として学

生向けと教職員向けに周知した（資料8-6【ウェブ】）。このほか、寮生等から感染者が

出た場合に備え、大学として近隣のアパートの１室を借り上げ、備えている。このように

して、学生の学習及び教員の教育活動が円滑に継続できるように、安心安全を保障する対

応・対策をとっている。 

 

 

点検・評価項目③：図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。ま

た、それらは適切に機能しているか。 

 

評価の視点１：図書資料の整備と図書利用環境の整備 

・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネット

ワークの整備 

・学術情報へのアクセスに関する対応 

・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整      

 備 

評価の視点２：図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者

の配置 

  

本学図書館の所蔵図書数は、2021年１月末現在102,380冊（和書79,948冊・洋書22,432

冊）である。雑誌は211種（和雑誌138種・洋雑誌73種）である。電子情報としては電子ジ

ャーナル272種、電子ブック212冊、朝日新聞、日経新聞、新潟日報の新聞記事検索データ

ベースを購読している。 

 国立情報学研究所の提供するNACSIS CAT/ILLを活用し、オンライン共同分担目録の作成

や他図書館との相互貸借を行っている。また私立大学図書館協会、新潟県大学図書館協議

会に加盟し、情報交換を行っている。 

 海外の学術情報についてはEBSCOhostの“Academic Search Premier”や“CNKI”などの

データベースを契約しており、国内では国立国会図書館デジタルコレクションの図書館向

けデジタル化資料送信サービスの参加館となり、学術情報を多様に収集できるよう適切に
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整備し、定期的にEBSCOhostの講習会の案内を周知している（資料8-7【ウェブ】）。 

 図書館の面積は978㎡で、閉架書庫、コピー室、事務室、職員休憩室、会議室も兼ねる

荷解き室を備えている。総座席数は126で学生定員の17％で十分に座席数が確保されてい

る。そのうちパソコンルーム20席、視聴覚コーナー12席が用意されている。開館時間は平

日9:00～19:00となっている。土曜日は授業がある日の9:00～12:30に開館している（資料

8-8）。 

 職員は２人体制で、司書資格を有する専任職員と契約職員が配置されており、新入生ガ

イダンスや新聞記事検索講習なども行い、学生へ図書館、学術情報サービスの提供を行う

体制を整えている。また学生と新発田市立図書館と共同でビブリオバトル(本の書評合戦)

を開催するなど、図書館や本に関心のある学生、学外利用者への読書啓発を行っている

（資料8-9）。 

 学生のニーズや授業内容に沿った選書に加え、毎年選書ツアーを行い学生が選書できる

機会を設けている。レポートや課題作成の参考文献として図書をもっと活用してもらえる

よう2017年度から１～３年生の貸出冊数も10冊まで増やしたことで、１人当たりの貸出冊

数は2019年度では7.1冊まで上昇し、図書館利用への効果を上げている（資料8-10）。 

 2020年度の新型コロナウイルス感染症への対応・対策としては、前期は遠隔授業が行わ

れていたため、図書の郵送サービスを提供し、学生の学習に支障が出ないよう便宜を図っ

た。また遠隔授業を図書館でも受講できるように、そのための座席を一般利用の学生が使

用する座席と区分けした。例年前期に基礎演習単位で図書館の使い方の講習を実施してい

たが、2020年度は動画を作成して基礎演習単位で視聴することとし、図書館ガイダンスを

実施した。 

  

 

点検・評価項目④：教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の

促進を図っているか。 

 

評価の視点１：研究活動を促進させるための条件の整備 

・大学としての研究に対する基本的な考えの明示 

・研究費の適切な支給 

・外部資金獲得のための支援 

・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

・ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）

等の教育研究活動を支援する体制 

 

本学の教育の理念であるリベラルアーツ教育を支えるのは、学則第１条で「真理の探

究」を目的に据えているとおり、教員の独創的、かつ高レベルの専門分野の研究である。

そのために、学内の個人研究費の支給（資料8-11）、学術図書出版に関する助成（資料8-

12）、『敬和学園大学研究紀要』（資料8-13【ウェブ】）の刊行をはじめ、人文社会科学

研究所のもとで、共同研究に対する研究費補助による多様な研究活動の支援（資料8-14、

8-15）、『人文社会科学研究所年報』の刊行（資料8-16【ウェブ】）等、教員の研究活動
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の活性化と研究成果の発表を促進している（資料3-1）。個人研究費は財政状況により削

減されることはあるが、適切に支給されている。 

外部資金獲得の支援としては、科学研究費等の外部資金の申請に関する説明会を開催す

るほか、採択者による申請書の書き方等の助言の機会を設けたり、採択者に対しては監査

を実施したりしている（資料8-17【ウェブ】、8-18）。しかし、科学研究費の申請・採択

件数が、2016年度申請８・採択２、2017年度申請６・採択２、2018年度申請４、採択２、

2019年度申請4、採択１、2020年度申請５、採択２、2021年度申請３と減少を続けている

ように、申請者数が低下傾向にある。研究と教育は不可分であり、相乗効果を期待するこ

とができるため、教員の研究への熱意を喚起する必要がある。このほかの外部競争的資金

に関する情報を随時、人文社会科学研究所から提供している。2020年８月のFD/SD研修会

では、外部資金獲得をテーマの一つに取り上げた。 

専任教員には各自に研究室を確保し、週１日の研究日を保障している。本学に７年以上

在職している教員に対して、半年のサバティカルを申請する権利を提供し、研究に専念で

きる期間を保障している（資料8-19、8-20）。 

 

 

点検・評価項目⑤：研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応している

か。 

 

評価の視点１：研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

・規程の整備 

・教員及び学生における研究倫理確立のための機会等の提供（コンプラ

イアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施等） 

・研究倫理に関する学内審査機関の整備 

 

 本学は、研究における倫理を遵守するために、「敬和学園大学研究者等の行動規範」

（資料8-21【ウェブ】）を「敬和学園大学研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防

止に関する規程」（資料8-22【ウェブ】）に基づき、研究における倫理に対する意識の一

層の喚起に努め、2015年度から年１回、全教員を対象にした研究倫理研修会をコンプライ

アンス研修会と合わせて毎年開催している。学生に対しては『基礎演習・演習ハンドブッ

ク』で研究倫理について紹介し、授業や卒論指導の際に教員が実践的な指導をしている。

また、学長、学長補佐、人文社会科学研究所長、宗教部長、各学科長等で構成する研究倫

理審査委員会を設置し（資料8-23）、教職員、学生の研究活動において倫理遵守上、留意

すべき点が生じた場合に対処しているが、現在まで研究倫理上の問題は発生していない。 

 

 

点検・評価項目⑥：教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行ってい

るか。 
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評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

  

教育研究等環境の適切性については、「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度報告

書」の図書館及び研究支援及び管理運営（施設設備・点検評価）の項目で、毎年度末に点

検・評価を行っている（資料2-5）。具体的な活動状況については年間を通じて、図書館

長兼人文社会科学研究所長を委員長とする図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会

において、図書館の利用上の諸問題や研究所の活動上の諸問題の点検、対処を行ってい

る。その結果として2019年度は、減少傾向にあった『敬和学園大学研究紀要』『人文社会

科学研究所年報』への投稿者の減少に歯止めをかけることができた。また、学生の図書館

への関心を高めることができ、一人当たりの年間貸出冊数が増えた（資料8-10）。 

 設備の点検・評価は定期的に行い、緊急性の高い問題から改善している。ロードマップ

に盛り込まれていない具体的な点検については、建築基準法第12条検査に基づく３年に一

度の実地検査結果を受け、補修・改善している。   

 これまで述べてきたとおり、研究支援及び教育研究等環境整備については、定期的に点

検・評価を行い、必要な改善を実施している。 

 

（２）長所・特色 

 図書館内にパソコンルームがあることで、電子資料やデータベースの利用がスムーズに

行える。 

研究面では、教員にサバティカル申請の権利を保障し、まとまった研究ができる機会を

確保している。人文社会科学研究所においては、学内外の研究者、さらに海外の研究者と

の共同研究や、地域に根差した共同研究が進み、国際教育、地域教育の両面に成果をあげ

ている。 

安全衛生委員会が中心となり、毎年学生を含めて地震や火災発生を想定した避難訓練を

実施し、『学生のための防災ハンドブック』を発行するなど、キャンパスの安全に配慮し

ている。 

 新型コロナウイルス対策に関しても、新型コロナウイルス感染対策会議が中心となっ

て、対面授業実施における感染防止対策を徹底するとともに、施設面での衛生対策をさま

ざまにとることで、学生と教職員が感染することをできるだけ防ごうとしている。 

 

（３）問題点 

 図書館においては、所蔵図書が2016年度から６千冊以上増加したが、所蔵スペースは増

えていないためかなり手狭になっており、書架の新たな設置などの改善が必要である。

2019年度までは新潟県共同リポジトリ、2019年度以降JAIRO Cloudで『敬和学園大学研究

紀要』『人文社会科学研究所年報』を公表しているが、昨今のオープンサイエンスの推進

からこれら以外の教員の研究成果をさらにリポジトリで公表していくことを検討する必要

があるだろう。 

研究面では、科学研究費の申請件数が、減少傾向にあることが問題として挙げられる。

研究と教育は不可分であるため、教員の研究への熱意を喚起する必要がある。 
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点検・評価項目②で記載した施設設備のバリアフリー化の不備がある。記載のとおり建

物の当初設計に関わることであるため改修可能・不可能な場所が存在する。車椅子通行が

望まれる導線において、段差解消ブロック設置により簡易に対応できる箇所についてはそ

の都度取り組んでいる。その他の箇所については要支援学生の今後の受け入れ方針等に基

づき、その必要性や予算を考慮しながら検討しなければならない。 

 「卒業時アンケート」では大学の施設設備への満足度が低い傾向にある。施設の改善は

短期的にできないことも多いが、今後学生側の視点を取り込んで中長期的な改善を検討し

なければならない。 

 

（４）全体のまとめ 

現状説明に記載したとおり、学生にとって安全であり、教育研究に必要な支援や環境を

提供するために、随時点検・評価に基づいた補修、改善を行っている。全体として有効性

や適切性に鑑みた設備改修・整備が行われてきていると言える。ただ問題点にも記載した

とおりバリアフリー化の取り組みは不十分と言わざるを得ない。また建物の大規模改修や

空調等の設備更新は不可避なものであり、学生の教育環境整備全体とのバランスを考慮の

うえ計画的に実行していく。 

 研究活動の促進については、学術情報の提供、共同研究の資金的援助や外部競争的資金

に関する情報提供と申請支援等を図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会が中心と

なって行っている。研究の充実は個々の教員の教育の充実だけでなく本学全体の教育の改

善につながるため、ハード面、ソフト面での環境整備を行っている。 
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第９章 社会連携・社会貢献 

 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢

献に関する方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた社会貢献・社

会連携に関する方針の適切な明示 

  

本学の教育理念・目的に則り定めた「敬和学園大学方針」のなかに「社会連携・社会貢

献に関する方針」は以下のように明示されている（資料1-8【ウェブ】）。 

 

