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中京大学

点検・評価報告書の刊行にあたって
中京大学学長 小川 英次
中京大学が、
『学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ』という建学の精神を具現化し、高等
教育機関として国際的に通用する人材育成に邁進していくために、教育研究にかかわる諸
問題について弛まぬ改善・改革に取り組んでいくことが、本学の創立、とくに１９８０年
以降の基本姿勢であった。同時に、高等教育機関としての使命として自らの活動の実態を
社会に対して積極的に開示するとともに、自己点検・評価活動から課題を抽出し、それら
を組織・活動の改善や水準の向上に結びつける不断の主体的な努力が必要である。
これまで、中京大学では部局単位でこのような努力が続けられてきたが、全学的な組織
をあげての点検・評価活動については、１９９８年財団法人大学基準協会への加盟申請時
に点検・評価報告書を刊行して以来、未着手の状態であった。しかしながら、社会環境の
変化とともに、学内の教育改革の流れの到達点としての必然的な要請を受けて、従来の自
己点検・評価に関する規程を見直し２００５年度より発足した中京大学・自己点検評価委
員会において中京大学全組織を対象とする点検・評価委員会が組織された。
この委員会では、２００６年度の各部局における点検・評価活動とその結果をまとめあ
げた報告書を作成するまでの間、約２年間を準備期間として後述するように、学外から講
師を招き説明会や講演会を開催することにより自己点検・評価について理解を深めるとと
もに、各学部・教養部、研究科等において個別委員会を設置し、財団法人大学基準協会の
点検・評価項目に依拠しつつ作業を進めた。最終的には、中京大学自己点検・評価委員会
の事務局において財団法人大学基準協会事務局とやり取りを行いながら、全体の編集作業
を『中京大学自己点検・評価報告書２００６』として纏め上げた。
これまでの経緯等を反映し、項目によって各部局での力点が異なるため内容的にも濃淡
があることは否定できない。しかしながら、中京大学全体と各部局の現状を認識し、具体
的な目標を設定して改善への課題の糸口を複数の人間が関与しながら、見つけ出していく
という過程（プロセス）は、ある意味では最初の試みであったと考える。
改善と改革の不断のサイクルは、計画と実践が大学全体としてバランスがとれ、整合的
でなければならない。今回の自己点検・評価報告書は、このような大学全体としての改善、
改革の現状をまとめ、将来への活動の展望を得るためのものである。この報告書に対して
今回第三者評価を得ることは、願ってもない機会であり、アドバイスを得て、さらに改善、
改革の歩を加速したいと思う。
最後になったが、本報告書をまとめるにあたってご尽力いただいた中京大学自己点検・
評価委員会、ならびに各学部・教養部、研究科等における個別委員会の教員各位と事務局
に、心から感謝の意を表したい。
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Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

Ⅰ

中京大学の理念・目的・教育目標

（１）大学の理念・目的・教育目標
1．大学の理念・目的
学問の追究、人材の育成を目的とする多くの大学の中で、私学は開学にあたって、それぞれ独
自に建学の精神を高く掲げた。創立者が抱いた理念は、その後の学園の歴史に色濃く投影され、
存立の基盤を築き、発展の根幹となっている。
学園創設者・梅村清光が、学校法人梅村学園の母体となる中京商業学校を開学した１９２３年
（大正１２年）は、関東大震災の年にあたり、すでに国際情勢においてもファシズムへの暗雲が漂っ
ていた。梅村清光が掲げた建学の精神『学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ』は、文武不岐、文
武両道の精神と、激しい時代状況に応じて文字通り真剣をもって対処するがごとき、真摯な姿勢を
説いている。この精神を脈々と受け継いで、梅村学園は中京大学を核とし、傘下に７つの教育機関
を有するまでに発展した。
いま建学の精神が謳う「学術」は、進歩のスピードを増し、専門化、細分化していく学問研究への
取り組みを促し、国際化、高度情報化への対応を迫っている。「スポーツ」は心身の鍛練、向上心
の必要性を強調するとともに、さらに「スポーツマンシップ」として、①ルールを守る②ベストを尽くす
③チームワークをつくる④相手に敬意を持つ、という４大綱の体得を求めてきた。この４大綱は、失
われつつある社会生活の規範でもある。
高度な学問・知識の修得と、豊かな人間性の涵養を両輪とした中京大学には、多様な個性あふ
れる若者が全国から集い、未来を担う有為な人材として巣立っていった。全国型総合大学としての
発展にあわせ、創設者が強調した「現実的にして真剣なる国民を養成して実業界に送る」との側面
をも重視した教育改革に取り組んでいる。
私立大学経営の根幹を揺るがす１８歳人口の激減期にあって、この改革に向かい続ける姿勢が
新たな創造を生み出していくという信念を堅持していきたい。

2．建学の精神の実践
建学の精神は、時空を超え、入学生、在学生、卒業生の心に深く刻まれている。「建学の精神を
よく理解し、自信を持って、中京大生の特徴を大いに発揮してほしい」という卒業式での学長式辞
に呼応するかのように、明るく、元気で、前向き、挑戦的な中京大生の「カラー」は、これまで広く社
会に受け入れられてきた。これは、社会の情報化、経済活動のグローバル化といった時代の流れ
に即応するよう、大学改革を進めてきた成果と歩調を合わせているといえよう。
わが国の経済成長につれて進展した国際化、情報化と、価値観の多様化の中で、本学が 1980
年に立てた「中京大学活性化 20 年計画」は、知の集積拠点としての社会への責務を果たすために
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踏み出した総合大学化への大きな一歩であった。
中京大学は 1954 年（昭和 29 年）商科単独の中京短期大学として創立され、1956 年（昭和
31 年）商学部を設置する 4 年制の大学として開学した。創立当初から総合大学を志向し、
経済の高度成長という時代の風も得て、順調に総合大学への道を歩んだ。体育学部（1959
年）、文学部（1966 年）、法学部（同年）と順次学部を増設、さらに 1980 年代後半から 1990
年代初めにかけて、社会学部（1986 年）、経済学部（1987 年）、情報科学部（1990 年）、経
営学部（1991 年）と、相次いで学部を開設した。この積極的な学部の開設により、1997
年には 8 学部に対応する 8 大学院研究科が博士課程までそろい、名実ともに総合大学とし
ての基盤が確立した。
中京大学は時代に対応して「大学改革」をテーマに学部の設置、改組を積極的に進めた。
2000 年、「心の時代」の到来を見越し、文学部心理学科をわが国初の心理学部に昇格改組。
2002 年は国際性と専門性を兼ね備えた人材の養成と、近年の文化活動の地球的広がりに応
えるべく文学部英文学科を改組して国際英語学部を開設した。
2003 年には、文学部国文学科を改組し、日本文化をベースに国際文化を創造する日本文
学科、言語表現学科の 2 学科制とした。
さらに、2004 年には初の工学部、生命システム工学部を開設し、2005 年度には創設以来
の伝統を持つ商学部を総合政策学部に、本年度は情報科学部を情報理工学部にそれぞれ改
組した。いずれも、国際化・情報化社会の先端分野で、より実践的な人材の育成を目指す
改革拡充であり、これらは建学の精神を堅持し、時代の要請に応える大学を目指している
からに他ならない。
また、研究者の育成をめざしてきた大学院教育に社会人のスキルアップという新たな役
割が期待されるようになり、2003 年、ビジネスマンのための独立研究科、ビジネスイノベ
ーション研究科(ビジネススクール)、翌 2004 年、法曹育成をめざす専門職大学院、法務研
究科(ロースクール)を設置した。
本来的な教育・研究への取り組みに加えて、活性化 20 年計画が目指したもう一つの目標が“開
かれた大学”の実践、すなわち地域社会との交流の促進である。近年、大学の役割として、教育、
研究に加え、新たに社会との連携が加えられているが、中京大学は他大学に先駆けて、施
設や研究成果などハードとソフトを積極的に地域に開放している。地域住民を対象に開設
した公開講座は 1987 年から年 8 回程度開催、これまでに開催は 1４５回を超えた。中京大
学でその先駆をなすのが、1987 年に始まった学外講師による社会人・市民向け「公開講座」であり、
1990 年には中部地方の企業トップによる学生・社会人向け「経営者講座」を開講し、その理念は、
ビジネススクールに引き継がれ、中京大学と中部経済界との結びつきはますます強まって
いる。1992 年には名古屋キャンパスに放送大学愛知学習センターを誘致、さらに 1995 年、
本学教員らを講師とする「中京大学オープンカレッジ」が開講され、年間で計 400 程度の講座が開
かれ、地域の生涯学習の場としても定着した。キャンパス内で広がる地域の人たちと学生
の交流は、学生の情操面での教育にプラスになっていることはいうまでもない。
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(2)

学部等の理念・目的・教育目標

1. 文学部
現状の説明
文学部は、時代・社会の要請に応えて 2003 年度に従来の国文学科を改組し、日本文学科と言
語表現学科の 2 学科体制とする組織改革を行った。この組織改革の理念は、新たな教育体制の
下、日本文学科は「ことば」の精華である文学作品の理解・探求を通しての自己実現に、言語表
現学科は実践的な日本語の言語能力を涵養して価値あるメッセージを自ら発信できる能力の養
成にある。両学科ともその目的とするところは、
「日本語」についての基礎学力を向上させ、１）
史的・共時的な「ことば」の専門知識を探究し、２）現代社会で求められる実践的なコミュニケ
ーション能力を培い、３）社会的・職業的有用性のみならず、これらを自らの生きる力ともなし
得る人材の育成である。

日本文学科は、古代から現代に至る文学作品の理解・探求が可能となるように、文学史上の各
時代（上代・中古・中世・近代・近現代）に専任教員を配置し、日本語学（国語学）
・教職課程
（国語科）専任の教員とともにカリキュラムを運営している。
また、言語表現学科は、教職課程（書道）
・司書課程専任を含む旧国文学科の教員に報道の現
場で活躍する専任教員を加えての発足し、メディア・ジャーナリズム・現代日本語の諸相など新
たな現代的状況に即応した科目群を展開することによって学生の要請に積極的に応える一方、比
較文化や文化史関連科目群によって基本的な学問的態度・知識の涵養に努めている。

文学部では、これらの理念・目的・教育目標を、受験生には募集要項に、在学生には科目登録
の際に毎年配布する『履修の手引き』に、それぞれ掲載し、周知徹底を図っている。また、これ
らは中京大学のホームページ上でも公開されている。
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２．国際英語学部
現状の説明
国際英語学部は、2002 年 4 月に文学部・英文学科の学部への改組転換によって国際英語
学科と英米文化学科の 2 学科構成で発足している。2006 年 3 月には国際英語学科
76 名、英米文化学科 83 名の第 1 期卒業生を送り出した。
両学科とも多様な英語変種を等価と見る国際英語(World Englishes)の視点をベースに
置くが、国際英語学科は、英語圏に特化せず非英語圏の英語及び多言語・多文化を、英米
文化学専攻は、英語圏、特に英米の言語・文化を研究対象とし、両学科相互でそれぞれ実
務レベル、高度教養レベルでの知識や技術を教授することによって、相補的な構成となる
よう考慮している。
両学科とも、世界的視野に立って活躍できる国際人の育成を目的としている。そのため
の英語の運用能力の啓発と、異文化の十全たる理解を旨とし、そのために多彩なカリキュ
ラムと充実した留学プログラムを提供している。具体策としては、
①

積極的な発信能力に寄与する演習科目での少人数教育の徹底。

②

英語運用能力向上の査定として TOEIC 成績目標の設定。

③

異文化理解促進のための様々な海外留学プログラムの提供。

④

国際的な情報収集と発信のための IT 技能の育成。

の 4 点に集約でき、それぞれの学科に適した形での指導・教育を行っている。
・国際英語学科
国際英語学科は、「国際英語」の理念を理解し、それを英語力育成、及びコンピュータ力
の育成の基礎演習行い、その英語力を基に、国際地域研究、コミュニケーション研究、言語
教育研究、国際ビジネス研究を行い、国際教養に富んだ実務的な社会人の養成を図るもので
ある。また、国際英語学の理念を体験学習させるために、必修科目として、1 年次にシンガ
ポール（RELC：ASEAN 教育機関）において 3 週間の研修、また 2 年次にはアメリカ(マサ
チューセッツ大学ボストン校)、イギリス（サリー大学：ロンドン）
、オーストラリア（マコ
ーリー大学：シドニー）の中から一つを選択して、3 週間の研修を通して、現場体験教育の
推進を行っている。
・英米文化学科
英米文化学科は、
「国際英語」という理念の下に、英米文化と日本を含めた世界の各国文
化との歴史的影響関係を視野に入れて、地域研究を英米圏に絞り、この圏内の幅広い文化、
文学、英語研究を深く研究すると共に、英語によるコミュニケーション能力やコンピュー
ター・リテラシーを涵養し、実務的で教養のある国際性豊かな学生を育成する。
なお、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集要項で、在学
生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学のホームページ上
でも公開されている。
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３.心理学部
現状の説明
本学部は 2000 年に、旧文学部心理学科（1966 年創設）から転換改組して、日本で初めての
心理学部となった。社会が複雑化する現代において重要視される「こころ」の専門家を学部・
大学院を通して育てるとともに、心理学を応用して広く社会に貢献できる人材の養成に対応
するためである。
心理学部心理学科と１学科編成にしたのも、ある特化した領域の心理学のみを教育しよう
とするものではないというわれわれの理念と関係している。現代の心理学は研究領域の分化
と専門化が進み、自然科学系諸学との境界も融合的となってきている。人間の行動にかかわ
る膨大な事象を対象とし、○○心理学と称する分野は数限りない。そのような幅広い学問で
あるが、本学部の教育は「広く浅く」ではなく、「ある程度のまとまりのある」領域の心理
学的知識や研究方法とを獲得させることを教育の目標としてきた。この目標は、本学部の前
身である文学部心理学科の創設以来の理念であり、転換改組を行い心理学部になった後もそ
の理念は継承されて来ている。
まとまりのある領域とは、「基礎」「応用」「発達」「臨床」の４つの領域である。これ
らの領域を専門とする心理学部専任教員の主な研究分野は、知覚、学習、記憶、組織、産業、
交通、照明、色彩、環境、発達、家族、心理臨床、心理査定などである。
また、教育目標を達成するために、機器備品や消耗品の購入はもちろんのこと、７０室に及
ぶ研究室・学生院生研究室・実験室・演習室を持つことも本学部の特徴と言える。セメスター制
の導入も果たし、２００５年の完成年度後にカリキュラムの改定も行い、更には文学部・国際英
語学部との相互支援プログラムを立ち上げるなど学生のニーズや将来計画にマッチする教育環
境の整備を図っている。
なお、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集要項で、在
学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学のホームページ
上でも公開されている。
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４. 社会学部
現状の説明
社会学部は、商学部・体育学部・文学部・法学部に次ぐ中京大学の 5 番目の学部として 1986
年 4 月に発足した。当初のカリキュラムは、「社会」
「情報」「福祉」「文化」
「人間と教育」の 5
分野に分かれていたが、1995 年度から「現代社会と社会問題」
「情報社会と人間関係」「国際社
会と比較文化」の 3 コースとなり、2002 年度からは「現代社会」
「市民福祉」
「メディア文化」
の 3 コースに改編された。カリキュラムのあいつぐ改編は、激しく変動する現代社会に対応す
る研究・教育を実施しようという社会学部の設立の趣旨にそうものである。
設立趣意書には、「社会生活に関する諸科学を総合化する研究体制の整備」と「社会変動に翻
弄されないために、社会が生み出す諸矛盾の解決に主体的に取り組む学生を育てる教育」が目標
としてかかげられ、この目標を実現するために、
１）1 学部 1 学科制を採用して学科の枠を設けない柔構造をとること
２）演習など実習・調査を重視すること
３）感受性・想像力・実践力を育成すること
が記されている。
これまで変動する社会に対応して教育課程（カリキュラム）の改編を重ねてきたが、1 学部 1
学科制と 2 年から 4 年までの専門ゼミは設立以来 20 年間堅持してきた。教育面では、カリキュ
ラムの改編以外にも、
「調査研究法」を導入して実習・調査面での教育を強化し、当初は 1 年次
生全員がいっせいに受講していた「社会学概論」を６クラスの「社会学入門」および「社会調査
入門」にして系統的な専門教育を強化し、まちづくりの現場で重視されている「国際理解教育」
やまちづくりの担い手が講師となる「市民活動各論」を導入して実践力の育成を強化するなどの
工夫を重ねてきた。また、2005 年度には、
「社会調査士」資格を所得する課程をスタートさせて
いる。
本学部では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集要項
で、在学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学のホーム
ページ上でも公開されている。
なお社会学部は、現代社会に対応する研究・教育体制をさらに強化するため、これまで実施し
てきた教育活動と教育課程（カリキュラム）展開を踏まえて、２００７年４月から現代社会学部
として改組転換される。
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５. 法学部
現状の説明
法学部は、1966 年 4 月に創設され、爾来、法律学科を置いて、既に 40 年の歴史を重ねてき
た。
法学部における教育の目的は、法学・政治学の専門的知識を身につけさせるにとどまらず、社
会に生じるさまざまな問題を法的な原理・原則を踏まえて大局的な見地から総合的に判断し、適
切に処理・解決する能力、すなわち「リーガルマインド」を学生に身につけさせることにある。
このような知識・能力は、法律実務の専門職である法曹のみならず、司法書士・行政書士等の
準法律職や、公務員・会社員などにも必要なものである。近年におけるコンプライアンスの強調
などを待つまでもなく、総じて、市民として社会的活動を遂行し、また社会生活を営むうえで、
大いに役立つのである。
そのうえ、今日は「法化社会」とも言われ、社会生活上の問題を法に基づいて処理・解決する
傾向が強まっている。法学・政治学の専門的知識と「リーガルマインド」を身につけた法学部出
身者は、社会からますます必要とされている。
このような知識・能力を身につけるには、法学・政治学の知識を習得するだけではなく、法律
の根底にある法の精神を理解し、また、社会に対して幅広い関心を持ち深く洞察することが必要
である。
こうした認識のもとに、法学部としての社会的責任を果たすべく、学生の法学・政治学の専門
的知識の習得と「リーガルマインド」の涵養に努めている。
上記のような教育目標は、今日、とりわけ重要なものと考えられる。だが、近年は、学生の実
学的志向が強まる傾向もみられ、実用的な知識を求める気持ちから、単に断片的な法律知識を詰
め込むの弊に陥る者も見られるところである。
しかし、実用的な法知識の有用性は言うまでもないが、それが社会において生かされるために
は、「リーガルマインド」を基礎としなければならない。そして、法律に書かれているところを
覚えるだけでなく、その根底にある法の原理・原則を理解するのでなくては、「リーガルマイン
ド」を身につけることはおぼつかない。そのためには、基礎から系統的に全体像を学ぶことが必
要となる。
断片的な法律知識の詰め込みで足りるという浅薄な考えに学生がとらわれないように、系統的
な勉学を通して、社会と人間に関心を持ち洞察を深めるように導く配慮が求められている。
学生の系統的な勉学を活性化させ、社会に対する関心と洞察を旺盛にするには、その点を意識
した教育・指導が重要である。こうした教育・指導を行うには、法学の演習が相対的に適してい
る。今後とも、ゼミナールにおける教育・指導のさらなる充実などを通して、法学・政治学の専
門的知識の習得と「リーガルマインド」の涵養という教育目標を堅持していくよう努力すること
が大切である。

法学部では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集要項
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で、在学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学のホーム
ページ上でも公開されている。
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６. 総合政策学部（商学部）
現状の説明
総合政策学部はその前身である商学部を改組転換することにより、2005 年度に開設された。
商学部では、流通及びマーケティング、会計学を中心としたカリキュラム体系のもとに、都市化
社会という視角から、都市という場を特に念頭に置いて、
「商取引や商行為等を研究・教育する」
という方向性を目指してきた。そして、養成すべき人材像を「都市生活とビジネスの演出者、
21 世紀型新産業人」と設定してきた。
商学部では、以上のような観点から、専門的な職業人の養成を図ってきたのであるが、社会現
象、経済現象が次第に複雑化、多様化するなかで、個別の専門的な学問分野だけではそうした現
象を十分に分析・研究することが必ずしもできなくなってきた。こうしたところから学際的な分
野を含めて広く学問的成果を取り込める学部環境の整備や、より複雑化、多様化する社会に貢献
する人材育成ができる学部教育を展開する必要性が生じてきたので、商学部の中心的なカリキュ
ラムの 1 つであった流通及びマーケティングを活かしつつ改組転換するに至ったのである。
総合政策学部の理念・目的は、より複雑化、多様化する社会のなかで、個々の学問分野だけで
なく、各学問分野の相互関係を考慮した総合的・学際的な教育・研究ができるようにし、総合的
な視点から社会現象や経済現象を分析したり理解したりすることができるような教育・研究の場
を提供することにある。こうした総合政策学部の理念・目的は、学校教育法の第 52 条のなかに
ある、学術の中心として、広く知識を授けるという条文と一致するものと考える。
教育目標は、総合的な視点から様々な学問分野に関する知識の習得をさせるだけではなく、何
が問題なのかを的確に把握し、
「総合的な政策の立案ができるような能力を身につけさせる」こ
とにある。
「総合的な政策立案能力」とは、多彩な知識に基づき、広い視野に立って自ら問題を
提起し、その解決に取り組む能力を意味し、この能力を養成するためには、次のような目標を設
定している。
１）総合性・・・多彩な知識と広い観点の育成
２）段階性・・・積み重ねの重視
３）自主性・・・自ら問題を提起し、その解決に取り組む姿勢の育成
このような教育目標の下で、総合政策学部では、民間企業や地方公共団体等における政策決定
の至るまでのプロセスを理解し、制度や組織上の制約条件を考慮に入れたうえで、何が問題点・
課題なのかを発見し、それを解決するための政策を総合的な視点から企画・立案できる目指す人
材の養成を目指している。
現在の社会が、スペシャリストだけではなく、ジェネラリストをも必要とするようになってき
たなかで、個々の専門分野にとらわれることなく、総合的、学際的な教育・研究ができるようす
ることを理念・目的とすることには意義があるものと考える。また、問題発見や提案ないし問題
解決能力を身につけさせるという教育目標も、能動的な人材を育成する必要性という観点から意
義のあるものと考える。
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総合政策学部では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募
集要項で、在学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学の
ホームページ上でも公開されている。
なお参考のため、本学部の基本的理念、それを達成するための課題、ならびに課題達成のため
の方法について整理した図を次に記しておく。

基本的理念を
達成するための課題

学部の基本的理念

総合的な政策立案能力の習得

（総合的な政策立案能力とは）

多彩な知識に基づき、広い観点に立って、
自ら問題を提起し、その解決に取り組む能力

総合性
多彩な知識と広い観点の育成

段階性

自主性

積み重ねの重視

自ら問題を提起し、
その解決に取り組む姿勢の育成

課題を達成するための方法

カリキュラム
（教育課程）

幅広い知識の習得

教育・研究指導

広い観点の育成

ガイダンスの重視

主体的活動の機会を提供

学生の受け入れ

―――

―――

学生間の異質性の維持

教員組織

多彩で連動的な教育内容

中核科目教育の重視

―――

科目群間の
明確な弁別
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７. 経済学部
現状の説明
経済学部は、１９８７年４月に商学部を転換改組することにより、わが国を取り巻く国際環境
の変化と国内経済の変動に対処する能力を持つ学生の育成を目的として設置された。すなわち、
本学部は、国際性と専門性を兼ね備えた、理論と実践に強い人材の育成を教育理念としている。
この理念に基づき、基本的な経済学の知識を身につけさせること、現代情報化社会に適応できる
能力を涵養すること、そして国際感覚に優れ、幅広い教養と総合的な判断力を培うことを学部教
育の目標としている。これまで、このような教育目標を達成するための効果的な教育体制を実現
させるべく、カリキュラムの改正や教員組織の着実な整備・拡充に努めてきた。これらの問題に
関しては、学部内に「将来問題検討委員会」および「教務委員会」を設置し、定期的に議論を重
ねてきている。
他方、これらの理念・目的・教育目標を一般に周知させるための活動も行っている。受験生向
けには、募集要項への記載は勿論のこと、オープンキャンパスでの学部説明会や模擬講義、高校
説明会を行い、それらの周知を図っている。また、在学生には、
『履修の手引き』に掲載し、
「履
修相談会」等により周知を図っている。更に、カリキュラム、学部スタッフの紹介をも含めた内
容を大学全体のホームページ上で紹介している。
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8. 経営学部
現状の説明
中京大学経営学部は、商学部経営学科から分離独立して１９９１年に設立されたものであり、
経営学科Ⅰ学科より構成される。中京大学の建学の精神の要約は「学術とスポーツの真剣味の殿
堂たれ」であって、高度な学問･知識の修得と心技の練成、ならびにジェントルマンシップ・ス
ポーツマンシップ（ルール遵守、最善の努力、チームワーク、および相手への敬意という言葉で
示される、豊かな人間性）の涵養が、本学の教育観、教育方針となっている。本学のこのような
建学の精神の教育性と真理性を確認し堅持しつつ、地域はもとより国家・世界に寄与する人材を
育成することが、本学部の理念である。この教育理念に基づき本学部は、複雑化・国際化が加速
する現代社会に即した経営理論と実践へのその応用力を備えたビジネス・パーソン、すなわち経
営者や管理者、起業者を育成することをその目的とするのであって、経営教育を通じて得た幅広
い知識と能力を糧に、卒業後は実社会で即戦力として活躍し、経営幹部や管理者、企業家となる
ことを、本学部で学ぶものに期待するものである。
社会経済のグローバル化、高度情報化社会の展開、および社会価値の多様化といった今日の社
会動向を反映しつつ、
ビジネス界は大学学部で経営学を学ぶものに対し、
コンピュータ、
外国語、
簿記・会計に対する基礎的能力を習得するとともに、企業経営についての全般的･基本的知識と
高度の専門的知識を獲得することを期待している。また、問題を発見し分析･解決する能力、関
係者とコミュニケーションを図る能力、そして世界に通用する十分な教養といったものを身につ
けることも強く期待している。本学部は上記の理念と目的を念頭に置きつつ、ビジネス界のこの
ような期待に応える人材の育成に努めることを教育目標とする。これからの社会で活躍すること
を目指して、企業をはじめとする各種組織体の経営について真摯に学ぼうとするものが真に満足
できるような学部であることを意図して、本学部は教育に取り組む。こうした教育が適切に行わ
れるためには、
教育する側における経営学研究への積極的な取り組みが求められることはいうま
でもない。
中京大学経営学部の理念・目的･教育目標の内容は、以上の如くである。この内容は、社会と
りわけ産業界を担う有為の人材の育成、より具体的には、理論的知識と実践的応用力をもつビジ
ネス・パーソンの育成が、そしてここから、経営についての基礎的ならびに専門的知識と問題発
見･解決の能力をもつとともに、豊かな教養・人間性を身につけた人材の育成に向けた教育が、
本学部の人材養成等の基本的な目的となっていることを示している。本学部は設立以来、こうし
た人材養成等の目的の達成に向けて教育研究活動を行っている。
経営学部では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには募集要項
で、在学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学のホーム
ページ上でも公開されている。

－12－

Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

９. 情報理工学部（情報科学部）
現状の説明
情報科学部は 1990 年に設置されたが、2006 年に情報理工学部を設置し、学部の改組が行わ
れた。情報理工学部は設置されたばかりであり、情報科学部には、まだ 2 年、3 年、4 年生が在
学しているので現状については情報科学部について述べる。情報科学部は、情報科学の基礎理論
と応用技術を身につけ，高度情報社会において人間性豊かな情報システムの研究開発・運用・管
理や情報の創成・伝達に関して実践的，創造的な活動に従事する研究開発者，技術者等の人材を
養成することを目的として、情報科学科，認知科学科、メディア科学科の 3 学科体制により教
育研究を行っている。情報科学科ではコンピュータ科学を基盤に情報の表現と利用にかかわる人
材,認知科学科では人間の知的能力・機能のモデル化とそれを基礎とする現実の具体的な問題解
決にかかわる人材,メディア科学科では情報の表現,表出についての情報メディア技術や知的創
造的活動による情報の創成にかかわる人材の養成を目的としている。
この理念・目的の達成のためには，情報科学・技術の基本，基礎を重視すると共に、情報技術
についての実践的な能力や、感性を豊かにして新しい発想で情報科学技術や高度情報社会におい
て求められているものは何かについての課題を提起し、問題解決の手法を自主的に見出す能力を
養う教育を行うこと，さらに，人間社会について理解し，豊かな人間性を涵養することが重要で
ある。
このような理念・目的に基づき、具体化した教育目標の骨子は次の通りである。
①

情報科学の基礎からコンピュータの応用に至るまで幅広い情報技術に関する専門性の高

い教育を行う。
②

専門知識、技術を講義による知識として習得するだけでなく、実験，実習，演習による

体験を通しての実践的な能力を高める。
③

少人数、対話型のゼミ形式の教育カリキュラムにより「自ら考え」、「自ら学ぶ」体験を

通して感性を豊かにすると共に創造的能力を高める。
④

人間の知的能力・機能など，人間についての理解を深め，広い視野を持ち高度情報化社会

において対応できる能力を養成する。
これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集要項で、在学生に
は配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また、学部紹介パンフレットやホー
ムページ等でも一般に公開されている。
情報科学部（情報科学科，認知科学科の 2 学科）は，情報技術を中心とした学問領域の研究
を目的として 1990 年に設置され，2000 年にメディア科学科を加えて，3 学科体制で当該分野に
おける実践的な教育研究を展開し，専門的な知識と技術，創造性を兼ね備えた情報技術者の育成
に努めてきた。卒業生は，情報サービス産業，製造業、卸・小売業にほぼ 8 割が就職し、シス
テム・エンジニア、プログラマや CG，CAD の技術職など，それぞれの分野で活躍しており、
人材の育成について相応の評価を下せるものと考えられる。
しかしながら，昨今の急速な情報技術の高度化や多様化，さらにはコンピュータ通信技術やネ
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ットワーク技術の発展により，当該専門分野の包含される対象領域は一段と多岐にわたり，その
発展性に対応して，研究領域も大きな広がりを見せている。このような情報科学技術の高度化、
多様化による対象領域の広がりに対して当該専門領域における教育研究体制のより一層の整備
と充実が求められている。
科学技術の高度化や多様化により情報化社会の先端分野で、情報に関する技術者の専門基礎教
育の重要性やより実践的な人材の育成が求められている。このような情報分野の社会的な要請に
積極的に応えるとともに，当該専門分野の教育研究のさらなる充実を図るため，2006 年度より，
既設の情報科学部における教員組織と教育内容を基礎としつつ，情報科学部の枠をより徹底した
形で統合し，情報システム工学科，情報知能学科，情報メディア工学科の 3 学科で編成する情
報理工学部を設置した。
この改革により，情報技術・情報理工学分野における要諦を押さえ，産業社会や高度情報社会
の幅広い情報理工学分野において期待されている情報技術者を育成できるように，カリキュラム
の構成を行っている。すなわち，学部共通科目群を学科を跨いで充実させて，学科の専門性を支
える情報理工学の基盤を養えるようにするとともに，「プロジェクト研究型カリキュラム」によ
り学部教育を１年生の研究ガイドから卒業研究まで一貫性を持たせ，理工学部分野における専門
基礎教育，および当該 3 学科の専門教育の強化を図り，情報を中心とする科学，技術に関する
より充実した専門教育を目指している。さらに，キャリアアップ科目群を配置して，多様な動機
付けの機会を提供している。

－14－

Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

1０.

生命システム工学部

現状の説明
近年、インターネットの急速な普及に呼応して、情報化の流れはその速度と量を増している。
人間は、この情報世界の中で実世界をシミュレートし、その結果を理解することによって、新し
い産業やビジネスの創出と生産性の向上・効率化を実現してきた。
しかし、このような社会の情報化が進めば進むほど、当然のこととして、“情報化”の対立命
題としての“身体化”の問題が生じてくる。身体化とは、技術分野で言えば、技術開発の意図と
成果が、論理的、仮想的なものを通してのみでなく、直接からだ（身体）を通して利用者に伝わ
るようにすることを意味する。技術がいかに情報化、仮想化されても身体性への考慮が欠けてい
れば、それは真に人間のための技術とは言えない。技術の身体化は、人間の生活の質向上に関わ
る重要な要素であり、これからの工学教育においても正面にすえるべき重要な課題である。
中京大学生命システム工学部は、このような“身体性のある技術”を研究教育の中心に置き、
その知識を社会に役立てることのできる人材の育成を目指して、2004 年 4 月に発足した。その
理念は次の 4 つにまとめられる。
（１）生命・生活・健康への学術的貢献 人間科学と工学の知識・方法に基づいて、生命・生活・
健康に一義的関心を持つ社会の実現に寄与する。
（２）ものづくり 物と心を含む意味での“ものづくり”に活動の基本を置く。工学の方法とし
て、システムのモデル化やシミュレーションに基づく実証主義的方法をとる。
（３）社会との交わり 社会との交わりの場を活動の場に取り入れ、研究と教育の両面において
その機会を社会に開放する。
（４）個の重視 研究と教育の双方において、人間の抽象的集合体より、人間の個の身体性に重
きを置く。すなわち、個別性を重視した研究と教育を行う。
以上の理念を実現するためには、当然ながら、その教育内容は学際的になる。具体的には、全
体を大きく 3 つの系；（ａ）生体の構造や機能・システムを学び、それを社会に生かす「人間行
動システム系」、
（ｂ）機械・ロボットの機構や動作制御技術を学び、それを人間の生活に役立て
る「生命機械システム系」、
（ｃ）生体情報の処理や可視化技術を学び、それを生体システムの解
明につなげる「生命情報システム系」で構成し、これらの教育を通して、生命、生活、健康の質
的支援という社会的使命に対応できる人材、すなわち mission 志向型の技術者を育成することを
目指している。また、社会に出てすぐに役立つ力を養うため、プレゼンテーション能力、技術英
語、経営感覚の向上を目指すなどの教育も行っている。

生命システム工学部では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けに
は、募集要項で、在学生には配布する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京
大学のホームページ上でも公開されている。
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１１.

体育学部

現状の説明
体育学部は、1959 年 4 月に開設された。開設当時の本学部設置の基本理念は、本大学の建学
の精神である「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」のもとに、体育やスポーツの分野における
高度な専門知識と技術とを兼ね備えた教員、指導者、および研究者を養成することであった。設
置当時にこのような基本理念を掲げた背景には、専門的知識や指導力を有した保健体育教員の不
足、また体育やスポーツに関する学術研究推進の必要性といった当時の社会的要請があげられる。
その後、高度成長経済に伴う急激な社会変化は、国民の健康や体力に関連する生活にも大きな
変革をもたらした。すなわち、モータリゼーションなどの生活の利便化に伴う運動不足や体力低
下、栄養過多に伴う肥満者や疾病保有者の増加、高齢社会に伴う老年期の健康・体力維持の必要
性といった、それまでには考えられなかったさまざまな問題がもたらされてきた。このような社
会的変革に対応するために、本学部は 1962 年に健康教育学科、1967 年に武道学科を増設し、
1959 年の開設当時に設置された体育学科と合わせて３学科体制へと発展させた。さらに 1993
年には保健体育教員やスポーツ指導者だけではなく多様な職業選択ができることをめざし、コー
ス制（体育科学、競技スポーツ、余暇スポーツ、健康科学、武道の５コース）へと改組した。
2000 年には、本学部の理念である体育やスポーツの分野における高度な専門知識と技術を兼
ね備えた教員、指導者、および研究者を養成することをさらに充実することを目指して、体育科
学科と健康科学科の２学科体制に改組した。体育科学科では高度な競技者や指導者の養成と中学
や高校の教員養成を、
健康科学科では生涯スポーツやスポーツ施設経営にかかわる人材と健康づ
くりのためのスポーツを指導できる人材の育成を目指すことにした。
近年、教員採用試験合格者数は、採用者数の増加に伴ってかなり増加している。しかし、健康
に関連する企業などへの就職者数は必ずしも大幅に増加していない。また、大学院進学など研究
に関連する進路を選ぶ学生は横ばい傾向にある。本学部では、このような現状に甘んずることな
く、小学校教諭免許の取得プログラムや研究者養成を目指した教育など、カリキュラムや教員組
織のより良いあり方を検討している。
本学部の基本理念を柱に置きつつ、社会の変革に対応できる体育学部づくりに教職員一体にな
って取り組んでいくことが当面の課題である。
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１２.

教養部

現状の説明
中京大学は、学則 78 条で述べているように、教養教育及び教職課程に関する事項を審議する
ため教養部教授会を置いている。大学設置基準が大綱化されたのちも、全学の組織からなる検討
委員会において、大学教育における教養教育の重要性に鑑み、教養教育を責任を持って担う組織
として教養部の存続を決定し、現在に至っている。
教養部はこれまで 1995 年度と 2003 年度に大きなカリキュラム改革を実施した。前者の改革
では、「民主的社会の維持・発展のため、国際的視野から誠実に貢献しうる鋭い知性・感性に裏
付けられた総合的判断力を持った社会的人格と、豊かで柔軟かつ能動的な精神活動および身体活
動を可能にする個人的資質の形成」をその理念として掲げた。大学設置基準第 19 条でうたわれ
ている「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、ゆたかな人間性を涵養する」という精神と
通底するといってよいであろう。この理念を現在も念頭に置きつつ、今日的現実に対応すべく更
なる改革を加えたものが、後者すなわち現行のカリキュラムである。今日の複雑で変化の速い社
会を生き抜いていくことのできる人格を創造すべく、学生の立場に立ってのカリキュラム改革を
実践した。新カリキュラムでは、諸科学を学ぶことによって、「論理的な思考力」と豊かな「コ
ミュニケーション能力」を培い、「総合的な判断力」を身につけることをめざしている。これら
の能力は、学生が将来どのような進路をとろうとも、自己の道を切り開くために欠くのできない
重要な能力だからである。
新しいカリキュラムは、ソフィア系(講義系)（「自然の探求」「人間の探求」「社会の探求」
「新領域」「教養テーマ」）とコミュニケーション系（演習系）（「基礎ゼミ」「教養テーマゼ
ミ」「コンピュータ」「スポーツ・健康」「外国語基礎」「外国語演習」）に属する多様な「全
学共通科目」によって構成されている。教養教育における習得単位数は、学部によって若干異な
るが、32～44 単位とし、そのうち 24 単位を選択必修させ、残りの単位は学生の自由選択に委
ねている。また、これも学部によって異なるが、少ない学部で 6 単位、多い学部で 56 単位を「フ
ロート単位」とし、「全学共通科目」と「学部固有科目」の中から自由に選択履修させている。
一部の積み上げ型科目を除き学年指定を廃止したので、学生は自己の関心に従って、1 年から 4
年まで自由に選択履修をすることができる。
「外国語基礎」のうち、「第二外国語」については、
履修制限を撤廃し､すべての学生が履修希望外国語を学べるようにした。また、履修希望科目を
4 年間の内には必ず履修できるよう、「全学開講方式」をはじめとし、時間割編成にも工夫を加
えている。また、演習と講義にそれぞれ適正な「履修者数」を設定し、授業効果があがるよう努
めている。
選択の自由度の高いカリキュラムを学生にあたえる一方で、いくつもの「履修モデル」を提示
し、教養教育の履修の方向付けも学生に与えている。
新カリキュラムでは、「はたらくこと／いきること」という科目を起こし、他学部からの協力
を得て、学生たちに、働くことと生きることへの関心と意欲とを喚起させている。
教職を目指す学生のための教職課程教育や、留学生の日本語教育も教養部が中心になって実施
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している。

点検・評価・長所と問題点
現在、全学規模で、学生を対象に「授業改善のためのアンケート」調査が実施されてい
るが、教養部では、それに先立って、1997 年度に独自に「カリキュラム・授業評価アン
ケート」を実施し、その結果を公表した。2000 年度には、教養部の教員を対象に、学生
の学力や学習意欲､教育内容の改善に関する「アンケート」を実施して、その結果を公表
した。また「基礎ゼミ」「教養テーマゼミ」については、毎年「アンケート」を実施して、
その結果を公表している。いずれも、教養教育の自己点検・評価を試みたものだが、これ
らの点検・評価は教養部内に常置されている「将来計画委員会」が中心となっておこなわ
れ、常に教育の改善を図るよう努力している。その活動を記録にとどめて活用できるよう
に、1991 年以来『教養教育研究』を毎年発行している。現在第 15 巻まで発行したが、教
養教育の改善をめぐる具体的な動向が記録されており、広く利用されている。これらのア
ンケート結果から、学生の学力低下、勉学意欲の低下を現実のものと受け止め、教育内容
や方法にそれぞれの教員がいろいろな工夫を凝らして対処している姿が浮かび上がって
くる。受講者数がやや少ないものの、「基礎ゼミ」「教養テーマゼミ」の受講生はこれら
の科目を高く評価していることがわかる。一方で、多人数講義の受講生は不満を感じる傾
向が強いことがわかる。外国語教育では少人数教育を目指しているが、講義科目にあって
も多人数教育を避けることが肝要であろう。
新カリキュラムにおいては、学生の選択の自由度が高いために、履修希望者が殺到する
「科目」では、履修制限をせざるをえないこともあり、履修できなかった学生から不満の
声があがることがしばしばある。一方で、講義時間の配置にもよるのであろうが、少人数
開講を余儀なくされる講義もある。何らかの解決策を模索せねばならない。
「フロート単位」は、学部が提供する「学部固有科目」と教養部が提供する「全学共通
科目」のいずれで履修してもよいことになっているが、「フロート単位」の多い複数学部
で調査したところ、学生は「学部固有科目」と「全学共通科目」をほぼ同数履修している
ことが判明した。このことは、学生が必ずしも「教養離れ」しているのではなく、むしろ
積極的に教養教育に参加しようとしているのだということを示している。さらに授業を改
善して多くの学生によい講義を提供しなければならない。
教養教育を充実させるためには、今日的課題を念頭に置きつつ、常に教養教育の理念と
目的とを吟味していくことが求められている。

将来の改善・改革に向けた方策
前述のように、教養部では「将来計画委員会」を中心に教養教育の改善・改革を重ねて
きた。今後も当委員会の果たす役割は重要となろう。これまで実施してきた「アンケート」、
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教養教育の今日的課題をめぐる「講演会」、経験交流会「よりよい授業を目指して」を今
後とも継続することで、改革への志向をさらに研ぎ澄まさねばならない。また、全学規模
で実施されている「授業改善のためのアンケート」の結果から明らかにされつつある諸課
題について真摯に取り組む必要がある。
その上で､全学的な専任教員数の見直しがはかられる中、教養教育の豊かな展開を保証
する組織のありようについての検討・具体化を一層おしすすめてゆくことが教養部の責務
である。
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（３）研究科の理念・目的・教育目標
1．文学研究科
国文学専攻
現状の説明
中京大学文学研究科は、1971 年 4 月心理学専攻修士課程を設置したことに始まる。1973 年 4
月国文学専攻修士課程を増設し、心理学専攻博士後期課程は 1978 年 4 月に、英文学専攻修士課
程と国文学専攻博士後期課程は 1982 年 4 月に、そして英文学専攻博士後期課程は 1984 年 4 月
に増設された。
その後、人文科学分野の深化に対応すべく、学部構成が細分化の方向で変更され、
本研究科も、心理学専攻は心理学研究科に、英文学専攻博士前期課程（修士）は国際英語学研究
科に転換改組された。
したがって、文学研究科は、国文学専攻博士前期課程（修士）
・博士後期課程と、英文学専攻
博士後期課程との 2 専攻から成っている。
文学研究科は、開設以来長い年月を経たが、この間の社会変動は激しいものがある。特に現代
社会の要求はともすれば実学偏重の傾向にあって、社会の即応する教育成果が求められている。
それ自体重要なことであるが、社会に生きる人間はそれだけで成り立つ訳ではない。このような
時代には他方で充分な教養を有する人間形成が重要であり、人間の心と深く関わる文学の適切な
理解が必要であり、その為の適切な研究機関が必要と考えている。
国文学専攻について触れると、社会の変動につれて国語国文学の研究分野は拡大し、その研究
目的も変化した。また、その研究方法も情報処理機器の導入利用が常識化し、多種多様で複雑に
なり、更に微細になってもいる。国文学専攻ではこの現状に応えるべく、適切な教員の確保、カ
リキュラムの充実、研究施設整備や機器の拡充、研究図書の完備、貴重図書の蒐集などに努め、
確実な成果を挙げている。
博士後期課程では、国文学の各分野と中国文学に 6 名の専任教員を置き、斯学の確実な研究
を示し、大学院学生の研究能力の活性化を図っている。博士前期課程（修士）では、さらに国語
学と国語教育にそれぞれ 1 名の専任教員を、書道に 1 名の非常勤教員を置いている。
この陣容で、博士前期課程（修士）3 名・博士後期課程 2 名の大学院学生に対し、学界の最新
研究成果を踏まえながら、大学院学生の自主性を尊重し指導を行っている。
その教育理念としては、広く国語国文学の価値を体得させ、各分野の研究をより確実に極める
よう態度・方法等を指導することは当然であるが、更に研究者としての自立性を促し、文学研究
者として育て、日本文学研究の発展に寄与することを目指している。また、国内外の状況を踏ま
え、学位の授与についても積極的に配慮している。
なお、博士前期課程（修士）の大学院学生に対しては、実力ある中学・高等学校教員を育成す
る体制も整えている。
英文学専攻博士後期課程について触れると、イギリス文学・言語学・応用言語学の各分野に 5
名の専任教員を置き、真の国際人たる資質を育てるよう努めている。また、新たに開設した国際
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英語学研究科と連携し、英語教育指導者の育成も視野においている。

点検・評価・長所と問題点
文学研究科国文学専攻においては、基本の国語国文学のカリキュラムの充実に絶えず努める
一方、以前には漢文学と書道の入事を一新し、博士前期課程（修士）においては、
「漢文学特殊
講義・同演習」
（平成５年度）と「書道特殊講義」
（平成９年度）を開講した。
この方針に基づき、平成１３年度には博士後期課程に「漢文学特殊研究」を開講し漢文学研究
のより充実を図った。前年の平成 12 年度には博士前期課程（修士）に「国語教育特殊講義・同
演習」を新たに開講した。中学・高等学校教員の育成にも力をいれることにしたのである。
教育条件の整備とともに望まれるのは、学生の充実である。それには質と量が問題になる。学
生の質においては、近年博士課程の学生が本学以外の学会において行う研究発表がしばしば斯学
の注目を浴びていることによっても、彼らに対する教育の成果と学生の研究者としての成長は証
明される。
ただし、学部入学試験の難度が上がって来たにもかかわらず、ここ数年博士前期課程（修士）
への入学者が定員を切っている現状は、留意すべき点となる。それは大学院に入学して、より高
度な国語国文学の研究に励むことが、必ずしも良い就職とは結びつかないことが第一の原因であ
る。中学・高校の採用人数が徐々に上向いてきている現状においてである。
中学・高校における国語の教員の質が問われて久しくなりながら、現実は教授方法や教育指導
面が重要視され、学部を卒業し教育現場で常勤講師として研鑽をつむことが求められている。学
識の質の向上面には目配りが少なく、大学院で勉強することが教員志望者への道を広くはしてい
ない。そればかりでなく、大学院の学生は専門の勉学に追われることによって、教員採用試験へ
の対策がなおざりになりがちでもある。今後はこの問題を重視し、何らかの対策を立てる必要が
あろう。
国文学専攻・英文学専攻の博士後期課程は、近隣の同種大学院の減少から少人数ながら進学希
望者があり、また、昨今の生涯教育を求める動向からの進学希望者もある。

将来の改善・改革に向けた方策
国文学専攻・英文学専攻とともに、博士後期課程に進む院生には、より高度な研究体験をさせ
質の向上をめざしたい。博士後期課程を修了した院生の研究職としての道は、全国で文学部が他
の学部に改組され減少する中で厳しいものがある。公的私的な研究所や資料館の研究職員として
の道も模索しているのが現状である。
国文学専攻の博士前期課程（修士）に進み教員をめざす院生には、新たに設けた「国語教育特
殊講義・同演習」を中心に、学識のみでなく教育指導力も充実させ、目的が達成でき
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１．文学研究科
英文学専攻
現状の説明
本専攻の基盤である英文学科が 2002 年に国際英語学部へと改組転換になった。国際英語
学部が完成年度を迎えた 2006 年に文学研究科英文学専攻博士前期課程を改組して国際英
語学研究科が設立された。それに伴い文学研究科英文学専攻博士前期課程では学生募集を
停止した。現在の在学生の修了をもって閉鎖を予定している。残された期間は長くはない
が、本専攻では、博士前期課程、博士後期課程とも学生の専攻分野や関心の如何に関わら
ず総合的な英語力と幅広い専門知識を有する教員、研究者、国際的に活躍できる専門職業
人の育成をこれまでと変わらず目標としている。文学研究を含めた高度な文化研究、高い
英語力、実用性を重んじる社会のニーズに対応できる教育研究などを考慮して、文学のみ
ならず言語学、応用言語学、比較文化論などの科目を設定し、本専攻の目標達成の努力を
図っている。

点検・評価・長所と問題点
本専攻の目標の一つである英語力の養成は多彩な専門分野の教員の相互指導によって成
果が出ているといえるが、英文学、米文学、英語学、英語教育学の多岐に渡る分野での教育
スタッフの不足が問題であるといえるが、在学生が少ないことにより一応の対応はなされて
いる。
これまでに、文学修士は多く輩出しているが、文学博士はまだ輩出していない。博士課程
後期への入学者が少なかったことも原因のひとつである。

将来の改善・改革に向けた方策
近い将来の閉鎖を考慮すれば教育スタッフの増員は望むべくもないが、学生の個々の研
究に対応できる機器設備の充実を図りたい。
また、問題点で指摘したように、文学博士の輩出を目標に掲げ、そのための改善・改革
を行うことが必要である。また、学生の研究に寄与する様々な電子ソフトや情報の提供を
充実もその改善策のひとつである。

－22－

Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

２. 心理学研究科
現状の説明
本研究科は、2000 年の心理学部開設に伴い、文学研究科心理学専攻（修士課程・博士課程）
を改組転換し、
大学院心理学研究科博士前期課程と博士後期課程を 2002 年に同時に発足させた。
また、本研究科においては、心理学の系譜および現状に照らして領域間の交流を促すとともに、
心理学部における教育と整合性の取れたより高い教育研究を実現するため、「実験・応用心理学
専攻」、「臨床・発達心理専攻」からなる１研究科２専攻とした。
「実験・応用心理学専攻」は、意識の発生から行動の発言に至る心理過程の解明を目指す「実
験心理学研究領域」と、その基礎研究の成果を活用し現実的諸問題の解決を図る「応用心理学研
究領域」の２領域から構成されている。もともと実験心理学領域と応用心理学領域は、その対象・
方法を共有し、同じ学問系譜に属して発展してきたものであり、相互の親和性は高い。したがっ
て、本専攻において、この両者の連携をさらに強化することにより、ヒューマン・エラーの回避、
人間―環境系の適正化などに中核的役割を担うことが目標である。
「臨床・発達心理学専攻」は、人間のさまざまな適応困難の分析と事例への対処を目指す「臨
床心理学研究領域」と、生涯にわたる人間発達の様態とその機序の解明を目指す「発達心理学研
究領域」の２領域で構成されている。臨床心理学研究領域の教員はすべて広範な心理臨床の職務
に従事しており、その実績により財団法人日本臨床心理士資格認定協会による指定制大学院に認
められている。また、課程修了者の多くも同協会認定臨床心理士として幅広く活動している。従
来、個の理解を通じて適応を支援する臨床心理学のアプローチと、発達事象の原理探求を目指す
アプローチは、ともすれば乖離しがちであり、両者の連携は必ずしも十分といえない状況にあっ
た。しかし、そのような状況を改善し、両領域の連携協力を促進することよってより高い資質を
持つエキスパートの養成が望まれるようになってきた。本専攻においては、研究者の養成にとど
まらず、このような高度な技術を持つ専門家の養成を目指している。
本研究科の博士前期課程においては、専攻領域や進路の違いを超え、他の専攻分野・領域と連
携協力し、プロジェクト・チームの一員として課題解決に寄与しうる人材の養成を行う。また、
博士後期課程においては、学術研究・教育者あるいは高度専門実務者として学術研究ならびに教
育に寄与する人材の養成を行う。

点検・評価・長所と問題点
本研究科の教育研究活動により、その目標とする人材の養成を行うためには、担当教員が優れ
た学術研究・教育力を持たねばならないことは論を待たない。しかし、大学研究者はともすれば
狭い専門領域に閉じこもりがちになり、教育理念の達成の妨げとなる場合がある。この点で、本
研究科は６名の教員が大学以外の職務経験を持ち、非常に望ましい環境にあるといえよう。また、
非常勤講師にも極力多彩な人材を確保すべく努めている。
後述するように、心理学部・同研究科とも比較的順調に学生確保がなされ、施設・設備に関す
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る教育研究条件はかなり十分に維持されている。ただし一部には、外国雑誌の値上がりによる、
外国雑誌の購入打ち切りなど大学院生の教育研究条件の悪化も懸念される事態も生じつつある。
2005 年度、2006 年度に８名の退職者を出し、約半数の教員が入れ替わる事態は深刻な影響を
与える可能性がある。幸い、これまでに８名中６名の補充が完了し、今年度中に全員の補充が完
了する予定となった。新規赴任者はそれぞれ十分な教育研究能力を持つ有能な人材ではある。た
だし、将来の心理学部・研究科の人事構成などを考慮した場合、やや若手の人事に偏らざるを得
ず、彼らが十分に力量を発揮し、評価されるまで、ここ数年は研究科の評価が若干低下する可能
性もありうる。

将来の改善・改革に向けた方策
当面の課題としては、半数の退職者を出したことによる影響を最小限にとどめることである。
しかし、これは一時的なものであり、新規赴任者の教育研究能力を十分に発揮できる研究条件を
保障し、それまで必要であれば新たな非常勤講師を採用することにより、短期間（おそらく数年）
のうちに解消可能であろう。また、この間の研究条件の保障は理事会を中心とした経営側からの
援助も期待できよう。
上述のこととも関連するが、当研究科の課題としては、競争的研究費の導入による教育研究環
境の一層の向上である。このためには、個々の教員が競争的研究費の獲得に努めることは当然で
ある。しかし、それ以上に、まさしく本研究科の教育理念である「専攻・領域」を超えた連携協
力関係の構築が必要である。まず、「実験・応用心理学専攻」、
「臨床・発達心理学専攻」それぞ
れの内の、また専攻間の連携協力により魅力ある研究テーマの創出に努めるべきである。さらに、
本学には「情報理工学部情報知能学科」
、
「体育学部体育心理学」など心理学の関連領域、関連研
究者が多々存在している。これら関連領域との共同研究、共同授業は心理学の新たな領域の創出、
幅広い知識を有する高度専門実務者の養成に寄与すると考えられる。今後、専攻間の一層の連携
協力にとどまらず、学部・専攻科間の連携協力関係の構築に努める。
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３. 社会学研究科
現状の説明
本研究科は、国際化・情報化の進展をはじめ変動する社会の諸現象を診断し、現代社会に生起
する諸問題の解明に資する理論的・実証的研究を発展させ、学識豊かな研究者および専門的識業
人養成の教育に取り組むことを目的として設立された。研究科の母体となる社会学部の完成をま
って、博士前期（修士）課程を設置したのは 1990 年であり、博士後期課程の開設は 1992 年で
あった。
学問のいずれの分野においても、当該ディシプリンの継承・発展のあり方は課題になり、とき
にその守備範囲や方法自体が問われ、ディシプリン再構築の試みすら求められる。本研究科は、
発足当初から、学部教育の新しい編成を前提とし、社会学を中心にしつつ隣接諸科学の連携・協
働による研究・教育創出のための試みを重ねてきたことに特徴がある。それは、カリキュラム編
成および専門領域の広がり・重なりを考慮した教員構成にも現れている。ただ、研究・教育の「学
際性」を実りあるかたちで発展させることは容易なことではない。諸科学の多面的アプローチを
活かしつつ、それらを総合化し、再構成するための研究・教育の枠組み・方法をめぐる不断の討
論と試行が求められているといえよう。

点検・評価 長所と問題点
本研究科は、発足当初中部圏で唯一の社会学研究科だったこともあり、この分野の大学院教育
の機会をさまざまな層の人々に提供し、地域社会に貢献することを重要な課題として意識しつづ
けてきた。何年かの実務経験の後に、改めて修士課程もしくは博士課程で研究に取り組もうとす
る人々を比較的多数受け入れてきたことも、本研究科の特色の一つといえよう。研究科の定員は
大学院としてもっとも小さい規模にもかかわらず、31 人の修士と 6 人の博士の学位取得者を研
究と実務の第一線に送り出してきたことは、積極的な評価に値することと考える。
本研究科にとって当面する課題は、
入学者および志願者数の伸び悩みを打開する見通しをはっ
きりさせることであろう。他方、本研究科を取り巻く環境の変化もまた、理念・目標と内容の全
体にわたる大学院教育の見直しと再構成の課題を提起している。とくに、関連学問分野で進行し
ているいくつかの動きは、大学院教育の新たな可能性を示唆しているといってよい。本研究科で
は、現在、これらの課題を検討し、改革案をまとめるための作業に取り組んでいる。

将来の改善・改革に向けた方策
改善策の詳細は、今後の作業と討議にまたねばならない。その際、専門社会調査士資格の位
置づけ方の問題、社会福祉領域にみられる専門的力量のブラッシュ・アップや資格のランクアッ
プ等、職業的専門性の向上にかかわるニーズ、あるいは、社会人志願者の生涯学習的ニーズの受
け止め方の問題等が、重要な検討課題になるだろう。
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４.

法学研究科
現状の説明 点検・評価

1976（昭和 51）年 4 月 1 日、中京大学に大学院法学研究科が開設された。それは、中京大学
に法学部が開設された 10 年後のことであった。修士課程(博士前期課程)に引き続き、2 年後に
は博士後期課程が開設された。研究科設置の目的は、高度な専門的教育による人材の育成と研究
者養成にあるが、それは同時に法学部教育のさらなる高度化と研究条件の充実化にもあったこと
はいうまでもない。
爾来 30 年間、本研究科は、中京大学の卒業生はもとより、全国各地の様々な大学・学部の卒
業生や外国人留学生を受け入れている。社会人の受け入れも積極的に行っている。
研究環境については、法学文献センターなどの利用に便宜を図るほか、各院生用の机を配した
常時かつ随時に研究が行える院生専用の共同研究室を設け、そこに院生専用のコンピューターを
はじめとする研究用機器類を常設し、また専門的文献図書資料の供与や 500 度の無料コピーカー
ドの配布などにより、ハード面の充実を図っている。教育指導では、国際化と情報化に対応でき
るような高度な専門知識と応用力を身につけた人材育成を重視している。指導教員はむろんのこ
と、専攻関連分野の教員や担当教員によるきめの細かい指導を行っている。
博士後期課程では、現在のところ３名の者に博士号を授与している。特筆すべきは、それらの
博士号取得者がいずれも中国に帰国して、大学の副学長や専任教員さらに研究機関の研究員とし
て活躍しているという点である。日本人修了者の活躍も目覚しく、そのほとんどが大学の教員に
なっている。研究者養成の成果は着実に達成されているといえよう。
博士前期課程修了者についても、研究者志望の者は国外または国内の大学の大学院博士課程や
民間の研究機関などに進み、専門職志望の者は弁護士・公認会計士・税理士・社労士などのプロ
フェッショナルとして現在活躍中である。高校の教員になった者も多い。
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５. 経済学研究科
現状の説明
本研究科は、１９９１年に修士課程を、１９９３年に博士課程を開設した。この時期、グロー
バリゼーションが急速に進行し、各国において多くの規制が緩和あるいは撤廃され、世界経済の
相互依存と一体化が進んだ。わが国においてもこれまでの慣行、システムが、金融、会計、雇用
を始め、経済のほとんどの分野で大きな見直しを迫られるようになった。国際的な視野をもち、
同時に経済の各分野について高度な分析能力をもつ人材の育成が重要な課題となっていた。さら
に、わが国の国際的地位の向上にともない、わが国に留学し、わが国の経済発展や経済システム
を学ぼうとする研究者が、とりわけ発展途上国において、急速に増大した。このような研究者に
適切な研究環境を提供することも、
高等教育機関としての大学が果たさなければならない重要な
使命である。本研究科は、こうした時代の要請に応えるために、次のような教育理念・教育目標
のもとに開設された。
本研究科は（１）独創的な能力を有して、経済学の新しいパラダイムの構築に資することので
きる研究者の養成、（２）先端的な学術研究の推進を通じて国際的に貢献できるエコノミスト等
の養成、（３）高度な専門学識とそれに基づいた判断力を通じて学問研究と社会との結びつきに
資する人材の養成、（４）わが国についての深い認識を持ち、出身国ならびにわが国の発展と相
互友好のために活躍できる外国人人材の育成。この理念・目標を達成するために、経済理論、経
済史、経済政策、財政学、金融論、国際経済学、産業経済、税法の８類から成る多様なカリキュ
ラムが配置されている。また修士課程においては、複数指導教授制を採用し、院生の論文作成に
より適切に対応できるようにしている。

点検・評価・長所と問題点
上記の理念・目標のもとに、教育・研究活動を押し進め、１９９１年の開設以来、多くの研究
者、専門家を排出してきた。外国人院生も、卒業後母国に戻り研究職・専門職に就いている者も
相当数を数えている。したがって、この理念・目標を大きく変更する必要はないものと考えてい
る。

将来の改善・改革に向けた方策
開設以来多くの志願者を集めてきたが、ここ数年深刻な問題は志願者が減少してきているとい
うことと、それにともない上記の理念・目標の達成のために必要とされる研究・教育水準を維持
していくことが次第に困難になってきているということである。講義、研究指導のあり方にいっ
そうの工夫が求められなければならないが、志願者を拡大し、大学院教育を受けるにふさわしい
能力をもつ院生を確保しなければ根本的な解決は困難である。志願者減少は、少子化により学生
数が減少し、研究職への途が厳しくなっているということが大きな理由と思われる。志願者拡大
にどのような方策が可能か、早急に検討する必要があると考えている。
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６．経営学研究科
現状の説明
経営学研究科は経営学部を母体として 1995 年に博士前期課程が開設され、つづいて 1997 年
には博士後期課程が創設された。開設当初より、本学では最初の試みである昼夜開講制を導入し、
開かれた大学院をめざして、一般学生の他に、社会人、留学生を広く迎え入れる体制をとってい
る。
経営学研究科の理念･目的はグローバル化、情報化、学際化の流れのなかで高度の専門的職業
人の養成、国際的人材の育成、さらに専門的研究者の養成を掲げている。
企業経営、会計･ファイナンス、経営情報、国際経営を専門分野とする教員が院生と研究の現
場を共有する形で、実践的な教育をおこなっている。それに対応した適切なカリキュラムを設定
し、関連施設・資料等の整備によって院生の研究体制を支援している。博士前期課程・博士後期
課程とも、指導教授を中心とした少人数教育のもとに、演習ゼミが開講され、一般学生、社会人
学生、留学生間の交流を促進しつつ、それぞれの院生の可能性を引き出すよう努めている。

点検・評価・長所と問題点
昼夜開講制を導入したことは当初、社会人をはじめとする幅広い学生受け入れの先鞭をつけ
ることに成功し、ビジネス･イノベーション学科などの開設にも寄与した。しかし 2003 年以降、
経営学部を母体としたビジネス・イノベーション学科の併設によって、経営学研究科専属の教員
数がほぼ半減した。もちろんビジネス・イノベーション学科との連携を図っているが、人的な負
担は増大している。

将来の改善・改革に向けた方策
不開講科目の廃止を含むカリキュラムの再編成をおこなうと同時に、体系的な科目群を明確に
して院生の学習意欲を喚起する。その際、ビジネス･イノベーション学科の開講科目との棲み分
けを明確にして分業体制をめざす。しかし人的には、兼担を密にしてビジネス･イノベーション
との協業化･連携化を追求する。
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７. 商学研究科
現状の説明
本研究科は１９６９年の修士課程設置および１９７１年の博士課程増設によって生まれたの
であるが、その母体となった商学部において１９８７年に転換改組により経済学部が設置され、
また１９９１年には商学部経営学科の分離独立により経営学部が設置され、そしてこの両学部に
おいて、それぞれ対応する大学院として１９９１年には経済学研究科が、１９９５年には経営学
研究科が設置された。こうした学内的な研究教育体制の整備・拡充とあいまって、商学研究科に
おいては、当初は経済学や経営学をも含んだ伝統的な商学の研究教育をおこなっていたが、徐々
にマーケテイング分野と会計学分野が、カリキュラム編成面においても、教員構成面においても
主たる研究･教育領域として確立され整備されるに至った。
ところで商学研究科の母体としての学部である商学部が２００５年に総合政策学部へと転換
改組し、同年度の入学試験において商学部学生の募集を停止したことにより、商学研究科として
は、その将来構想を検討せざるをえない状況を迎えている。とはいえ商学研究科としては２００
４年度までに商学部に入学した学生の商学研究科への進学を前提に、既存の研究指導体制を維持
する努力も併せて行なっている。

点検・評価・長所と問題点
本研究科は設立以来３２０名を超える修士課程修了者を輩出した。しかし、修士課程修了者
のうち博士後期課程に進学するものは少なく、いわゆる博士課程単位取得退学者数は現在で１５
名にすぎない。尚、博士の学位取得者にいたっては論文博士が１名、課程博士が４名というのが
実績である。これは当初から博士後期課程への進学を前提としないで、
「高度の専門性が求めら
れる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的」
（大学院設置基準第３条）に、具体的に
は将来の職業として、
職業会計人として社会に貢献していくことを希望する者が本研究科に入学
してくるためであり、そういう院生が多数を占めるためである。但し、最近ではマーケテイング
を研究する院生も増加し、そこからは少人数ながらも博士後期課程に進学する者も見られるよう
になってきた。

将来の改善・改革に向けた方策
修士課程においては十分に入学者を確保している中で、博士課程への進学者をいかに確保
するのか、これが商学研究科にとっての将来に向けた改善･改革の課題となるべきはずであった。
というのも既述したように、本研究科の母体学部である商学部が総合政策学部へと改組転換した
ことにより、本研究科の当面する課題は、引き続き商学研究科として存続していくのか、それと
も新たに総合政策研究科を設置する方向に向かうのか、または第三の方向性を模索していくのか、
こういう問題次元レベルでの将来構想の検討が、求められている。
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８. 情報科学研究科
現状の説明
１９９０年に開設された情報科学部が完成年度を迎えた１９９４年に大学院情報科学研究科
博士前期課程（修士課程）が設置された。開設当初は、情報科学専攻（定員１２名）と認知科学
専攻（定員８名）の２専攻から成り、コンピュータ、数理に加えて、生きた情報素材としての人
間的要素を取り込むことが特徴であった。情報科学専攻では、人間に適合したコンピュータを追
求し、認知科学専攻ではコンピュータに適合した教育研究から人間の心に近付くという理念を掲
げた。２００２年には社会人の受け入れという観点から認知科学専攻において通信制大学院博士
前期課程（定員１４名）を開設した。その後、コンピュータと人間との関わりの中で、ディジタ
ルコンテンツや仮想化技術など、情報の表現を扱う必要が出てきたため、メディア科学科が情報
科学部内に増設された。その完成年度を迎えた２００４年に人間の知的・創造的活動を情報とし
て表現することを理念としたメディア科学専攻（定員１０名）が増設され３専攻となり、博士前
期課程においては、情報科学専攻、認知科学専攻、メディア科学専攻および認知科学専攻通信制
博士前期課程という構造になっている。
現状では、情報科学研究科全体としては、重要な社会インフラである情報技術の研究開発は応
用に関して、高度な専門能力を発揮できる情報人材の育成を目的としている。より具体的に情報
科学専攻では、ネットワークを含めた情報システムや情報処理などの高度情報技術の専門家の育
成を、認知科学専攻では、高度の学習支援やヒューマンインタフェース技術などの専門家の育成
を、メディア科学専攻では、コンピュータを活用した高度なメディア処理、表現技術の専門家の
育成を目的としている。認知科学専攻通信制課程では、実社会で働きながらインタフェース開発
や教育へのネットワークへの応用などに取り組む人たちがさらに専門性を高めることを目的と
している。わが国の情報関連産業において極めて浅い基盤しかもたない情報技術者がかなり多く
就業している現状において、このような高度な技術者の育成は社会的な要請に基づくものとして
適切性が認められる。学部の４年間の教育では情報処理技術の進展には遅れをとることがあり、
さらに２年間の大学院教育が有効であると判断される。
このような理念と目的に基づいて、３つの専攻および通信制に共通した教育目標は次の通りで
ある。
① 大学院においても基礎教育は重要であり、大学院として修得すべき知識・技術の教育を行
う
② 専門能力を高めるためには最先端の知識・技術の修得が重要であり、自ら進んで調査・研
究する
博士後期課程（博士課程）は、前期課程の情報科学専攻と認知科学専攻を融合させた情報認知
科学専攻（定員４名）として、1996 年４月に発足した。これは、発展しつつある情報社会の要
請に応えるため、前期課程で展開された情報科学および認知科学の研究に関し、さらに高度な研
究を展開するとともに、両者をより融合的に捉えた学際的な研究展開が是非必要と考えたからで
ある。これにより情報科学部設立以来の理念であるコンピュータと生きた情報素材である人間を
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融合的に捉えた高度のレベルの情報科学技術の研究を行う環境が実現できた。
その後、情報の表現に焦点を当てた教育研究を行うことを理念としたメディア科学科および博
士前期課程が設置されたのを受け、2006 年４月に博士後期課程のメディア科学専攻（定員２名）
を設け、高度メディア技術の研究を展開できるようにした。
博士後期課程では、メディアを含む情報科学技術、認知科学およびその応用分野で研究者とし
て一人立ちできる高度研究専門家の育成を目的としている。さらに教育面では専門家であると同
時に、学際性も備えた視野の広い高度な情報人材育成を目標としている。具体的には、情報認知
科学専攻では、ネットワークを含む情報システムや知的情報処理に関する高度な研究専門家、学
習支援やヒューマンインタフェースに関する高度な研究専門家の育成を目標としている。メディ
ア科学専攻はまだ発足したばかりであるが、コンピュータを活用した創造的な表現などが行える
高度なメディア研究専門家の育成を目指している。
このような理念と目的に基づいて、２つの専攻に共通した教育目標は次の通りである。
① 研究者として備えるべき知識・技術の教育を行う
② 自立した研究者となるために、自ら主体的に調査・研究する能力を身に付ける

これらの理念、目的、教育目標は大学院紹介のパンフレットやＨＰで公開されている。

点検・評価・長所と問題点
研究科開設当初から入学定員はほぼ充足され、各研究室が活性化し、学会発表などの研究
活動が盛んに行なわれ、大学院としての効果を挙げたと言える。また人材育成の観点からは、
目標通り、学部レベルでは就職がなかなか容易ではない企業への就職が可能になるなどの実
績を挙げることができ、社会からも大学院の教育内容が正当に評価されたと判断できる。ま
た博士後期課程への進学者もあり、さらに高度な教育研究への道を拓く役目も果たしている。
しかし、学部から博士前期課程への進学率という視点からは、例年一割弱であり、国立大
学の進学率には大きく遅れをとっていると言わざるを得ない。また他大学出身者の入学者が
少ないことも同様に今後に残された問題となっている。
また２００６年に学部レベルでは、情報科学部から情報理工学部への改組があった。これ
は情報技術の発展、高度化や多様化により、教育研究分野の一層の充実が求められており、
理工学分野の専門基礎教育の強化を図ることが背景にある。これに伴い、情報理工学部が完
成年度を迎える２０１０年には、新たな研究科の発足が課題となっている。
博士後期課程における情報科学と認知科学を融合的に考えて設置した情報認知科学専攻は
全国的にもユニークな存在であり、入学者はほぼ定員近い人数を確保しており、一応順調に
推移している。
しかし、課程博士の学位取得者が入学者の半分以下のレベルであり、今後改善が必要であ
る。また特徴的理念である学際性は、情報技術の普及・発展につれてますます重要になって
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おり、先見の明があったと言えるが、融合的研究はまだ実績不十分であり、今後の充実が課
題である。
メディア科学専攻はまだスタートしたばかりであるが、初年度定員を超える入学者があり
順調にスタートした。今後進行状況を見ながら点検・評価を行う計画である。

将来の改善・改革に向けた方策
学部からの進学率を高め、他大学からの入学者を高めるためには、魅力あるカリキュラム
作り、魅力ある研究室作りなど教育研究の質を向上させることが重要であるが、より現実的
には私学における授業料という問題がある。これを軽減させるためには、ティーチングアシ
スタント制度の充実やリサーチアシスタント制度の取込み、特待生制度の創設など負担を感
じさせない制度の整備が望まれる。
情報理工学部が完成年度を迎える段階での新たな研究科については、開設当時の理念を保
ちつつも、より理工学的色彩を強めた大学院が求められる。
また、課程博士の学位取得率を高める方策として、指導教員による定期的指導を強化する
とともに、本人の研究活動がもっと活性化されるよう研究科としての具体策を 2006 年度か
らスタートさせた研究科改善検討委員会で検討してゆく。
学際性のある研究強化は、教員の意識改革が必要であり、まずそのための活動策を具体化
し推進するようにしたい。

－32－

Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

９. 体育学研究科
現状の説明
体育学研究科は「体育の理論および応用について教授・研究し、精深な知識と指導力を養い、
体育の進展に寄与する研究者・指導者を育成する」ことを基本的な目的として設置され、体育学
部の教育課程を基礎にそれをさらに高度に発展させた専門的な体育学研究を志向する学生を対
象に、自立した研究能力を修得させることを基本的な教育理念として掲げている。
体育学研究科博士前期（修士）課程の設置当初より５つの専門研究系に分けて教育と研究およ
びその指導が展開され、この方式は博士後期課程においても踏襲され、現行における専門研究系
の名称およびその特徴は図表に示すとおりである。

点検・評価・長所と問題点
体育学は学際的な複合学という性格を基本的に有しており、そのため身体運動を共通の対象
としながらも、歴史哲学から医学・生化学までにいたる幅広い学問領域に即した専門的な関心と
方法に則り個々の研究と教育が進められることになる。本学体育学研究科はこの体育学の基本的
性格を長所として積極的に活かし、
身体運動をめぐる個別の研究テーマに関する議論に各種領域
の体育学専門家が指導と助言を加えることで、幅広い素養を備えた研究者と指導者の育成を期し
ている。
体育学研究科の目的上、系別カリキュラムの深化と専門化が要求される一方で、系の専門を越
えた体育学に関する幅広い知識を習得させることも重要な課題であり、その間のバランスを実際
の指導場面でどう実現するかは、常に研究科として追求しなければならない問題としてある。

将来の改善・改革に向けた方策
将来の改善・改革に向けた方策
複合領域という体育学の性格上、
体育学部以外の出身者が研究科に入学するケースが増えつつ
あり、そうした学生を対象とした体育学全般にわたる再教育機会を保障する必要がある。また系
別カリキュラムが充実され、比較的狭い専門分野での履修で課程修了が可能となる実態があり、
体育学に関わる幅広い学識を有する指導者の養成という観点からも常に共通カリキュラムの整
備に留意する必要がある。また体育学研究者育成の他に、体育実技の実践的指導者を視野に入れ
た履修制度、とくに論文指導に関する選択肢を増やすことも検討しているところである。

－33－

Ⅰ．中京大学の理念・目的・教育目標

１０.

ビジネス・イノベーション研究科

現状の説明
深化の一途を辿る情報化･国際化時代にあって、日本経済の存続・発展のために企業や社会を支え
る人材の育成は、ますます重要になっている。このような変化の時代にあって、広く高い見識をもち、環
境変化によく対応して国際社会で活躍できる高度な専門職業人の育成を本研究科は目指している。
みずからの見識を高め、さらに飛躍を志す社会人を対象にしているため、本研究科では、社会人の
便宜を考えて原則として夜間と土曜日に講義とゼミナールを実施している。
体系だった講義は主として専任の教員が行うが、同時に現役の経営者ならびに実務家の客員教授
によって貴重な経験が話される。いずれも経済大国・日本を支え主導する当地区の選り抜きの教授陣
であり、理論と実践の双方で経営革新推進のための教育を目指す。
学生の卒業後には、各人が各分野で世界一流の役割を果たしていくことが期待される。また、在学中
に培われた教授陣ならびに院生相互との交流が、将来も貴重な資産になるにちがいない。
このビジネス・イノベーション研究科の教育理念・目標は、受験生には募集要項に、在学生には配布
する『履修の手引き』に掲載し、周知を図っている。また中京大学ホームページでも公開されている。

点検・評価・長所と問題点
多彩な社会人で経験に差があるだけに、知的な水準も能力も大きく異なり、要望も多種多様である。
それらの人々に対して最低限に必要な科目を履修させるとともに、各人の要請に応えるだけの最高の
水準を提供する必要がある。そのために将来を展望して絶えず教科を見直し、真に必要な部門を充実
していかなければならない。担当教員の厳しい自覚に基づく自己点検・評価が基本であるが、点検状況
と結果について自己点検・評価委員会が審査する。その際、シラバスの内容や院生の評価や意見を参
考にする。幸いにも多数の実務経験豊富な一流の客員教授の協力を得ている。それらの教授陣は本
職が多忙であるだけに、継続的にこの陣容を維持向上させていくことは将来にわたり大きな課題であ
る。

将来の改善・改革に向けた方策
社会人はそれぞれが相当な経験と水準を誇っているうえ、意欲は高く大学に期待する水準も高い。
それだけに、それに応えるため大学側として不断の努力が要請されていることの自覚を持つことが必要
である。教授陣が各科目について絶えず改善を目指すことは当然であり、それとともに全体の教科を見
直し、客員教授陣の充実を絶えず目指さなければならない。
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１１.

法務研究科

現状の説明
中京大学は、１９６６年の法学部開設以来、法学教育ないし法曹教育に主体的にかかわって
いるとともに、その社会的責務を果たしてきている。新しい法曹養成機関が社会的に求められる
ときに、これまで４０年近くわたり法学教育にかかわってきた大学として、その要請に応え、そ
れを担う責務があると考え、
２００４年に専門職大学院である法科大学院法務研究科が設置され
た。
法務研究科の理念･目的としては、
① 法曹としての高度な専門的知識の獲得
② 法曹としての豊かな専門的能力の育成
③ 正義感および人権感覚の育成、の３項目を定めている。
このような理念･目的のもとで、法務研究科の具体的教育目標として、
① 社会的正義を担う法曹養成
② 経済社会の要請に応える法曹養成
③ 研究能力をも有する法曹養成
の 3 点が掲げられる。①の目標は、市民・消費者という視点に立つ正義感あふれる法曹養
成を目指すものである。また、②の目標は、企業が必要とする法務を担う能力を有する法曹
養成を目指すものである。そして、③の目標は、新しい社会的問題を解決のための研究する
能力をも有する法曹の養成を目指すものである。
法務研究科では、これらの理念・目的・教育目標を周知させるために、受験生向けには、募集
要項や法科大学院案内で、在学生には、法科大学院案内や大学院便覧で、周知を図っている。ま
た中京大学のホームページ上でも公開されている。

点検・評価・長所と問題点
法務研究科の理念･目的は、司法制度改革の理念と目標との整合性を有するものあり、特に、
法曹養成に欠かすことのできない「正義感」を高く掲げている点で、法科大学院に相応しいもの
であると評価することができる。
しかし、個性ある大学という視点から、地域性や特殊性という点では、きわめて一般的なもの
であり、また、特色ある教育目標等の設定という点でも、一般的なものであるとも考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
理念・目的および教育目標としては、問題がないが、それを具体的に実践するカリキャラム
等の整備が重要であると考えられる。現在、完成時後のカリキュラム改革作業に着しており、２
００７年度施行を目指している。
また、個性ある法科大学院という視点から、地域性や特色ある内容の法曹養成として実現でき
るものを模索している。
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Ⅱ．大学全体の教育研究組織
「大学全体の教育研究組織」についての目標
○

各学部・学科、大学院研究科等を大学等の理念・目的・教育目標の実現に有効な教育研究組織と
する。

現状の説明
2006 年度 4 月 1 日現在の中京大学の学部・学科、教養部、大学院研究科ならびに付置研究所は以下
のとおりである。
【名古屋学舎】
学部等
① 文学部

日本文学科

② 国際英語学部

言語表現学科
国際英語学科
英米文化学科

③ 心理学部
④ 法学部
⑤ 総合政策学部

心理学科
法律学科
総合政策学科

⑥ 経済学部
⑦ 経営学部

経済学科
経営学科

教養部

注１）

大学院
①
②

文学研究科

国文学専攻（修士・博士）
英文学専攻（修士・博士）
国際英語研究科 国際英語学専攻（修士）
英米文化学専攻（修士）

③

心理学部研究科 実験・応用心理学専攻（修士・博士）
臨床・応用心理学専攻（修士・博士）

④ 法学研究科
⑤ 経済学研究科

法律学専攻（修士・博士）
経済学専攻（修士・博士）

⑥

経営学研究科

経営学専攻（修士・博士）

⑦

ビジネス・イノベーション研究科 ビジネス・イノベーション専攻（修士）

⑧ 法務研究科

法務専攻 （専門職学位）

付置研究所
① 社会科学研究所
② 文化科学研究所
③ 企業研究所
④ 経済研究所 （経済学部付置）
⑤

臨床心理相談室 （心理学部付置）
⑥

法曹養成研究所（法務研究科付置）
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【豊田学舎】
① 社会学部

注 2）

社会学科

情報システム工学科
情報知能学科
情報メディア工学科
③ 生命システム工学部 身体工学科
④ 体育学部
体育科学科
健康科学科
教養部 注１）
大学院
① 社会学研究科
社会学専攻 （修士・博士）
② 情報科学研究科 情報科学専攻（修士）
認知科学専攻（修士）
情報認知科学専攻 （博士）
メディア科学専攻 （修士・博士）
認知科学専攻通信教育課程 （修士）
③ 体育学研究科
体育学専攻（修士・博士）

②

情報理工学部

注３）

付置研究所
① 体育研究所
② 人口知能高等研究所 （情報理工学部付置）
注1）

教養部は、全学部の教養教育を担当する部局である。教育課程（カリキュラム）上の「全
学共通科目」を担当している。教員組織としては、１つであるが、教員によって研究室

が名古屋学舎、豊田学舎と分けられているため、便宜上それぞれの学舎に記載した。
注 2) 社会学部 社会学科は、2007 年 3 月 31 日をもって募集を停止し、2007 年 4 月 1 日よ
り現代社会学部 現代社会学科に改組される。
注 3) 情報理工学部の３学科（情報システム工学科、情報知能学科、情報メディア工学科）は、
2006 年 4 月 1 日に従来の情報科学部の３学科である情報科学科、認知科学科、メディア
科学科を改組して設置された。
本学は、「Ⅰ．中京大学の理念・目標・教育目的」にも記述されているように、改組・改編が頻
繁に行われているため、本項目の前提として 明示した。
本学の各学部・学科、大学院研究科等の現状については、それぞれの理念・目的・教育目標を中
心として「Ⅰ．中京大学の理念・目標・教育目的」において「（２）学部等の理念・目的・教育目
標」、「（３）研究科の理念・目的・教育目標」の項で記述されている。また、付置研究所につい
ては、「Ⅵ．研究活動と研究環境」において「（２）付置研究所等」として点検・評価がおこなわ
れている。
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III. 教育の内容・方法等
「教育の内容・方法等」についての目標
《学部》

○ 各学部・教養部の教育課程（カリキュラム）は、その理念・目的・教育目標の実現に有効かつ適
切であるとともに、学生の学習に配慮したものとする。
○ 全学的に議論されてきた教育改革の流れに沿って、各学部・教養部における教育目標を遂行する
ための教育方法の改善としてシラバスのあり方の検討を行うとともに、履修指導の充実と学生に
よる「授業改善のためのアンケート」の活用を図る。
《大学院》
○ 各研究科・専攻の教育課程（カリキュラム）は、その理念・目的・教育目標の実現に有効かつ適
切であるとともに、学生の学習に配慮したものとする。
○ 各研究科における履修指導・教育研究指導・論文作成指導など適切なものとするとともに、教員
の積極的な教育方法の改善を図り、学生に対する指導を充実させる。
なお、以下の章の冒頭に再度、それぞれ設定した目標が再度記述されている。
Ⅲ－１ 大学全体の教育課程（カリキュラム）
（２）学部・学科等の教育課程（カリキュラム）
（３）研究科の教育課程（カリキュラム）
Ⅲ－３ 大学全体の教育・研究指導方法とその改善
（３）学部・学科等の教育・研究指導方法とその改善
（４）研究科の教育・研究指導方法とその改善

Ⅲ-１ 大学全体の教育課程（カリキュラム）
(1) 総論
1. カリキュラム改革
現状の説明
中京大学は現在１１学部と教養部を有する大学となり、各学部および教養部それぞれの学則に従
った教育課程が編成され、学部および教養部の教育理念の基に教育が行われている。
1991 年の大学設置基準の改正から既に１５年の年月が流れその間に学部の改編、改組転換を
含め、学部学科の個性を活かしたカリキュラムの編成を行い現在に至っている。大学設置基準改正
の翌年には、教養教育と専門教育の有機的連携による４年一貫教育の導入を目的とした４年一貫教
育検討委員会が設置され教養教育と専門教育の楔形配置による融合など、カリキュラム改編に向け
た指標が取り決められた。これを受けてカリキュラム改編に向け各学部・教養部教授会において検
討が始まり、2000 年までに大学設置基準改正時の８学部においては、
４年一貫教育の実施に至った。
同年、この教育方針に沿って心理学部が文学部心理学科の改組転換により全国初となる学部とし
て設置され、その後現在にいたるまで時代に対応して「大学改革」をテーマに学部の設置、改組が
積極的に進められてきた。この間、学長を中心として学生の満足度を高めるための教育改革実施の
ため「授業改革専門委員会」、「授業・情報化専門委員会」、「時間割編成委員会」、「ＦＤ・教
育改革委員会」の４つのプロジェクト委員会が組織された。各種プロジェクト委員会の主たる活動
とその成果は次のとおりである。
「授業改革専門委員会」は、2003 年に学期を半期毎とするセメスター制度の導入、卒業所要単位の
統一（文・社会系１２４単位、体育系１２８単位、理系１３２単位の３区分）、科目配当年次の単
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年次から複数年次への変更、科目区分の明確化（全学共通科目、学部固有科目、フロート単位の３
区分）を実施、各学部によるセメスター制度導入に伴う履修単位制限（キャップ制）の適正化の実
施と継続検討、履修者数の上・下限の設定などを提言し、各学部での実施に結び付けている。
「授業・情報化専門委員会」は、ＩＴを活用した授業支援のあり方について検討し、2007 年から
のオンラインシラバス実施を提言した。
「時間割編成委員会」は、学生からの苦情・不満が最も多かった授業時間割について検討し、学
生の立場に立った時間割編成を目的とし、原則固定化を打ち出し時間割編成のためのルールを作成
した。
「ＦＤ・教育改革委員会」は、教育の向上を図るため学生による授業改善アンケートの実施を 2003
年秋から 2006 年までの４年間に半年の検討期間を除いて６回実施し、そのアンケート結果を「授業
改善のためのアンケート結果報告書」として逐次発行している。

点検・評価・長所と問題点
現在のカリキュラム改革の根幹をなすものは、どのようにして学部の魅力と特異性を打ち出し、
そこで学生が何を学び、身に付け、満足して卒業するかが大きなポイントである。本学では、
学長のリーダーシップの下で、教職員一体となって全学委員会や上述のプロジェクト委員会に
おいて直接カリキュラム改革に繋がる諸問題を様々な角度から協議検討し実施してきている。
特にセメスター制度の導入は、カリキュラム改革に大きな影響を与えたといえる。一年間で行
われていた授業の多くを半期毎に分け、学生の科目に対する集中力向上を図り教育効果を上げ
る目的で導入された。年間を通して
行われていた授業を半期毎にすることによって、科目名の変更や学生の履修計画にも大きく影
響を及ぼした。
またカリキュラム改正に合わせて魅力ある科目名称や興味の湧く名称の科目なども一部で
登場し、学生は春学期と秋学期の２回に分けて履修登録することにより、セメスター制導入前
よりも履修計画が立て易くなったといえる。また、複数年次に科目を配当することや、科目区
分を明確化することで、学生が履修計画を立てる上で役立っている。
履修者数制限や時間割の固定化に関しては、セメスター制導入以前から学生の苦情不満の
最も多い問題であった。時間割上で、希望する科目が重複してしまい、履修できない上に、翌
年度になると科目によっては、開講される曜日・時限が移動してしまうために、４年間の計画
的な履修を行うことが困難であり、学生満足度を高められない原因の一つであった。時間割編
成委員会における議論を経て、全学共通科目と学部固有科目の必修科目との重複は避け、学部
固有科目とのかかわりのある教職科目の開講は通常開講時限（１～４限）に、図書館司書など
の資格科目は基本的に５限目とするなど、具体的な時間割の編成方針が合意され、編成方針に
沿った時間割編成が行われている点は、評価できるといえる。もちろん、例年個々の事例とし
ては、科目開講にあたって問題が生じているとはいえ、固定化による効果が徐々に出始めてい
る。これまで時間割編成の上で、障害の一つであった教授会などの各種会議の開催曜日を集約
し固定化することによって、会議開催日に影響されること無く時間割編成が行えるようになっ
た。また、履修者数の多寡の問題については、多人数授業と少人数授業についてある程度の基
準を設け学生の不公平感を少しでも払拭することを目的として、履修者数の上・下限の設定を
検討し一定のガイドラインが設定されている。授業形態（講義、演習・実習、語学、実技等）
によって履修者数の上・下限が設定されている。このガイドラインに従って、学部によっては、
履修者数が上限（450 名以上）を上回る授業については、同一科目の開講増を検討するような
動きも見られている。また、このガイドラインによると、履修者数が講義１０名以下、演習３
名以下などになった科目については、該当授業の開講の可否を教授会で決定することになって
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おり、履修者数の多寡に関して、授業のあり方の検討がなされるようになった学部もあり、ま
さに学部レベルへの教育改革の意義が浸透し始めたことは評価できることである。
休講に対する補講実施率は、これまで他大学に比べかなり低いレベルであった。授業改革
専門委員会における議論を経て、学内申し合わせが策定され、補講実施率は、アップした。具
体的には、従来授業が実施されていなかった土曜日の１、２限をすべて補講日に充て、休講授
業に対する完全補講授業実施の実現化の向上を図ったことで、2003 年時点での補講率（41％）
は 2005 年には 70％強に達している。
今後は、カリキュラム改革と連動させた時間割編成を推し進めることが必要であり、「学
生の立場から見て真に魅力あるカリキュラムの編成」を実現していく必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
各学部の教育目標に沿ってカリキュラム編成することによって、学生の立場から見て真に
魅力ある教育を行うことができ、学生の満足度を高められるだけでなく、学部の理念に沿った
人材育成が図れるものと考える。各学部の教育目標に沿ったカリキュラム編成は、上述したよ
うに、如何にその学部の特異性を表現し、入学した学生に対して、分かりやすい形で大学４年
間を通して何を学び得るのかが示されているとともに、学生の希望する授業科目を履修できる
かである。具体的には、教養知識は勿論のこと一般教養を基盤とした専門知識を得て、それを
活かす事のできる職業に就くことを目的とするカリキュラムの編成であるといえる。
そういった魅力あるカリキュラムの編成に向けて、中京大学では次の３つの点に関して、カリ
キュラムの改善・改革のための議論が必要といえる。
第１点は、導入教育（リメディアル教育）の充実を図ることである。本学では、現状厳密
な意味での導入教育は実施されていない。しかしながら一部の学部においては、学部の専門
教育科目（学部固有科目）を受講するにあたり、その基礎となる科目を開講することによっ
て、専門教育科目（学部固有科目）履修者の基礎的知識のレベルを合わせることや、教養部
による全学共通科目である「教養ゼミ」の名称で大学における基礎的教育を実施している。
このように入学時の基礎的知識が欠如したり、未修得の学生に向けたリメディアル教育の充
実は急務を要する事項である。
第２点は、ＧＰＡの導入である。成績評価の厳格化のために、ＧＰＡの活用について教員
の理解と協力を求めて行く。厳格に成績評価が実施されることで、ＧＰＡの数値は、学生へ
の履修指導に活用することができる。2006 年度からは、毎セメスターに学生に配布する成績
表上にＧＰＡ値を記載することにより学修意欲の向上を期待している。
第３点は、キャリア教育の充実である。具体的には、学部の特異性を打ち出したキャリア
デザインを中心とした授業の充実や、企業実習（インターンシップ）、語学研修に留まらな
い海外企業実習（海外インターンシップ）、学部に関連した資格取得に繋がる授業などをカ
リキュラムに組み入れている学部も存在するが、全学的なキャリア教育の充実も必要といえ
る。
本学では、学生にとって魅力のあるカリキュラムへの改善・改革推進の一助となるよう、
2006 年度から全学学生が利用できるインターネット環境を利用したウェブ履修登録の実施を
開始した。次年度以降は大学外（自宅など）からの同様の操作を可能にするウェブ履修登録
実施も検討している。また、履修登録時や予習・復讐時の学習支援の一助として、2007 年度
からはシラバスがウェブ上で公開される予定である。
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(2) 学部・学科等の教育課程（カリキュラム）
○ 各学部・教養部の教育課程（カリキュラム）は、その理念・目的・教育目標の実現に有効かつ適
切であるとともに、学生の学習に配慮したものとする。

1. 全学共通科目
【総論】

現状の説明
教養教育の現行カリキュラムの基本は、全学の四年一貫教育実施の方針に沿って行われたカリキュ
ラム改革によって定まった。四年一貫教育カリキュラムへの移行は、1995 年度以後、学部・学科ごと
に、カリキュラムが成立ししだい行われた。その成立には、教養教育カリキュラムと各学部・学科専
門教育カリキュラムとの調整ならびに全学審議機関（授業・カリキュラム改革懇談会→授業等改革委
員会、協議会）の承認が必要であった。
四年一貫教育カリキュラムの科目は、全学共通科目、融合領域科目、学部固有科目に区分された。
全学共通科目は教養教育科目であり、融合領域科目は教養教育と専門教育との連携をはかる科目であ
る。
教養教育に関するカリキュラム改革の要点は下記のとおりである。
① 全学共通科目の履修は、「広くて多彩な科目群履修」と「まとまりのあるコース履修（経済
学部と体育学部ではテーマ履修）」のどちらかを選択することにした。
② 「言語と異文化交流の科目群」の一部科目と「総合と深化の科目群」の「コース研究」を除
く全科目を 3・4 年次に配当し、カリキュラムの教養教育の部分を、専門教育の部分に 1 年次
から 4 年次に向けて「くさび」を打ち込んだ形の「くさび型」にした。
③ 融合領域を、教養教育と専門教育が提供する基礎教育科目と基礎ゼミⅠ（2 単位）・同Ⅱ（4
単位）ならびに教養教育あるいは専門教育の卒業所要単位数を越えた一定数の履修単位を卒業
所要単位として認める自由選択（フロート）で構成した。
④ 1 つの外国語につき、12 単位まで履修することができるようにした。
⑤ 第 3 外国語を履修することができるようにした。
⑥ 四年一貫教育カリキュラムへの移行年度とその修正年度ならびに卒業所要単位数は表１のと
おりである。
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表１

四年一貫教育カリキュラムの移行・修正年度と卒業所要単位数

学部名

文

学科名

心理

国文

英文

心理

心理

国際英語
国際英語

移行・修正年度

1995

2000

1995

1995

2000

英米文化
2002

卒業所要単位数

124

124

124

124

124

124

全学共通科目単位数

44

32

44

44

44

44

英語

コース（テーマ）履修

情報

融合領域科目

基礎教育科目単位数

8

廃止

8

12

12

8

選択

選択

Ⅰ必修

選択

選択

Ⅰ必修

8

56

6

4

4

6

学部固有科目単位数

64

36

64

64

64

64

学部名

法

経済

経営

商

学科名

法律

経済

経営

商

移行・修正年度

2000

1998

2002

1997

1996

2002

卒業所要単位数

136

128

124

136

128

128

全学共通科目単位数

32

44

32

44

40

40

コース（テーマ）履修

未開設

中国語

廃止

中国語

英語

情報

情報

情報

健康文化

基礎ゼミⅠ・同Ⅱ
自由選択（ﾌﾛｰﾄ）単位数

英語

英語

情報
融合領域科目

基礎教育科目単位数

英語

4

8

廃止

8

4

4

基礎ゼミⅠ・同Ⅱ

選択

Ⅱ選択

Ⅱ選択

選択

選択

選択

自由選択（ﾌﾛｰﾄ）単位数

66・62

8

56

12

12

12

34・38

64

36

72

72

72

学部固有科目単位数
学部名

社会

学科名

体育
体育科

社会

健康科

移行・修正年度

1995

2002

1996

2000

卒業所要単位数

132

126

132

132

全学共通科目単位数

44

44

44

44

コース（テーマ）履修

融合領域科目

基礎教育科目単位
数
基礎ゼミⅠ・同Ⅱ

自由選択（ﾌﾛｰﾄ）単
位数
学部固有科目単位数

英語

英語

英語

英語

異文化理解

異文化理解

ロシア文化

ロシア文化

ロシア文化

ロシア文化

環境

環境

環境

環境

8

8

4

4

Ⅰ必修

Ⅰ必修

Ⅰ選択

選択

10

6

10

18

68

66

74

66
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学部名

情報科

学科名

情報科

認知科

メディア科

移行・修正年度

1995

1999

1995

1999

2000

卒業所要単位数

143

136

142

136

124

全学共通科目単位数

コース（テーマ）履修

融合領域科目

基礎教育科目単位
数
基礎ゼミⅠ・同Ⅱ

自由選択（ﾌﾛｰﾄ）単
位数
学部固有科目単位数

44

38

44

38

44

英語

英語

英語

英語

英語

異文化理解

異文化理解

異文化理解

異文化理解

異文化理解

ロシア文化

ロシア文化

ロシア文化

ロシア文化

ロシア文化

環境

環境

環境

環境

環境

12

12

12

12

12

選択

選択

選択

選択

選択

7

8

7

8

8

79

79

78

78

60

教養教育の卒業所要単位数は、各学部・学科専門教育カリキュラムとの調整の結果、その独自性の
影響を受け、44、40、38、32 の 4 様になった。
四年一貫教育カリキュラムは、全学共通科目・自由選択（フロート）・学部固有科目の卒業所要単
位数によれば、①各学部・学科・教養部が望ましいと考える科目選択をさせることに重点を置く型と
②学生に任せる科目選択の幅を広げることに重点を置く型とに二分することができる。国文学科・法
学部・経済学部は②に当たり、他は①に属する。また、コース（テーマ）履修との関係では、開設型
と非開設型に分かれる。
四年一貫教育カリキュラムへの移行は、2000 年度にいたり、ようやく全学に及んだが、この時点で、
カリキュラムに大きく関わる全学的課題が浮上した。それはセメスター制の施行であった。授業・カ
リキュラム改革懇談会が重要課題としてそれを取りあげたことを受け、教養部は、2001 年 6 月に、そ
れを前提とするが、その教育効果上の問題点を明らかにし、それらを解決する方策を考えるという方
針を立てた。そして、検討資料を得るために、施行大学およびその大学の本学出講教員にアンケート
調査をした。
セメスター制施行との関係から必要になった教養教育カリキュラムの改革については、2001 年 4 月
に、当年度内に新カリキュラムの大綱を決定するという目標を確認し、改革案を 10 月を期限として教
養部全教員に募集した。
セメスター制施行に関連して、キャップ制(学期内履修単位制限制)適正化も全学的な課題になった。
ただし、この課題は文部科学省が 1998 年の大学審議会答申にもとづいて各年次 36 単位を提示したと
きからの懸案でもあった。これについても検討資料を得るために、2001 年 7 月に他大学の実情をアン
ケート調査した。
2001 年 9 月になると、情報科学部、国文学科、経済学部がカリキュラム改革を提案した。国文学科
の学科改組にともなう改革案には、2002 年度からのセメスター制施行と科目年次配当原則廃止があっ
た。また、経済学部の改革案には「コース履修」廃止が含まれていた。
全学においては、授業・カリキュラム改革懇談会の提言にもとづいて設置された授業等改革委員会
が、2001 年 6 月以後の各学部・教養部の改革への取り組みの状況をふまえた課題検討の結果、11 月
にカリキュラム改革ガイドライン作成の可否についての審議にはいった。ガイドラインを構成する主
な事項は、セメスター制の施行、卒業所要単位の 124 単位全学統一、キャップ制の適正化、科目年次
配当の原則廃止、全学共通科目・自由選択（フロート）・学部固有科目の単位数の改定であった。さ
らに、同委員会は、翌年 1 月に、「授業等改革委員会における議論のあらましと提言」を各学部・教
養部の議を経てまとめた。「提言」は 8 項からなり、そのなかには、教養教育カリキュラムの改革に
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関わる下記のような項があった。どの項もその実施は 2003 年 4 月からであった。
① セメスター制を全学的に施行する。
② 卒業所要単位数を 124 に統一する。
③ 卒業所要単位の年次配分に大きく関るキャップ制を適正化する。
④ 全学共通科目と学部固有科目の年次配当を原則廃止する。
⑤ 融合領域を廃止する。
授業等改革委員会は「コース履修」には触れなかったが、文学部と国際英語学部が未開設であり、
経済学部が廃止を提案したので、教養部はその存否についても検討をしなければならなくなった。各
事項への取り組みは下記のとおりである。
＜1＞ セメスター制
アンケート調査の結果をまとめて 2001 年 9 月に「セメスター制に関する検討資料」を作成し、セメ
スター制の方式ごとにその長所と短所を明らかにした。採用するべき方式は、各年次を春学期と秋学
期に分け、一部の科目を除く各科目を学期ごとに 1 コマ開講し、毎学期単位を認定するという方式に
なった。
＜2＞ カリキュラム
6 改革案を得たが、教養教育カリキュラムの作成は法学部と国文学科の改革ならびに経済学部の改革
案の影響を大きく受けることになった。教養部は、2002 年 1 月から 2 月にかけて下記の 9 項を確認し、
教養教育カリキュラムの作成に当たった。
① 2003 年度から施行する。
② 全学共通科目の単位数を 32－36 に収める。
③ 6 改革案については、どれかを選ぶのではなく、各案の相違を調整して一本化する。
④ 科目選択の幅を広げる。
⑤ 履修上簡明なカリキュラムにする。
⑥ 過年度入学生にも適用することができるカリキュラムにする。
⑦ テーマ科目群を拡充する。
⑧ 「コース履修」は廃止し、その趣旨は「テーマ履修モデル」を提示する方法で引き継ぐ。
⑨ 科目の年次配当を原則廃止する。
各学部・学科専門教育カリキュラムとの調整に供する教養教育カリキュラムは、一本化をめざした
が、結果は前者の独自性をふまえた 2 つのモデルになった。その卒業所要単位数は下記のとおりであ
る。
① 全学共通科目 32＋自由選択（フロート）56＋学部固有科目 36＝124
② 全学共通科目 44＋自由選択（フロート）16＋学部固有科目 64＝124
教養教育カリキュラムの卒業所要単位数とその内訳は表２のとおりである。
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表 2 教養教育カリキュラムの卒業所要単位数とその内訳
科目群

卒業所要単位数

基礎ゼミ・教養テーマゼミ
コンピュータ
スポーツ・健康

全学共通科目

コミュニケーション系

2

英語

4

第二外国語

4

8

自然の探求

4

20

人間の探求

4

社会の探求

4

新領域

2

外国語基礎

外国語演習

ソフィア系

・

教養テーマ講義
テーマ履修モデルを提示

計 32・44

教養教育カリキュラムと各学部・学科専門教養カリキュラムとの調整を経た 2003 年度一斉施行の新
カリキュラムの各学部・学科卒業所要単位数は表３のとおりである〔新設の生命システム工学部（2004
年）、商学部に代わった総合政策学部（2005 年）、情報科学部に代わった情報理工学部（2006 年）
を含む〕。
表 3 新カリキュラムの卒業所要単位数
学部名
学科名
全学共通科目単位数
自由選択（フロート）単位数

文
日本文
言語表現
32

国際英語

心理

国際英語

英米文化

心理

40

40

44

56

10

16

8

学部固有科目単位数

36

74

68

72

卒業所要単位数

124

124

124

124

学部名

法

経済

経営

総合政策

学科名

法

経済

経営

総合政策

全学共通科目単位数

32

32

44

44

自由選択（フロート）単位数

56

56

20

10

学部固有科目単位数

36

36

60

70

卒業所要単位数

124

124

124

124

学部名

社会

体育

生命ｼｽﾃﾑ工

学科名

社会

体育科
健康科

44

40

情報理工
情報システム工
情報知能
情報メディア工
32

自由選択（フロート）単位数

6

22

12

22

学部固有科目単位数

74

66

88

70

卒業所要単位数

124

128

132

124

全学共通科目単位数

生命ｼｽﾃﾑ工
32

新カリキュラムと旧カリキュラムの主な相違点は下記のとおりである（生命システム工学部は比較
から除く）。
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① 学生に任せる科目選択の幅を広げることに重点を置く学部・学科が、2 学部・1 学科から 3
学部（国文学科は日本文学科として新文学部の 1 学科になる）になり、学部・学科が望ましい
と考える科目選択をさせることに重点を置く学部・学科が、6 学部・3 学科から 4 学部・1 学
科に減り、中間的な学部・学科が 0 から 2 学部・1 学科に増えた。
② 科目の年次配当を一部の科目に限ったので、教養教育カリキュラムの形は、「くさび型」か
ら「同時並行型」になった。後者はどのセメスターにおいても全学共通科目を学部固有科目と
同時に並行して選択履修することができることを特色とする。したがって、融合領域は引継が
なかったが、それはカリキュラムの全体に広がったとみることができる。
③ 全学共通科目については、科目群内選択を 24 単位に限ったので、学生に任せる科目選択の
幅が広がった。このことは履修上の簡明化にもつながった。ところが、選択の幅を広げたこと
は、それを指導する必要性を高めた。「テーマ履修モデル」を提示することは、「コース履修」
の趣旨を引き継ぐ意図からでたが、履修指導強化の役割を担うことにもなった。
④ 「基礎ゼミⅠ」・「同Ⅱ」の趣旨も全学共通科目に「基礎ゼミ」・「教養テーマゼミ」を置
いて引き継いだ。
⑤ セメスター制に対応するためには、学期ごとに完結する科目を用意しなければならない。担
当者は新たな教育内容づくりに努めたが、科目名は旧カリキュラムの通年科目名を暫定的に用
い、それにＡ，Ｂをつけて 2 分することにした。ただし、どちらも学期完結科目であることを
明示するために、サブタイトルを添えることにした。
＜3＞ キャップ制
アンケート調査の結果をまとめて、2001 年 9 月に「キャップ制の実施状況」と「キャップ制のメリ
ットとデメリット」を作成し、その適正化について検討した。検討は、成績評価、クラス規模などに
もわたったが、各年次 50 単位以下にするべきであるという見解に収斂した。キャップ制には、各学部・
学科の諸事情が関係し、2006 年度においても、最小単位数の経営学部：各セメスター24（卒業所要単
位数 124）から最多単位数の情報理工学部：第 1－4 セメスター32・第 5－8 セメスター30（卒業所要
単位 132）まで各学部それぞれである。

点検・評価・長所と問題点
セメスター制施行にともなう四年一貫教育カリキュラムの再改革は、結果として、その問題点を
確認し、それを補正することになった。主な補正事項を長所としてあげれば下記のとおりである。
① 一方で学生に任せる科目選択の幅を広げ、他方でその指導を強化したことは、学生の自主的
で慎重な科目選択ひいては学習を進めるうえで意義がある。
② 「コース履修」を「テーマ履修モデル」の提示に換えたことは、履修指導の強化を講じたこ
とにもなる。
③ 自由選択（フロート）の卒業所要単位数を大幅に増やした学部・学科カリキュラムにおいて
は、学習関心によって大学教育を自由に設計することができる。
④ 教養教育と専門教育をどのセメスターにおいても同時に並行して履修することができるよう
にしたことは、両教育の相関関係を強め、四年一貫教育の実質化を進めることになる．
⑤ 「基礎ゼミⅠ」を「基礎ゼミ」として全学共通科目のなかに入れ、1 年次に配当したことは、
教養教育への導入という必要性の高い教育を担う科目を確保したことになる。
問題点としては、下記の 4 点をあげなければならない。
① 全学共通科目のうち、暫定的に旧カリキュラムの通年科目名を用い、ＡとＢに区分したもの
については、学期完結の内容を備えながらも、それに相応する科目名になっていない。
② 学問領域を横断する内容の科目を積極的に開発し、全学共通科目におけるその比率を高める
ことは、大学教育・大学において教養教育・教養部が課された役割を担ううえで必要なことで
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ある。教養部は、セメスター制施行に伴うカリキュラム改革の際に、テーマ科目群の拡充を課
題としてあげながらも、その好機を充分に活かすまでには至らなかった。同科目の開発は、残
った課題であるが、つねに取り組まなければならない課題でもある。
③ 学習関心による大学教育の自由な設計には、学習関心の自己確認と科目選択の妥当性に関わ
る指導が必要である。この指導は教養教育と専門教育の担当者が協同して一体的に行うべきで
あるが、その体制が整っていない。
④ 卒業所要単位を各セメスターに適正に配分するためには、学期内履修単位数の上限を卒業所
要単位数の 6 分の 1 ほどに下げることが望ましい。ところが，実際は高どまりしている。下げ
れば、就職活動の時間的制約や留年者の増加が懸念されるが、これらにはあくまでも学習指導
によって対応するべきである。

将来の改善・改革に向けた方策
問題点としてあげた 4 点については、早急に積極的に取り組むべきである。これらのことは、教養
教育の意義を高め，教養部の存在理由を鮮明にし、四年一貫教育の実をあげ、学生に適正な履修を保
障することにかかっている。
カリキュラムは授業によって裏打ちされる。授業改善への取り組みは，全学的には，2001 年設置の
ＦＤ小委員会によって組織的に推進され、学生を対象とする「授業改善のためのアンケート」も、2003
年発足の実行委員会により、同年度から毎学期行われてきた。教養部も、2000 年度から毎年度、「よ
りよい授業を求めて―経験交流の集い―」を開いてきた。新カリキュラムは施行満 4 年の 2007 年度以
後に総点検されることになるが、その成否は、授業によるところが大きいので、その改善に努め、そ
こから問うべきである。
【1】「人間の探求」

現状の説明
当科目群には、哲学、倫理学、心理学、日本史、東洋史、西洋史、文学、音楽そして言語学の９つ
の科目が含まれる。大学教育の目的は、何よりもまず、人間性に富んだ社会人を育成することである
とするなら、当科目群はその要請に真っ先に応じるものに違いない。この人間性とは、人間らしい特
性、つまり人間に関するあらゆる事に興味を持ち、人間が人間なるがゆえに尊重しうる特性のことで
ある。
西洋近代の知識人は、人間性の涵養を目指す「人文学」（humanitates）をその教養の基礎に置い
たが、それはローマの最大の文人キケロが強調した「教養」に由来するものであった。この言葉はも
ともとローマの劇作家テレンティウスのセリフ「私は人間だから人間のすることならなんでも他人事
とは思えない」から引き出されたと言われるように、人間に関するあらゆる事象に関心を持ち、それ
ゆえに人間をこよなく尊重する基本的態度を意味する。
同様の理念は古代ギリシアの哲人にも見られるものであって、彼らはそれを人間愛と呼び、それを
実現するための教育を、やはり教養と呼んだ。つまり教育の本質は元来、人間愛・人間性の養成にあ
った。これは永遠に古くして、永遠に新しい真理である。
人文科学の分野に属する諸科目は、いずれも人類の文化の発生と共に古い歴史を有し、人間への尽
きない愛情と敬意によって生み出され、人間そのものへの強い関心に貫かれている。どんなに特殊な
時代的要請があろうとも、人間が人間である限り、数千年来の伝統的理念を変えるものではない。
教養教育の改革が要請されてきた所以は、世界的規模で起こっている急激な社会的変化に即応して、
大学が国際化・情報化の方向へ脱皮すべき必要に迫られていたからであった。
しかし、現代の直面している最大の緊急事は、人類の存続そのものである。世界は今や完全に行き
詰まっている。この危機的情況を解決すべき唯一の方途は、いかなる職業に就いても人類の将来の運
命を真剣に考え、人類の存続のため挺身する社会人を、一人でも多く作り出すことである。実に現代
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ほど、人間性の涵養が必要とされている時代はないと言ってよい。
われわれが目指すものは、どんな急激な社会的変化にも対応できる総合的な判断力を持った社会人、
人類の存続を可能にするための、広い国際的な視野と暖かい人間愛を身につけた社会人の育成である。
思えば 1991 年度、こうした基本的理念に立って、人文系列教員会議を実施し、「人間性の歴史的考
察」からはじめて、さらに「人間性の現代的必要性」「人文科目の性格規定」等を討議した。その結
果、定立された具体的な目標を全教員の共通認識としたが、これはあくまで当科目群の基本になるも
のである。
教養部は、1995 年以来、カリキュラム改革を漸次各学部に対して実施してきた。そして今や新しい
カリキュラムは全学部に及ぶ。2003 年度には、これまでの通年制からセメスター制へ、翌年 2004 年
度には学部別開講から、名古屋・豊田学舎全学開講へ移行している。また原則として時間割を固定し、
学生が４年間通して計画的に履修できる制度を取り入れた。
戸惑いも多々ある中、当科目群の教員は、お互いに連絡を取り合いながら、この変革期を乗り越え
てきたと自負している。この数年の履修者数は安定的に推移している。名古屋学舎の平均履修者はど
の科目も 100 人から 250 人の間にある。これは豊田学舎のそれもさほど差異はない。平均的な例とし
て日本史を挙げてみよう。日本史は現在 8 クラス開講しているが、1 クラス当たりの平均受講者数は
春学期、秋学期それぞれ 150 から 160 人である。専任教員 2 人で 6 クラス、非常勤講師 2 人で 2 クラ
スを担当している。
教員の構成は、専任教員 9(うち人文 8)、非常勤講師 35、学部からの兼担 7 であり、非常勤講師の依
存度は決して低くはないが、専任と非常勤の連携は、シラバス作成過程での話し合い、研究会あるい
は懇親会などを通して良好かつ密である。

点検・評価・長所と問題点
前回の自己点検・自己評価活動によるインパクトや、連続的な学生アンケートの実施等もあり、専
任教員また非常勤講師ともに授業改革への意欲が高まった。
教員それぞれの教育活動への努力と熱意は学生にも伝わっており、それは最近のアンケートなどに
も反映されている。
講義内容・授業計画は事前にシラバスで詳しく紹介されるようになった。初回の授業におけるガイ
ダンスも欠かせぬ行事となっている。シラバス通りに講義するという大きなうねりの中で、各教員の
緊張度は高い。
履修学生数は、上述したように、安定した状況にある。しかし 100 から 250 規模で行う授業である。
全学開講制に伴う受講者の増加と学部混成のクラス編成により、教室の雰囲気の悪化、出席率の低下
も起こりうる。セメスター制により、学期の中ごろに出席率が低くなるという現象も見られる。「授
業が難しい」「よく分からない授業があった」などといったコメントが出てくる。
学生の学力の低下、特に国語力のそれは、非常勤講師との懇親会でもしばしば話題になるが、人文
系列の科目群にとっては由々しい問題となる。教員が面食らうことも日常茶飯事である。
しかし一方で、学生の要求は厳しいものがある。単に知識や、文化理念を羅列するだけでは決して
満足しない。そうしたものが、自己の生き方なり、社会の問題の中で位置づける作業が必要になる。
単に感性にだけ訴えるのではなく、論理的思考への誘いも視野に入れなければならない。
例えば、倫理学では、現代の具体的な諸問題(環境破壊、医療技術の進歩など)との関わりで、さらに
家庭や教育の現場で生じている具体例を視野に入れた授業を試み、正解のない問題、合意形成の難し
い問題に倫理学の視点から接近を試みる。こうして学生の関心を高め、学習効果を高めようとするの
だが、授業が問題の羅列に終わってしまう傾向も生じる。倫理学だけの問題ではないが、伝統的に築
き上げられてきた学問の成果を十分に生かしきれないといううらみがある。
一方的な講義形式はもはや昔語りとなった。学生参加型が、当科目群においても当然要求される。
例えば、文学と東洋史では、時間ごとに小課題を課し、あるいはアンケートを実施する。
教員は教科書の改訂・プリント教材の刷新を試み、さらに不断にＡＶ教材を織り込む。かつて一番
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マルチメディア教材に縁遠い系列と思われたが、その活用は今や当然の手段となっている。
こうした試行錯誤の繰り返しなかで、ようやく「見る目が変わった」「考える機会になった」など
知的好奇心に刺激を受けたというコメントが出るようになった。

将来の改善・改革に向けた方策
当科目群の充実のために、新しい教員を採用し非常勤比率を低めることは私たちが常々目指してい
るところである。しかし、諸般の事情で実現が容易でないとするならば、当面、次のような点に留意
して改善を図りたい。
教員の熱意だけでは授業効果は十分に上がらない。これに対しては授業に興味を持たせる工夫が一
層要求される。適切な規模の履修者とそれに見合った教室の確保、マルチメディアに対応した設備の
さらなる充実が求められる。
教員の自主性を尊重しつつ、非常勤講師や兼担教員を含めて、より意識的に取り組みたい。そうし
た意思統一を図るために、非常勤講師との懇親会、シラバス検討会などの活用、さらに経験交流・授
業の相互参観の実施などを考えている。
出席を含む平常点の算出なども今後の問題としたい。教室で一緒に考えるというのが大きな目標と
するなら、出席は不可欠になる。しかし、大規模のクラスの場合、出席をとらないと、3～4 割にも達
する学生が欠席することがある。出席点を与えれば、学生は出てくるようだが、そこまでするかどう
か悩む教員もいる。
低出席率をＡＶ教材を使うことで解消した例がある。日本史の場合、市販の教材に飽き足らず、自
主制作ビデオを学生の協力で作成して、学生の興味をそそる試みを続けている。文学では毎回の授業
の最後に課題を与え、教員にとって負担の多い作業だが、出席を含む平常点 30 点の判定材料に供して
いる。
前述したように、セメスター制により、出席率が低下する期間が新たに出てきたことにも留意した
い。また春学期と秋学期の捉え方も問題になる。春学期は概ね当該学問の現段階つまり到達点を概説
する、秋学期はこれを踏まえさらに深化させた講義を設定する、という考え方もある。しかし現状は
春学期に履修した学生が秋学期も続けるという保証は何もない。受講生は半期で大幅に変わる場合も
少なくなく、学期ごとに完結性を持たせることも必要になる。担当者の創意工夫が要求されるところ
であり、今後も検討・実践を続けてゆく。

【2】「社会の探究」

現状の説明
社会の探究の科目群は、法学・日本国憲法・地理学・社会学・経済学・政治学・教育学の 7 科目に
よって構成されている。本科目群は、旧来、識見を備えた市民として、現代社会に生きるために必要
な幅広い教養を単に断片的な知識の詰め込みではなく、個々人が自主的かつ総合的な思考能力を擁し、
批判的な判断能力を身につけるように育成することを社会の探究科目群教育の理念・目標としてきた。
だが、さらに一歩進めて、現代の社会現象の理解を通じて個人としてまたは集団としての責任ある総
合判断力および行動力を育成すること。さらに多元化、国際化し、かつ複雑化、高度化する現代社会
において、地域社会に対する視野はもとより、グローバルな視野で社会を見つめる判断能力の育成に
重点を置くことになった。この理念はセメスター制のもとで運営されている現在の社会の探究科目群
の教育理念･目標にも貫かれている。
なお、「はたらくこと/いきること」は、教養部の総意として科目設置され、運用等の責任組織は社
会科学系列に置かれることになった。この科目は、はたらくことと人生の意義/質の関連性について、
いろいろな角度から考えてもらうための機会を提供できるよう、複数の担当教員によるオムニバス形
式でおこなわれている。
社会の探究科目群担当教員は専任教員 6 名と非常勤講師 25 名で、法学を春学期 12 クラス、秋学期
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5 クラス、日本国憲法を春学期 7 クラス、秋学期 11 クラス、地理学はＡ・Ｂ各 9 クラス、社会学はＡ・
Ｂ各 10 クラス、経済学はＡ・Ｂ各 10 クラス、政治学はＡ・Ｂ各 5 クラスを担当している。教育学は
新領域・教職系列に属している教員が担当している。

点検・評価・長所と問題点
セメスター制への移行後、その結果を点検・評価・反省するだけの充分な時間をえているわけでは
ない。したがって、暫定的な点検・評価にならざるをえないが、次のようにいえるであろう。
第一は、旧来以上に当該科目間の連携意識が強まり、学生の自立の確立を促す教育論議が深まった
ことである。第二は、そのためにＯＨＰ等の教育機器を積極的に活用した独自教材の作成等が活発化
したことである。第三は、セメスター制採用後、社会の探究科目群の開講方式が学部単位から名古屋
学舎、豊田学舎とも、学舎単位の開講方式に推移の過程にある。そのためか、学部固有科目の必修化
等も影響して、時間割が過密化し、2 科目以上の同時開講が多くなったためともいえるが、年次および
春学期、秋学期によって履修者数が大きく変動することになった。そうした点を勘案しながら、科目
開講数を増減し柔軟に対応することになった。

将来の改善・改革に向けた方策
カリキュラムを、学生の要望に沿って一層充実するためには、次の 3 点の早急な改善・改革が望ま
れる。
第一に、社会の探究の科目群の専任教員数は、前述したように 6 名である。この少人数は教員間の
連携密度を高めるが、科目数・開講コマ数からみると少ない。今後、この科目群の教育に対する責任
体制を充実するよう、人的体制の面も含めて検討してゆきたい。
第二に、新たな社会的問題への対応である。社会の探究の科目群の範疇ではあるが、既成の科目を
拡げた対応が迫られている。時代のニーズを視野に入れ、新設科目の設置を含めて検討してゆかねば
ならない。
第三には、現在、教育学は社会の探究科目群にあるのだが、実際にはこれまでの経過上、新領域・
教職系列の教員が担当している。これをどのように整序するかは、将来の科目群編成全体にとっても
大きな課題になる。全体として効果のあるような改善改革案を目指していきたい。
【3】「自然の探求」、「コンピュータ」

現状の説明
2003 年度のカリキュラム改革によって自然科学関連の科目は講義系の６科目と演習系の１科目とな
った。講義系科目は物理学、化学、生物学、地学、数学、統計学である。数学、統計学は歴史的に自
然科学との連携が深く、この科目群に分類されている。また、演習系科目として「コンピュータ処理
論」がある。これも歴史的に自然科学との関係が深い。講義系の科目群の名称は「自然の探求」、演
習系は「コンピュータ」である。これらの科目の責任主体は自然系列と呼ばれる 9 名の教養部教員で
ある。このうち７名が講義系科目、残り 2 名が演習系科目を担当している。
卒業所要単位は、講義系科目群では全 6 科目の中 4 単位選択である。演習科目では「基礎ゼミ」、
「教養テーマゼミ」、「教養テーマ講義」、その他の全学共通科目（計 20 単位相当）からの 8 単位選
択となっており、非常に自由度が高い。講義系科目は 1-4 年次開講であるが、演習系科目は 2～4 年次
開講である。
自然科学の源はギリシャ時代の思弁的な自然哲学に遡ることができる。その後、アラビア世界を経
てルネッサンスに持ち込まれ、再びヨーロッパで隆盛をみた。物理学について言えば、ガリレオ・ガ
リレイ、デカルト、ニュートンを経て、実験と理論を統合した方法論が 17 世紀に確立した。この方法
論は他の学問にも大きな影響を及ぼした。第 2 次大戦中に開発された電子計算機（コンピュータ）は、
その後、急速に計算能力が拡大し、膨大な数値計算が可能になった。従来は解析的にしか解けなかっ
た系が数値的に解けるようになり、コンピュータ・シミュレーションは実験・理論に次ぐ第 3 の方法
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論としての地位を確立しつつある。
現在、自然科学は工学と合体した「科学技術」という名で社会に浸透している。人口衛星やスーパ
ーコンピュータは言うに及ばず、家電製品や携帯電話の中においても、プラスチック、電池、マイク
ロプロセッサといった部品として具現化されている。人工物のほとんどが現代科学の応用品と言って
よい。しかし、このような状況で自然科学は逆にブラックボックス化され、多くの人は基本原理を知
らずとも高度なテクノロジーの恩恵に浴することができる状況が起きている。商品の消費だけで済む
日常世界と、その奥でブラックボックス化された原理の世界との乖離は乗り越えることができないほ
ど大きなものになっている。また、環境問題・廃棄物問題・情報社会の諸問題など、科学技術の負の
面も顕在化している。
全学共通科目の講義系科目「自然の探求」では、自然科学の基礎原理への興味を喚起し、現代社会
に対応する市民として必要となる知識を提供し、科学的な思考法を養成する。限られた時間で網羅的
に教えるのは困難であり、むしろ、学生が興味を持つであろうトピック、あるいは重要なトピックを
選んで、基本的な考え方まで掘り下げるように努めている。例をあげれば、生物学では魚の性転換現
象を取り上げて、それが生存への戦略とどう関わるかを解明し、遺伝学・進化論といった現代生物学
の根幹を成す基本的な考え方を学べるようにしている。授業が単調にならないよう、また、学生に受
け身でなく参加してもらえるようにスライド・ビデオ映写、野外観察、顕微鏡実習を取り入れ、小テ
ストを頻繁に実施している。
演習系科目「コンピュータ処理論」は PC を使った実習であるが、コンピュータの操作だけでなく、
原理に基づく理解ができるように努めている。WEB 技術編では、HTML 言語による WEB ページの
作成を行っているが、たとえば、漢字の文字化けが起こる理由を文字コードから説明をしている。補
助漢字や機種依存文字を含んだメールを携帯電話に送って、文字が正しく表示されないことを体験さ
せたりしている。プログラミング編では、特定言語のプログラミングを目標にするのではなく、プロ
グラムの書き方、アルゴリズムの基本構造、CPU とメモリーの関係など、コンピュータを能動的に使
う場合に知っておくべき基本事項の習熟をめざしている。
高校で「情報」科目を履修した学生が入学してきており、文書入力やメールなどのコンピュータ操
作については堪能な学生が増加している。このため、原理の理解がより一層重要性を増している。コ
ンピュータの進歩は著しく、ハードウエアはすぐに時代遅れになる。また、新しい使い方が次々と登
場し、それに伴うソフトウエアの変化も著しい。この激しい変化に対応し、将来においてもコンピュ
ータを道具として使いこなしてゆくには基本原理からの理解が求められる。

点検・評価・長所と問題点
卒業所要単位数が減少したため、学生にとっては履修しなくてもすむ科目が増えたことになり、結
果として科目選択の自由度は相対的に増加した。科目選択の自由度が増加したことは、入学生の多様
化への対応として望ましいものである。人気の高い科目に履修者が集中する傾向は以前から存在する
が、新カリキュラムでも、この傾向は見受けられる。2006 年 5 月 1 日現在、講義系科目における履修
者総数は延べ 6768 名で、履修者数の比率は物理学 9%、化学 11%、地学 17%、生物学 25%、数学 20%、
統計学 9%であり、依然として「生物学」の比率が高い。これは、教員個人の資質というよりは、「取
っ付きやすい」「数式や記号の使用が少ない」「社会的関心が高い」などの他の要因が関係している
と考えられる。また、上記比率は、特に問題として扱わねばならないほど偏っているわけではない。
「全学共通科目」の名が示すように、授業内容を学部ごとに特定化することを避け、全学部で共通
になるように単純化している。この点が今回のカリキュラム改革の特徴のひとつである。シラバスの
均一化は教員の負担軽減に貢献している。また、共通化により学部別開講から学部合同開講への円滑
な移行が可能となっている。しかしながら、学部合同開講を採用すると、各クラスの履修希望者の予
想が難しくなる。履修者数の差も広がっている。実際、同じ科目内でも履修者の多いクラスは 250 名
に達するにもかかわらず、履修者が 20 名未満のクラスも生じている。これが授業計画の立案、授業運
営を難しくしていることも事実である。少人数クラスに対しては、クラスの統廃合を行って調整を行
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っている。また、履修者を確保するために、教員は教材・授業方法の改善に否が応でも取り組まざる
を得ない状況になっている。
演習科目は開講年次が１年からではなく 2 年からになっていること、卒業要件を満たすための他の
選択科目が多数あること、専門学部での情報関連科目が 1、2 年次に開講されていることなどの理由に
より、カリキュラム改革前に比べ履修者数が減っている。少人数クラスも現れている。これに対して
はクラスの統廃合による対応を進めているところである。
セメスター制導入により、学生が集中して受講するようになったという指摘がある一方で、積み重
ねの授業が困難であるという教員側の意見もある。元の通年授業が春・秋学期に二分され、各コマを
学生が自由に選択できるようになっているため、春学期だけの履修、秋学期だけの履修、両学期とも
履修という３ケースが起こりうる。このため、積み重ねの授業が困難になっているのである。小テス
トを頻繁に行って、前回の授業内容の継続的な理解を促す工夫をしている教員も少なくない。
専任教員数は講義系で 7 名、演習系で 2 名である（2006 年 5 月 1 日現在）。非常勤講師数は、それ
ぞれ、15 名、6 名であり、全体の教員数に対する専任の率は 32%、25%である。講義系の比率は妥当
な範囲と言えよう。演習系では若干、専任の率が低いが、教室における PC の台数（60 台以下）によ
り履修者数が制限される事情もある。専任教員担当コマ数は講義系で 27、演習系で 8。非常勤講師担
当コマ数は、それぞれ、31、8 である。コマ数に関する専任の率は 47%、50%であり、両者とも妥当
な範囲に納まっている。

将来の改善・改革に向けた方策
セメスター制導入により、春・秋学期一貫による積み重ね教育が難しい状況にある。自然科学や数
学では積み重ね教育が望ましいのであるが、この改善に関しては履修科目選択に対して何らかの拘束
条件をつけることが必要になる。しかしながら、具体的対策を立てることは容易でなく、現在、考慮
中の段階である。
演習系科目「コンピュータ処理論」では少人数クラスが目立つため、クラスの統廃合、および、そ
れにともなう非常勤講師の削減を進めているところである。講義系科目については専任率が特に問題
となるような状況ではないが、各クラスの履修者数の偏りについては監視・対策を臨機応変に行って
ゆく。

【4】英語

現状の説明
平成 15 年度から、教養部新カリキュラム導入により、英語系列では 1 年次に必修科目として外国語
基礎(英語)を、2～4 年次に自由選択科目として外国語演習(英語)を置いている。
外国語基礎(英語)の特色は、レベル別、ジャンル別(技能別)でクラス編成をしていることである。「総
合英語」「基礎英語」というレベルの異なる科目を開設し、それぞれに「リーディング（R）」「コミ
ュニケーション（C）」というクラスを設置している。国際英語学部を除く全学部の 1 年次の学生はす
べて入学時に希望を提出し、学生の希望をもとに総合クラスか基礎クラスに振り分けられる。それぞ
れのレベルにおいて、学生はリーディングとコミュニケーションの両方を一週間に 90 分ずつ一年間受
講する（通年科目）。
レベル、ジャンル（技能）の概要は以下の通り。
表 1 外国語基礎（英語）レベル別クラス編成
レベル
概要
大学生として一定のレベルに達し、向学心を持つ学生に対し、これまでに習得した英
総合英語
語力を確認しつつ、さらに高度な、英語の総合的な運用能力の開発を目指す。
英語を基礎から学び直す必要のある学生に対し、英語の基本的な仕組みに立ち戻り、
基礎英語
英語の基礎（初歩）的な運用能力の開発を目指す。
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表 2 外国語基礎（英語）ジャンル（技能）別クラス編成
ジャンル
概要
従来の英文解釈（講読）に終始するのではなく、広い意味での文字を媒介と
リーディング
した英語運用能力の習得を目指す。クラス定員は 50 名程度。
音声を媒体としたインタラクティヴな演習を行ない、これを通じて学生の英
コミュニケーション
語コミュニケーション能力の向上を目指す。クラス定員は 30 名程度。
外国語演習(英語)の特色は、多様化する学生のニーズに応えようとしている点である。これらの科目
は、一定のレベルの英語力を習得した学生に対し、さらに高度で、さまざまな学生のニーズに沿った
「専門的な英語」の運用能力を養成すべく開設されたもので、国際英語学部学生を含めた全学部学生
を対象に 6 科目が開講されている。半期科目として開講しているため、一人の学生は 6 科目×2＝12
クラスまで受講できる。
各科目の概要は以下の通り。
表 3 外国語演習（英語）
科目名

メディア英語 A・B

サイエンス英語 A・B

文化と英語 A・B

英語資格対策 A・B

英語セミナーA・B

英語コミュニケーション A・B

内容
このクラスは、新聞や雑誌、映画に限らず、テレ
ビやインターネットなどさまざまなメディアで使
用されている英語の理解力向上に特化したもので
ある。「メディア英語」では、インターネット英
語、スクリーン・イングリッシュ、新聞英語など
が開講されている。
このクラスは、日本人が特に弱い自然科学系の英
語の理解力向上に特化したものであり、自然科学
系の学生のみならず、コンピュータなどに関心の
ある学生や、語学試験などで総合的な語彙力を必
要とする文化系の学生にも向けられている。「サ
イエンス英語」では、スポーツ英語、医療英語、
環境英語などが開講されている。
このクラスは、英語圏文化の理解を通じて英語力
の向上を目指すものである。「文化と英語」では、
英米文化、英米演劇事情などが開講されている。
このクラスは、留学や就職などさまざま場で必要
となる資格試験の準備を通じた英語の総合的な運
用能力の向上を目指すものである。「英語資格対
策」では、特に就職に直結した TOEIC, TOEFL、
英語検定対策などが開講されている。
このクラスは、少数の意欲ある学生のために開か
れる中・上級者用の英語集中型クラスであり、そ
の演習内容は学生のニーズにより毎年トピックを
変えて行われる。「英語セミナー」では、多読・
精読、ビジネス英語、時事英語などが開講されて
いる。
このクラスは、主として英語ネイティヴ・スピー
カーとインタラクティヴな演習を行いながら、英
語のオーラル・コミュニケーション能力の向上を
目指すものである。「英語コミュニケーション」
では、日常英会話、旅行英会話、ビジネス英会話
などが開講されている。

定員

50 名

50 名

50 名

50 名

30 名

30 名

以上の新カリキュラムの科目に加えて、旧カリキュラムの科目の履修を必要とする学生のために｢英
語（再）｣のクラスも今年度まで設けてある。
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以下に外国語基礎科目の開講クラス数と履修者数、及び外国語演習科目の開講クラス数と履修者数、
旧カリキュラム科目の開講クラス数と履修者数を表に示す。（いずれも 2006 年春学期）
表 4 外国語基礎（英語）開講クラス数・履修者数一覧
総合 R
基礎 R
学部
開講ク
受講者
開講ク
受講者
ラス数
数
ラス数
数
文
4
128
2
74
心
4
182
1
38
法
5
245
4
157
済
6
264
4
85
営
5
277
4
162
政
4
147
3
102
社
6
251
4
162
情
5
218
4
177
体
6
296
6
272
生
4
73
2
53
計
49
2,081
34
1,282
外国語基礎（英語）総クラス数
205 クラス

総合 C
開講ク
受講者
ラス数
数
4
128
6
182
8
245
8
264
8
277
5
147
8
251
8
218
10
296
4
73
69
2,081

表 5 外国語演習（英語）開講クラス数・履修者数一覧（春学期開講分）
科目名
学舎
開講クラス数
受講者数
8
名古屋
メディア英語
6
豊田
14
合計
2
名古屋
サイエンス英語
2
豊田
4
合計
3
名古屋
文化と英語
1
豊田
4
合計
8
名古屋
英語資格対策
4
豊田
12
合計
5
名古屋
英語セミナー
1
豊田
6
合計
6
名古屋
英語コミュニケー
3
豊田
ション
9
合計
外国語演習（英語）総クラス数
51 クラス
表 6 旧カリキュラム科目開講クラス数・履修者数一覧
科目名
学舎
開講クラス数
2
名古屋
英語（再）
2
豊田
4
合計
旧カリキュラム科目（英語）総クラス数
4 クラス
英語クラスの総クラス数
260 クラス
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403
266
669
94
96
190
145
37
182
415
199
614
124
19
143
114
84
198

受講者数
27
43
70

基礎 C
開講ク
受講者
ラス数
数
3
74
2
38
6
157
6
85
6
162
4
102
6
162
6
177
10
272
4
53
53
1,282

受講希望者数
930
358
1,288
126
71
197
170
21
191
872
378
1,250
171
19
190
259
105
457
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点検・評価・長所と問題点
＜外国語基礎（英語）＞
従来の方式を変え、二つのレベル・ジャンルに分けた。二つのジャンル内の統一性、学力レベルの
等質化をはかるべく推薦テキストを選定し、非常勤講師説明会を定期的に開催して非常勤講師との意
思疎通をはかっている。
また、FD 教育改革委員会主催の「授業公開」に基づいて、担当者が「総合英語コミュニケーション」
を授業公開するなど、授業改善に努めている。
レベルの選抜方法（「総合英語」「基礎英語」のレベル選択を学生の希望にゆだねる）は長所であ
ると同時に問題点をはらんでいる。学生は自分の選択であるがゆえにレベル選択に責任が持てる一方、
｢自己評価｣と｢客観評価｣が一致しないケースが散見される。
＜外国語演習（英語）＞
学生の勉学意欲を満たすべく、外国語演習として 6 科目（半期 12 クラス）履修できるようにした。
そこで全学的に非常に多くの学生が希望するようになった（表 5）。特に名古屋学舎の「メディア英語」
（8 クラス開講、930 名）、「英語資格対策」（8 クラス開講、872 名）の希望者が多い。
FD 教育改革委員会・教養部将来計画委員会共催の「経験交流会」（詳細はⅢ-3.23 参照）で、
担当者が「メディア英語」「英語資格対策」について講演を行うなど、授業改善に努めている。
学内でも TOEIC 受講者が増え、資格試験という目標が学習意欲を高めるだけでなく、スコアの
上昇にもつながっている。
受講希望者数に応じたクラス数を開講するよう鋭意努力しているが、開講クラス数およびクラス
規模の点から、すべての履修希望者の希望を満たす条件が整っていない（表 5）。

将来の改善・改革に向けた方策
今後とも授業形態に IT 化を取り入れるなど様々な試みをして、学生の英語学習へのモティベ
ーシンを高めていきたい。
言語がそれのみで存在するわけではなく、言語を取り巻く文化的、社会的環境の中で使われる
ことを学生に気づかせることも教養教育の一環としての英語教育の役割と心得、文化、社会を視
野に入れた外国語演習を開講しているが、今後一層の充実を図りたい。
資格試験での好成績が、英語教育の目的ではなく、英語教育の結果となるよう、日々の教育に
努めたい。

【5】「第二外国語」

現状の説明
本学の第二外国語科目は、名古屋学舎の文・国際英語・心理・法・総合政策・経済の各学部におい
てはドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語の 4 外国語が、また経営学部では、この他に韓国・朝
鮮語を開設している。豊田学舎の社会・情報理工・生命システム工学・体育の各学部においては、こ
れらの 5 外国語に加えてさらにスペイン語が開設されている。新入生はそれらの外国語の中から一つ
を選択して履修する。
2003 年 4 月のカリキュラム改革により、第二外国語は全学共通科目の「外国語基礎」及び「外国語
演習」に位置づけられた。各「外国語基礎」は A と B から成る必修科目である。履修者は A と B を
セットとして通年４単位（A・B 各 2 単位）を履修する。「外国語演習」は、演習Ⅰ・Ⅱ、応用Ⅰ・Ⅱ、
上級Ⅰ・Ⅱから成り、１セメスター各 2 単位、2～4 年次に履修することができる。但し演習Ⅰ・Ⅱお
よび応用Ⅰ・Ⅱを履修するには、それに対応する基礎 A・B を両方修得済みであるか、履修登録して
いることが必要とされる。また上級Ⅰ・Ⅱを履修するには、それに対応する基礎 A・B と、演習Ⅰ・
Ⅱおよび応用Ⅰ・Ⅱの中の少なくとも 2 科目以上を修得済みであるか、履修登録していることが必要
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である。
また、より多くの外国語を学ぶことへの配慮から、1 年次に履修したのと異なる外国語を２年次以降
に第三外国語として履修し、これを卒業所要単位に算入することができるようにしている。
2006 年度の第二外国語全コマ数は名古屋学舎では基礎 A・Ｂ（90 コマ）、演習Ⅰ・Ⅱ（13 コマ）、
応用Ⅰ・Ⅱ（12 コマ）、上級Ⅰ・Ⅱ（9 コマ）、豊田学舎では基礎 A・B（ 68 コマ）、演習Ⅰ・Ⅱ （10
コマ）、応用Ⅰ・Ⅱ（8 コマ）、上級Ⅰ・Ⅱ（9 コマ）、合計 219 コマを専任教員 12 名、非常勤教員
67 名で担当している。
各科目の内容は、それぞれの外国語により多少の異なりがあるが、概ね基礎 A・B は発音、文法、
初歩の会話、講読などである。演習Ⅰ・Ⅱは、1 年次の文法を踏まえた上での講読などを、応用Ⅰ・Ⅱ
は会話、作文、検定対策などの実践的な学習を中心とする。上級Ⅰ・Ⅱはさらに継続して学習する履
修者を対象とするものである。

点検・評価・長所と問題点
本学の第二外国語科目は、6 つの外国語からなっている。それぞれの言語は、構造、社会的背景、日
本における学習の伝統などが異なり、履修者の各言語の選択の動機や修得の期待、学習の意欲・態度・
速度も異なる。また教授方法も一様ではないので、一律に検討することは困難であるが、各言語に共
通する問題を幾つか取り上げてみる。
本学では創立当初より、多様な外国語の学習が重んじられ、第二外国語科目としてドイツ語、フラ
ンス語の他に中国語、ロシア語が開設されていた。1987 年には拡大するニーズに対応すべく、豊田学
舎にスペイン語および韓国・朝鮮語が、1997 年には経営学部にも韓国・朝鮮語が開設された。
2002 年までは、クラスを一定の規模に保つため、また教員の配置の必要あるいは制約から、クラス
が固定的に設定されていて、新入生の履修選択に際して希望に添えない場合もあった。2003 年 4 月の
カリキュラム改革により、新入生はすべて希望言語を履修できるようになった。しかし履修希望には
近年大きな偏りが見られ、以前のように調整をおこなわない結果として、言語間に履修者数の甚だし
い差が生じている。そのため、多くの過大クラスが生じた一方、過少クラスが存するに至っている。
これをいかに解消するか、今後の検討課題である。
外国語教育に重要な適切な教授法、適正なクラス規模、必要充分な授業時間数であるので、それら
について述べてみる。
言語の学習は、母語のような環境の下での自然な修得によるのが理想であるが、これを大学の共通
教育に求めるのは不可能である。今日でも、大学においては、体系的な文法を中心とした授業と、読
み、聞き、話すなどを中心とした授業をバランスよく組み合わせた教授方法は有効である。音の修得
においては、視聴覚器具を使用するのみならず、直接ネイティヴ・スピーカーに接することが望まし
い。各外国語に非常勤教員を含めて複数のネイティヴ教員が配置されているものの、受講者全員が当
該の授業を受けることができない現状は改善されるべきである。
語学教育ではクラス内の受講者数が教育効果を左右する。ネイティヴ教員による会話クラスで 40 名
～50 名となると授業の展開に支障を来すこともある。1 年次の基礎 A・B でも、教室での練習や共同
作業が必要であるので、50 名以上では教育効果は上がらない、と考えてよい。しかしカリキュラム改
正により 50～70 名、あるいは 70 名以上のクラスが相当数生じているのも事実であり、今後その改善
が必要であろう。履修者数に関して、新入生の約 50％が選択する中国語の 2006 年度の例を挙げてみ
る。中国語基礎 A・Ｂは合わせて 66 クラスで 1 クラスの最大受講者数は 65 名、最小受講者数 50 名、
1 クラス平均受講者数 56.5 名と適正数を上回っている。また韓国・朝鮮語はクラス自体も少ない理由
もあってか 100 名と 86 名のクラスが生じている。従って過少クラスとの間で生ずる授業効率の差に対
する対策が必要である。
また、授業時間数も問題となる。1 年次の選択必修 4 単位の基礎 A・B 合わせての通年授業時間数は
80 時間程度に過ぎず、初級学習者に必要とされている、国際的な標準時間数 300 時間に対して甚だ不
足している。現状では時間不足をカバーすべく、宿題などの時間外での課題を課している次第である。
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また外国語の学習を促進させるための、外国語学習に有益な設備を調えた｢外国語学習室｣の設置も望
まれる。即ち、当該の外国語に必要な参考書がある程度揃っている以外に、学生は常時視聴覚教材の
利用、外国語放送の視聴ができ、また言語の背景となる情報が出来る限り提供されうるような設備が
期待される。