 グローバル化する社会にあって、地域に開かれた大学としての責務を果たすために、社

会連携・社会貢献に関する方針を以下の通り定める。 

 １. 知の拠点として、地域社会の他の高等教育機関、地方自治体、企業・団体・組織と

連携を深め、地域社会に貢献する。 

 ２. 大学に蓄積された知見と最新の研究成果を学外に還元することで、地域住民の教養

の涵養及び生涯学習に寄与する。 

 ３. 本学の施設と国際交流を含めた教育資源を活用して、地域社会に貢献する。 

 ４. 専門的な学識を通して、地方自治体などの課題解決に貢献する。 

 

 

点検・評価項目②：社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関

する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に

還元しているか。 

 

評価の視点１：学外組織との適切な連携体制 

評価の視点２：社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進 

評価の視点３：地域交流、国際交流事業への参加 

 

 本学は教育理念・目的に基づき、「キリスト教」、「国際理解」、「地域貢献」を教育

の三本の柱に据えており、社会連携・社会貢献に力を入れている。ヴィジョンには、「隣

人に仕えるための地域社会への貢献として持続可能な社会の担い手を育成する」ことを掲

げている。社会貢献活動を円滑にし、かつ学生の活動範囲や可能性を広げるために、地方

自治体や県内他大学と連携協定を結び、また民間団体等とも連携しながら活動してきた。 

 2008年に新潟市と「新潟市・新潟都市圏大学連合 包括連携協定」を締結し、ゼミ単位

で政策提案プログラム事業や男女共同参画化の事業に参加している（資料9-1【ウェ

ブ】）。2013年にCOC+事業としてオレンジ会(内容については後述)、新発田市、聖籠町の

三者との協定を締結した（資料9-2）。2014年に粟島浦村と包括連携協定を結び、教育、

福祉、文化、まちづくりに貢献しつつ、村民との交流を深めてきた（資料9-3）。また、
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2015年には新発田市と包括連携協定を結び、活力のある個性豊かな地域社会の発展、人材

育成、地方創生に寄与し、商店街を中心として、さまざまなアクティブ・ラーニングを展

開している（資料9-4）。 

県レベルでは他の高等教育機関との連携体制をとっている。第一に、本学は「高等教育

コンソーシアムにいがた」に所属し、他の27高等教育機関と連携して活動している。

2016-17年度は副会長、2018-19年度は監事を務めた。2016年度は教育地域連携部会担当校

として、2018年度は産学連携部会担当校として、地域社会に貢献した（資料9-5【ウェ

ブ】）。第二に、本学は、2015年度から2019年度までの５年間事業として採択された新潟

大学を中心にした７大学、新潟県・新潟市、亀田製菓・コロナ・第四銀行・新潟日報社・

ブルボン他と連携したCOC+事業「『まち・ひと・しごと』創生を循環させるNIIGATA人材

の育成」の参加校となった。本学は新潟県の潜在的魅力発掘、ブランド化の提案、国内外

への情報発信を目的とした地域活性化・産業振興部門で、映像コンテンツ事業、写真コン

テンツ事業、情報メディアプログラム推進事業を担当した（資料9-6～8、9-9【ウェ

ブ】）。 

本学の連携・支援団体としてもっとも重要な位置を占めるのが地元市町の長や会社役員

らで構成される「オレンジ会」である。本学はアメリカ・アイオワ州オレンジ市にあるノ

ースウェスタン大学と開学時より教育学術交流協定を結んでおり、新発田市・聖籠町の市

長・町長、市議会議長・町議会議長、商工会関係者らをオレンジ市の他、アメリカやイギ

リスの大学町に案内した結果、オレンジ市訪問者の中から1993年に「オレンジ会」が結成

された。1995年には新発田市とオレンジ市は姉妹都市協定を結び、以来数年おきに相互に

訪問団を派遣してきた。現在では大学の教職員も「オレンジ会」の会員に加わり、毎年の

総会と役員会で意見交換を行い、後述するとおり大学は数々の支援を受けている（資料9-

10）。 

他方で、本学の教職員は、新発田市と聖籠町、新潟県の審議会や各種委員会に学識経験

者として多数の者が委嘱され、自治体に貢献している（資料9-11）。2019年度に本学教員

が従事した地域審議会等委員の数は延べ91人に上る（資料2-25【ウェブ】）。職員を加え

ればその数は100人になる。 

本学はこれら学外組織と連携体制を敷き活動をしているが、社会連携・社会貢献に関す

る取り組みを実施する本学の担当部署には、その仕事の内容ごとに、図書館・人文社会科

学研究所・紀要編集委員会（資料3-1、9-12、9-13）、ボランティア委員会（資料9-

14）、アクティブ・ラーニング実行委員会、地域連携センター委員会がある。各委員会が

その特色を生かして、社会連携・貢献活動に務め、教育研究活動を推進している。ここで

は、そのうちのいくつかについて述べるにとどめる。 

 まず初めに、人文社会科学研究所では、地域密着型の研究を促進してきており、2016年

度は共同研究「社会福祉実践におけるソーシャル・インクルージョン・アートの構築に向

けた研究―新潟県の福祉現場におけるアール・ブリュットの実践と実態調査を通して―」

への研究補助を行った（資料9-15【ウェブ】）。大学における地域活動の一環として、

2019年度は新発田市が共催する「サマーフェスティバル」に本学も参加し、教職員・学生

が活動を行った。その取り組みを本学の『人文社会科学研究所年報』第18号に、特集記事

を組み掲載した。今後も本学の地域貢献を同年報に取り上げ紹介したい（資料9-16【ウェ
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ブ】）。 

 さらに図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会では、企画広報委員会と連携し

て、新発田市との共催によるオープンカレッジを毎年開催し、本学の特色を活かした教

育・研究活動の成果を地元の市民に還元することを目指している。2020年度は秋季に２

回、オープンカレッジを開催した。講師はどちらも本学の専任教員が担当した（資料9-17

【ウェブ】）。時代や社会のニーズを踏まえてテーマを設定しており、2017年度は宗教改

革500年を記念して、「ルター巡礼」、「宗教改革の精神」と題した本学教員による講演

会を２回実施し、３回目は、「学校法人創立50周年・宗教改革500周年記念講演＆オルガ

ンコンサート」と題し、敬和学園高校で外部講師による講演とパイプオルガン演奏会を開

催した。本学のキリスト教教育の理念を市民に伝える機会となった（資料9-18）。 

 このようなオープンカレッジや教員による社会貢献活動のほか、本学学生によるアクテ

ィブ・ラーニングによる社会貢献や地域交流が積極的に行われている。それらは多岐にわ

たるが、アクティブ・ラーニング演習として位置づけられ、教室と学外での学びの内化―

外化―内化の循環によってより深い学びを目指した社会連携・社会貢献活動と言える。こ

こではアクティブ・ラーニング演習の中から数年にわたって継続している３つの活動を紹

介する。 

 

【アクティブ・ラーニング演習】 

１．粟島浦村地域活性化プロジェクト（ソーシャルビジネス演習） 

活動年数：2016～2020年度 

 粟島浦村と包括連携協定を結んで以来、教育、福祉、文化、まちづくりに貢献しつつ、

村民との交流を深め、粟島の魅力や課題等を学んできた。そのような活動の一環として、

粟島浦村における少子高齢化及び地域産業衰退における離島地域再生（地域産業再生によ

る活性化）活動を行っている。 

2016年度より年８回程度粟島浦村訪問を実施し、敬和学園大学の学生たちが主体で営業

を行っている「まちカフェ・りんく」における「粟島フェア」の開催を年４回企画してき

た。粟島浦村の山地に自生している山菜「アマドコロ」の商品化に向け、アマドコロの採

取や加工を試みた。アマドコロのお茶やアマドコロのアイスクリームの商品開発をし、３

年かけて学びを形にすることができた（資料9-19【ウェブ】）。商品開発された品名であ

る「あまどころミルクアイス」は2019年秋から大学の売店で通常販売を行っており、今後

は一般販売に向けて活動を展開していく予定である。また、粟島フェアにおいては、学生

たちが年に数回粟島を訪れ、粟島の海産物を加工している粟島住民から粟島の郷土料理の

作り方を教わり、新発田市において学生たちのみで「粟島フェア」を開催、粟島のランチ

と粟島の海産物の販売を行った。特に、売り上げの３割（販売手数料）は新発田市の「フ

―ドバンクしばた」に寄付（これまで２回寄付実績あり）し、新発田地域の生活困窮者や

子ども食堂の活動に貢献してきた。また、2020年８月には２回に分けて、フ―ドバンクし

ばたから支援を受けている母子家庭向けに親子粟島１泊２日の旅行プラン（あわしま牧場

での乗馬体験やサザエ取り体験など）を企画・実施し、マスコミにも報道されるなど生活

困窮者の最低限度の生活保障のみではなく、生きがいや自己実現までを含めた支援のあり

方の必要性について社会にアピールすることができた。この活動には、JRA（日本中央競



 

77 

 

馬会）からの助成金をあてることができ、参加者の負担はゼロに近い費用負担で賄うこと

ができた。 

これまでの活動では、単なる粟島の商品開発のみではなく、学生たちが粟島を訪れる度

に粟島の「しおかぜ留学」の子どもたちと夕食会やゲームを行い、離島に留学している子

どもたち（何らかの問題を抱えている子どもたちが多く島に来ている）と積極的に交流を

行った。この活動には現地の地域住民も大勢関わっている。 

 

２．「地域でのメディア実践を通した『発信力』強化に関する活動」（情報メディア学演

習） 

 活動年数：2016～2020年度 

 メディア環境の変化とそれに必要なリテラシーの向上が大きな目標だが、その具体的な

目標、地域情報の発信を通じた「発信力」の向上をねらっている。 

活動は多様だが、現在の主要な活動は以下のとおりである。 

①YouTube Liveを利用した日常的な番組配信 

毎週水曜日に学内で行っている「Keiwa Lunch」は、2010年にスタートしたYouTube 

Liveを利用したインターネット生配信番組である。実際の機材の準備から番組配信だけ

でなく、事前事後には、番組の企画、ゲストへの出演依頼、台本作成、ソーシャルメデ

ィアでの番組の告知まで、幅広く学生が実践している。このほか過去には、新潟日報社

からニュース解説番組の配信（隔週）、企業などでの出張配信などを幅広く行ってき

た。2016年度からアクティブ・ラーニング演習として単位化されたが、この活動は2010

年より続いている息の長い活動である（資料9-20【ウェブ】）。 

②地域を題材とする映像制作 

集中講義「現代メディア論」で基礎を学んだ後に、地域をテーマとする映像制作を行

っている。自分でテーマを設定して取材するもののほかに、新潟県と協力した「新潟県

の名水」の広報映像の制作など、外部からの依頼を受けて、制作しているものもある。 

 