将来の改善・改革に向けた方策
英語は、世界の共通語としてすでに定着した感があるが、それだからといって、英語さえ学べばよ
いというものではない。世界には長い伝統に培われた多様な言語・文化が存在し、より豊かなものに
している。現代の複雑な世界の事象を考えるためにも、日本語(日本文化)対英語（英米文化）という二
項関係だけではなく、その他の外国語により得られる広い視野と見識を持つ必要がある。多様な言語・
文化を教授・研究することが、大学の使命の一つであると考えるならば、現在開設している６つの言
語以外に、さらにいくつかの言語を加えることも検討課題の一つと思われる。
初級クラスの教授法は、現行は一律的であるが、受講者の学習動機に配慮した、柔軟な方法に改善
する必要があるかもしれない。初級 1 クラスの通年授業を一人の教員だけではなく、複数の教員によ
る授業の方が効果的ということも考えられる。2 年次以上の｢演習｣、｢応用｣、｢上級｣の授業は、セメス
ター毎に内容に変化を与える工夫をして、例えば、春学期には｢文学作品の読み｣、｢作文｣、秋学期に
は｢検定対策｣、コミュニケーション能力の向上のための｢会話｣というような多様な授業展開を図るこ
とも可能であろう。また意欲的に学ぼうとする履修者に対して、出来る限りのサポートの体制を確保
する必要がある。課外指導の場を設けたり、夏期休暇を利用して国際センターとの連携を計りつつ現
地で授業を実施し、部分的に単位を認定するなどの方法も教養部内の委員会で今後検討してゆく予定
である。

【6】「スポーツ・健康」

現状の説明
本学のスポーツ・健康の科目群における目標は、スポーツや身体運動をとおして、学生の健康保持・
増進、および体力・技能の向上を図り、豊かな学生生活と将来の社会生活の基礎をつくることにある。
したがって、健康・体力のみならず、精神的な高揚、すなわち生き甲斐という面からも日常生活にお
ける身体運動の重要性を認識し、将来のライフスタイルを計画するに当たっての有益な科学的知識の
習得と個人にあった身体運動の獲得を目指すものである。
スポーツ・健康の科目群は、全学共通科目の中のスポーツ実技科目としてコミュニケーション系（演
習）の中に位置づけられ、個人スポーツ A・B〔バドミントン、卓球、硬式テニス、ゴルフ〕、ティー
ムスポーツ A・B〔バレーボール、バスケットボール、ソフトボール、サッカー〕、フィットネス A・
B〔トレーニング、フィットネス〕、シーズンスポーツ A・B〔スキー、ダイビング〕、障害者スポー
ツ A・B、および健康管理実習の 11 科目・12 種目から構成されている（スキー、ダイビングは不開講）。
上記のスポーツ実技科目は 1 年次から 4 年次の各セメスターで開講され、〔A〕（春学期開講 1 単
位：1・3・5・7 セメスター）、と〔B〕（秋学期開講 1 単位：2・4・6・8 セメスター）および健康管
理実習（各期開講 1 単位）の中から、卒業所要単位として 2 単位選択必修として認定されている。各
学期にそれぞれ 80 コマ（名古屋学舎 55 コマ、豊田学舎 25 コマ）設置され、指定された時間に各々3
～4 種目が開講されている。担当教員数は専任教員が 5 名で、非常勤講師が 19 名である。開講クラス
数による非常勤講師依存率は 62.5%である。
ティームスポーツでは、集団的技能を身につけ、共通の目標を達成するための個人の役割を自覚し、
相互に協力し合いながら、安全にゲームや練習ができるようにすることをめざしている。個人スポー
ツでは、個人の技術的向上を図りながら、相手を尊重し礼儀正しく公正な試合をする態度、ルールを
守り、安全に運動する能力や態度などを基本的なねらいとしている。特に、本学では、建学の精神と
して「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を掲げている。このことはライフステージの全てにおい
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て研鑽されるべき教育のあり方が提言されているといえる。健康管理実習では、個人カルテ及び運動
処方箋の作成を試みる授業で、何れも生涯スポーツへ発展させる契機となる種目である。
なお、障害者スポーツ A・B については、身体的事情により通常の授業に参加できない学生を対象
として開講しており、専門病院との連携をとりながら受講生の身体状況に応じて可能な限りの身体運
動メニューを提供している。
健康科学 A（春学期開講 2 単位）、同 B（秋学期開講 2 単位）は全学共通科目の中のソフィア系（講
義）として新領域の科目群の中に位置づけられている。1 年次から 4 年次の各セメスターで開講され、
卒業所要単位として 2 単位選択必修として認定されている。授業は専任教員 5 名で担当し、各学期に
それぞれ 7 コマ（名古屋学舎 5 コマ・豊田学舎 2 コマ）開設している。2006 年度、春学期における合
計履修者数は 1628 名、1 クラス平均 233 名である。受講制限をおこなっているクラスもあり、受講希
望者はこれをかなり上回っている。スポーツ・健康の科目群との連携を図りながら、からだの構造、
メカニズム、ストレス、ダイエット、栄養、生活習慣病、感染症など身近な健康問題から将来起こる
べき事態に対応できる知識と理論を教授している。特に、健康に関して日本の現状や将来を展望する
とき、予防医学的な立場からの「健康科学」や「健康教育」は社会的ニーズとしての重要性がますま
す増加してくることが予測される。「心とからだ」の調和づくりに直接関りをもつ分野であり、大学
教育の中でも不可欠なものとして位置づけられることを目指している。

点検・評価・長所と問題点
実技では、学生の自主性を尊重するため、最も志向する種目を優先させ、その種目の開講曜日、時
限を選択する方式を導入している。これにより学部枠を超えて積極的に受講が可能になり、学生個人
の志向に応じてスポーツ種目の選択の幅が広がった点で学生の満足度が高くなるものと考えられる。
2005 年度の学生による「授業改善のためのアンケート」で最も高い評価としては「授業に満足してい
る」、「教員の熱意を感じた」などがあるが、ほとんどの項目で 4 ポイント前後になっていることか
らもこのことが裏付けられる。
クラスの人数は、スポーツ種目の特性と関連施設収容能力に応じて平均 40～45 名程度としている。
このことは、種目毎で 60 名近い定員でオーバーフロー気味であった従来の授業と比較すると教育指導
上においても、また、学習効果の上からも身体活動の機会の提供が有効に機能していると言える。そ
して、受講する学生にとっては他教科科目との時間割を編成する上で調整の幅が広がった点は評価に
値するが、学部によって異なる。例えば、春学期履修登録方法（1 年次）として、「事前登録カード」
に希望種目を一種目のみ記入させ抽選を行っているが、学部によって履修できる種目が限定されてし
まうなどの問題が生じるおそれもある。学部固有科目と全学共通科目間の時間割調整等課題について
も前向きな修正が必要と考える。
体育用具については充実し、視聴覚教材も活用できる設備もあり効果的な授業の展開を実施するう
えで少なからず役立っている。特に、トレーニング室を利用した「トレーニング、フィットネス」等
の授業では、学生のニーズに則してトレーニングメニューを選択させ、現状にあった自己トレーニン
グ・プログラムを作成するなど、学生との対話コミュニケーションを通じた実技・演習方式による授
業展開をしており、学生の健康保持・増進に重要な役割を果たしていると思われる。受講学生からの
本実習についての感想では、「自分の身体の状態が把握できる」、「この授業で学んだことが将来役
に立つと感じた」など、肯定的な意見が大半を占めていた。
成績評価の方法は、基本的には各担当教員に一任されている（シラバスに記載）。しかしながら、
実技に関して、「平常点・学習意欲」等を評価材料とすることがあるが、このような主観的な項目を
どのような理論的根拠や判断基準に基づいて評価を行っているかについて担当教員の間で確認すると
ともに、統一的な評価基準を見つけ出していく必要性があると思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
学生による「授業改善のためのアンケート」結果によると、講義において「コミュニケーションの
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欠如」の指摘が多かった。教員サイドでは、授業時間の中で受講生に意見、質問、コメントの時間を
設けるなど、学生とのコミュニケーションを図るための工夫を各々していると思われるが、さらに、
教員と学生の接点を高めるような「授業の展開・工夫」などについて、担当教員の間で十分に検討し
ていく必要があると思われる。200 名を超える多人数の講義の場合、学生たちの受講への動機づけも
様々であり、その全てに答えることは難しいが、できるかぎり多くの学生の要望に答えていけるよう
努力したい。
実技においては、体力づくりと健康志向を目指す学生への関心を高め、学生評価などの結果からも
一応の成果は上げられていると考える。将来の改善点としては「男・女のスポーツ種目」や「混合可
能なスポーツ種目」の区分、「体力差や運動経験の差」等も考慮したクラス編成の必要性もあると思
われる。学生のニーズに応じて種目の増加、変更等を今後も検討していきたい。

【7】「新領域」

現状の説明
新領域の科目群は、女性学、健康科学、環境科学、情報科学、平和論、異文化研究の 11 科目から構
成されている。
これらの科目は、2002 年度までの旧カリキュラムでは複数の科目群（女性学：社会と交流の科目群、
健康科学：健康とスポーツの科目群、環境科学・情報科学・平和論：総合と深化の科目群、異文化研
究（旧カリキュラムの科目名は、国際文化論）：言語と異文化交流の科目群）に属していた。新領域
の科目群の母体は、旧カリキュラムの総合と深化の科目群（環境科学・情報科学・平和論）で、2003
年度からの新カリキュラムにおいて、従来よりもさらに広い分野を科目群の対象として考え、女性学、
健康科学、異文化研究を加えて新領域の科目群とした。新領域の科目群の科目は、近年の新しい問題
や複合領域での総合的な問題を対象として、これからの多様で複雑な社会で生きるための力を学生が
修得できることをめざしている。
2006 年度春学期の開講クラス数は、女性学 11 クラス、健康科学 7 クラス、環境科学 10 クラス、情
報科学 10 クラス、平和論 10 クラス、異文化研究 4 クラス、計 52 クラスであり、総履修者数は約 7,690
名で、1 クラスあたりの平均履修者数は約 148 名である。
各科目の単位数は 2 単位であり、新領域の科目群の卒業所要単位は 2 単位である。なお、一部の学
部では開設されていない科目もある。また、配当学年は異文化研究以外の科目は 1-4 年次で、異文化
研究は 2-4 年次である。
女性学は、「女・男らしさ」が女性・男性を生き難くしているとの立場から、社会的性差（ジェン
ダー）をめぐって生じているさまざまな問題をとりあげ、①女性・男性の置かれている現状について
知り、②「女・男らしさ」がどのような具体的問題を生じさせているかについて理解することを目標
としている。
平和論は、戦争と平和の問題のみならず、暴力の問題、貧富の格差の問題をグローバルな視点から
学ぶことを主な目的とする。理論的なアプローチにとどまるのではなく、平和を創る作業へ参加でき
る実践的なアプローチにも心がけている。
環境科学は、持続可能な社会を世界レベルで構築していくことに市民ひとりひとりが貢献できるよ
う、21 世紀の社会を担う学生に、知識とスキル、そして論理性と倫理観を身につけてもらえるよう設
置している科目である。
情報科学は、情報化社会における必要な知識とコンピュータを有効活用するための能力を身につけ、
インターネット社会における情報倫理などについても考える力を身につけてもらえるよう設置してい
る科目である。
女性学、環境科学、情報科学、平和論の担当教員は各科目 1 名、計 4 名で、新領域・教職系列に所
属している。
なお、健康科学については前章で述べており、異文化研究については次章で述べる。
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点検・評価・長所と問題点
2006 年度春学期に開講している 52 クラスのうち、
履修者数が 200 名以上のクラス数は 18 であり、
履修者数が制限されたクラスも多く存在する。このことから、新領域の科目群には人気科目が多く、
授業改善のためのアンケート結果では満足度が比較的高いクラスもあり、評価できると考えられる。
また、教員と学生、学生同士のコミュニケーションを取ろうとする科目も多く、学生の満足度向上に
寄与していると考えられる。
履修者数を制限することにより、以前よりは履修者数が多すぎることによる不満は解消されている
と考えられるが、逆に、履修できない学生は不満に感じていると思われるので、この点は問題である。
また、科目によっては、授業内容が難しすぎるなどの不満な点がアンケート結果として報告されてい
るので、それらの項目も改善すべき点である。

将来の改善・改革に向けた方策
現在、履修者数が制限されている科目が比較的多いことなどから、クラス数を増やし、適切なクラ
ス数を検討することが今後の課題である。しかしながら、クラス数を増やすと、専任教員の負担が増
えたり、非常勤講師への依存率が高くなったりするなどの新たな問題点も生じるので、この点もあわ
せて検討する必要がある。
また、この科目群の科目の内容から、双方向的な授業がより望まれる科目もあるが、履修者数が多
すぎるクラスが存在すると考えられる。しかしながら、前述のことから、1 クラスあたりの履修者数を
減らすことは容易ではない。したがって、大規模講義形式でも、双方向的な授業を行えるような工夫
やしくみを考えることも今後の課題である。
さらに、新領域の科目群の卒業所要単位数や新たな科目の新設などについても上述の課題と
合わせて検討していく。

【8】「異文化研究」

現状の説明
異文化研究は 1995 年度設置された国際文化論の趣旨を引き継ぎ、現在は新領域科目として設置され
ている。講義は主として英語および第二外国語担当の教員が担当している。2006 年度春学期は、名古
屋学舎で 3 コマ、豊田学舎で 1 コマ、開講されており、800 名近くの学生が受講している。
2006 年度春学期の各講義のテーマは、「聖書」から「初期キリスト教の成立過程を追う」「アメリ
カン・ミュージカルとロンドン・ミュージカル」「現代中国ＵＦＯ論研究」「神話の筋・神話の思考
法－ユーラシア・ヨーロッパ・スラブ－」「ヨーロッパの都市と権力」「ことばの力、ことばの魅力
を探る」など、言語・文化・社会・歴史と多方面にわたる。取り上げられる地域や文化圏も１国だけ
にとどまるものから、いくつかの地域・文化圏にわたるものなど様々で、この科目のもつテーマの大
きさをそのまま表している。

点検・評価・長所と問題点
異文化研究は、国際文化・社会への関心を喚起し、その理解を深めることを目的としている。海外
のみならず、国内でも外国人の増加など国際化の進む日本の現状を考えると多文化社会、多言語社会
へ向けてこの科目の持つ意義は大きい。
2005 年度の異文化研究を履修している学生のアンケートから、この科目についての学生の評価を探
ってみよう。この科目を通して得たものは何かという質問項目では「新しい知識」が最も多く、次い
で「知的好奇心」「物事を見る視野」が多い。学生に未知の知識を与え、その知的欲求を高めると言
う点では、科目設置の意義からいっても、その役割を果たしているといえよう。学生の受講態度とし
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ては出席率はよいものの自主的な参加という点ではやや低く、担当教員の指摘にもあるとおり、教科
書などがなく、予習・復習のさせにくい科目であることがうかがえる。学生の満足度では平均値か、
それを上回るものとなっており、担当教員が熱心に講義を展開した様子もみてとれる。基本的には科
目設置の趣旨は実現しているといえよう。
旧カリキュラムの国際文化論では、多人数の講義であることから「学生と教員のコミュニケーショ
ン」の点でかなり厳しい評価を受けていたが、今回の改善で問題点がほぼ解消された。

将来の改善・改革に向けた方策
先にも述べたとおり、この科目の今日的意義は高いが、反面多岐にわたる裾野の広いテーマを内包
しており、学生がこの講義に対してイメージを抱きにくいきらいがある。学生の多くが、科目名で判
断して履修を決めているが、実際に担当教員の選択するテーマはそれぞれ多彩である。科目名だけで
本当に望ましい選択が出来たのか、疑問とするところである。
また、この講義のテーマ設定とその趣旨についてさらに議論を重ねる必要がある。現在は主な講義
担当者が、いわゆる外国語担当教員であるために、複数の外国を視野に入れて研究してきたとは限ら
ない。大方は自分の専門とする言語とその国家・政治・文化を研究してきた人々である。それらの人々
がそれぞれの分野で学生たちを引きつけるテーマを個別に選定している。現状ではそれが学生たちの
知的好奇心を高め、よい効果を生んでいるが、そこから一歩進んで学生たちが異文化というものをど
のようにとらえるのか、自己の問題として積極的に考えられるようにする必要があるのではないだろ
うか。科目の設置意義の再検討と新しい講義内容や科目表現の検討を今後も継続してゆく。

【9】「基礎ゼミ」、「教養テーマゼミ」

現状の説明
全学共通科目としてのゼミナール科目には、半期２単位の「基礎ゼミ」と通年４単位の「教養テー
マゼミ」が設けられている。2003 年度からのセメスター制導入に伴うカリキュラム改正により、旧カ
リキュラムの「基礎ゼミⅠ」が「基礎ゼミ」に、「基礎ゼミⅡ」が「教養テーマゼミ」に、それぞれ
移行したものである。
教養部が担当する全学共通科目としての「基礎ゼミ」「教養テーマゼミ」は、4 年一環教育の理念の
下、新入生を対象に、大学での勉学の基礎学力の養成や、様々な問題意識を養い、自発的な探究心を
育むことの奥深さや面白みを早い段階で自覚することを狙いとしている。また、一方では、新たな環
境におかれた新入生にとって、少人数クラス故に、大学生活における基本的な生活のアドバイスや相
談の窓口ともなっている。
「基礎ゼミ」「教養テーマゼミ」は、大学での勉学に対する基本的な姿勢・知識の体得・問題意識
の啓発を標榜しているため、担当教員と学生との討論や対話を重視し、最大でも１クラス学生 25 人の
少人数教育で開講し、行届いた指導・対応が出来るようにされている。また、図書館・各大学施設利
用の説明会を開催し、大学機関との連携のもと、学生に対して、学術・生活の両面でより有益な指導
を行う役割も担っている。従って、ゼミ担当者は本学の専任教員に限定されている。
「基礎ゼミ」は、「読むこと」「書くこと」「話すこと」を基本におき、自己表現や思考能力の向
上と深化を目指す。内容は、各担当教員の専門分野に応じて多様ではあるが、文学作品・評論・論文
等の要約や感想、あるいは批評を討論・文章に書き出す等で表現力を養う場合や、特定のテーマにつ
き調査文や小論文にまとめ、論文やレポートの書き方や説得力ある文章表現の習得を目標としている。
「教養テーマゼミ」は、通年開講という利点を活かして、前半は「基礎ゼミ」に準じて進められ、
後半はより深化・発展させ、異文化や社会問題等の特定のテーマにつき報告や研究発表等を取り入れ、
より学術的な実践やコミュニケーション能力の向上を試みるものである。
2005 年度においては、「基礎ゼミ」は、春学期 16 クラス、秋学期 10 クラスの計 26 クラスが開講
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され、履修者は春学期 328 人（１クラス平均 20.5 人）、秋学期 149 人（1 クラス平均 14.9 人）、「教
養テーマゼミ」は 27 クラスが開講され、339 人（１クラス平均 12.5 人）の履修者であった。

点検・評価・長所と問題点
上記の開講クラス数と履修者数、および 1 クラス平均履修者数を一見すると、全体的な履修者数が
少ないと思われるかもしれないが、これは開講前に履修希望者の事前登録制度を行い、1 クラスの上限
を 25 人にしたため、人気のある教員のクラスでは、希望しながらも履修できなかった学生が多数いた
ためである。また、語学科目や必修科目との時間割上の問題から、1 年次に履修を断念せざるを得ない
学生が 2 年・3 年次になってようやく履修できるようになったという場合も多い。
ここで、2005 年度の学生対象の「ゼミについてのアンケート」をみると、「異なる学部の人と知り
合えて刺激になった」「楽しかった、新しい発見があった」「レポートの書き方や発表の方法を教え
てもらえてためになった」「大学の様々な施設の利用方法の説明がありこれからの勉強の役に立った」
「講義課目では座って聞いていることが多いので、話す・議論することが中心のゼミは楽しかった」
「今後の就職活動について準備・考えるよい機会になった」等、学生の満足度は高かった。これは、
一部の学部において、基礎ゼミもしくは教養テーマゼミを全学共通科目の卒業必修科目として義務付
けていた旧カリキュラムに比べ、新カリキュラムの下では、自由選択科目となったため、自発的にゼ
ミを希望する学生が、内容に興味のあるクラスを履修するようになり、ゼミ運営がより活性化し、結
果的に学生の満足度も高くなったためといえよう。
一方で、同年度の教員対象の「ゼミに関するアンケート」をみると、事前登録の抽選に落ちた学生
が最初の授業に出てくる、本来は新入生対象のゼミなのに 2・３年生の履修者が多い、就職活動のため
出席をしない 4 年生が多い等の意見も見られたが、裏返して言えば、学生の立場からは、4 年生から
就職活動の実践的な体験談を聞けること等社会の実情を知る上でも、上級生との交流は、情報収集や
刺激という点からも有益であったという。
先の 1998 年の自己評価点検資料をみると、1995 年当初では、ゼミの運営について教員側がゼミの
授業実践に困惑する、如何に学生の意欲を増大することができるか等、ゼミの運営自体に戸惑う意見
も見られたが、ゼミ担当教員の「経験交流会」を通しての意見交換や、冊子『基礎ゼミ実践論集』（2002
年）により、様々なアイデアを得られたことから、教員による努力・改善が年度毎になされている次
第である。

将来の改善・改革に向けた方策
2005 年度ゼミ担当教員の「経験交流会」では、1 年生対象の「基礎ゼミ」に 2・3 年が多く履
修して、本来の新入生対象的なゼミがやり難い、１年生の履修者の割合が少ないという意見があ
った。本問題については、ゼミの事前の履修登録が、入学式の前後の２日間という限られた期限
内に行われているため、新入生には手続きについて理解する時間的余裕がなかったためではない
かと思われる。従って、より新入生の立場に配慮し、履修方法・ゼミの内容を熟知できるような
体制が取れるように、教員側も履修相談会やオフィス・アワーを活用する等の対応も行う事とし
た。
また、ゼミの内容の多様化が進んでいて、科目の目的・方法についての一定の統一性の意識が
薄れてきたのではないか、内容および評価に一定の基準を設けるべきではないか否かという意見
については、今後も議論すべき問題である。担当者によって過度のばらつきを生じさせないため
にも、ゼミの目的・方法についての認識を共有させるためにも、教育実践例を報告し合う「経験
交流会」（詳細はⅢ-3.23 参照）の継続が重要である。とりわけ、「基礎ゼミ」における読む・
書く・話すという基本については、教員の創意工夫により、半期という限られた時間内で、論理
的な思考力やコミュニケーション能力の向上といった一定の成果と学生の満足感・達成感を導か
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なくてはならない。そのためにも、各教員の授業計画と状況に応じた適切な授業展開を考えるこ
とが不可欠である。
これらの課題については、授業満足度の向上を図るため、アンケートによる学生の意見を真摯
に受け止め、また、ゼミ担当者の「経験交流会」の場で、問題点や実践例、アイデアを共有し、
教員がゼミ担当者としての連帯感をもって臨むことが基本的、かつ重要な姿勢であると考えてい
る。
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２.文学部
文学部では、１）
「日本語」についての基礎学力の向上と史的・共時的な「ことば」の専門知識の探
求、２）現代社会で求められる実践的なコミュニケーション能力の養成、３）社会的・職業的有用性
のみならず、これらを自らの生きる力ともなし得る人材の育成という目標や既述の理念・目的達成の
ためにカリキュラム整備と授業内容の改善に取り組んできた。1 年次には高校教育との連係を図りつつ
学部教育の基礎となる必修科目を置き、2 年次の選択必修科目を経て 3・4 年次のゼミを母体とする卒
業研究へと展開できるよう、カリキュラムの柱を明確に立てた上で、加えて隣接学科の授業をも履修
可能な自由度の高いカリキュラムを編成している。改組と同時にセメスター制を導入し、従来の国文
学科の授業内容に比べ、格段に多様な内容の授業科目を開設している。これを反映して教育課程（カ
リキュラム）は次のように構成されている。

【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】
① 学部固有科目

現状の説明
日本文学科・言語表現学科ともに全学共通科目 32 単位、学部固有科目 36 単位を必修とし、卒業要
件である 124 単位を充足する残り 56 単位を、学生の希望に応じてそれぞれの科目から自由に選択履修
させるカリキュラム構成を採っている 2 学科体制となって在学生の希望進路が多様化する中、各自の
将来設計に有効であり、（必要な科目を必要な時期に履修できるという意味も含めて）4 年一貫教育の
実を上げる上からも有効であろう、との配慮に基づく。以下、学部固有科目の現状を概説する。科目
名等、具体的な詳細については、添付資料（
『履修の手引』および学部比較対照表）を参照されたい。
卒業要件の 36 単位は、両学科とも必修科目 24 単位・選択必修科目 12 単位から構成されている。1
年次に必修科目 16 単位を配し、各学科で学んでゆくための基礎学力を養成する一方、各学科の特性を
明らかにする。2 年次は、それぞれに開設されている 12 科目の中から、学生個々が将来の希望進路や
研究領域に応じて 6 科目 12 単位を選択する。各自の方向性を確立するとともに、大学での学習の成果
として卒業研究を行う 3・4 年次のゼミナール（必修）への導入の意味を持つ。その方向性を補強し、
充実した卒業研究を行えるよう、両学科の特性を生かして豊富な選択科目を準備してある。また、学
生個々の希望に応じて、自分の所属していない学科に開設されている科目も履修できるように配慮し
てあり、価値観が多様化している現代において、狭い専門意識に自閉しない豊かな学びを提供してい
る。

点検・評価・長所と問題点
卒業所要単位を既に充足している 4 年次生が興味・関心のある科目をさらに履修するなど、多様な
カリキュラムを用意したことによって、学生の向学心が引き出せた。その一方で、専門性の高い伝統
的な科目を敬遠して、実践的で斬新な（に見える）科目に受講生が集中する傾向も生まれている。ま
た、伝統的なスタンダード（標準型）が存在する日本文学科のカリキュラムに比べて、現代社会に即
応することを目指して新に編成された言語表現学科のカリキュラムでは教員免許の取得を目指す学生
の負担が大きい（図書館司書資格の場合には顕著な差はない）
、などのアンバランスも存在する。両学
科のカリキュラムの整合性に工夫の余地があろう。

将来の改善・改革に向けた方策
完成年度を迎えるに当たって、両学科ともカリキュラムに若干の手直しを予定している。特に言語
表現学科において、卒業生の進路（どの程度志望を達成できたか）が明らかになれば、学生のニーズ
や関心に応じた、さらなるカリキュラムの改善が可能となろう。シラバス等をさらに工夫・活用して
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科目の内容説明・必要性の周知に努めることが、受講者数の不均衡を調整する上でも、向学心のさら
なる醸成の上でも、有効であると考える。カリキュラムの整合性については、履修のあり方も含め、
学部の将来問題検討委員会などで、さらに講論を重ねたい。

②教職に関する科目（国語・書道）

現状の説明
文学部の学生のライフステージを構想するとき、教職は高く評価されてよい自己実現の姿の一つで
ある。このことを前提として、国語教育に専任の教員を配置するとともに、書道に関しても適任者を
客員教授にむかえ、適切な科目を開講している。また、国語教師としての基礎的な学力向上のための
科目をいくつか特設しており、教育実習校への視察指導を全実習生に対して実施している。

点検・評価・長所と問題点
ここ数年、毎年、教員採用試験に現役合格者を出しており、学生の教職への意欲も強くなってきて
いる。これは全実習生に対するゼミ指導教員の視察指導が、意欲を向上させるなどの効果を生んだ結
果であり、評価することができる。しかし、経験者に対する優遇措置をとるなど教員採用の状況が変
化してきている上に、都道府県毎に独自の検査方法をとるようになってきており、きめ細かい対応が
必要となってきている。特に情報の収集等に問題があり、文学部だけの努力では解決しがたい状況が
ある。

将来の改善・改革に向けた方策
研究会の開催や各種講座の開催などを行うとともに、教員採用の実態や上級免許への更新などを見
据えた上で、既に卒業した学生への配慮、特に大学院と連携した取り組みを中心に考えてゆく。また
司書・司書教諭といった関連資格との連携を構築する必要もあろう。

③図書館司書・学校図書館司書教諭課程

現状の説明
昭和 41 年（1966）４月の本学文学部開設と同時に、図書館司書・学校図書館司書教諭課程を設置
し、以後 40 年にわたって、図書館法に定める司書となる資格者、学校図書館法に定める司書教諭の養
成に力を注いでいる。
司書課程については、校地、学部別に 3 コースを設けて、全学部の学生が履修できる体制をとり（司
書教諭課程は１コースのみ）
、文学部がその運営にあたっている。
近年における当課程の資格取得者数の推移は下記の表の通りである。
司書資格取得者 Ａコース Ｂコース Ｃコース 司書教諭資格取得者
２００３年度

１５６

７１

４８

３７

３１

２００４年度

１０９

４６

３９

２４

２１

２００５年度

１３１

６５

４７

１９

２６

計

３９６

１８２

１３４

８０

７８

注）Ａコース：文学、国際英語学部 Ｂコース：心理、法、経済、経営、総合政策学部
Ｃコース：社会、体育学部
なお、司書課程履修申込者に対する資格所得者の割合は概ね 60～70 パーセントである。
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点検・評価・長所と問題点
しかし、公立図書館における専門職としての司書を公募する地方自治体はきわめて少なく、新卒段
階で、これら折角の資格を生かすことはほとんどできない。また一方、近年の図書館界の発展状況を
みても、省令科目の条件を満たしているとは言え、当課程が 20 単位では不十分であり、更に一定の実
習等を課す必要もあろう。このことからすれば、当課程は、専門職の養成という観点からは中途半端
と評価せざるをえない。
当課程を職業教育の観点ばかりでなく、図書館や情報一般に対する学生の興味や関心を涵養すると
いう教育効果の観点から評価する必要もある。履修生自身による図書館の積極的活用を通じて、本学
図書館の質的充実にも直接・間接の貢献をもたらすという教育効果も大きいのだから。
情報理工学部を除く全学部の学生が履修可能であることが、最大の長所であり、問題点でもある。
各学部とも、相対的に知的水準の高い学生が履修しており、その学習態度も概ね真面目である。また、
総合大学の長所を活用して、可能な限り幅広く各学部教員や施設の協力を得て実施されている。しか
し、これだけ多くの学部の学生を対象とするため、教員や授業時間を安定的に維持することが困難で
あり、その運営に当たる文学部の負担も大きくなってきている。 ちなみに、当課程を担当する専任
教員は 1 名、兼担の専任教員 5 名、外部の非常勤講師 8 名である。とりわけ、非常勤講師を安定的に
確保することが課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
自治体における司書の採用が減少するなか、職業教育としての当課程の意義は相対的に低下してい
る。しかし、この資格を条件とする民間の職業やボランティア活動もふえつつあるし、一般教養とし
ての図書館教育の必要も強まっている。当課程履修希望者が際立って減少していないのは、このこと
を反映している。従って、少なくとも当分の間は当課程の存在そのものは維持されるべきだろう。し
かし、いずれは当課程を専ら担当する或る部局で統括運営するとか、または司書課程の現３コース制
を 1 ないし２コースに縮小するなどの方策が実際的である。そのことによって、より質の高い安定的
な運営が可能となるだろう。その具体的な方策については、今後の全学的な問題意識の共有と検討が
必要である。

【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
推薦入試での入学予定者に入学前指導（推薦図書リストの送付など）を行っている以外、補習授業
等の特別な取り組みは行っていない。ただし、1 年次生の必修科目は両学科とも高校教育から大学教育
へ無理なく移行できるよう配慮した内容・授業展開を心掛けている。

点検・評価・長所と問題点
現状では、特記すべき問題点も長所もない。しかし、文学史や日本史について、入学生の基礎知識
の不足が目に付くようになってきており、何らかの対策が必要と考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
現状では、補習より講義内容の配慮で対応すべきだろう。また、併設校・附属校との連携を密にし
て、本学園の教育目標等をよく知り、且つリーダーシップを発揮できる人材を 7 年間かけて育成する
工夫も有効だと考える。その辺りが改善・改革に向けての第一着手であろうか。
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【単位互換・単位認定等】

現状の説明
国内の他大学との単位互換・単位認定等については、
「Ⅲ－１ （７）他大学との単位互換の状況と
今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている。
上記別項に記載されている以外、単位互換については特記事項なし。愛知学長懇の要請に基づく単
位互換制度には、学部として積極的に協力している。
編転入学者の単位認定は、2 学科体制に移行して以後、できる限り広く認定して 3 年次編入を増やす
よう努力している。特に言語表現学科において希望者が多様化しているが、短期大学（の日本文学関
連学部・学科）が減少しているためか、ここ数年、希望者数は少ない。

点検・評価・長所と問題点
従来より３年次編入者を増やせている点は評価できる。しかし、演劇学科など以前には見られなか
った専門分野からの志願者が目立ち始めており、新たな認定基準を模索する必要がある。
当面、単位互換については現状で大きな問題はない。ただし、言語表現学科に類似した学部・学科
が増加している中で、新たな取り組みの可能性はあろう。

将来の改善・改革に向けた方策
単位互換・単位認定とも、しばらくは現状維持が穏当だと考える。受講希望者には授業を受ける機
会を与え、編転入希望者はできる限り受け入れながら、それぞれよりよいあり方を学部内で議論して
ゆきたい。

－68－

Ⅲ. 学部教育の内容・方法等

3. 国際英語学部
「Ⅰ－（２）学部・研究科等の理念・目的・教育目標」で既述した、国際英語学部の教育目標であ
る「４つの具体策」は、教育課程（カリキュラム）に次のように反映されている。
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】

現状の説明
国際英語学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所要単位は、124 単位であり、その内
訳は、国際英語学科においては、教養部が主として担当する全学共通科目 40 単位、学部固有科目 74
単位、フロート単位 10 単位である。
学部固有科目の卒業所要単位は 74 単位で、その内必修科目は、「オーラル・コミュニケーションⅠ」
をはじめ、合計４８単位である。英米文化学科においては、教養部が主として担当する全学共通科目
40 単位、学部固有科目 68 単位、フロート単位 16 単位である。学部固有科目の卒業所要単位は 68 単位
で、その内必修科目は、「情報コミュニケーションと英語Ⅰ」をはじめ、合計 36 単位である。詳細に
関しては、各学部の『履修の手引』および学部比較対照表（2006 年度）参照のこと。
国際英語学部では教養部の「全学共通科目」の上に充実した学部固有科目群を配置している。
「Ⅰ
－（２）学部・研究科等の理念・目的・教育目標」で述べたように、当学部では世界的視野に立っ
て活躍できる国際人の育成を目的としているので、両学科ともその基礎となる英語運用能力と異文
化理解の啓発に力点を置いている。学部固有科目の教授体制は少人数による「演習」を基準として、
ゼミナール形式を中心とした学習指導を行い、学生の学習意欲の増大に努めている。
・国際英語学科
国際英語学科では、必修科目として、１・2 年次を中心として、英語力の育成を意図とする演習科
目を擁している。「聞く、話す、読む、書く」の 4 技能を中心に徹底した個人指導で当たっている。
特に、英語力の育成を図るために、TOEIC を年に 2 回受験させ、企業への就職を志望するものには
740 点、英語教員を志望するものには 900 点を目標に掲げて指導を行っている。
つまり、
「オーラル・コミュニケーションⅠ～Ⅴ」
、
「コミュニカティブ・ライティングⅠ～Ⅴ」、
「リ
ーディングⅠ～Ⅵ」などがこれに当たる。これらの科目に加えて、さらにそれらを実践させる場と
して、
「プレゼンテーションⅠ～Ⅴ」、
「ワークショップⅠ～Ⅱ」などがこれらに続く。また、コンピ
ュータ力の育成を重視する立場から、
「英語情報処理演習Ⅰ～Ⅴ」が、これらの英語科目を補強して
いる。
国際英語を実体験するものとして、3 週間の「シンガポール研修」を 1 年次に必修とし、また２年
次には、英語圏の英語を体験するものとして、
「アメリカ研修」、
「イギリス研修」、
「オーストラリア
研修」の中から選択し、「海外研修Ⅰ」として、3 週間の研修を必修としている。
2・3･4 年次では、学生のニーズにそった専門科目群を配している。この研究科目群を次のように
類別している。すなわち、国際地域文化研究群（アジア地域研究Ⅰ・Ⅱ、オセアニア地域研究Ⅰ・Ⅱ、
イギリス文学研究、アメリカ文学研究、オーストラリア文学研究、異文化理解Ⅰ･Ⅱ、社会言語学Ⅰ・
Ⅱ、アジア英語研究Ⅰ・Ⅱ）
、コミュニケーション研究群（マスメディアと英語Ⅰ・Ⅱ、観光学と英語
Ⅰ・Ⅱ、国際ビジネス論Ⅰ・Ⅱ、言語教育研究群（国際理解教育Ⅰ・Ⅱ、日本語教授法Ⅰ・Ⅱ、日本
語教育実習Ⅰ・Ⅱ、早期英語教育Ⅰ・Ⅱ）演習実技科目群（ビジネス英語演習Ⅰ・Ⅱ、通訳演習Ⅰ・
Ⅱ、翻訳演習Ⅰ・Ⅱなどを配している。また、海外の大学との生きた学習を交換をするために「海外
大学交換講座Ⅰ～Ⅵ」
（アメリカ学の基礎、アメリカ学調査研究、日本学の基礎、日本学調査研究、ア
ジア学の基礎、アジア学調査研究）を配し、直接海外大学とテレビ会議形式での、交換授業を実施し
ている。
現場での実地教育を重視し、国内、及び海外でのインターンシップ科目を配している。
「国内インターンシップ」では、地域の企業を中心に実施し、「海外インターンシップⅠ・Ⅱ」では、
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「海外企業研修」、｢海外教員研修｣を目的とし、3 週間（海外インターンシップⅠ）
、及び 6 週間（海外
インターンシップⅡ）の研修を夏期休暇、および春期休暇において実施している。
・英米文化学科
英米文化学科では、コミュニケーション能力を中心に英語の基本的４技能習得を基礎におき、英米
を中心とする英語圏地域の社会事情、言語、文学・文化様式を学ぶことを目的としている。文化、文
学、英語学の三領域から英米文化研究を展開し、学ぶ際の参考として３つの履修モデルを提示してい
るが、幅広く学習したい学生のニーズに応えるために、科目の選択にあたっては学生の主体性を重ん
じている。
１年次には、発音指導も視野に入れた「英語音声学 I,II」、ネイティヴ・スピーカーによる、コンピ
ューター・リテラシーと英語のライティング習得を目的とする「情報コミュニケーションと英語 I,II」、
英語によるコミュニケーションを目的とする「オーラル・コミュニケーション I～IV」リーディング・
プレゼンテーションを目的とした「ベーシック・イングリッシュ・スキルズ IA,IB,IIA,IIB」を配置し
て英語の基礎４技能の習得を図る。専門基礎科目としては、「英語音声学 I,II」（英語学領域）、
「イギ
リス文化」、「アメリカ文化」
（文化・文学領域）を配し、専門領域への入門基礎教育を行う。なお１，
２年次共通科目の「文化基礎 I,II」「言語基礎 I,II」も入門基礎科目である。
２年次には、
「情報コミュニケーションと英語 III,IV」
、
「オーラル・コミュニケーション V～ VIII」、
「インターミディエイト・イングリッシュ・スキルズ IA,IB,IIA,IIB」の科目で引き続き更なる英語の
４技能習得のレベル・アップを計る一方で、
「英語学概説 I,II」
、
「イギリス文学史 I,II」
（２・３年次
共通科目）、「アメリカ文学史 I,II」
（同）
、
「英米文化演習 I,II」等で三領域の専門分野を選択させ、
高度の技能と精緻な専門性の導入を図っていく。
３，４年次には、必修科目の「英文講読 I,II」、選択科目の「上級オーラル・コミュニケーション
I,II」
、
「上級オーラル・コミュニケーション III,IV」を配し、一層高度な英語技能の習得を計ってい
る。
専門領域では、２・３・４年次共通科目として、
「英米言語文化講義 AI,II」
（イギリス文学）、
「英米
言語文化講義 BI,II」
（アメリカ文学）、
「映画文化論 I,II」、
「演劇文化論 I,II」、
「現代文化論 I,II」
（英
米文化）
、
「英語の文法 I,II」
、「英語の歴史 I,II」（英語学）、「ヨーロッパ文化・文学論 I,II」等の関
連科目で専門分野の専門性を深めていく。
「文化交流史 I,II」
、「言語と社会 I,II」、「イギリスの社会
史 I,II」
、
「アメリカの社会史 I,II」、
「カレント・トピックス I,II」
、
「メディア・リテラシーI,II」等
の専門科目では、英語を母語とする教員による英語の授業を展開すると共に、英米文化と世界の文化
との歴史的相互関係を学ぶ。
「現代英語圏事情」では環太平洋英語圏諸国の現代の政治・経済事情を学
ぶ。
１～４年次を通して、英語のコミュニケーション能力の向上と国際性の習得を促進するために、中京
大学主催の海外語学研修に参加する「海外セミナーI,II」を選択科目として認めている。

点検・評価・長所と問題点
2006 年 3 月に第一期卒業生を輩出して学部の基盤が完成したので、今後は更なる充実した体制
作りを目指すとともに、急速に展開する社会情勢の変化に対応し、より高度で、柔軟性のある教
育水準を保持する必要がある。
・国際英語学科
国際的な実務人を養成するという意図のもとに、英語力、コンピュータ力を駆使したプレゼ
ンテーション力の育成を図る。理解の段階から、発表の段階への移行を重視している。また、
4 年間を通じ、毎年、英語のヒアリングと文法力を測定する統一テストを実施し、学科の英語
指導の確認を実施している。また、その結果を基に１クラス 16 名のクラス編成を実施してい
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る。また、心理学部、文学部などの支援をもとに、基礎力としての「実用文章Ⅰ、Ⅱ」や、
「カ
ウンセリング実習Ⅰ、Ⅱ」は、特に 1･2 年次の学生のニーズを満たしている。
・英米文化学科
英米文化を、コミュニケーションとしての英語やコンピュータを駆使して、伝統的な西欧中心
主義とカルチュラル・スタディーズの両視座から、領域としては英米圏の地域研究と、コミック、
音楽等の大衆文化からシェイクスピア等の伝統的文化まで幅広く、かつ深く研究できることが長
所である。学ぶ際の参考として履修モデルを提示してあるが、学生が自分の目的に合わせて柔軟
に科目を選択し自主的に研究できるようになっているため、学生に早く独自の目的意識を持たせ
ることができるかが問題点である。

将来の改善・改革に向けた方策
国際英語学部の教育課程の理念を遂行していくには様々な考慮が必要となるであろう。施設・設
備の充実は勿論であるが、殊に人的資源の補充と確保が最大のポイントであろう。それに伴い、両
学科ともそれぞれの専門分野における過不足のない教員配置も将来に向けた改善点であろう。また、
これからも急速な社会のニーズに遅れることなく適切に対応できるカリキュラムの絶え間のない改
良と充実に配慮して行くことが求められる。
また、学生の勉学に対する動機付けとその成果評価のために、外部の英語検定試験（例えば TOEIC）
の受験を義務化し、得点目標を設定する方策の検討も始める必要があろう。
1） 国際英語学科
現状のカリキュラムの改訂を計画し、より実社会が望む学生を輩出したいという意図から、より
実践的な準備科目が必要となろう。特に、英語運用能力に関しては、TOEIC の受験を義務化し、学科
全体の平均を 600 点とする目標を設定することが必要であろう。また、より深いアカデミアを探求
する学生には、大学院への進学を目指すような科目群も必要となろう。特に希望をする学生に対し
ては、その学力に応じて 4 年次から大学院・国際英語学研究科の科目履修を許可する方策を講じる
ことも視野に入れなければならない。
2） 英米文化学科
将来は、国際センターあるいはキャリア・センターによるインターンシップ制度を活用して、イ
ンターンシップ科目を開講し、語学教育や専門教育に社会性、実務性をもたせたい。３年次の「英
文講読 I,II」を、資格講座的性格を持たせている１，２年次の語学教育と関連づけて、各種英語資
格試験の成績を一層向上させたい。TOEIC の受験を義務化して、学年別の達成推奨目標値を設定(そ
れぞれの学年終了時の段階で、1 年次 450 点、2 年次に 500 点、3 年次に 550 点、4 年次に 600 点)し、
それに向けた学習を奨励すると共に、学科全体の達成目標として、総受験者の平均スコア 520 点を
維持することを掲げる。これは特に初級者レベルでの受験者が大半を占める英米文化学科としては
高い目標であると考える。

【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
国際英語学部での導入教育としては、国際英語学科では、「海外大学交換講座Ⅰ（ア
メリカ学の基礎）」、「海外大学交換講座Ⅲ（日本学の基礎）」、「海外大学交換講
座Ⅴ（アジア学の基礎）」の科目が、英米文化学科では「文化基礎Ⅰ、Ⅱ」、「言語
基礎Ⅰ、Ⅱ」の科目が専門への導入教育に該当すると考えられる。
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点検・評価・長所と問題点
国際英語学科の「海外大学交換講座」は海外の大学との遠隔教育方式も利用して行
われているが、そのようなことが可能な施設に限界もあり、履修者が少ないことが問
題点といえる。英米文化学科の「文化基礎」、「言語基礎」の方は、概ね問題なく行
われている。

将来の改善・改革に向けた方策
現在、導入教育科目の新たな設置が特に緊急に必要とされる状況とはいえないが、
将来必要なことになる可能性も考慮して、今から対応策を考えておくことも視野にい
れる必要があろう。

【単位互換・単位認定等】

現状の説明
国内の他大学との単位互換・単位認定等については、
「Ⅲ－１ （７）他大学との単位
互換の状況と今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている。
また、交換留学生として選抜される海外留学制度では、取得してきた単位を、ＩＳＥＰ加盟
大学、および中京大学海外交流協定大学へ交換留学生として選抜派遣された学生が留学先大
学で修得した単位については、該当学科の科目と読み替えると共に、読み替え不可能な単位
については、
「海外留学 I～III」に充当させている。その場合、分割認定も認める。このよ
うに海外留学をしても卒業認定において不利にならないように配慮している。

点検・評価・長所と問題点
上記の交換留学は 1 年間であるので 4 年次で留学すると帰国が 5 年目の春学期となるた
め卒業が 1 学期遅れることになる。学生には 3 年次までに留学を行うよう指導しているが
何らかの対策を考えることも必要である。

将来の改善・改革に向けた方策
上記の単位互換可能な交換留学は 1 年間であるが、1 学期間のセメスター留学の希望する学生
も少なくない。そのような留学の導入を検討する必要があると思われる。
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4.心理学部
心理学部の教育目標である「４つの領域の心理学的知識や研究方法の獲得」は、教育課程（カリキ
ュラム）に次のように反映されている。

【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】

現状の説明
心理学部心理学科の卒業要件は、
「平成 18 年度履修の手引き」p.30 の「カリキュラム概念図」お
よび p.31 の「卒業要件」の表に示すように、全学共通科目と学部固有科目の中から 124 単位以上を
修得することである。その中身は、全学共通科目 44 単位以上、学部固有科目 72 単位以上、全学共
通科目および学部固有科目のいずれからでも選択できるフロート単位 8 単位である。
さらに、学生は必要に応じて教職科目（中学・社会１種、高校・公民 1 種、養護学校 1 種、2007
年度より特別支援学校１種）や司書教諭、司書の課程、および文学部・国際英語学部・心理学部の 3
学部で実施している 3 学部特別支援カリキュラムの内、文学部・国際英語学部が用意した科目も履
修することができる（
「自由科目」とは、卒業所要単位に算入されない科目である）
。
学部カリキュラム構成の問題点は、
「広く」そして「深く」学ぶ、という相容れない目標をいかに
バランス良く達成するかという点に尽きよう。
心理学部は４つの領域からなるが、臨床心理学をイメージして入学する学生が大半を占める。従
って、入学段階では、特定の領域にこだわることなく、人間を様々な視点から見つめることができ
るようにする基礎作り（「広く」）のために、現代心理学の諸領域１・２のような科目を設けた。ま
た、領域特化を促すことが懸念されるコース制や履修モデル等は設けていない。
他方、単に専門知識を学び取るばかりでなく、研究能力の涵養を目指す（「深く」）ため、卒業研
究に向け、2 年次の心理学基礎実験演習１・２、3 年次の心理学課題演習１・２という関門を設け、
それらを修得しない限り次の段階に進めないという積み上げ方式をとっている。
また、実践力を養うため、心理アセスメント実習１・２、応用心理学実習、カウンセリング基礎
実習、臨床心理学学外実習など、多くの実習科目を設けている。
さらに、大学院等への進学を目指す学生に対しては心理学講読演習Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵを選択科目と
して設け、専門書を読みこなす力を高めることを図っている。
以下に、学部固有科目のカリキュラム構成について、平成 18 年度履修の手引き p.37 の「学部固
有科目一覧表」を基に、必修科目、選択必修科目、選択科目、自由科目の順に、年次を追って述べ
ることにする。各科目の具体的な内容についてはシラバスを参照されたい。
１．必修科目
＜１年次～開講科目＞
現代心理学の諸領域１・２は、全教員が１～２コマの講義を担当し、それぞれが専門とする問題
や関心を持つテーマについて講義するオムニバス形式の科目である。助手をのぞく学部全教員の顔
見せ講義といった性格も併せ持つが、FD アンケート調査の結果、
「心理学の研究領域がいかに広いか
が実感できた」、「考えていた分野以外に興味が湧いてきた」といった反応があることから分かるよ
うに学生の評価は高い。
心理統計法１は 2 年次の心理学基礎実験演習の基礎となる科目で、データの収集、分析方法の基
礎を修得させるものである。文学部心理学科当時は通年 4 単位必修としていたが、セメスター制移
行を期に、心理統計法１（春学期：記述統計と平均値の差の検定）のみを必修とした。
心理学講読演習１・２は、外書購読が中心であるものの、心理学基礎ゼミといった性格が強い。
教員はクラス担任を兼ね、科目の履修方法や将来の問題等の相談にこまめに応じることが出来るよ
うにしている。
＜２年次～開講科目＞
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心理学基礎実験演習１・２は、旧文学部心理学科以来ずっと重視してきた科目である。心理学の
研究法の中でも実験法のもつ意味合いはきわめて重要である。学生が卒業研究等において自ら問題
を考究していく際、実験的方法に習熟していることは必須である。各セメスターに 5 つの課題を設
け、1 課題 2 週間という比較的贅沢な時間配分のもとで実験実習を行い、データ収集・分析からレポ
ート作成まで指導する。修得できない場合、積み上げ方式であるため、年次はあがるものの３年次
の心理学課題演習１・２が履修できない。
＜３年次開講科目＞
心理学課題演習１・２はいわゆるゼミであり、ゼミ指導教員のもとで卒業研究に向け課題の探求、
文献講読、予備的研究等を行う。積み上げ方式であるため、2 つとも修得しなければ卒業研究を履修
することができない。また、同じ指導教員の下で卒業研究を引き続き行うことを原則としている。2
年次の終わりに全指導教員が参加するゼミガイダンスで心理学課題演習および卒業研究等の説明を
行い、学生の希望調査をもとに配属ゼミを決定する。決定に際しては学生の希望を尊重することを
原則とするものの、限られたゼミに偏りが起きないよう努めている。
＜４年次開講科目＞
卒業研究は 4 年間の勉学をもとに、自らの力で研究を進め、卒業論文にまとめることが出来るか
問うものである。教員の指導内容にもよるが個人研究とグループ研究の 2 つに大別できる。また、
卒業研究の審査は研究発表形式をとる場合と主査・副査を定めた口頭試問形式をとる場合の 2 つが
ある。発表会形式をとる場合が増えているが複数のゼミが合同で開催したり、ゼミ単独で開催した
りする場合がある。単に論文をまとめるだけでなく、プリゼンテーション能力も高められる。
２．選択必修科目
＜１年次～開講科目＞
発達心理学概論１・２は発達心理学領域の諸問題について概説し、基本的知見を修得してもらう
ことを目的とする。本来、他領域で開講されている各概論１・２が 2 年次開講であるのでそれに合
わせるべきであろうが、担当教員の強い希望で 1 年次から開講している。その理由は、英語で講義
を進める関係上、入試直後で英語力が保たれている 1 年生の段階で受講させるためである。
＜２年次開講科目＞
実験心理学概論１・２、応用心理学１・２、臨床心理学１・２は 1 年次に開講されている発達心
理学概論１・２と同様、各領域の諸問題について概説するものであり、当該領域の基本的知見を修
得してもらうことを目的とする。卒業には概論科目群については 2 種類 4 科目 8 単位以上の修得が
必要である。
心理調査法１・２、心理測定法１・２は心理学研究法のうち、実験法を除く主要な研究方法であ
り、いずれか 1 種類 2 科目 4 単位修得が卒業要件である。
３．選択科目
＜１年次～開講科目＞
心理データ処理演習はコンピュータリテラシ能力の獲得を図るもので 2 年次の心理学基礎実験演
習１・２のレポート作成等に資するものである。
心理統計法２は必修科目である心理統計法１と同様、2 年次の心理学基礎実験演習の基礎となる科
目である。ここで主として述べられる検定法については 1 年次で十分に修得できるというものでは
なく、2 年次の心理学基礎実験演習１・２や、3 年次の心理学データ解析法、心理学課題演習１・2、
4 年次の卒業研究などを履修する中でしっかり身につけるべきものと考え、1 年次では選択科目とし
た。
神経科学１、２（１年次～）は履修ガイダンス等で、できるだけ１年次に履修するよう指導して
いる。fMRI 等の非侵襲的研究法の発展は心理学研究に多大の影響を与えており、各領域にとって重
要な基礎的知見を与えてくれる。
－74－

Ⅲ. 学部教育の内容・方法等

＜２年次～開講科目＞
心理学講読演習Ⅲ、Ⅳは、大学院等への進学を希望する学生に対し、外国文献を読みこなす力を
伸ばす目的で設けたものである。
青年期発達心理学、児童期発達心理学、乳幼児発達心理学、家族発達心理学は発達心理学領域関
連の選択科目である。
パーソナリティ心理学、心身医学は臨床心理学領域に関連する選択科目である。
社会心理学１・２、教育心理学１・２は心理学部にない領域をカヴァーする選択科目である。
精神医学１・２、精神衛生学、障害児心理学は、教職必修科目として設けた科目であるが、選択
科目として卒業所要単位に含めることができる。
心理学海外演習は 2、3 年次生を対象とした科目であり、指導教員引率の下、オーストラリアのキ
ャンベラ大学において心理学関連の講義を受講するプログラムである。
＜３年次～開講科目＞
心理アセスメント実習１・２は、様々な心理テストを実際に行い、それを基にレポートを作成さ
せるという実習科目である。他の多くの大学においては心理アセスメントが基礎実験演習などに組
み込まれた形で実施されている例が多いが、本学ではきわめて充実した形で実施している。大学院
で臨床心理学専攻を目標とする学生には必須の科目であり、履修する学生も多い。
応用心理学実習は応用心理学関連の実習科目である。各種工場での見学・実習や、協力大学の実
習船での航行実習などからなる。
認知心理学特講、感覚・知覚心理学特講、行動学習論、行動動機論は実験心理学領域に関連する
選択科目で、前の 2 つは認知心理学、後の 2 つは行動心理学という実験心理学の 2 大分野に対応し
ている。
照明・色彩心理学、環境心理学、産業心理学、組織心理学、交通心理学、人間工学は幅広い関係
分野をもつ応用心理学領域の選択科目である。
行動発生論、発達心理学特講、老年期発達心理学は発達心理学領域関連の選択科目である。
臨床心理面接法１・２、青年期臨床心理学、コミュニティ心理学は臨床心理学領域に深く関係す
る選択科目である。
心理学史１・２、生理心理学１・２、認知科学１・２は４つの領域すべてに関連する選択科目で
ある。
心理データ解析法は 1 年次の心理統計法１・２、心理学基礎実験演習１・２等を修得する過程で
学びとられた統計的検定法の理解をさらに深め、心理学課題演習１・２や卒業研究で実際に利用す
る標準的統計パッケージについてコンピュータ演習室で実習するものである。
障害児の保健、障害児教育１・２、障害児の病理は教職必修科目として開講されているが、選択
科目としても履修できる。
＜４年次～開講科目＞
カウンセリング基礎実習はマイクロカウンセリング事態を設定し、その過程を記録分析すること
を通してカウンセリングの実際を体得してもらうことを狙いとしている。
臨床心理学学外実習は協力病院・施設に学生を実習生と受け入れてもらい、患者等との触れ合い
を体験してもらうことを目的としている。
４．自由科目
＜２年次～開講科目＞
文章表現Ⅰ・Ⅱは上述した 3 学部特別支援カリキュラムの内、文学部で用意された科目であり、
レポートや論文作成に資するものである。
オーラルコミュニケーションⅠ・Ⅱは心理学海外演習などを希望する学生や卒業後、外国大学へ
の編入や大学院入学を希望する学生のために設けられた。
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点検・評価・長所と問題点
上述のように、学部段階では「広く」そして「深く」学ぶ、という相容れない目標のバランスをと
る教育・研究指導が出来るようカリキュラムを編成し、指導してきた。
2004 年度に完成年度を迎え、次々に卒業生を送り出しているが、それぞれ一定の水準の卒業研究をま
とめることが出来ている。それは卒業生の中から、本学ばかりでなく他大学の大学院も含め、大学院
進学者がかなりの数にのぼり、成績も優秀であることなどから判断される。大学院等で専門性の高い
教育・研究に対応できる専門知識や研究能力を身につけてもらうという目標が達成できていると自負
する。
しかし、急速に研究領域が拡大し、新しい学問分野が次々に誕生する中で心理学専門学部がその
命脈をいつまで保てるか分からない。しかし、
「最後のフロンティア」は結局のところ人自身の心や
意識、そしてそれを支える神経システムの問題に帰着するのではなかろうか。もしそうであるなら、
様々な学問分野をつなげる中核的存在として心理学のもつ意味合いは決して廃れることはないと考
える。しかし、周辺学問分野の発展に遅れをとらぬよう、不断に教育・研究内容を変え、同時に、
カリキュラムもそれに対応すべく、適宜、改定する必要があろう。

将来の改善・改革に向けた方策
心理学部発足当時のカリキュラムを 2003 年 4 月から改正した（『履修の手引き』学部固有科目新
旧対照一覧表を参照のこと）
。その内容は、当初から、将来のセメスター制移行を見込んだカリキュ
ラム編成をしてはいたものの、実際に施行される段階でそれにそぐわない部分を改正したこと。お
よび、全国初の心理学専門学部発足に向け、少し贅沢とも言えるカリキュラム編成を行ったため、
特に臨床領域教員の負担が大きくなりすぎた問題を是正したことである。
同時に、必修科目や選択必修のしばりを減らし、出来るだけ学生の関心を活かした科目選択でき
るようにした。さらには学部長のリーダーシップの下で、3 学部特別支援カリキュラムを設けた。
心理学部は現在、教員の交代期を迎え、新たなカリキュラム検討が必要な段階に来ている。心理
学を取り巻く諸学問の変化や、FD アンケート結果をどうカリキュラムに反映させるかなどが喫緊の
問題としてあげられよう。

【単位互換・単位認定等】

現状の説明
国内の他大学との単位互換・単位認定等については、
「Ⅲ－１ （７）他大学との単位互換の状況
と今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている。
心理学部では、全学開放科目として指定されている他学部の学部固有科目を選択科目として 4 単
位まで、そして愛知県単位互換制度で開講されている科目をフロート単位として 4 単位まで卒業所
要単位に算入することが許されている。
また、ＩＳＥＰ加盟大学、および中京大学海外交流協定大学へ交換留学生として選抜派遣された
学生が留学先大学で所得した単位については、原則として学部固有科目にある科目に読み替えて認
定している。その場合、分割認定も認める。このように海外留学をしても卒業認定において不利に
ならないように配慮されている。
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5. 社会学部
社会学部は 1986 年 4 月の発足以来、２２年目を迎えるに至った。これまでに 1995 年度、2002 年
度と二度にわたって教育課程の改編をおこなってきた。さらに 2007 年度から「現代社会学部」として
再編されるにあたり、今回、現行教育課程の点検、評価を以下のようにおこなった。
社会学部の教育目標である「演習など実習・調査を重視すること」「感受性・想像力・実践性を
成すること」「社会変動に翻弄されないために、社会が生み出す諸矛盾に主体的に取り組む学生を
育てる教育」は、教育課程（カリキュラム）に次のように反映されている。
【教育課程（カリキュラム）・履修区分】

現状の説明
社会学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所用単位は、一二四単位であり、その
内訳は、教養部が主として担当する全学共通科目 44 単位、学部固有科目 74 単位、フロート単位６単
位である。学部固有科目の区分は、各コース共通の必修科目（16 単位）と選択必修科目（2 単位）、
並びに選択コースの選択必修科目（26 単位）と選択科目（30 単位）となっている。
各コース共通の必修科目は、演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、情報処理基礎Ａ・Ｂなど、卒業までに必ず修得し
なければならない科目である。演習は２年次から４年次まで各年次において必修とされ、社会学部で
は非常に重視されている科目である。また、各コース共通の選択必修科目として、社会学入門・社会
調査入門の 2 科目のうちいずれか 1 科目を必ず修得しなければならないことになっている。選択コー
スの選択必修科目は、コース科目から選択して修得し、必要単位を超えて修得した単位は選択科目の
単位にまわすことが可能である。選択コースの選択科目は、自分が所属しないコースの科目からも修
得することができる。このように自分が所属しないコースの科目も自由に履修ができ、コースのしば
りがゆるやかになっている。詳細に関しては、各学部の『履修の手引き』および学部比較対照表（2006
年度）参照のこと。
社会学部の教育システムでは、「現代社会」「市民福祉」「メディア文化」の三つのコースが設
けられ、社会学を中心に福祉学、心理学、教育学、環境学、情報学、文化人類学、メディア論、マス
コミ論、スポーツ論、演劇論など多分野に渡る専門領域を 3 つにまとめている。コースの選択は 1 年
生次の秋学期に選択希望を出すことになっていて、2 年生次から選択したコースで学ぶことになる。コ
ースには定員がなく、学生は自分の関心に沿って希望するコースを自由に選択することができる。
社会学部でいうコースとは、学問上・教育上の極めてまとまりの強い科目群を意味している。つ
まり、学生はコースに設置されているコース科目群などを中心に履修することで、幅広い学問領域を
もつ社会学部で「何を学んだか」が明確になるのである。
社会学部の学部固有科目は、ひとつの学部としてコースの垣根を越えた関連性を持っているので、
自らが所属するコースだけでなく、他のコース科目からも履修できるようになっている。このような
コース制は幅広い視野でものを考えることができる人材を育成することを目的としている。
社会学部の教育・研究の特徴の一つは、「現場」を重視することにある。毎年、いくつかのゼミ
では調査を実施し、報告書を作成している。また、市民活動の担い手に参加をお願いして教員、学生
とともに議論する科目も用意している。このように社会学部では大学と外部の繋がりを重視し、それ
をカリキュラムに反映させている。これは第一に、具体的な現実を前に、教員と学生が問題関心を深
め合い、対等に議論する実践的かつ効果的な教育のシステムである。第二に、このようなカリキュラ
ムを通じて、今後の市民社会において求められる大学の役割を明らかにしようとするものである。
以上のように、社会学部では学校教育法第 52 条にもとづき多彩な科目を設置し広く知識を学べる
ようにするとともに、深く専門の学芸を身につけ知的、道徳的および応用能力を展開できるように図
っている。それとともに、大学設置基準弟 19 条を受けて体系的に教育課程を編成し、学部の専門に係
わる学芸を教授するとともに、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い豊かな人間性を涵養する
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よう配慮している。

点検・評価・長所と問題点
社会学部は、社会とのかかわりを深めつつ社会を総合的に研究する体制を追求し、研究成果を学
生に伝える工夫を重ねてきた。現在では、社会変動に翻弄されない能力を身につけた卒業生たちが全
国で活躍している。社会学部生の高い就職率からも、これまでの研究と教育の方針は適切であったと
いえる。
しかしながら、学生が、コースを選択する場合、定員制がなく自由にコースを選択できるため、
学生の希望に沿った選択が可能な点は評価できるが、それによって各コースの希望者数にばらつきが
発生し、結果として自分の所属するコースのゼミを受講することが難しく、他コースのゼミを受講し
なければならないようなケースが生じていることも事実である。

将来の改善・改革に向けた方策
今後は、社会調査士課程を学部の主要な柱と位置づけ、研究・教育体制をさらに強化しようとし
ている。この課程の教育に必要な人材と設備の確保が、当面の重要な課題となっている。
2007 年 4 月から発足する現代社会学部ではこれまでの３コース制が廃止され、市民、公共性、ボ
ランティアをキーコンセプト（共通概念）として新しく基幹科目群を設けて２年生次から教育する。
さらに展開科目として①環境とまちづくり ②共生と福祉 ③教育・家族とライフコース ④心のケ
アとサポート ⑤メディア表現 ⑥グローバル化と文化 の 6 領域を中心とした教育を行うことによ
り具体的課題に直截的に対応できる人材を育てるため、フィールドワークや現場体験、プレゼンテー
ションを教育の核に据えて、実践系の科目群を中心にカリキュラムが編成される予定である。

【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
社会学部における高大連携・導入教育への取り組みの現状は、以下の取り組みを実施している。
① 高校側からの要請を受けて、年に数回、社会学部教員が高校生対象に授業を行い、社会学部や社
会学などについて説明している。
② 推薦試験の合格者に対して、社会学部の各教員が推薦する図書一覧を示して、入学前の学習を勧
めている。
③ 新入生オリエンテーションにおいて、社会学部についての説明後、10 名位の小グループに分か
れて、教員とともに先輩学生たちからも社会学部での学びや学生生活などについてアドバイスをして
もらったり、新入生からの質問に応えてもらうようにしたりして、不安を解消して社会学部での学習
に入り込めるようにしている。
④ 社会学部での学びの導入科目として、1 年次春学期に「社会学入門」「社会調査入門」などの入
門科目、他に「情報処理基礎Ａ」「社会心理学（心理学系）」を設けている。さらに、1 年次に各コー
スの導入科目を設定して、社会学部での学びにスムースに入り込めるように配慮している。

点検・評価・長所と問題点
本学部教員が高校生に読んでほしい図書を推薦することによって、入学前に身につけてほしい知
識、教養や技能を伝えるとともに、入学後の勉学内容を想像させる手がかりとなる。
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将来の改善・改革に向けた方策
現在のところ、社会学部教員が高校側に直接出向いて模擬授業や学部案内などを行うのは、要請
があった場合である。今後は、こちら側からも積極的に高校に出向いて社会学部の広報に努めること
が必要になろう。

【単位互換・単位認定等】

現状の説明
国内の他大学との単位互換・単位認定等については、「Ⅲ－１ （７）他大学との単位互換の状
況と今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている。
また、ＩＳＥＰ加盟大学、および中京大学海外交流協定大学へ交換留学生として選抜派遣された
学生が留学先大学で修得した単位については、原則として学部固有科目にある科目に読み替えて認定
している。しかし、読み替えのきかない科目中、社会学部教授会が認めた科目については、「海外留
学科目」として、16 単位まで認定できる。その場合、分割認定も認める。このように海外留学をして
も卒業認定において不利にならないように配慮されている。

点検・評価・長所と問題点
単位互換や単位認定の制度があるのだが、在学生が国内の他大学の単位を取得すること、また海
外留学生として取得した単位を認定することがあまりない。しかし、社会学部が対象とする分野は広
領域にわたることもあり、本学部で手薄な分野領域については他大学で積極的に学んでもらうことも
大切である。

将来の改善・改革に向けた方策
単位互換や単位認定の制度を活用する学生があまりないのは、これらの制度が学生に衆知されて
いないことも一つの原因であろう。今後教員が在学生に積極的にその利用を勧めることが必要である。
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6．法学部
法学部の教育目標は、法学・政治学の専門知識及び見方・考え方を身につけ、現実社会の問題を処
理できる能力を育てることにある。すなわち、法や政治を学ぶということは、単にそれらに関する知
識を習得することにとどまるのではなく、正義を愛し、勇気ある判断力を培うことにある。さらに、
人の営みを規律する法を理解するためには、法の公正な精神を真剣に学ぶとともに、世の中に対する
幅広い旺盛な興味を持ち、同時に人間に対する強い関心を常に持ち続けるということが求められる。
それこそ、まさに法学部の教育目標であり、現在の法化社会で必要とされている「リーガルマインド」
である。
しかし、法学・政治学は、その特徴として、断片的な知識の寄せ集めではなく、体系性を有する学
問分野であるという側面を有している。したがって、その習得も、体系的に基礎から着実に積み上げ
ていかなければならない。また、現代の法学や政治学の学問領域は、より複雑化・複合化してきてい
ることから、多角的・総合的視点からの思考が不可欠ともなっている。このため、一つの分野のみで
はその問題を処理することはできず、巨視的で各分野を横断するような考え方の育成が求められる。
他方、近年の司法制度改革により日本社会における法の位置付けが変化し、法学部を志望する学生の
求めも変化しつつある。このような体系化・複合化、多角化、ならびに法学部をめぐる環境の変化に
対応し、かつ学生の将来に向けた多様な希望を満たすために、以下の教育課程を組んでいる。

【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】
【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
法学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所要単位は、124 単位であり、その内訳は、
教養部が主として担当する全学共通科目３２単位、学部固有科目３６単位、フロート単位 56 単位であ
る。学部固有科目の卒業所要単位は３６単位であるが、必修科目は設けていない。詳細に関しては、
各学部の『履修の手引き』および学部比較対照表（2006 年度）参照のこと。
2003 年度から、学部固有科目についてはセメスター制を導入し、全てを選択科目とすると同時
に、従来の４つのコース（司法、行政、企業、政治・国際）に新たに２つのコース（法律職コース、
公務員コース）を加えた６つのコースからなるコース制度を導入することによって、教育の多様化を
図っている。この新設の２つのコースには、教育指導のいっそうの個別化・高度化を図るという教育
目標に従い、このコースに進んだ学生を対象とする特別演習科目を設けている。具体的には、法律職
コースは、裁判官、検事、弁護士等を目指すべく法科大学院への進学を目標とする学生を対象とし、
公務員コースは、国や地方の上級公務員を目指す学生を対象とするもので、これらが従来からの各コ
ースに連携していく。すなわち、司法コースは司法書士、裁判所事務官等への道を進もうとする学生
を対象とし、行政コースは一般公務員・行政書士等への道を進もうとする学生を対象とし、企業コー
スは各種民間企業やその法務担当者等への道を進もうとする学生を対象とし、政治・国際コースは外
資系企業、公務員、出版・報道関係、教員（中学社会科、高校地歴科・公民科）等への道を進もうと
する学生を対象とするものとして設けられている。なお、コース毎に一定の選択必修単位を定めて、
コース毎の教育プログラムを確実に習得できるようにしている。
また、少人数教育による教育効果のさらなる向上を図るために、1 年次から 4 年次までの全ての学年
においてゼミナールを開設している。社会の中での現実的な問題の処理能力は、双方向的な討論と応
用力の活用でしか獲得できないものであり、それには少人数のゼミナールでしかこれを培うことが容
易でないことから、ゼミでの指導を通して教員と学生との密接なコミュニケーションを図り、それに
よって問題処理能力の育成を図っている。さらに、4 年ゼミナールにおいては、選択科目としてではあ
るが卒業論文を課しているゼミナールもある。法学部の学生にとっては、問題関心を持つこと、およ
び問題を解くための材料（資料）の収集方法とそれを用いての証明方法、ならびにこれらを組み合わ
せる論理性といったことが求められていることから、ゼミナールでの共同研究や卒論作成などを通じ
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て、かかる能力の育成を図っている。
この他、2006 年度より本学総合政策学部開講科目の一部および全学開放科目の履修を認めることに
より、さらなるカリキュラムの充実を図っている。
なお、本学部では、中学校社会科教員免許と高等学校の地歴科教員免許・公民科教員免許に関する
教育課程を設けている。現行の教員養成制度を支え、社会の期待に応えていくことが大切だと考えた
からである。教職を目指す学生に対しては、入学時に教職履修登録を行わせ、1 年次から意欲的に教職
にかかわる科目を履修するように指導している。なお、途中での追加登録は、２年次進級時のみに特
例として認めている。カリキュラム上の工夫としては、学部専門教育科目として教職履修者を対象と
する演習を設け、１年次から履修させている。また、教職を目指す学生の意識と資質を育て、広い知
識を習得させて研究能力を高めていくために、カリキュラム以外の課外教育制度として教職課程教室
を設置している。そこでは、社会科教育法・地歴科教育法・公民科教育法や教育実習などの実践的教
育指導が行われている。夏季休暇中に教員も参加して実施される蓼科セミナーハウスでの合宿は、実
に充実したもので、学生に好評である。

点検・評価・長所と問題点
学部固有科目の選択科目化、新たなコース制度の採用、1 年次からのゼミナールの開設は、常に時代
の需要に対応した法学部でありたいという本学部の基本姿勢の表れである。すなわち、一方において、
乱立する必修科目によって柔軟性のないカリキュラムが形成され、それが学生の自由な科目選択の障
害となることがないよう配慮されている。他方において、自由なあまり、科目選択において学生が困
惑することがないよう、進路目標を設定したコース制度が導入されており、予想される弊害を適切に
除去するよう努めている。なお、こうしたカリキュラム上の工夫や、のちに見る授業展開上の工夫な
どにより、授業に関する学生意識調査に表れた結果をみると、多様な意見を含みながらも、教育活動
に関する学生からの評価は上向きの基調にある。本学部の従来の取り組みが、基本において妥当であ
ったことを示していると思われる。
しかし、学生のなかには、科目特性によって履修科目を選択するのではなく、卒業要件や単位習得
の容易性、開講時間帯による履修のしやすさなどから、コースや科目を選択する傾向もある。この点
を改善するためには、学習に対する学生の意識が総体として能動的なものになるよう働きかけるとと
もに、とくに科目の位置付けやコース設定の意義を、さまざまなガイダンスの機会などを活用して、
学生にもっと理解させる必要がある。
なお、現在のコース制には、独立した「教職コース」が存在しない。そのため、教職科目の履修は、
各コースに配されている授業科目とは別に履修することになっており、学生の履修上において若干の
混乱が生じている。コース制と教職科目履修との関係は、教育指導上の観点から、あらためて検討の
余地がある問題といえよう。

将来の改善・改革に向けた方策
法科大学院の開設や、近い将来に施行される裁判員制度など、日本国内における法をめぐる環境が
変化するなかで、原点に立ち返って、法学部としてどのような教育を行っていくべきかの再検討を行
う時期にあると思われる。そこで、学部固有科目については、現在カリキュラム委員会において、授
業に関する法学部学生意識調査などを踏まえて、外書講読科目の再検討をはじめ、各科目の再必修化
や廃止を含めて全体的な再検討が行われつつある。また、技術的には、各コース設定や各科目の意義
などを、新入生のガイダンスやシラバスなどをはじめ、さまざまなガイダンス、情報提供の機会をさ
らに活用して、表現方法や伝達手段にも可能な工夫を加えることにより、いっそう分かりやすく学生
に伝えていくことが大切である。
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【単位互換・単位認定等】
国内の他大学との単位互換・単位認定等については、
「Ⅲ－１ （７）他大学との単位互換の状況と
今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている。

現状の説明
愛知学長懇話会単位互換履修生制度により、他大学への特別聴講を認めている。また、海外留学科
目に関しては 16 単位まで卒業所要単位として認めている。

点検・評価・長所と問題点
法学部の教育課程（カリキュラム）に照らして、特に専任教員がいない分野の科目については、近
隣の大学との単位互換を検討する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
先述した問題点を踏まえた議論が愛知学長懇話会でなされ、その議論をもとに単位互換履修生制度
がより整備されることを期待したい。
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7. 総合政策学部（商学部）
総合政策学部の教育目標である「総合的な政策立案能力の習得」のための「総合性、段階性、自主
性」という課題は、教育課程（カリキュラム）に次のように反映されている。

現状の説明
総合政策学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所要単位は、１２４単位であり、そ
の内訳は、教養部が主として担当する全学共通科目 44 単位、学部固有科目 70 単位、フロート単位 10
単位である。学部固有科目の卒業所要単位は 70 単位で、その内必修科目は、「総合政策概論・政治学
概論・行政学・経営学・法学概論・経済学概論・国際関係論・公共選択論・流通論・マーケティング
論・ミクロ経済学・マクロ経済学・キャリア・デザイン・ロジカルシンキングとプレゼンテーション・
情報処理Ⅰ・情報処理Ⅱ・キャリアイングリッシュⅠ・キャリアイングリッシュⅡ」の合計 36 単位で
ある。詳細に関しては、各学部の『履修の手引』および学部比較対照表（2006 年度）参照のこと。
総合政策学部が対象とする教育内容は学際的な性格を多分に有するため、根幹となる基礎的科目と、
それをとりまく様々な応用的科目ないしは関連的科目をバランスよく学ぶことが必要となる。また総
合政策学という問題解決志向の強い学問分野ゆえに、自ら積極的に問題に取り組む姿勢を養うことが
重要となる。
これらを鑑みると、総合政策学部の科目教育（カリキュラム）には、次のような課題を識別するこ
とができる。すなわち、①当該専門分野の骨格を段階的かつ体系的に把握できるようにする、②学生
が広い視野を持ち、学問を総合的に把握できるようにする、③自ら問題や課題を発見し、それを探求
できるようにするということである。そこで以下では現時点における、これらへの対応方法について
説明する。
まず当該専門分野の骨格を正確に把握できるようにするために、これらに該当する科目群を「基礎
科目」ないしは「基幹科目」と命名し、他の応用的科目ないしは関連的科目と明確に弁別した。ただ
しここでいう基礎科目とは、専門教育を体系的に学習するための総論となる科目を指し、基幹科目と
は、総論を学んだ上でより高度な専門教育に進むための幹となる科目を指す。
なおこれら基礎科目と基幹科目については、その多くを配当学年指定つき（1 年次および 2 年次）の
必修科目として、段階的かつ体系的に把握できるようにしている。
また学生が広い視野を持ち、学問を総合的に把握できるようにするために、幅広い分野にわたる数
多くの科目を準備している。これらのうち学問的色彩の強い科目については「展開科目」と、技能的
色彩の強いもの（データ解析や英会話など）については「実践科目」とし、両者を弁別した。
さらに一般的な演習に相当するものとして「プロジェクト研究」の名称の科目を配置している。こ
のプロジェクト研究では、学生が主体となって自ら問題や課題を設定し、教員から直接指導を受けな
がら、それに取り組んでいくことが求められる。
なお既述の通り、本学部は対象とする教育内容の特性上、配置される科目が広い範囲にわたる。こ
のため科目履修を安易に行うと、十分な学習効果が期待できなくなる恐れがある。そこで本学部では
数多くの科目の中から自分に必要な科目を計画的に履修できるよう、学生の希望進路に合わせた複数
の「履修モデル」を作成し、彼らに対してこれを提示している。

点検・評価・長所と問題点
総合政策学部の教育課程（カリキュラム）は、いまのところ幅広い分野について段階的に教育する
という基本理念に対して比較的良好に機能しているといえるだろう。恐らくこれはカリキュラムの設
計ないしは構成に構造的な無理がないことに起因すると考えられる。すなわち既存の科目に新たな科
目を加えるかたちで幅の広さを獲得したのではなく、当初からこのような幅広い科目構成を念頭にお
いて設計されたカリキュラムであることが功を奏していると考えられる。
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しかし総合政策学部の教育課程にも問題はある。それは学生が必ずしも十分にカリキュラムに適応
できていないということである。
既に述べたように、本学部が立脚するのは問題解決志向の強い学問分野であり、それゆえ総合政策
学部の教育課程（カリキュラム）は学生に積極的態度を要求する。しかしながら学生の自学自習状況
という点に着目すると、今後に課題を残す部分がある。すなわち学生の中に受動的態度が抜けきらな
い者が存在する。
またカリキュラムの中で、グループワークやレポートを通じて学生に自らの意見や考えを明示させ
る機会も少なくないが、このような活動に対して戸惑いを見せる者もいる。自らの意見を積極的に披
露するという機会は、高等学校までの教育においてあまり経験してこなかったことであるためだろう。

将来の改善・改革に向けた方策
総合政策学部が完成年度を迎えていない現時点では、既述の学部の理念・目的や教育目標が十分に
達せられるように努力していくことが重要であると考える。これらの改善・改革等について考えると
すれば、それは完成年度を待ってのことになるだろう。
しかしながら、これまで述べてきた事柄に基づけば、総合政策学部における将来の改善・改革に向
けた方策として、以下の 2 点があげられる。
第 1 は学生の自学自習を促す仕組みの確立である。既に総合政策学部では、1 年次の必修科目として
「キャリアデザイン」を配置している。しかしながら今後はキャリア教育の更なる強化を通じて、自
分は何のために何を学ぶのかという目的意識を、各学生が明確に意識できるよう導くことが重要だろ
う。また自学自習を制度的に促すための工夫も検討する余地がある。
第 2 は、カリキュラムの効果の検証である。総合政策学部のカリキュラムは、いまのところ比較的
良好に機能していると点検・評価・長所と問題点の箇所で述べた。しかし 4 年間を通じて学生がどの
ように成長するかという点では、学部完成年度に至っていない現在において、未知数のところがある。
したがって完成年度を迎えた際には、カリキュラム全体の検証を行い、科目の変更や補充、あるいは
科目間の連動性の確保といった観点などから、検討を行うことが必要だと考える。
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8. 経済学部
「基本的な経済学の知識を身につけさせる」「現代情報化社会に適応できる能力を涵養する」「国際
感覚に優れ，幅広い教養と総合的な判断力を培う」という経済学部の教育目標は，教育課程（カリキ
ュラム）に次のように反映されている．
【教育課程・履修区分】

現状の説明
経済学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所要単位は 124 単位であり，その内訳は
以下のとおりである．
全学共通科目（一般教養的科目） 32 単位（うち外国語科目８単位）
学部固有科目（専門教育的科目） 36 単位
フロート単位
56 単位
なお，フロート単位には，全学共通科目，学部固有科目の必要単位を超過した単位や他学部開講科目
の単位が充当される．
学部固有の必修科目は「入門ゼミ」「マクロ経済学入門」「ミクロ経済学入門」「情報リテラシー」
の計８単位であり，いずれも１年次配当科目である．卒業所要単位 124 単位中，必修・選択必修科目
の合計は 40 単位である．詳細に関しては，『履修の手引』および「学部比較対照表（2006 年度）」
を参照されたい．
経済学部では，全学に先立って 2002 年度にセメスター制に移行すると同時に，上述の教育目標を実
現するため学部固有科目に関して大幅なカリキュラム改正を行った．現行カリキュラムの特徴として
次のことが挙げられる．第１に，経済学の知識の習得を容易にするために，各科目にグレードを付す
ことによって段階的履修に配慮している．グレードは，Ａ（入門科目），Ｂ１（専門基礎科目），Ｂ
２（専門応用科目）の３段階から成る．１年次では，入門科目によって経済学の基礎を学び，またス
タディ・スキルを習得する．入門科目には，「入門ゼミ」「マクロ経済学入門」「ミクロ経済学入門」
「情報リテラシー」の必修科目およびいくつかの選択科目が配置されている．「情報リテラシー」を
必修としているのは，「現代情報化社会に適応できる能力を涵養する」という教育目標に基づくもの
である．２年次以降では，専門基礎科目および専門応用科目へと学修を進める．体系的な専門教育を
行うために，これらの科目は「理論・情報」「歴史・思想」「政策」「国際経済」「産業」「経済外
国語」の科目群に分類され，さらに複数の履修モデルが提示されている．
第２に，経済学の知識の習得においても少人数教育が有効であると考えられることから，演習科目
を充実させている．１年次春学期（第１セメスター）に必修科目として「入門ゼミ」を置くとともに，
以前は３，４年次の２年間行ってきた演習を２年次秋学期（第４セメスター）から開講している．
第３に，国際感覚を育むために，「経済外国語」科目群として「ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ」「時事英語
Ⅰ・Ⅱ」「英書講読Ⅰ～Ⅳ」を経済学部独自に設置している．さらに，アメリカ，オーストラリアで
実習を行う「海外ビジネス英語研修Ⅰ・Ⅱ」、フィリピンのマニラ等で実習を行う「海外インターン
シップⅠ・Ⅱ」を導入している．
第４に，全学開放科目とは別に，経営学部および総合政策学部と連携し，これらの学部の専門教育
科目を履修できる制度を設けている．また，「民法Ⅰ・Ⅱ」「商法Ⅰ・Ⅱ」「行政法Ⅰ・Ⅱ」「国際
法Ⅰ・Ⅱ」等は経済関連科目として経済学部で設置している．このような幅広く社会科学分野の学修
が可能なカリキュラムは「幅広い教養と総合的な判断力を培う」という教育目標に基づくものであり，
倫理性の培養にも寄与することを意図している．

点検・評価・長所と問題点
経済学部の学部固有科目のカリキュラムは，教育目標を達成するための段階的・体系的学修に適切
な配慮がなされており，学校教育法第 52 条，大学設置基準第 19 条にも適合していると評価すること
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ができる．１年次配当の入門科目において経済学の基礎理論および情報リテラシーを含むスタディ・
スキルを学修し，本格的に専門分野の学修を進める２年次以降においては８８科目に及ぶ豊富な専門
基礎・専門応用科目が配置されている．その中には，伝統的な科目に加えて現代の経済学の発展を考
慮した最新の科目も多く含まれており，「専攻に係る専門の学芸」を深く教授するための態勢が整え
られている．また，本学部のカリキュラムは多様な他学部開講科目にも支えられており，「幅広い教
養および総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養する」上でも充実したカリキュラムであると考
えられる．さらに，「経済外国語」科目群および「海外ビジネス英語研修」「海外インターンシップ」
といった海外実習科目の設置は，教育目標の一つである国際感覚の育成，および，「国際化等の進展
に適切に対応するため，外国語能力の育成」に貢献しうるものである．
しかし，カリキュラム改正から５年を経過し，現行カリキュラムの課題も明らかになってきている．
第 1 に，入学前に身につけていると想定されていた基礎学力やスタディ・スキルについて入学後に教
育しなければならない比重が増しているにもかかわらず，これらを学修するための入門科目が不足し
ている．高校から大学教育への移行を円滑にするために「入門ゼミ」が置かれているが，この科目で
教育しなければならない内容が過多となっている．第２に，１年次配当の学部固有科目（経済関連科
目は除く）は８科目しかなく，２年次以降配当の科目数に比べると極端に少ない．これは段階的履修
に配慮したものであるが，１年次配当の選択科目が概ね多くの履修者を集めていることなどから入学
時の専門分野への関心の高さがうかがわれる．段階的履修に支障をきたさない範囲で専門基礎科目の
一部を１年次から履修可能とすることを検討する必要がある．第３に，（とくに２年次以降の）幅広
い科目設定の中で学生がいかに自己の関心を育て体系的な学修を進めていくかについてさらに検討の
余地がある．履修登録においてグレード制や履修モデルが十分に参考にされているとはいえず，改善
策を講じる必要がある．第４に，外国語教育については，経済学部として独自に多数の科目を設置し
ている点は評価されるが，「海外ビジネス英語研修」の参加者が毎回数名であるなど全般的に受講者
が少ないため，英語力の向上に十分な効果を発揮しているとは言いがたい．
卒業所要総単位数に占める全学共通科目・学部固有科目の量的配分については，学部固有科目の必
要単位数は比較的少なく，全学共通科目，学部固有科目あるいは他学部聴講科目から充当可能なフロ
ート単位の比重が大きい．これは，科目選択の自由度を高め，多様な履修形態を可能にすることを意
図したものであり，その点では機能していると考えられる．しかし一方で，全学共通科目に履修が偏
る学生が一部に見受けられることから，専門知識の習得に問題が生じていないかを点検していく必要
がある．また，必修・選択必修科目を合計した４０単位は卒業所要単位１２４単位においてある程度
の大きさの比率であり，妥当であると考えられる．ただし，学部固有科目の専門基礎・専門応用科目
はすべて選択科目であり，演習科目を除いていかなる履修条件も課していない．これは学生の多様な
興味に応えるためのものであるが，系統的学修をより浸透させるためには学生の主体的な学びの姿勢
をさらに育成していく必要がある．

将来の改善・改革に向けた方策
上述の現行カリキュラムの課題を踏まえ，2009 年度の新カリキュラム導入を目指して，入門科目の
拡充，年次配当の検討，科目のグレード付けと履修モデルの整備，卒業所要総単位数に占める学部固
有科目単位数の検討，学部固有科目の必修単位数の見直し等を中心としたカリキュラム改正に 2007 年
度に着手する予定である．
外国語能力の育成を図るための措置としては，これまで経済学部で主催してきた「海外ビジネス英
語研修」を次年度より国際センター主催とし，全学的に参加者を募ることにした．これによって学生
への周知徹底と参加費用の削減の可能性があり，参加者の増加が期待される．
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【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
経済学部では、１年次において，「入門ゼミ」「情報リテラシー」を必修科目として設定している。
「入門ゼミ」は少人数で行う授業であり，身近な経済現象や経済問題を題材として学生に経済学への
興味を抱かせるとともに，ディスカッション，プレゼンテーションなどの大学におけるスタディ・ス
キルを習得させるためのものである．「情報リテラシー」は，大学教育で必要となるコンピュータを
利用したレポート作成，経済分析に関する計算、情報検索、学内外でのコミュニケーションを全ての
学生が円滑に進めることができるようにするために設置されている。この科目の設置により、学生の
コンピュータスキルに関して一定の能力を保証することができ、専門教育における個別授業でのコン
ピュータの利用に対する障害を取り除いている。また，本学部では数学の基礎的知識を必要とする科
目が少なくないにもかかわらず，高等学校においてほとんど数学を学習していない学生も見受けられ
るため，１年次に「経済数学Ⅰ・Ⅱ」を設置し，その中で高校レベルからの数学を教育している．

点検・評価・長所と問題点
「入門ゼミ」「情報リテラシー」「経済数学」等の入門科目や履修指導等によって，大学教育に円
滑に移行するための措置は施されていると評価できる．しかし，新入生の基礎学力の低下やばらつき
の拡大の中で導入教育の必要性は今後さらに高まると考えられ，入門科目の充実等に関して更なる検
討が必要である．

将来の改善・改革に向けた方策
前述の 2007 年度に着手するカリキュラム改正において，１年次配当科目の編成を見直す予定である．
また，開講前の履修指導の内容についても検討を進める予定である．
【単位互換・単位認定等】

現状の説明
国内の他大学との単位互換・単位認定等については，「Ⅲ－１（７）他大学との単位互換の状況と
今後の課題」において大学全体として点検・評価が行われている．経済学部では，愛知県内すべての
４年制大学が加盟する愛知県単位互換制度により，他の加盟大学で単位を取得した場合，１２単位を
超えない範囲でフロート単位として卒業単位に算入される．
海外の大学との単位互換・単位認定等については，カリフォルニア州立大学チコ校（アメリカ），東
亜大学（韓国）
，南オーストラリア大学，グリフィス大学（オーストラリア）
，および ISEP 加盟校との
間で交換留学生制度を実施している．経済学部では，2002 年度に ISEP 加盟校のテネシー州立大学（ア
メリカ）に 1 名の学生を派遣した．受け入れに関しては，交換留学生で経済学部固有科目の履修者は
2000 年度 2 名，2001 年度 2 名，2002 年度 9 名，2003 年度 7 名，2004 年度 8 名，2005 年度 4 名となっ
ている．
海外の大学に留学して単位を取得した場合には，全学共通科目あるいは学部固有科目の単位として
卒業所要単位に算入することができる．学部固有科目として単位認定する場合には，授業内容や授業
時間数をもとに学部教務委員会が作成した原案を学部教授会において審議し決定している．
入学前の既修得単位の認定に関しては，２・３年次の編転入および学部変更の学生に対して行って
いる．学部固有科目として単位認定する場合には，授業内容や授業時間数をもとに学部教務委員会が
作成した原案を学部教授会において審議し決定している．
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点検・評価・長所と問題点
単位互換方法，単位認定方法ともに概ね適切であると評価できるが，次のような問題も存在する．
まず，海外の大学との単位互換については，制度的には整備されているが，経済学部から交換留学生
制度によって派遣される学生が極めて少ないというのが現状である．
また，入学前の既修得単位の認定については，既修科目と本学部の科目とを個別に対応させる方法
（個別認定）によって行っているが，既修科目の授業内容を完全に把握することは不可能であるため，
単位認定に困難を伴う場合がある．

将来の改善・改革に向けた方策
国際化への対応の重要性を学生にさらに認識させ，交換留学や語学研修への参加を拡大する必要が
ある．また，海外からの交換留学生の受け入れについても，経済学部における体制の整備・強化をさ
らに図ることが望ましいと考えられる．
入学前の既修得単位の認定については，当該学生に対して既修科目の内容に関するヒアリングを実
施し，単位認定に役立てること等を検討する必要がある．

【開設授業科目における専・兼比率等】

現状の説明
学部固有科目（演習科目等は除く）については，125 クラス中 74 クラス（59％）を経済学部専任教
員が担当している．なお，法学や商学分野の科目であり，すべての科目を兼担・兼任教員が担当して
いる経済関連科目群（14 クラス）を除いた場合，67％を専任教員が担当している．

点検・評価・長所と問題点
なるべく多くの授業を専任教員が担当することが基本的に望ましいと考えられるが，定期的な懇談
会やアンケート等によって兼任教員との連携を密にしていること，学部固有科目の必修科目について
は「入門ゼミ」の１クラス以外のすべての授業を専任が担当していることを考慮すれば，この数字は
妥当であるといえる．
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9. 経営学部
経営学部の教育理念・目的・目標は、経営者、管理者、企業家の育成である。この目標実現のため
に最適カリキュラムが設定されなければならず、しかも、それは社会のニーズの変化に対応して絶え
ず見直しが図られ、改善されなければならない。

【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】

現状の説明
(1) 概要
1991 年度に開設された本学部では、適宜、カリキュラム改正を実施して来た。最近では、2003 年
度の全学的なセメスター制導入に伴う大幅なカリキュラムの改正を行っている。それを 2005 年度にマ
イナーチェンジしたのが、経営学部の現カリキュラムである。卒業所要単位は、124 単位である。
(2)学部の目的とカリキュラムとの関連
本学部は、複雑化・国際化が加速する現代社会に即した経営理論と実践へのその応用力を備えたビ
ジネス・パーソン、すなわち経営者や管理者、起業者を育成することをその目的とし、具体的には、
ビジネス社会の要求に応え、コンピュータ、外国語、簿記・会計に関する基礎的能力を習得し、また
企業経営についての全般的・基本的知識と高度の専門的知識を獲得し、さらに問題を発見し分析・解
決する能力、コミュニケーションを図る能力を身につけた学生を育成することを目指している。基礎
的能力と専門的知識の獲得のために、本学部カリキュラムは「経営管理」「国際経営」「経営情報」
「会計・ファイナンス」の 4 つの科目群を柱としている。また、問題を発見し分析・解決する能力、
コミュニケーションを図る能力を身につけるために、ゼミナール形式の講義として、2 年次に「専門ゼ
ミナールⅠ」、3 年次に「専門ゼミナールⅡ」、4 年次に「論文指導」を配置し、低学年次から少人数
教育を実施している。これらの専門科目の履修に備え、1 年次春学期に経営学の基礎全体を網羅する 6
人の教員によるオムニバス形式の「経営学入門Ⅰ」（必修科目）を、1 年次秋学期には 2 年次からの
本格的なゼミナール形式の講義を先駆けて体験できるようゼミナール形式の「経営学入門Ⅱ」（選択
科目）を設けている。
(3)学校教育基本法第 52 条及び大学設置基準法第 19 条とカリキュラムとの関連
本学部は、学校教育基本法第 52 条に基づき、幅広く知識を授け、また深く専門の学芸を教授できる
よう、伝統的な経営学関連科目とともに国際や情報関連科目等を設けている。また、大学設置基準法
第 19 条に基づき、それらの科目を体系的に履修できるように支援している。この取り組みは、本学部
が目指す、コンピュータ、外国語、簿記・会計に関する基礎的能力を習得し、また企業経営について
の全般的・基本的知識と高度な専門的知識を獲得することの実現にもつながる。
本学部は商業科等からの入学生の割合が比較的高く、高校ですでに経営学関連知識を修得し、入学
時からより高レベルの発展的科目の履修を希望する商業科等卒業の学生と、基礎的科目から履修を希
望する普通科等卒業の学生が混在しているのが特徴である。そこで、学部の各科目群の講義は学年配
当を外し、発展的科目履修希望学生は、低学年次から高度な専門科目が履修でき、基礎的科目履修希
望学生は基礎的な専門科目から履修できるようにしている。ただし学生が混乱しないように、基礎的
科目を「グレイド A」、発展的科目を「グレイド B」とレベル分けするとともに、グレイド A 科目に
ついては、時間割上、1 年次向けの語学等の講義とのバッティングやグレイド A 同士でのバッティン
グを避けて配置し、1 年次で履修しやすくしている。そして、入学時に行なう新入生オリエンテーショ
ン合宿において、上記のカリキュラム特徴についてプレゼンテーションするとともに、履修と時間割
の組み方に関して個別相談の機会を設け、各学生のニーズにあった体系的な履修ができるよう支援し
ている。
上記の学部独自科目に加えて、学生の幅広い知識修得を促すため、交換留学先での履修科目、短期
語学研修への参加、他学部開講科目（経済学部・総合政策学部）に対して単位を認定するとともに、
専門知識をより深めるためにインターンシップ参加や関連資格取得に対しても単位を認定している。
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特に関連資格取得に関しては、学部独自に徴収した実験実習費を用い、学内で開催される資格対策講
座を無料または割引料金で受講できる制度を設け、資格取得を奨励している。その結果、2003 年度は
延べ 401 名、2004 年度は 319 名、2005 年度は 400 名の学生の単位を認定しており、本学部が目指す
高度な専門知識の獲得の実現につながっている。
(4)学部固有科目と全学共通科目の配分
卒業要件は、124 単位であり、内訳は学部固有科目 60 単位、全学共通科目 44 単位、フロート（学
部固有・全学共通双方より自由選択）20 単位である。フロート枠を設けることにより、学生のニーズ
に合わせ、専門をより深める、または教養の幅を広げることができるように配慮している。幅広く知
識を授け、また深く専門の学芸を教授するには、適切な科目配分と思われる。
(5)基礎教育の実施・運営の責任体制と実践状況
カリキュラムや履修制度の改善のために、教務関連担当教員を選出し、教務課担当者と適宜会議を
開催している。また本学部の基礎教育科目である「経営学入門Ⅰ・Ⅱ」に関して、学部独自にアンケ
ート調査を実施し、改善に取り組んでいる。「経営学入門Ⅰ」は必修であることから、欠席が多い学
生は個別に連絡を取り指導するようにしている。「経営学入門Ⅱ」は選択であるが、2 年次以降のゼミ
ナールの準備科目であることから、学生にその位置づけを説明し履修を促す機会を設けている。その
結果、選択科目でありながらも高い履修率（約 80％）を示しており、2 年次からの「専門ゼミナール
Ⅰ・Ⅱ」への高い履修率へとつながっている。
（６） 開設授業科目の専任・非常勤比率
経営学部では、学部固有科目における 2006 年度の専任教員等担当時間数は 5,572 時間、非常勤講師
担当時間数は 1,425 時間であり、非常勤講師率は 20.1%となっている。専任教員で多くの専門講義を
カバーしており、学部の理念や目標を実現に移しやすいと考えられる。ただ専任教員への負担が大き
くなることが講義の質の低下につながる可能性もあり、必要に応じて非常勤講師の活用も柔軟に検討
しつつ、より良い講義を提供していく必要がある。
（７） 外国人留学生への教育上の配慮
本学では国際センターが充実していることから、経営学部としては、留学生に対しての相談、支援、
独自教育については同センターに一任している。ただし、新入生オリエンテーション合宿において学
生が教員と交流できる機会を設けており、留学生も教員に相談を持ちかけることができるよう配慮し
ている。また、経営学部では、本学部講義の履修を希望する交換留学生を積極的に受け入れ、特にゼ
ミナール形式の講義では交換留学生と教員、日本人学生との交流を通して交換留学生が専門知識及び
日本語を修得できるよう配慮している。

今後、グローバル化がさらに進展していく中、留学生の増加も予想され、学部独自の支援策に
ついて検討していく必要がある。

点検・評価・長所と問題点
カリキュラムや履修制度の点検・評価のために、カリキュラム、履修実態、履修制度、支援体制等
に関するアンケートを学部独自で実施するなど、現状の把握と改善に努めている。以下に、明らかに
された長所や問題点を、主に学部の目標に従って説明する。
(1) 個々のニーズに合わせた全般的・基本的知識と高度な専門的知識の獲得
本学部の教育課程（カリキュラム）の特徴は、本学部が目指す、企業経営についての全般的・基本
的知識と高度な専門的知識を獲得することの実現に向け、個々の学生のニーズに合わせたフレキシブ
ルで幅広い履修が可能でありながら、体系的に履修できるように支援している点が挙げられる。この
ような特徴が生かされているか、また学生の中で混乱が生じていないかを確認するため、履修実態等
をアンケートにより調査したところ、「履修の際に履修モデルを参考にした」との問には、56％の学
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生がそう思う、19％がどちらでもない、26％がそう思わない、と回答し、また「履修の際にグレイド
A、B を意識した」との問には、57％がそう思う、20％がどちらでもない、22％がそう思わない、と
回答し、履修モデルとグレイドにより、ある程度体系的に履修がなされていることが明らかになった。
さらに学生の目的意識と、両質問との相関を調べた結果、目的意識の低い学生ほど、履修モデルとグ
レイドを参考にしている傾向がみられた。このことは、目的が明確で発展的科目を履修したい学生は
自ら興味ある科目を選択し、目的が不明確な学生は、モデルとグレイドに従い基礎的科目から履修し
ていることを意味し、個々の学生のニーズに合わせた体系的な履修が可能なカリキュラムの特徴が生
かされていると考えられる。また「新入生オリエンテーション合宿での説明や相談が参考になった」
との問では、62％がそう思うと答え、そう思わないと答えた学生は 14％にとどまったことから、オリ
エンテーションを通して、適切な履修支援がなされていると考えられる。今後とも、きめ細やかな履
修支援を通し、個々の学生がニーズに合った履修ができるよう心掛ける必要がある。
一方、基礎的知識を身につけることを目指して開設された「経営学入門Ⅰ」に関する複数の質問で
は、肯定的意見が否定的意見をやや上回ったものの、否定的意見もある程度存在した。今後、学生へ
のインタビュー等を通し、詳細な問題点を把握し、入門講義により相応しい科目に改善する必要があ
る。
以上から、本学部が目指す、企業経営についての全般的・基本的知識と高度な専門的知識を獲得に
関しては、個々のニーズに合わせてこれらの知識が獲得できるよう支援がなされている。ただ、基礎
知識の獲得に関しては特に改善が必要だと思われる。
(2)コミュニケーション能力をつけた人材育成
本学部が目指す、問題を発見し分析・解決する能力、コミュニケーションを図る能力を身につけた
人材の育成のために、ゼミナール形式の講義を設けているが、そのゼミナール講義の準備科目として
設けた「経営学入門Ⅱ」に関してもアンケートでたずねた。その結果、多くの学生がこの講義が 2 年
次のゼミナールの履修の参考になったと答えている。また「経営学入門Ⅱ」導入前後で、2 年次「専門
ゼミナールⅠ（前カリキュラムでは 3 年次ゼミナール）」の履修率が 63％から 81％に上昇しており、
元来の目的通り、本講義が専門的なゼミナール履修への橋渡しとなっており、またコミュニケーショ
ン能力をつけた人材育成につながっている。

(3)コンピュータに関する基礎的能力の習得
本学部は、コンピュータ、外国語、簿記・会計に関する基礎的能力を習得することをも目指し
ているが、そのうちコンピュータに関する基礎能力の獲得のために Word、Excel の基礎を学ぶ「情
報リテラシーⅠ」を開講している。高校での情報教育が必修化されたことを受けて「情報リテラ
シーⅠ」に関するアンケートを実施した。
その結果、Word の講義内容については 47％がちょうどよい、34％がやさしい、19％が難しい
と答え、Excel の内容については、47％がちょうどよい、27％がやさしい、26％が難しいと答え
ていた。講義内容は学生の平均レベルに合ったものとなっているが、一方で、やさしいと感じて
いる学生も多い。この結果に基づき、2007 年度から習熟度別クラスを設けることとし、学生のニ
ーズに合わせたコンピュータの基礎能力習得の機会が提供されると思われる。
(4)セメスター制に伴う問題
セメスター制の導入に従った問題も生じている。セメスター制導入時に、多くの科目は通年の
科目を春学期開講科目と秋学期開講科目に分けたが、多くの科目は体系的学習のために春学期履
修したことを前提に秋学期の科目を設けている。しかしそのような科目においても、一部、春学
期の履修なしに秋学期に履修するケースがみられる。セメスター制度による柔軟性と、体系的な
学習をどのように両立させ、全般的・基本的知識と高度な専門的知識の獲得につなげるかが今後
の課題である。
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将来の改善・改革に向けた方策
上述したように、全般的・基本的知識と高度な専門的知識を獲得するために、きめ細やかな履修支
援体制の継続やセメスター制度のへの対応が必要である。経営学部カリキュラムは履修モデルが重要
な役割を果たしていることから、科目群ごとに教員同士での議論の場を設けるなどし、よりよい履修
モデルの提供に取り組む必要がある。また、先述したセメスター制度が体系的学習にもたらす弊害に
ついても、履修モデルを活用して春秋連続履修が好ましい科目を学生に伝達することで、解決してい
くことが可能と思われる。
基礎的知識の獲得に関しては、「経営学入門Ⅰ」の初心者を意識した内容改善が必要であり、導入
を決定した「情報リテラシーⅠ」の習熟度別クラスの効果が期待される。コミュニケーション能力の
ある学生の育成のためには、「経営学入門Ⅱ」のさらなる改善を通して、専門ゼミナールの履修率を
より向上させる必要がある。現行カリキュラムは 2005 年度入学生から導入され、低学年からの少人数
教育の効果については、まだ把握できておらず、今後の調査及び、それに従った改善が必要である。
以上のような取り組みにより、教育課程（カリキュラム）や教育内容が改善されることにより、「複
雑化・国際化が加速する現代社会に即した経営理論と実践へのその応用力を備えたビジネス・パーソ
ン、すなわち経営者や管理者、起業者を育成する」との本学部の目的の実現に近づくことができる。
今後とも、継続的なアンケートやインタビューによって学生のニーズを把握し、カリキュラム及び履
修制度の改善に取り組むべきである。

【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】.

現状の説明
経営学部では、学部開設時から、新入生の学業や人間関係等、学生生活を支援するために、新入生
に対し 1 泊 2 日の新入生オリエンテーション合宿を実施している。学生の視点に立ったプログラムの
提供を目指し、企画及び当日のプログラムに多数の在校生に参加してもらっている。合宿では、教員
とともに、これらの在校生が参加し、履修や学生生活に関する説明及び相談の機会を設けている。新
入生からは、学業への備えの機会として、また友人を作る機会として好評である。合宿後は、企画運
営に参加した学生が自ら、反省会を開催し内容の改善に取り組んでおり、年々内容が充実しているの
も本合宿の大きな特徴である。
講義では、経営学の基礎を理解し、今後の履修に役立てることを目指し、6 人の専任教員によるオム
ニバス形式の「経営学入門Ⅰ」を、1 年次春学期に必修科目として配置している。この講義では各分野
の概要について講義するとともにカリキュラムとの関係についても説明し、専門科目の履修にスムー
ズに移行できるよう心掛けている。学生へのアンケートでは、経営学の基礎が理解でき、履修の参考
になったとの肯定的な意見がみられる一方、否定的な意見もある程度みられ、教員数や内容の見直し
など、今後の改善が必要である。
さらに、大学ならではのゼミナールの準備科目として、「経営学入門Ⅱ」を 1 年の秋学期に配置し
ている。身近なトピックを取り上げてディスカッションするなど、2 年次以降の専門的なゼミナールに
関心を持つ機会を提供している。学生へのアンケートでは、多くの学生がこの講義が 2 年次のゼミナ
ールの履修の参考になったと答えている。また「経営学入門Ⅱ」導入前後で、2 年次ゼミナールⅠ（前
カリキュラムでは 3 年次ゼミナール）」の履修率が 63％から 81％に上昇しており、本講義が専門的な
ゼミナール履修への橋渡しとなっている。今後、2 年次のゼミナール履修率をさらに上げるために、内
容等の改善の検討が必要である。
情報化への対応としては、1 年生向けの「情報リテラシーⅠ」（春学期）を開講し、大学でのコンピ
ュータの高度利用に向けた準備教育を実施している。近年、高校での情報教育が必修化されたことか
ら、2007 度以降の習熟度別クラスの可能性を検討中であり、入学時の情報関連知識と講義内容の理解
度をアンケートにより調査し、高校での情報教育に対応した講義内容への改善に取り組んでいる。
入学前の支援としては、推薦入試による入学予定者に対し、有料で自己表現力と簿記（日商簿記 3

－92－

Ⅲ. 学部教育の内容・方法等

級程度）の通信講座を提供している。期間は入学前の 1 月から 3 月で、2006 年度入学者は、65 名が
自己表現力講座を、約 45 名が簿記講座を受講し、大学での教育に備えている。

【単位互換・単位認定等】

現状の説明
海外大学との学生交流協定の締結状況とカリキュラム上の位置づけ
経営学部では学生の幅広い知識の獲得を目指し、国内外の大学での履修をも単位として認定してい
る。本学は「愛知県単位互換制度」に参加しており、経営学部でもこの制度により履修した科目を 8
単位まで認定している。また、学部として海外大学と交流協定は締結していないが、本学国際センタ
ーが実施する ISEP 加盟校や個別協定校との交換留学プログラムに参加した学生に対しては、留学先
で取得した単位を 16 単位まで認定している。また、同センター主催の海外大学で実施される短期語学
研修に参加した学生に対しても 2 単位を認定している。
上記の制度のうち、短期語学研修により単位取得した学生は、2003 年度は 11 名、2004 年度は 3 名、
2005 年度は 1 名であるが、他の制度の単位取得者は、この 3 年間はみられない。学部としてこれらの
制度を有効に活用するよう、学生に対してさらなる説明と指導が必要である。
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１０．情報理工学部(情報科学部)
情報システム工学科（情報科学科）
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分等】

現状の説明
情報システム工学科（情報科学科）は，情報に関する工学分野の教育機関として，主にコンピュー
タとその組み込み製品のハードウェア，及びソフトウェアのシステムとして稼動するものを対象とし
て，また，ネットワーク化された情報システムを対象として，学部の理念に基づき情報工学に関する
学理及び技術を教授し，情報システムの構築に携わる技術者の養成を目的としている． 情報システ
ム工学は情報システムの設計，実装，運用にかかわる学問であり，オペレーティングシステム，ネッ
トワーク，データベースなどを基幹構成要素として，情報の収集・処理・流通などの機能を果たすシ
ステムを実現する学問である．ソフトウエアシステムの設計からプログラミングによる実現に至るま
での情報システム開発における専門的かつ総合的な技術を身につけた技術者を育成するための実践的
教育を展開する．
情報理工学部（情報科学部）の教育目標の骨子，
① 情報技術に関する専門性の高い教育を行う．
② 実験・実習・演習による体験を通じた実践的な能力を高める．
③ 少人数，対話型のゼミ形式の教育カリキュラムにより，感性を豊かにし，創造的能力を高める．
④

広い視野を持ち高度情報化社会において対応できる能力を養成する．

は，教育課程（カリキュラム）において次のように反映されている．
（１）情報技術に関する専門性の高い教育
１－１．数学・数値計算系科目群
１－２．リテラシ系科目群
１－３．プログラミング系科目群
１－４．アーキテクチャ系科目群
１－５．データベース系科目群
１－６．人工知能系科目群
１－７．画像処理系科目群
１－１では数学，セキュリティ理論，数値計算の基礎を，１－２ではコンピュータとネットワー
クの使い方の基本を教授する．１－３では C，JAVA によるプログラム作成やプログラム作成に必要と
なるデータ構造やアルゴリズムについて教授し，さらに言語理論，コンパイラ構成法，ソフトウエア
デザインを講義する．１－４では電子回路，論理回路，ハードウエア実験などハードウエアに関する
基礎およびオペレーティングシステム，ネットワークの基礎を教授する．１－５では情報の蓄積・表
現・検索に関するシステムの要素技術を教授する．１－６では，人工知能の基礎となる記号処理言語
を教授し，応用として記号的および非記号的問題解決手法の理解を教授する．１－７では，身の回り
の画像機器の画像処理原理を教授する．
（２）実験・実習・演習による体験を通じた実践的な能力を高める教育
１－１ 数学・数値計算系科目群
講義を中心とした科目（A）と演習を中心とした科目（B）を組み合わせて教授する．
１－２ リテラシ系科目，１－３ プログラミング系科目
コンピュータ演習室において，実習を重視した教育をおこなう．
１－４ アーキテクチャ系群
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ハードウエア実験室において，電子回路などの組み立て実験をおこなう．
（３）少人数，対話型のゼミ形式の教育カリキュラム
３－１ 研究・プロジェクト系科目群
研究・プロジェクト系では，情報理工学部（情報科学部）の教育方針の根幹である「プロジェク
ト研究型カリキュラム」を実現する科目群で，１年次から 4 年次の卒業研究に向けて一貫した履修計
画を支援する．具体的には，1 年次，2 年次春学期で，研究開発のテーマの設定法，研究や学習を遂行
するためのリテラシや，プレゼンテーション，テクニカルライティングの技法を教授する．2 年次秋学
期より，少人数グループに分かれて指導教員の指導（ゼミ配属）により，定めたテーマに従ってシス
テムあるいはモデルの構成・設計・評価を実地に行う．4 年次の「卒業研究論文」
，
「卒業研究発表」で
完了する． 卒業研究のテーマとしては，たとえば，ウエブサイト構築技法の高度化，地域インタネ
ット基盤技術の開発，並列計算機のアーキテクチャ，人工知能技術を利用したロボットや教育システ
ムの製作，３次元画像の処理と認識に関する研究などが行われている．
（４）広い視野を持ち高度情報化社会において対応できる能力を養成する
４－１ 統合系科目群
キャリア・アップ支援のために，情報化社会と倫理，情報関連企業で活躍するための技量・心構
えを教授する．また,「情報」および「数学」の教育職員免許を取得するための科目を用意している．
教育職免許未修の本学科卒業生を中心に科目等履修生として受け入れ，教育職免許取得に必要な科目
の単位を供与している．
情報科学部の現行の教育課程における卒業所要単位は 132 単位であり，内訳は全学共通科目（教養
科目）32 単位，学部固有科目 96 単位，フロート単位 4 単位（全学共通科目および学部固有選択科目か
ら選択）としている．学部固有科目は 72 科目開講し，この内必修科目として 19 科目 42 単位を配置し
ている．非常勤講師による科目数は 3 科目で，専任教員による科目の比率は 96％の高比率である．ま
た他学科，他学部との兼任教員による科目数は 7 科目である．教養科目ではスポーツ・健康，外国語
基礎演習，自然・人間・社会の探求，および新領域のそれぞれから 2～4 単位，計 32 単位を習得する
ことで，総合的判断力と豊かな人間性を涵養するべく，バランスよく配置されている．学部固有科目
では，理学・工学の基礎科目の履修に重点を置いている．単位計算法は，講義科目は 15 時間の授業を
もって１単位として，実験・実習科目は 30 時間の授業をもって 1 単位とする．卒業研究は 60 時間を
もって 6 単位としている．
卒業所要単位数について，1998 年度は 143 単位，2003 年度は 136 単位であったが，これを減少させ
る方向でカリキュラムの改善に努めてきた．他学科履修は 16 単位まで，全学開放科目からは 4 単位ま
でを卒業所要単位に含めることが出来る．全学開放科目を受講するケースは現在零である．また，全
学開放科目として開講する科目数は 3 科目あるが，他学部からの履修者は零である．さらに，他大学
との単位互換は４単位までを卒業所要単位として認定する制度を採っているが，現在この制度を利用
した例はない．
本学科を卒業した学生のうちの 80％は情報サービス産業，製造業，卸・小売業に就職している．本
学科の卒業生の特徴は，
・ディジタル回路，計算機アーキテクチャなどハードウェアに関する素養がある．
・プログラミング言語Ｃ，Java，オペレーティングシステム，ネットワークシステムの構築など基礎
技法に関する科目を豊富に学んでいる．
・Web 技法，人工知能，データベース，画像処理などの基礎と応用に関する素地を有している．
があげられる．また，本学科で得た知識の上に，本学で開講する資格講座を自主的に受講することに
よって，基本情報技術者などの資格検定を積極的に受検させる．
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点検・評価・長所と問題点
教育目標①の「専門性の高い教育」，②の「実践的な能力を高める教育」を反映させる科目群の多く
が，1 年次，2 年次に配当されているため，2 年次終了時点で目標を達成しているかどうかを判定し，3
年次への進級を許可する制度を採っている．
1 年次春学期中途で，授業への出席状況に注意を払い，欠席の目立つ学生には対面して教科の問題点
などの聞き取りをしたり，2 年次秋学期からのゼミ配属に関して各教員と学生との個人面接を行うなど，
学生の勉学状況の把握に努めている．しかし 2 年次から３年次への進級要件（学部固有科目 36 単位以
上を取得）を満たすことが出来なくて，毎年 10％程度の留年者を出している．また 4 年間で卒業単位
を満たせず留年する学生も 13％程度存在する．原因の一つに，情報工学・情報科学という分野を正し
く理解することなく入学したこと，プログラミング技法の習得になじめないことが挙げられる．

将来の改善・改革に向けた方策
近年，教育目標①の「専門性の高い教育」において，専門性を高めると同時に，より広範囲の専門
性が要求されるようになった.大企業は IT 技術を専門とする分野において学部卒では専門知識の不足
を唱えて，大学院卒を採用する傾向が見られる．GPA を利用して成績上位者には大学院筆記試験免除
の制度も設けているが，本学科の卒業生の大学院進学率は平均１０％未満で定員に満たないことがあ
る．今後は社会の要請に応えるためにも，専門職を目指す学生の育成に力点の一つを置く必要がある．
このためには，理学・工学の基礎を一層固めるためにきめ細かな技術・実習科目の充実とともに，こ
れからの IT 技術の発展に対応できる柔軟性を涵養するために，学科間を跨いで幅広く科目履修をする
ことを推進する．これらを実現するための方策として，カリキュラム編成を見直し，科目の増強を行
って，2006 年度より次のような枠組みで教育を実施 している．

（１）情報理工学分野の専門的な基礎知識を教
授する科目群（学部共通科目）
１－１．プロジェクト系
１－２．基礎科学系・工学系
１－３．数学系
１－４．リテラシ系・プログラミング系
１－５．教職・就職系

（２）情報システム工学科固有科目群
２－１．数理系
２－２．プログラミング系
２－３．言語処理系
２－４．ネットワーク系
２－５．アーキテクチャ系
２－６．ソフトウエアシステム系
２－７．人工知能系
２－８．画像系
２－９．総合系
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１－２，１－３では高大連携への取り組みとして，数学・理科のリメディアル教育のために５
科目を追加した．これらを含めて理学・工学の基礎知識の水準を高めるための科目を増強し，さ
らに各科目には演習科目をつけて応用力も高めるように配慮した．１－５では，インターンシッ
プを実施した学生には単位を認定するように改めたことにより，就業体験する学生数は３倍に増
加した．学科固有科目としては，昨今の急速な IT と通信技術の多様化と普及に対応できる人材
育成の強化のために２－４，２－６の科目を重点的に強化した．
以上のような改革を行った結果，学部固有開講科目数は 72 より 94 科目に増強され，履修者
の専門性を深める一方で，必修科目として 26 科目 56 単位を課し基礎力の向上を目指す方策を講
じた．
生涯学習への対応は現状では行っていない．

情報知能学科（認知科学科）
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分等】

現状の説明
これからの情報社会を切り開くために、情報技術の原理を理解して、情報を賢く利用する知力
を持った人材がますます必要になる。認知科学科(2006 年に情報知能学科に改組)では、学部の
理念および教育目標に基づき、人に優しい情報技術の開発、人の賢さを引き出す情報活用、人と
人とをつないで発展的な知的社会を作り出す情報創生に重きをおいている。本学科の教育目標は、
学部全体の教育目標を受け継ぐものであるが、学部の教育目標の骨子①の「情報技術に関する専
門性の高い教育を行う」点については、詳細化した目標「言語、画像などの知的情報の処理（表
現、獲得、探索、蓄積など）、種々の現象に対する数理的、工学的な解析方法、およびその解析
手法の基礎となる理論を教授、研究する教育を行う」を定めている。また学部の教育目標の骨子
④の「広い視野を持ち高度情報社会において対応できる能力の養成」については、「人間の知的
能力と機能の解明を通して、
情報に関する幅広い産業社会から強く要請されている技術開発に携
わる人材を養成すると」という詳細化した目標を置いている。端的にいえば、
『人間と機械の「知
能」について学び、その知見を活かし社会に貢献できる人材を養成すること』が本学科の根本的
な教育目標である。なお、骨子②の「実験、実習による実践的な教育」や骨子③の「創造的能力
を養う」という点についても、以下にあげるように特にプロジェクト系のカリキュラムにおいて
実現されている。
具体的には、上記の目標達成のためのカリキュラムは以下のように構成されている。外国語や
体育などの全学共通科目によって、幅広い知識を養い、社会の一員としての教養と常識、ならび
に倫理観を身につける。
学部固有科目としては、まず 2 年までに認知科学の基礎
（認知科学入門、
認知科学研究法など）、情報科学の基本となるべき数学・論理学（集合と関係、基礎数学、確率
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統計、数理論理学など）、コンピュータの概念を学ぶ科目（コンピュータ入門、コンピュータの
利用と概念、コンピュータの基本システムなど）、プログラミング科目（プログラミング入門、
プログラミング基礎・上級、アルゴリズムとデータ構造）を習得する。また｢認知科学上級｣や「認
知科学と人工知能入門」を代表とした専門基礎科目が学年進行とともに漸進的に導入されている。
これらの科目では、具体的な課題解決に時間をかけて取り組むことによる問題発見能力や解決能
力ならびに専門資料を読み解くための基礎的な理解力の促進、小グループでの話し合いや IT 利
用による情報整理力、情報発信力、コミュニケーション能力の育成などに特に力を入れている。
学習テーマを特定した学科固有専門科目のほとんどは 3，4 年次に設定され、認知科学に関す
る専門的な学問を次のような体系にしたがって学べるようになっている。
（１） 人工知能関連系：人工知能の基礎、ロボットのソフトウェアなど。知的な機械の仕
組みや構築方法、その理論を学ぶ。
（２） 自然言語処理系：自然言語理解、自然言語処理など。人間と機械の両方の面から自
然言語の特質を考え、自然言語を媒介とした情報処理メカニズムの理論と技術を学
ぶ。
（３） 思考活動系：問題解決論、学習過程論など。思考や問題解決の認知についての知識
を学ぶ。
（４） ヒューマンインタフェース系：ヒューマンインタフェース論、マルチモーダルイン
ターフェース。計算機に対する人間のかかわりを考え、よりよいインタフェースの
設計、構築のための理論や技術を学ぶ。
（５） 人間行動系：パフォーマンス論、言語行動論など。計算機を道具として人間が協調
して高度な作業を遂行するための方法や理論を学ぶ。
（６） 総合系：情報技術と職業、認知科学特別講義など。学部内外の教員により、認知科
学と社会との関わりについて学ぶ。
（７） プロジェクト系：認知科学特別演習、卒業研究など。認知科学の専門的な領域を選
び、実験や実習を通して実践的に学ぶ。この科目群では、知識や技術をつけること
よりも、学生の創造性を伸ばすことが重視されている。
このように認知科学関連科目を軸として、学科の教員の専門領域が反映されたカリキュラム構
成となっており、学生はその分野の最先端の知識を学習することができる。これらは、学校教育
法第 52 条および大学設置基準第 19 条を遵守したものとなっている。
なお、生涯学習に対しては大学がオープンカレッジを開いている。本学科は教員レベルでオー
プンカレッジに協力しているものの、学科としての対応はない。

点検・評価・長所と問題点
学部固有科目は 80 科目開講し、このうち必修科目は 21 科目 46 単位を配置している。非常勤
講師による必修科目は 0 科目、選択科目は 7 科目であり、専任教員による科目の比率は 91％と
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なっている。他学科、他学部との専任教員による科目数は、必修科目は０、選択科目は 5 科目
である。卒業に必要な単位数は 132 であり、全学共通科目（教養科目）32 単位、学部固有科目
74 単位、フロート科目（全学共通科目と学部固有科目から選択）26 単位としている。単位の計
算法は、講義科目は 15 時間の授業をもって 1 単位、演習科目は 30 時間の授業を持って 1 単位
とする。卒業研究は 60 時間をもって 6 単位としている。

本学科のカリキュラムでは、学生が最終的に卒業研究としてどのような専門領域を選ぶ
にせよ必要とされる計算機関連の科目は必修科目として選定されている。具体的には、コ
ンピュータ入門、コンピュータの利用と概念、コンピュータの構造と機能、コンピュータ
の基本システム、コンピュータネットワークリテラシ、プログラミング入門、プログラミ
ング基礎、上級プログラミングである。また認知科学の基礎となるべき認知科学入門、認
知科学初級、認知科学中級、認知科学研究法なども必修科目としている。また、すべての
学生には必要ないかもしれないが、認知科学科の卒業生として期待される科目は選択必修
科目として配置されている。具体的には、集合と関係、基礎数学、確率統計、数理論理学、
応用統計、認知科学と人工知能入門であり、このうちから最低限 6 単位の習得を要求して
いる。このように科目の配置は、学科の教育目標に基づき、妥当な配置になっている。
過去 3 年間の卒業生の就職決定率は 88％～95％となっており、IT 関連への就職は 35％
～45％を占める。就職決定率は高いものの、情報科学部の他学科と比べると IT 関連企業へ
の就職は低いといわざるを得ない。これは、他の学科と異なり数学科目が必修とされてい
ないことから、情報科学の一学科と外部的にみられていないことが考えられる。
現状での問題として次の二点があげられる。ひとつは就職活動や教職実習により 4 年次の前
期において講義を実質的に受けることができない学生が増えていることである。現状では本格的
に専門科目が始まるのは 3 年次からであるため、
４年次の前期における学習機会が減ることは、
専門教育の期間がかなり短縮されてしまうことを意味する。これは２年次までのカリキュラムが
学部共通の基礎科目を中心とした科目構成となっていることも一因である。もうひとつは、基礎
的な科目と専門的な科目とのバランスの取り方が十分実践的に検討されておらず、学生によって
は専門的な科目の習得が不十分なまま卒業する場合があることである。そのため、認知科学科と
いう名にふさわしい十分な専門的知識や技能をもたずに卒業する学生がいることが懸念される。

将来の改善・改革に向けた方策
1990 年度に発足した情報科学部認知科学科は 2006 年度に改組し情報理工学部情報知能
学科となった。またそれに合わせて、カリキュラムの全面見直しが行われ、現在のカリキ
ュラムは、必修科目に違いはあるものの、認知科学科に在籍しているものも含めてほぼ情
報知能学科のカリキュラムとなっている。以下に情報知能学科の科目編成をあげるが、認
知科学科の科目編成を受け継ぎつつ、知的な計算機システムについての理論や方法論をよ
り深く学べるようになっており、学科の教育目標を強く反映したものとなった。
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（１） 学科共通基礎（情報知能学研究法、人工知能プログラミングなど）
：情報知能学の
基礎を、学ぶ。
（２） 人工知能系（知的推論基礎論、機械学習論など）
：知能を持つ計算機システムの設
計、理論を学ぶ
（３） 自然言語処理系（自然言語処理、自然言語理解システムなど）
：自然言語を機械で
処理したり、理解したりするための基礎知識や技術を学ぶ
（４） オーディオ・ビジョン系（画像処理、感性情報処理など）
：人間の視覚、聴覚の特
性や仕組み、それに基づく処理システムの理論を学ぶ
（５） ユーザビリティ系（ヒューマン・インタフェース、ユーザビリティ論など）
：人間
と計算機とのよりよい関わりについて学ぶ
（６） 協調システム系（協調学習システム論、知的創造システム論など）
：計算機を道具
として人間が協調的に高次な作業に取り組むための方法論や理論を学ぶ
（７） 総合系（情報知能学演習、情報知能学特別講義など）
このカリキュラム改訂で大きく変わった点は、いくつかある。まず、情報知能学科では、
認知科学科よりも理数系の科目を重視し、理数的な基礎教育を充実したことである。これ
により、認知科学科で本来目的としていた「計算機科学を道具として人間の「知」を実証
的、理論的、モデル構築的に捉える」人材の育成および研究者の輩出が強化されることが
期待される。もっとも、このためには、情報科学、情報工学を専門分野とする教員の増加
が必要である。また、近年では、前にもまして少人数教育や学生一人ひとりにあった科目
履修の指導、ならびに学際的な分野であるという特徴を活かすための「学生が意識して複
数の専門領域を履修」するための方策が必要である。
次に、2 年次までの基礎カリキュラムが原則、情報理工学部において共通化されたことで、
情報理工学部の他学科のゼミに参加しやすくなったことがあげられる。他学科のゼミに参
加することは今までも可能であったが、カリキュラムの改訂により、学科を越えて学生の
交流が促進されることが期待される。
さらに、3 年生を主な対象として社会で働くことの意味を考えさせたり、学習の動機付け
をもたせたりするために有効なインターンシップを学部固有の単位として認定したことも
変わったことのひとつである。2006 年度において本学科で参加した学生は 10 名程度とあ
まり多くはないが、2005 年度までに比べると 3 倍以上に増えた。学科として、より多くの
学生の参加を促す一方、インターンシップに参加した学生にレポートを課したり、報告会
を課したりして、インターンシップの効用を高める試みを行っている。
また、高大連携の取り組み（導入教育）として、本学科のカリキュラム上必要とされる
基礎的な数学や物理などの復習および強化をはかる救済科目を設置したことも改善にあげ
られよう。
なお、情報知能学科に改組してから、基本的にゼミ以外のすべての科目は他学部や他大
学の単位互換の科目として開放された。他学科の学生の聴講は多いものの、残念ながら他
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学部や他大学の履修者の数は多くない。他学部や他大学との交流もこれから積極的に深め
て行きたいと考えている。

情報メディア工学科（メディア科学科）
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分等】

現状の説明
人間の知的・創造的活動を「情報」として処理し、それらを伝達する手段としての「情報メデ
ィア」は多様化・複雑化してきており、これへ対応できる人材が求められてきている。例えば、
コンピュータの応用技術であるコンピュータグラフィックスやディジタルサウンド、ネットワー
ク通信などの創造活動を支援する情報メディア技術は新しい表現スタイルを生み出し、逆に、新
しい表現スタイルの模索や研究の中からさらに進歩したメディア技術が生み出されて来ている。
このような段階を迎えた情報メディア技術のステージにおいて、CG・VR、画像処理、CAD/CAM な
どの基盤技術を駆使した 3D モデルや画像・音などの多様なメディア処理技術を教授研究する工
学コースとディジタルデザインにおける造形手法やディジタルアートにおける表現論的な理法
を教授研究するアートコースを設定し、自らの将来像を早い時期に描きやすく、また、専門性の
高い学習ができることを目的として、ふたつのコースを設定した。これは学部教育目標の骨子①
の「幅広い情報技術について専門性の高い教育を行う」点については両コースの共通科目群に配
置した工学的解析方法や表現論的理法と共に創造力の育成を主眼とした科目群により習得出来
るように配置した。また、学部教育目標の骨子④の「高度情報化社会に対応できる能力を養成す
る」についてはコース制による高い専門性の習得と想像性豊かな人材育成により当学科では「ア
ートの心を持った技術者」と「技術を理解できるアーティスト」と言う育成像をターゲットに据
え、骨子②の「実験・実習・演習による体験を通じた実践力」や③の「少人数、対話型のゼミ形
式によるカリキュラム」を以下に示す具体的なコース別科目群を配置して設定・実施している。
こうした考え方に基づいて設定した具体的科目を大別すると、
（１）共通科目群
１）メディア工学概論・演習、コンピュータ概論、コンピュータグラフィックス基礎
２）造形基礎Ⅰ・Ⅱ、表現のプロセス、メディアアート概論
３）ゼミ科目：研究実習または制作実習と卒業研究または卒業制作
（２）工学コース科目群
１）数学系：離散数学、代数と幾何、解析学、確率論など
２）コンピュータグラフィックス・SE 系：プログラミング、アルゴリズム、データ構造、
画像処理、コンピュータグラフィックス、ネットワーク、情報処理など
３）ディベロッパー・ハードウェア系：デジタル回路、システム制作、ネットワークな
ど
４）インダストリー系：オープンメディア概論、モデル化とシミュレーション、CAE な
ど
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５）総合系：情報化社会と情報倫理、情報技術と職業など
（３）アートコース科目群
１）理論系：美学美術史、メディアアート、コンテンポラリーアート論など
２）映像・オーディオ・N/W 系：映像メディア、Audio Design、ネットワークアートなど
３）デザイン系：工業デザイン、CAD 造形、情報デザイン、グラフィックデザインなど
４）インスタレーション系：工房実習、建築・インスタレーションなど
５）交流系：表現のサポート、メディアコミュニケーション、場と経験のデザインなど
以上から構成される。
（１）の共通科目のなかで１）は「情報メディア技術」の工学側からの、２）はアート側から
の基礎的理論・演習、リテラシを習得するものであり、1 年次から 2 年次春学期までに配置され
た必修科目群である。全て必修科目とすることにより「メディア技術」の概要を学習でき、その
上で 2 年次秋学期から３）のゼミ配属へとスムーズに移行できるようにしている。少人数グルー
プ（20 人前後）に分かれて担当教員の指導による研究または制作を行う。ゼミ配属も 3 年次ま
ではふたつのゼミ履修を課しており、工学・アート両コースを履修することも出来る。これも自
らの選択した進路でミスマッチを犯すことの無いように配慮すると同時に、より高いレベルを目
指すことを企図したものである。4 年次の「卒業研究／制作論文」「卒業研究／制作発表」で完
了する。
（２）の工学コース科目群では情報メディア分野の基礎から応用までを年次に従って配置した。
例えば、１）は数学基礎および暗号や圧縮理論などを、２）はコンピュータグラフィックスとプ
ログラミング基礎を、３）はプログラミング応用とシステム制作など、４）は CAD・CAM・CAE
の理論と演習を、５）はキャリアアップ支援のために情報技術と職業、情報化社会と情報倫理な
どを教育している。
（３）のアートコース科目群ではデザインやアートの発想法や基礎表現技術から高度で創造的な
ディジタル作品の制作技術までを年次に従って配置した。例えば１）はメディアアート各分野の
理論的背景を、２）ではディジタルアートの代表的表現手法として映像表現と音表現を、３）は
2D と 3D のディジタルデザインを、４）はディジタル技術を応用したインスタレーション、５）
はメディアを活用した人と人のコミュニケーション手法などを教育している。
このようにメディア技術の研究と新しい表現技術の開発とを核として、本学科の教育研究は構
成されており、学生はこの両方の学習を通じて自らの進むべき専門分野を極めることができる。
これらは学校教育法第 52 条および大学設置基準第 19 条を遵守したものである。
なお、生涯学習については大学がオープンカレッジを開講しているが、本学科としては教員レ
ベルでのオープンカレッジへの協力はあるものの独自の対応は行っていない。
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点検・評価・長所と問題点
学部固有科目は 97 科目開講し、この内必修科目としては上記共通科目群で 20 科目 48 単位を
配置している。非常勤講師による科目数は 23 科目（23.7%）で、その内アートコース科目数が
83%を占める結果となっている。また、他学科の兼任教員による科目数は 5 科目で全科目数に対
し僅か１％に過ぎない。非常勤講師の担当科目数のうち、工学／アートの構成数は 4／19 科目
と圧倒的に偏在しているが、
これはアートコース系科目では広く学外からスペシャリストを招聘
せざるを得ないという事情によるものである。
卒業所要単位は 132 単位で、内訳は全学共通科目が 32 単位、学部固有科目が 70 単位、フロ
ート 30 単位。全学共通（一般教養）科目の構成比は 24.2%。学部固有科目の必修科目単位数は
32 単位で、その構成比は 24.2％である。卒業所要単位数については 2003 年度までは 124 単位
で全学共通科目は 44 単位（構成比 35.5%）、学部固有科目が 72 単位、フロート 8 単位で必修
科目数（含選択必修）は 45 単位（構成比 36.3%）であった。すなわち全学共通科目は 35.5%か
ら 24.2%へと、また必修科目の構成比は 36.3%から 24.2%へといずれも減少している。これは
いわゆるコース制の採用によってそれぞれの専門性を高めるためであったが、学科としての性格
や特徴を失う結果でもあった。その一方で、他学科履修は 16 単位まで、全学開放科目からは 4
単位までを卒業所要単位に含めることが出来る施策を取っているが、全学開放科目を受講するケ
ースは現在までのところゼロである。今年から本学科では全学開放科目として開講する科目数は
12 科目設定したが、こちらもまだ履修者はゼロである。また、他大学との単位互換制度は従来
から設けてはいるが本学科での実績はまだない。
本学科が卒業生を送り出し始めてから 3 年が経過するが就職希望者を分母とした就職率は
85%～90%である。しかし、大学院進学者と就職希望者率を除いた進路未定者率は 2003 年：
30.3%、2004 年：21.8%、2005 年：17.4%と漸減して来てはいるものの看過すべからざる高率
にある。キャリアアップ支援についてはカリキュラムとしても、また学生の日常指導的な観点か
らも検討を要する状況にある。こうした出口の施策と同時に、入口である高等学校からのスムー
ズな導入についても、
例年見られる新入生退学者の中に学業問題を内包した学生も散見されるこ
とからリメディアル教育も喫緊の課題とされねばならない。

将来の改善・改革に向けた方策
2006 年度より当学部（情報科学部）の情報理工学部への改組を機に当学科では上記問題点を
抜本的に改善すべく以下の改革を実施した。学科名もメディア科学科から情報メディア工学科へ
と改めた。
（１）高い専門性を達成するための着実な基礎学力の育成
１）プロジェクト系

２）基礎科学系・工学系

３）数学系

４）リテラシ系・プログラミング系
当学部の教育目標の骨子③「少人数ゼミ形式による創造力育成」を実現する科目群として「プ
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ロジェクト研究型カリキュラム」を 1 年次から 4 年次の卒業研究に向けて一貫した履修計画を
設定した。具体的には 1 年次から 2 年次春学期の間で研究テーマの設定法、研究や学習を遂行
するためのリテラシやプレゼンテーション、テクニカルライティング技法などを教授する。2 年
次秋学期からは少人数グループ（10 人前後）に分かれ、指導教員の下で研究テーマや研究方法
の理解とともに実験・制作に必要な知識やスキルを体得し、順次実践力を高めながら 4 年次の
「卒業研究論文」「卒業研究発表」へ繋いでいく。２）、３）では高大連携への取組みとして数
学・理科のリメディアル教育科目を 5 科目設定し、理学・工学の基礎知識・学力を涵養するこ
とを企図している。これらは学部教育目標の骨子①「情報科学の基礎から応用」へ到るスプリン
グボードの役割を期待している。４）ではプログラム作成やそれに必要なデータ構造、アルゴリ
ズムについて教授する。
以上のような改革の結果、卒業所要単位数や全学共通科目数は現状と変更なしとし、学部固有
科目数を 97 科目から 110 科目に増強した上で必修科目とし、25 科目、54 単位（24.2%から
40.9％）を課して履修者の専門性を高めると共に、基礎力向上を目指すための方策を行った。
（２）コース制の廃止と情報メディア工学科に相応しい専門科目群の新設・改編
工学とアートの２コース制を廃止し、アートコース科目の縮小・見直しと共にメディア技術の
機能別再編を行うと同時に、モノづくりのよろこびに繋がる新しい工学系科目を配置し、それに
対応した設備や装置（ハイエンド CAD や NC 加工機など）も導入した。すなわち、学部教育目
標の骨子②「知識習得だけでなく実践力の向上」のために技術のアウトラインを明確にすると共
に、学生が習得目標を立てやすくすることを配慮して以下のような系を設定した。
１）映像・音響系

２）数理・情報系

３）表現・コミュニケーション系

４）CAD 応用系

５）エレクトロニクス系

６）創造系

７）総合系

１）はメディア技術の核となる映像・音に関する基礎理論から応用までを、２）では暗号や圧
縮、シミュレーション、パターン認識などの理論を、３）では表現工学、創造性工学、ウェブコ
ミュニケーションなど、表現とコミュニケーションの理論と応用を教授する。４）はモノ作りの
核となる CAD・CAM・CAE などの基礎から応用までを工業デザイン理論や演習と共に曲線・
曲面理論から形状の処理ロジックまでを教授する。５）はデジタル回路や組込み型システムの理
論や設計法と制作を、６）ではモノづくりのベースとなる手作りの創造活動からメディアシステ
ムを活用したコンテンツ制作までを教授する。
（３）キャリアアップ支援科目の設置
学部目標の骨子④にある「広い視野を持ち、高度情報化社会への対応能力」を育むためにキャ
リアアップ支援のための科目として「キャリアエンジニアリングⅠおよびⅡ」を設置した。Ⅰは
エンジニアとしての進路や社会について自分で考える基礎力を育て、不安なく就職活動へ臨める
準備をする新設科目であり、Ⅱは従来から他科の科目であったものを学部共通科目とし、複数の
企業人や起業家により IT 企業の実態や期待される人物像などの講話を実施する。またインター
ンシップを単位化して、多くの学生に企業の実態を体験させる動機づけとした。さらに「情報技
術と職業」や「情報化社会と情報倫理」などの社会との繋がりの濃い教職系科目はそのまま継続
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することとした。その結果、学部全体で 29 名と絶対数は期待したほど多くはないが、単位化し
ていなかった昨年の 8 名に比べれば 3.6 倍の学生がインターンシップによる就業体験を行った。
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11. 生命システム工学部
本学部が理念とする「身体性をもつ技術」とは、人間の生命、生活、健康に焦点をあてる技術
であるが、これを工学教育の中心に置いて総合的に推進する場はいままでほとんどなく、本学部
の大きな特徴であると考ええている。この特徴を活かし教育目標は、教育課程（カリキュラム）
に次のように反映されている。
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】
生命システム工学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所要単位は、１２４単位
であり、その内訳は、教養部が主として担当する全学共通科目は３２単位、学部固有科目７０単
位、フロート単位２２単位である。学部固有科目の卒業所要単位は７０単位で、その内必修科目
は、
「代数学」
「幾何学」
「解析学」
「確率統計学」
「生命科学の基礎Ａ(生物学)」
「生命科学の基礎
B(化学)」
「計算機リテラシー」｢ネットワークリテラシー｣「プログラミング基礎」
「データ構造
とアルゴリズム１」
「身体システム工学入門」
「数値シミュレーション」
「システム論」
「研究リテ
ラシー１」
「研究リテラシー２」
「データ構造とアルゴリズム２」
「オブジェクト指向プログラミ
ング」
「生命システム実験１」「生命システム実験２」「技術英語１」「技術英語２」｢生命システ
ム特別演習１｣「生命システム特別演習２」｢卒業研究｣の合計５２単位である。詳細に関しては、
各学部の『履修の手引き』および学部比較対照表（２００６年度）参照のこと。

現状の説明
生命システム工学部の学部固有科目は大きく３つの領域：
「人間行動システム」
「生命機械シス
テム」
「生命情報システム」の科目群に分かれ，それぞれの領域の体系的な履修ができるように
配慮されている．１年生にはどの領域にも共通する基礎科目，2 年生には各領域の特徴を理解す
るための専門基礎科目，そして 3 年生以降には興味ある領域をより深く学ぶための専門科目や専
門総合科目が配置されている．さらに，技術者としての能力を補強し，将来の社会人としての教
養を身につけるための科目も用意した．
これらの科目は、学生の履修計画の立案をサポートするために，３つのクラスター（基底クラ
スター，専門別クラスター，補完・補強クラスター）に分類されている．このうちの専門クラス
ターは，
①

リアルボディー・クラスター（生活の質の向上の観点から，健康とスポーツの技能の獲
得・維持について学ぶ科目）
，

②

マシンボディー・クラスター（人間の脳と身体が知的な機械システムとしての機能を持
つことについて学ぶ科目），

③

ディジタルボディー・クラスター（人間の脳と身体が複雑で高度な情報発信源であるこ
とについて学ぶ科目）

から構成されている．これら学部固有の全科目数は必修 24 科目（52 単位）および選択 54 科目
（108 単位）である．
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点検・評価・長所と問題点
「人間行動システム」
「生命機械システム」
「生命情報システム」のそれぞれの領域に専門的な
科目が配置されていることから，学生一人ひとりが各自の興味と必要に応じた組み合わせを選択
して主体的に学ぶことができる．また，1.2 年次にチューター制の導入や生命システム実験の実
施および専門基礎科目を配置することなどによって，早い時期から学部教員と積極的なかかわり
を持つことができる．
問題点としては，3 つの領域が学べるという利点がある反面，ひとつの領域における学習の広
がりと深みに不足が生じることが懸念される．さらに，本学部の特性を生かすためには 3 つの領
域をインテグレーションするような教育の充実が今後の課題として挙げられる．
本学部はまだ完成年度に達していないため、現時点で総括的な点検・評価は難しいが、本学部
の特徴である学際教育の問題点がいくつかの面から徐々に明らかになりつつある。
その１つとして、上述の本学部の特徴である「身体性をもつ技術」という理念を具体化するた
めに必然的にとった学際的な教育体制は、
幅広い知識の習得が可能であるという長所を持つ反面、
学生が自分の興味あるいは進路を絞りきれず、将来に不安を感じる学生を生み出しやすいという
ことが学生へのアンケートなどから判明してきたことがある。
これは、学際分野の学部では、
個々
の分野の教育に十分な数の科目を配置できず、結果として各分野の基礎教育が不足気味になるこ
とが原因の一つと考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
学部理念の水準と学生の習熟度の水準の差が若干あるように思われる．今後は 1・2 年次に対
して，工学基礎科目の学力向上を重点課題とし，少人数クラス編成や習熟度別クラス編成などに
よるきめ細かな指導体制が必要と考えられる．
在学生が将来に不安を感じるという問題に対しては、完成年度を待って、現行のカリキュラム
を専門科目から基礎科目にウエイトを移したものに改定し、基礎学力の不足からくる不安を取り
除く必要があると思われる。同時に、基礎教育と専門教育の流れがより明確になるような科目配
置と科目名変更を講じる必要がある。
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１２. 体育学部
体育学部の教育目標である「体育やスポーツの分野における高度な専門知識と技術を兼ね備え
た教員、指導者、および研究者を養成する」は、教育課程（カリキュラム）に次のように反映さ
れている。