３．「生き物、人間と共存する為の社会環境制度の整備について」（環境経済学演習） 

活動年数：2016～2020年度 

 2016年度から行っている生きものと地域環境整備という環境経済学に関するアクティ

ブ・ラーニングである。キーワードとしては、「佐渡島の朱鷺」（４年間）、「山古志村

の錦鯉」（３年間）、「村上の鮭」（2019年～）と、各地域を代表する生き物を例に挙げ

て、事前学習及び現地学習を展開している。 

①佐渡島の朱鷺 

「朱鷺」をキーワードとして、朱鷺の絶滅状態から人工養殖の失敗と成功、また、現

在の定期自然放鳥までの歴史、プロセスと社会環境制度化の整備について半年間を通し

て教室にて調べて学習する。その後、ゼミグループ単位で佐渡汽船、島内バスに乗り佐

渡島朱鷺保護センターにて合宿し、現地でのゼミアクティブ・ラーニングを実施する。

「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」を作っている田んぼに入り、朱鷺の餌場となるビオト

ープ作りのボランティア活動も行った（資料9-21【ウェブ】）。 

2019年６月には半年間をかけて開発した企画「中国・青島小学生夏キャンプ隊―朱鷺
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がいる大自然への体験―（参加者一行12人。計10日間）」を無事に終了させた。８月に

は４年次ゼミ（計９人）の現地研修も行い、エコツーリズムに関する研究及び学習を充

実させた。 

②山古志村の錦鯉 

「錦鯉」をキーワードとして、山古志村の人々が、独特な自然環境と地域文化を受け

継いで形成された地域農法、社会組織を如何に守ってきたか、中越地震及び中越沖地震

により崩壊した環境を如何に地域力・組織力で復興させたかについて、教室で学習し

た。その上で山古志村に入り、中山手掘り隧道、伝統的な農法で展開してきた棚田と棚

池を見学し、現在の養鯉業振興ぶりをリアルに学習した。 

③村上の鮭 

2019年は「鮭」をキーワードとして、鮭の母川とする三面川の水質を改善するために

地元住民、漁師がいかに努力しているかを教室にて学習している。地球温暖化の加速及

び川の水質の変化で、産卵の為に遡上する鮭の量が年々減ってきている。原因を調べる

ために11月に現地調査を行い、アクティブ・ラーニングと教室での学びの循環を図って

いる。 

 

 このほか、新潟市内のイスラーム教モスクでの活動によるイスラームから学ぶ異文化理

解を目指したアクティブ・ラーニング実践報告や、新潟県佐渡における環境問題と観光振

興、新発田地域の地域観光情報とダークツーリズムに関する研究が行われており、今後よ

り強固な研究基盤を伴ったアクティブ・ラーニングへと成長していくことが期待できる

（資料9-22【ウェブ】 pp.17-33,35-52,97-108）。アクティブ・ラーニング演習に対して

は「学長裁量費」による活動補助費があり、申請することができるようになっている。 

 

【その他のアクティブ・ラーニング活動】 

 アクティブ・ラーニング演習以外にも様々な活動を行っている。図書館では学生を募

り、「敬和図書愛好会ライブリオ」を結成し、2016年度から毎年、新発田市中央図書館

「イクネスしばた」において、「新発田市立図書館利用者友の会」と共同でビブリオバト

ルを開催している。イベント後の交流会や、ビブリオバトルで読んでみたいと思う聞き手

が最も多かったチャンプ本の図書館展示などの提案を行い、新発田市内に地域の人と人を

つなぐ場を創出している点が評価され、学生たちは「ビブリオバトル普及委員会」から

「Bibliobattle of the Year 2018 特別賞」を授与されている（資料9-23）。 

 

【地域学入門・地域学】 

 「オレンジ会」による協力によって推進している事業もある。「オレンジ会」は本学の

外国人留学生の経済的援助や、海外留学する日本人学生への援助をするだけでなく、地域

連携センター委員会の企画運営のもと、教学レベルで本学の教育活動を支援している。１

年次後期の必修科目「地域学入門」、２年次以降の選択科目「地域学１,２」、「酒育セ

ミナー」（前期・後期開講の集中講義）の講師を「オレンジ会」の会員に引受けてもらっ

ている。「地域学入門」では、新発田市長、聖籠町長、粟島浦村長ほかに登壇してもら

い、それぞれの地域の歴史・文化・産業の魅力を紹介してもらう（資料9-24）。地域連携
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センター委員会は、学生たちに授業で学んだ地域の特色や魅力をより良く知ってもらうた

めに、「写真の街シバタ」実行委員会の協力のもとフォトウォークを企画している。学生

は、写真撮影の技術を学び、街中に繰り出して、講義の中で学んだ地域の魅力的な風景を

写真に収め、後日、自ら撮影した写真を使って発表を行う。2019年度は「フォトウォーク

発表会」後の2020年１月下旬に５日間、新発田市庁舎のホワイエを会場に新発田市民に学

生の写真を見てもらう写真展を開催した（資料9-25【ウェブ】、9-26【実地調査資

料】）。写真展は今後も継続していきたい。 

「地域学」では、地元企業の方（「オレンジ会」会員）からの講義、企業見学、討論会

の３部構成で、前期・後期を通して６つの企業を知る（資料9-27）。2019年度から「地域

学」のスピンアウト事業として、新発田市、新発田商工会議所等が共催するサマーフェス

ティバル（７月下旬開催）に授業履修者が参加することになった。結果として、当該授業

履修者だけでなく、ほかのゼミや有志グループなど16グループが自主的に参加した。参加

学生は、2019年度に作製された学生のデザインによるオリジナル法被を全員が着用した

（資料9-28【ウェブ】）。本学学生の大きな貢献が評価され、「地域学」担当教員だけで

なく、学生も準備委員会に加わるよう実行委員会から要請されている。 

「酒育セミナー」は、オレンジ会会長の菊水酒造株式会社社長が地元の酒造りと日本酒

文化を学ぶ集中講義を準備してくれている。学生は酒米の田植えから稲刈り、講義と酒蔵

実習を経て、自分たちの酒を造るまでを体験する（資料9-29）。このように、座学と実際

的な活動（アクティブ・ラーニング）とがうまく循環し、学生は地域の人々と協働しなが

ら、創意工夫や協調性、責任感、リーダーシップなどの社会人基礎力を身につけている。 

2020年度は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、「酒育セミナー」（酒造会社と

協議）及び「サマーフェスティバル」（新発田市が中止を決定）は中止となった。また、

後期開講の「地域学入門」については、「フォトウォーク」の実施が見送られ、それに相

当する時間数を地元から講師を迎えて講義で代替し、講義はすべて遠隔授業で実施され

た。 

 

【ボランティア】 

 開学当初より「ボランティアする大学」を謳ってきた本学では、ボランティアも重要な

社会貢献として位置づけている。本学のボランティア教育は、ミッション・ステートメン

トに基づいて実践されている。なかでも１年次必修科目の「ボランティア論」（２単位）

と、開学以来全学必修の「ゼミ・ボランティア体験」は、理論と実践を結びつけるプログ

ラムとなっている。「ゼミ・ボランティア体験」は２年次の専門演習単位で行うことと

し、①学外で行うこと、②他者と関わり、それが何らかのニーズに基づくものであるこ

と、③実働時間は３時間以上であること以外は、いつ、どこで、どのように行うか学生自

らが決めている。その活動先は2016年度から2019年度の４年間で50カ所以上に及ぶ（資料

9-30【ウェブ】pp.40-41、9-31）。学生の興味関心に合わせて活動内容や訪問先等を拡充

することで、持続的なボランティア活動となっている。2020年度は感染症拡大で多くの活

動が自粛を求められる中、「ゼミ・ボランティア体験」は、人との接触の少ないボランテ

ィア活動を展開している。とりわけ、新発田市の廃校となった小学校の清掃ボランティア

（３校）を新発田市と連携して行い、市からも評価をいただいている。このようにコロナ
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禍にあってもできるボランティア活動を継続できるように工夫している。 

一般のボランティアだけでなく災害ボランティアへの意識が高まったのは、新潟・福島

豪雨、新潟県中越地震など近隣地域で災害が多発した2004年以降である。学生は、東日本

大震災の復興支援や新発田市に避難してきた人々への支援に県内外へ出かけ、被災地及び

被災者支援に取り組んだ。以降、熊本の地震、広島の災害支援にも学生たちは出かけてい

る。こうした遠方へ出かけるボランティア学生への交通費補助など活動支援金の捻出のた

めに、ボランティアセンターは学生と協力し助成金申請を行い、国際ソロプチミスト新潟

のシグマ学生基金、大和証券福祉財団をはじめとして、さまざまな助成金の獲得に努めて

いる（資料9-30【ウェブ】 p.11、9-31）。 

東日本大震災の復興支援を機に2011年に設立された学生グループ「Keiwa HOPE」は、国

内外さまざまな地域で発生する災害の現地活動や、近隣市町村で行われるイベント出店に

よる義援金募集、社会課題と向き合うイベントの企画運営を行ってきた。また、2015年度

より学生ボランティアコーディネーター「学生HOPE」を委嘱し、メンバーはボランティア

相談窓口の運営をはじめ、各種イベント企画運営の核となり活躍している（資料9-30【ウ

ェブ】 p.9, pp.72-77）。2018年度には被災地の活動報告にとどまらず、さまざまな調

査を踏まえて、大学における災害対策について提言を行っている（資料9-30【ウェブ】

p.101）。 

 「ふれあいバラエティ」は、「共生ボランティアネットワーク」という学生団体が中心

となり、ボランティア委員会の支援を受けて、地域の福祉施設利用者を大学に招いて交流

を図る企画であり、毎年楽しみにしているとの声を施設の方々から頂いている。2019年度

は50人の学生スタッフが企画運営を行い、５つの施設から50人を招いて実施した。学生は

夏休みから約３か月間をかけて準備し、高齢者にやさしく楽しいプログラムを企画し、当

日の業務分担を決めるなど、一つのプロジェクトを自分たちの手で作り上げることで成長

している（資料9-32【ウェブ】p.9）。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止した。 

また、特定非営利活動法人「にいがた災害ボランティアネットワーク」と連携して、

2018年度と2019年度は「ボランティア論・学習セミナー」を授業として実施した。そのほ

か、災害時の現地活動先の紹介、助成金申請についての助言・指導の協力を得ている。 

 

【学生寮の地域貢献活動】 

 2016年に開設された学生寮は、寮生に地域貢献活動への参加を促すことも行動計画に挙

げている（資料1-9）。当初予定していたような積極的な地域交流はまだできていない

が、2019年には新発田市サマーフェスティバルに参加したり、新発田市人権フェスティバ

ルの実行委員を務めたりした（資料9-33）。学生寮では、毎週土曜日に外国籍の親をもつ

小学生や中学生を対象とした「Jスクール」を開校し、社会人ボランティアと一緒に学生

も学習支援を行っている。 

 

【国際交流活動】 

 国際交流では、長期留学の推進、JCLP（日本文化を理解する目的のアメリカからの短期

留学生受け入れ事業）、ACLP（本学の学生がアメリカの提携大学へ留学する制度）、国際
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交流ファシリテーター（小・中・高校へ出かけ国際政治・文化について分かりやすく授業