【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】

現状の説明
体育学部の現行の教育課程（カリキュラム）における卒業所用単位は、１２８単位であり、そ
の内訳は、教養部が主として担当する全学共通科目 40 単位、学部固有科目 66 単位、フロート単
位 22 単位である。学部固有の必修科目は、
「解剖・生理学、体育スポーツ原論、運動・スポーツ
生理学、バイオメカニクス、健康学概論、体育・スポーツ心理学、体育・スポーツ社会学、健康
診断演習（健康科学科のみ）、衛生・公衆衛生学（健康科学科のみ）
」であり、学部固有科目の必
修科目は、卒業所要単位 128 単位のうち、合計体育科学科 18 単位、健康科学科 24 単位である。
詳細に関しては、各学部の『履修の手引き』および学部比較対照表（2006 年度）参照のこと。
卒業所要単位は、全学共通科目(40 単位)、学部固有科目(66 単位)、フロート(22 単位)からな
っている。フロート単位は、全学共通科目と学部固有科目から自由に選択し、卒業所要単位に換
算できる履修上のフリーゾーン的な役割をしている。
全学共通科目は、外国語(基礎英語・総合英語、第２外国語)８単位(20%)、一般講義(自然・人
間・社会・新領域)14 単位(35％)、その他(基礎ゼミ、コンピュータ処理論、テーマ履修を含め)18
単位(45%)から構成されている。
一方、学部固有科目では、各学科共講義系、演習系、実習系、実技系からなるが、各学年で、
ほぼ科目系での単位制限はなく、1 年次から自由な履修ができる編成がとられている。但し、体
育科学科では、講義系必修科群(18 単位)、実習系(選択必修)2 単位、実技(11 単位)、その他の
講義・演習・実習・実技等(35 単位)としての制限が設けられている。
体育科学科では、理念や教育目標を目指し、３つの履修モデルを設定している。
「体育科学モ
デル」では、学校の保健体育教員や各種スポーツの指導者の育成を目指す。
「スポーツ科学モデ
ル」では、高いレベルの競技者やその指導者の育成を目指す。
「武道モデル」では、広い視野を
持つ武道の競技者やその指導者の育成を目指す。また、教育環境の条件として、グランド、体育
館などの充実した施設の完備や国際大会や各種大会への参加サポートなどを行う。また、学部担
当教員にも優秀な人材が多く、更に体育系私立大学初の大学院博士課程を有し大学院担当教員も
体育学部生の教育指導にあたり、質の高い授業を展開している。また、健康科学科においては、
スポーツの観点から健康を理解しようとする学科である。運動を健康増進や生きがいづくり
(QOL)に生かす方法を総合的に学び、広く健康づくりに貢献できる人材を育成する。卒業後は、
体育教員他各種スポーツ指導者、一般企業における衛生管理者、民間スポーツクラブのマネジメ
ントやインストラクターなど多彩な進路がある。理念や目標にかなうように、２つの履修モデル
を設定している。
「健康科学モデル」では、健康のための体力づくりを目的とした運動指導者の
育成を目指す。「生涯スポーツモデル」では、生涯スポーツの指導者やスポーツマネジメントの
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できる人材の育成を目指す。高度な指導場面に対応できるように、公衆衛生、リハビリテーショ
ン、スポーツ医学、レクリエーションスポーツ等の専門科目を開講している。教育環境として、
スポーツ施設だけでなく、実験実習対応の設備を完備し、スポーツと身体、健康について科学的
に分析できる環境を整備している。
体育科学科では、体育・スポーツ活動の指導者養成に力を注いでおり、目的に応じて「体育科
学履修モデル」、「スポーツ科学履修モデル」、「武道履修モデル」の３つに大別できる。「体
育科学モデル」では、中学・高校の教員養成を主眼とし、保健体育科教育に関する教育研究に重
点をおいた科目が編成される。履修奨励科目は、健康教育学、学校保健 A・B、安全教育、発育
老化論、保健体育科教育法、体育実技 I 等である。「スポーツ科学モデル」では、科学的な実践
と研究を通じて、高い実技能力を備えたスポーツ競技者の競技スポーツの指導育成を目指した科
目編成である。履修奨励科目として、コーチング演習 A～D,コーチング論 A・B、トレーニング論
A・B,スポーツ・武道実習 I～VIII、リハビリテーションなどを奨励している。「武道モデル」
では、剣道・柔道を中心に競技スポーツとしての武道に関する科学的な実践と研究、武道の歴史
や伝統を学び、高い実技能力と広い視野と洞察力を備えた競技者を育成する。当モデルの履修奨
励科目では、武道方法演習 A～D、武道論 A・B、武道史 A・B、武道学演習 A・B、スポーツ・武道
演習 I～VIII、リハビリテーションなどを奨励している。
健康科学科では、健康の関心が高まる中、科学的な見地から正しく健康の指導者の役割を果た
す人材育成を目指し、健康増進や生きがいづくり(QOL)などに運動・スポーツを生かす方法を総
合的に学習する。「健康科学モデル」と「生涯スポーツモデル」の２つを選択できる。「健康科
学モデル」では、地域のスポーツ施設や企業における運動指導や健康管理など「健康のためのス
ポーツ」を指導する人材を育成することを目指し、スポーツと健康の係わりを人文、社会、自然
科学の総合的な見地から実践、研究する科目で構成される。履修奨励科目は、健康運動実習 A～
D、運動生理学演習、スポーツ栄養学、リハビリテーション、衛生・公衆衛生学演習、スポーツ
医学 A・B、障害者スポーツ実習などがある。一方、「生涯スポーツモデル」では、生涯スポー
ツの指導者や施設経営、また、レジャー産業分野でのインストラクターやマネジメントに係わる
人材の育成を目指す。履修の奨励科目は、レクリエーション論、レクリエーション基礎実習、生
涯スポーツ実習 A～D、野外活動論、生涯スポーツ演習、生涯スポーツ経営管理論などである。
以上のように、各学科とも、１・２年次から専門科目を配列し、講義と実技の基礎づくりをし、
３・４年次では、高度な専門性が身につけられるように講義、演習、実習、実技の発展、応用科
目が配当されている。これは、まさに学校教育法第５２条の「広く知識を授けるとともに、深く
専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」を具現化している。
上記の学部の理念目的に基づき、教育課程では、１・２年次に、全学共通科目による教養教育
(語学・教養講義・基礎ゼミなど)と学部固有科目による専門科目の基礎科目(講義系の必修科目、
実技系の必修科目、実習、演習など)を中心に基礎教育を行っている。
学部固有科目は、講義、演習、実習、実技系列に分けられ、各学年の必要性に応じて配列され
ている。1 年次では、講義の必修科目(解剖・生理学 A・B、体育ｽﾎﾟｰﾂ原論、体育スポーツ史など)
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と実技(体育実技 I 選択必修)、一部の演習(トレーニング演習)と実習(野外活動実習 A スキー)
が組まれる。これは、スポーツ科学の専門知識や身体運動への科学的な目を養うと共に、幅広い
スポーツの経験とスキルの向上、指導方法の習得などを早期に目指す意図である。なお、体育情
報処理論も全クラスに組まれ、基礎的なコンピューター操作やソフトウエアの活用方法などを学
習する。2 年次では、1 年次同様、講義系の必修科目(運動スポーツ生理学、バイオメカニクス、
スポーツ心理学など)、選択必修科目、実技(体育実技Ｉ)や、新しい演習系(コーチンｸﾞ演習)や
実習系(健康運動実習)も配当される。2 年次までに、スポーツ科学の主要科目群と、メジャース
ポーツを学習する。3 年次では、講義系の選択必修科目や演習系科目が多数配列され、スポーツ
科学の高度な専門性を深めるとともに、履修モデルや資格取得に対応できる体系をとっている。
実技系でも体育実技 II が１・２年次開講の体育実技Ｉの全種目に組まれ、個人の必要性に応じ
て専門的スポーツ指導の能力を目指し、スキル向上や指導方法、審判法、戦術などを習得できる
よう配慮されている。
３・４年生では、一部の全学共通科目と学部固有科目の応用・発展科目により、より高度な専
門教育を行う。3 年次にはゼミナール、4 年次には卒業研究による小人数によるスポーツ科学の
研究を深める。また、３・４年次では、将来に合わせた資格関連科目も多く配当され、4 年次に
は教育実習やインターンシップなど社会に役に立つ実践的な科目も組まれている。
また、ゼミナールも開始され、多彩な教授陣の領域に応じてテーマにより小人数による高度な
専門教育が施される。4 年次では、講義の必修科目(スポーツ社会学)や選択科目(スポーツ医学
A)、一部の演習科目(比較体育学演習など)が更に組まれる。3 年次ゼミナールの延長として卒業
研究が組まれ、個人に多彩なテーマで卒業論文作成が行われる。また、実技では、更に実技の専
門性を高めたい要求に応じて体育実技 III が 4 年次第８セメスターに組まれている。また、生涯
スポーツの経験のためにレクリエーションスポーツ実技(ゴルフ、テニス、卓球、バドミントン、
ソフトボールなど)も配当される。なお、１年次から４年次まで「スポーツ・武道実習」が連続
して配当されている。
これは、
体育会クラブ活動との提携で、スポーツの専門性を高める意図で、
トップアスリートを目指す対象には欠かせない科目となっている。
現行の教育課程（カリキュラム）では、各学年配当の科目を履修モデルによる奨励科目を履修
するように進められるが、多くの学生は、複数の目標を持ち、また、多方面の免許や資格を希望
するものが多い。そのため、３・４年次には、履修上適切に単位取得できない学生や、意図的に
多数の履修を希望するものは、履修を制限するか、また、卒業後も研究生や科目等履修生で在籍
し、必要科目を履修する場合ある。体育学部では、前回の教育課程（カリキュラム）改革で、セ
メスター制への以降、コース制から履修モデル、必修科目を減らし選択科目を増やし、履修の自
由度の高いカリキュラムとなっている。そのため、１・２年の講義系の必修科目と、１・2 年次
の体育実技 I(選択必修学科で固有)以外は、選択科目となっている。また、体育科学科では 3 つ
の履修モデル、健康科学科では 2 つの履修モデルが履修の参考にあるため、一部の履修制約条件
はあるが、多くの学生は、学科内で自由に、また希望があれば学科を越えて履修できるようにな
っている。学部固有科目については、体育科学科では、講義系(必修９科目,選択２８科目)、演
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習系(選択２１科目)、実習(選択６科目)、実技(選択４９科目)、その他講義実技(自由科目各１)
から編成され、また、健康科学科では、講義系(必修１１科目,選択２４科目)、演習系(必修１,
選択１３科目)、実習(選択１３科目)、実技(選択４９科目)、その他講義実技(自由科目各１)か
ら編成されている。両学科共、必修は少なく、選択科目の幅を広げている。また、学年別にみる
と、１・２年次では、講義系の必修科目と実技系の選択必修が配当され、３・４年では、ごく一
部の必修科目と多くの選択科目が配置されている。

長所・点検・評価と問題点
旧教育課程（カリキュラム）では、２学科５コース制をとり、1 年次から専門性や将来の方向
性がほぼ固定され柔軟性にかける点があった。新カリキュラムでは、２学科体制で５つの履修モ
デル体制をとり、専門の勉強の積み上げや将来の方向に対応できるように、自由度の高いカリキ
ュラム編成をとっている。また、１・２年次では、専門の基礎教育をし、固有科目の主要講義科
目や実技科目を配当し、３・４年次生では、講義、実技とも選択科目主体に、個人の選択に応じ
た時間割り編成ができるように配慮している。
各科目の配当年次については、体育学科、健康科学科両学科共に 1 年次から 4 年次まで、専
門科目の講義、演習、実習、実技などの履修科目を学年に合わせて配当することで、効率的に履
修できるようになっている。１，２年次では、専門科目の講義系、実技系の必修科目群などによ
り、スポーツ科学の基礎科目群を学習でき、専門性の導入や興味づけを行う。これらの科目群が
進級後学年への専門性の深化と発展の土台となる。その上で３、４年次から、スポーツ科学全般
に渡る講義系科目群やスポーツの科学的分析や実験などを含む演習群、更に、実技系の発展、応
用系科目などが配列され、体系的に専門性を学習できるシステムになっている。これらの専門的
な科目と全学共通科目が、学部の理念・目的や教育目標に適応したカリキュラム体系になってい
る。また、専門科目、全学科目とも 1 年次から 4 年次まで必要に応じて、履修できるようにカリ
キュラムが配列されている利点がある。
大学教育の目標として、学校教育法第５２条に「大学は、学術の中心として、広く知識を授け
るとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目
的とする」と明言されており、その実現のための教育課程については、
「教育課程の編成に当た
っては、大学は、学部等の専攻に係わる専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総
合的な判断を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない」とある(大学
設置基準第１９条２)。上述のような教育課程（カリキュラム）
・履修区分から、体育学部におい
ては、
「専門の学芸の教授」
、
「幅広い教養」の教育を通して、
「総合的な判断力」と「豊かな人間
性の涵養」を実現するべく、教育課程を編成しているといえる。
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将来の改善・改革に向けた方策
教育課程（カリキュラム）編成上、１年次から基礎、応用・発展と段階的に、専門性を深化で
きるように配慮されているが、専門科目相互間の領域性、必修と選択科目、講義と演習との関連
性や学年配当の妥当性などの再チェックが必要である。また、履修にあたり両学科共、履修要項
や履修モデルを参考にして時間割編成をするが、事前のガイダンス、オリエンテーション時の効
果的な履修指導が重要となる。
また、
学部・学科の理念の理解についても単なる理念に終わらず、
学部教員間相互理解を図りながら、具現化に向けて履修科目内で徹底する必要があろう。
専門教育の高度化・分化するほど専門科目の科目数や単位数が増える傾向が予想されるので、
学部固有科目の単位数を増やす努力をしているが、両者のバランスを考慮して改善してゆきたい。
また、学部の専門教育を受ける上で、意欲的な学生や資格関係科目を多数履修する学生ほど、卒
業所要単位に算入されない自由単位が増えることになるため、何らかの形で、学部固有科目へ換
算する等の検討の必要があろう。
将来的に、学部固有科目の基礎教育と高度な専門性を身につけるには、講義系・演習・実習・
実技科目における主要科目の必修数の増加は要検討課題であり、また、学生の学習意欲を高める
意味から、科目系列の最低履修単位数等の条件の検討も必要であろう。現在の教育課程（カリキ
ュラム）は、2006 年度新カリキュラムの完成年度にあたり、教学側と学生側の評価を踏まえ、
また社会情勢や社会の必要とする人材なども考慮しながら、幅広い教養と高い専門性を身につけ
られるカリキュラム改善の努力を 2010 年に向けて再検討中である。

【教育課程（カリキュラム）における高大連携・導入教育への取り組み】

現状の説明
高等学校教育から大学教育との連携に対する教育的配慮は、２側面で実施されている。一つ
は、年度開始初頭の新入生ガイダンスで、教務・学生、資格、キャリアセンター、学生相談など、
大学生活の前提となる基本的な事項が説明され、高校教育から大学教育へのスムーズな移行を計
るよう配慮されている。特に、教務ガイダンス時の履修説明内でも、履修の上での基本的な考え
方、履修の仕方、卒業所要単位などが説明される。また、ガイダンス時に、学部・学科オリエン
テーションが開催され、学生は各自所属の学科ごとに、大学(建学)・学部の理念、学部・学科の
特性、将来の方向と資格の取得などについても専門的な視点で説明がなされる。合わせて、学部
の専任教員からの講話を通して、体育学・スポーツ科学への理解、学習の視点、将来の方向性が
確認され、また履修の指針とされる。
学部学生は、専門科目の履修を課されるため、教育課程（カリキュラム）上、全学共通科目に
設置されている体育系科目は受講しない。一方、学部の固有科目群は、１・２年次にスポーツ科
学の主要科目群を講義系の必修科目として履修する。この際には、重要な基礎科目群として、理
解を徹底するよう可能な少人数分割クラス体制で編成される。また、実技科目として、スポーツ
指導者養成に要求されるメジャースポーツ(球技スポーツ・個人スポーツ・武道)、舞踊、基礎身
体運動(体操・体づくり運動)を配当し、少人数クラス、必要に応じて男女別クラスにより、スポ
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ーツへの理解やスキル向上を目指している。更に、一部の演習系科目、実習科目を加えて体育・
スポーツの基礎教育の徹底がはかられる。さらに、体育学部の基礎教育は、学部固有科目の必修
講義(体育・スポーツ原論.体育・スポーツ史、解剖生理学など)、演習(トレーニング演習など)、
また、実技(体育実技 I など)、実習(野外活動実習)等により体育学・スポーツ科学の導入がなさ
れる。また、全学共通科目により、教養関係の講義、外国語、基礎ゼミ、テーマ履修などが履修
される。前者については、体育学部教務委員会と教授会がその運営、実施を審議し、後者につい
ては、教養部の教務委員会と教授会が主体となり審議され、責任体制が２つに分けられる。但し、
教務関連の問題は、学部・教養部・教学部を含めた事務局を含めた大学全体の全学教務委員会で
絶えず審議され、必要に応じて積極的に学部と教養部が個別に審議し、調整している。

点検・評価・長所と問題点
体育学部では、本学の建学の精神である「学術と真剣味の殿堂たれである。すなわち、学術の
場では学術の研鑽と共にジェントルマンシップ、
レディシップを醸成陶冶するスポーツの場では、
健康の増強、心技の練成と共にスポーツマンシップを体得する。・・・スポーツマンシップとは、
１、ルールを守る、２．ベストを尽す、３．チームワークをつくる、４．相手に敬意を持つ。こ
の 4 大綱を内容とする。」を掲げ、新入生にはもとより、在校生にも徹底している。これは、本
学の教育の真髄であり、教育の基礎、倫理性にも通ずるものとして重視している。新入生入学時
や新学期時には、教務・学生ガイダンス、学部学科オリエンテ－ション、宿泊を伴う実習(野外
活動実習など)、体育会オリエンテーションなどで、学術とスポーツへの真剣味や、ジェントル
マンシップの啓蒙と共に、物事への探究心、向上心、授業の心構えやルールなどをも、将来社会
の模範となるスポーツ指導者養成の素養として重視している。そのような意味で、教育課程の倫
理性や、導入教育は、建学の精神に沿った形で一応の達成度は得られていると言える。
現在のところ、履修ガイダンスから初回授業開始時までをみても、大きな履修上の問題点はな
く、学習レベルの差はあっても大学の勉強に戸惑いを見せる学生は少ないと考える。しかしなが
ら、新入生は、授業開始と同時に全学共通科目の外国語、一般講義などの履修も学部の基礎教育
と合わせて履修する必要があり、教育課程（カリキュラム）上のゆとりに欠ける点と高等学校教
育から大学の教養教育と専門の基礎教育を同時に履修するために、学習上の達成度に不安が残る
などの問題点がある。

将来の改善・改革に向けた方策
高等学校教育と大学教育の連携することで、教養教育や専門教育へのスムーズな移行を促し、
専門教育への意欲を高めることにつながる。そのためにも、現行のガイダンス体制を充実させる
と共に、新入生対象のオリエンテーション(宿泊合宿)の設定や、専門科目に興味を持たせる導入
的な授業の開設などを通じて、学生の大学教育への移行を計る努力が必要である。
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学部の専門教育の前提となる基礎教育と教養教育は、学部固有科目による専門教育と全学共通
科目による教養教育とのバランスは絶えず問題にされ、より質の高い専門教育を目指す方向と、
より大学生としての資質となる教養教育の方向を、全学的に、また学部としても継続的に審議し
てゆく必要があろう。教育課程の倫理性や基礎教育については、全学・専門含めて多領域に渡る
ためにその評価が難しく、今後は、倫理性の教育や評価も含めて検討していく必要がある。

【単位互換・単位認定等】

現状の説明
体育学部への編転入前の教育機関において修得した単位の認定については、中京大学学則第３
７条に準じて単位認定をしている。該当する科目の履修内容、時間数、単位数を相互のシラバス
により確認し、読み替えの科目を体育学部教授会で承認の上、認定するシステムを取っている。
しかしながら、講義系の必修科目群などを多数修得している場合は、本学の科目を率先して履修
するように指導している。但し、本人の努力をできるだけ認めることと、認定する学生の卒業延
期などの事態が無いように配慮している。

点検・評価・長所と問題点
現行では、編転入生の単位認定は、一部の科目読み替え以外に問題は発生していない。他の体
育・スポーツ系の短大からの編転入学の場合には、専門の基礎教育課程や応用・発展科目などを
そのまま認定する方法は取っていない。学生に対して、本学独自の教育課程（カリキュラム）を
積極的に履修するよう要求しているからである。現在は、新教育課程（カリキュラム）が完成期
にあり、全学共通・学部固有科目等の教育課程（カリキュラム）全体の再確認をしている段階で
あるため、他大学や他学部科目履修の猶予や可能性の制限は、現行ではやむをえない状況である。

将来の改善・改革に向けた方策
他大学の単位互換性では、自大学履修ばかりでなく、教育研究のグローバル化や、将来や資格
の取得などのために他大学への興味ある科目や学内に無い特殊な専門科目の取得などの可能性
があり、今後は、他大学や他学部履修の枠を広げることも時代に即しているものと考える。更に、
他の体育系大学が、教育課程（カリキュラム）改革によって、スポーツ科学に関する現代的な科
目や斬新的な科目などを準備してきており、今後は、これらの新しい科目の読み替えも予想され
るので、それらの対応も考慮して行きたい。
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（３）研究科の教育課程（カリキュラム）
○

各研究科・専攻の教育課程（カリキュラム）は、その理念・目的・教育目標の実現に有効か
つ適切であるとともに、学生の学習に配慮したものとする。

１.

文学研究科
国文学専攻

現状の説明
文学研究科は英文学専攻博士前期（修士）課程が 2006 年度より国際英語学研究科に転換
改組されたため、現在、国文学専攻博士前期（修士）課程・博士後期課程および英文学専
攻博士課程の 2 専攻から成っている。従って、ここでは専ら国文学専攻について述べるこ
ととし、英文学専攻の教育課程については「文学研究科英文学専攻」の項を参照されたい。
教育課程は、国文学関係の上代・中古・中世・近世・近代各時代の科目と、国語学・漢
文学・国語教育・書道の科目で構成されている。大学院生は、各自が専門とする時代・分
野の指導教授について研究を深めるとともに、必要に応じて関連諸学を選択履修できるよ
うになっている（履修基準は博士前期（修士）課程においては演習８単位以上を含めて合
計３２単位以上、博士後期課程においては各年次の演習 4 単位以上を含めて合計 12 単位以
上）。
なお、院生はこれらの他、学内学会である「中京大学国文学会」秋季大会での研究発表
や機関紙『中京国文学』への論文投稿について綿密な指導を受ける一方、学部学生を中心
とする学内の各研究会の指導的立場を果たすことで教育者・指導者となる訓練を積む。学
外においても、各自が専門分野の学会・研究会に所属し、積極的に研究発表・論文投稿を
行っていることは言うまでもない。
学位の授与については、2001 年 2 名、2002 年 1 名、2004 年 2 名に博士（文学）の学位を
授与した。各自の研鑽の成果であるとともに、以上のような指導方針の成果でもあろう。

点検・評価・長所と問題点
上述の通り、全体的にはほぼ満足できる研究指導体制ができていると評価される。修了・
退学後、研究生や再入学の制度を利用してさらに研鑚を積んで学位取得に至る者も増えて
おり、これらの制度も有効に活用されていると言える。また、国文学・国語学のみならず、
漢文学・国語教育・書道の科目を履修できる点は、総合的な学力を高める上から、また教
職志望者にとって有効であろう。これらが文学研究科の長所である。
一方、リカレントを含めた生涯教育の制度や留学生受け入れの制度は、充分に機能して
いるとは言いがたく今後の課題として残されていると言えよう。また、博士後期課程への
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進学者を増やすような工夫も必要かも知れない。これらが問題点である。

将来の改善・改革に向けた方策
問題点として指摘した諸点については、昼夜開講の導入などを含め検討してゆく予定で
ある。現状のカリキュラムで院生の履修上、わかりにくい点があったが研究科委員会にお
いて改正された（2007 年度より実施）
。
長所を生かしつつ、院生がより高い学力と指導力を身に付けられるよう最善の努力をは
らっているが、一研究科や一大学の努力には限界があろう。高等学校等での教育職を志す
者も、大学等での研究・教育を志す者も、現状では就職が極めて困難である。現状の根本
的改善等、行政側からの協力が望まれる。
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英文学専攻
現状の説明
本専攻の教育と研究は、英文学、米文学、英語学に、英語教育学基礎とする実践的な分
野を加えて行なわれている。修士課程（博士前期課程）に対する開講科目は「特殊講義」
と「演習」を核としている。論文指導にはチュートリアルシステムの方法をとり指導を行
なっている。博士後期課程は「研究指導」を中心とし、これにそれぞれの学生の専攻する
分野の「演習」を加えることで一般的な基礎研究から独創的な研究に取り組めるように配
慮している。

点検・評価・長所と問題点
本専攻では、大学院を専門とする担当教員の配置がないので、学部教育と併せて教育に
当たっている。そのことによる教員の負担は過重なものとなっているのが現状である。多
くの大学でも同様な状況であるのでその解決は容易なものではないであろう。

将来の改善・改革に向けた方策
上述の問題点である人的資産の不足を解決するのは重要であるが、修士課程の学生募
集を停止した現在では解決は難しい。兼任教師や電子機器などの活用を促進して補充す
る方策が考えられる。
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2. 心理学研究科
現状の説明
本研究科は、授業科目を「研究科共通」、「専攻共通」、「領域固有」の３群に区分し、それ
ぞれに必要な内容を配置している。これは、研究科の理念において既述したように、学生が自己
の課題領域に特化しすぎるあまり心理学体系を見失うことのないようにとの教育的配慮による
ものである。「研究科共通」科目群は、心理学専攻者共通の素養とされる学識・経験を教授する
ことを目的としている。「専攻共通」科目群は、同一専攻内（「基礎・応用心理学専攻」および
「臨床・発達心理学専攻」）で領域間の交流を促進するため、同一専攻に属する者が共有すべき
専門知識や方法を教授することを目的としている。「領域固有」科目群は、領域に特化した問題
を扱い、専門の高度化を図る目的で設けられている。
また、授業は目的および形式に基づき、「総論（心理学を俯瞰的にとらえ、その特質を明らか
にする）」、「特論（個別領域の問題展開や研究成果を概観する）」、「特講（個別領域の先端
的課題研究や領域横断的研究の成果を明らかにする）」、「演習（特定テーマを取り上げ資料研
究や論表を行う）」、「実習（個別領域における課題研究の具体的方法を修得させる）」、「研
究（学位論文の遂行を指導・助言する）」の６授業形式を設定している。
科目の詳細については、「2006 年度中京大学大学院便覧（ｐp188-214）」を参照されたい。

点検・評価・長所と問題点
近年、大学院教育において専門に特化した授業編成が重視されるあまり、学生が自身の課題を
位置付ける俯瞰的視点を見失い、その学識を分野間・領域間の連携に活用できないという難点が
指摘されている。
特に、
博士前期課程においては、学問体系における心理学の位置づけを把握し、
先行領域に固有の概念体系や方法を近接領域との対比において習得し、それら学識と自らの問題
意識に基づき課題が解決できる能力の涵養が要請される。本研究科のカリキュラムは、そのよう
な現状に鑑み、広い視野と専門的知識を調和的に習得させようとするものである。
このようなカリキュラムの基本的理念が実現には、研究科単独の努力だけでなく、社会・業界・
学会における認知が必要となる。残念ながら現状においてはこれが十分認識されているといい難
い。このため、学生は、修業、学会において、ともすればこの理念に反し、特化した領域に閉じ
こもろうとする傾向が見られる。しかし、専門的資格を取得し実務に従事したとき、学術研究と
教育に従事したとき、この理念およびそれに基づく教育が意味をなすものと考える。

将来の改善・改革に向けた方策
上記のように、本研究科のカリキュラムはその理念においては大筋において認められるが、現
実には必ずしも十分な効果を示しているとは言い難い。その理由は複合的であり、ただ一つの方
策により解決するとは考えられない。これは、教師・学生の問題だけでなく、社会・専門的業界・
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学会といった心理学を取り巻く環境に依存する部分があるからである。しかし、将来いずれの業
種に身を置くにせよ、そこで求められる知識・経験はきわめて狭い領域に特化するものではない。
この点について学生に十分なる認識を与えるための方策の一つは、その現場に身を置く人々の
姿を目で見て、
その声を耳で聞くことであろう。この意味で、実際の現場に出かける
「学外実習」
、
「実地演習」などは有効であろう。本研究科においてもすでに、応用心理学、臨床心理学、発達
心理学においてこれら科目を実施しているが、さらなる充実が必要であろう。
また、専攻間・領域間の連携という観点からは、他研究科との単位互換も検討に値する。幸い、
本学には「情報科学部研究科認知科学専攻」など心理学関連領域の専攻科が多々存在している。
これら関連専攻科とは現在においても他専攻科受講制度などが存在しているが、これをさらに充
実させる必要がある。
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3. 社会学研究科
現状の説明
本研究科は学校教育法第 65 条にもとづき、「学術の理論及び応用を教授研究」するため
の、また「高度な専門性が求められる職業」「文化の進展」を担うための能力を培うことを
目的とした教育・研究指導内容を整備している。修士課程では大学院設置基準第 3 条第 1
項の規定に基づき、多彩な講義と演習を配置し、「専攻分野における研究能力、高度の専門
性が求められている職業能力を培う」ための教育課程を設けている。また博士課程では大
学院設置基準弟 4 条第 1 項の規定にもとづき、おなじく多彩な講義と演習を配置し、
「専攻
分野について、研究者として自立して研究活動を行う」ための、また「高度に専門的な業
務」に従事するための研究能力、基礎的な学識を養うことを目的とした教育課程を設けて
いる。とくに高い研究能力を持つ修士課程の学生については博士課程における研究の高度
化をすすめ、数多くの研究者をこれまで育成してきた。
教育課程の特色は現代社会に生起する社会現象、文化現象を研究対象とし、社会学を中
心としながら、教育社会学、社会福祉学、マスコミ学、社会システム論、人間関係論、文
化人類学、比較文化論の隣接諸科学を開講し、学生の多角的な研究関心に応えている点に
ある。開講数は、特殊講義および演習をあわせて 21 コマ、定員は、各年修士課程 5 名、博
士課程 2 名の少人数教育とし、きめ細かな研究指導を行っている。
開講科目は次のとおり。
「社会学」Ⅰ～Ⅶ（特殊講義.演習）
・「教育社会学」Ⅰ～Ⅱ（特殊講義.演習）
「社会福祉学」Ⅰ～Ⅲ（特殊講義.演習）
・
「マスコミ学」Ⅰ～Ⅱ（特殊講義.演習）
「文化人類学」Ⅰ～Ⅱ（特殊講義.演習）
・
「比較文化論」（特殊講義.演習）

点検・評価・長所と問題点
本研究科カリキュラムの長所は、「社会学」という社会現象、文化現象を広く対象とする
学問を中核に、教育、福祉、マスコミ（情報）、社会システム、人間関係（社会心理）、文
化などの講義、演習が開講され、現代社会に生起する諸課題に社会学と隣接諸科学との学
際的研究による取り組みが可能な点にある。学生は自らの研究課題に即した研究枠組みと
研究方法論を、社会学と多様な隣接諸科学から獲得することが可能である。
今後の課題として、修士課程においては研究者養成と高度専門職養成の二つの目的があ
るところから、両者の共通性と相違点をカリキュラム上、いかに具体化していくか考究す
る必要がある。
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将来の改善・改革に向けた方策
本研究科の教育課程（カリキュラム）は将来に向けて次のような諸点についての改革に
取り組む必要性がある。
① 学部教育と大学院教育の一貫性をはかるためのカリキュラムの検討。
② 社会貢献や地域貢献を念頭においた研究教育カリキュラムの検討。
③ 「専門社会調査士」など高度専門職養成のカリキュラムの具体化。
④ 「生涯教育」としての大学院教育のあり方および教育課程を考究すること。
⑤ 学内外の研究科との連携、単位互換などの研究教育システムの具体化をはかること。
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4. 法学研究科
現状の説明
近年、研究者のほか、高度専門職業人の養成が法学研究科に求められるようになってき
た。こうした背景のもとに、本研究科は、1997 年より、そうした 2 種の要請に意識的に対
処するため、研究者コース、特修コースの 2 コース制を採用し、それぞれに見合う講義・
研究指導などを行うこととした。もっとも、両コースを合わせた全体の定員が 10 名と比較
的少数であることに鑑み、実質的にはコース別に同一科目名を冠した異なる科目群のカリ
キュラムがあるものとし、それを踏まえて実質的な研究指導において個別的で適切なきめ
の細かい対応をしていくとの前提のもとに、当初は、形式的には、ひとつのカリキュラム
表で対応することを基本として編成していった。しかし、その後、実際に履修者が多い基
幹科目については、実質的な対応の違いをカリキュラム上も明確にするため、一部科目に
ついて科目名称を含めて区別することとした。
こうして法学研究科の設置から 30 年、本研究科には本学（他学部を含む）の卒業生はも
とより、全国各地の大学・学部の卒業生、さらには外国からの留学生、そして社会人など
が多く入学してきている。また、本研究科の修了者の多くが、大学教員や高校・中学教員
などの教育職員、弁護士・公認会計士・税理士・社労士などの専門職、専門的知識を活か
す民間企業や公的機関の研究職などにつき、また大学院博士後期課程に進学している。
このようにして、法学研究科は、社会の期待・要請に柔軟・適切に応えるべく、適宜、
教育課程に変更を加えながら、大学院生の教育・研究指導に努力を重ねてきており、創設
目的や理念に沿う多くの成果を挙げているといえる。
しかし、今日では、大学院教育をめぐり、さらなる変化の兆しが見られる。すなわち、
大学院に対する国際的な認識や状況の変化、我が国においては文科省の大学院教育に対す
る積極的政策転換や、徐々にではあるが一般社会における大学院への認識の変化といった
ものが、それである。法学研究科としては、こうしたなかで、現代的・社会的環境の変化
に応じて、積極的・主体的にこれに対応していく必要がある。そのため、入学制度・カリ
キュラム・指導法という全ての問題をあらためて検討し改革すべく、大学院改革委員会を
設置し、2007 年度からの実施を目指して取り組んでいるところである。
なお、こうした本研究科独自の講義・研究指導のほか、多様な教育機会を保障し充実さ
せるため、1997 年度より、愛知大学大学院・愛知学院大学大学院・名城大学大学院・南山
大学大学院の各法学研究科とともに単位互換制度を発足させた。ただ、当初、この制度に
加盟したのは、このように 5 大学院であったが、法科大学院制度の実施に関連して、法学
研究科修士課程を廃止した愛知大学大学院と南山大学大学院が脱退し、他方、名古屋経済
大学大学院の法学研究科が新たに加盟して、現在は 4 大学院による制度となっている。
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点検・評価・長所と問題点
現行カリキュラムも、それが実施された頃は、周囲の事情に適合して順調に運用された
といえる。その結果、大学教員をはじめとする研究者や中高学校教員、弁護士・公認会計
士・税理士等の実務家を輩出してきた。
だが、上述の大学院教育を巡る変化とならんで、税理士、法曹などをはじめとした法務
に携わる高度専門職業人の養成を取り巻く環境の変動は激しく、それへの対応が求められ
ている。
なお、名古屋地区大学院による単位互換制度も、それなりの成果を上げてきたが、最近、
やや利用が減少気味である。制度や意義が周知されておらず、近時の変動を取り込んだ運
用・活用がまだ定着していない可能性もある。

将来の改善・改革に向けた方策
法学研究科において養成が期待される高度専門職業人は、法科大学院で養成される人材
以外のそれに特化しない高度な専門職業人である。具体的には、司法書士・行政書士など
の準法律職に従事する者、官庁・企業などにおいて高度な専門法務に携わる者、法学・政
治学などの研究職や教育職に携わる者である。現代社会の国際化を踏まえながら、これら
の者の要請に相応しい、きめ細かな指導ができるカリキュラムを構築していくことが必要
となる。
名古屋地区大学院による単位互換制度については、各大学院の法学研究科が、それぞれ
提供しうる教育の特長を明確にするとともに、これを前提とした制度の存在・意義を各研
究科に周知させていくことが重要であろう。
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５.

経済学研究科

現状の説明
本研究科は経済学専攻であり、修士（博士前期課程）及び博士後期課程から成る。本研
究科は、研究者を志望する人、自己啓発を志す社会人、税理士等専門家を目指す人、留学
生に対してそれぞれの要望に応じて、丁寧な指導の下で学位を取得することができる教育
を目指している。このために、カリキュラムは、セメスター制をいち早く導入し、秋期入
学・修了を可能とし、また、基本的な講義科目を充実させ、演習科目履修を増やし、「学術
の理論及び応用を教授研究」し、また「高度の専門性が求められる職業を担うための学識
及び卓越した能力を培う」よう配慮している。前期課程の講義科目は、経済理論、経済史、
経済政策、財政学、金融論、国際経済学、産業経済、税法の 8 類から成っており、
「広い視
野に立って精深な学識を授けることを意図している。特に、税法講義は、税理士・会計士
等の高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的としてい
る。また、複数担当教員が指導する演習科目は専攻分野における研究能力、論文作成能力
を培うようきめ細かな指導を徹底させている。博士課程の課程は講義科目履修を必要とせ
ず、「研究者として自立して研究活動を行い、またその他の高度に専門的な業務に従事する
に必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的として、演習科
目の指導を徹底している。

点検・評価・長所と問題点
本研究科は 2000 年度にカリキュラムを変更し、入試制度も改革し、幅広い志願者を集め
受験しやすいよう配慮した。しかし、研究科志望の学生は年々低下し、本研究科において
も定員を充足するのが困難となりつつある。そのような中で入学生の学力も低下し、本研
究科での講義内容も本来要求されるべき水準を下回らざるを得ない状況になっている。社
会人の志願者はいまだ見られず、研究者志願の受験生も少ない。税理士を目指す受験生は
カリキュラムの改定により、おおむね好評で受験生も減少していない。中国からの志願者
が半数近くに上り、今後も増加すると予想されている。入学生の学問的背景の割には、複
数指導の演習の成果は修士論文結果に反映され、水準の高い修士論文が提出されているの
は評価されるべきことである。

将来の改善・改革に向けた方策
本研究科の当面の目標は、研究科の教育水準を維持しながら以下に定員を確保するかで
ある。現在経済学の基礎科目を中心とした幅広い科目を開講して、幅広い階層からの志願
者を集めようとしているが、いまだに定員を確保することが難しい。さらにカリキュラム
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の検討が必要とされる。これ以上の受験生を集めることが不可能であるならば、研究科の
水準を維持するために、定員割れの危険を覚悟の上で入学生の選抜を厳しく行うことや、
成績評価の厳格化統一に向けての制度改革が必要である。同時に、定員数の削減、あるい
は、本大学内の他の社会科学系大学院研究科との連携、統合等の改革をも検討すべきであ
る。
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６.

経営学研究科

現状の説明
(1)概要
本研究科は「グローバル化、情報化、学際化の流れのなかで高度の専門的職業人の養成、国際
的人材の育成、さらに専門的研究者の養成」の理念・目的の下、博士前期課程が 1995 年度に、
博士課程が 1997 年度に開設され、その際に現カリキュラムの基礎ができあがった。本研究科開
設時には、基本的に経営学部教員が本研究科の専任教員として科目を担当したため、経営学部の
カリキュラムをベースにしつつ、上記の理念・目的に挙げているグローバル化、情報化、学際化
を意識して、「企業経営」「会計・ファイナンス」「経営情報」「国際経営」の 4 つの科目群
を中心にカリキュラムを構成した。2003 年のビジネス・イノベーション研究科の設置に伴い、
本研究科の教員の約半数がビジネス・イノベーション研究科の担当となったが、引き続き本研究
科の科目をも兼担で担当しているため、基本の科目構成は大きく変わっていない。現在、専任教
員は 12 名と少数であるが、外国人教員が 3 名、理系出身教員が 2 名等、多彩な顔ぶれとなって
おり、グローバル化、情報化、学際化の流れに対応している。
(2)博士前期課程
博士前期課程では上記の科目群に従い、通常科目と演習科目が開講されている。修了要件は、
2 年以上在籍し、講義科目 24 単位以上と演習科目 8 単位（ただし各学年 4 単位）以上を取得し、
修士論文の審査に合格することが条件となっている。
学際化の流れを意識し、幅広い講義科目を設置しつつ必修科目を設けていないため、学生はこ
れらの科目から興味あるものを選択、履修することにより幅広い知識を得ることが可能となって
いる。また、講義科目はセメスター制となっており、
短期の留学等にも対応が可能となっている。
一方、高度の専門的職業人の養成の実現するために、演習科目が重要な役割を果たしている。
演習科目では 2 年に渡り同一教授から指導を受けるため、特定の専門知識を深く学ぶことがで
きるようになっている。演習での指導を通して執筆された修士論文は、主査１名（指導教授）、
副査 2 名により審査され、博士前期課程修了に相応しい論文となるよう指導している。
学際的な関連知識や高度な専門知識を修得するために、学内他研究科や他大学院の講義を、
10 単位を上限に履修できる制度を設けている。中京大学内では他研究科授業科目履修制度を設
けており、教育上有益と認められる場合に他研究科の講義を履修することが可能である。また、
本研究科は、中部地区の 5 大学院 7 研究科が加入している「中部地区大学院商学・経営学系研
究科連絡協議会」に加入しており、他の加入大学院の講義の履修が可能である。
なお、本研究科は開かれた大学院をめざし、社会人学生の入学に門戸を開いていることから、
博士前期課程の講義は昼夜開講とした。社会人学生は夜開講の講義を選択することにより修了が
可能となっている。
(3)博士後期課程
本研究科の目的の 1 つである、「専門的研究者の養成」の実現のために博士課程が重要な役
割を担っている。博士課程では、博士前期課程の専任教員のうち、教授が講義を担当している。
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そのため開講科目が博士前期課程に比べ、少なくなっている。ただ、ビジネス・イノベーション
研究科専任教授の博士前期課程兼担教員は、博士課程の講義をも兼担しており、博士課程におい
ても幅広い分野から指導を受けることが可能となっている。
博士課程の修了要件は、博士課程に 3 年以上在籍し、12 単位以上を修得し、学位論文の審査
に合格することが条件である。講義は指導教授による研究指導が中心となっている。博士論文の
審査においては、主査 1 名（指導教授）、副査 2 名により審査されるが、研究科で審査に関す
る内規を設け、それに従い厳格な審査がなされることにより、質の高い学位論文を作り上げる仕
組みとなっている。現在、10 名の学位取得者を送り出しているが、その中には大学での教員ポ
ストを得た者、ビジネスに身を投じた者、あるいは実業界に入りながらも研究活動を続け、助成
金を得て研究書の出版を果たした者など、それぞれが研究者や職業人として活躍している。

点検・評価・長所と問題点
本研究科の科目は、経営学部とともにビジネス・イノベーション研究科の教員構成の影響を強
く受けることがカリキュラム運営の上での大きなネックである。これらの組織とは、教員採用の
際など連絡を密にしつつ、それぞれの学部、研究科のカリキュラムのニーズにあった教員を採用
するよう配慮している。本研究科の場合は、採用の際に「企業経営」「会計・ファイナンス」「経
営情報」「国際経営」のカリキュラムのバランスがとれるように考慮し、学生に適切な講義を提
供するよう心がけている。
本研究科では、研究科独自のカリキュラムの評価制度や検討組織を設けていないが、専任教員
の数が 12 名と小規模であることから研究科委員会で、必要に応じてカリキュラムの見直し等に
ついて柔軟に議論を行なっている。また 2005 年度から、学生研究支援担当の教員を立て、学生
からの意見を収集する仕組みを設けたことにより、今後、学生からの意見をも反映したカリキュ
ラム等の改善が期待される。

将来の改善・改革に向けた方策
近年、学部生時に経営学を専攻していない学生の入学が増えつつあり、そのような学生の指導
が課題となっている。経営学部と協力しつつ、学部講義の履修の義務化等を検討する必要がある。
また、留学生も増えつつあり、本研究科が目指す国際的人材の育成に向け、それらの学生への日
本語指導科目の設置を現在、検討中である。ただ、これらの付加的な科目を修了要件に含めるか
どうかについては慎重に議論していく必要がある。
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７.

商学研究科

現状の説明
本研究科は、大学院設置基準第３条に基づき、博士前期課程（修士課程）においては、
「広
い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専
門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的」に、比較的多彩な特
殊講義と演習を、そして博士後期課程では大学院設置基準第４条に基づき、「専攻分野につ
いて研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事する
に必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的」に、演習科目
を設置している。教育課程の特色としては、学内に経済学研究科と経営学研究科も並置さ
れている状況下で、商学研究科としては会計学分野とマーケテイングの分野に比重を置い
ていることである。
カリキュラムは以下の通りである。
【博士前期課程（修士課程）
】
・ 特殊講義：国際マーケテイング論、消費・物質文明論、比較経済体制論、労務管理論、
流通論、都市経済論、広告論、原価計算論、簿記原理、財務諸表論、管理会計論、監査
論、経営管理論、商業経済論、商業経営論、マーケテイング・マネジメント論
・ 演習：国際マーケテイング論、消費・物質文明論、比較経済体制論、労務管理論、流通
論、都市経済論、広告論、会計学、商業経営論、マーケテイング・マネジメント論
【博士後期課程：研究指導（含演習）】
・ 国際マーケテイング論、消費物質文明論、比較経済論、労務管理論、流通論、都市経済
論、広告論、会計学Ⅰ、会計学Ⅱ、会計学Ⅲ、会計学Ⅳ、商業経営論、マーケテイング･
マネジメント論

点検・評価 長所と問題点
カリキュラムの特徴は会計学分野とマーケテイング分野を重視している点である。これ
は学内に３つの経済科学系の研究科が設置されている下で、本研究科の特色となっている。
また指導教員制を採用し、博士前期課程（修士課程）の１年次より指導教員による演習を
開いている。隣接諸科学のカリキュラム面での充実が望まれるが、経済、経営の両研究科
への聴講や履修によって対応している。

将来の改善・改革に向けた方向
本研究科の母体学部である商学部が総合政策学部へと改組転換され、２００５年度入試
より商学部の学生募集を停止した。今後、商学研究科を学部を持たない独立研究科とすべ
きか、それとも総合政策学部を基礎とする新たな研究科に改組すべきか、という将来構想
の早急な確定が必要である。したがってここでは、どのような将来構想となろうが、指導
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教員制の維持と隣接分野の履修をカリキュラム的に保障する体制を方向として確認したい。
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８.情報科学研究科
博士前期課程
【情報科学専攻】

現状の説明
情報科学専攻では、理念に基づき４つの教育・研究分野を配置している。まずネットワ
ークを含めたコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの基礎に関連する計算機シ
ステム系、数値処理、データ処理を含めてソフトウェアの開発論や設計論を扱う情報処理
システム系、そして画像処理、コンピュータビジョンといった人間的要素を反映した画像
情報処理系、さらに知能情報や視覚情報といった人間の知的活動まで踏み込んだ知能情報
処理系からなる。これらは、当初の理念である生きた情報素材としての人間を扱うことに
対応しており、基礎から応用までを含むことにより、社会からの要請とも言える高度な専
門能力を発揮できる人材の育成を可能にしている。
具体的なカリキュラムとしては、専攻に所属する教員を上記の４つの分野に分類し、教
育目標における「基礎教育の重要性」に対応して、各分野におけるいわば大学院としての
基礎を複数教員で講義する「特論」がある。一方、教育目標における「最先端知識・技術
の修得」に対応して、その分野における応用的側面を各教員が講義する「セミナー」が配
置されている。これ以外にも「特別講義」が用意され、時代の先端的な話題を提供できる。
さらに他専攻で開設される講義も履修することができる。また「情報科学特別実験及び演
習」はいわゆる修士論文の研究指導に対応し、教育目標の「自ら進んで調査・研究する」
ことを具体化している。
これらのカリキュラムにより、大学院設置基準第３条第１項との関係では、複数の分野
における基礎から応用までの講義により、広い視野に立って清深な学識を授けることがで
き、これらの講義に加えた研究指導により、専攻分野における研究能力又は高度の専門性
を要する職業等に必要な高度の能力を養うという博士前期課程の目的に適合すると言える。
この４つの分野への教員分類は学部におけるカリキュラムに連動しており、学部におけ
る学科固有科目の配置の系列に対応している。講義科目も学部のカリキュラム策定の段階
で、大学院で講義することが適切とした科目が配置されているなど、学部４年－博士前期
課程２年の６年一貫教育さえも意識した科目配置となっている。また事実上、学部におけ
るゼミ担当教員が多くの場合、大学院における指導教員となっている。これらのことから、
研究科における教育内容は、学士課程での教育内容に基礎を置きつつ、高度な研究能力を
養うためにそれらを発展させた内容となっている。
授業のうち、「特論」は４つの分野の教員が大学院における基礎的事項を中心に複数によ
る講義形式で行なわれる。これに対して、「セミナー」は各教員がその分野における応用的
側面を中心に特定のテキストあるいは論文集など選んで、いわゆる輪講形式で、学生の発
表を中心に進められる。「特論」においては、学部では学ぶことができない知識を身に付け
ることができる。「セミナー」では、与えられた題材に対する調査、調査結果の発表、それ
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に対する討論といった段階を踏まえることにより、調査方法、発表方法、評価と討論の手
法などを学ぶことができ、これらはそのまま修士論文作成過程に活かされる。さらに「実
験及び演習」のいわゆる研究指導の時間においては、研究テーマの選択に始まり、テーマ
に沿った研究開発、研究成果の発表、評価と討論といった段階によって、修士論文を完成
させることを大きな目標として、様々なレベルでの教育、研究の機会を与えることができ、
適切な指導を行なうことができる。時間割上、
「実験及び演習」の時間帯は１週に１コマと
なっているが、実際の教員が指導に費やす時間は、それよりもはるかに多量である。
これらの科目の履修指導としては、まずは指導教員が所属する分野を中心に「特論」や
「セミナー」を履修し、その他学生の興味のある他の分野について、さらには他専攻の科
目について、指導教員との相談の上、履修を決定している。特に「実験及び演習」は事実
上、必修であり実質的な研究指導なので、各指導教員が個人に対して多くの時間と労力を
与える充実した指導となっている。
なお国内外の大学との単位互換は実施していない。社会人、留学生に対する教育課程編
成、教育研究指導については特別な配慮を行なってはいないが、留学生の入学（学部段階
から）実績はある。

点検・評価 長所と問題点
研究科の教育課程により、学部では行い得ない高度な教育が可能であり、講義によって
は指導教員以外からの指導を得ることができるなど、広い視野に立った学識を授けること
ができる。またこれらの教育内容が自然に研究活動に直結して成果を挙げており、修士論
文研究の充実につながっており、学会発表などの研究活動を通じて、高度や研究能力、職
業上の能力を養うことが可能である。
「特論」や「セミナー」などの教育課程において獲得した研究方法や指導教員の個別の
指導方法が修士論文の作成や発表に活かされるという点においては、研究指導方法は効果
を挙げていると言える。
博士前期課程においては、教育に重点を置くべきか、研究に重点を置くべきかという議
論が以前から有り、開設当初に比較すれば、教育に重点を置きつつあるといえる。６年一
貫教育という視点を示したが、学部からの博士前期課程への進学率が決して高くないため
に本学的な実施はまだ困難である。また組織的、体系的なカリキュラム作りという視点か
らは、学部に比較して、不足している面があることも事実である。

将来の改善・改革に向けた方策
博士前期課程において、教育に重点をおいたカリキュラム策定のためにも進学率の向上
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が必要であり、そのためにも大学院での講義で自分に何か身につくという実感を与えるこ
とも求められ、そのためには組織的、体系的な魅力あるカリキュラム作りが必要となる。
さらには社会人、留学生などの受け入れ体制を整備することにより多様な学生を受け入
れる方策、他大学との単位互換制度を導入することにより他大学研究科の学生に本学研究
科の魅力を知ってもらうなどの方策も求められる。

【認知科学専攻】

現状の説明
認知科学専攻では、広い視野から人間や機械の知能の本質を究め、そこで得られた知見を
現実の社会での問題解決、例えば知的情報システムや学習教育環境の実現、使い易い情報
機器の設計などに役立てることができる高い専門性を持つ人材の育成を目的として、1994
年に設置された。その後、現場での教育経験を踏まえて、教育効果を上げるために、何回
かのカリキュラム改定を行い現在に至っている。
認知科学専攻のカリキュラムは以下に述べるように構成され、基礎から応用に渉る科目
群と実践的な研究指導、演習によって、広い視野と深い学識を授け、大学院設置基準第 3
条第 1 項の要請を満たすべく構成されている。
具体的には、4 つの科目群、即ち「認知科学基礎」、
「認知システム科学」
、「認知工学」、
「認知社会科学」を主として構成されている。このうち、「認知科学基礎」は教育目標にお
ける「基礎教育の重要性」に対応し、「認知システム科学」、「認知工学」
、「認知社会科学」
は教育目標における「最先端知識・技術の修得」に対応している。「認知科学基礎」の科目
では、人間の知能だけでなく機械の知能まで、幅広い知能の基礎的な諸問題について総合
的な視野から学び、認知科学の高度な専門性の基礎を養う。特に、知能を実現する上での
不可欠の基礎である言語については、言語学理論から人の音声処理過程まで、広い視野か
ら深く学ぶことを可能にする科目が用意されている。次に、「認知システム科学」の科目群
には人工知能など高度な知的情報システムを実現するための理論的基礎と実践的技術を獲
得するための科目が用意されている。ここでも、知能の中核をなす言語については、理論
から自然言語処理システムの実現技術まで深く学ぶことができるように科目が配置されて
いる。「認知工学」の科目群では人や機械の知能についての知見を現実の問題を解決するた
めの実践的な力に重点を置いた科目が用意されている。特に、情報機器など道具の使い易
さの設計と優れた教育学習環境の実現のために、認知科学の素養が求められており、この
分野での実践的な力を養うことを目指す。知能の研究を中心とする認知科学を発展させ、
その成果を実践に生かすためには社会科学的な視点が不可欠である。「認知社会科学」の科
目群には知能を取り巻く社会環境、人や集団の相互作用、会話や対話などの社会行動の分
析、社会の中での知識とその獲得などの科目が用意されており、社会的文脈の中で、現実
の知能を捉える力を養うことが可能になっている。また、4 つの科目群の他に、修士課程を
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通して、修士論文の研究に向けた指導のための「認知科学特別実験及び演習」が用意され
ている。これは教育目標における「自ら進んで調査・研究する」ことに対応する。さらに、
上記のカリキュラムを補う必要がある場合に応じられるよう、
「認知科学特別講義」が設け
られ、カリキュラムの柔軟な運用を可能にしている。
上記の認知科学専攻のカリキュラムは情報理工学部情報知能学科のカリキュラムの延長
上に位置づけられており、学部の認知専攻に対応する情報知能学科からの進学者がより専
門的な素養を身につけることを可能にする。一方、認知科学専攻のカリキュラムはその内
容から情報認知専攻の博士後期課程でさらに高度な専門性を磨くための基礎となるものに
なっている。
上記の４つの科目群を構成する科目は「セミナー」と「特論」に分けられる。それぞれ
の科目群には科目群の名前を冠した特論が設けられ、そこでは科目群に対応する基本的な
内容が取り上げられて講義される。「特論」は複数の教員が担当することができるように
なっており、特に科目群に共通する基本的な内容を広く効率的に授けるために用意されて
いる。
認知科学専攻の教育では修士論文の作成に向けた個別的な研究指導と少人数の「セミナ
ー」による現実の課題に密着した実践的な学習を重視しているが、一方で、上記の「特論」
などによる基礎的、基本的な内容の習得にも配慮している。そのため、入学時とその後も
適宜、指導教員を中心にして履修指導を行い、それぞれの学生の必要に応じて履修内容を
最適なものにするよう調整している。
上記の修士論文の作成に向けた指導は指導教員の個人指導だけでなく、教員のゼミにお
ける教育研究活動とも連携して行われることが普通であり、実践的な学習場面としてゼミ
の活動が生かされている。特に、リサーチミーティングの場での発表や議論、ゼミの中で
の研究活動における相互の学びあいなどによって研究グループという文化の中での学習が
重視されている。また、認知科学専攻を構成する教員の間で研究ミーティングも定期的に
行われ、ほぼ全員の認知科学専攻の学生がそこに参加することで、ゼミの中だけに限られ
ないより広い視野を得るための教育機会を得ている。修士論文に向けた研究活動のなかで
は修士論文の発表だけでなく、修士の研究の途中経過を発表するための中間発表の機会も
用意されている。さらに、学生は学会での発表も奨励されており、幅広い交流の中で専門
的な力を身につける機会が用意されている。

点検・評価・長所と問題点
認知科学を基本から深く学ぶためのカリキュラムと、修士論文に向けた研究を中心とした
実践的な学習活動を支えるさまざまな機会の元で、学生は活発に学んでおり、履修状況も
良好である。問題点を敢えて挙げるとすると、認知科学の内容が基礎から応用まで広い範
囲に渡り、学内外でのさまざまな実践的な研究活動も一方で行うために、院生生活が忙し
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くなりすぎることがある。このため、修士課程の修了に 2 年以上かける学生が出る場合が
ある。
本専攻が認知科学の専門性を育成するという他に類のない充実した教育学習機会を提供
しているということもあり、学部内部からの進学者だけでなく、外部からの進学者も少な
くない。しかし、国立大学などの進学機会が増えている影響もあり、進学者が減る傾向に
ある。内部からの進学者をさらに増やし、学外からの学生を広く受け入れることは今後の
本専攻の充実と発展のためにも必要であり今後の課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
教育カリキュラムについては、今後とも教育実践の結果を踏まえ、認知科学の広範な教育内容
を効果的に学び教育する環境を特に運用面からさらに改善していきたい。教員間の連携を現在以
上に活発にし、学生一人一人の勉学に目が行き届き、無理なく学べる指導ができるようにしてい
きたい。
私学における大学院への進学を困難にしている要因には大学院で専門性を培うことの価値につ
いての理解が行き渡っていないことが一つの要因になっていると考えられる。本専攻で学ぶこと
がその後の就職状況などを考えても、十分に魅力的であることについて、学部の学生が十分理解
できるように一人一人に対する働きかけも含めてその機会を増やして行きたい。一方で、本学以
外からの進学者を増やすためにも、本専攻の存在を多様な機会を使ってアピールしていきたい。
【メディア科学専攻】

現状の説明
メディア科学専攻は、本学情報科学部メディア科学科卒業生の進学希望者を受け入れる
ための機関として 2004 年 4 月に発足した。以降、情報科学専攻ならびに認知科学専攻とと
もに情報科学部の上位の研究教育機関としての役割を担うべく、教育内容、方針に関して
協調してその運営に努めてきた。特に情報媒体としてのＩＴ技術であるメディア技術の利
用法の探求を目指しつつ、既存専攻の教育内容と連携をとりながら効果的な教育を実践し
てきた。具体的には情報科学専攻と協調して以下のような教育カリキュラム上の工夫を行
っている。
教育目標の「基礎教育の重要性」に対応した基礎教育については、数人の教員グルー
プで構成され、４つの専門分野からなる「特論」を設定し、学生はそれらの分野から各自
の大学院における研究活動に必要となる基礎知識を講義形式で受講することができる。複
数の教員が担当することにより一つの講義内で幅広い内容を提供することができ、学生に
とっては短時間で多くの内容を習得できるため、効率の良い学習が可能となっている。
また、教育目標の「最先端の知識・技術の修得」に対応した基礎教育専門応用につい
ては、「セミナー」を設定し、講義形式だけでなく、輪講形式やプロジェクト形式などの
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対話的なスタイルを取り入れることにより、学生の自主的な活動を促している。それらは
修士論文との連携を高めることにもなり学生の研究意欲が向上する結果となっている。ま
た、情報科学研究科の提供する内容を受講することもできるためＩＴ技術に関する幅広い
専門分野の中から必要なものを選択して受講することが可能となっている。
さらに教育目標の「自ら進んで調査・研究する」ことに対応した基礎教育「実験及び
演習」では、「特論」、「セミナー」で養われた基礎力をもとに、具体的な研究テーマに
ついて研究活動を実践する機会を与えている。本専攻の教員はＩＴ技術の教育者のみでな
く芸術分野の専門家、ビジネスの実戦経験者により構成されており、ＩＴ技術を利用した
新しい表現手法の確立や社会応用を推進するに相応しい教育環境を提供している。

点検・評価・長所と問題点
「特論」、「セミナー」を通じて習得した内容で研究活動を行うという一貫した教育
内容は、効果的に機能していると考えられ、ある程度の成果は得られている。また、幅広
い分野にわたる教育環境の提供により学生はＩＴ分野において比較的各自の希望する専門
を選択することが可能であり、多彩な研究活動を推進する上で適した環境を適用している
といえる。
しかしながら、現状では学部からの進学率は決して高くなく、またすべての学生が対
外的な研究発表を行うなどのレベルに達するには至っていない。多くの場合、学生が高度
な専門を習得するのに時間を要し、研究成果のプレゼンテーション能力を養うなどの、研
究活動を推進する上で要求される包括的な能力を身につけるに至らない結果となってしま
っている。

将来の改善・改革に向けた方策
学生に長期的なスケジューリングや定期的な活動報告を義務付けるなどの方策が必要
である。また、研究活動の意義を高めるためには学内で閉鎖的になりがちな研究環境のみ
でなく、インターンシップ活動など社会とのかかわりを持たせることが重要であると考え
られる。
【認知科学専攻(通信教育課程)】

現状の説明
認知科学専攻（通信教育課程）は、2002 年、広く社会の中で仕事上認知科学を必要と
する人々に対して、それらの人々が現場を離れることなく認知科学を学ぶことができる場
として開設された。現代の IT 社会をうまく機能させるためには、人の知覚や問題解決、自
然言語処理、推論、判断、学習、社会的行動から道具の使用など、人の認知的な活動の特
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性を正確に理解しておく必要がある。本課程は学校や専門教育機関、
教育に関わる IT 開発、
製品開発上でのユーザビリティ関連業務など、中でも認知科学が貢献できる度合いが高い
と考えられる分野で働く人々が、弁場で実践的に直面する課題をテーマに、認知科学の基
礎を学びつつそれぞれの抱える課題への解決の糸口を捉えるための研究活動を開始するこ
とができるよう支援することを目的としている。このようなアプローチは、現実社会での
課題解決への志向が強い認知科学が広く人々に共有され、その結果認知科学研究の質が高
まってゆくためにも必然的なものだと考えられる。
本課程のカリキュラムは、上記の目的に合わせて、現実的社会的に必要とされる認知
科学を基礎から効率よく学べると同時に、学生個々人がもつ研究テーマとの整合性を保て
るよう工夫されている。これは教育目標における「基礎教育の重要性」および「最先端の
知識・技術」を反映したものとなっている。「認知科学基礎」｢学びの科学｣「情報社会論」
｢感情と認知｣｢意味とコミュニケーションの科学｣など、人の日常的な認知過程の理解に直
結する科目群、「文化心理学」「意識･行動発生論」｢デジタル社会･文明論｣など社会と人
の関わりをより専門的な視野から捉え自らの研究への新しい視座を得るための科目群に加
えて、「ユーザビリティ評価論」｢感性デザイン論｣「学習環境のデザインと評価」など具
体的な研究テーマについての視点と研究能力を磨くことのできる科目群が用意されている。
また、これら内容に特化した科目とは別に、2 年間で自らの課題を一つの研究として仕上げ
てゆくための科目として｢認知過程観察分析法｣「授業・インターフェイス分析１」「同２」
「論文作成指導」が設けられている。これは教育目標における「自ら進んで調査・研究す
る」ことに対応している。

点検・評価・長所と問題点
受講した科目の内容については、終了後に学生の意見を聞くなどの形で大きな問題点
がないか常時検討を加えている。同じ科目であっても年度ごとに担当教員が教材を作り変
えるなどの努力もされており、カリキュラムそのものに関して、いまのところ大きな問題
点は見出されていない。予見される問題点としては、今後入学生の数が増えた場合、それ
ぞれの研究テーマに即した内容をカバーするために必要な科目が増える可能性が考えられ
る。

将来の改善・改革に向けた方策
カリキュラムに関しては、これまでのところ順調に運用されてきている。開設後５年を
経ているため、今後は学生の研究上のニーズを慎重に見極めて、変更が必要なところは変
更すべきであろう。また、社会的な要請にあわせた新しい科目の開設も検討を始めている。
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博士後期課程
【情報認知科学専攻】

現状の説明
情報認知科学専攻では、理念・目的に基づき情報科学および認知科学の両分野に関し、
基礎、計算論、システム、社会科学の視点から深い洞察を行う「特論」を設け、本専攻の
学生は研究分野に対応して適切な科目を選択でき、必要な知識・知見を得るようになって
いる。さらに専門以外の分野についても選択学習により、本専攻の特徴的理念である学際
的教育研究のための学習ができるよう配慮してある。これらは教育目標における「研究者
として備えるべき知識・技術の教育」に対応する。
次に情報認知科学に関する「特殊演習」を設け、主に指導教員によるマンツーマン型
により、研究および論文作成が順調に進むよう指導している。また、情報科学部・情報科
学研究科・人工知能高等研究所が連携して進めている産学連携活動における共同研究や委
託研究などにもできるだけ参画させ、実世界の問題にも目を向けるようにさせている。さ
らに、研究の途中成果は、逐次適切な学術研究会での発表や学術雑誌への論文投稿により、
外部からの評価を受けることにより、第三者からの助言・指導なども得るようにしている。
これらは教育目標における「自立した研究者となるための能力」に対応している。
以上の教育・研究指導内容により、大学院設置基準第４条第１項に示される専攻分野
について、研究者として自立して研究活動を行う能力が育成される。
なお国内外の大学院との単位互換は実施していない。また社会人、留学生に対する教
育課程編成、教育研究指導については、博士後期課程の場合は、研究活動が主体で、すで
に自立的活動が行える状態であると判断し、特別な配慮を行なってはいない。

点検・評価・長所と問題点
情報認知科学専攻の教育課程では、情報と認知両分野に関する「特論」により、コン
ピュータと人間に関わる幅広い視点からの学識を習得することができる。また産学連携活
動とのリンクにより、実世界問題にも目を向ける研究環境が備わっていることも大きな長
所と言える。
しかし、上記の長所が現在まで十分には生かされていないことが問題である。現在は
情報科学と認知科学の研究は別々に行われていることが多い。このため特徴的理念である
学際性を学生が学べる機会が乏しく、改善工夫が望まれる。また産学連携も現在はやや停
滞気味であり、実世界の問題を研究者の卵が学べる機会が少ない。これは産学連携の活発
化が大きな課題と言える
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将来の改善・改革に向けた方策
情報科学と認知科学分野の融合的研究強化は、まず教員自身の意識改革が必要である。
今後そのための具体策を考え、推進してゆきたい。リエゾンオフィスを窓口とし人工知能
高等研究所の活動をさらに活発化した産学連携強化により、実世界の問題にも明るい研究
者育成を目指す。
【メディア科学専攻】

現状の説明
メディア科学研究科博士後期課程は、同博士前期課程修了生の進学希望者を受け入れ
るための機関として 2006 年 4 月に発足した。そこでは、博士前期課程で習得した情報メデ
ィア技術のノウハウをもとに実践レベルでの研究・開発が行える研究者の育成を目的とし
ている。特にメディア技術の工学、芸術分野の幅広い分野を対象としている点は、多種の
専門知識をコーディネートできる能力が要求される。その習得は容易ではないが、そのよ
うな経験を積ませることは専門家養成とともに社会人育成にもつながっている。本課程は
発足して間もないが、そのカリキュラム構成には既存専攻で築かれた教育ノウハウを生か
されている。これらのカリキュラム構成に関して、教育目標が反映されている。

点検・評価・長所と問題点
本課程は発足して半年ほど経過したが、初年度に定員を超える入学者があり、研究指導
も順調に進んでいる。現在のカリキュラムの有効性について、今後も点検・評価を継続し
て行っていく予定である。

将来の改善・改革に向けた方策
博士前期課程同様、研究活動の意義を高めるためには学内で閉鎖的になりがちな研究環
境のみでなく、インターンシップ活動など社会とのかかわりを持たせることが重要である
と考えられる。そのような活動もカリキュラムの要素として取り入れていく予定である。
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9. 体育学研究科
■大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的ならびに学校教育法 65 条、大学
院設置基準第 3 条第 1 項、同第 4 条第 1 項との関連

現状の説明
修士課程の目的は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力ま
たは高度の専門性を要する職業などに必要な能力を養うことにある。一方、博士課程にお
いては、研究者として自立して研究を遂行できる能力と共に、高度に専門的な業務に従事
するに必要な研究能力およびその基礎となる学識を養うことを目的としている。体育学研
究科においては、スポーツ科学の多面性・複合性を考慮して、
「スポーツ文化・社会科学系」
「スポーツ認知・行動科学系」
「スポーツ生理学系」
「健康科学系」「応用スポーツ科学系」
の５つの異なる系（教育研究組織）に分けてカリキュラムを編成している。修士課程の学
生は、これら 5 つの系をベースに幅広くスポーツ科学を学びつつ、個々の専門性を高めて
いる。また、博士課程の学生は、それぞれの所属系における研究セミナーや指導教員によ
る個人ベースの研究指導を中心として、自立した研究者への研鑽を積んでいる。

点検・評価 長所と問題点
修士課程における授業科目数は、5 つの系それぞれと各系共通の科目あわせて 53 科目と
比較的数多く提供されている。その意味では、できるだけ多彩な科目を提供するという研
究科のねらいは実現されていると言える。また博士課程においても、これら 5 つの系毎に
教育・研究の指導体制が確立されており、スポーツについての十分な見識と高度な専門性
をもった自立した研究者の養成が進んでいる。

将来の改善・改革に向けた方策
スポーツや運動、健康に対する社会的なニーズはこれまで以上に大きく、また多様にな
りつつある。体育学研究科においては、このような社会的要請を鋭く感知して、専門分野
としての体育・スポーツのあり方を模索し、教育内容やその編成について吟味・洗練させ
ていくことが必要である（別紙Ⅰ、Ⅱ参照のこと）
。
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■「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を
要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性

現状の説明
修士課程のカリキュラムでは、スポーツ文化・社会科学系 14 科目、スポーツ認知・行動
科学系 8 科目、スポーツ生理学系 10 科目、健康科学系 8 科目、応用スポーツ科学系 10 科
目、以上計 50 科目（「研究セミナー」
「研究指導」を含む）に加え、研究方法に関する共通
科目 3 科目が提供されている。バラエティに富んだ科目構成であり、スポーツという事象
の多面性や研究アプローチの多様性を学び、かつ個々の研究トピックについては指導教員
の下にこれを深く掘り下げるという比較的整った環境にある。修了者については、一般企
業や公務員、中高の学校教員、さらには博士後期課程への進学と、幅広いキャリアの道を
進んでいる。