をする学生派遣事業）など国際交流委員会管轄の国際交流事業を行っている。リーマンシ

ョック以来落ち込んでいた海外留学ではあるが、海外留学に出る学生が増加傾向にあり、

ノースウェスタン大学との連携強化により、2019年度には約20年ぶりに学生６名のノース

ウェスタン大学への短期留学が実現した（資料9-34）。2020年度は新型コロナウイルス感

染症によるパンデミックのため、海外留学はすべて中止した。他方で、感染症対策として

のオンライン授業の幅が広がり、デンマークのフォルケ・ホイスコーレとの学術交流協定

を締結することができた。 

 

【課題とまとめ】 

 このほか本学の社会連携・社会貢献活動は数多く存在する。長年続けてきたが見直しの

必要な活動もある。例えば、学生によるカフェの運営「まちカフェ」は「まちラボ」「ま

ちスタ」という活動への切り替えを検討している。2008年度から新潟県新発田地域振興局

や新発田市、聖籠町の共催を得て開催してきた文学コンクール「阿賀北ロマン賞」は、12

年間継続したところでいったん区切り、「阿賀北ノベルジャム」という新企画に移行し

た。地域のニーズと大学のリソースを検討しながら、社会貢献活動は絶えず点検評価し、

統廃合、改善等の見直しをしていかなければならない。 

  教員は地域の中で教育研究活動の成果を市民に還元し、学生はアクティブ・ラーニング

であれボランティアであれ、学外組織との連携によるイベントの開催や交流であれ、若い

エネルギーを地域に有意に提供し、その中で座学だけでは得られない学びをしている。本

学は地域に根差す、地域で活躍する人材を育成する大学として、地域でも認知されるよう

になってきた。 

 新発田市との包括的連携は５年を経過した2019年度に市が大学との連携を点検評価し、

更新することが決まった。新発田市は、連携の効果として、１．新発田市のまちづくりに

若者の意見が反映されていること、２．最高学府としての生涯学習の推進と学力向上に貢

献していること、３．市イベント、地域行事への積極的な参加により学生が賑わいづくり

に貢献していること、４．市内企業の人手不足解消と産官学の連携強化に貢献しているこ

と、５．学生増加で新発田市の若者人口が増加したこと（５年間で約２倍）を挙げている

（資料9-35）。多方面での連携が評価されたことは大学にとってもやりがいにつながる。 

 

 

点検・評価項目③：社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行ってい

るか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行って

いるか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 社会連携・社会貢献の活動については、各担当委員会での計画を踏まえて「中・長期計

画（ロードマップ）」に基づき実施し、毎年度末に「中長期計画（ロードマップ）成果・
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達成度評価報告書」の中で、地域連携について総合的に点検評価をしている（資料2-

5）。 

地域連携センター委員会の活動については、2019年度から「まちカフェ・りんく」はア

クティブ・ラーニング実行委員会へ、「阿賀北ロマン賞」は「阿賀北ロマン賞実行委員

会」へ移管し、ロードマップにある行動計画の担い手が変わっている。2019年度からは、

前年度よりFD/カリキュラム委員会からバトンタッチした「地域学入門」、「地域学」、

「酒育セミナー」の実施・運営が地域連携センター委員会の主な仕事となっている。地元

新発田市の菊水酒造株式会社に授業内容・評価まで任せている「酒育セミナー」以外の、

「地域学入門」も「地域学」も導入時より毎年少しずつ完成に向けて姿を変えてきた。地

域連携センター委員会に移ってからも、点検・評価を行い、2019年度から「地域学」の講

義内容の構成を、より教育的効果が高くなるよう変更し、「地域学入門」の評価方法を改

定するなど改善を加えている。 

また、社会連携・社会貢献にかかわる中・長期計画やその他の諸施策については、各委

員会から教学マネージメント委員会を経て、教授会を通して学内構成員に周知のうえ、実

施している。実施後は担当委員会会議で評価・改善を行い、次年度実施に際しては、担当

委員会組織と財政の裏付けを教学マネージメント委員会で検証してから実施に移してい

る。 

アクティブ・ラーニング演習を除いた社会連携・社会貢献活動は、実施組織は別々でも

将来的に地域連携センターのもとで統合されることが望ましいと考えられる。そうするこ

とで、地域からの様々な要請を一元的に管理し、全体的な視点から重複や効率の悪さなど

がないかも点検でき、学生にとっても効果的な学習の機会となるよう改善していくことが

できるだろう。 

 

（２）長所・特色 

 社会連携・社会貢献については、教員による講演会やシンポジウムにおける教育研究成

果の還元、自治体の審議会等での専門知識の提供、そして学生によるアクティブ・ラーニ

ングやボランティア、地域と連携したイベントによる交流などで、持てる力をアウトプッ

トすることにより、多方面で社会連携・社会貢献を行ってきた。とりわけ、ボランティア

活動では、ボランティアセンター頼みではなく、活動の実施やさまざまな募金集めの工夫

を学生自身が計画・実施する組織ができつつある。そして、今ではボランティアの活動に

とどまらず、そこから学びを展開して、防災の啓発へと新しい広がりを見せていることは

大きな特徴である。 

 また、大学図書館と市立図書館が連携する企画において、学生たちが積極的に地域に出

ていき、住民と交流しながら定期的に読書・図書館利用を促進するイベントは特色ある活

動であり、若者が積極的に街中に出ていくことで、地域の活性化に寄与する一環となって

いる。 

新発田市と聖籠町、新潟県の審議会や各種委員会には学識経験者として本学教職員が多

数委嘱されており、地域に根差す大学として評価されている。 

  また、大学を支援する「オレンジ会」と大学との密接な関係により、大学から地域への

アウトプットが容易になるだけでなく、「地域学入門」、「地域学」、「酒育セミナー」
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といった地域と連携した授業を作り出せることが特筆すべき特色と言えよう。この授業

は、大学が立地する地域の歴史、地理、文化、産業の理解を促し、将来的には地域で就職

し、地域社会に貢献する人材を輩出するという循環を動かし始めている。 

 

（３）問題点 

 社会連携・社会貢献が一元管理されておらず、複数の部署で管理・実施しているため、

学内の横の連携ができていない。そのため、大学の規模の割に抱える活動数が非常に多

く、教職員の負担が大きくなっている。ボランティア活動においても、外部助成金の採択

がないと、安定的発展的な活動に制限が加えられることが問題点として挙げられている。 

  

（４）全体のまとめ 

  本学では、建学の精神、大学の理念・目的に則って「社会連携・社会貢献に関する方

針」を定め、これらを学内外に適切な方法で公表している。また、「大学が求める教員

像」にも教員の社会貢献を盛り込んでいる。社会連携・社会貢献にかかわる中・長期計画

やその他の諸施策については、各委員会から教学マネージメント委員会を経て、教授会を

通して学内構成員に周知のうえ、実施している。実施後は担当委員会会議で評価・改善を

行い、次年度実施に際しては、担当委員会組織と財政の裏付けを教学マネージメント委員

会で検証してから実施に移している。 

 本学は開学以来、社会連携・社会貢献に努めてきた。今後も大学基準に照らして適切に

社会連携・社会貢献に力を尽くし、時代に合わせた取り組みをしていきたい。 
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第１０章 大学運営・財務 

 

第１節 大学運営 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現す

るために必要な大学運営に関する大学としての方針を明示している

か。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現す

るための大学運営に関する方針の明示 

評価の視点２：学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知 

 

 本学は、大学運営に関する方針を教学マネージメント委員会ならびに教授会で以下の方

針を協議の上で決定し、学内構成員に周知し、ホームページ上で公表している（資料1-8

【ウェブ】）。 

 

 本学の建学の精神、教育理念・目的及び中・長期的な計画を実現し、大学の将来を見据

えた適切な大学運営を行うために大学運営に関する方針を以下の通り定める。 

１．教育研究目的達成のために、学長のリーダーシップのもと、教員と職員が協働して

適切な大学運営を推進するために審議し、必要な改革を行い、環境を整える。 

２．関係法令ならびに学内諸規定に基づいた、組織と業務の適正な管理運営を推進す

る。 

３．規程等を整備し、役職者及び各組織の権限と責任、意思決定のプロセスを明確にす

る。 

４．教育研究活動の向上と大学運営の適切化及び効率化を図るために、教職員に対する

研修の機会を恒常的、計画的に提供する。 

５．教育研究活動を安定的に支えるために、中長期的な財務計画を策定し、財政基盤を

確立する。  

６．中長期計画や事業計画の目的を達成するために、経営資源（ヒト、モノ、カネ）を

適切に、かつ効率的に配分する。 

７．寄附行為に掲げられた目的を達成するために、恒常的に理事会及び敬和学園高校と

の連携を推進する。 

８．大学運営に関する適切性を定期的に点検・評価し、改善・向上させる。 

 

 

点検・評価項目②：方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織

を設け、これらの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適

切な大学運営を行っているか。 
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評価の視点１：適切な大学運営のための組織の整備 

・学長の選任方法と権限の明示 

・役職者の選任方法と権限の明示 

・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

・教授会の役割の明確化 

・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

・学生、教職員からの意見への対応 

評価の視点２：適切な危機管理対策の実施 

 

 学長の選任方法は、「学長選任に関する規程」第２条に従って、理事長又はその代理

者、学校法人を代表する者５人、大学教職員を代表する者５人で構成される学長選考委員

会において候補者を決める（資料10-1-1【実地調査資料】）。また、「大学学長選任に関

する内規」第３条及び第５条に従って、３名以内の候補者に対して教職員の選挙または信

任投票によって最終候補者を決定し、理事会に推薦する（資料10-1-2【実地調査資

料】）。 

学長の職務と権限は、学則において「学長は校務をつかさどり、所属教職員を統督す

る」（第４条第２項）と総括されている。具体的には、教授会を招集し、その議長となっ

て教授会をつかさどり（第６条第３項）、（1）学生の入学、卒業及び課程の修了その他

学生の身分取り扱いに関する事項、（2）学位の授与に関する事項、（3）教員の人事に関

する事項、（4）教育課程に関する事項、（5）学則その他重要な学内諸規定に関する事

項、（6）学術研究に関する事項、（7）教室、研究室、図書館その他教育研究施設に関す

る事項、（8）学内の宗教活動に関する事項、（9）その他、教育研究に関する重要な事項

で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項（第７条）を決定する

にあたり、教授会で意見を聴くことができる。その他学生の賞罰に関する事項（第41条、

第42条第１項）についても教授会の議を経て対応する（資料1-2）。 

この他、教学マネージメント委員会（資料2-2 第３条第１項）、リスクマネジメント

（旧事故対策）委員会（資料10-1-3 第４条）、倫理委員会（資料10-1-4 第４条第１

項）、安全衛生委員会（資料10-1-5 第３条第１項）、学生寮運営委員会（資料10-1-6 

第４条第２項）の委員長となって会議をつかさどり、キリスト教と教育委員会（資料10-

1-7）や入試委員会（資料5-7）などの委員としても加わる。 

 副学長と学長補佐を置くことができるが、その選任と職務と権限は「副学長規程」（資

料10-1-8）ならびに「学長補佐規程」（資料10-1-9）で定め、学長がその設置及び選任を

し、教授会で承認する。 

学長、副学長、学長補佐以外の本学の役職者に以下の者を学則で定めている。英語文化

コミュニケーション学科長、国際文化学科長、共生社会学科長、宗教部長、学生部長、教

務部長、図書館長、人文社会科学研究所長、地域連携センター長、学生支援センター長、

事務局長（資料1-2 第４条第１項第２号）。 

 学部長の職務と権限は学則（第４条第３項）で定めている。本学は小規模な人文学部の

みで構成される単科大学であるので、学部長は開学以来、学長が兼務している。学科長の
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職務と権限は、学則（第４条第４項）で定め、学科会議で選任し、教授会で承認する 