点検・評価 長所と問題点
バラエティに富んだカリキュラム構成という点では、これまでの授業の実践や学
生の反応等からみても、ある程度の評価は得られている。しかし、各系での開講科目
の充実に伴い、科目履修が所属系科目に過度に偏る問題もみられるようになった。こ
のようなケースは、複合領域としてのスポーツ科学の理解を妨げることにもなりかね
ない。また、研究科のカリキュラム本来の主旨にも反することになる。したがって、
修士課程の学生には所属系以外からの科目履修（10 単位）を義務づけるとともに、
指導教員による履修アドバイスや年度初めの教務ガイダンス等を通して、その徹底を
図っている。
カリキュラムの見直しは検討すべき重要な課題である。現行の修士課程カリキュ
ラムは、1995 年（平成 7 年）4 月に改訂されたものであり、以後授業科目の追加が
行われているものの、枠組み自体には大きな変化はない。この枠組みは基本的に研究
者養成型として捉えられるものである。修了生の中には博士後期課程へと進学し、大
学教員やその他の研究職に就いて活躍する者も少なくない。その点では、それなりの
実績をあげてきたと言うことができる。しかしながら、今日では修士課程への社会的
な期待も変化し、他大学の大学院設置状況も大きく変わりつつあるのが現状である。
このような中で、研究者養成を軸にプログラムを展開してきた本研究科もそのあり方
について再検討を要する時期にきているように思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
修士課程については、従来のように博士後期課程への導入としての役割とともに、
実務をより重視したプログラムの充実を図る必要があると思われる。近年の修士課程
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修了者の就職状況や現役学生のキャリア意識等から判断しても、より高度な実務的専
門性を備えた職業人養成への期待は高い。具体的には、教職関連プログラムや競技力
向上、競技者支援プログラム等への期待は大きいように思われる。これらのニーズに
応えるべく、関連資源の積極的な活用を図っていく必要がある。
■「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に
専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を
養う」という博士課程の目的への整合性

現状の説明
本学の体育学研究科は、体育学分野において私立大学としてはわが国で初めての博
士課程を誕生させている（1987 年）。以来、当該分野ではパイオニア的立場を維持し
ており、博士前期課程・博士後期課程ともにコンスタントに入学定員を充足する状況
を保ち、今日に至っている。1990 年に初めての課程博士の学位（体育学）が授与さ
れてから 2005 年度に至るまでに、本研究科から 28 の課程博士と 13 の論文博士、併
せて全 41 の博士号が授与されている。また、本研究科の修士・博士課程修了者のう
ち 40 数名が全国の国公立大学、私立大学において教員又は研究者としての職に就き
活躍をしている（別紙 博士学論文請求論文リスト参照）
。

点検・評価 長所と問題点
博士課程設置時からコンスタントに学生を受け入れてきた実績、および最終的な目
標である博士の学位を人文社会と自然科学の幅広い分野において授与してきた実績
からみると、これまでのところ体育学研究科博士課程の目的は順調に達成されてきた
と判断できる。しかし、近年では他大学にも体育学あるいはスポーツ科学を専門とす
る博士課程等の設置も相次いでおり、先駆的な役割を果たしてきた当該研究科の位置
づけも微妙に変化しつつある。こうした変化は新規学生のリクルートやその他プログ
ラムのあり方にも影響を与えつつある。

将来の改善・改革に向けた方策
自立した研究者の育成は大学院研究科の大きな使命である。この点に関して体育
学研究科は、その実績と伝統を踏まえつつ、更なる改善を図っていかなければなら
ない。教員の増員等、組織としての量的な拡大が困難な今日、現行資源を活用して
如何に質的な改善を図るかが問われている。また同時に優秀な学生を如何に確保す
るのかということも重要な問題である。特に博士後期課程の学生については、これ
まで他大学院修士課程修了者を比較的多く受け入れてきた実績があるが、他大学で
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の博士課程設置が進めば、これまでと同じ実績を残すことは容易ではなくなるであ
ろう。優秀な学生の確保に関しては、学内外の両ルートについてこれまで以上に検
討していく必要がある。

■学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育
内容適切性及び両者の関係

現状の説明
体育学研究科の教育内容は、基本的には、体育科学・スポーツ科学・健康科学を標榜す
る学部教育（体育学部）の延長上にある。学部では幅広い知識の修得と専門領域における
洞察力を身につけるのが目的であるのに対して、大学院研究科ではそれをより深めた形で
更なる専門性を身につけ、ひいては自立して研究活動等に従事できるような教育内容が問
われている。大学院入学者についてみてみれば、学部から大学院へと進学した学生も少な
くはない。しかしながら、学部教育の立場からみてみるならば、大学院進学者は未だに極
めて少数派と言える。また、学部生が大学院や大学院教育の機会について十分に理解して
いるかと言えば、必ずしもそうでないのが現状である。

点検・評価 長所と問題点
教育内容という点からは、互いに延長線上にありながら、一線を画しているのが学部と
大学院教育の実情である。研究科としても学部生を対象に積極的に大学院教育に対する理
解を求めるという努力は、必ずしも十分であったとは言えない。これまで本研究科所属学
生の半数近くを他大学や他学部修了者が占めてきた。これはある意味では、様々な分野か
ら意欲ある優秀な学生を確保してきた実績であるとも考えられる。今後はこのような実績
をふまえつつ、さらに学部生に対して大学院教育への理解を広めていく努力が必要かと思
われる。

将来の改善・改革に向けた方策
優秀な学部生を大学院に向かい入れることは、学生個人にとっても、また研究科にとっ
ても有益なことである。その意味で、学部生の大学院教育に対する理解を深めることによ
り、入学希望者増につなげていくような努力も必要である。体育学研究科では近年、そう
した努力の一環として、大学院の授業やセミナーについて学部生の参観を認めたり、英語
を主体とした学部の授業（例「比較体育学演習」）を大学院担当教員が担当したり、大学院
ガイダンスを開催したりと、取り組む体制を築きつつある。このような体制を更に洗練さ
せていくことは、当面重要な課題といえる。
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■修士課程・博士（後期）課程の教育内容の適切性及び両者の関係

現状の説明
修士課程においては、幅広い科目履修ができるよう開講科目数を多く設定している。学
生はこのような科目履修からスポーツ科学分野の広い視野を獲得するとともに、
「研究セミ
ナー」と個別の「研究指導」を通して研究能力を養っている。一方、博士（後期）課程に
おいては、学生一人一人が修士課程での成果を踏まえて、より絞り込んだ研究トピックと
内容で学習・研究活動が展開できるよう配慮されている。そのため、開講科目数は少なめ
に押さえられており、各系から提供される「特殊講義」「研究セミナー」「研究指導」から
成る。このうち、「特殊講義」は各系の複数の担当教員がオムニバス的に講義する形式の授
業であり、各教員がそれぞれ専門とする分野の最新のトピックや研究課題等を講義してい
る。内容的には、修士課程での科目内容を考慮したものであり、それぞれ発展的、補完的
な意味合いをもたせている。

点検・評価 長所と問題点
博士課程の内容は、個別の研究指導が中心となる。科目履修については修士課程の内容
を更に発展・昇華させた形をとっており、個人的な研究への関心をより広い視野から捉え
る体制作りがなされている。その点では、修士課程・博士課程のカリキュラムは、相互に
補完するような形をとっており、修士課程から博士課程へ流れも比較的スムースと言える。
今後は、研究者養成とともに、高度な専門家を養成するというニーズへの対応がより問わ
れてくるかと思われる。その場合、特に修士課程において、より実践性をもった講義内容
を充実させるなど、体制整備の検討が不可欠である。

将来の改善・改革に向けた方策
従来から研究科の目標として自立した研究者と高度な専門家の養成が掲げられてきた。
しかし、実質的なカリキュラムの編成や運営については、研究者養成的な立場をとってき
たのが現状である。体育・スポーツ分野のより高度な専門家養成については、まず修士課
程における教育内容や既存プログラムの提供のし方を再検討することが必要である。また、
教員の資質向上や競技力向上及び競技者支援プログラム等、社会的なニーズを踏まえた新
たなプログラムの提供等も視野に入れていかねばならない。
■博士課程（一貫性）の教育課程における教育内容の適切性

現状の説明
体育学研究科のカリキュラムは、2 年間の博士前期課程（修士課程）の上に 3 年間の博士
後期課程（博士課程）を積み上げる方式をとっている。研究科全体は 5 つの学問分野（系）
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からなる組織となっており、学生は何れかの系に所属して学習や研究活動に励んでいる。
各系においては、修士・博士それぞれに授業科目が独立して設定されているが、
「研究セミ
ナー」に関しては修士・博士の両学生が同席して、所属系教員全員が参加の下に進められ
ている。このような形式の下、修士・博士両課程の学生はそれぞれに意見を交換し合い、
研究的な関心を深めていくことが可能である。修士課程から博士課程への進学は殆どの場
合、同じ所属系からであり、研究指導も担当教員が継続して行うことが多い。しかし、希
にではあるが、学生の研究的関心を一層充実させることを目的に別の教員が担当すること
もある。

点検・評価 長所と問題点
博士後期課程の目標は自立した研究者の養成にあるが、当該研究科のプログラムは全体
（前期・後期課程共）として研究者養成型として捉えられる。その意味では、博士前期・
後期課程の一貫性は良好に維持されていると言える。しかしながら、その一方で、特に前
期課程（修士課程）での実践的な専門家の養成という点に関しては改善すべき点もある。

将来の改善・改革に向けた方策
研究者養成という点では、引き続き、5 つの系を中心とした教育研究体制（組織）を維持
することが望ましいと思われる。しかしながら、今日期待されているより実務的な専門家
の養成という点からは、社会のニーズ等を勘案しながら、どのようなカリキュラム編成が
可能なのか、あるいは既存の開講科目についても内容的にどのような工夫が可能なのか等
検討していくことが必要である。
■国内外の大学等実施している単位互換方法の適切性

現状の説明
順天堂大学大学院体育学研究科と単位互換制度を実施しているが、大学間の距離的な問
題もあり、過去数年間、受け入れ・派遣ともに実績はない。中京大学内の他の研究科の開
講科目については、1996 年度より履修制度を実施している。この制度においては、当該研
究科の学生が他の研究科で履修した科目について、10 単位までを当該研究科の単位として
認めるというものである。また、学生が外国の大学院に留学した場合にも、同様の単位認
定が可能となっている。

点検・評価 長所と問題点
大学院の単位互換に関して、学生からの要望は少ない。しかしながら、学内外の他の研
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究機関の施設等を利用した共同研究の要望はあり、そのような要望に対しては個別に便宜
を図るようにしている。体育学・スポーツ科学が複合的な学問分野であることを反映して、
他研究科開講科目の履修を希望する学生も少なくない。

将来の改善・改革に向けた方策
体育学・スポーツ科学分野においては新たに設置された大学院研究科も少なくなく、プ
ログラムの内容もより多様になりつつある。このような状況の中で、単位互換に関する学
生の要望も高まるのではないかとも予想される。他大学との単位互換制度については、学
生のニーズをふまえながら積極的かつ慎重に検討してゆきたい。他研究科開講科目の履修
制度については、大学全体としてのシステムは確立されているので、それを更に有効活用
できるような方策を考えたい。
■社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮

現状の説明
社会人の受け入れについては、体育学研究科においても以前から実施されている。具体
的には入学試験において社会人枠を別個に設けている。しかし、カリキュラム編成自体や
履修ついては特別な対応はしていない。他の一般学生と同様に扱うことにしている。外国
人留学生についても、特別入試（外国語としての英語の代わりに日本語を科す等）を実施
するなどの配慮をしている。しかし、社会人同様に、カリキュラム編成や履修について特
別な対応はない。外国人留学生は、様々な事情や条件をもって研究科での勉学に臨んでお
り、実際には細やかな対応も必要となる。こうした細かい対応については、指導教員はじ
め各授業担当教員が臨機応変に対処している。また、留学生には、課外科目として少人数
で受講できる日本語講座を設けており、日本語能力の向上を図っている。

点検・評価 長所と問題点
社会人入学生については、個別の事情に配慮して指導しなければならないことが多い。
しかし、研究指導上とくに問題となったことはない。むしろ、目的意識、勉学意欲が高く、
経験も豊富なので、他の学生に対してもよい刺激となっている。
外国人留学生に関しては、基礎学力および日本語能力が不足しがちである。また、場合
によっては日本文化や生活システムへ適応問題もあり、勉学の進み具合がそれにより影響
されることもある。そのため、特に所定の期間内に博士の学位を取得することは困難とな
っている。またその傾向は人文・社会科学分野において強い。
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将来の改善・改革に向けた方策
外国人留学生については、更に基礎学力や日本語能力の向上を図る必要がある。ここ数
年、体育学部との連携において課外の日本語講座の充実を図ってきているが、結果として
全体に留学生の日本語運用能力は向上してきているように思われる。引き続いて、こうし
た講座の受講を促してゆきたい。また、研究セミナーや個別の研究指導においても、でき
るだけ文章作成や発表等の機会をつくるなど工夫していくことが必要か思われる。
■カリキュラムの趣旨・内容を具体的に実現するための研究指導の適切性

現状の説明
担当する指導教員が「研究指導」という授業科目を通して、修士論文または博士論文作
成のための指導を行っている。この指導は、学生個人の研究的関心や意向等を尊重しなが
ら、十分な話し合いの下に進められている。時間割的には週 1 コマの配当になっているが、
必要性がある場合には、この時間帯に限定せずに臨機応変に助言・指導の時間を割く体制
がとられている。これらの研究指導を中心に、学生は研究トピックの選定や研究デザイン
の設計、実施、レポート作成・報告に至るまで、研究者として必要な知識や技術等を習得
していく。また、学生が研究活動を進めていく中で「研究セミナー」も大きな役割を果た
している。研究セミナーは、系毎に修士・博士両課程の学生、系所属の全教員が参加して
行われるもので、研究発表や論文抄読、討論の機会を提供し、お互いの研究の幅を広げる
とともに、より客観的なものの見方や評価力を養うことに貢献している。

点検・評価 長所と問題点
修士課程・博士課程とも、研究活動の遂行においては研究計画書の作成を義務づけてい
る。研究指導では、これら研究計画書の作成から、研究実施、研究報告（論文）作成、学
術誌への投稿等に至るまで、その進捗状況を定期的にチェックし、必要な指導を行ってい
る。研究計画に関しては、修士・博士課程とも初年度中におおよその内容を詰めておくこ
とが要求される。しかし、作成後もある程度の変更が加えられることも少なくはない。特
に時間的な枠が短い修士課程での研究指導には臨機応変さが求められる。

将来の改善・改革に向けた方策
スポーツ科学の複合的な性質からしても、幅広い視野に立って自立して研究できること
が重要である。このような観点から、個別の「研究指導」と、よりパブリックな場として
の「研究セミナー」とのバランスは、修士・博士の両課程とも維持すべきものと考える。
また近年では修了生の進路も多様化してきている。今後は入学してくる学生がどのような
進路を考えているのかを把握し、それを教育研究面にも活かすことにより、より適切な指
導体制を構築できるよう検討したい。
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別表Ⅰ 体育学研究科
課 程

博士前期課程

博士前期課程

課 程

ス ポ ー ツ 原 論 研 究

2

2

ス ポ ー ツ 史 研 究

2

2

ス ポ ー ツ 経 営 学 研究

2

2

スポーツ社会学研究Ⅰ

2

2

スポーツ社会学研究Ⅱ

2

スポーツ法・経済学研究

2

ス ポ ー ツ 人 類 学 研究

2

ス ポ ー ツ 教 育 学 研究

2

ス ポ ー ツ 政 策 論 研究

2

スポーツジャーナリズム論研究

2

生 涯 ス ポ ー ツ 論 研究

2

授 業 科 目

育
学
専

スポーツ文化・
社会科学系

4

スポーツ文化・社会科学研究指
スポーツ認知行動論研究

2

4
2

臨床スポーツ心理論研究

2

2

実験スポーツ心理学研究

2

2

スポーツ行動計量論研究

2

幼 児 体 育 論 研 究

2

ス ポ ー ツ 加 齢 学 研究

2

2
2

コーチング論研究

2

2

トレーニング論研究

2

コンディショニング研究

2

バイオメカニクス研究

2

機能解剖学研究

2

スポーツ指導論研究

2
4
4

スポーツ科学研究法Ⅰ

2

2

スポーツ科学研究法Ⅱ

2

2

スポーツ科学研究法Ⅲ

2

2

注）研究セミナーおよび研究指導は分割認定可 。

別表Ⅱ 体育学研究科
系列

4

専

運 動 栄 養 学 研 究

2

2

運 動 生 理 学 研 究 Ⅰ

2

2

運 動 生 理 学 研 究 Ⅱ

2

2

運 動 生 理 学 研 究 Ⅲ

2

2

運 動 生 理 学 研 究 Ⅳ

2

運 動 生 理 学 研 究 Ⅴ

2

環 境 生 理 学 研 究

2
4

スポーツ生理学研究指導

4

ス ポ ー ツ 医 学 研 究

2

2

疫

究

2

2

究

2

2

労 働 衛 生 学 研 究

2

ス ポ ー ツ 衛 生 学 研究

2

健康科学研究セミナー

4

健 康 科 学 研 究 指 導

4
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科学系 通
健康科学系 応用ス
ポーツ 共

2

攻

2

専

健 康 科 学 系

ス ポ ー ツ 健 康 学 研究

学

ス ポーツ生 理学 研究セミ ナー

・行動科学系 生理学系
スポーツ認知 スポーツ

2

育

2

体

スポーツ生理学系

攻

運 動 生 化 学 研 究

・
社会科学系
スポーツ文化

ス ポーツ認知 ・行 動科学研究指導

研

2
2

区 分
授 業 科 目

4

学

スポーツ測定学研究
スポーツバイオメカニクス研究

課 程

スポーツ認知・行動科学研究セミナー

康

演 習
選択単位

他 研 究 科 で開 設 の 授 業 科 目

専攻

学

行動科学系
スポーツ認知・

育

スポーツ社会科学研究セミナー

健

講 義
選択単位

応用スポーツ科学研究セミナー
共通
各系

攻

体

4

研

区 分

応用スポーツ科学研究指導

スポーツ文化科学研究セミナー

学

（修士課程）
授 業 科 目

応用スポーツ科学系

演 習
選択単位

体

講 義
選択単位

系列

区 分

専攻

系列

専攻

（修士課程）

博士前期課程
演
習
選択単位

スポーツ文化・社会科学特殊研究

4

スポーツ文化科学研究セミナー

6

スポーツ社会科学研究セミナー

6

スポーツ文化・社会科学研究指導

6

スポーツ認知・行動科学特殊研究

4

スポーツ心理学研究セミナー

6

スポーツ認知・行動科学研究指導

6

スポーツ生理学特殊研究

4

スポーツ生理学研究セミナー

6

スポーツ生理学研究指導

6

健康科学特殊研究

4

健康科学研究セミナー

6

健康科学研究指導

6

応用スポーツ科学特殊研究

4

応用スポーツ科学研究セミナー

6

応用スポーツ科学研究指導

6

他研究科で開設の授業科目

注）研究セミナーおよび研究指導は分割認定可 。
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博士学位請求論文
年度

種別

博士学位論文タイトル

2005 論文博士 体育・スポーツ事故に関する法学的研究
2005 論文博士 レクリエーションの専門志向化研究：ウインドサーフィン行動の定量・定性分析
2005 課程博士 中国における大学生の体格： 出身地域属性及び家庭の社会経済要因との関連
2004 課程博士 日本人競技者を対象としたスポーツ達成志向性に関する基礎的研究
2003 論文博士 ハイインパクトトレーニングが卵巣摘出ラットの骨におよぼす影響について
2003 課程博士 Expertise and Visual Information Processing in Sports
2002 課程博士 スポーツの社会化： スポーツの専門化過程におけるエージェントを中心として
2002 課程博士 舞楽における舞踊理論の展開
2002 課程博士 水中ウォーキング・水中ランニングの生理学的・バイオメカニクス的研究
2002 課程博士 中高年者のウォーキング実施に関わる要因の研究
2002 課程博士 越境スポーツ選手に関する研究
2002 論文博士 精密把握運動時の力発揮課程からみた運動の制御に関する研究
2002 課程博士 高齢者における水中運動の心理的効果に関する研究
2001 課程博士 スポーツ消費行動への社会化過程の研究
Associations of maternal physical activities with pregnancy outcomes: Focusing on low birthweight
2001 課程博士
preterm and small-for-gestational-age babies
A paradigmatic perspective for approaching research in Japanese physical education: The politics
2001 論文博士
of method and the production of knowledge as determinants of people's experience
EXOGENOUS CREATINE－Creatine Supplementation in Human: Metabolism Anabolic Effect and
2000 論文博士
Ergonomic Consequences on Athletes Performance
2000 課程博士 運動が血管内溶血におよぼす影響について
1999 課程博士 1930年代の日中関係とオリンピック・極東選手権競技大会
1999 課程博士 日本女子スポーツ連盟による女性スポーツ促進運動に関する研究
1999 課程博士 シンクロナイズド・スイミングの運動生理学的研究
1999 課程博士 スポーツ・運動場面における錯視に関する研究
1999 論文博士 スポーツ・レジャー産業の連関構造
1998 論文博士 低強度の有酸素性トレーニングが高齢高血圧患者の血圧および血清脂質に及ぼす影響
1997 論文博士 H反射法による上肢および下肢間の神経性連関について
1997 論文博士 期待・感情モデルによる体育研究における学習意欲の喚起に関する研究
1997 課程博士 サッカー選手のコンディショニングに関する研究
1996 課程博士 運動時の酸-塩基平衡調節について
1996 課程博士 身体活動のエネルギー消費量
1996 課程博士 大筋的系列動作のモデリングにおけるモデル提示角度の影響に関する研究
1996 論文博士 二重エネルギー吸収法からみた青年男女の身体組成の研究
1996 課程博士 水浸による微小重力環境暴露時のヒトの筋： 神経活動に関する研究
1995 課程博士 トライアスリートの呼吸循環系能力の特性および競技成績の規定因子に関する運動生理学的研究
1995 課程博士 高温、常温条件と脱水、非脱水の状態が漸増負荷運動における乳酸に及ぼす影響について
1995 課程博士 姿勢の平衡制御における視覚と前庭感覚との相互干渉に関する神経生理学的研究
1994 課程博士 競技動機に関する研究： 異文化間心理学の視点から
1994 論文博士 第一次世界大戦時日本国内のドイツ兵俘虜収容所における体育・スポーツ活動に関する研究
1993 課程博士 第12回オリンピック競技大会（東京大会）の中止に関する歴史的研究
1992 論文博士 台湾における国民レクリエーション活動の発展に関する研究
1990 課程博士 身体運動後のインスリン感受性の変動
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10.

ビジネス・イノベーション研究科

現状の説明
① 国際社会で通用する高度専門職業人育成のための教育課程の編成
ビジネス・イノベーション研究科の教育理念は、高度専門職業人の育成である。近年、グローバ
ル化および情報技術(IT)化の進展と共に社会経済システムの変化のスピードはさらに加速されて
きた。そのような社会の環境変化への対応として、社会人の専門職業能力を世界水準にまで高め
る教育の場の提供が、企業・国・地方自治体などの組織およびキャリアアップを目指す個人の双方
から強く求められている。ビジネス・イノベーション研究科のカリキュラムはこれに応えるものでなけ
ればならない。
大学の立地する中京地域は工業分野において大企業だけでなく中小企業の集積も高く、日本
の「ものつくり」のリーダー的な役割を演じて来た。しかしながら、冒頭で述べた経営環境の急激な
変化に対して今後も世界に通用する「ものつくり」を維持発展させるためには、「ものつくりの現場」
だけでなく商業、金融、情報サービスなどより幅広い産業や職能との連携が必須である。
このような必要性と当研究科の掲げる理念･目的･教育目標とに鑑み、国際社会に通用する高度専
門職業人を育成するために、環境、経済･産業･行政、財務･会計、マーケティング、人的資源、情
報技術、異文化理解、ビジネス・スキルなど多様な分野を包含する教育課程（カリキュラム）の提供
が企図されてきた。
さらには、これまでの大学院教育とは一線を画し、単なる知識の習得やあるいは学究にとどまら
ない、より実践性の高い講義・演習が織り込まれている。具体的には、各分野において企業・地方
自治体などの経営管理経験を有する客員教授による講義と学部横断的学内専任教員の講義を組
み合せたり、演習においては実務上の問題解決を図る「課題研究レポート」作成の他に「修士論
文」作成を選択したりすることも可能にしている。
平成 19 年４月から、中小企業診断士コースが開設(「中小企業診断士登録養成機関」として経
産省より認定を受けた)されるが、目下、それに向けて中小企業のケーススタディをコアとする新し
いカリキュラムを再編中である。
② 社会人である受講者への利便性・教育効果を高めるための教育課程制度の導入
働きながら受講する社会人の利便性を勘案して、年間を２期に分けたセメスター制度を
採用している。また、授業の開講時間帯も、働きながら通学することが可能なスケジュー
ルとして週日の夜間 18:30～21:40 と土曜日の終日 9:00～18:00 に限定している。
また、社会人経験が長いがゆえに却って基礎的な科目の補完的学習が必要な学生もいる。
その様な学生には、土曜日･日曜日に開講されるために履修もし易い放送大学の開講科目と
の単位互換制度を設定している。
その他に、いわゆる取得単位の対象外ではあるが、学内外の講師によるエグゼクティブ･
セミナーを随時土曜日の午後に開講し、教員と学生の相互研鑽の場としても活用されてい
る。
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点検・評価・長所と問題点
① 社会の多様なニーズに応える幅広い教育課程の編成
2006 年度現在は、リーダーシップ（当初の経営革新から呼称変更）、プロセス革新、財務
と会計、ベンチャー経営、経営環境という 5 つの専門分野と共通分野としてのビジネス・
スキルおよび演習（いわゆるゼミ）から構成されており、各分野を構成する講義科目は毎
年見直されてきた。見直しの理由としては、当研究科の理念･目的･教育目標の項にも謳われ
ている通り、特に学生の授業アンケートなどで希望の多く寄せられたビジネス･スキルの科目
を中心に追加・改定が行なわれている。一部の客員教授が高齢であるため、今後毎年交代
の必要性が高まることが予想される。演習に関しては、実務上の問題解決・所属組織への
提言などを課題研究として取り上げる学生が主流であった。一方で社会人に在っても学究
的修士論文の執筆を希望する学生も 3 分の 1 程度は居た。受講目的・修了後の進路などが
多様なことから、課題研究を基本とするものの、今後とも修士論文を選択できる道も残す
ことは必要であろう。なお、平成 19 年４月からは、中小企業診断士コースが開設されるた
め、現在、従来のＭＢＡコースに並存する新しいカリキュラムを編成中である。
② 社会人である受講者への利便性・教育効果を高めるための教育課程制度の導入
通年に比較して、セメスター制においては業務の繁閑を考慮したより柔軟な受講計画が
策定できていると見受けられる。当初既に週日夜間の開講スケジュールが過密になってい
たこともあるが、その後追加開講科目が土曜日に配当されるようになり、受講の利便性・
選択肢がより一層高められたものと思われる。
放送大学の単位互換制度は、その趣旨が不徹底であったこともあり、利用が限定的であ
った。エグゼクティブ･セミナーはこれまで 3 年間で 12 回開催され、毎回多くの学生が参
加し、取り上げたテーマについても学生から大変好評であった。なお、当初に企図された
企業･機関におけるフィールド・ワークの開催は未だ実現にいたっていない。

将来の改善・改革に向けた方策
① 社会の多様なニーズに応える幅広い教育課程の編成
経営環境はダイナミックに変貌を遂げており、また受講者の希望を反映するニーズも鑑
み、今後とも継続してより体系的に講義科目の定期的・計画的な入れ替えを行なう必要が
ある。
2007 年度開設の中小企業診断士コースに向けて配当科目の再編が検討されている。これ
を期に、従来の「ＭＢＡコース」については、個人別の受講目的をより的確に反映した履
修科目の構成に体系化していく必要がある。いまはゼミの開講が 2 年次からであるために、
初年度は成り行きで受講科目が選択される傾向にある。今後は、志願時の「研究計画書」
や本人のキャリア・パスなどを考慮し、また教授陣からの助言も受けた上で適切に科目選

－151－

Ⅲ．教育の内容・方法等

択ができる体制の導入が検討されるべきである。放送大学の単位互換制度も単に愛知学習
センターが当校内にあるという利便性だけではなく、必要と思われる学生に対しては教員
からも積極的な利用を推奨して行くべきである。
②社会人である受講者の利便性・教育効果を高めるための教育課程制度の導入
前述の「中小企業診断士コース」については、資格制度に沿ったカリキュラムに改定す
る検討をした。その満たすべき要件のひとつであるフィールド・ワークに準じたカリキュ
ラムの追加もその一環として予定されている。中小企業での企業実習と演習授業でのケー
ススタディ・ディスカッションのより活発化が、予定されている。なお、あくまでも補完
的な位置づけにあるエグゼクティブ･セミナーではあるが、経営者・管理者として各界で活
躍している卒業生による講演会などにも一部置き換えられつつある。今後も当初の趣旨を
生かしつつ、具体的な企画内容については必要に応じて変容させて行くことが望まれる。
さらには、各種研究機関や経済団体との連携によりケーススタディを豊富化し、教育・研
究上の社会的・実践的効果をより高めていく努力が必要である。
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11. 法務研究科
既述のように、法務研究科の具体的教育目標として掲げている
① 社会的正義を担う法曹養成
② 経済社会の要請に応える法曹養成
③ 研究能力をも有する法曹養成
は、教育課程（カリキュラム）に次のように反映されている。
【教育課程（カリキュラム）
・履修区分】

現状の説明
法務研究科では、理念・目的・教育目標を実現するために、司法制度改革の理想に近づ
きうるよう、法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分も合わせて実施するカリキ
ュラムを編成している。
具体的な内容の詳細は、カリキュラム表に譲るが、基本的構成としては、①法律基本科
目群、②実務基礎科目群、③基礎法学・隣接科目群、④展開・先端科目群、の４つの科目
群から構成している。
法律基本科目群は、法律基本科目分野と法律演習科目分野との二つに区分され、とくに
後者においては、ソクラテスメソッドやプロブレムメソッドの手法を取り入れて、専門職
養成に必要とされる教育手法の科目として編成されている。
実務基礎科目群では、１年次より、導入科目を配置しているとともに、模擬裁判・ロイ
ヤリング・リーガルクリニック等のシミュレーション科目を適切に配置している。そして、
実務科目においては、他の法科大学院と異なり、弁護士実務に偏ることなく、法曹三者に
関する養成教育科目を適切に編成している。
さらに、法学研究科、ビジネス・イノベーション研究科、心理学研究科との連携により、
基礎法学・隣接科目群の科目の充実を図っていることも、大きな特色である。

点検・評価・長所と問題点
法務研究科の教育課程は、理論と実務との架橋という法科大学院制度の理想にきわめて
近い編成となっており、その点では高い評価を与えることができる。また、実務基礎科目
の編成においては、導入科目およびシミュレーション科目の内容に関して、他法科大学院
に比して、きわめて理想的な編成となっている。
しかし、実際の授業進行により、認可申請時には想定できなかった各科目の履修負担度
のバラツキが生じており、科目間での部分的調整が余儀なくされているが、このような部
分的調整では、その歪みを修正し切れていない状況である。
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将来の改善・改革に向けた方策
現在、２００７年度施行を目指して、カリキュラム改革作業が進められており、上記問
題点の抜本的改革を進めている。掲げた理念・目的・教育目標を真に実践できる教育課程
の再編成を２００７年度より、実現できるものと考えている。
とくに、法律基本科目群の再編と総合演習科目の充実を検討中であり、また、実務科目
においても、３年間に亘る適切な編成を再検討している。
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（４） 各種資格課程
現状の説明
中京大学では、学部学科教育と連携して取得できる資格課程を開設している。学部学科で開講さ
れている講義の中から法例等で定められている科目を認可申請しその単位を修得することによって
資格として認定される教育職員免許状、その資格を得るための一定条件または受験資格や任用資格
を得ることのできる図書館司書、学校図書館司書教諭、博物館学芸員、社会福祉士、社会教育主事
などの資格課程を開設している。
教育職員免許状の取得を目的とする教職課程は、中京大学が有する全ての学部（１１学部）にお
いて開設されており、全学部での受講学生数は、１学年約７００名で、総学生数（１３，０００名）
に対し２割弱の学生が教育職員免許状の取得に向けて履修をしている。このことは、教育職員免許
状取得人数において愛知県下でトップであり、実際に教員となる学生が愛知県内において愛知教育
大学についで多いことに裏づけされている。
図書館司書課程、学校図書館司書教諭課程については、文学部開講の課程ではあるが、豊田キャ
ンパスの学生も名古屋キャンパスの文学部以外の学生も多く受講している。
博物館学芸員課程、社会福祉士課程、社会教育主事課程は社会学部開講の課程であり社会学部所
属学生の多くが受講している。また、体育学部では、課程として開設はしていないが、その学部の
特異性を生かして運動にかかわるスポーツ指導者の資格を得ることのできるカリキュラムとなって
いる。

点検・評価・長所と問題点
教育職員免許状取得のための教職課程については、体育学部を中心に教員となる学生が多くその
実績については評価できるものとなっているが、年々、学生の中に教育職員に対するモラルの低下
が見られる。ただ単に資格の取得として教職課程履修をするため、課程履修途中で挫折する学生が
増えていることも事実である。教職課程履修を申込む前に、教育職員になるための心構えをしっか
りと伝え真剣に教員になろうとする学生に絞っていくことも必要であろう。
また、文学部開設の図書館司書課程、学校図書館司書教諭課程については、名古屋キャンパス・
豊田キャンパスの学部学生の多くが受講しているが、豊田キャンパスにある学部学生が受講するこ
とはとても困難な状況にある。また、反対に社会学部開設の博物館学芸員課程は、社会学部の学生
の多くが受講しているが、名古屋キャンパスの文系学生からの受講希望者もあり、名古屋キャンパ
ス開講の図書館司書課程、学校図書館司書教諭課程の受講困難な豊田キャンパスの学部学生と同様、
受講が困難な状況にある。
受講困難な要因の一つは、名古屋キャンパスと豊田キャンパスの距離的な問題であり解決策は見
つからない。受講困難な要因はこれだけではなく時間割編成においても学生の不利益になっている
点が多く、この問題解決には、真剣に取り組んでいる。図書館司書課程と学校図書館司書教諭課程
については、夏期集中講義ではあるが両キャンパスで開講している。さらに博物館学芸員課程も含
め通常開講期間での講義の実施を推進し、名古屋と豊田のキャンパス間の移動時間を配慮した時間
割編成をしていく必要があろう。
また、資格取得のための課程履修単位の多くは卒業に必要な単位として換算されないため、時間
割編成上どうしても学部学科講義科目が優先され、制度上は複数の資格取得が可能であるにもかか
わらず履修できない状況が発生している。大学を卒業することを最優先としているため、資格課程
履修を在籍中何らかの理由により未修得で卒業した学生に対しては、卒業後、科目等履修生として
未修得科目の受講ができるように配慮している。
各種資格課程の受講生に対して、学部の課程担当責任教員および大学教務事務からガイダンスお
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よび履修指導を実施して課程履修を行っている。しかしながら、教職課程を除いて全学的に資格課
程にかかわる問題点等を検討する組織として図書館司書課程、学校図書館司書教諭課程に関しては
文学部の中に図書館司書・司書教諭課程委員会があるが、常設委員会というよりは検討事項が発生
したときに招集される委員会であり多くの場合は文学部教授会で審議検討されている。また、博物
館学芸員課程、社会福祉士課程、社会教育主事課程に関しては、社会学開設課程であるが特にその
ための委員会の設置はなされておらず検討事項がある場合は社会学部教授会で審議されているのが
現状である。これらの現状から教職課程を除く各課程の問題に関してはそれを検討解決する組織が
充分に機能していないこともあり個別指導に留まるケースが多いことは憂慮するべきことであろう。

将来の改善・改革に向けた方策
先に述べた通り、教職課程を除く、資格課程における問題点は、全学的に取得可能である資格課
程の図書館司書、学校図書館司書教諭、博物館学芸員の各資格課程の学生への不利益を払拭するこ
とにある。図書館司書課程、学校図書館司書教諭課程については、文学部の中の図書館司書・司書
教諭課程委員会の活動を充実させることと、博物館学芸員課程においては、やはり全学的に問題を
検討できる組織の発足させるべきであろう。教職課程については全学的な検討組織として教職課程
委員会があり、教職課程の学部間調整および問題解決など検討運営されている。
学部に跨り取得可能な前出の３資格課程においても教職課程委員会と同様な活動のできるよう図
書館司書・司書教諭課程委員会の充実と博物館学芸員課程に関してはその関連の委員会を発足させ
そのもとで運営されることが望ましい。現状では、文学部と社会学部で開設されている資格課程で
はあるが、資格取得を目指す学生の増加を考慮すると教職課程と同様に全学的な資格課程として全
学部協力のもと運営されていかなければならないであろう。
また、教職課程においては、現在、各学部学科において取得できる教員免許状は、全て中学校
一種免許状と高等学校一種免許状である。近年、団塊の世代といわれる世代の退職に関連して、
小学校教員の採用枠が拡大されようとしている。これらの社会情勢を考慮して、平成２０年度開設
を目指し、小学校教員免許状の取得ができるよう、他大学との通信教育協定制度による取得を前提
に、各学部の教職課程に対する改革意識の向上と、真の教員養成としての教職課程のあり方を策定
していく予定である。
数多くの教員を輩出している実績を元に、現在の中学校・高等学校教員免許状に加え大学在籍中
に小学校教員免許状の取得を可能にすることは、教職課程を充実するばかりではなく、中京大学の
教職課程の発展に大きく寄与するものであろう。
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(5) 教職課程
現状の説明
本学教職課程は、多くの卒業生を教員として全国に送り出してきた。しかし、教員養成には教育現
場の諸困難に適切に対処しなければならないという課題があり、実績に満足していることは許されな
い。本学教職教育の問題点を改めて確認し、それらの改善方策を案出することにする。
（１）取得可能な教員免許状
本学はすべての学部・大学院に教職課程を設置し、教職教育を行っている。取得することができる
教員免許状は表１のとおりである。

表１．学部・研究科別教員免許状
①学部
学部

学科

文

日本文
言語表現

国際英語

国際英語
英米文化

心理

心理

社会

社会

法

法律

総合政策

総合政策

経済

経済

経営

経営

情報理工

情報システム工
情報知能
情報メディア工

生命システム工

身体システム工

体育

体育科
健康科

免許状の種類
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
養護学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
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国語
国語
書道
外国語(英語)
外国語(英語)
社会
公民
－
社会
地理歴史
公民
福祉
社会
地理歴史
公民
社会
地理歴史
公民
社会
地理歴史
公民
商業
社会
地理歴史
公民
商業
数学
数学
情報
情報
工業
保健体育
保健体育
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②大学院
研究科
文学

専攻
国文学

心理学

英文学
臨床・発達心理学

社会学

社会学

法学

法律学

経済学

経済学

経営学
商学

経営学
商学
情報科学

情報科学
認知科学
メディア科学
体育学

体育学

免許状の種類
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
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国語
国語
英語
公民
社会
公民
社会
公民
社会
公民
商業
商業
数学
数学
情報
情報
情報
保健体育
保健体育
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（２）教職課程カリキュラム・授業
教職課程のカリキュラムは、[1]教職に関する科目、[2]教科に関する科目、[3]教職共通科目によっ
て構成されている。
[1] 教職に関する科目
教職に関する科目と各科目の単位数・配当学年は表２のとおりである。全科目が自由科目になって
いるが、教職課程履修者にとっては、摘要に補足説明のある科目を除くすべての科目が必修科目であ
る。所要単位数は、免許状と学部によって異なり、中学校１種が 31・35、高校１種が 27・29 である。
中学校・高校専修は単位の追加取得を必要としない。

表２．教職に関する科目

授業科目

単
位
数

必修
選択
自由

配当
学年

教育原論
発達と学習の原理
教育構造論
教職入門
教科教育の内容と方法
道徳教育の研究
特別活動の方法
学習指導の過程
生徒指導の方法
教育相談（含カウンセリング）
教職総合演習Ⅰ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由

1
1
1
2
2
2
4
3
4
3
3・4

4

自由

3・4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3

自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由

3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4

総
合
演
習

教職総合演習Ⅱ

国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
書道科教育法
英語科教育法Ⅰ
英語科教育法Ⅱ
社会科教育法
各
商業科教育法
教
保健体育科教育法
科
の
社会・地理歴史科教育法
指
地理歴史科教育法
導
社会・公民科教育法
法
公民科教育法
福祉科教育法
数学科教育法Ⅰ
数学科教育法Ⅱ
情報科教育法
工業科教育法
教育実習Ⅰ（中学校教諭）
教育実習Ⅱ（高等学校教諭）
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摘要

(中学校のみ)

文学部・国際英語学部は学部固有科目
の総合演習科目を履修する。
体育学部は学部固有科目の保健体育
科総合演習を含む３科目から、その他
の学部・学科は教職総合演習Ⅰまたは
Ⅱの２科目から１科目を選択履修す
る。
(中学校のみ)

(中学校のみ)

事前・事後指導１単位を含む。両免許
希望者は実習Ⅰを履修する。
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各教科の指導法・教育実習を除く教職に関する科目担当教員 4 名は教養部に属している。ただし、
文学部と国際英語学部の教職総合演習は、ともに学部固有科目であり、体育学部の教職総合演習は、
表中のⅠとⅡに学部固有科目の「保健体育総合演習」を加えた３科目の中から１科目を選択すること
になっている。各教科の指導法・教育実習は、各学部・大学院が責任を持ち、その教員が担当してい
る。
教育実習は、実習生のほとんどが出身の中学校あるいは高校で行っている。実習視察には、各学部
の教員と教養部の教職教育担当教員が当たっている。実習の負担は、実習校にとっても本学にとって
も大きいが、実習は相互理解の貴重な機会にもなっている。
[2] 教科に関する科目
学部固有科目の中から必要な科目を選んで指定している。所要単位数は、免許状と学部によって異
なり、中学校１種が 28・36・38・40・44・46、高校１種が 34・36・38・42・46・48 である。中学校・
高校専修は 24 増である。
[3] 教職共通科目
日本国憲法、コンピュータ技術、英語コミュニケーションなど、教職に必要な科目を、全学共通科
目・学部固有科目の中から選んで指定し、不足科目を特設している。所要単位数は 8 である。
教職課程履修者が卒業要件の単位数に加えて取得しなければならない単位数は、次の[1]と[2]を合
わせた単位数である。
[1]「社会」を除く全免許教科：教職に関する科目のうち、①「教育原論」・②「教育構造論」・
③「発達と学習の原理」・④「道徳教育の研究」の計 8 単位を除く単位数。「社会」：教職
に関する科目のうち、①・②・③の計 6 単位を除く単位数。
[2]教科に関する科目・教職共通科目のうち、学部固有科目・全学共通科目を除く科目の単位数。
教職課程の在り方と運営の基本には、全学機関である教職課程委員会が審議・決定している。
授業においては、自主的・協同的な学びや、双方向的方法を重視し、教育実践に直結する中・高教
員の実際的指導や模擬授業も行っている。各教員は、授業に独自の工夫をこらし、わかりやすい授業
をめざしている。個々の判断で、感想・授業要約カードを書かせる、『授業ニュース』を発行する、
パワーポイントを用いる、ホームページによって復習を可能にする、というような木目の細かい配慮
も行っている。また、教員間の授業研究や情報交換も活発である。
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（３）教員免許状取得の実態
2005 年度の教員免許状申請の種類・教科別申請人数・件数は表３のとおりである。
表３．2005 年度教員免許状申請の種類・教科別人数・件数
2006 年 3 月 19 日申請分
①学部
学部

学科

人数

国文

33

英文

1

国際英語

国際英語
英米文化

27

心理

心理

31

社会

社会

21

法

法律

7

経済

経済

15

経営
商

経営
商
情報科
認知科
メディア科
体育科
健康科
――

4
13

文

情報科
体育
合計

21
339
512

免許状の種類
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
養護学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
――

免許教科
国語
国語
書道
外国語（英語）
外国語（英語）
外国語（英語）
外国語（英語）
社会
公民
――
社会
地理歴史
公民
社会
地理歴史
公民
社会
地理歴史
公民
商業
商業
数学
数学
情報
保健体育
保健体育
――

件数
26
30
15
1
1
19
27
11
29
17
8
18
5
4
7
5
6
13
9
4
13
17
14
10
334
339
982

②大学院
研究科

専攻

人数

国文学

3

心理学
経済学
商学

英文学
臨床・発達心理学
経済学
商学

1
1
1
1

体育学

体育学

5

合計

――

12

文学

免許状の種類
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
――
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免許教科
国語
国語
英語
公民
公民
商業
保健体育
保健体育
――

件数
3
3
1
1
1
1
5
5
20
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2001 年度以降の１種・専修教員免許状の取得人数・件数は表 4 のとおりである。
表４．2001 年度以降の１種・専修教員免許状取得人数・件数
年度
人数
件数

2001
440
841

2002
522
977

2003
546
1067

2004
521
1005

2005
524
1002

教員免許状取得人数が多いことには、長引く不況と資格志向が影響しているとみられる。社会・法・
経済学部においては、かつては教員志望者のほとんどが中・高の免許状を併せて取得したが、近年は、
「社会」「地理歴史」「公民」のいずれかを取得する者が多くなっている。

（４）教員採用試験の合格者数
2005 年度教員採用試験の学部・受験地・現役既卒・公私別の合格者数は表５のとおりである。
表５．2005 年度教員採用試験合格者数
①現役（公立）
受験地

校種

文

神奈川県
静岡県
愛知県
三重県
計

中学
中学
中学
中学

1

国際
英語

心
理

社
会

法

1

1

1

1
1

経
済

経
営

商

情
報

体
育
1
1
7
9
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計
2
2
7
1
12
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②既卒（公立判明数）
受験地

校種

岩手県

高
高
特
小
中
小
小
中
特
小

秋田県
群馬県
千葉県
東京都
神奈川県
富山県
山梨県
岐阜県

静岡県

愛知県

名古屋市

三重県
滋賀県
京都府
京都市
大阪市
兵庫県
神戸市
奈良県
大和高田市
和歌山県
鳥取県
広島県
山口県
鹿児島県
沖縄県
計

国
文

英
文

心
理

社
会

法

経
済

経
営

商

情
報

体
育
1
1
1

学部
不明

1
1
1

1

1

2
1
1

1
1
1

2
高
小
中
高
特
小
中
小
中
高
特
小
中
高
特
小
中
特
小
特
小
小
中
小
中
特
中
高
中
小
高
中
高
高
特
特
高
中
中

1
2
1
1
3

1
1
1
1

1
1

1
1
1

2

1

1

1

1
1

1
1

1

2

1

1
1
4
11
7
2
7
1
2
2

1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6

5

1

4

1
－163－

2

0

4

4

1
69

18

計
1
1
1
1
1
2
1
3
1
3
2
1
3
1
2
4
1
1
1
7
16
9
6
8
1
2
1
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
114
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③現役（私立）
校種

文

国際
英語

心理

社会

法

経済

経営

商

情報

高

体育

計

2

2

2001 年度以降の教員採用試験合格者数は表６のとおりである。
表６．2001 年度以降の教員採用試験合格者数
年度
2001
現役（公立）
6
既卒（公立判明数） 58
現役（私立）
2
合計
66

2002
8
82
3
93

2003
23
62
85

2004
12
79
1
92

2005
12
114
2
128

全合格者数は増加傾向にある。しかし、2005 年度の合格者数については、次の点に注目しなければな
らない。
[1] 現役合格者は大学院を含めた免許状取得者の 2.7%である。
[2] 既卒合格者が全合格者の 89.1%を占めている。
[3] 小学校と特殊教育学校の合格者が全既卒合格者の 21.9%と 19.3%を占めている。

点検・評価・長所と問題点
例年、教職課程の受講者数は 1 年次約 700 であり、教員免許状取得者数は約 500 である。４年生ま
での受講者総数は 2500 であり、学生総数 13000 の 19%強を占める。規模は大きく、率も低くはない。
既卒者を含めた教員採用試験合格者数は 100、学校の非常勤講師、塾の講師など免許状を活かす者は合
格者の数倍にのぼるとみられる。数としては多いといえる。
教職課程の教育については、教職課程委員会を中心に、全学をあげてその充実に努めてきた。教育
実習の視察も重視し、関係教員が手分けをして全実習校を訪ねている。受講者の自主的学習の支援に
も力を入れ、教職センターの自主学習教材を整備し、自主学習組織の活動にも積極的に参加している。
しかし、改善に取り組まなければならない次のような問題がある。
[1] 各教科の指導法・教育実習を除く教職に関する科目の授業が、150 人を越える過大規模になる
ことがある。「教育総合演習」も 50 人を上限とせざるを得ない状態にある。なお、「教育原
論」「教育構造論」「発達と学習の原理」「道徳教育の研究」については、一般の学生も受講
するため、受講者が 250 人に及ぶクラスがある。
[2] 教職に関する科目の数が所要単位数（前記）に比して少ないので、ほとんどの科目を必修にせ
ざるを得ず、受講者の科目選択の余地がない。このことは、結果として、彼等の学習関心を制
約している。
[3] [1]と[2]は、各教科の指導法・教育実習を除く教職に関する科目の専任教員が４名であり、か
つそのうちの１名が全学共通科目の兼担者であることによるところが大きい。ちなみに、非常
勤講師（上記の「教育原論」他３科目の分を除く）は 16 名である。
[4] 教員採用試験への対応については、次の３点を課題にしなければならない。
① 現役合格者が教員免許状取得者の 2.7%である（前記）ことをどのように評価するかは、正
確な比較データがないので、難しいことであるが、するべきことはこれを高めることであ
る。
② 既卒合格者が全合格者の 89.1%を占める（前記）ことは、採用状況の厳しさと教育委員会
の採用方針によるが、そうであるからこそ、既卒者の努力を支援するべきである。
③ 小学校と特殊教育学校の既卒合格者が全既卒合格者の 21.9%と 19.3%を占める（前記）こと
に関して、体育学部は、小学校免許状取得の実益に着目し、2007 年度から通信教育の活用
により在学中にそれを可能にする措置を講じた。他学部がこれに倣うこと、既卒者に対し
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ては、教職課程が両校の免許状を取得することができるように便宜を図ることが必要であ
る。

将来の改善・改革に向けた方策
当面の切実な改善課題は、①クラス規模を適正化すること、②学生の学習関心に応えるのみでなく、
それを広げる諸科目を整備すること、③両者に必要な教員数を確保することである。③については、
教学の審議と経営の判断が必要であり、それらを待たなければならない。しかし、改善は急ぐべきも
のであるので、次のような対症療法的な方法も採らざるを得ない。
[1] 複数コマ科目のクラス規模の適正化については、受講者の選択と集中防止とを調和させる時
間割を組む。
[2] 諸科目の整備については、専任教員が責任を持ち難い科目の増設に消極的になりがちになる
ことを改め、しかるべき非常勤講師を確保する。
教員採用試験の合格率は、受験技術的な方法の工夫によって高めることができるものではない。そ
れを高める方法は教育現場、保護者、地域社会などが求める教師像を正しく読み取り、それを目標と
する教育努力を重ねること以外にはないと考える。教師像を正しく読み取ることについては、目を開
き、耳を傾ければ、その資料を個人的に得る機会は日常的にある。教職課程の担当教員は、一方では、
子供の親であり、PTA や地域自治会のメンバーである。他方では、教育実習を視察し、入試・父母会・
同窓会に関わることがあり、付属高校委員会の委員になることもある。重要なことは、正しく読み取
ることである。換言すれば、個人的な認識を客観的な指針にすることである。これには、それぞれの
認識を持ち寄り、協議することが必要である。その場である教職課程委員会や学部・教養部の諸会議
は、協議機能を高めるべきである。なお、団塊の世代の退職期には、教員採用の人数が大幅に増える
が、このことによって、教師像を目標とする教育努力が左右されることはない。
既卒者を支援し彼等の便宜を図ることについては、彼等とのコミュニケーションを在学中と変わる
ことなく維持することが欠かせない。頼みとなるのは、本学の主要な後援組織である同窓会である。
同窓会は、教師の結集度が高いので、教職課程がその機能を活用することは容易である。
教員養成の成否は授業の質と直結している。教職課程の授業は、求められる教師像を目標とするが、
その基本は、個々の受講者の人間としての生成とそれによる教師像への個性的な接近を支援すること
である。教師像は現在のところ、社会性を練ること、総合的判断力を高めること、教育についての認
識を深めること、教科研究の方法を追究すること、表現力を磨くことを要件としていると考える。科
目と担当者によって各要件の重視の度合は異なるが、全体ではそれが揃うことが望まれる。受講者が
主体的に参加する授業は、どの要件についてもその前提となるものである。社会性を練ることについ
ては、特にその中に、協同作業、討論など切磋琢磨の機会を設けることが必要である。このような授
業はすでに実施されているが、改めて課題にしたのは、それが常に新たな取り組みを求めるからであ
る。
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（６） 他大学との単位互換の状況と今後の課題
現状の説明
中京大学では現在、愛知県内すべての４年制大学が加盟する愛知学長懇話会において締結され
た「単位互換に関する包括協定」に基づき、平成１４年度より、愛知県内の他大学との単位互換
を毎年継続的に行っている。
この単位互換事業においては、毎年、各加盟大学が開講する正規授業科目の一部の科目、愛知
学長懇話会が単位互換科目として提供するコーディネート科目、愛知県瀬戸市及びその近郊に所
在する６大学によって設立された「大学コンソーシアムせと」の開講科目が、各加盟大学に所属
する学生達に開放されている。
本学においても、毎年、授業科目の一部の科目（５～７科目程度）を単位互換科目として開放
し、他大学からの受講生を受け入れている。また、本学の学生も他大学の開放科目を受講し、卒
業所要単位の一部として単位認定されている。

点検・評価・長所と問題点
中京大学における平成１８年度の単位互換履修生については、他大学からの受け入れが１８名
（延べ人数）、他大学への送り出しが２１名（延べ人数）で、受け入れと送り出しの人数バラン
スはほぼ均等となっている。
しかし、平成１７年度までは、受け入れ人数が送り出し人数よりも圧倒的に多く、毎年、受け
入れ人数と送り出し人数のバランスが非常に不均等な状態が続いていた。特に、平成１７年度と
平成１８年度は受け入れ人数が急増したが（平成１７年度は延べ５３名、平成１６年度は延べ６
５名）、その原因は開放科目の内容によるものと考えられる。
本学では、各学部が毎年順番に持ち回りで開放科目を提供しているため、特色のある学部（例、
心理学部や体育学部等）の科目が開放科目として提供された場合等に受け入れ人数が急増する可
能性が高いと考えられる。
また、平成１７年度までは毎年５名以下と非常に少なかった送り出し人数が、平成１８年度は
何故か２１名まで急増しているが、その明確な原因については不明である。しかし、これはあく
までも推測に過ぎないが、送り出し人数２１名のうち１５名までが南山大学と名古屋大学の科目
に集中しているのは、ただ単に南山大学と名古屋大学が本学から至近距離にあって交通の便が良
いという理由だけでなく、本学の偏差値が年々上がり、南山大学と名古屋大学に対する本学の学
生の意識が変わってきたとも言えるのではないだろうか。つまり、従来から偏差値が高い南山大
学と名古屋大学に対してコンプレックスを持つ本学の学生が少なくなってきて、気軽に南山大学
と名古屋大学の授業にも参加するようになってきたとも言えるのではないだろうか。

将来の改善・改革に向けた方策
中京大学における単位互換履修生の受け入れと送り出しの人数バランスについては、可能なら
ば、毎年できるだけほぼ均等となるようにしたい。また、受け入れ人数ついては、授業の履修者
数適正化のためにも、可能ならば、毎年ある程度一定の人数になるようにしたい。そのためには、
開放科目の提供方法について、現在のような各学部の持ち回りではなく、毎年全学部から１科目
ずつ提供する、開放科目を数年間固定する、等々の方策も試してみる価値があるのではないだろ
うか。
送り出し人数については、他大学の事情（開放科目の内容、交通の便等）に左右される部分が
大きいので、こちらを毎年ある程度一定の人数にすることは難しいと考えられる。
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（７）

海外大学との学生交流協定の締結状況とカリキュラム上の位置づけ

現状の説明
２００６年９月現在，本学と海外の個別協定校は表１のとおり７ヶ国１３大学，またこれとは別に
コンソーシアム形式の ISEP (International Student Exchange Program) には，
米国内に１３２大学，
米国以外に１２９大学が本学との学生交換制度を協定上確立している。言うまでもなくこれらの協定
の骨子は学生交換である。交換留学という制度を推進し，授業料免除と単位認定を前提とした留学制
度である。本学は後者のコンソーシアムに我が国で始めて加盟が認められた機関である。（現在では
立命館大学・南山大学等６大学が加盟）この加盟をきっかけに当初，数名規模だった学生の交換留学
が受入・派遣ともに２０名まで実績を上げるところとなった。これらを通して留学した学生のほとん
どが留学終了後，それぞれの所属大学にて単位認定が行われ単位修得を行っている。

点検・評価・長所と問題点
通称，交換留学生と呼ばれる受け入れ留学生については，本学では他大学同様，科目等履修生とい
う身分での受け入れを行っている。受け入れ選考方法については，学長の諮問機関として設置されて
いる国際交流委員会が，各個人別の提出書類を審査し，受け入れの可否について審議を行っている。
本学の学生国際交流の長所は，上述の個別協定校とコンソーシアムの並列的な国際交流を展開して
きた点に尽きると言っても過言ではない。１０数年前，国際化が比較的遅れていた本学では，これを
利用することでさまざまな経験を組織的にすることが出来，学内の知識・ノウハウとすることが可能
となった。単位認定についても双方の大学ともに知識を蓄積することが出来た。
しかしながら，派遣と受入という「単年度の学生交換＝プラスマイナス・ゼロ」を前提にしたシス
テムのため，当初数年間は派遣学生の輩出に遅れをとった本学は，貿易でたとえるなら輸入超過とも
言うべき，受入留学生の超過状態に苦しんできた。しかし，それも新学部の開設等により徐々に改善
され，これから本格的に実績を受入・派遣双方ともに培っていく段階に到達した。
ところが，問題として発生したのがコンソーシアム形式による交換留学生の受入数減少という事態
である。受入数が減少すれば，派遣数も必然的に減少せざるを得ない。多くの日本人学生を派遣した
いと思っても，コンソーシアムそのものが人数の制限枠を設けてくることが予想される問題点である。

将来の改善・改革に向けた方策
こうした問題点を解消するための打開策は一つしかない。つまり，原点に返って個別協定校に対す
る確固たる支援策（経済的な留学生支援中心）を大学の戦略として再認識し，毎年度固定した学生数
を，これら協定校を通じて学生交流をさせるというものである。
個別協定校より上述の戦略を展開し，これら協定校を活性化させれば毎年コンスタントに２０名程
度の派遣・受入の確保が可能となる。これらに加えて今後もコンソーシアム間でも最大限学生交流を
拡大する方策を推進させ，常時その年度内に５０名前後の交換留学生が海外諸大学にて学修，あるい
は海外諸大学から中京大学へ留学している状況を作り出していく必要がある。こうした学生数が定期
的に交流することで，中京地区では最も国際交流が盛んな大学としてのブランドを構築することこそ，
本学の国際交流政策であると認識している。
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【表】
協

定

校

名

国

名

S
E
P
International
コンソーシアム
Student Exchange
Program

本 学 署 名 者 締 結先大 学署 名者
締結内容概要
（職
名）
（職
名）

締結（更新）年月日 期

限

I

北
（

澤
学

正 啓
長 ）

梅
（

村 清
理事長

Mary Anne Grant
（ 理事長 ）

明
）

1

南京体育学院

中国

2

マサチューセッツ
大学ボストン校

米国

3

グローニンゲン大
学

オランダ

北
（

澤
学

正
長

4

グリフィス大学

オーストラリア

北
（

澤
学

正 啓
長 ）

5

南カリフォルニア
大学

米国

北
（

澤
学

正
長

6

カリフォルニア州
立大学チコ校

米国

北
（

澤
学

正 啓
長 ）

7

東亜大学校

韓国

小
〔

川
学

英
長

周
維 高
（学院長）

学生交換

1995 年 10 月 18 日

研究・学生交流 1987 年 11 月 19 日 ２年ごとに更新

Sherry H. Penney
御手洗 玄洋
研究・学生交流 1992 年 3 月 27 日
( 学 長 )
学長代行 ）

（

啓
）

記載なし

研究・学生交流 1992 年 4 月 10 日

記載なし

研究・学生交流 1993 年 7 月 30 日

５年ごと自動更
新

S.B.Sample
学 長 )

研究・学生交流 1999 年 6 月 23 日

５年ごとに更新

M.A.Esteban
( 学 長 )

研究・学生交流 2001 年 6 月 21 日

５年ごとに更新

次
）

Choi Jae-Ryong
研究・学生交流 2001 年 9 月 6 日
( 総 長 )

５年ごとに更新

啓
）

S.K.Kuipers

記載なし

L.Roy Webb
副 総 長

(

(

)

8

南オーストラリア
オーストラリア
大学

小
〔

川
学

英
長

次
）

Denise Bradley
研究・学生交流 2001 年 9 月 6 日
( 学 長 )

５年ごとに更新

9

ノッティンガム大
学

イギリス

小
〔

川
学

英
長

次
）

Sir Colin Campbell
研究・学生交流 2002 年 3 月 22 日
( 学 長 )

５年ごとに更新

10

蘇州大学

中国

小
〔

川
学

英
長

次
〕

銭
培 徳
( 校 長 )

研究・学生交流 2004 年 5 月 12 日

５年ごとに更新

11

復旦大学

中国

小
〔

川
学

英
長

次
）

王
生 洪
( 校 長 )

研究・学生交流 2004 年 8 月 10 日

５年ごとに更新

12

クレムソン大学

米国

小
〔

川
学

英
長

次
〕

James F. Barker(学
長)
研究・学生交流 2001 年 6 月 27 日

５年ごとに更新

13

梨花女子大学

韓国

小
〔

川
学

英
長

次
〕

Sang Chang
（学長）
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(８)外国人留学生に対する教育上の配慮
現状の説明
本学では社会人および外国人留学生入試を実施しており、基本的に社会人入試では小論文と面接試
験を、外国人留学生入試では留学生試験の受験結果提出と筆記試験、面接試験を課している。このこ
とにより、社会人、留学生ともに入学の段階で、他の試験枠で入学してくる学生と同様に今後の授業
を受ける能力を有することを確認している。そのため、社会人学生に対して不足する基礎的な知識・
技能を補ったり、外国人留学生に対して英語その他の外国語で授業を行う教育課程は特に配置してい
ない。
しかし、外国人留学生の場合、日本人学生に比べ日本語に関する基礎知識や日本語能力、特に論文
作成能力が不十分であることは否めない。このことを考慮し、教養部では 1988 年より外国語科目およ
び全学共通科目に充当する外国人留学生向けの科目として日本語科目・日本事情科目を設置し、現在
一年生を対象に日本語科目として「総合日本語ⅠA~ⅡD」「大学生のための日本語 A~D」、日本事情
科目として「日本事情Ⅰ~Ⅲ」を開講し、その数、計 18 科目にのぼる。今年度名古屋学舎では週あた
り 19 クラス、豊田学舎で 9 クラスが開講され、17 名の教員が指導に当たっている。このうち選択必
修科目は「大学生のための日本語」4 単位、「日本事情」4 単位であるが、1 年生の大半が開講科目の
すべてを受講している。日本語科目の選択については入学時にプレイスメントテストを行い、その成
績によって教員がアドバイスする方式をとっており、各々の能力に応じた履修に配慮している。また、
クラスも少人数でコミュニケーションを重視したきめ細かな指導を行っている。
社会人を対象とした制度としては、その他にも科目等履修生制度があり、一部の実習系科目を除い
た専門教育的授業科目の履修が可能である。この科目履修生には短期留学の交換留学生も含まれてい
る。
また他大学からの転入試験および短期大学または高等専門学校の卒業生に対する編入試験も実施し
ており、英語等の筆記試験および面接試験を実施している。入学の段階で既修単位の読み替えなどを
行い、これに基づきその後の履修指導を行っている。

点検・評価・長所と問題点
社会人・外国人留学生入試ともに特徴ある入学試験として実施されているばかりではなく、社会人
や留学生の存在は他の試験枠で入学してくる大多数の学生に対し、ゼミを活発化するなど非常によい
刺激となっている。しかし、残念ながら学部への社会人や留学生の入学は極めて少なく、在籍学部に
も偏りがあるのが実態である。実際、履修者数は以下の表のようになっている。
外国人留学生に対する日本語と日本事情の科目については、学生からは平均以上の高い評価を得て
おり、科目履修の助けとなるだけでなく、多数の学生が 4 年次に日本語による卒業論文の作成に挑戦
したり、さらに大学院へと進学したりと、よい効果を上げている。

将来の改善・改革に向けた方策
現在の大学をめぐる状況を考えると、今後、外国人留学生に加えて、帰国子女、社会人、そして編
入学・転入学の学生、さらには科目等履修生などの多彩な学生の存在が重要であることは論を待たな
い。これらの学生が増加していくことはあっても減少することはないと思われる。一方、多様な学生
を受け入れるための施策を講じることも必要とされている。また、受け入れた学生に対して現在の教
育方法で十分なのかどうかを吟味しつつ、これらの入学生に対して他の学生と共に学内で有意義な学
生生活を送れるように、さらに指導や教育上の配慮に関するより積極的な対策を講じなければならな
い。
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【表

中京大学外国人留学生数の推移（在籍身分別）＆２同数の推移（国籍別）】
中京大学外国人留学生数の推移（在籍身分別）
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（９）外国人留学生および国際交流に対する専門的事務組織の対応
現状の説明
社会環境の変化に伴う大学の「国際化・情報化」の必要性が問われて久しい。本学では、従来の事
務組織に加え、こうした社会環境の変化に対応するために、専門業務への事務組織の関与が早い時期
から行われてきた。
国際交流部門の事務組織については 1992 年 1 月の国際委員会の答申によって 1992 年 6 月に全学的
な付置機関として中京大学国際センターが設立され，その事務組織体制を整備する目的で国際センタ
ー事務室が設置された。当初の目的は下記のとおりで現在もこれら事業を継続して行っている。
1.
2.
3.

外国の大学・研究機関等との学術文化交流に関すること
外国人教員・研究員・学識者の受け入れおよび本学教職員の外国派遣に関すること
外国人留学生の受け入れおよび本学学生の外国派遣に関すること

4.

国際学術文化交流に関する調査・研究および情報の収集

5. その他
近年はこれら事業の中でも，特に学生に焦点を当てた業務，すなわち学生の国際交流に焦点を絞っ
て業務を行っている。またそれに付随する業務として，TOEIC 団体試験・TOEFL 模擬試験の学内実施等，
新規事業も展開している。

点検・評価・長所と問題点
上記目的に応じた業務を国際センターでは担当しながら同時に，それぞれを拡大の方向で業務を展
開している。特に交換留学生数については，2002 年の国際英語学部開設とともに，学生の国際交流に
大きな転機をもたらしたと言える。期待されたその数字においても，特に派遣学生数においては，比
較的右肩上がりに推移出来たかに思われた。しかしながら，2005 年には減少に転じた。これは，本学
が加盟するコンソーシアム・ISEP が，当初我が国での加盟大学が本学一校であった状況から，加盟大
学が６大学となったにも係らず，同機関を通じて日本留学を希望する学生数はそれに応じた数だけ増
加していない理由による。そのため 2006 年には派遣学生数が 20 名から、11 名に減少した。
従って再確認が必要な問題点としては，国際化戦略の選択の是非，具体的には国際大学連合体とし
てのコンソーシアムに偏った学生交換留学制度を，そちらの競合他大学との優位性を維持・発展させ
ながら，従来から培ってきた個別協定校との学生交換数の拡大も同時並行的に推進させなければ，完
全に行き詰まってしまう点にある。

将来の改善・改革に向けた方策
こうした問題点を解消するためには，現在主力を置いている国際コンソーシアムを活用した継続的
な受け入れと派遣に関しては，国内競合大学との差別化を推進させながら，本学優位性を全面に打ち
出した国際交流を勧めていくしかない。全体のパイが限られた中での熾烈な競争に勝ち残るためには，
受入学生も派遣学生についても，非常に手間暇のかかる，しかしながら丁寧な学生支援体制が本学の
特徴である以上（Assisted Immersion System），これをさらに発展させていくべきなのは言うまでも
ない。そうすることよって中長期的なスパンで，国際交流で先進的な大学として国際的にも認識され，
それが実績として数字に表れ，最終的に我が国でも国際交流の進んだ大学としてのブランドが築かれ
ていくことになるだろう。
また，事務組織の役割も時代が求めるその機能に応じて柔軟に対応させていく必要がある。すなわ
ち，国際交流に関し先進的な組織構築を行っている国内他大学の事例に見られるように，機能分化に
よる新しい国際交流部門の再構築も検討していく必要があろう。学内教職員と学生国際交流を同じ部
署内で業務を行うのではなく，機能に応じたチームを組織内に柔軟に構築しながら，効率的な業務展
開が出来るように組織体制を整備していくことが重要である。
－171－

Ⅲ. 教育の内容・方法等

Ⅲ-２ 大学全体の教育・研究指導方法とその改善
（１）総論
2000 年の学長の所信表明を受けて学内に設置された「カリキュラム・授業改革懇談会」の流れを汲
んだ教育改革検討組織として、2004 年 4 月より「授業改革専門委員会」という名称のプロジェクト委
員会（注：学内規程に基づく学内の各部局から成る委員会ではなく、学長が指名した教員をもとに時
限立法的に組織された委員会）において、前委員会である「授業改革委員会Ⅲ」から引き継いだ下記
の項目について検討がなされ、大学全体の教育・研究指導方法の改善につながる具体的な項目につい
て議論が行われてきている。具体的には、以下の６項目が検討項目である。これらは、2006 年 2 月 22
日に授業改革専門員会委員長より全学協議会において「授業改革専門委員会報告（議論の経緯と成果
並びに提言）」の形で報告がなされている。
① 他学部聴講の推進
② 休講に対する補講の実施
③ 成績評価の標準化
④ オフィースアワーの実施
⑤ 各種資格取得に対する単位認定
⑥ 国際センター主催の語学研修に対する単位認定
このうち、他学部聴講の推進については、議論を重ねた結果、従来一部の学部において実施されて
いた他学部開講科目の履修制度を、「全学開放科目」という名称で全学部の学生に広げ、他学部開講
科目の履修を認めることになった。2004 年 12 月の全学協議会で「全学開放科目に関する申合わせ」
が審議決定され、2006 年４月春学期より学生の全学開放科目の履修が始まっている。
また、休講に対する補講の実施については、「他大学の休講・補講に関する規程」等を参照し、「他
大学の休講及補講に関する調査」の結果等を基に、授業改革専門委員会で意見交換が行われ、本学に
休講・補講に関する規程がない等の理由から他大学に倣い「休講手続に関する申合わせ（協議会申合
わせ）」が２００５年４月の全学協議会で審議決定されている。
成績評価の標準化の問題については、成績評価に対する学生の不公平感を極力なくすよう多元的評
価基準の設定や単位授与率の最低基準を設定する必要があるとして、複数回の授業改革委員会におい
て継続的に議論が行われた。多元的評価基準としては、「定期試験」、「授業への出席状況」、「レ
ポート提出状況」、「宿題の対応状況」、「小テスト」などが挙げられ、これらの評価基準をシラバ
ス上に含めた形で記述するとともに、評価項目ごとに百分率（パーセント）で表示する必要性も議論
された。具体的なシラバスの様式については、授業改革専門委員会の下に新たに小委員会が設置され、
「2006 年度シラバス」の原案が作成され、2005 年 11 月の学部長・研究科長会において了承されてい
る。
成績評価の厳格化については、授業改革委員会における議論を踏まえ、以下の内容に基づく「成績
評価の標準化・厳格化」について 2005 年 11 月の学部長・研究科長会において了承されている。
１． 成績評価基準を作成し、グレードポイントの標準化・成績評価の内容を規定した。
２． 教育内容･方法、達成目標・成績評価法を漏れなく明示し、教員・学生に開示するようにシラ
バスの書式を全学的に統一・規格化した。
３． 成績評価状況については、各教員の成績評価分布一覧を作成し、学部・教養部教授会に報告
する。
しかしながら、ＧＰＡ（グレード・ポイント平均）の具体的な利用方法については、本学において
ＧＰＡ制度自体が充分理解されていない現状であり、全学的に統一する必要はないという意見が多数
を占めたため、この件に関しては各学部・教養部において個別に対応することとなっている。
なお、オフィースアワーの実施、各種資格取得に対する単位認定、国際センター主催の語学研修
対する単位認定の各項目については、これまで個々の学部・教養部において審議され、導入されてき
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ているが、授業改革専門員会においても、全学的な実施までには議論が進まず、今後各教授会あるい
は別の委員会において検討していくことになった。
学生の授業に対する満足度の向上と学力のアップにつながる教育のあり方を追求するための方策の
1 つとして、2003 年度秋学期に全学をあげての学生による「授業改善のためのアンケート」が開始さ
れ、それ以後も継続して実施されている。学生による「授業改善のためのアンケート」の結果は、ア
ンケートを実施した全教員に対して、『授業改善のためのアンケート結果報告書』として、フィード
バックされるとともに、2000 年の学長所信表明の流れを汲む学部長・教養部長から構成される「ＦＤ・
教育改革委員会」の下に作業委員会として「アンケート小委員会」が 2004 年 4 月から立ち上がり、ア
ンンケートに係る問題を細かく分析し、「ＦＤ・教育改革委員会」にその結果を報告している。また、
2006 年度は、これまで教職員にのみ配布していた分析結果をまとめた『授業改善のためのアンケート
分析報告書』のうち全体分析結果について、全ての学生が閲覧できるようになっている。
ＦＤ活動に関する本学の他の取組みとしては、教員に向けての「公開授業」の開催や、直接に学生
の声を聞くために学長が主催する「学長懇談会」などがあり、これらの取組みからのフィードバック
は、プロジェクト委員会にとどまらず、学部長・研究科長会や全学協議会の場で伝えられ情報の共有
が図られるとともに、「ＦＤ・教育改革委員会」において議論されている。学生による「授業改善の
ためのアンケート」とこれらの取組みが、本学の教育改革の牽引力となっているといえる。
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（２）インターンシップ
現状の説明
国内インターンシップ及び海外インターンシップの支援をしている。目的は、職場体験を通して、
職業観育成をすることと、キャリアを考えるきっかけづくりである。
国内においては、主にキャリアセンターが支援を行い、一部の学部で単位を認定している。平成 15
年度から３年次を対象に積極的に取り組み、平成 17 年度は 78 事業所 136 名が参加している。平成 18
年度からは、更に強化し、２～３年次を対象に 150 事業所 200 名の参加を目標としている。3 月末に
説明会を実施し、インターンシップの定義やメリットなどを理解させ、事前研修（パソコン・ビジネ
スマナー・総合）を通して、社会や企業で働く意識の醸成を図っている。更に、実地研修終了後は、
事後研修（報告会での発表・報告書提出）によって、インターンシップ体験の検証を行い、今後の学
習計画と進路選択に活かすための機会を設けている。
海外においては、国際センター及び国際英語学部が支援を行い、一部の学部で単位を認定している。
平成１７年度は、外部業者と国際英語学部とのタイアップ及び国際センター企画主催で，アメリカ・
オーストラリア・イギリス・マニラなどで実施された。プログラムの内容は、２週間から１ケ月間、
現地企業始め NPO 団体などにおける職場体験で、３５名が参加した。
国内の事前研修とは異なり海外に特化したインターンシップであるため，危機管理に関する事前研修
も強化している。

点検・評価・長所と問題点
国内インターンシップは、平成 15 年度の参加者 53 名から、平成 17 年度参加者 136 名と、３年間
で 2.6 倍の増加となった。
研修後の聞き取り調査により、平成１７年度までに参加した学生については、ほぼ 100％満足との
結果が出ている。具体的な長所は、①きめ細やかな事前研修を実施していること、②参加者の職業観
が高まり、希望の就職に繋がったこと、などである。特に 17 年度の問題点として、①希望に応じた受
入先が少ないこと、②公募型インターンシップへの誘導と、選考突破へ向けた対策指導がむずかしい
こと、などが挙げられる。
海外インターンシップは，基本的にビジネスにおける英語能力を要求される。アメリカは、国際英
語学部学生が参加ということで、実習中に単独で営業活動に出る体験までした例も出た。反対にオー
ストラリア・マニラは、英語能力に自信のない学生も気軽に参加できることを目的としているため、
現地スタッフと交流を深めながら一緒に行動する体験を重視している。長所は、①英語能力に応じた
体験ができること、②現地スタッフのフォロー体制の充実、などである。問題点は、距離的に直接受
入先の確認ができにくいことと、参加者の希望に応じた受入先との調整に時間がかかることである。

将来の改善・改革に向けた方策
インターンシップ参加の有効性は明確である。今後は、さらにインターンシップのバリエーション
を増やし、学生の参加促進を図りたい。具体的には、学内選考型（メインプログラム）・公募型（パ
ブリックプログラム）・短期型（ショートプログラム）・国際型（インターナショナルプログラム）
の４種類に分け、プログラム名称をつけることで学生に分かりやすくする。また、それぞれの参加メ
リットを明確し学生に案内していきたい。公募型インターンシップへの参加は選考へ向けた準備・対
策が必要となるため自己 PR、業界研究・企業研究などの事前指導を重点的に強化していきたい。
国内についてはキャリアセンターが、海外については国際センターが中心となって支援しているが、
教育内容との関連性を持たせ、より効果の上がる研修プログラムとするためにも、教員との連携によ
って進めていくことも積極的に検討する必要がある。
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（３）学部等の教育・研究指導方法とその改善
○

全学的に議論されてきた教育改革の流れに沿って、各学部・教養部における教育目標を遂行
するための教育方法の改善としてシラバスのあり方の検討を行うとともに、履修指導の充実
と学生による「授業改善のためのアンケート」の活用を図る。

１.

文学部

文学部に関しては、教育目標である１）
「日本語」についての基礎学力の向上と史的・共時的
な「ことば」の専門知識の探求、２）現代社会で求められる実践的なコミュニケーション能力の
養成、３）社会的・職業的有用性のみならず、これらを自らの生きる力ともなし得る人材の育成
を実現するために、以下のような教育指導方法の改善を図っている。本点検項目に関しては、学
習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置、教育効果を測定するための方法、学生
に対する履修指導、授業形態と単位計算方法、インターンシップのようにそれぞれの項目で点
検・評価を実施するのではなく、以上の各項目を念頭におきつつ包括的に点検・評価の結果を行
った結果を記す。なお、文学部日本文学科、言語表現学科とも授業科目の履修形態は、学部固有
科目については「講義科目」、
「演習科目」から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
両学科とも、
① 講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。
これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。

現状の説明
2000 年～2006 年にかけての「カリキュラム・授業改革懇談会」
「授業等改革委員会」「時間割
編成委員会」
「授業等改革専門委員会」による全学的な取り組みを受けて、文学部では 2003 年度
の 2 学科体制への改組以前から、それらの委員会での議論の成果を機会あるごとに反映させて教
育方法の改善を行ってきている。
改組前年の 2002 年度、国文学科のカリキュラム改定を行い、改組後に開設される科目の一部
を前倒しで開講する一方、セメスター制度を導入し、各期の履修制限単位数を 22 単位（４年次
のみ 24 単位）とするキャップ制も併せて導入した。開講科目数を増やしたのには、単に授業内
容を豊富にするだけでなく、本学部で取得できる免許（国語・書道科教員）
・資格（司書・司書
教諭）を卒業時に全て同時に取得できる時間割を工夫し、固定化に努めるという理由もある。関
連科目の一部は卒業所要単位として認定されるようになり、時間割の固定化によって学生の計画
的な履修が可能になった。こうしたカリキュラム・時間割上の配慮が、2 学科体制に移行して以
後も継続されていることは言うまでもない。
全学的取り組みに並行（時に先行）して、
「授業改革専門委員会」等での議論の成果を積極的
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に取り入れる姿勢は、改組後も堅持されている。2006 年度において、最も多くの科目を全学に
開放しているのは文学部であり、各期に開講科目の見直しや補講率が教授会で議論され、全ての
教員がオフィス・アワーを実施している。
「成績評価の標準化・厳格化」の 3 項目（「Ⅲ－2

大

学全体の教育・研究指導方法とその改善」を参照）も周知され、シラバスの書式・記載内容もほ
ぼ統一されていると言えよう。また「ＦＤ・教育改革委員会」の取り組みの成果である「授業改
革のためのアンケート」も実に実施しており、2004 年度に一部科目で開講授業も行った。
さらに改組以来、進路指導「マイ・デザイン支援システム」の構築、オフィス・アワーの設定、
従来の学生主体の研究会活動に加えて広告研究会の立ち上げ、インターン・シップの導入や文芸
創作コンクールの開催など、学生の意欲を引き出す工夫を種々行ってきた。就職活動をサポート
する面でも、関係企業の資料等の収集、学部独自の就職講演会の開催（今年度より）にも着手し
ている。

点検・評価・長所と問題点
全学的な取り組みの成果を踏まえ、2001 年度以前に比べて全体として体制が整備され、内容
も充実してきたと評価できる。文学部においては、まだ文学部が旧来の３学科体制にあった国文
学科の時代から既に独自のカリキュラム改定を模索しており、その著積に立って自然に全学的な
動きに呼応して改革を進めることができた。そうした「動き」を内包し続けていることも文学部
の長所であろう。
問題点としては、日本文学科と言語表現学科とでは免許・資格の全てを同時に取得して卒業す
る際の学生負担が不均衡（言語表現学科学生の負担大）であることや、教員が学生個々の履修状
況や学習成果を把握しつつ計画的履修をアドバイスするための「マイ・デザイン支援システム」
やオフィス・アワーなどの制度が必ずしも有効に機能していないこと（学生の自主的活動として
の「研究会」が一部これを補っているが）などが挙げられる。
また、日本文学科と言語表現学科の垣根を低くしたカリキュラム、科目間の受講者数のバラつ
きやゼミ運営、学生生活・就職活動へのサポートなど、なお改善する余地がある。

将来の改善・改革に向けた方策
2006 年度に日本文学科・言語表現学科の 2 学科体制が完成年度を迎え、カリキュラム改定を
予定している。さらに、2006 年度から完全実施された「新シラバス」やＧＰＡの活用も含めて、
上記の問題点を改善したいと考えている。キャップ制の見直しも、上記も問題点の解決や留年率
を低下させるために、必要になるかも知れない。総じて「成績評価の標準化・厳格化」の 3 項目
を早く定着させ、効果的に運用してゆくことが有効な方策となろう。その上で、科目特性に応じ
て１セメスター（半期）科目と２セメスター（通年）科目を再び配分するなど、抜本的なカリキ
ュラム・時間割の改定が果たせたとき、
教育方法の改善・改革も一応の決着を見ると考えられる。
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「マイ・デザイン支援システム」やオフィス・アワーなどの諸制度、および学生生活・就職活
動へのサポート体制の改善については、学科会議や将来問題検討委員会などの場で、実情を確認
しつつ、具体的な検討を重ねてゆきたい。
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２. 国際英語学部
現状の説明
国際英語学部は、「Ⅰ－（２）学部・研究科等の理念・目的・教育目標」で述べたように、
受信型教育ではなく、特に発信型教育に力を入れている。そのためにはクラスサイズを少人数
編成にして、学生の主体的学修や自らの考えや意見を述べることのできる学習環境の提供を心
がけている。特に、英語クラスや 2 年次から始まるゼミ形式の演習科目などは可能な限り少人
数にしている。また、卒業論文も個人指導も含め手厚い指導を行っている。TOEIC、TOEFL、英
検などの外部検定試験の受験や、ISEP 留学プログラムへの挑戦を強く指導している。更に、
国際英語学部専用のマルチメディア演習室を使い学生全員が IT を習得するよう指導している。
加えて、両学科は、学科内に学会を擁しているので、その機関紙へ学生が投稿するよう積極的
に指導している。本点検項目に関しては、学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するため
の措置、教育効果を測定するための方法、学生に対する履修指導、授業形態と単位計算方法の
ようにそれぞれの項目で点検・評価を実施するのではなく、以上の各項目を念頭におきつつ包
括的に点検・評価の結果を行った。
なお、国際英語学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については「講義科目」、「演習
科目」から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
国際英語学部に関しては、
② 講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。
③ 演習科目については、３０時間の授業をもって１単位とする。
これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。
国際英語学部では、学生がともすれば英語運用能力の向上に終始するあまり専門性を備えた
高度知識人としての健全な常識の滋養をないがしろにすることがないよう努めている。具体的
には、両学科ともいくつかの履修モデルコースを提示し、学生の選択に戸惑いがないように配
慮している。例えば、国際英語学科では、1 年次に国際英語理念を学習した後、2 年次以降で
の選択科目の選択については、三種のモデルコースを配して、学生の目標達成に寄与している。
つまり、① 国際交流支援者養成コース、② 言語教育専門家養成コース、そして③ 国際ビ
ジネス人養成コースである。この大きなモデルに沿って科目を選択して学生はそれぞれの目標
を設定し、その具体化を図る。
これまでも両学科とも可能な範囲内でのカリキュラムの改善、修正を行って来ている。第 1
期卒業生の就職状況が極めて良好であることはそのような指導の成果と考えられる。また、国際
英語学科は学習支援センター（Learning Support Wing）、英米文化学科はコモンルーム(Common
Room)という専用施設を利用して正課外教育の充実も図っている。問題点としては、前述したよ
うに少人数クラス編成に力点を置いているが、その反面、特に英語クラスにおいて非常勤講師の
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比率が高くなるという問題が生じている。
・国際英語学科
国際英語学科では、より発信型教育に基点をおいた授業展開をすべての英語学習科目にお
いて実施している。特に、プレゼンテーション科目、ワークショップなどを基礎科目として、
ほとんどの専門科目では、各自の研究発表が要求される。これは、1 年次、2 年次の秋学期に
おいて、学生の保護者、母校の教員、そして高校生たちをキャンパスに招待し、
「学習発表会」
を開催し、学習の成果として発表している。また、3 年次の学生は秋学期後半において、多く
の社会人、企業人を招待しての「研究発表会」を開催し、3 年間の研究の成果を発表している。
この発表会の企画運営は全て学生の手によって行われる。これは学生の主体性を尊重すると
同時に、参加する企業の研究、及び卒業後のこの種の開催運営力を身につけさせたいという
意図から実施されているものである。
「国際英語学演習Ⅰ～Ⅵ」では、特に研究発表は重要な項目として実施されている。
この研究の集大成として、4 年次に「卒業論文」を執筆することが必修となっている。
国際英語の理念を具体化するために、1･2 年次の英語学習過程では、英語を使用する世界各
国から英語講師陣を招いている。アメリカ、イギリスをはじめ、ザンビア、シンガポール、
フィリッピン、インド、スリランカ、カナダ、オーストラリアなどである。これらの講師に
よって生きた国際英語を日常的に学生は学習するのである。それぞれの英語の違いを体験す
ることは、国際英語の研究の基礎となるものである。
また、国際英語学科では、学生を支援するために「ピア・サポート・システム」を擁して
いる。これは学年を 16 名ずつに分けたグループに教員 2 名（日本人とネイティブ）がその支
援を担当し、常時、授業だけに限らず、広く学生生活全般のアドバイザーとなるものである。
毎週、定期的に会合をもち、学生の学習の手助けをするものである。このシステムは、学生
と教員間を密にし、クラスにおいても、また海外研修においても、効果を発揮している。

・英米文化学科
語学教育については、１，２年次の必修科目「情報コミュニケーションと英語」、「オーラ
ル・コミュニケーション I」、「インターミディエイト・イングリッシュ・スキルズ」と３，
４年次選択科目「上級オーラル・コミュニケーション」共、ネイティヴによる１５・６名程の
小人数教育を実施し、学年末には、担当外国人講師全員が参加する「カリキュラム・レヴュー」
を開き、各科目毎に次年度のテキスト選定等の授業内容を検討している。又、１，２年次では、
プレイスメント・テストによる適正なクラス編成を構成している。小人数教育は、「英米文化
演習 I～VI」でも実施しているが、この一連のゼミナール授業では、２年次で、全員が、文化、
文学、英語学の専門領域に接し、自分の学問的適性を把握できるように、輪番制による担当教
員の授業配置を行っている。３年次、４年次では自分に合った三領域からのゼミナールを選択
し、４年次秋学期の卒業論文執筆を目指す。なお年に一度希望者によるパワー・ポイントを使
用したゼミナール発表会を実施している。卒業論文については、希望者による「卒業論文集」
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を作成している。
選択専門科目では、全開講数の三分の一は外国人教員による英語の授業となって、英語によ
る高度な英米文化理解を促進している。
ネイティヴによる、３種類の語学教育（「情報コミュニケーションと英語」、「オーラル・コ
ミュニケーション」、「ベーシック・イングリッシュ・スキルズ」）は、単に英会話能力の向
上を目指すだけではなく、最終的にパワー・ポイントを使用した、英語によるプレゼンテーシ
ョン能力の獲得を目指している。それにより、専門三領域の文化、文学、英語学研究で学んだ
ことが、実務的レベルにおいて、国内だけでなく、世界的にも通用し、有効となる長所が生ま
れよう。
正課外教育として、学生が自由に集えるコモンルームでは、非常勤講師を含めた外国人教員によ
って、学年始めに作成された計画表に基づき週１，２回授業後、映画解説、音楽鑑賞、英語ゲー
ムなどの英語課外活動を行っている。ゼミナールがない１年生にはチューター制度を通し、２～
４年生にはゼミナール担当を通し、専任教員が、オフィスアワーを利用して学生を支援している。

点検・評価・長所と問題点
学生に対する少人数クラス編成、オフィスアワー利用のクラス外での個人指導等での木目
細かい学習・研究の指導は、学生の学習・研究意欲の向上と学習対象への深い理解をもたら
すので大変効果的である。しかし、その実践には多大な人手と時間を必要とする。限られた
数の専任教員では自ずと限度があり、非常勤講師では時間的に限界がある。IT 機器の利用、
活用も行っているがやはり人的資源の補充が一番の問題点といえる。
1） 国際英語学科
「国際英語学演習」の担当者の決定は、学生に希望調査を通して、行うものの、希望者の
数に大きなアンバランスが生じているため、学生の不満を解消することができない。しかし、
専任教員がこの演習を担当するというルールから、また、限られた専任教員の数の面から、
毎年同じ問題を経験している．
社会のニーズに合わせた学生独自の研究目標を確立するためには、学生自身がどのよう
な目標を持っているのか、またどのような適性をもっているのかなどの課題を学生自身で
つかまえていかなければならない。その支援体制を当学科では、ピア・サポート・システ
ムとして実施している。これは 1 学年 16 名という少人数で編成したクラスに担当の教員 2
名を配し、学生の学習、及び大学生活のアドバイザーとして支援するものである。1 週間に
一回など、定期的な会合を通して、学生の学習を全面的なサポートを展開している。また、
このピアグループ単位で 1 年次、2 年次の学生たちは授業時間外に研究課題を設定し、研究
の推進を図っている。毎年秋期に広く中部地区の高校、及び保護者を対象に開催する「学
習発表会」にて、その研究成果を発表している。
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2） 英米文化学科
２年次開講の「英米文化演習 I」における専門が異なる教員の輪番制授業は、学生が自分
の適性を知り、将来の目的意識を早く持つことができるという利点がある。ただそれによ
って、３，４年次開講の「英米文化演習 III～VI」では、文化、文学、英語学コースの選択
で希望者数のアンバランスが起こるので、各コースの開講数を見直す問題が生じている。
現在は文化、文学、英語学という３つの履修モデルを基盤に英米文化研究を展開している
が、カルチュラル・スタディーズの発展で文学研究と文化研究が重なり合っている今日、
将来は、コミュニケーション英語、コンピューター・リテラシーの実務的教育を基礎に、
地域文化、表象文化、言語文化といったような履修モデルに組み替えた方が効率のいい教
育効果が得られるかもしれない。なお、実務的教育の改善・改革として、英語運用能力の
査定基準に TOEIC を設定し、現在、学生の任意受験であるところを、2007 年度以降原則と
して 1・2 年生については年一度以上全員受験とする。国際的な情報収集と発信のための IT
技能の育成については、
現在既に 1・2 年次に｢情報コミュニケーションと英語｣を設置して、
MOUS 中級程度の総合ソフトウエア運用能力の練成を目指して指導しているが、将来的には、
こうした技能検定の受検を学生に推奨すると共に、より具体的に技能レベルを数値化し、
成績評価に厳密に反映させてゆきたい。
また、情報収集と発信のための技術力開発のために、同科目では学生に電子メールを使
った海外ペンパルとのビジネスメールの遣り取りを初めとして、英語によるブログ及びホ
ームページ・コンテンツ作成実習を行っているが、将来的にはこれを学科のホームページ
にリンクさせ、学科のサイトを通じてサイトの訪問者と学生個々人とが直接情報交換を出
来るようサイトの拡充を目指す。一層の異文化理解促進に向けて、2007 年度実施を目指し
セメスター留学制度を検討している。少人数教育の展開は現在、演習（10 名～20 名）
、語
学クラス（16～18 名）で実行されている。
口頭及び文書による高いレベルのコミュニケーション能力練成を目指して、現在特に 3・
4 年次に｢上級オーラル・コミュニケーション｣を開講し学生の指導に当たっているが、今後
は同時通訳及び翻訳技能の練成にも特化した新科目を追加開設し、同時通訳者、翻訳者の
養成も目指したい。

将来の改善・改革に向けた方策
国際英語学部では多様なカリキュラムを展開し、社会や学生のニーズに合うべく改良すべ
きであると考えている。国際英語学科においては、学生が将来の進路を考えるに上で役に
立つ科目の更なる設定を考慮している。履修モデルの改善と充実もその視野に入る。を英
米文化学科では、現在の文化、文学、英語学という履修モデルは、将来は、コミュニケー
ション英語、コンピュータ
ー・リテラシーの実務的教育を基礎に、地域文化、表象文化、言語文化といったよう
な履修モデルに組み替えたい
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【インターンシップ】

現状の説明
国際英語学科では「国内インターンシップ」2 単位と「海外インターンシップⅠ、Ⅱ」10 単位
を選択科目として設定している。海外インターンシップはアメリカに赴き教員補助や企業実習を
行っている。国内インターンシップはキャリア・センター主催のプログラムに参加する方法で行
っている。英米文化学科でも単位化はしないがキャリア・センターのプログラムに積極的に参加
するよう指導している。

点検・評価・長所と問題点
インターンシップ参加者からの報告会を行うが、履修者の履修満足度は極めて高い。実社会と
連携した学習科目の有効性が示されている。海外インターンシップの場合は極めて履修満足度は
高いが、費用が高いことが問題点といえよう。

将来の改善・改革に向けた方策
英語を専門とする学部であるのでアメリカでのインターンシップは語学学習の観点からも効
果が大きいといえる。しかし、国内インターンシップの場合は、インターンシップ先で必ずしも
英語使用が必要ではないケースが多い。その点の改善が必要であろう。
なお、英米文化学科では、キャリアセンター主催の国内インターンシップ・プログラムを利用
した「国内インターンシップ」2 単位と、国際センター主催の海外インターンシップ・プログラ
ムを活用した「海外インターンシップ」２単位を選択科目として新たに設置することを検討して
いる。

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】

現状の説明
学習の活性化と教育指導方法の改善にたいして以下のような措置をとっている。
１． 学生には詳しい授業シラバスを配布し学習の活性化と円滑化を図っている。
２． 全学的に行われる「学生による授業アンケート」を利用して学生の要望を把握し教育指導
方法の改善を図っている。
３． 各セメスターの履修登録単位数の上限設定、いわゆるキャップ制をとっている。１年次春
学期期から３年次秋学期までは各学期２４単位まで、４年次の春、秋学期はそれぞれ３０
単位までしている。学生が単位を履修しすぎて破綻しないよう指導している。
４． 両学科とも３つの履修モデルを提示し学生の学習方法の目安にさせている。
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点検・評価・長所と問題点
「学生による授業アンケート」は設問の仕方、５段階評価の有効性など問題点が指摘されてい
る。シラバス、履修登録単位数の上限設定、履修モデルなどは効果的に機能しているように思わ
れる。

将来の改善・改革に向けた方策
全学的に「学生による授業アンケート」の改善が検討されている。各学部の特性に合い、なる
べく個々の学生の意見が反映されるようなアンケートが望ましいのは言うまでもない。容易く作
成されるものではないだろうが模索する必要がある。

【教育効果を測定するための方法】

現状の説明
両学科とも学年の始まりと終わりに英語プレースメント・テストやインタビューを実施し、学
生への教育効果を測定している。また、その結果を英語クラスの能力別編成の資料に利用してい
る。
昨年第１期生を社会に送り出したばかりであるが、就職状況も教育効果の測定に利用すること
は可能である。

点検・評価・長所と問題点
上記で述べた能力別編成により効果的な英語教育が行われているといえる。また、昨年度の第
１期生就職状況が好調であったことは教育効果があったといえる。

将来の改善・改革に向けた方策
少人数のゼミは個々の教員が個々の学生の学習状況を把握できるし、英語の教育効果の測定は
プレースメント・テストなどを利用し比較的簡単に測ることはできる。しかし、その他の講義系
の科目についての教育効果の測定に工夫が必要となるであろう。

【学生に対する履修指導】

現状の説明
履修指導は各学年にガイダンスやオリエンテーシオンを行い指導している。これらは学期初め
に行われるものであるが、学期中は各教員がオフィスアワー（最低週一回）を設定して対応して
いる。
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点検・評価・長所と問題点
学生はおおむね間違いなく履修を行っているので、ガイダンス、オリエンテーション、
オフィスアワーとも有効に機能しているものと思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
履修指導は、専ら教職員、事務職員が行っているが、学生自身の視点からの履修を考えること
も必要である。ガイダンスやオリエンテーションに上級学生の参画が効果的であると思われる。
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３.

心理学部

現状の説明
Ⅲ－１（２）
「カリキュラム」の項で述べたように、学部段階では「広く」そして「深く」
学ぶ、という相容れない目標のバランスをとる教育・研究指導が出来るようカリキュラムを
編成し、指導してきた。
2004 年度に完成年度を迎え、次々に卒業生を送り出しているが、それぞれ一定の水準の卒
業研究をまとめることが出来ている。それは卒業生の中から、本学ばかりでなく他大学の大
学院も含め、大学院進学者がかなりの数にのぼり、成績も優秀であることなどから判断され
る。大学院等で専門性の高い教育・研究に対応できる専門知識や研究能力を身につけてもら
うという目標が達成できていると自負する。
しかし、急速に研究領域が拡大し、新しい学問分野が次々に誕生する中で心理学専門学部が
その命脈をいつまで保てるか分からない。しかし、
「最後のフロンティア」は結局のところ人
自身の心や意識、そしてそれを支える神経システムの問題に帰着するのではなかろうか。も
しそうであるなら、様々な学問分野をつなげる中核的存在として心理学のもつ意味合いは決
して廃れることはないと考える。しかし、周辺学問分野の発展に遅れをとらぬよう、不断に
教育・研究内容を変え、同時に、カリキュラムもそれに対応すべく、適宜、改定する必要が
あろう。
本学部では心理学部発足当時のカリキュラムを 2003 年 4 月から改定した（学部固有科目新
旧対照一覧表を参照のこと）。その内容は、当初から、将来のセメスター制移行を見込んだカ
リキュラム編成をしてはいたものの、実際に施行される段階でそれにそぐわない部分を改定
したこと。および、全国初の心理学専門学部発足に向け、少し贅沢とも言えるカリキュラム
編成を行ったため、特に臨床領域教員の負担が大きくなりすぎた問題を是正したことからな
る。
同時に、必修科目や選択必修のしばりを減らし、出来るだけ学生の関心を活かした科目選
択できるようにした。さらには学部長のリードの下、3 学部特別支援カリキュラムを設けた。
心理学部は現在、教員の交代期を迎え、新たなカリキュラム検討が必要な段階に来ている。
心理学を取り巻く諸学問の変化や、FD アンケート結果をどうカリキュラムに反映させるかな
どが喫緊の問題としてあげられよう。
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４.

社会学部

社会学部は「社会変動に翻弄されないために、社会が生み出す諸矛盾の解決に主体的に取り組
む学生を育てる教育」を目標として「１学部１学科制を採用して学科の枠を設けない柔構造をと
ること」
「演習など実習・調査を重視すること」
「感受性・想像力・実践力を育成すること」を掲
げてきた。それを実現するために、以下のような教育指導方法の改善を図っている。

【教育効果を測定するための方法】

現状の説明
教育上の効果を測定するための方法として、下記の方法を科目の特性に応じてとっている。
(1)各学期末に全学的に実施される定期試験。
(2)講義時間中に担当教員が随時行なう小テスト。
(3)担当教員が随時行なう講義後のリアクションペーパー（質問・感想）
(4)レポート：担当教員が随時課す。
(5)口頭発表：演習などにおいて、担当教員が随時課す。
各年度の初めに行われる履修ガイダンス時に、年間の授業計画、授業目標、成績評価方
法・基準などを記したシラバスを学生に配布し、これらに具体的な数字で評価基準を明示
している。このことで、評価基準を学生にとってわかりやすい、客観的な基準とする努力
を行っている。具体的には、出席点・レポート・学期末の定期試験などが成績評価に占め
る割合を数値（％）で明示している。

点検・評価・長所と問題点
社会学部は２年生から４年生まで少人数教育の演習を必修としている。そのため学生へ
の個別指導が可能であり、大規模講義やペーパーテストだけからでは見ることのできない
教育上の効果および問題点を把握できる体制となっている。それぞれの講義や演習には、
それぞれの特殊性があり、各担当教員の評価基準があってしかるべきである。しかし、教
員個人の評価基準の尊重は、場合によっては評価基準の不公平感を学生に持たせることに
もなりかねない。特に、同じ科目特性を持つ演習科目においては、各教員間で評価基準に
ばらつきがあるのが現状である。しかしながら、成績優秀学生の表彰や奨学金の選考をよ
り客観的に行うには、科目の特殊性を配慮しつつ、評価基準の統一性をはかっていかなけ
ればならない。このような相反する内容の間でどこにバランスを求めていくのか、議論を
始める必要がある。
全学的に実施されている「学生による授業改善に関するアンケート」は、本学部におい
ても広く実施されており、授業方法、理解度および授業に対する一般的問題について、学
生からの意見が出され、各授業 についての判断材料になっている。しかしながら、学生に
よる授業評価の活用に関しては、各教員の判断に任されており、より組織的に調査結果を
どのようにして教育効果の向上につなげるかが今後の課題である。
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シラバスに評価基準を明示することを徹底したことで、学部教育の説明責任が高められ
た点が評価できよう。成績優秀者の表彰や奨学金の選考をより客観的に行うため、成績評
価法および成績評価基準のより一層の透明性・統一性が求められている。演習や卒業論文
などにおける担当教員間による評価のばらつきについて、学生の中には評価結果に不公平
感を持つ者が出てくることもありうる。
また、指導に多大の労力を要する演習を４年次に必修としていることで、安易に教育負
担の軽減を図ることなく卒業時の学生の質を担保している点は評価できる。
成績評価の基準を具体的に数値化し、シラバスをとおして明示しており、学生において
もよく理解されている。演習や卒業論文など同じ性格を持つ科目について、成績評価基準
の共通化は図られていないのは問題として指摘される。また、各教員が担当科目の成績評
価のあり方を検討する際、学部全体としての成績評価の傾向性を知り得ないという問題が
ある。

将来の改善・改革に向けた方策
社会学部では、カリキュラム改革が４～５年に一度行われており、半年から１年ぐらい
かけてカリキュラムの大幅な見直しを行って、教育効果や目標達成度について議論してい
る。しかし、それぞれの科目ごとの教育効果や目標達成度を測定する方法については、教
員間の合意は確立されていないのが現状である。今後は、これらの問題を学部全体で議論
を進めていくことが必要である。その議論の出発点として、科目ごとの成績評価分布を教
授会資料（部外秘）として配布し、お互いの成績評価のあり方・各評価の分布状況を確認
することを検討中である。
同時に、教育効果を測定するためのより有効なシステム構築に向けて、教員の創意工
夫・改革意欲を喚起し、また他大学における実験的なシステムの中で有効と思われるも
のをとりいれる体制作りも必要である。評価について一律に決めることは科目の性質上
困難だが、学生が評価に不公平 感を持つ可能性のあるものについては、早急に解決する
必要がある。演習や卒業論文など同じ性格を持つ科目内での評価の統一性の確保は、絶
対評価か相対評価かの議論を含めて焦眉の検討課題である。重視している少人数教育を
さらに充実させる工夫が必要である。たとえば、ゼミ内の交流や発表会を充実するなど
して、学部全体での学生の資質の向上を意図した、地道な活動を展開していく必要があ
る。
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【学生に対する履修指導】

現状の説明
本学では、各年度の初めに、新入学生、各年次生、復学者、編入学生等に対して、教務課
による履修ガイダンスが行われている。その際、キャンパスガイド（１年次学生対象）、履
修の手引き（１年次学生対象）、シラバス─授業計画（全学生対象）、学科目時間割表（全
学生対象）が配布されている。
特に社会学部では、新入生に対しては、新入生ガイダンスにおいて新入生５、６人に上
級生１人が履修上の相談に応じる体制をとっており、新入生の履修上の疑問にきめ細かく
対応するよう努めている。
オフィスアワーの目的は、学生の多様化するニーズを把握し、適切に指導することにあ
るが、社会学部では現在のところ制度化されていない。これは、２年次から４年次まで必
修である演習を通じて特定教員と接しており、そこで実質的に教員からオフィスアワーに
相当する情報が示されている場合も多いからである。

点検・評価・長所と問題点
新入学生はもとより各年次生や復学者、編入学生に対しても、教務課あるいは学部教員
によって別途の履修指導の機会を設けていることは評価に値する。各年次生に対する履修
指導は、各学年の成績発表後、新年度が始まる直前の時期に行われており、学生の学修に
対する意識を喚起できるように配慮されている。
社会学部では、少人数指導を学部教育の根幹に据えており、演習を２年次から４年次ま
で必修科目とすることで、各学生のニーズを把握する場として有効に機能している。演習
科目を通じてそれぞれの学生が抱える問題を把握できる体制を取っていることは評価に値
する。

将来の改善・改革に向けた方策
成績発表時以外にも、学生の抱える学習上の問題を解決するために、学生と教員・職員
が適宜接触していく機会を設けたり、オフィスアワーという形式にこだわらず、学生が履
修相談などを受けやすいように環境を整えたりする必要がある。

【授業形態と単位計算方法】

現状の説明
社会学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については「講義科目」、
「演習科目」、
「実習
科目」から成っている。
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単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時
間数と単位数が設定されている。
社会学部に関しては、
①

講義及び演習科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。

②

実験及び実習科目は、３０時間の授業をもって１単位とする。

③

卒業論文は６０時間の授業をもって 8 単位とする。

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。

社会学部は、少人数教育を実施するため２年次から４年次まで約２０人の演習科目を必修と
している。また、講義科目においても、履修を希望する学生数が 200 名を越える場合には、同一
科目をもう一つ開講し、より少ない人数で学生が講義を受けることができるよう努めている。科
目担当者は、専任教員・兼任教員関係なく、シラバスの作成を義務づけられている。担当科目に
ついて、①科目名、②単位数、③配当セメスター、④担当者、⑤授業の概要、目標、方法、⑥成
績評価方法・基準、⑦教科書・教材・参考文献等を明示し、シラバス──授業計画に掲載されて
いる。

点検・評価・長所と問題点
シラバスは、個々の学生が４年間の科目履修計画を立てる際の参考になっている。また、
シラバスに基づいた講義が行われているか否かの検証は、学生による「授業改善のための
アンケート」を実施して、各教員が把握することができる。シラバスは全学的に統一され
た要領で作成されているため、カリキュラムの全容が把握できるようになっている点は評
価に値する。
指導に多大の労力を要する演習科目を２年次から４年次まで必修とするとこで、一貫し
た教育指導が行なわれており、教育指導上の有効性は確保されている。さらに、履修希望
者が多数に上った場合の上記方策は、教員の負担は、増大するものの、適正な受講者規模
による教育に努めている点は、評価に値する。
「授業改善のためのアンケート」は非常勤教員における回収率が下がる学期があるとは
いえ、学生の授業に対する意識を検証することができ、適切なコメントを受けることで、
次の学期に向けての授業改善に結びつくことがある。しかし、その一方で、学生アンケー
トの回答の中には不適切と考えられるコメントも散見され、学生の授業評価が必ずしも適
当ではなく、教員自体にも評価への反論がある場合も見られる。
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将来の改善・改革に向けた方策
2007 年度からシラバスの内容を大学のホームページ上で公開できるよう準備が進められ
ている。混乱を避けるため、冊子のシラバスも当面は継続して作成される予定である。履
修希望者が大人数になった場合の同一科目開講にあたっての履修者数の量的な基準は現在
のところ設けられていない。今後は、その基準について議論していく必要がある。
学生による「授業改善のためのアンケート」を実施するにあたっての課題は、教員と学
生の間の相互認識をいかに深めていくかということである。社会学部としても、現在全学
的に実施されているこのアンケートの形式や実施方法について、さらに議論を行い、改善
していく必要がある。

【インターンシップ】

現状の説明
社会学部ではインターンシップ制度を導入し、企業、自治体、ＮＰＯ等での現場体験を
奨励することは、本学部が目指す教育を一層推進するためにも重要であると考えている。
本学部では現場での学びを重視し、自ら問題を発見し、それを明確にして調べ上げ、筋道
立てて説明する能力を育もうしているからである。そこで社会学部では、3 年生次の春学期
にこれを科目として設定している。この科目はキャリアセンターが実施しているインター
ンシップ研修にそって展開する。キャリアセンターを通じて実習を行った者に限り単位を
認定する。この科目の内容は、原則 2 週間以上の実習とキャリアセンターが実施する事前
研修および事後研修からなる。実習期間は基本的に夏休み中とする。

社会学部の今年度

の希望者は約 50 名である。行き先は、一般企業、福祉施設、病院、市役所、ＮＰＯ団体な
どである。学外での仕事を通じた学びを社会学部での学習に活かすように期待される。

点検・評価・長所と問題点
社会学部の教育においては、実習や調査など現場での学びが重視されているが、インタ
ーンシップによる研修は

まさにそれに相当する。今後ともインターンシップによる学習

は社会学部の教育において重要な意義を有するものであるため、今後一層の充実がのぞま
しい。

将来の改善・改革に向けた方策
社会学部教育におけるインターンシップ研修の重要性から今後、事前学習、事後学習の
一層の充実が望ましくなろう。そのためにはキャリアセンターに加えて教員の関わりが必
要になると考えられる。
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５．

法学部

法学部の教育目標である「リーガルマインドの涵養」を実現するために、以下のような教育指
導方法の改善を図っている。

【教育課程の編成方法における学生の主体的学習への配慮】

現状の説明
先述したように学生の主体的学習を促すために、2003 年度よりすべての学部固有科目を選択
科目とするとともに、６つのコース（法律職、公務員、司法、行政、企業、政治・国際）からな
るコース制度を採用している。

点検・評価・長所と問題点
本学部が導入しているのは、かなり緩やかなコース制である。このため、緩やかなコース制に
縁取られた選択科目から構成される教育課程により、学生の主体的学習は、少なくとも履修科目
の選択という点では十分に保障されている反面、自由な選択の幅を保障するために、極端に偏っ
た科目選択がなされる傾向が見られることから、改善策の検討が必要になっている。

将来の改善・改革に向けた方策
学部固有科目については、時代の需要にあっているか、また各コースの目標に照らして妥当で
あるか、さらにはコース制それ自体の是非も含めて、現在法学部カリキュラム委員会によって再
検討されつつある。その結論の中で早期に実現すべきであると判断された事項に関しては、ここ
数年のうちに具体化する予定である。

【外国人留学生に対する教育上の配慮】

現状の説明
学部固有科目においては、担当教員の指導に大きく依存してきた。学部においては、特に留学
生を対象とした特定の指導は行っていない。

点検・評価・長所と問題点
本学部では、留学生に対しても日本人学生と同一カリキュラムのもとで教育を行うことにより、
学習意欲を高めている。
しかし、
他の学部と比べると、留学生の数が必ずしも多いとは言えない。
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将来の改善・改革に向けた方策
今後、国際交流を一層図るには何が必要かを考えるために、国際センターとの連携を図りな
がら、外国人留学生の受け入れ体制を強化する方向で検討したい。

【教育効果を測定するための方法】

現状の説明
講義科目と外書講読科目については、原則として、各学期末の定期試験による評価を行ってい
る。科目の特性から、いくつかの科目においては、レポートの作成・提出により、総合的に判断
をしている。演習科目においては、日常的な勉学態度、演習に対する姿勢、レポートの作成・報
告などを総合的に判断して適切な評価を加えている。

点検・評価・長所と問題点
現在、各科目の成績評価基準は担当教員に委ねられているため、多様な教育効果が期待できる
が、それゆえにその恣意性が批判されることもある。

将来の改善・改革に向けた方策
成績評価基準のあり方もカリキュラム委員会で検討されており、その結論の中で早期に実現す
べきであると判断された事項に関しては、ここ数年のうちに具体化する予定である。

【学生に対する履修指導】

現状の説明
学生に対する履修指導は、新年度冒頭で行われる教務課によるガイダンスによって行われて
いる。法学部は、さらに、教員がかかわる形での学部固有のガイダンスを実施している。また、
教務課による履修相談会においても、教員が参加し、事務職員だけでの履修相談会に終わらせて
いない。また、ゼミナールの選択にあたっては、必要に応じて相談日を設定する機会を設けるこ
とで、履修指導を行っている。

点検・評価・長所と問題点
教員が主体的にかかわることにより、技術的な解説にとどまらず、科目内容やゼミナール内
容についても、十分な説明が行われている。しかし、コース選択において、的確な選択ができな
い学生がいるために、3 年でのコース選択変更希望者が少なからず存在している。
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将来の改善・改革に向けた方策
コース選択を学生により的確に行ってもらうために、
科目内容が説明できる教員がかかわる学
部ガイダンスの内容を充実させると同時に、教員と事務職員の意見交換を踏まえた上で、より周
知徹底を図ることを検討しており、その成果は来年度実現する予定である。

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】

現状の説明
カリキュラム上の常設的な講義・演習・外書講読以外の科目として、特殊講義を開設してお
り、現代社会において特に問題となっているテーマを随時取り上げ、学生の学習意欲に刺激を与
えている。また、授業科目の特性に応じて、学外から特に職業上の専門的な知識を有する特別講
師（ゲスト・スピーカー）を招いて話をしてもらう時間を設けるとか、学外の関連施設などに参
観に出向く機会を設けるなどして、
学生の実務的な見識を広めるとともに意欲を高める工夫を行
っている科目もある。
なお、上記とは別に、学習の活性化を促す他の方法として、学生向けの学術講演会が毎年開催
されている。また、学生が教室での授業にとどまることなく予習・復習を行う環境を確保するた
め、
「法学文献センター」を設置している。ここでは、本学における法律学・政治学に関するほ
ぼすべての文献が収書されており、多くの学生が閲覧室において勉学を行っている。また、法学
文献センターでは、学生の資料研究に資するため、CD-ROM による資料検索が可能となっている。
さらに、法学文献センターに収蔵されている文献については、随時、インターネットにより、学
内外から検索が可能となっている。
資格試験合格や公務員を目指す学生のために、課外課程として、法職課程が開設されており、
特別カリキュラムが組まれている。資格試験・公務員試験に関するテキスト・問題集等を収書し
た「資格試験資料室」が設置されており、学生は自由に利用できる。それと併設して、静粛学習
室・グループ学習室が設置されており、午前 9 時より午後 8 時まで自由に勉学できる環境が確保
されている。
他方、教職を目指す学生のために、課外課程として教職課程教室を設けている。そこでは課外
講座を開設し、模擬授業など教育実習に向けての準備を行うと共に、さらに合宿や研究旅行を行
い、教員養成教育の充実を図っている。また、自主学習の便を図るために、教材研究室を設置し
ている。

点検・評価・長所と問題点
授業以外のスペースにおいて十分に予習・復習する環境を整備しており、環境的には活性化の
措置は十分に行われていると評価できる。実際、毎年のように、司法書士試験・社会保険労務士
試験・行政書士試験・宅地建物取引主任者試験等の合格者を輩出するとともに、公務員試験にお
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いても、本学の中では比較的多い合格者を輩出している。また、教職についても小学校から大学
まで幅広く多数の教員を輩出している。
しかし、正規のカリキュラムと課外カリキュラムとの連携がまだ十分ではなく、それぞれの教
育目標の補完的効果を十分に発揮できているとは言えず、また学内の他の講座（資格試験対策講
座）との関係のあり方も検討する必要がある。
なお、教職課程については、さらに教職につく者の増加を図りたいとの願望が強いが、我が国
の学校教育環境などの問題が関わり、本学部だけでは対応しきれない点がある。

将来の改善・改革に向けた方策
法職課程運営委員会や教職課程教室運営委員会で問題点をさらに議論した上で、今後のあり方
を検討し、改善を図る予定である。

【授業形態と授業方法とその教育上の有効性】

現状の説明
授業科目の履修形態は、学部固有科目については講義科目、演習科目、外書講読科目の 3 種か
ら成る。さらに、講義科目については、通年科目と半期科目に分かれる。
単位計算方法は、授業の方法に応じて、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を
考慮して、以下の基準により、単位数を計算する。
①講義科目については、15 時間の授業をもって 1 単位とする。
②演習科目については、15 時間の授業をもって 1 単位とする。
③外書講読科目については、30 時間の授業をもって 1 単位とする。
また、授業形態としては、大教室で行われる講義科目、演習室で行われるゼミナール・外書講
読科目とに大きく分けられる。また、法学部ではセメスター制導入に伴い、週 1 回の半期２単位
型の授業に加え、ある科目の単位取得を条件として履修を認める積み上げ型科目、半期に週 2
回行う科目もある。これは法学・政治学の教育効果を考慮して導入されている。
授業方法としては、まず年度始めにシラバス（授業概要）を学生に配布している。次に、進め
方に関しては、従来の黒板やホワイトボードに板書を行う講義に加え、補助レジュメを配布する
とか、教材提示システムによる資料図画などの提示、さらにはパワーポイントを活用して授業を
進める講義もある。また、ほとんどの教室に AV やインターネット設備が備えられているので、
ビデオ・DVD・関連サイト等が講義の補助として利用されている。なお、学内の情報システムを
通じて、授業のレジュメ・資料の配布やレポート提出などを行う授業、またＴＡを活用する授業、
ゲスト・スピーカーを招いて理論と実践の両立を図る授業などもある。
ゼミナールにおいては、少人数教育を重視する観点から、原則として 20 名を上限とし、そこ
での学習にも教員の多くのエネルギーが注がれている。また、本年より演習シラバスを作成する
ことで、学生のゼミへの意欲を高める努力を行っている。さらに、裁判に関する授業形態として、
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法廷教室を利用した模擬裁判等も行われている。

点検・評価・長所と問題点
講義科目の授業については、
体系的内容の解説を中心とする授業から学生の積極的な参加を求
める授業まで、多様な形態と方法に基づく授業を提供することで、学生の多様な需要に応えてい
る。また演習科目により、
一方的な授業の不十分さをカバーしている。こうした工夫などにより、
授業に関する学生意識調査に表れた結果をみると、全般的に教育活動に関する学生からの評価は
上向きの基調にある。本学部の従来の取り組みが、基本的に適切であったことを示していると思
われる。
しかしながら、学生の状態は画一的で一様なものではなく、また刻々と変化している。適切な
授業形態・方法の検討は、引き続き授業に関する学生意識調査などをもとに、学生側の事情や各
専門分野の特性も踏まえながら、今後も各教員が継続的かつ積極的に取り組むべき課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
講義科目においては、個々の科目の必要に応じて、より積極的に情報システム、AV やインタ
ーネットもしくはゲスト・スピーカーなどを活用することで、学生の学習意欲を刺激し続ける必
要がある。また、演習科目では、これまで通り、少人数教育に重点を置き、学生と教員の十分な
コミュニケーションをはかれる形での授業形態・授業方法を追求する必要がある。
この他、授業形態・方法のあり方に関しては、全学的にも検討されてきているが、学部におい
ても、授業に関する学生意識調査の結果なども踏まえながら、カリキュラム委員会などを通じて
絶えず議論する必要がある。
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６．

総合政策学部（商学部）

総合政策学部の教育目標である「総合的な政策立案能力の習得」のための「総合性、段階性、
自主性」という課題を実現するために、以下のような教育指導方法の改善を図っている。
本点検項目に関しては、学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置、教育効果
を測定するための方法、学生に対する履修指導、授業形態と単位計算方法のようにそれぞれの項
目で点検・評価を実施するのではなく、以上の各項目を念頭におきつつ包括的に点検・評価の結
果を行った。
なお、
総合政策学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については
「講義科目」、
「演習科目」から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
総合政策学部に関しては、
④

講義及び演習科目は、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、
「キャリアイングリ
ッシュⅠ・Ⅱ」「情報処理Ⅰ・Ⅲ」「ファイナンシャルプランニングⅠ・Ⅱ」については、
３０時間の授業をもって１単位とする。

⑤

実習及び実習科目は、３０時間の授業をもって１単位とする。

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。

現状の説明
総合政策学部における教育方法の第１の特徴は、学生の主体的な学習を促すとともに学習効果
を高めるために、１年次から４年次の全学年にわたって履修登録制限単位を設けていることであ
る。ちなみに、１年次から３年次にかけては各学期における履修の上限は 26 単位とし、４年次
においては各学期 24 単位としている。他方で、各学期の成績評価が判明した段階で、過少単位
（概ね各学期における取得単位が 12 単位以下）の学生に対して、教務課を通してその旨を学生
本人に通知し、あわせて教員が分担して当該学生に対する履修指導を実施している。履修指導を
受けた学生については、次学期以降において取得単位に関して大幅な改善傾向を認めることがで
きる。
第２の特徴は、公共政策コース１（国家公務員など）、公共政策コース２（地方公務員を中心）、
ビジネス政策１（民間企業）、ビジネス政策２（専門的な資格・スキルを活かした専門職）の４
つに類型化した履修モデルを学生に提示し、将来を見据えた科目の履修を促すようにしている。
次に、本学部における研究指導方法の第１の特徴は、従来のゼミナールや卒業研究に該当する
科目をプロジェクト研究と位置づけ、しかも２年次から４年次まで配当していることにある。こ
れは、学生が主体的にそれぞれの関心に従った政策研究、企業研究を進めることを念頭において
いる。なお、教育方法と研究指導の仕組みなどを検討・改善する仕組みとして学部内に「教育改
善作業部会」を設置して、これら事項に関する全般的な対応を図っている。
第２の特徴は、プロジェクト研究の履修を全学年次において必修とせず、選択制としているこ
とである。これは言うまでもなく、学生の自主性を最大限尊重するとともに教育効果を高めるこ
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とを意図している。また、１年次の春学期から秋学期および１年次から２年次の２回に限って、
学生が所属するプロジェクト研究を変更する機会を設けている。これは、学生自らに相応しい政
策研究や企業研究のテーマを選択することを促すためである。
第３の特徴は、
学部の全教員がオフィスアワー
（春と秋の学期中に、異なる曜日で週２回以上、
各１時間以上の時間帯に、各教員の研究室で学生から講義内容他の相談を受ける仕組み）を設定
して、学生からの質問や相談を受ける体制を整備していることである。
第４の特徴は、学生がプロジェクト研究を選択する際の、教員との接触頻度を増やす工夫とし
て、オフィスアワーの時間を活用して「オフィスラリー（中京大学の商標登録）」を実施してい
る。これは学生が複数の教員と懇談する積極的な機会を体系的に設けることによって、自らの関
心領域を確認できる仕組みを提供するためである。本学部の 1 年次および 2 年次に在籍する全
ての学生は、学部よりスタンプカードを配布され、春学期と秋学期の一定期間内に規定数以上の
研究室を訪問してスタンプ（教員の印鑑やサイン）を集めることを要求される。そしてこの要求
を満たすことが、上述したプロジェクト研究に応募する際の前提条件としている。

最後の特徴は、以上に加え国内および国外（米国・オーストラリア・フィリピンなど）
における自治体、非営利組織、および民間企業などでのインターンシップも積極的に行っ
ている。具体的には、2005 年度において国内の非営利組織および民間企業とフィリピンの
民間企業へのインターンシップを実施した。2006 年度以降は、これらに加え、米国および
オーストラリアへのインターンシップを計画している。またこのように国内民間企業に限
らず、幅広い受け入れ先を準備していることに加え、2 年次からインターンシップに参加で
きる制度を取り入れ、在学中に複数回の就業経験を得られるように工夫している。

点検・評価・長所と問題点
教育方法については、
概ね学生の主体的な学習を促すとともに学習効果を高める仕組みとなっ
ている。履修登録制限単位の設定に関しては、学部として独自に過少単位の学生に対する履修指
導を行っていることは大きな長所と考えている。ただし、度重なる呼び出しにも拘らず履修指導
を受けていない学生については依然として課題が残っている。さらに、履修モデルの提示につい
ては、公共政策系とビジネス政策系とを専攻やコースに分けることなく弾力的に活用している点
は、ひとつの長所と考えている。ただし、あくまでも学生の履修の際の参考資料にとどまってい
ることは否めない。
研究指導についても、
概ね学生の自主的な選択の機会を尊重するとともに教育効果を高めるこ
とに繋がっている。特にプロジェクト研究の履修を２年次からとして点は、中期的な観点から研
究指導のプログラムを提供できる大きなメリットがあるといえる。また、オフィスラリーを学部
全体で行っていることは、学部教員と学生のモティベーションを高める大きな長所であると考え
ている。ただし、現時点では 90％以上の学生がプロジェクト研究を履修しているが、今後、い
かにしてこの傾向を継続させるのか、また学生の満足度をより高めるのかといった課題が存在し
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ていることは否定できない。

将来の改善・改革に向けた方策
本学部は、二年後に完成年度を迎える。それまでは学部内の「教育改善作業部会」での
検討と提案を通して、現行の教育方法と研究指導の向上について、その運用精度を高める
ことに傾注したい。適宜適切に現在の仕組みの課題を掘り起こし検討を重ねる中で、完成
年度以降の改善・改革へとつなげて行きたい。
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７．経済学部
経済学部の教育目標である「基本的な経済学の知識を身につけさせる」
「現代情報化社会に適
応できる能力を涵養する」「国際感覚に優れ，幅広い教養と総合的な判断力を培う」を実現する
ため，以下のような教育指導方法の改善を図っている．

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】

現状の説明
経済学部では，春学期開講前の履修相談の中で個別的に学生が担当教員から単位取得状況や成
績に関する客観的な評価を受ける．これは，学習意欲の向上を通じての学習の活性化を意図した
ものである．さらに，2006 年度から単位過少学生に対しては，秋学期開講前にも履修指導を実
施し，学習意欲の喚起を図っている．また，2005 年度には，学生の科目選択と履修計画の自由
度を高めるために，時間割の固定化と時限間の授業数のバランスの改善を行った．
授業目標，授業内容，授業計画等を統一された書式で記した『シラバス』を学生全員に配布し
ている．さらに，カリキュラム全般について記した『履修の手引き』の中で，複数の履修モデル
を提示し，興味や目的に応じて体系的な履修計画が立てられるように配慮している．
履修登録単位の上限は，１・２・３年次については各学期２４単位，４年次については各学期
３０単位に設定している．
ＧＰＡ制度については，経済学部では卒業時の成績優秀者の選出等に利用されている．
教員の教育指導方法の改善策としては，全学的に「ＦＤ・教育改革委員会」を組織し，教員向
け公開授業や「授業改善のためのアンケート」を行っている．「授業改善のためのアンケート」
は，経済学部の学部固有科目については専任教員担当のほとんどの講義科目で実施されている
（兼任教員担当の講義科目における実施率は５０％強である）．アンケートの集計結果は全教員
に対して公開され，全体分析結果については学生も閲覧できる．

点検・評価・長所と問題点
授業アンケートやシラバス等，概ね適切な措置が施されており，有効性を発揮していると評価
できる．ただし，授業アンケートについては，専任教員担当の講義科目における実施率は極めて
高いが，兼任教員担当科目の実施率がやや低いという問題がある．
４年間でバランスのとれた履修を計画させるために，2003 年度に履修登録の上限を削減した
が，それでも３年次までに卒業所要単位数を充足することは可能である．４年次秋学期に 1 科
目（2 単位）以上履修・修得することを卒業要件に追加する措置を講じているが， ３年次秋学
期以降（第 6～8 セメスター）に修得する単位数がそれ以前のセメスターと比べて大幅に減少す
る傾向がある．

－199－

Ⅲ．教育の内容・方法等

将来の改善・改革に向けた方策
授業アンケートの結果は各教員によって授業改善に利用されているが，効果の検証が十分に行
われておらず，今後の課題である．また，シラバスが学習意欲の向上や体系的履修にどの程度貢
献しているかについても検証の必要がある．
履修登録の上限については，就職活動の早期化などの状況も踏まえつつ，さらに検討を進める
必要がある．
ＧＰＡ制度については，履修指導の材料にするなど，有効な利用方法をさらに検討する予定で
ある．

【教育効果を測定するための方法】

現状の説明
個別の授業に関する教育効果の測定に関しては，後述の成績評価方法に加えて，毎学期実施さ
れている「授業改善のためのアンケート」の中で教育効果の判断材料となる項目が設定されてい
る．アンケートの集計結果は全教員に対して公開されている．
成績評価方法については，定期試験，レポート，講義期間中の小テスト，出席状況，口頭発表，
授業態度等を用いており，『シラバス』にこれらが成績評価に占める割合を数値（％）で明示し
ている．
カリキュラム全体としての教育効果の測定ならびに教育効果向上のための検討を行う組織と
して，経済学部では，将来問題検討委員会および学部教務委員会を設置している．前者は７名，
後者は５名の委員から構成されている．前者では，カリキュラム編成の方針とそれに基づく科目
の新設・削除などについて，後者では，科目担当者，時間割編成，開講する授業数，適正な履修
学生数などについて議論を行っている．

さらに，経済学部では，2005 年度に学生の履修データをもとにカリキュラムの機能性を
検証し，教育改善に利用するための履修分析システムを構築した。当該システムでは，時
系列での各科目の履修状況に加えて，科目群ごとの履修バランス、グレード別の履修状況，
時限別の履修状況等が把握できる．これに基づいてカリキュラムをより有効に機能させる
ための改善策を様々な側面から検討している。
卒業生の進路状況については，経済学部の 2005 年度卒業生 360 名中，就職者 267 名，大学
院進学者および専門・各種学校入学者 12 名であり，大学院進学者および専門・各種学校入学者
を除く卒業生に占める就職者の割合は 76.7％（男子 76.5％，女子 78.2％）である．就職先の業
種別では，卸売り・小売業，飲食店 30.4％，サービス業 15.8％，製造業 14.2％，金融・保険業
10.8％，運輸・通信業 10.8％，公務員 5.8％の順となっている．
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点検・評価・長所と問題点
個別の授業に関する教育効果の測定のために授業アンケートを幅広く実施し，またカリキュラ
ム全体としての教育効果の測定のために将来問題検討委員会および学部教務委員会が活動を行
っていることから，ある程度適切な教育効果の測定方法が採用されていると評価できる．また，
授業アンケートについては，教育効果を測定する機能をさらに高めるべく全学的な『アンケート
小委員会』および学部教授会において議論され，方法・内容に関して毎年修正が施されている．
しかし，新たな測定方法を模索するための議論はあまり行われていない．
授業アンケートの集計結果が全教員に配布されていることは，授業間の教育効果の比較のため
に有効であると考えられる，しかし，教育効果や目標達成度およびそれらの測定方法に対して教
員間で十分な合意が確立しているといえる状況にはまだない．
成績評価方法・評価基準の適切性については，2002 年度にＳが導入され，より詳細な５段階
評価となった点や複数の成績評価方法を用いるべく各教員が努力し，各評価方法が成績評価に占
める割合をシラバスに明示している点は評価できる．しかし一方で，履修者が多い講義科目につ
いては，依然として試験中心の評価方法に頼らざるを得ないという実情もある．また，成績評価
全般について担当教員の自由裁量に任されており，学部としての成績評価に関する制度的な検討
はまだ行われていない．
卒業生の就職状況については，就職率から見れば良好であると思われるが，就職先企業に占め
る上場企業の割合は 30％程度であり，希望の業種・企業に就職できない学生がかなり多いこと
も事実である．

将来の改善・改革に向けた方策
教育効果や教育目標達成度の測定結果，および，新たな教育効果測定方法の構築等に関して，
将来問題検討委員会や学部教務委員会を活用して学部内での議論を深めていく必要がある．
また，成績評価方法の改善に向けて，科目間および同一科目のクラス間で成績分布の比較を行
う必要がある．とくに同一科目で各クラスの成績分布に偏りが生じているとすれば，改善を急が
なければならない．さらに，成績分布表を教員に対して公開するなど，成績評価に対する組織的
な取り組みについて検討していく必要がある．
卒業生の進路に関しては，キャリアセンターにおいて，全学的に就職ガイダンス，資格講座，
インターンシップ，学内企業セミナー等の形で細かい就職指導・支援を行っており，その成果も
現れている．しかし，学部の特性を踏まえた学部によるキャリア教育も必要であり，経済学部で
は，2007 年度に着手するカリキュラム改正においてキャリア支援科目の導入を検討する予定で
ある．
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【学生に対する履修指導】

現状の説明
毎年度春学期開講前に全学的に各種ガイダンスが行われるが，これに加えて，経済学部
では個別に履修相談を行っている．学部固有科目を数多く履修する２・３年次の学生は履
修相談を受けることが義務付けられており，３年次で演習を選択している学生については，
演習担当教員が履修相談を担当する．１年次および４年次の学生については，設定日に指
導担当教員が常駐する形で希望者に対して履修相談を行っている．学生は，事前に「履修
相談シート」に前年度までの単位取得状況，卒業後の進路の希望，履修したい科目，参考
にした履修モデル等を記入し，それに基づいて今学期の履修科目（個人時間割）や来学期
以降の履修計画について担当教員と相談を行う．また，「履修相談シート」は学部のサーバ
に電子的に蓄積されており，常に教員は学生の履修状況等を把握することができる．これ
により、履修相談期間外に学生から相談を受けた場合でも，有効なアドバイスができる態
勢をとっている。
経済学部では，オフィスアワーを制度化してはいないが，『シラバス』に質問等への対応方法
が明記されており，必要に応じて科目担当者が対応できる態勢が整えられている．さらに，本学
部の専任教員は学部ＨＰにおいて電子メールアドレスを公開しており、学生は電子メールを通じ
て教員に質問をしたり、アポイントメントをとって直接会うことができる。
留年者等に対する教育上の配慮については，上述の履修相談において留年者・休学者向けの指
導担当者を置いている．また，留年者を含む旧カリキュラム対象学生が在学している限り，現行
カリキュラムに対応する科目がない旧カリキュラム科目については，読み替えは行わずに開講し
ている．

点検・評価・長所と問題点
全学生を対象に毎年度特定の期間を設けて個別の履修相談を実施し，さらに履修アドバイザー
（演習履修者については演習担当教員，それ以外の学生については履修相談担当教員）や他の教
員が常時個別に対応できる態勢を取っており，適切な履修指導体制が構築されていると評価でき
る．学習意欲の向上や留年者・単位過少学生の減少という形でその成果も現れている．しかし，
相談時間の制約もあり，学生の興味や目標に応じてより効果的な学修計画を考えるといった本質
的な履修指導が十分に行われていないことは課題である．
留年者に対する配慮・措置は適切であると考えられる．

将来の改善・改革に向けた方策
より一層効果的な履修指導のために，カリキュラムや履修モデルの改革と並行して，履修相談
の内容・方法について継続的に検討していく予定である．

－202－

Ⅲ．教育の内容・方法等

【授業形態と単位計算方法】

現状の説明
経済学部の授業科目の履修形態は，学部固有科目については「講義科目」と「演習科目」から
成っている．単位の計算方法に関しては，学則第３１条に基づき，各授業科目は１単位につき４
５時間の学修を必要とする内容を持って構成されている．経済学部では，授業の方法に応じて，
当該授業による教育効果，授業時間以外に必要な学習を考慮して，次の基準により単位数を計算
している．
① 講義・演習科目は，１５時間の授業をもって１単位とする．
② 実習科目は，３０時間の授業をもって１単位とする．
これらの単位計算方法に関しては，学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し，
学生への周知を図っている．
授業形態としては，学部固有科目については講義を中心に展開しているが，大規模人数授業の
弊害を回避するよう配慮している．必修科目である「マクロ経済学入門」「ミクロ経済学入門」
については，それぞれ３クラスに分けて同時開講しており，履修者数は１クラス当たり１５０名
程度である．
これらの科目では大学院研究科在籍者による授業補助員
（ＴＡ）
制を採用しており，
教員が出席確認や資料配布に時間を割かれることなく効率の良い授業が可能となっている．他の
科目についても履修者が３５０名以上になる場合にはクラスを分けてリピート講義を行い，履修
者制限を課すことなく学生が授業を受けやすい態勢を確保している．また，演習科目群，経済外
国語科目群，
「情報リテラシー」については少人数教育が実施されている．
「情報リテラシー」
（必
修）については，１０クラスに分けて開講し，１クラス当たり４０名程度で学生各自がコンピュ
ータを使用する実習形式で行われている．
「入門ゼミ」
（必修）は１クラス当たり２０名程度，
「演
習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は標準的履修者数を１５名としており，後者では学生の研究テーマに応じた個別
指導が行われている．
マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用については，
専門科目の授業内容の理解
や応用の促進を志向する「経済情報の活用」
「経済シミュレーション」が設置され，パワーポイ
ントによるプレゼンテーション、電子化された講義資料による主体的な予・復習等が行われてい
る．それ以外にも，「情報リテラシー」や演習科目等でマルチメディアが活用されている．

点検・評価・長所と問題点
科目の特性に応じて，概ね適切に授業形態・授業方法が選ばれていると評価できる．講義中心
とならざるを得ない科目構成の中でも教育指導の有効性を損なわないように少人数化への配慮
が十分になされている．しかし一方で，履修者数が多い科目でリピート講義を行っている教員の
負担が過大であることは問題である．
マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用についても概ね適切であると評価され
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るが，コンピュータ室がやや不足しているなど，教室環境には課題が残されている．

将来の改善・改革に向けた方策
教員の負担とのバランスの中で，さらに少人数教育を推進する方策を検討していく必要がある．

【インターンシップ】

現状の説明
経済学部では，学部固有科目として「海外インターンシップⅠ・Ⅱ」を設けており，アメリカ，
オーストラリアにおける企業研修に参加・修了し，課題レポートを提出することにより単位が認
定される．国内のインターンシップについては，キャリアセンター主催で行われている．

点検・評価・長所と問題点
インターンシップのための体制は整っていると評価できるが，2006 年度において，海外イン
ターンシップ参加者は 0 名，国内インターンシップ参加者は２２名である．インターンシップ
は，進路選択や就職活動のみならず，学習意欲の向上などの形で大学教育にもメリットをもたら
すことを考えれば，学生の参加を促進すべきであろう．

将来の改善・改革に向けた方策
国内インターシップについては，参加の拡大のために，2007 年度に「インターンシップⅢ」
という学部固有科目を新設し，これにより単位認定することが決定している．海外インターンシ
ップに関しては，国際センター及びキャリアセンターとの連携を図りながら，学生への呼びかけ
を強化する必要がある．
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８．

経営学部

経営学部の教育目標である「経営者、管理者、企業家の育成」の実現を目指して教育カリキュ
ラムの編成・展開が行われているが、その遂行である教育実践において、不断に教育指導方法の
改善が行われなければならない。そのめざすところは、現代社会の激しい変化への対応力(問題
発見・解決能力)の涵養である。とくに、情報収集・分析能力、知識統合能力、コミュニケーシ
ョン・ディスカッション能力は、経営学部生の卒業後の生き方を決定付けるものであるが故に、
すべての授業においてその涵養に努めなければならない。
経営学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については「講義科目」、
「演習科目」、
「実
習科目」から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
経営学部に関しては、
⑥

講義及び演習科目は、１５時間の授業をもって１単位とする。

⑦

実験及び実習科目は、３０時間の授業をもって１単位とする。

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。
【学生に対する履修指導】

現状の説明
教育・研究指導改革の第一は、新入生オリエンテーションの実施である。経営学部では、平成
３年の開設以来、すでに連続１５年間一泊二日の新入生オリエンテーションを実施している。こ
れには、経営学部の全教員が参加する。この長期連続新入生オリエンテーションの実施は、中京
大学では経営学部が唯一であり、誇るべき経営学部の伝統教育行事であると位置づける。この教
育行事のコンセプトは、新入生の今後４年間のキャンパスライフ不安の緩和と彼らの目指す道筋
の案内であり、同時に、全国から集まった学生同士が一堂に集まって寝食を共にすることで、良
き友人を見つける場を提供することである。
このオリエンテーション合宿においては、まず、経営学部カリキュラムの特徴や科目履修上の
諸注意と同時に経営学部全教員の自己紹介をおこなっている。また、個別相談コーナーを設けて、
科目履修方法、各種資格対策講座、海外研修等々について質問を受け付け解説している。この新
入生オリエンテーション合宿の運営は、今日では、教員監督下に２年生以上の学生が主体となっ
て進められている。新しい大学生活への不安を抱える新入生にとって、先輩学生達の親身になっ
ての案内・対応は、教員主体のものよりむしろ効果は高いと評価できる。
さらに１年次生への教育上の配慮として、授業への出席監視システムを設けている。最初の数
か月の間に大学生活に馴染むことができなければ、その後の段階で修復することは困難であると
の経験的事実にもとづいて、専門科目への導入教育として１年生の春学期に開講する必修科目
「経営学入門Ⅰ」の欠席が目立つ学生と早期に面談するシステムを整えている。面談の連絡は保
護者宛にも送付されるのであるが、保護者との連絡をより密にすることによって、大学生活にう
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まく適応することができていない学生に対してよりきめの細かな対応が可能となるであろう。こ
の「経営学入門Ⅰ」は、専門分野別に６人の担当教員がリレー方式で入門講義を行い、１年生が
カリキュラム全体を俯瞰できることを狙ったものである。
そして１年生の秋学期においては「経営学入門Ⅱ」が、２年生以降においては「専門ゼミナー
ルⅠ・Ⅱ・Ⅲ」が設けられ、少人数授業の利点を活かして学生の専門知識習得と同時にコミュニ
ケーション能力とディスカッション能力の涵養が図られている。また、経営学部全学年生に対し
てオフィスアワーを設け、全教員が研究室に待機して、学生の教育相談に応じている。
また、他節で説明あるごとく、多彩な科目配置のうえ必置科目担当の専任教員制を堅持し、大
幅選択制と基礎科目を除いて全学年次科目履修可能制を採用することにより、学生の自主的問題
発見能力と専門性涵養を図っている。経営学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目について
は「講義科目」、「演習科目から成り立っている。」 単位の計算方法に関しては、中京大学学
則第 31 条に基づいて、講義科目、演習に関しては 15 時間の授業をもって１単位としている。

点検・評価・長所と問題点
上記の新入生オリエンテーション合宿に対しては、事後の学生アンケート調査からも高い評価
が得られている。このような新入生たちの高い満足度は、先輩学生を交えたオリエンテーション
実行委員会での不断の企画会議や反省会議、そしてなにより経営学部教員の情熱によって保証さ
れる。
また、上の１年生出席監視制度については、有効に機能しているものと判断することができる。
面談を通して大学側の問題点が明らかになったときには、それを教育改善(授業中の静粛維持、
学習への一層の動機付け、自前作成テキストの一層の充実等)に反映するように努めている。
経営学部のカリキュラムの特徴として、一部の基礎教科に必修指定以外は大幅な科目自由選択
制がある。学生の自主的な特定科目群への集中履修による高い専門性涵養、あるいは幅広い科目
履修による教養涵養というメリットを追求したものである。しかし、ゼミナールも含めて、大幅
選択制は、学生の自主性涵養の狙いとは裏腹に一部学生に惰性を許すデメリット効果も有する点
は注意すべきである。この点に関して、６年前までの科目群別選択必修制度への回帰(新内容を
盛り込んだ)が、今また議論されつつある。

将来の改善・改革に向けた方策
たとえば、オリエンテーション合宿で新入生は上級生と親しくなるのであるから、これをメン
ター制度のようなかたちに発展させていくことができれば、より教育効果を高める可能性がある。
出席監視制度によって呼び出しに応じない学生に対しては、保護者への一層強力な接触を進めね
ばならない。
過去に採用していた科目群選択必修制のメリット・デメリットを今再度検証し、現行の科目選
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択方式にそのメリット効果を追加する改善を図らねばならない。
経営学部開設以来 10 年間続けられてきた４年生の卒論発表会(市内ホテルに一同集合しての)
も、ゼミナール選択制導入によって(約 70%の選択率)廃止されてしまった。学生の４年間の学習
の集大成の発表機会復活を、再度考えてみるべきである。

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】

現状の説明
①「学生による授業改善のためのアンケート」の活用と FD 活動
中京大学経営学部では、2005 年 11 月に「経営学部自己点検・評価運営規程」を定め、直ちに
施行するとした。本規定に基づき、
経営学部教員全員で構成される運営委員会を毎月 1 回開催し、
学生の授業改善のためのアンケートの集計結果をうけて各教員の授業改善の経験を報告しあっ
たり、他大学のＦＤ活動の取り組みを紹介したりしている。とくに、各教員による授業改善努力
の報告会は、授業ノウハウ交換の場として極めて有意義のものであると考えられる。
②シラバスの改善
中京大学経営学部の従来のシラバスは、必ずしも統一された形式のものではなかった。たとえ
ば授業計画に関しては、各週の授業内容を詳しく説明する教員もいれば、その学期の到達目標だ
けを大ざっぱに記す教員もいた。また、成績評価の方法についても明記されていない場合も多か
ったようである。
しかし、それでは学生の授業選択の資料としては不十分であるということで、2006 年度から
はシラバスの形式を統一し、それぞれの時間の授業計画を詳しく示すとともに、成績評価の方法
ならびに基準なども具体的な数字でもって表示することになった。これによってシラバスは、少
なくとも形式上は従来のものに比べて改善されたと評することができよう。
⑧