（資料料1-2）。 

 宗教部長の職務と権限は学則（第４条第５項）と「キリスト教と教育委員会規程」（資

料10-1-7 第６条）で、学生部長の職務と権限は学則（第４条第６項）と「学生委員会規

程」（資料7-2 第５条）で、教務部長の職務と権限は学則（第４条第７項）と「教務委

員会規程」（資料7-1 第６条）で、図書館長の職務と権限は学則（第４条第８項）と

「大学図書館規程」（資料9-12 第5条）で、人文社会科学研究所長の職務と権限は学則

（第４条第９項）と「人文社会科学研究所規程」（資料3-1 第２条）で、地域連携セン

ター長の職務と権限は学則（第４条第10項）と「地域連携センター委員会規程」（資料3-

2 第６条）で、学生支援センター長の職務と権限は学則（第４条第11項）と「学生支援

センター規程」（資料7-3 第２条）で定め、それぞれ学長が選任し教授会で承認する。 

学長の意思決定とその執行の過程について、重要な事柄は副学長または学長補佐ならび

に事務局長ならびに各課長との検討の上で、教学マネージメント委員会にて人事、大学運

営、教学の企画運営、内部質保証、教学と関連した財務に関する事項等審議し（資料2-

2）、教授会に諮って大学の意思として決定する。大学の意思として決定された事柄は、

各学科や事務局課長会での協議を経て執行していく。 

 教授会は、教学マネージメント委員会や各種委員会で協議・報告された事項に対して、

意見を述べて協議する役割を担う（学則第７条）。教授会の運営に関しては「教授会運営

内規」で定めている（資料10-1-10）。このような過程を経て、学長の意思決定に不適切

な点があれば正し、欠けている点があれば補い、情報を共有しつつ実現化していく。 

 法人の権限、責任は明確に規定されており、大学のそれとは区別されている。法人は理

事会を置き、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」（寄

附行為第11条２項）（資料1-1）と規定している。大学は主に教学についての権限と責任

を持ち、理事会は同一法人の敬和学園高校を含め、大学と高校の両方を視野にいれて経営

に関する権限と責任を担う。しかし教学と経営の両者は表裏一体を成すように密接に結び

ついている。言い換えれば、大学は主として教学という視点で物事を考え、理事会は主と

して経営という視点で見ている。そこで重要なのは、教学と経営の両方の目で見ることの

できる常務理事の役割と両者を橋渡す学長及び学内理事の存在である（資料10-1-11）。

これらの者はこれまで、正確な情報を大学と理事会とに提供して、両者が齟齬をきたさな

いように、その役割を果たしてきた。 

 学生や教職員などの現場からの声には、十分に注意しなければならない。緊急に対応し

なければならない事柄とすぐには対応できないが改善の必要があるクレームとを区別して

対応していく必要がある。学生に対しては随時アドヴァイザーが相談に応じるほか、「授

業評価アンケート」「卒業時アンケート」によって意見を述べる機会を提供し、教務委員

会や学生委員会等、所管の委員会で対応している（資料2-10、4-16）。教員は学科会議や

各委員会で意見を述べる機会がある。職員については定期的な事務局長・課長連絡会議及

び事務局長との面談でできるだけ現場の声を吸い上げるようにしている。 

 適切な危機管理対策については、さまざまなリスクに対応できるように2020年７月にリ

スクマネジメント委員会規程を策定し、万一不測の事態が生じた場合に、速やかに委員会

を開催し、学生・教職員の安全確保や大学運営の維持に対応できるようにした。折しも
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2020年度は新型コロナウイルスへの危機管理対策が必要となったが、この委員会をもって

「新型コロナウイルス感染対策会議」として、授業の方針や感染拡大防止対策について協

議し、決定している。 

また、台風や地震などの自然災害や火災などの人為的な災害に備えて、安全衛生委員会

の主導で危機管理マニュアルを備え、学生に『学生のための防災ハンドブック』（資料8-

5）を配布するとともに、毎年地震または火災を想定した避難訓練を行っている。今後の

課題としては、災害後のことを念頭に入れて食料品や防災用品などの備蓄を行っていかな

ければならない。保管場所などの問題があり進んでいない現状があるが、少しずつでも優

先順位をつけて備えていく必要がある。 

 その他、事件、事故や教職員の問題など前例のない対応に迫られた時は、社労士、産業

医、弁護士などの専門家の意見も参考にし、対応にあたっている。 

 

 

点検・評価項目③：予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：予算執行プロセスの明確性及び透明性 

・内部統制等 

・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定 

 

 予算編成は、法人全体の事業活動収支差額の均衡を目標とし、支出超過編成が見込まれ

る場合でも、可能な限り支出超過額の縮小に努力し、限られた財源を有効に配分すること

を基本的な方針として、毎年の予算を編成している。大学においては、事務局の総務課会

計係が中心となり、全体の予算案を取りまとめている。収入は、事業活動収入の中で最大

の比重を占める学生生徒等納付金の見込みが重要となる。入試の志願者状況と在学生数か

ら新年度学生数を予測し、学納金収入を決定する。他の収入は、事業計画、前年実績によ

り算定する。支出は事業活動支出の約６割を占める人件費は会計係にて算出する。人件費

以外の支出で約３分の１を占める委員会及び学科予算については、予算上限額などの編成

方針に基づき、原則それに従った予算案が作成される。他の支出は、事業計画、前年実績

などを細部にわたり点検の後、予算計上する。 

 収入と支出が揃った段階で、会計係は、収支差額の状況を確認しながら、各部署の予算

要求内容を編成方針と照らし合わせた上で精査する。必要に応じて予算要求の修正依頼や

削減案を盛り込むなどの最終調整を行い、予算案は３月開催の理事会、評議員会で協議、

承認を受け成立する。 

 予算執行について、予算の成立後、各部署に配分され執行となるが、予算外の支出につ

いては、特別な場合をのぞき科目間の流用で対応し、予算合計は厳守するよう努力してい

る。また期中には予算管理計算書を作成し、執行内容について予算計画との照合やチェッ

クを行っている。 

 決算の内部監査については、私立学校法第37条第３項及び学校法人敬和学園寄附行為第

７条第３項に基づく監事による監査、私立学校振興助成法第14条第３項に基づく監査法人

による会計監査を実施している。監事による監査は、年度初めに監査計画を策定し、それ
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に基づき実施している。監査法人による会計監査は、地元の監査法人と契約し、年度ごと

に取り交わした契約事項に基づき、期中監査、現金・預金実査、決算監査等を実施してい

る。 

 予算執行については、「中・長期計画（ロードマップ）」作成時及び当初予算編成時

に、各担当部署が執行実績について目標達成度及びその効果をPDCAの中で分析・評価し、

次年度事業計画及び予算策定に反映させている。 

 

 

点検・評価項目④：法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学

運営に必要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に

機能しているか。 

 

評価の視点１：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況 

・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備 

・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協

働） 

・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善 

 

「組織規程」（資料10-1-12）及び「事務分掌規程」（資料10-1-13）に基づき、法人・

大学運営に必要な事務組織等を整備している。総務課（総務係・会計係・施設係・IR係・

図書係（図書館））、教務課（教務係・学生係・ボランティアセンター係・国際交流係・

地域連携センター係（地域連携センター）・学生支援センター係（学生支援センタ

ー））、広報入試課（広報入試係）、キャリアサポート課（キャリアサポート係）の４課

13係を設置し、業務の多様化、専門化に対応した職員配置を行っている。 

2016年度に設置された学生寮については、運営全般の管理サポート事務は教務課長及び

教務係員が担当している。日常的には非常勤の寮監を配置し、建物等の管理はアウトソー

シングをしている。 

今後の大学運営の状況に併せて事務機能や業務内容の変更に対応できるよう、組織体制

の見直しを検討しているところである。 

 職員の採用及び昇格に関する諸規程は、「教職員就業規則」第６条（資料6-1）及び

「教職員給与規程」第24条～第27条（資料10-1-14）に規定している。 

 職員採用については、欠員補充等が中心になる。業務の多様化、高度化などにより仕事

量が増加しているため、本来ならば増員が必要である。しかし増員は財政上難しく、必要

な場合でも業務見直し・改善による人員捻出等により、増員を最小限に抑えている。 

また2016年度からの専任職員の採用は、企業等の勤務経験が複数年以上ある者を募集条件

として、すべて任期１年の職員として採用し、任期勤務中の能力等総合評価により正規専

任職員へと登用していく採用に変更した。今までの人物重視のポテンシャル採用ではな

く、実務のできる即戦力となりうる人物を採用できるようにした。 

 昇任及び人事異動については、事務局長や総務課長により、課長等に課員・係員の状況
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についてヒアリングを行い、その内容を踏まえた上で配置の適切性や必要性を判断してい

る。事務局長と総務課長が人事案を作成し、課長会等で相談し、学園常務委員会、理事会

の審議を経て決定している。 

 事務組織体制の管理職については、広報入試課において、2015年度から課長１人体制か

ら課長２人体制（入試担当、広報担当）となり、入試・広報業務を分担して学生募集体制

の整備・強化を行った。また総務課について、事務局長が総務課長を兼務してきたが、人

事・労務管理に関する実務の増大に対応するため、兼務体制をやめることにした。2020年

８月に総務課長に女性職員を配置する昇任人事を行った。本学において初めて管理職であ

る課長の女性登用となる。これで４課の課長が５人全員揃った。全員内部からの登用であ

り、学生支援業務及び入試業務を経験している。全員実務に精通していることもあり、業

務に関する問題について以前よりスムーズな意思疎通を図り、連携することができるよう

になった。 

 職員体制の整備については、現在の大学運営の状況、業務の多様化、専門化に対応する

ため、総務課にIR係、教務課に地域連携センター係と学生支援センター係を新設し、組織

化した。 

 また多様な学生の支援を推進するため、学生支援センターに専門資格を持つ、キャンパ

ス・ソーシャルワーカー（常勤）、カウンセラー（非常勤）、保健師（非常勤）の配置を

行っている。キャリアサポート課にはキャリアコンサルタント資格を持つ職員を配置し、

就職を取り巻く激しい環境変化のなかで学生を的確に支援できるよう体制を整えている。 

キャリアサポート課の職員１人は強化スポーツ指定のバドミントン部のコーチを兼務して

いる。 

 各種委員会は教職員で構成され、教員と職員が連携、協力しながら、円滑な運営を行っ

ている。職員も正規の委員となり、職員が教学関係の活動に主体的、積極的に参画できる

よう、教職協働の組織体制がとられている。 

 また学長、事務局長、課長で毎週月曜日に定例で事務局長・課長連絡会を開催し、大学

運営に関する情報共有と問題状況の分析や解決策案の検討を行うことにより、連携強化を

図っている。 

 人事考課制度の導入については、2003年度から2008年度まで賃金制度とは連動しない能

力開発型の人事考課を実施していたが、個人の目標設定や評価方法に問題がみられたた

め、再開に至っていない。現在は、事務局長及び総務課長が課長等にヒアリングを行い、

課員・係員の勤務態度や業務遂行状況を確認し、昇任及び人事異動に反映させている。 

 

 

点検・評価項目⑤：大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及

び資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 

評価の視点１：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施 

 

大学運営に必要な能力・適性を有する教職員を養成するため、毎年、法人主催で年２回
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実施される高校と大学の教職員合同研修会と大学単独のSD研修会を実施している。 

 法人の合同研修会では、主に本法人の建学の精神及び教育理念の共有と高大連携が主題

となっており、高校と大学の教職員がグループ討議を通じて、高校と大学の情報交換と教

職協働の意識を高めることができている。ここでは25年以上継続勤務した教職員を対象に

永年勤続者を表彰し、その功績をたたえている。 

 大学で実施されるSD研修は、毎年夏期に開催される職員研修会のほか、教職員対象の研

修会（FD/SD研修会）があり、そのテーマは大学改革に関するものから学生支援まで幅広

く実施されている(資料2-13、6-10)。 

 このようにして、本学では開学当初よりSD研修を実施しているが、2019年度に事務局運

営会議において「敬和学園大学職員の人材育成の方針」及び「敬和学園大学の求める職員

像」を定め、SD研修の方針をより明確にした（資料10-1-15）。また、2020年度から事務

職員公募のホームページにおいて、「敬和学園大学の求める職員像」を明示して募集して

いる（資料10-1-16【ウェブ】）。 

 このほか事務職員の意欲の向上については、担当課長や事務局長との面談の中で、職員

それぞれの課題や目標を確認するだけでなく、大学に対する要望や意見を聞き出し、職員

の意欲向上を図っている。 

 教員については、大学運営への貢献も昇任時のポイントとしてカウントされているが、

今後は「教育・研究・社会貢献活動」（改訂版）を根拠として貢献度を把握できると期待

できる。 

 

 

点検・評価項目⑥：大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：監査プロセスの適切性 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 大学運営の適切な根拠に基づく点検・評価について、「内部質保証に関する規程」が制

定されており、これに従って自己点検・評価委員会及び教学マネージメント委員会におい

て組織的、定期的に取り組んでいる。 

 また「中・長期計画（ロードマップ）」に掲げられたミッション及びヴィジョンの実現

を目指し、各部署の目標達成に向けて、PDCAサイクルを意識した事業計画の策定、実施が

行われている。毎年度、各部署の事業計画の達成度は数値化され、その結果は、自己点

検・評価委員会、教学マネージメント委員会、教授会において報告され、全学的な観点か

ら点検・評価を受け、次年度の改善・向上に向けた取り組みにつなげている。 

 理事会及び評議員会に対しては、毎年度、事業計画書と事業報告書を提出し、大学の運

営、活動について報告を行い、その適切性について点検・評価を受けている（資料10-1-

17、10-1-18）。 

 監査については、学園監事と監査法人が連携して行っている。お互いに情報を交換、共
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有しながら、本学園の業務について効果的な監査実施に努めている。なお本法人は小規模

であるため、専門の内部監査室が設置されていないこともあり、監事（非常勤）は３人配

置されている。 

 監事の監査は、年度初めに監査計画を策定し、計画的に業務監査及び会計監査が実施さ

れている。監事は、原則として毎回の理事会及び評議員会に出席し、理事及び評議員の職

務遂行を確認している。決算監査の結果については５月の理事会、評議員会に報告してい

る（資料10-1-19【ウェブ】）。また教学面の業務監査として「中長期計画（ロードマッ

プ）成果・達成度評価報告書」について点検評価を行い、監事として意見を述べている

（資料10-1-20【実地調査資料】）。これは自己点検・評価委員会、教学マネージメント

委員会に報告される。こうしてロードマップによる自己点検の計画から実施、点検、改

善、次年度に向けた計画立案へと循環し始めている。監事の業務の重要性が増しているこ

とから、文部科学省の監事研修会に毎年度参加している。監事の業務や私学行政に関する

動向を把握するなど、監事としての職務や専門性の向上に努めている。研修会の内容につ

いては、理事会や関係者に報告され、法人としての情報共有を行い、適正な法人運営を確

保するために監事機能の充実を図っている。 

 監査法人による監査は、年間を通じて延べ231時間（2019年度実績）の監査が行われ、

決算後には理事長宛に全体の意見報告がなされている。また監査の一環として、監査法人

の責任者と本学園の理事長及び監事がディスカッション形式で意見交換を行っている。そ

の結果については、大学長、事務局長に伝えられ、監査法人から意見や改善の指摘がなさ

れた場合、迅速に対応できるようにしている（資料10-1-19【ウェブ】）。 

 大学内においては毎年度、「中長期計画（ロードマップ）成果・達成度評価報告書」を

提出し、運営の適切性について点検・評価が行われ、さらに監事が点検・評価を行い、意

見を述べる仕組みになっている。さらに事業計画、監査計画により大学運営が計画的に実

施され、点検・評価結果の報告を行い、監査や理事会・評議員会から出された意見を基に

改善・向上に取り組んでおり、PDCAサイクルは適切に機能していると言える。 

 このような点検・評価の結果は、『敬和カレッジレポート』（資料10-1-21【ウェブ】

p.14）及び大学ホームページ上で一部「敬和学園財務状況等のご報告」として公開してい

る。 

 

（２）長所・特色 

教職協働のもと、教員と職員が双方の職務上の責任や権限を踏まえ、互いにそれを尊重

しあいながら、一致協力して大学の教育活動及び運営に取り組んでいると言える。とくに

大学の課題である学生募集及び経営改善の取り組みについては共通認識となっており、そ

れぞれの立場から問題点が提起され、最終的には様々な視点からの問題分析や対応策が反

映されたバランスの良い改善策が取られ実行されている。 

 内部から登用された実務経験の豊富な４課の課長がそろい、部署間の連携がスムーズに

なった。毎週月曜に定例で開催していた課長会を公式化するため「敬和学園大学事務局

長・課長連絡会規程（2019年1月16日学園常務委員会承認）」（資料10-1-22）を制定し

た。併せて「敬和学園大学事務局運営会議規程（2019年1月16日学園常務委員会承認）」

（資料10-1-23）を制定し、事務職管理職職員が協議し意思決定する場を設置した。この
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会には学長も出席するため、学長と事務局トップの意思疎通が円滑になった。大学運営に

おいて教職員両方の意見が集約されるようになり、以前より大学運営のバランスが良くな

ってきている。 

 

（３）問題点 

職員組織は概ね機能しているが、チーム力は弱く、以前から縦割り意識が強い。職員間

の指揮命令系統や「報告・連絡・相談」体制も改善の余地があり、縦横の関係と協力体制

の再構築を考えなければならない。上司による部下の適切なマネージメントも求められて

いる。今後の大学運営実務の中枢を担うミドル層の強化も喫緊の課題である。 

また人事考課制度が再開されていないこともあり、職員一人ひとりのPDCAサイクルによる

業務遂行については、日常業務の中で管理職による確認点検を受けるだけにとどまってい

る。組織的な点検評価の取り組みは行われていない。 

点検・評価による改善・向上の取り組みについて、外部評価の観点から、ステークホル

ダーの視点でのチェックやモニタリングの仕組みを検討する必要があると考えられる。在

学生、保護者、卒業生、高校関係者、地域住民、企業・団体関係者などから、本学の教

育、研究、地域活動、運営等について意見や要望を募る機会を設けることやアンケートな

どを積極的に実施することが必要である。 

PDCAサイクルについては、目標設定も課題である。目標が低く設定されたり、大学の方

針や目標から離れて特定の事項に偏っていたり、トレンドからはずれた内容であれば、達

成度評価が高くても大学としての教育上の価値や意義は低い。実現不可能な目標も難し

く、現実的な数値を入れた目標設定の適切性を判断し取り組むべきである。そして期中に

実施しながら目標ハードルの上げ下げを行い適切性を確保するなど、柔軟な対応が必要で

あると考えられる。 

また、データやエビデンスに基づく大学運営や教育活動への転換の必要性を認識してお

り、主観や経験だけではなく客観的な指標から「大学の姿を把握する」ことが重要であ

る。本学もIR係を設置し専従の職員を１人配置しているが、他部署からのデータ収集や分

析等に課題があり、期待どおりの役割が果たされているとは言い難い。そういった状況を

改善するため、IR担当者は、大学評価に関して情報交換や議論の場が提供されている大学

評価コンソーシアムの会員となり、IRに関する実務研修会に積極的に参加している。他大

学の事例や課題を参考に、本学に適したIRの在り方について検討しているところである。

教学マネージメントを支える基盤としてIR体制の確立を急がなければならない。 

 

（４）全体のまとめ 

大学運営において、教育事業推進と事務は車の両輪のような関係であると考えられる。

事務が安定していなければ教育事業の効果は期待できない。また本学の経営課題や、複雑

化・多様化している大学改革に関する課題の克服に向けて、大学職員の果たす役割は重要

性を増している。そのため職員全体のレベルアップを図らなければならない。 

本学では学長が学部長を兼任しているため、効率よく、また一貫性をもって大学運営、

学部運営ができている。しかし、そのため、大学構成員の間で、「学部」としての意識が

希薄である。これまでそのことが大きな問題とはなってこなかったが、今後の組織転換の
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際などに、コースの適切性など、学部単位で検討する視点も意識していかなければならな

い。 

 職員各自が大学の方針や状況を踏まえた業務遂行上の目標を設定し、確実に職責を果た

す力（業務遂行力、改善力、変化対応力）を身に付けることが重要である。そのような職

員の育成のためにも人事考課制度を再開したい。また賃金制度と連動する仕組みも検討を

はじめたい。 

学生や地域にとって魅力のある教育環境としての大学運営が適切に行われるよう、教職

員が一致協力して取り組んでいかなければならない。また自己点検評価の客観性、妥当性

を保持するためにも、認証評価機関以外の第三者からも積極的に検証を受けることが必要

になる。受け身ではなく、大学教育、大学運営の改善向上、発展のために積極的に取り組

んでいくことが自己点検評価の目標である。 
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第１０章 大学運営・財務 

 

第２節 財務 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に

策定しているか。 

 

評価の視点１：大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の

策定 

評価の視点２：当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定 

 

１．大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の策定 

本法人は高等学校、大学を設置し、それぞれ独立採算経営を行っている。2019年度決算

において、法人全体の事業活動収入は16億1896万円である。その内、高校の占める割合は

46.2％、大学は53.7％である。収入面では高校も大学も同規模となるが、大学の支出は収

入の範囲内に収まらず大幅な支出超過（基本金組入前当年度収支差額▲1億1703万円）と

なり、法人全体の収支赤字（基本金組入前当年度収支差額▲1億9119万円）の拡大を招い

ている。また大学単独のキャッシュフローも赤字化しており、資金が流出している。この

ままの状態が長く続けば、法人全体の存続が危うくなる可能性があるため、大学の財務の

健全化を法人経営の最重要課題の一つと位置付けている。 

 大学の収支差額は、入学定員及び収容定員を確保できていないことから、学納金収入が

安定的に得られず、大幅な赤字が続いている。予算段階において緊急的に支出削減案（資

料10-2-1）を策定し盛り込んでいるが、一時的な対応策であるため、抜本的な収支改善に

は至っていない。定員充足による収入確保、収支回復、安定化には時間を要し、数年は支

出削減を中心とする収支改善が必要となる。 

よって、大学としては、継続的、組織的な改善を目指し、2017年９月に「2017年度経営

方針」（資料10-2-2）を策定し、財務関係の中期目標を設定した。それを達成するため、

財務経営のロードマップで中長期的に取り組むことを決めた。具体的には、定員充足の状

況をみながら、収入に見合った支出予算の編成を原則として、とくに各事業の必要性と効

果を点検・評価し、聖域なき経費の見直しを進めていくこととした。 

大学の全体的な将来計画（長期的展望）の策定については、今後検討する。また2020年

４月の私立学校法改正に伴い、法人として中期計画策定が義務付けられ、教学、人事、施

設、財務等については、中期的な視点での取り組みを明確にすることが必要になった。そ

のため、これまで取り組んできた「中・長期計画（ロードマップ）４」、及び、財務の中

期目標として掲げた「2017年度経営方針」を基本として、2019年度から2023年度の５年間

に実施する具体的な項目や今後重点的に取り組むべき課題について、「中期計画：大学の

目指すべき方向性」、「大学の中期計画骨子」及び「財政シミュレーション事業活動収支

計算書推移」を策定し、新たな「中期計画（案）」（資料1-10）として取り纏めた。この

「中期計画（案）」は2020年３月の理事会及び評議員会において審議が行われ承認され

た。 
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計画策定で重要なのは財政的な裏付けである。中期計画案において５年間の主要な収入

と支出のシミュレーションを行うことにより、計画を実行していく上での収支の見通し、

及び計画達成後の収支状況を明らかにした。実際には新型コロナウイルス感染症により

様々な影響を受けているため、現時点で確実には見込めない収入・支出があるかもしれな

いが、将来計画に基づく財政予測である。今後の大学運営を硬直化するものではなく、大

学を取り巻く環境変化をみながら、適宜見直すことも必要になると考えられる。 

 

２．当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定 

大学の財務関係の指標又は目標に関して、「2017年度経営方針」の中で、①事業活動収

支差額の黒字化 ②事業活動支出の人件費の比率を事業活動収入の60％に抑える ③ 奨学

費を学生生徒等納付金収入の８％に抑える の３点を掲げ、収支改善及び財務の健全化に

取り組んでいる。2019年度決算では、①事業活動収支差額は▲1億1703万円、②人件費の

比率は63.3％、③奨学費の比率は14.2％となり、目標値をいずれも達成できていない状況

である。 

毎年の予算においては、保有資金流出の影響を回避するため、支出超過額を減価償却額

程度に抑えることを編成目標としている。 

 

 

点検・評価項目②：教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確

立しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するた

めに必要な財務基盤（又は予算配分） 

評価の視点２：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

評価の視点３：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共同研

究費等）の獲得状況、資産運用等 

 

１．大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するために必要な財

務基盤（又は予算配分） 

 学生数の減少等により収支バランスの取れない、厳しい財務状況となっている。このま

までは保有資金の流出が続き、様々な計画の実施に問題が生じ、将来の運営に大きな支障

が出る可能性が高い。それを回避するため、単年度の支出超過額を減価償却額程度に抑

え、保有資金への影響を小さくする必要がある。 

毎年予算においては、①人件費削減（賞与、手当半額支給）、②委員会・学科経費削減

（一律10％又は20％削減）、③教員研究費削減（25％又は50％削減）などを盛り込み、支

出超過額の縮小に取り組んできた。とくに2015年度及び2017年度は賞与削減も実施し、７

千万円を超える支出削減を行った。しかし短期的な支出削減による対応策だけでは限界も

あり、中長期的な改善策・改善目標として「2017年度経営方針」が策定、実行されること

になった。それに基づき経営改善及び財政基盤の安定化を目指すこととしている。 

 つぎに2015年度から2019年度までの財務関係比率の状況について述べる。 
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〇事業活動収支計算書関係比率（法人全体） 

法人全体の比率を全国平均と比較すると、人件費関係、管理経費、補助金関係の比率が

高く、学生生徒等納付金比率が低い。人件費関係及び管理経費の比率が高いのは、高等学

校の寮、給食及びスクールバスの事業によるものである。とくに人件費依存率が高いの

は、高等学校の収入において補助金比率が高くなるためである。寄付金関係比率は、2014

年度から法人として創立記念募金（資料10-2-3）に取り組んだこともあり、全国平均を上

回っている。 

事業活動収支差額比率は、2015年度はプラスであったが、大学の学生数減少による収支

差額の影響を受け、2016年度からマイナスが続いている。また2017年度から高等学校も収

支均衡となる学生数を確保できずマイナスに転じている。 

 

〇事業活動収支計算書関係比率（大学部門） 

事業活動収支差額比率はマイナスとなり、2016年度からはマイナス10％を超える状況と

なっている。学生数の減少により収支均衡が取れない状況が続いている。 

人件費関係比率及び管理経費比率が全国平均より高くなっているのは、学生数減少によ

る収入減や学生寮設置の支出増の影響によるものである。教育研究経費比率について、体

育館雨漏り改修を行った2017年度をのぞき全国平均を下回っている。その中で奨学費の占

める割合は年々増加し、2019年度決算では総額で9564万円となっている。この問題を改善

するために、奨学金制度の見直しを行い、2020年度から運用している。 

補助金関係比率が高いのは、2016年度及び2017年度に私立大学等改革総合支援事業に採

択されたことや、2016年度から新発田市との地域連携協定に基づく補助金を受けたことな

どによる。教育研究の高度化を推進する上で、文部科学省の補助金へ積極的な申請を行う

ことによって学納金収入への依存軽減が図られている。寄付金関係比率は、創立記念募金

を実施していることもあり、全国平均を上回っている。 

基本金組入率が全国平均より低いのは、第２号基本金の組み入れが行われていないこと

や、施設設備の取得等においてリース契約が増加していることが要因である。 

 

〇貸借対照表関係比率 

2015年度と2019年度を比較すると、繰越収支差額比率はマイナス36.5％からマイナス

60.2％に下降しているが、純資産構成比率は全国平均並みの87％前後で推移しているので

財務の安定性は維持していると言える。 

 固定資産の調達源泉をみる比率では、固定比率及び固定長期適合率は全国平均を下回り

本法人の固定資産が自己資金で賄われている割合が高いことを示している。大学では借入

金による施設設備取得は行われていない。 

 施設設備等に充てる保有資金の状況については、事業活動収支差額の支出超過が続いて

いるため、減価償却累計額などの要積立額に対する金融資産の比率である積立率（資料

10-2-4）は、全国平均を下回り、毎年低下し続けている。よって将来の施設設備更新に備

えた内部留保が十分に確保されているとは言い難い。 

 しかし、資金繰りの指標となる流動比率及び前受金保有率は全国平均を上回り、資金の
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流動性は高く、短期的な支払能力に問題はない。法人全体として金融資産を現金預金なら

びに短期有価証券として保有しているため、流動資産構成比率も全国平均より10％以上高

くなっている。 

（全国平均は、日本私立学校振興・共済事業団発行の「今日の私学財政」令和元年度版に

よる医歯系をのぞく大学法人及び大学部門の数値を参照した。） 

 

２．教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

 厳しい財務状況のなか、教育研究活動を確実に実行し、財政収支の改善を進めていくた

めには、2017年度から2023年度までの中長期的な経営改善策の「2017年度経営方針」を基

本とし、具体的な数値目標を含む事業計画と「中・長期計画（ロードマップ）」を反映し

て、毎年の予算編成、執行を進めていくことが重要である。実際の予算編成では、各部署

からの事業計画に基づく申請により、ロードマップの計画実施に関する経費は可能な限り

予算化している。財政面での状況とロードマップを踏まえながら柔軟に予算編成を行って

いる。 

経費の見直しについては、2018年度に教学マネージメント委員会において具体的な経費

削減案が示されたので、無駄と考えられる経費をチェックし、支出削減の取り組みを始め

たところである。予算に関する収支改善の取り組みとしては、2019年度以降の委員会及び

学科予算の編成方針が定められた。委員会予算については、過去５年間の予算執行実績か

ら、新年度予算申請の概算枠（上限額）を算出し、その概算枠内で予算編成を行うことに

した。学科予算は、従来の申請予算を廃止し、事業申請予算に変更した。2020年度は上記

に基づき編成を依頼し（資料10-2-5）、予算要求額はほぼ概算枠どおりの8646万円となり

例年の要求額の10％削減となった。 

 上記の取り組みにより経常的な予算支出は全体として縮小している。施設設備や修繕等

の特別な予算支出は緊急性や必要性の高いものから優先的に実施し、予算執行も抑制的に

行っているが、教育研究活動の遂行には問題はない。 

 また学生生徒等納付金収入の確保のため、2000年度から据え置いてきた納付金の値上げ

を2020年度から実施することとした。全学年の施設設備費を27万円から29万円に値上げ

し、教育環境の整備、充実を進めていきたい。 

 

３．外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共同研究費等）の獲

得状況、資産運用等 

 科学研究費補助金について、2016年度から2020年度における申請件数、採択件数及び採

択率は、2016年度は申請８件、採択２件、採択率25.0％、2017年度は申請６件、採択２

件、採択率33.3％、2018年度は申請３件、採択１件、採択率33.3％、2019年度は申請４

件、採択１件、採択率25.0％、2020年度は申請５件、採択２件、採択率40.0％である。ま

た分担者を含む受け入れ件数は、2016年度は７件、2,862千円、2017年度は９件、6,131千

円、2018年度は８件、5,700千円、2019年度は11件、4,959千円、2020年度は14件、5,011

千円である。 

 2016年度と2020年度を比べると、申請件数はやや減少傾向にあるが、受け入れ件数及び

総額は増えている。これは新採用者の前任校で採択された科学研究費の継続分と分担者の
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増加による。本学では採択実績のある教員が申請、採択を繰り返しているのが実情であ

り、新規を増やす取り組みが必要になる。具体的には、科学研究費の応募を積極的に促す

ために、人文社会科学研究所の共同研究に応募する者には科学研究費にも応募することを

一つの条件としている。また全教員を対象に書類作成の説明会や、採択者による獲得指南

の機会を設けている。 

 寄附金は、在学生の保護者を対象とする後援会からの寄付が安定的な収入となってい

る。また2015年11月から、受配者指定寄附金の制度を利用した「法人・高校創立50周年 

大学創立25周年記念募金」を開始し、３年間で目標額5千万円の募金に取り組んだ。募金

方法はクレジットカード及びコンビニ支払を可能とし、幅広く募金活動を展開した。地域

の企業や団体、一般の方々、後援会、同窓会、卒業生、教職員を対象に依頼し、2018年度

末で537件、21,379千円の協力を得ることができた。なお法人全体としては、2,643件、

68,377千円となった。 

 資産運用について、学内行事や通常授業などの活動に支障がない限り、積極的に教室・

体育館などの施設貸し出しを行っている。2019年度の施設設備利用料収入は206万円とな

り、2015年度の83万円から増収となっている。 

 資金運用については、「大学資金運用方針」（資料10-2-6）に基づき運用を行ってい

る。低金利のなかでも運用益を確保するため資金の一部を積極運用として、リスクを取り

ながらリターンを得る運用を積極的に行い、毎年400～580万円の利息収入を上げている。

しかし日銀のマイナス金利政策の影響により償還となった短期公社債投信の後継運用が決

まらず、その分の利息は減少したままであり、全体の利息収入は低下している。 

また積極運用について、2015年度に学生寮の収支赤字補填を目的として購入した銀行業

株価指数連動の仕組債は、マイナス金利による銀行株価の急落により、銀行業株価指数の

低下が続き、2019年度末には簿価に比べて時価が50％以上下落した。そのため、2019年度

決算において有価証券評価差額5283万円を評価減として損失に計上した（資料10-2-7）。

その後、本債券は2020年５月と８月に満期償還を迎え、最終的な損失額は5148万円となっ

た。この結果を受けて、資金運用の方針を見直し、元本確保を第一とし安全性を最優先と

する運用に戻すこととし、2020年８月の償還をもって積極運用を廃止することにした。 

 開学から30年経過し、施設設備が老朽化、陳腐化している。予算段階では必要最小限の

計画を盛り込んでいるが、毎年突発的な修繕や取替更新が起きている。そういった財源の

確保のため、資金の収支状況を考え、借入金等を利用した対応も必要になってくると考え

られる。 

 人件費の抑制策として、①学生数に連動した賞与割合の制度、②新規採用や65歳以上の

雇用形態、労働条件等の見直しなどが挙がっている。また、事業の選択と集中（事業の優

先順位付け）及びスクラップ・アンド・ビルド（新規事業の立ち上げ、既存事業の廃止）

に基づいた予算編成と執行が必要になる。いずれも計画段階にあるが、教職員の理解、協

力を得ながら、実施に向けて取り組んでいかなければならない。 

  

（２）長所・特色  

収支の厳しい状況については、教授会や事務連絡会等で教職員に周知し理解を求めてき

たこともあり、収支改善や改革の必要性は共通認識となっている。教職員の理解と協力に
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より、毎年の予算では人件費を含む支出削減による改善策が盛り込まれ、期中の予算厳守

も徹底している。中長期的には「2017年度経営方針」が策定され取り組みをはじめたとこ

ろである。 

 大学は厳しい経営状況にあるが、借入金はない。施設設備支出を含むすべての事業は自

己資金や補助金などを利用して実施している。ここ数年、大型施設設備の老朽化による修

繕や取替更新が続いていることもあり、累積の支出超過額は膨らんでいる。そのため、内

部留保は減少傾向にあるが、現時点で短期的な資金繰りに問題はない。 

 大学の主な収入は学生生徒等納付金と補助金であり、支出は人件費の占める割合が大き

い。そこをどうコントロールしていくかが重要になる。 

学生生徒等納付金と補助金は、学生数と連動していることもあり、入学者数の確保に注

力することにより収入回復と安定化に努めてきた。また2015年度から英語文化コミュニケ

ーション学科の入学定員を80人から60人に削減し、定員の適正化を図った。収容定員は

800人から720人となり、収容定員充足率は2015年度の77.9％（608/780）から2020年度の

100.0%（721/720）に上昇した。入学者数や収容定員充足率の上昇により、その部分に関

する収入回復は進んでいる。 

 

（３）問題点 

学生数の確保による学納金収入の安定化が課題である。入学者数の増加により収容定員

は回復傾向にあるが、学生の中に占める奨学費を受ける人数が増えていることもあり、実

質的な収支改善には至っていない。そのため支出削減による改善策を継続しなければなら

ない状況にある。奨学費の抑制については、学生募集への影響や教育上の効果も考えなが

ら慎重に対応を検討しなければならない。 

また2015年度に定員を縮小したが、それだけで財務的な体質が変わったわけではない。

充足率の改善などプラスもあるが、縮小分に見合う支出にできなければ効果があったとは

言えない。 

上記の問題と関連し、日本私立学校振興・共済事業団の損益分岐点分析により、経常収

支差額が均衡となる学生数を算出したところ、2019年度決算では731人となる（資料10-2-

8）。しかし、2019年度も収支改善のために約3千万円の支出削減を実施していたことか

ら、実際の損益分岐点は756人が必要となる。2019年度の在学生数は676人であり、損益分

岐点には80人不足している。また収容定員720人を上回る学生数が必要となり、定員充足

しても経常収支が均衡しない状態となっている。この損益分岐点も視野に入れながら、学

生数の確保や収支両面における改善策を検討する必要がある。 

 

（４）全体のまとめ 

 2017年度、2018年度及び2019年度は、大学、高校ともに収支赤字となり、法人全体とし

て１億円を超える支出超過額となった。一方、大学における学生募集はこの３年間回復傾

向にあり、2019年度及び2020年度は入学定員を超過し、2020年度は収容定員も回復した。

この状況が続けば、収入が回復し収支改善につながると考えられる。しかし短絡的に学生

募集に連動する経営危機を脱したと考えるのは危険である。少子化が進行し大学を取り巻

く環境がより一層厳しくなることを想定し、定員充足率が低い中でも大学運営が耐えられ
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る収支構造を考えておく必要がある。 

 いかなる環境下でも収支差額の黒字化を意識した経営を行うことにより、内部留保は蓄

えられ、財務体質は改善、強化される。内部留保の確保が、大学運営に安定性と柔軟性を

もたらし、新たな事業へのチャレンジが可能となる。 

そのためには、「収入を最大とし、経費を最小に抑える」ことが基本であり重要であ

る。これを実行していくための大学としての強い意志の力が必要とされる。財務の健全化

には痛みを伴う内容も含まれており、実行には困難もある。しかし現在の経営努力が大学

の将来の発展につながることを理解し、それをチャンスと捉え、学内外に改善・改革を進

めていくことの良さを積極的に示していくことが大切である。他大学や民間企業における

改善、改革の取り組みを参照するなどして、財務の健全化に向けて必要な努力を続けてい

かなければならない。 
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終  章 

 

 2020年に敬和学園大学は創立30周年を迎えた。大学の草創期には、ゼロからすべてを創

り出す喜びがエネルギーとなり、自由で活気あるキャンパス作りに教職員が一丸となって

励んでいた。世紀が変わる頃から、本学は定員割れに苦しみ始めた。実学志向が強く、専

門学校進学者が多いという特性をもつ新潟県は、伝統的に仏教の強い土地で、「手に職」

志向の対極にある「リベラルアーツ」の、それもキリスト教大学である本学の教育を理解

してもらうまでには多くの努力が必要であった。同一法人である敬和学園高校は言うまで

もなく、新潟県内高校への継続的な訪問や高校教員との交流、さらに新発田市・聖籠町の

行政や地域住民との連携の積み重ねなど、大学関係者のこうした長年の努力が、本学の今

につながっている。地域貢献教育のアクティブ・ラーニング活動もあり、「顔の見える大

学」となることで、本学のリベラルアーツ教育も次第に理解されるようになってきたと近

年感じられる。新しく大学を創設し、大学らしい組織化を進めるとともに、地域に本学の

存在、ひいては教育内容を理解してもらい、地域の大学となるまでに30年かかったと言え

る。 

2019年度の第三者評価を経て、2021年度の大学基準協会の大学評価を受けるにあたり、

本学の理念・目的に立ち返り、学位授与方針を教育課程のゴールと据えた場合の教育組織

としての本学のあり方を吟味する機会が与えられた。これまでは、教職員一人ひとりの目

的意識によって教育が支えられてきた感があったが、大学全体として学生をどのように教

育し、支援し、学位授与方針に見合うように育てるのか組織力が問われることとなった。 

カリキュラムマップの作成により、学位授与方針を非常勤講師を含めた教員全体に周知す

ることができた。そのおかげで、今後はカリキュラムの組織性や体系、それぞれの授業内

容を検証する上での視点を意識しやすくなった。最終的には、学位授与方針を基準として

学生の学習成果を測ることになるが、在籍期間の要所要所で用いられる様々なアセスメン

トツールの整備は今後の課題である。特にアンケート等の回収率を上げることと、アセス

メント結果をIRで管理すること、またリベラルアーツの４年間の教育課程を学生自身が概

観できるポートフォリオの導入などを検討しなければならない。他方で、人間教育を目的

とする本学の教育は、卒業時に完結するものではないことも教職員の意識にはある。 

教員の教育・研究・大学運営・社会貢献の諸活動については、自己点検・評価委員会及

び図書館・人文社会科学研究所・紀要編集委員会、教学マネージメント委員会により、検

証され、評価・推奨されることになる。学科や委員会の諸活動も、ミッション・ステート

メントとヴィジョンに現れた教育の理念・目的と学位授与方針の観点から、自己点検・評

価委員会及び教学マネージメント委員会により点検・評価される。今回の点検・評価によ

り、大学組織の課題も見えてくるなど、多くの気づきがあった。しかし、このようなペー

パーワークが多くなり組織化されればされるほど、形骸化する可能性が増え、自発的な貢

献を阻害することも危惧される。常に何のための内部質保証なのかを考えていかなければ

ならない。毎年度末に提出する達成度評価報告とその点検・評価が内実を伴う意味のある

ものにすることに留意しながら継続する必要がある。 

地方の小さな単科大学である本学の基盤は脆弱である。学生定員確保は常に最重要課題

である。これまでの定員割れによる財政の問題もある。18歳人口が減少の一途をたどるこ
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の先、定員確保のための新しい施策を積極的に打ち出していかなければならない。また支

出を抑える努力も継続していかなければならない。明治初期の開港五港の一つとして、新

潟には新港開港以来のリベラルアーツ教育の機運があった。STEM教育 (Science, 

Technology, Engineering & Mathematics)から、A (arts)に注目してSTEAM教育へと転換

したことに象徴されるように、A (arts)の重要性はこの地でも歴史的に認知されてきた。

そこで本学は「AI時代のリベラルアーツ教育」に焦点を絞って、今後も教育を展開してい

く覚悟である。そのためにも自由な対話とコミュニケーションのある風通しの良い大学と

なり、地域の協力を得ながら、地域の学生を地域社会の主要な担い手へと育成していく地

域循環型教育を確立する一方で、地球規模でものごとを考え、地域と世界をつなぐことの

できる人を育成していくことを考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