履修モデル・コース制
中京大学経営学部の理念は、
本学の建学精神を堅持し社会の有為の人材を育成することである。

また、本学部の目的は、現代の経営管理についての理論的知識と実践能力を身につけた人材を育
成することである。そして、本学部の教育目標は、基礎的ならびに専門的な知識の付与、問題発
見･解決の能力の育成、および教養と人間性の涵養を目指した教育である。すなわち、本学部は
基礎的ならびに専門的な技能・知識を身につけるとともに、問題の発見と解決の野力を備えた、
２１世紀のビジネス社会に対応する人材の育成を目指している。これらの理念、目的、および教
育目標の内容は既に触れた如くであるが、こうした理念・目的･教育目標の達成を目指して、本
学部は全力で取り組んでいる。すなわち、達成のために幾つかの体系だった試みを行っている。
本学部の理念･目的･教育目標の実現のための方針･制度等について、その主要なものを挙げるな
らば、次のようである。
第１は、カリキュラムの充実であり、専門教育の早期化および履修重点モデルの提示を行って
いることである。履修重点モデルの提示とは、「企業経営」「国際経営」
「経営情報」「会計･ファ
イナンス」の４つの科目群および、経営管理重点モデル、国際経営重点モデル、経営情報重点モ
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デル、会計重点モデル、金融重点モデルの５つの履修モデルを提示するものである。

点検・評価・長所と問題点
①「学生による授業改善のためのアンケート」の活用と FD 活動
学生による授業評価制度をつくるに際しては、
「学生からの公平な評価を期待できるのか」、
「学
生に授業を評価することのできる能力があるのか」といった意見も出た。しかし、学部のカリキ
ュラム・授業展開と教育改善が、学生にどのように受け入れられているかを知ることは、さらな
る教育改善努力に不可欠のものである。多くの慎重論を乗り越えて、学生による授業評価は始ま
った。情報公開に関しては未だ慎重論もあり、教員には全的に公開されるが、学生等に対しては
各学部全体の集計結果の公開にとどまっている。
②シラバスの改善
シラバスに関しては、形式が統一されたことによって、講義概要を知ることがこれまでより
容易になったようにもみえる。しかし、テクニカル・タームを数個並べただけのものをその日の
「授業内容」
として記しただけでは、学生がその講義内容を想像することは相当に困難であろう。
また学生たちの側も、シラバスを利用するのは大体が履修登録期間までであって、それ以降に
学習の参考とするものは少なくないように思われる。おそらくそれは、シラバスには日々の予
習・復習に有益な情報が盛り込まれていないからであろう。しかし、だからといって毎回の授業
計画を詳細に説明されても、
シラバスは大部のものになってしまい使用しづらくなることであろ
う。

将来の改善・改革に向けた方策
①「学生による授業改善のためのアンケート」の活用と FD 活動
現段階では授業アンケートの結果は、上に指摘したごとく各授業毎という形では学生に公表さ
れていない。しかし、アンケートの集計結果が、教員にとって授業を改善していくうえでの極め
て有用な情報となり授業改善につながっている事実から、今後は授業アンケートの形式や質問の
内容についてさらに検討を重ねて改善しながら、
情報の全的公開に向けて教員の意識を高めてゆ
かなければならないであろう。
②シラバスの改善
学生たちにとって講義内容といった有用な情報をコンパクトな形で提供する方法を見出すこ
とは、今後の大きな検討課題である。それは、講義内容をもっと分かりやすいかたちで知らせる
工夫が必要であることもそのひとつである。それに加えて、学生の予習などに資する形でシラバ
スを再構成することも今後は必要になってくるであろう。
しかし、シラバスに沿ってきっちりと授業を進めていくという点に関して、その有効性につい
て議論が分かれている。最新情報にもとづいて授業する場合、授業内容の移動が生じうるからで
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ある。しかし、授業変更の場合には、学生への授業前の事前予告と予習通告指導は欠かしてはな
らないことであり、この点の教員間での認識の一致が自己点検・評価運営委員会で求められねば
ならない。

【インターンシップ】

現状の説明
学生の授業で得た知識のさらに深い理解につなげようと、1998 年以来、会社業務実体
験科目＝インターンシップ（「企業実習」）を設けている。学生の会社業務実体験をつ
うじての職業観醸成も目標とした。2001 年より、参加学生には 2 単位認定とした。2003
年より、中京大学キャリアセンターにインターンシップ窓口が一本化され、当該学部も、
これを通して学生の参加を促している。当初は、東海インターンシップ協会に登録され
る 120 社ほどの企業が受け皿として用意されたが、
中京大学キャリアセンター開発の 100
社ほどがこれに加わり、オリエンテーションのあと学生とのマッチング作業を経て、希
望会社にて実習・研修を受けることになる。実施時期は８月中、あるいは 2 月の 2 週間
があてられる。各会社に用意されるプログラムに参加しながら、業務日誌(毎日の実習・
研修に関する企側と学生双方の所感日誌)と学生の参加後感想文の提出、さらに面接を経
て単位が認定される。過去 3 年間の参加学生数は、2003 年度男 2 人・女 5 人、2004 年
度男 7 人・女 10 人、2005 年度男 13 人・女 7 人である。参加学生は、ほぼ全員が、教室
で得た知識がさらに深まり、アルバイトでは知り得なかった会社経営の実際が理解でき、
将来のために得るところが多かったとしている。しかし、このようなメリットの大きな
科目への参加者数はまだ限られている。オリエンテーションのさらなる工夫が必要であ
ろう。学生にとって、当面の「実利」（＝就職等）が実感されるようになった時、参加
者数は質的に変化しよう。
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９．

情報理工学部(情報科学部)

情報理工学部（情報科学部）の教育目標の骨子である
①

情報技術に関する専門性の高い教育を行う．

②

実験・実習・演習による体験を通じた実践的な能力を高める．

③

少人数，対話型のゼミ形式の教育カリキュラムにより，感性を豊かにし，創造的能力を高

める．
④

広い視野を持ち高度情報化社会において対応できる能力を養成する．

を実現するために，以下のような教育指導方法の改善を図っている．
また、情報理工学部の学部固有科目における授業科目形態は、３学科とも「講義科目」、
「演習
科目」
、
「実験科目」、「実習科目」から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
情報理工学部に関しては、
⑨

講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。

⑩

演習、実験及び実習科目は、３０時間の授業をもって１単位とする。

③

「卒業研究」は６０時間の授業をもって６単位とする。

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。

情報システム工学科（情報科学科）
現状の説明
【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】
教育効果や目標の達成度の測定方法に対する教員間の合意を図るためにシラバス作成時に次
のようなことを周知・徹底し実施している．
１．各科目について，ねらい，到達目標と 15 項目の具体的内容を明示する．
２．科目間のつながりを明確にするために，前提科目と関連科目を明示する．
３．学部共通科目については，各学科担当教員間で協議し統一性を保つようにする．
シラバスへのその他の項目としては，
・ 成績評価の基準や方法を明示する．たとえば評価項目ごとに％で示す．
・ 教科書，参考書を列記する．
・ 質問への対応（オフィスアワー等）を示す．
を加え，冊子として年度はじめに学生へ配布する以外に，学部内ホームページ（イントラサイト）
に掲載することにより，学生と教員は科目開講期間中，随時閲覧できる．この WEB を用いたシラ
バスの効用として，
・作成時から教員間で閲覧しあうことによって，たとえば，到達目標の確認，進度の調整，教
科書の使用など，科目間の連携を保つことが出来る．
・履修者一覧を利用することにより，レポートの提出状況，一斉伝達など授業進行の即時的な
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処理が出来る．また，学生一人一人の履修状況を教員が把握することにより，適切なケアに
当たることが出来る．
・教材，演習問題とその解答例などを掲載し，受講者の予習・復習に活用できる．
以上のようなことがあげられる．現在教員間および授業に積極的に出席する学生間では，有効に
活用されているが，成績不良の学生，出席の少ない学生にはあまり利用されていない．
【教育効果を測定するための方法】
（１）教育効果の測定について
教育理念が実現されたかどうかを教育効果の測定として捉え，卒業生の進路について示す．過
去３年間の卒業生の進路状況および就職状況は次表に示すように，就職決定率は 90%～95%へと
上昇傾向にあり，なかでも IT 関連への就職率が 60~70%を占める．
過去 3 年間の卒業生の進路状況
平成 15 年(2003)
卒業者数

平成 16 年(2004)

平成 17 年(2005)

90

128

132

7

11

7

就職希望登録者数

73

100

118

就職決定者数

66

91

112

90.4%

91.0%

94.9%

大学院進学者数

就職決定率

過去 3 年間の就職決定者の業種別データ
年度

平成 15 年

業種

平成 17 年

平成 16 年

内 IT 関連

内 IT 関連

内 IT 関連

建設業

1

0

2

0

4

0

製造業

8

2

8

3

11

8

卸売・小売業

7

2

16

3

16

7

金融・保険業

3

0

0

0

4

0

不動産業

0

0

0

0

1

0

運輸・通信業

2

1

4

2

2

1

サービス業

42

34

57

48

70

68

公務員

2

0

1

0

2

0

教員

1

0

1

0

0

0

不明

0

0

2

0

2

0

就職決定者数合計

66

39(59%)

91

56(61.5%)

112

79(70.5%)

（２）厳格な成績評価の仕組みについて
期末試験の実施やレポートの提出を課すことによって適切に行っている．教育効果をより向上
させ，学生の質を検証・確保するために，
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１．3 年次への進級要件として,学部固有科目 36 単位以上を習得すること
２．4 年次の卒業研究着手要件として，3 年次までに学部固有科目 56 単位以上を習得すること
３．1 年間に履修登録できる単位数を次表のように設定（括弧内は 2006 年度より実施）
学年・学期

1 ･ 春

1 ･ 秋

2 ･ 春

2 ・ 秋

3 ･ 春

3 ･ 秋

4 ･ 春

4 ･ 秋

制限単位数

30(32)

30(32)

30(32)

30(32)

40(30)

40(30)

無制限

無制限

(30)

(30)

を設けている．特に４年次では年間無制限としていたのは理工系の卒業研究に着手する上で，基
礎知識・技能を補充するために設定していたが，2006 年度より年間 60 単位の制限に変更した．
各要件のチェック時期の前に，
１．1 年次春期の授業への出席の悪い学生と個別に面談し，科目指導を行う．
２．1 年終了時の成績表で単位数の少ない学生，成績不良の学生には教員が面談して科目の問
題点などの聞き取り調査を行い，科目担当教員への報告を行うことも含めて，学生への履
修指導に当たる．
３．2 年春学期後半には，秋学期からのゼミ配属の活動を開始し，各指導教員との面接を行う
ことにより，各自の適正を判断し指導を行う．
４．３，４年次には，各教員は１学年約 10 名程度の学生を受け持つことになり，学生１
人 1 人に対して，進度状況を把握し，進路・生活指導を行う．
５．9 月卒業制度を設ける
などを行い留年者，退学者の減少に勤めている．１,２については，学部内に設置された学生ケ
ア委員を中心に活動し，また同委員はゼミ指導教員と学生間に齟齬が生じた場合の対処にも当た
る．
進級・留年者の推移を次表に示す．2 年次への留年率は 10%程度である．
過去４年間の進級者数の推移
年度

平成 14（2002）

平成 15（2003）

平成 16（2004）

平成 17（2005）

在籍者数

151

161

127

145

進級者数

138

146

110

133

92.6

93.0

89.4

92.4

留年者数

11

11

13

11

休学者数

2

4

4

1

進級率

また，卒業率は次表に示すように 80～90％の間で推移している．
過去 4 年間の卒業者数の推移
年度

平成 14（2002）

平成 15（2003）

平成 16（2004）

平成 17（2005）

在籍者数

141

114

149

160

卒業者数

122

90

128

132
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卒業率

91.0

82.6

87.7

86.8

留年者数

12

19

18

20

休学者数

7

5

3

8

【学生に対する履修指導】
履修指導と教育改善への取り組みについては、
・

年度はじめには学部ガイダンスを，新入生には学部オリエンテーションを実施し，シラ
バスと履修の手引きを配布する．

・ 各学期の終わりには授業改善のためのアンケートを実施し，授業内容とシラバスの適正を
各教員が各教科について評価を行っている．

・ １，２年次にプロジェクトガイドのための科目を設けていくつかの履修モデルを提示し，
２，３，４年次に効率よく専門性を高めるための履修指導を行っている．

【授業形態と単位計算方法】
授業形態と単位計算方法の現状については、既述の情報理工学部（情報科学部）の部分で記
述されている。また、授業方法については、
・

リテラシー，プログラミング系の科目では実習を多く取り入れる。

・

数学系の科目では付随した演習科目を設け，数学ソフトを積極的に活用して自己採点な
ど出来る環境を整備する。

・

問題の解法や解答などウエブ上にも展開し，マルチメディアを活用する。

を実施している。

点検・評価・長所と問題点
（１）授業改善への取り組みについて
授業改善のためのアンケート調査をおこなっている．2003 年度から実施している質問項目１
２～１４項目の中から継続している６項目を選んで，本学科の推移を以下の表に示す．

１）自分にとって有意義な内容だった．

２）評価基準などについて授業やシラバス
で明確な説明があった．
３）授業の展開の仕方（板書，配布資料等）
は適切であった．
４）担当教員の熱意を感じた．

５）教員と学生とのコミュニケーションは

2003 年

2004 年

2005 年

本学科

3.3

3.3

3.3

全学平均

3.5

3.5

3.6

本学科

3.1

3.0

3.4

全学平均

3.2

3.2

3.5

本学科

2.9

2.9

3.3

全学平均

3.2

3.2

3.5

本学科

3.7

3.6

3.6

全学平均

3.8

3.8

3.8

本学科

3.0

3.0

3.2
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活発であった．
６）授業は全体的に満足している．

全学平均

2.9

2.9

3.2

本学科

3.2

3.1

3.3

全学平均

3.5

3.6

3.5

全項目を通じて，学生の評価は上昇傾向にあるといえる．中でも項目２のシラバスの活用，項目
３の授業の展開，項目５の学生と教員とのコミュニケーションについては，一定の改善がみられ
た．一方，全学平均と比較すると全体に低い評価にあり，特に項目１，６の評価の低い点に，本
学科の授業内容と学生の意識の間にギャップがあることが問題点である．
（２）その他の取り組み
遠隔授業はおこなっていない．国際化への対応としては，ISEP（International Student
Exchange Program の略、このプログラムによる学生交換留学に関しては、Ⅲ－１ 学部・学
科等の教育・研究指導の内容等 （７）海外大学との学生交流協定の締結状況とカリキュラム
上の位置づけ を参照のこと）の単位認定を導入しており，教育・研究の国際交流の一端を担
っている．

FD 活動に対する委員会は設置されたが実質的な活動にはいたっていない．

将来の改善・改革に向けた方策
・ 授業改善アンケート結果から見られるように，授業内容に対する意義，満足度が低い傾
向を示すことが本学科の問題点であり，改善に向けた方策として２００６年度より，理
系，工学系の基礎科目を充実させるよう，カリキュラムを改正した．
・ 本学全体と比較したとき，留年する率が１５％と高いことを改善する必要がある．現在学
部内学
生ケア委員会を設置し，特に１，2 年次の成績不良の学生を調査し，面談して科目の問題
点，生活上の問題点などの相談と解決に当たっているが，成績が出てからの対応になる
ので，ケアの遅れが問題点となっている．特に入学時 1 セメスタでの組織的な対応が必
要である．また，2 年次，卒業時の留年者に対する再試験制度を実施しているが，このた
めの補習授業の必要性があげられる．
・ 教育効果を測定するために期末試験およびレポート提出を課して S,A,B,C,D の評価点を
各科目について出しているが，これらの分布で極端な異常性を示すケースは出ていない．
ただし，システム全体として機能の有効性を検証する仕組みはできていない．今後分布を
公開して教育効果の測定方法に反映することなどが考えられる．
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情報知能学科（認知科学科）
現状の説明
【教育効果を測定するための方法】
学科としての教育目標が十分達成されるよう教育が行われているか、つまり教育効果を測定
することは入学時の学生の学力と、
卒業時の学生の学力や社会への貢献度を測らなければならな
い。現実にはそのどれもが困難である。したがってここでは、卒業生の進路に注目して評価する
ことにする。評価項目としては、大学院進学率、進路未定率（進路未定者数／卒業生）、就職率
（就職者数／就職希望者数）
、および専門職率（専攻業務就職者／就職者）の 4 項目を考える。
過去３年間の卒業生の進路状況および就職状況を次に示す。就職決定率は 88%～95%へと上昇傾
向にあり，IT 関連への就職は 35～45%を占める．
過去 3 年間の卒業生の進路状況
2003 年
卒業者数

2004 年

82

大学院進学者数

68

3 (3.7%)

(括弧内は進学率)
就職希望登録者数
進路未定者
（括弧内は進路未定率）
就職決定者数
(括弧内は就職率)

2005 年

4

72
(5.9%)

1 (1.4%)

50

48

60

29 (35%)

16

(22%)

11 (15%)

44 (88%)

44

(92%)

57 (95%)

過去 3 年間の就職決定者の業種別データ
年度

2003 年

業種

2005 年

2004 年

内 IT 関連

内 IT 関連

内 IT 関連

建設業

4

2

2

0

3

2

製造業

8

4

2

1

7

1

卸売・小売業

15

1

11

1

15

2

金融・保険業

2

0

1

0

0

0

不動産業

0

0

1

0

0

0

運輸・通信業

0

0

0

0

3

2

サービス業

14

9

23

17

26

14

公務員

1

0

0

0

1

0

教員

0

0

1

0

1

0

不明

0

0

3

0

1

0

就職決定者数合計

44

16 (36%)

44

19 (43%)

57

21 (37%)
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大学院進学者は残念ながら多くはない。これは、就職率が高くなっていることとも関係がある
かもしれない。ここ数年はデフレ不景気といわれ、学生にとってよい就職先を選ぶことは困難で
あった。しかし、2005 年くらいから景気が上向いてきたことが実感できるようになり、それは
就職率の改善に現れている。それに伴い、優秀な学生の中に大学院よりも就職することを選ぶ傾
向が高まったように感じる。したがって、進路未定率の低さと就職率の高さが教育効果を示すと
いうよりも、社会情勢の変化がここに現れているとみるのが妥当であろう。

次に学生が卒業するための要件と成績評価について述べる。卒業までに必要な単位数は 132
単位（講義・演習課目については 2 時間をもって 2 単位、語学・実習・実験科目については 2
時間をもって 1 単位）である。1 年間の講義は春と秋の 2 セメスターで行われ、4 年次を除くど
のセメスターにおいても３０単位をこえて取得できないという履修登録制限を採用している（4
年次においては履修制限を設けていない）。単位認定は、7 割以上の出席を必須条件として、演
習においてはレポート、講義においてはレポートか定期試験、もしくはその併用によって行われ
る。どのような成績評価方式をとるかは講義ごとに決めることができ、シラバスに明記される。
過去４年間の進級・留年者の推移を以下に示す。本学科では、２年次から３年次に進級するた
めの条件（学部固有科目を 26 単位以上習得していること）と、3 年次から 4 年次に進級するた
めの条件（学部固有科目を 50 単位以上習得していること）を設け、在籍期間中に継続的に学習
することを促進している。表では２年次と４年次の留年のみを示す。以下にみるように２年次の
留年率は８％弱程度である。
過去４年間の 2 年次における進級者数の推移
年度

平成 14（2002）

平成 15（2003）

平成 16（2004）

平成 17（2005）

在籍者数

92

88

77

91

進級者数

75

82

70

84

進級率(%)

85.2

95.3

93.3

93.3

留年者数

13

4

5

6

休学者数

4

2

2

1

また，過去４年間の卒業者数は次表に示すように、85～90％の間で推移している．

過去 4 年間の卒業者数の推移
年度

平成 14（2002）

平成 15（2003）

平成 16（2004）

平成 17（2005）

在籍者数

86

94

84

85

卒業者数

76

82

68

72

卒業率(%)

90.5

90.1

82.9

85.7

留年者数

8

9

14

12

休学者数

2

3

2

1
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【学生に対する履修指導】
セメスターごとに学生の履修状況をチェックし、学習状況が芳しくない学生に対し個人面談を
行い、よりよい科目履修の指導や専門領域の選択、就職指導などを行っている。しかしながら、
留年者数が減少するという効果をえるにはいたっていない。顕著な傾向として、大学にほとんど
現れない学生が多くなってきている、ということである。このような学生に対して、学内の掲示
板で話し合いを呼びかけても無駄であり、自宅への電話や郵便によって呼びかけを行うこともあ
る。それでも毎年数人はまったく大学に現れない学生が存在する。また、精神的な理由により登
校拒否状態になっている学生も増えてきている。このような学生に対するケアは今後の問題であ
る。

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】
教育改善への採り組みとして、全学的に行われるようになってきたことがいくつかある。ひと
つは、オンラインのシラバスである。情報科学部としては 10 年以上、シラバスの冊子に加えて
ウェブによりシラバスを公開してきたが、やっと全学的にオンラインでのシラバスが採用される
ようになり、講義内容や教科書・参考書の情報、成績評価方法など、統一した記入項目が制定さ
れた。本学科の多くの教員は、これに加えてシラバスから個々の講義のページへリンクを張り、
より詳しい講義内容や配布資料、学生との質問応答などの情報の提供を行っている。二つ目は、
ほとんどの教室において、ビデオやコンピュータの音声・映像を表示するマルチメディア環境が
整備されてきたことである。それにより、板書や資料配布という従来の方法に加えて、インター
ネットを利用した情報提示やマルチメディア的な教材提示が行われている。さらに、授業改善の
ためのアンケートを全学的に実施し、毎年その報告書が出版されている。これは従来、それぞれ
の講義で私的に行われてきたものであるが、全学的に行われることで、本学科では関連する講義
の連携やシラバスの設計についての話し合いが行われるようになった。

点検・評価・長所と問題点
2006 年度に情報科学部認知科学科は、情報理工学部情報知能学科に改組された。しかし、根
本的な教育目標、そしてそれに基づく教育および研究の指導方法としては、認知科学科のときも
情報知能学科になった現時点でも変わらず、よいものは残し、悪い点は学生や同僚の教員などと
の話し合いを通して改善していく、という方法をとっている。たとえば、シラバスや教材、講義
のときの配布資料などは、世の中にウェブが導入される前からコンピュータの共有領域上に置か
れ、どの教員も学生も閲覧できるようになっているものが多くあった。現在では、多くの教員が
講義用のウェブページを作り、講義の予習や復習に役立てている。またシラバスについては、学
部の共通した形式のものを毎年用意してあり、またその内容も各回の講義の内容がある程度わか
るほどの詳しいものとなっている。
講義用のウェブページはまた、
教育効果を促進し、講義への参加を促す効果もある。たとえば、
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ある講義においては学生が提出したレポートをウェブページ上におき、学生同士の評価やコメン
トが書けるようにして、互いに学ぶことを推進している。また講義の出欠表をウェブページにお
いて、欠席が多い学生の反省を促す試みもされている。これらの試みは講義の最後に行われる学
生からの講義の評価において、高く評価されている。
「プログラミング」と「コンピュータの基本システム」科目など、関連する講義を受け持つ教
員の間の話し合いを行い、講義の連続性と個々の学生がもつ問題の解消の試みも図られている。
この話し合いを公式的に開く回数は多くないが、小さな話し合いは頻度多くもたれ、科目が継起
的に開かれたり同時期に開かれる場合は、重要な項目や難易度の高い項目を意図的に重複学習さ
せたり、関連する項目を連続して学習できるように工夫を行っている。これが可能なのは、教員
同士がほぼ同じフロアに研究室をもつため顔を合わせる頻度が高いことや、シラバスや講義用の
ウェブページが公開され、互いにどのような講義を行っているかを容易に知ることができるため
である。
教育改善の取り組みとして行っている授業評価アンケートの集計結果を以下に示す。
過去 3 年間の学生による授業評価の全学平均との比較
1.積極的に授業に出席し意欲的に学
んだ
2.授業は自分にとって有意義な内容
だった
3.評価基準などについて授業やシラ
バスで明確な説明があった
4.担当教員の熱意を感じた
5.この授業に全体的に満足している
6. 教員と学生の間のコミュニケー
ションは活発であった

2003 年

2004 年

2005 年

本学科

3.7

3.9

3.5

全学平均

3.8

3.8

3.6

本学科

3.3

3.6

3.4

全学平均

3.5

3.5

3.6

本学科

2.8

3.1

3.4

全学平均

3.2

3.2

3.5

本学科

3.8

4.0

3.8

全学平均

3.8

3.8

3.8

本学科

3.2

3.4

3.5

全学平均

3.5

3.6

3.5

本学科

3.3

3.7

3.5

全学平均

2.9

2.9

3.2

ここで全学平均には演習や実技、ゼミが含まれるのに、本学科の評価は一般講義に対するもので
あり、一般に演習や実技が高い評価を受けるため、全学平均と比較することは問題がある。しか
しながら、本学科においては教員と学生の間のコミュニケーションが活発で、教員の熱意が感じ
られるような講義であると受け取られているようである。一方、授業の満足度がやや低いことと、
評価基準について明確な説明があるかどうかの評価が低いこととについては、気をつけるべきこ
とであると考えている。
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将来の改善・改革に向けた方策
情報知能学科では、認知科学科よりも理数系の科目を重視することで、理数的な基礎教育を
充実している。これにより、認知科学科で教育目標としていた「計算機科学を道具として人間の
「知」を実証的、理論的、モデル構築的に捉える」人材の育成および研究者の輩出が強化される
ことが期待される。もっとも、このためには、情報科学、情報工学を専門分野とする教員の増加
が必要である。また、近年では、前にもまして少人数教育や学生一人ひとりにあった科目履修の
指導、ならびに学際的な分野であるという特徴を活かすための「学生が意識して複数の専門領域
を履修」するための方策が必要である。これらを解決するために、すでに実践しているクラス内
での協調的な学習形態の促進と IT 利用による小グループ単位の学習支援に加えて、以下のよう
な試みが行われ、また計画されている。ひとつは、オープンオフィスの活用である。現状でも教
員の部屋は常時学生に解放され、建物の設計も利して、学生が気軽に教員の部屋を訪問し、相談
することが頻繁に行われている。学生の活動時間にとらわれずこのような支援を充実させるため
に、IT による学習支援活動も試みられている。今後はこれをさらに強化することがあげられる。
さらに、現在は 3 年生でゼミ配属を行っているが、2 年生の後半からゼミ配属を行うことによっ
て専門的な知識や技術の履修を促進することも考えられる。また教員と接する機会が増えるため、
より細かな学生ケアが可能になる。
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情報メディア工学科（メディア科学科）
現状の説明
【教育効果を測定するための方法】
社会へ指導的リーダーを送り出す教育機関として大学を位置づけ、その教育効果測定法のひ
とつとして卒業生の進路を捉えている。評価項目としては a.大学院進学率 b.進路未定率（進
路未定者数／卒業生）c.就職率（就職者数／就職希望者数）d.専門職率（専攻業務就職者／就
職者）の 4 項目でチェックしている。
過去 3 年間の卒業生の進路状況

2003 年
1.卒業者数
2.大学院進学者数
（

）内進学率

3.就職希望者数
〈

〉=1.-2.-3.

（

）内進路未定率

2005 年

132

119

109

11（8.3%）

7（5.9%）

1（1.0%）

81〈40〉

86〈26〉

89〈19〉

（30.3%）

（21.8%）

内 IT 関連＋
ﾃﾞｻﾞｲﾅ

4.業種別内訳

（17.4%）

内 IT 関連＋

内 IT 関連＋

ﾃﾞｻﾞｲﾅ

ﾃﾞｻﾞｲﾅ

製造業

11

6

9

4

14

0

卸売・小売業

18

3

14

4

11

5+2

サービス業

31

25

44

25+2

45

25+1

その他

5

0

11

5

6

2

公務員・教員

1

0

0

0

0

0

不明(含自営)

2

-

0

-

1

-

68

34

78

38+2

77

32+3

(84.0%)

(50.0%)

(90.7%)

(51.3%)

(86.5%)

(45.5%)

5.就職決定者数
（就職率）／（専門職
率）

2004 年

上表は学科設立後、現在まで 3 年間の進路状況である。a.大学院進学者は初年度こそ 10%近
くの学生が進学したものの以後急減している。当学部卒業の成績上位者には進学を勧めたり大
学院筆記試験免除の制度を設けたりしているが、景気の上昇と共に低落傾向が顕著になって来
た。b.進路未定者とは就職希望登録未提出者のことであり、その中にはモラトリアム化も推測
されるが、実態はまだ究明できていない。初年度にかなり多数の未登録者が出たためゼミ担当
教員や就職事務などから就職面談や求人紹介などを実施し暫時低下しており現在では 20%を
切るところまで来た。c.就職率は 80%後半から 90%あり、就業意欲さえあれば景気動向に関
らず就職可能であることを示している。d.専門職率が示すメディア技術者あるいはデザイナー
として、IT 関連企業などに就職できた者は半数に過ぎないが、これはデザイナー専門職が圧
倒的に少ないことからも推測できるように、地域的特性からアート系の就職先が少なく、また
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学生側にも希望職種への拘泥があることによる。何れにせよ、アート系の進路については根本
的対策を検討する必要がある。
（２）成績評価のしくみ
当学科では着実な学習を進めるため以下のようなしくみを設けている
１）各セメスターで履修登録できる単位数を次表のように設定している。

学年・学期

1･春

1･秋

2･春

2・秋

3･春

3･秋

4 ･ 春

4 ･ 秋

制限単位数

30

30

30

30

30

30

無制限

無制限

２）2 年次から 3 年次への進級判定を行う。
進級要件として学部固有科目 36 単位以上を習得すること。
３）4 年次の卒業研究着手要件として 3 年次までに学部固有科目 50 単位以上を習得するこ
と。
2 年秋学期からゼミ配属を開始する。ダブルゼミのため学生ひとりに二人の指導教員が
履修態度を観察したり必要な時には面談を実施したりできる。こうした学習生活の中から
本人の適性や意欲や希望を聞き取り 3 年次への進級、本ゼミ配属、進路指導など適切な指
導を心がけている。

【学生に対する履修指導】
2 年次秋学期からは学生の姿が教員の視野に入ってくるがそれまでは水面下にあり、
休・退学者などの実態が見えないという問題から、学習相談・生活指導のために 3 名の学
生ケア委員を置き、欠席の多い学生や成績不良の学生を中心に面談・相談活動を行ってい
る。以下に進級者数と卒業者数の推移を示すが、両者ともに増加傾向にある。
過去４年間の進級者数の推移(進級率に休学者は含まない)

2002 年

2003 年

2004 年

2005 年

135

115

106

114

133（99.3%）

113（100%）

99（95.2）

104（95.4）

留年者数

1

0

5

5

休学者数

1

2

2

5

年度
在籍者数
進級者数（率）

過去 3 年間の卒業者数の推移(卒業率に休学者は含まない)
2003 年

2004 年

2005 年

139

134

123

132（96.4）

119（89.5）

109（91.6）

留年者数

5

14

10

休学者数

2

1

4

年
度
在籍者数
卒業者数（率）

－221－

Ⅲ．教育の内容・方法等

学部生については卒業論文のブラッシュアップを兼ねて学会への発表を、アート系の学
生にはコンペや展覧会への応募を奨励している。下表はその発表・入選の状況である。こ
れによると、卒業生を初めて送り出した平成 15 年度から次第に低落傾向となっている。

2003 年

2004 年

2005 年

論文数

19

14

5

入選作品数

2

1

2

合計数

21

15

7

年
度

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】
2003 年度秋学期から「学生による授業改善のためのアンケート」が全学的に実施され
るようになった。春・秋学期の各終了時に専任教員は必ず最低 1 科目を評価対象科目とせ
ねばならない。評価項目としては a.学生の授業態度（3 項目）b.理解度・満足度（4 項目）
c.評価方法の公平公明性・熱意・教材など（3 項目）d.学生と教員のコミュニケーション
（1 項目）など合計 11 項目におよぶ。

【授業形態と単位計算方法】
授業形態と単位計算方法の現状については、既述の情報理工学部（情報科学部）の部分で記
述されている。授業形態として講義形式の教室には PC とスクリーン・TV が設置されており
テキストに加えてスライド・ビデオなど映像音響機器などの使用により補助教材を提供でき
る。実技・演習授業ではコンピュータ演習室をはじめグループ学習室、アトリエなどを使用
しメディア技術演習に必要な機器設備やソフトを完備している。

点検・評価・長所と問題点
（１）進路について
大学院進学率の逓減傾向について現在分析中であるが基本的に学部卒に比べ教育
上・研究上、さらに就職についても大きなインセンティブを与える必要がある。
学部生の就職については「進路未定者（未就業者）」がまだ 20%弱も存在するのを、
早急にゼロへ近づける対策が必要である。次に「専門職率」を 50%程度から 80%以上
に高めること。それらへの対策として先ずはアーティスト・デザイナー希望者について
はその可能性を見極め有能な人材に絞り込んで育成する。次に、複数の専門メディア技
術者像を学生に分かりやすく、具体的に明示してそのための「履修モデル」を提供する
必要がある。
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（２）シラバスについて
・シラバスの記載方法を統一し「成績の評価方法」では成績評価方法・基準を明示する。
「到達目標」は当科目を履修すると「○○が出来るようになる」ことを明示する。履修
モデルを提供する意味でも「他科目との関連」を明示する。それらの上で、教授する具
体的内容を記載する必要がある。また、教員間で評価基準・到達目標・進度などの調整、
また関連科目の教員間では、さらに授業内容についての調整も自由に行われる必要があ
る。
（３）教育改善への取り組みについて
下表は既述した学生による授業評価の結果について取り上げた。質問項目の内、教育改
善に直接関係し、2003 年から継続している質問項目の内から 5 項目を取りあげたもの
である。
過去 3 年間の学生による授業評価の全学平均との比較

1.あなたの授業態度は良かった
2.自分にとって有意義な内容だった

2003 年

2004 年

2005 年

本学科

3.6

3.8

3.5

全学平均

3.8

3.8

3.6

本学科

3.3

3.6

3.6

全学平均

3.5

3.5

3.6

本学科

2.8

3.1

3.4

全学平均

3.2

3.2

3.5

本学科

3.6

3.5

3.5

全学平均

3.8

3.8

3.8

本学科

3.2

3.4

3.5

全学平均

3.5

3.6

3.5

3.評価基準などについて授業やシラ
バスで明確な説明があった
4.担当教員の熱意を感じた
5.この授業に全体的に満足している

これによると、本学科について以下のような指摘ができる。
１）本学科は 2.、3.、5.の項目について評価を上げて来ており、低落傾向の項目はない。
２）3.の「評価基準の説明」について全学平均と大きな差があったがようやく追いつい
てきた。
３）まだ、全学平均に比べると多くの項目で評価は低く、特に「担当教員の熱意」に不
満を持たれているのは注視せねばならない。

将来の改善・改革に向けた方策
・ 教育効果の測定について
進路による効果測定はひとつの重要な方法であるが、教員全員の合意が得られ、その 1 点に
おいて対応策が決定されるわけでもない。また、他の適切な方法を調査・研究している訳で
もないので、その点から議論を出発し合意を得る必要がある。
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・ 成績評価のしくみ
理工学部への改組に伴いシラバスの見直しを行った。学生が自らの将来像を描く支援をする
ために「履修モデル」を教員全員が作成し、1 年次のプロジェクト系科目の中で説明がなさ
れる。同時に、シラバスには既述の記載項目と共に成績評価方法と評価基準を明記するよう
にした。今後は学生の学力・適性・興味など基礎データの収集とそれに伴って学習意欲の刺
激策や適切な「履修モデル」選択など、全体システムを検討する必要がある。
・ 履修指導や教育改善について
学生の学習上・生活上の悩みなどに対して教員からの働きかけは大学生なのにという臆する
ところもあって、従来余り積極的ではなかった。しかし、未就業者の多さや進級・卒業の留
年者の増加傾向はそれを許さない状況にあるとの考えから本学科内に学生ケア委員として
教員 4 名を配置した。特に、チェックポイントとするタイミング（試験やゼミ配属時など）
や対象年次（入学や進級時など）、注視すべき事象（目立つ欠席や成績不良など）などを検
討する。ウェブの更なる積極活用やオフィスアワーの制度化なども検討する必要がある。ま
た、現在の学生による授業評価には調査対象者や回答数などに問題はあるもののその有効性
について各学科でチェックする必要がある。
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１０．生命システム工学部
生命システム工学部に関しては、教育目標である「身体性をもつ技術」という理念を具体的に
実現していくために、以下のような教育指導方法の改善を図っている。本点検項目に関しては、
学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置、教育効果を測定するための方法、学
生に対する履修指導、授業形態と単位の計算のようにそれぞれの項目で点検・評価を実施するの
ではなく、以上の各項目を念頭におきつつ包括的に点検・評価の結果を行った。

生命システム工学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については「講義科目」、｢実験科
目｣、
「演習科目」、｢実習科目｣から成っている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
生命システム工学部に関しては、
⑪

講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。

⑫

演習・実験・実習科目は３０時間の授業をもって１単位とする。

⑬

｢卒業研究｣は、６０単位の授業をもって６単位とする

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。

現状の説明
本学部の教育・研究指導効果を高めるための方策として，チューター制度，ノート PC の利用，
インターネット接続環境の充実，生命システム実験，各種実験室の設置および資格取得支援など
があげられる．
（１） チューター制度
1 年生にはチューター制度を設け，担当教員が個々の学生の学習計画や学生生活についてのア
ドバイスを行っている．具体的には学生 20 名程度を 1 グループとし，各グループに 2 名の教員
を配置して毎週実施する．重要な連絡がある場合，全学生に周知しやすいことや学生の状況を把
握しやすいことなど，学生生活に不慣れな時期における学生支援活動としてきわめて重要な役割
を果たしている．学生が大学生活に慣れるにつれて，徐々にこの時間をオフィースアワーに切り
替えることによって，チューター担当以外の学生もサポートできるようにしている．
（２）ノート PC を利用した教育・研究
生命システム工学部では，個人所有のノート PC を全学生に用意しもらい，それを活用したＩ
Ｔ教育を実践している．ノートＰＣ導入の目的としては，自宅でも大学（授業）と同じコンピュ
ータ環境で予習・復習に取り組める環境を整備すること．単なるコンピュータユーザではなく，
ＰＣの維持・管理能力の向上を図ること．コンピュータ演習室の数，PC の台数，管理者権限な
どの問題で授業内容が制限されることを避けることなどがあげられる．
ノートＰＣを利用した授業，実験・実習を円滑にすすめるため，机上に電源およびＬＡＮ接続
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用コンセントが配置された教室を用意している．現在，ノート PC が 103 台接続可能な教室が 2
部屋，90 台接続可能な教室が 2 部屋の計 4 部屋が学部専用に用意され，このうち 1 部屋は学生
の自習用に 24 時間開放している．また，手軽にインターネット接続できる環境も整備されてお
り，各教室，資料室，ラウンジ，エレベータホールなどの人が集う場所に，無線 LAN 用のアクセ
スポイントも設置されている．
管理・サポート体制としては，学部専用の相談窓口（サポートスタッフ）を設置し，PC の一
般的な利用方法に関する相談やトラブル時の対応を行っている．また，PC を必須とする授業の
進行に支障が出ないように，予備機を確保し，故障などの緊急時に即貸し出しできる体制を整備
している．
その他，Web ページや配布・掲示資料等による PC 管理のサポートや，メーカ担当者による PC
メインテナンス・相談日を授業期間中に月一度設けるなど，環境づくりに努めている．
ノート PC 導入の効果としては，コンピュータ系の授業以外にも，E メールによるコミュニケ
ーション，講義ノートや課題レポートの作成，電子教材（Web や PDF など）の閲覧，各種情報検
索，プライベートでの利用等で，日常的に PC を利用することにより，アプリケーションソフト
の利用方法や PC の維持・管理方法など PC に関する種々の知識獲得に効果をあげている．
（３） 生命システム実験
この実験の意義は本学部で学ぶことができる３つの系（人間行動システム・生命機械システ
ム・生命情報システム）に関する実験・実習を 2 年生の時点で一通り体験し，これからどのよう
なことを学び，研究していくかを理解することである．内容としては，春セメスターに人間行動
系の 3 テーマ（筋の構造と機能，歩行の動作解析，運動中の心拍数応答），生命機械系の 2 テー
マ（身の回りのものの制御，ロボットの製作・制御基礎）
，および生命情報系の 2 テーマ（ディ
ジタル顔写真の特徴抽出，k-近傍決定則によるパターン識別）を実施する．また，秋セメスター
には生命機械系の 3 テーマ（コンピュータビジョン・3 次元計測基礎，セラミック材料実験，制
御プログラミング）と生命情報系の 4 テーマ（ディジタル画像処理，ストレス計測，神経電位計
測，モーションキャプチャー実験）が準備されている．学生は 20～30 名の小グループに分かれ，
準備されたすべての実験を毎週あるいは隔週でローテーションしながらアラカルト方式で実施
する．この実験での体験は今後各自が学習を進めていく分野（例えば，3 年ゼミ）の決定に大い
に役立っている．
（４） 各種実験室の設置
本学部には充実した教育・研究指導を行うために，さまざまな実験室が設置されている．この
うち，人体生理実験室には温度・湿度・雨・風の設定が可能な人工気象室が設置され，様々な環
境下におけるヒトの生理的機能を計測することができる．ここでは，筋・神経系，呼吸・循環系
およびストレス・快適性評価などの研究が行われている．仮想体感実験室は正面，下面，左右面
に配置された大型スクリーンにコンピューターで生成した映像を投射することで，仮想的な空間
を構築するバーチャルリアリティーシステムが設置されている．動作解析実験室では光学式モー
ションキャプチャシステム，床反力計および高速度カメラなどを用いて，人間の身体活動を 3
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次元的かつリアルタイムに計測し，その動きが解析されている．メカトロニクス実験室では機械
制御やロボット製作が行われている．多次元計測実験室では現実物体の 3 次元形状と運動をリア
ルタイムで計測するための装置が開発されている．エコマテリアル実験室では環境にやさしい
（環境調和性）および人にやさしい（アメニティー性）材料の開発を目的に，生体に同化するセ
ラミック，水や空気をきれいにする触媒および簡単にリサイクルできる材料などの研究開発が行
われている．これらの実験室において，3 年ゼミでの研究や 4 年次の卒業研究が行われる．
（５） 資格検定
教育効果を測定するための方法および就職支援の一貫として、公的資格の取得支援制度を実施
している。これは、資格運営団体推奨の講義テキストの使用、本学での検定試験実施、講義成績
と検定試験結果の連動、などから、CG エンジニア検定(CG-ARTS 協会主催)やマイクロソフト認定
アソシエイト(MCA:マイクロソフト社主催)という公的、あるいは、社会的資格の取得を支援する
ものである。

点検・評価・長所と問題点
資格取得支援制度は、
資格検定テスト結果と講義成績を連動させることによって講義受講なら
びに資格取得の意欲向上など大きな教育的効果をあげている。一方で、MCA 検定受験者の減少と
いう問題や、情報・コンピュータ技術に興味が薄い学生のための資格支援の充実などの要望もあ
がっている。

将来の改善・改革に向けた方策
チューターは、これまでも，一部ではスポーツやレクリエーション活動を複数のチュー
ターが共同して実施し，チューター間の交流を図ってきた．今後はこのような活動に参加
するグループをさらに増やし，学生間や学生と教員と交流を促進する．
資格取得支援については、一層の充実をはかるため、認定人間工学専門家試験(日本人間工学
会主催)、ME 技術実力検定試験(日本生体医工学会主催)を支援していくことを予定している。ま
た MCA 検定にインターネットによるオンライン随時検定試験を導入することで、学生の動向に柔
軟に対応すると同時に、他の情報ネットワーク技術者認定資格試験や TOEFL の随時試験の実施な
どを検討している。
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１１. 体育学部
体育学部の教育目標である「体育やスポーツの分野における高度な専門知識と技術を兼ね備え
た教員、指導者、および研究者を養成すること」を実現するために、以下のような教育指導方法
の改善を図っている。

【教育効果を測定するための方法】

現状の説明
教育効果の測定と評価として、単位認定のための定期試験が代表的なものである。但し、体育
学部の学部特性から、講義系は試験が主であるが、演習系は試験・レポートなど、実習・実技系
は実技テストなど、科目系列により個性がある。そのため、教育効果を一律には評価できない特
異性がある。また、ゼミナールと卒業研究では、グループ活動による特定テーマの研究調査など
の資料作成や口頭発表、プレゼンテーションなどの観点で評価される。
学部の教育効果の一観点として、留年率がある。本学部では進級制度がなく、4 年一貫教育で
あることから留年率は 4 年次終了時に算定される。体育学部の卒業率と留年率は、14 年度
(94.9%：5.1%)、15 年度(93.95%：6.05%)(注武道学科除 2 名除く)、16 年度(93.85%：6.15%)(注：
武道学科 1 名除く)、17 年度(93.75%：6.25%)と推移している。この 4 年間で９３％以上の学生
が 4 年間で卒業している事実と、留年率は６％程度におさえられている実績がある。留年率は、
１５年度{体育科学科(7.8%)・健康教育学科(4.3%)・武道学科(50%)2 名中１名}、１６年度{体育
科学科(8.6%)・健康教育学科(3.7%)・武道学科(100%)１名中１名}、１７年度{体育科学科(8.3%)・
健康教育学科(4.2%)}である。留年率の推移は、各学科共ほぼ同程度であり、多くの学生が 4 年
間で順調に卒業した実績がある。
留年者の留年の理由は、学業不振以外にも、授業や課外活動による傷害、事故、個人的な理由
による休学など多様である。学業については、１・２年時の外国語や一般講義などの教養科目の
未習得、学部固有科目の必修講義などの未履修などがケースとして見られ、各学年当初のガイダ
ンスでの注意や、単位過少学生や学年相応の単位未取得学生には、通知や勧告する体制もあり、
有効な方法として評価できる。また、３・４年次では、教授会で検討される、単位過少学生や留
年者については、ゼミナ－ル担当等から学生への通知がなされることもある。
学生の質については、入学時の成績、学習意欲、学習達成度などを含めて、各年度春秋学期の
試験結果と成績評価を評価吟味することが主となる。セメスター終了後に学部の教務委員会では、
単位認定上の問題点を検討する。また、類似科目の教員間や、コース会議、学科会議でも学生の
質については論議される。全学共通の学生の質に関する評価として、優等学生への表彰と奨励が
あげられる。これは、各学年終了時に、各学年の成績上位者に対して、校友会から表彰・奨学金・
授業料一部免除をするシステムである。また、卒業時には、4 年間の成績優秀者にも、学長賞、
学部長賞などが学部の学科別の上位者に贈呈される。いずれも、学業を奨励するスカラーシップ
の制度として位置づくものである。また、体育学部では、学業以外に、スポーツで活躍した学生
を奨励する制度も設けている。
また、体育学部は、学部学生の特性で、高校生時代の競技実績により推薦入試で入学した学生

－228－

Ⅲ．教育の内容・方法等

と、筆記試験を受けて入学した学生では、学業成績の平均値に多少開きがあることが例証されて
いる。推薦入試の入学者は、入学後もスポーツ技能にも優れ、実技・実習の中心人物になりかつ、
クラブの主力選手・スターにもなりうるが、教養教育や専門講義などは不得意とする場合が多く、
授業全体の学業の進行にも影響する場合もある。そのため、学部入試委員会では、該当学生につ
いては、1 年次からの学業追跡調査を実施し、随時通知し、極端な場合には勧告を与えている。

点検・評価・長所と問題点
現状では、集団としての学生の質を評価する方法は、個人の取得単位による成績優秀者への奨
励と単位過少学生への対応である。学生の能力向上や専門性の習得の程度、また、学年による変
化などは個別に詳細に追わない限り、学生の質を評価できるものではない。現行で、一部の推薦
学生に対して実施している追跡調査を、学科別、履修モデル別に、サンプル集団を使って 1 年次
から 4 年次まで追跡調査する試みや、個別学生の追跡調査(ＧＰＡ活用)することも必要と考えら
れる。
教育効果の評価は、教科担当の自由裁量に委ねるところが大きい。学部では講義・演習・実技・
実習などでも成績評価の基準が異なる実情がある。学部全体で体系的に教育効果の有効性を検証
する段階には到っていない。教育の達成度の評価は、履修制限の有無、カリキュラム内容、1 週
間の授業展開、授業履修のし易さ、履修時間割内の空時間、学年配当、授業効率、配当時間帯な
どの教務的な側面での要因が関係する。また、担当者の教材(内容)、指導能力、メディア活用、
指導方法、パーソナリティ、教育環境などの側面の評価も関係する。さらに、学生の意欲、自主
性、授業態度、能力レベルなどの多数の要因が関連しており、教育効果は、総合的に評価される
必要性があると考える。
現行では、学生へのシラバスの内容の明示、評価方法の説明、テスト内容や条件、テスト、成
績とそのチェックなどの一連の管理システムは、まだ完全に厳格に統一されておらず、個別の科
目担当の判断によるところが大きい。現行では、成績評価について学生から目立った批判は寄せ
られておらず、大きな問題点はないように思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
近年、幾つかのプロジェクト委員会が設置され、全学的な大学教育の見直しがなされている。
その一貫として、教育効果の客観的な評価も課題として含まれている。教育効果を全学或いは学
部全体にわたって検証するためには、
「学生による授業改善のためのアンケ－ト」調査からの指
標や、全学共通の成績認定の総合的な指標であるＧＰＡのデ－タとしての活用などにより、学部
の固有性を尊重しつつ、全学的に効果的で、体系的なシステムの構築を目指す必要がある。
留年の問題に関しては、本人自身の精神的負担も大きく、また、父兄や保護者の経済的な負担
も大きいものとなる。そこで、４年次で、履修制限を越えるほどの未取得単位が多い場合とか、
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４年次の希望履修科目、履修モデルの必要科目、取得したい資格関連科目などが履修不可能な状
況にならないように、３年次履修や、１・２年次の履修状況をチェックし、早期に履修状況に対
応できるシステムの確立も必要と考えている。
今後は、学生の質を評価できる視点や評価基準の検討を学部教授会や、全学教務委員会を主体
とする全学的な組織の中で検討をする必要性があろう。現状で発生している科目間の評価のアン
バラスについては、講義、演習、実習、実技などの系により、まず統一した観点を議論し、その
上で、学科、学部に共通する考え方を導く必要があろう。

【学習の活性化と教育指導方法の改善を促進するための措置】

現状の説明
体育学部では、履修上いわゆる「キャップ制」をとっており、学生が各セメスターで履修でき
る単位数(履修登録制限単位数)は、1 学年から 4 学年まで２４単位(各学年では４８単位)と決め
られている
（学部・学科ごとの履修登録制限単位数に関しては、本章末の比較対照表参照のこと）。
学生は、履修時に履修制限単位を越えないように履修申請をする。
各学年別にみると、１・２年次では、全学共通科目と学部固有科目の双方の履修が中心でほぼ
履修制限に近い履修となる。履修上の問題については、学生履修相談会時に、教学部の専門職員
と学部教務委員が相談にのり解決にあたる。３年次では、多数の学部固有科目が開設され、スポ
ーツ科学の専門性を深める意図や教職課程・体育関係の資格取得を目指して、多数の科目を履修
する形になる。一部の資格では１・２年次科目を履修する必要もあるため、過去のカリキュラム
では３年次の制限を増やした経緯もある。４年次では、一部の講義系必修科目を含めて履修科目
は少ないが、
春学期には教育実習などが想定されたり、資格関連科目が時間外に開設されるため、
カリキュラム上４年次配当科目数は少なくなっている。
成績評価の厳格性については、シラバスに表示された授業目標、成績評価、授業計画や内容の
達成度などによる評価が考えられる。成績評価は、まず、授業の成績評価の観点による試験・テ
スト・課題などの明確な提示と実施、更にその内容の客観性妥当性、結果判定の信頼性である。
この点において、シラバスの内容を明確化にし、授業展開の信頼度を高め、成績評価の厳格性を
高めている。但し、体育学部の特性から、固有科目では、講義、演習、実技、実習などの科目が
多数開設され、科目ごとに固有の授業が展開されており、統一した評価基準が確立できていない。
単位認定時に、個人ごとに GPA 値により現在まで取得した単位の総合評価を提示している。また、
教務委員会などでは単位認定後の科目の成績評価の分布などを把握し、必要に応じて成績評価に
活用している。
また、シラバスには、全学共通科目と学部固有科目の全てが掲載されている。特徴としては、
授業計画では、セメスターの項目と授業内容が分かり易く提示されている点、授業評価方法・基
準では、評価のポイントと割合(％で表示)が示されている点、コメントとして、教員からの授業
のキーポイントが思いを込めて記述されている点である。
全学的に実施されている「学生による授業改善のためのアンケート」平成１７年度の報告書の
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一部に目を向ければ、授業の出席率、授業態度は、全学的に高い結果であるが、考えて見る機会、
授業内容の理解、有意義な授業、教員の熱意、教員と学生のコミュニケーションなどの項目で、
体育学部は、相対的に高い結果を示している。また、授業の中でも、演習や実技の授業の評価が
高く、体育学部の授業形態と特性が良く反映された結果と考えられる。

点検・評価・長所と問題点
現行の体育学部の教育課程（カリキュラム）では、１・２年次に全学と固有科目を通常履修し、
取得できていれば、３年次では学部固有の選択科目、履修モデル奨励科目、資格関連科目を履修
することは概ね可能である。４年次生でも、時間割にはゆとりがあり、卒業研究や資格取得の学
習などにも時間を活用できると利点と言えよう。
シラバスは、学生の履修時に、履修内容を明示し、学生に周知させる点で有効である。過去改
訂されたシラバスは、簡潔で、学生に分かり易い表現にし、履修時に活用しやすいが、全学と学
部固有を網羅する量の多さは、携帯性に不便であるという欠点もある。また、シラバスの内容と
実際の授業の格差もあるケースもみられる。

将来の改善・改革にむけた方策
現行では、学部両学科の学生の多くは、各履修モデルに従った履修をするが、資格は教職課程
を含めて数種類の資格取得を目指すものが多い。３年次後半から新たな資格方向を目指す学生や、
過年度の履修が十分でない学生もおり、定期的に履修申請から履修制限単位数をチェックする必
要があろう。
現行の冊子形式のシラバスは、項目の簡略化と量的な削減を考えて改善をする必要がある。方
策の一つとして、シラバスのウエブ化への移行措置も実施されている。現在、履修登録がウエブ
利用で行われており、学生の IT 機器利用の現状を考えると有効な方向性と言えよう。
体育学部内でも、学生による「授業改善のためのアンケート」の結果から求める目的を明確に
し、調査と授業改善へポイントについて教員間の共通理解を深めながら、アンケート調査を位置
づけ、より授業改善を進める必要があろう。

【学生に対する履修指導】

現状の説明
体育学部では、
オフィスアワーが制度化されているわけではない。
しかしながら、
試みとして、
学生に配布するシラバス中に、質問等への対応(オフィスアワー)の項で明示されている。内容と
しては、科目担当者の研究室、面会の時間帯、注意事項などが記されており、学生はオフィスア
ワーを有効に活用している。また、１・２年次生は、オリエンテーション、学部学科の必須講義
や必修実技内で、多くの教員と接する機会があり、コミニュニケーションをとり易い環境になっ
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ている。更に、３・４年次生では、ゼミナールや卒業研究を通じて、授業以外でも研究室に通え
る体制づくりがなされている。一方、事務局でも、学生相談室が設けられており、学生の教育、
生活、経済上の問題に適宜相談にのれるように配慮している。
学部では、学生の活性化の一つとして、履修ガイダンス時の履修の促進と学習の奨励や学部・
学科オリエンテーション時の学部長および学科長からの大学としての専門的講話による学習奨
励や専門性への意識向上などを意図している。学部の正課授業以外でも、年に 2 回程度学部講演
会などを開催し、オリンピック選手や有名アスリート等の著名人を招聘する。これは、トップス
ターに触れ、彼らの講和や経験談などを聞くことにより、学業や競技力向上への意欲向上をねら
いとするもので、例年大変好評である。また、学内にはこれと類似のものとして、体育研究科の
学術研究会や体育研究所の定例研究会も定期的に開催されており、スポーツ科学に関心をもつ学
生には専門性の好奇心を高める良い機会となっている。
授業内では、学習の動機は頻繁になされており、特にゼミナールでは、定期時間でも学外へ戸
外授業、宿泊を伴う研修合宿(ゼミナール合宿)、卒業旅行を大学の研修施設(蓼科セミナーハウ
スと白馬セミナーハウスの 2 箇所がある)などを利用して積極的に行なっている。
大学関連では、
父兄や保護者に対する教育懇談会と卒業生を主体とした同窓会などが年数回開
催されている。前者は、学内で大学教員からの講話や父兄とのコミュニケーション、父兄との相
談会である。これは、学業を父兄からも激励、賞賛してもらう機会となる。また、後者は、全国
各地で実施されるもので、学校説明会と卒業生の懇親会を兼ねており、その場でもスカラーシッ
プ制度などの優秀学生の表彰なども行われている。

点検・評価・長所と問題点
教員シラバスに明示しているオフィスアワーでは、学生が面談し易いような面談時間が明記さ
れている場合と、随時という表記も場合も多くみられる。これは、学部教員の多くは、教育研究
のため大学に出向している教員が多く、学生の相談等にいつでも対応できるという表現でもある。
但し、教員の特別な都合や学生側との調整不足でうまく時間が合わないケースや、相談する時間
帯として昼休み、休み時間、放課後などでは相互に充分な時間がとれないケースもあり、教員や
学生の相互の調整が必要とされる。
学習の活性化に関する履修ガイダンスの活動や、各種授業・ゼミナール・卒業研究、学部の学
術講演会などは一応の成果を挙げていると思われる。

将来の改善・改革にむけた方策
オフィスアワーは、学生が教員と対話することにより、授業の疑問点を解消し、学業・専門性
への興味を深めるなどの教育促進の意味と、教育・生活面での相談などへの対応が主眼となると
思われる。そのため、授業担当教員との面談だけでなく、新入生では、学年のクラス編成の担任
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制度など従来あった体制を踏襲してゆく必要があると考える。今後の方策としては、オフイスア
ワ－に類似した学生への働きかけとして、普段経験できない特殊な実習や演習の充実、学外実習
(インターンシップ制の充実など)の経験、海外留学(交換留学生)の奨励など、各種スポーツ・文
化的行事の企画などを計画することも重要であろう。

【授業形態と単位計算方法】

現状の説明
体育学部の授業科目の履修形態は、学部固有科目については「講義科目」
、「演習科目」
「実技
科目」
、
「実習科目」からなっている。
単位の計算方法に関しては、中京大学学則第３１条に基づき各学部・教養部の規程上で授業時間
数と単位数が設定されている。
体育学部に関しては、
⑭

講義科目については、１５時間の授業をもって１単位とする。

⑮

実技、実験、実習科目は、３０時間の授業をもって 1 単位とする。

⑯

卒業研究は、６０時間の授業をもって４単位とする。

これらの単位計算方法に関しては、学生に配布する『学生便覧』と『履修の手引き』に記載し、
学生への周知を図っている。
現在学部レベルでは、３００名以上の履修クラスは開講されていない。また、演習・実習・実
技などについては、演習では５０名前後まで、実技科目では３０～４０名少人数クラスに努めて
いる。但し、実技では、種目特性や担当者の指導展開により、履修人数が異なる。なお、野外活
動実習Ａ(スキー)などでは、宿泊合宿のため、学生の生活指導やスキー技能の向上などを考慮し、
1 班１０名程度のクラス編成である。ゼミナール・卒業研究では、少人数の趣旨から５～２０名
の範囲で履修人数が決められている。学部固有科目では、講義系科目の場合週 1 時間開講で半期
２単位、演習科目の場合週１時間開講で半期２単位、実技・実習科目の場合には、週１時間開講
で半期 1 単位を認定している。但し、特殊な科目はこの限りではない。例としては、野外活動実
習 A(スキ－)では、宿泊を含めた集中科目であるため、５日間で 2 単位認定する。一部の通年科
目であるゼミナール・卒業研究は、通年で 4 単位としている。その他、資格関連科目、例えばス
ポーツサービス論、テーピングマッサージ実習などでは、３～４日程度の集中講義により、半期
２単位を認定している。

点検・評価・長所と問題点
現行カリキュラムでは、
単位認定については、
大きな問題点はないと思われる。
しかしながら、
個別科目の単位認定の基準は、シラバスに掲載れているもののまだ全体的な統一基準が充分でな
く、また、科目の系列によっては、成績に大きく偏りがある。
体育学部のカリキュラムは、１・２年次生は、全学共通科目と学部固有の講義系の必修科目と
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実技系の選択必修科目と演習からなり教養教育と専門の基礎教育が行われる。ここでは、少人数
クラスによる丁寧な授業が意図されるが、指定クラスや履修制限などがあり、学生の履修希望に
適合しないケースも起こりうる。また、３・4 年次では、選択科目が多く配当されるため、選択
科目の履修学生数のバラツキが見られる。その中で、履修者数が３００名近い科目も見られ、対
応が望まれる。また、資格関連科目(特に講義系科目)では、予想履修者数以上の履修がある場合
もみられ、クラス編成数増などの対応ができないケースも多い。

将来の改善・改革に向けた方策
体育学部にとっては、学部の教育目標と個性に適合したカリキュラム編成、また、授業形態と
授業方法を熟慮したカリキュラム編成をすることが不可欠である。但し、教員、学生、環境、教
材などの教育条件の要因があり、充分に理想が達成できないのが現状である。特に、講義科目で
は、教室数の有無、教室の大小、教室の稼働率などの問題、演習や実験の環境の適否、実技に必
要な体育館や施設など、教科の理想を追求するほど教育環境条件整備が難しくなるなどの欠点が
ある。これらの条件をバランス良く調整してゆくことが急務と思われる。
現行の教育課程（カリキュラム）は、セメスター制を取っているが、1 時間目から５時間目開
講であり、１週間でゆとりのある科目配列や、理想的な学年配当ができない状況もある。そのた
め、講義・演習・実習・実技系科目でも、学習目標や学習効率を鑑み、２時間連続の展開や、午
前(１・２時限目)或いは午後(３・４・５時限目)などの展開、更に夜時間の開講など、科目特性
に応じた時間の組み方ができれば、各科目の単位認定なども自由度の高いものとなると考える。

【インターンシップ】

現状の説明
体育学部では、就業体験(インターンシップ)を扱う科目は、健康科学科の健康運動指導演習(3
年次春学期開講,２単位)がある。この科目は、フィットネスクラブ、スポーツ施設などへの従業
体験を行うもので、事前指導と事後指導を含む、夏休み期間中(８～９月)の 2 週間程度実施され
る。学生は、この体験で、健康運動に関する知識を実施で確認し、能力を高めると共に、接客サ
ービス業務能力や実務能力を身につけ、擬似体験を通して、職業の実態を知り、自分の職業特性
を確認する場でもある。本科目は、キャリアーセンターのインターシッププログラムに関係して
展開されるものである。ここ数年の実績として、まだ開始早々でもあり、希望者は少人数である
が、履修者の意欲は高く、実習後の事後指導でも、多少のとまどいはあるが充分な成果を報告す
るものが多い。
また、学部では、両学科共教員免許の取得希望者が多く、そのため 3 年次の介護体験(1 週間
程度)や 4 年次教育実習などもインターンシップに準じるものである。特に後者は、東海地区及
び各自の出身中学・高等学校で３～４週間保健体育の教員としての実習を行い、教員志望者はも
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とより、将来スポーツ指導者を目指すものにとっても貴重な経験を積める機会となっている。

点検・評価・長所と問題点
現行のインターンシップ制度は、履修学生にとっては有益な評価は多いが、学部全体の学生に
対して窓口が開かれているわけではなく、また、実習が展開される施設の適否や学生の学習意図
に沿わない業務に配当されるなどの問題点があり、解決課題も多い。

将来の改善・改革にむけた方策
現行では、インターンシップ関連の科目はまだ少数であり、履修学生も限定されため、学生が
履修しやすい条件の整備も課題である。学生の将来性や資格取得を鑑み、基礎教育を終えた２年
次後期や３年次から就業体験などを含む科目の開設も考える必要があろう。また、学年早期から
社会適性の確認や社会で求められる能力への啓蒙などの動悸づけなども合わせても必要であろ
う。
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１２. 教養部
現状の説明
教養部は 2006 年 5 月 1 日現在、教員数 64 名であり、７つの系列から構成されている。人文、
社会、自然、英語、第二外国語、体育、新領域・教職の７系列である。これらの系列から委員を
出して将来計画委員会を構成し、教養教育の理念、教育改革・授業改善、FD 活動について議論
を行い、提言を発している。教養部では原則として、学生に対しては研究指導よりは、もっぱら
教育指導に重点が置かれている。
1991 年の大学設置基準の大綱化以降、多くの大学で教養部が廃止されたが、本学では教養教
育を担う主体として教養部が存続している。2002 年には教養教育のあり方について中央教育審
議会の答申が出されているが、この間、本学教養部では教養教育についての議論が将来計画委員
会を核にして続けられてきた。将来計画委員会での議論の内容は、年度毎に『中京大学 教養教
育研究』と題された冊子（B5 判 100 頁程度）にまとめられている。
教養部では 2000 年度から「経験交流会」と称して、教員の教育方法を紹介し議論する会を年
に一度設けてきた。ちなみに第１回では
「よりよい授業をめざして―経験交流の集い」
と題して、
教養部教員 3 名が実践報告を行っている。おのおのの内容は「基礎ゼミ実践報告」「Promoting
Practical English within Japan」「多人数講義の工夫」である。他学部教員・学生も含め 42
名の参加者があった。これらの報告・討論の記録は『教養教育研究』に掲載されている。また、
年に一度、外部から講演者を招き、高等教育改革、教養教育、授業改善等について講演をいただ
き討論する場を設けている。この講演記録も『教養教育研究』に掲載されている。近年の講演は
以下の通りである。
・「新しい『知の営み』―リベラルアーツにプロセス重視の教育を求めて」国際基督教大学 風
間晴子（2000 年度）
・「大学基礎教育の全国的位置づけと授業実践の分析」京都精華大学 筒井洋一（2001 年度）
・「大学生のための協調学習カリキュラム―認知科学科の実践例から」本学情報科学部 三宅
なほみ（2001 年度）
・「自己肯定感を育てるために―教養教育と情報化社会」神戸芸術工科大学 香山リカ（2003
年度）
・「ユニバーサル段階の大学評価と教養教育の課題」広島大学 羽田貴史（2004 年度）
・「都立大学から見た統合新大学―首都大学東京、教養教育の現状と課題」首都大学東京 落
合守和（2005 年度）
1995 年度の第一次カリキュラム改革の後も教養教育についての議論は継続されてきた。一方、
2000 年度には学長諮問委員会として「授業・カリキュラム改革懇談会」が設置され、全学的規
模で FD 活動が開始された。2002 年 1 月には学長委員会「授業等改革委員会」から「授業等改
革委員会における議論のあらましと提言」が出された。この提言の主要題目はカリキュラム改革
に関するものであるが、教育方法に関わる提言も含まれている。将来計画委員会は、このような
全学的な動きの中で、学長委員会提言に呼応する形でカリキュラムに関する提案を出し、この提
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案に基づいて 2003 年度には第二次カリキュラム改革を開始した。この提案には教育方法に関わ
る以下の提案も含まれている。また、能力別クラスの採用についても言及されている。
①オフィス・アワーの設置。
②シラバスの充実。
③ガイダンスの充実。
④FD とそのための授業評価の推進。
⑤クラスにおける履修者数の上限・下限の設定。
⑥学生の相違や意見を反映させる制度。
この提言に沿って、教養部はカリキュラム改革に加えて教育システムについても改革を進めて
いった。まず、オフィス・アワーを 2003 年度に設置した。全教員が１週間に１コマ分を確保し
て、学生の相談に応じている。その運営については、将来計画委員会の中の教育部会が調整を行
っている。オフィス・アワーのあり方について検討するため、実態調査を目的とした教員アンケ
ートを毎年行っている。
ガイダンスを充実させる取り組みのひとつとして、新入生を対象としたオリエンテーションを
４月に開き、履修についての注意伝達、学生との質疑応答などを行っている。
学生による授業評価アンケートは既に 1997 年の段階で教養部が独自に行っていたが、2003
年度からは全学的に実施されるに至っている。教養部も、この全学的アンケートに参加している
が、独自のアンケート追加項目を提案し実施している。
「外国語基礎」の中の「英語」科目（１年次必修）については、クラスを学生の希望によって、
「基礎」
「総合」のいずれかの科目群を選ばせており、能力別クラス編成を実質的に敷いている。
学長諮問委員会「FD 小委員会」による提言により「公開授業」が 2001 年度から全学規模で
開始された。本学教員に授業を公開し、授業改善に役立てる目的で行われている。教養部教員も
この企画に積極的に参加している。
近年の情報技術（IT）を教育に応用することによる教育効果向上が期待されている。教育の
情報化については、既に 1990 年度に全学委員会「情報教育・研究に関する委員会」が設けられ
議論がなされていた。1994 年に情報センターが設置され、それまで情報教育の全学的な中核施
設であった「コンピュータ演習室」は情報センターへ移管された。2001 年度には学長主催の「情
報化推進懇談会」が発足し、情報化の議論の対象が情報関連以外の科目にも拡げられた。教養部
では、2002 年に「教養部情報化実態調査」を実施し、教員の IT スキル・活用度などを調査し
た。『教養教育研究』（2004 年）に、その報告書が掲載されている。2003 年度には、それまで
の HP 委員会を IT 委員会に改名し、HP（ホームページ）の作成・管理に加えて、イントラネ
ットの構築・管理、教育の情報化に関わる案件の検討を担当することとした。
委員会の議事録などに加えて、
電子化情報も増大しており、データを教養部教員の間で共有し、
どこからでも即時にアクセスできるようにしておく必要性が増してきた。教養部 IT 委員会は、
2003 年にサーバーを導入して、教養部イントラネットを構築した。これにより、データがサー
バー上で集中管理され、ネットワークを介して教員の間で共有できるようになった。教員連絡先、
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担当講義データ、年間行事予定、出張予定、各種委員会名簿、議事録、履修者数データなどを蓄
積し、教員間の連絡を密にするのに役立てている。議事録についてはキーワードによる検索もで
きる。イントラネットは授業改革に必要となる基礎データをすぐに取り出せる環境を提供してい
る。
電子化教材は全学的組織である情報センターが運営している教材提示・課題提出システム
「CUBICS-Learning」に掲載し、学生に供している教員が多い。中には、独自の HP やサーバ
ーにデータを提示している教員もいる。教材を PowerPoint ファイルとして教室で提示し、配布
資料として印刷したものを配る形態が多い。ゼミ形式の授業において、学生のレポートファイル
をサーバー上で公開して相互評価させ、学生の参加意欲を高める試みもなされている。学生にな
じみの少ない外国の建築物や昔の風俗などに対する具体的イメージを持ってもらうためにビデ
オ・DVD の映像を利用している科目も少なくない。
教養部が担当する全学共通科目には、資格取得に直接役立つ科目は多くはないが、英語系列に
おいて TOEIC 対策の科目「英語資格対策Ａ・Ｂ」が運営されている。また、学生に労働につい
ての認識を深めてもらうため、キャリアセンターと協力してオムニバス形式の授業「はたらくこ
と／いきること」を運営している。プレゼンテーション能力を訓練する「基礎ゼミ」「教養テー
マゼミ」もある。これら２科目は少人数クラスで編成されており、学生と密接な意思疎通が期待
できる。最後の時間には学生アンケートを行い、教養部内のゼミ委員会が集計・分析し、授業運
営の改善等に役立てている。

点検・評価・長所と問題点
将来計画委員会を核にして授業運営・改善について議論・提言・施策が出され、教員の意識は
高い。将来計画委員会議事録・アンケート調査結果のデータなどは毎年『教養教育研究』にまと
められており、教養部が活発に授業改革に取り組んできた様子が看取できよう。経験交流会は教
員の意識向上・スキル向上に役立っている。将来計画委員会主催の講演会は質が高く、教員の視
野の拡大に貢献している。
教養教育におけるキャリア教育の役割・位置づけについては議論が続けられている。
クラスの上限については、全学委員会「授業等改革委員会」からの 2004 年の提言を受けて、
450 名が公式の上限値に設定された。教養部内では 250 名を目標としている。
オフィス・アワーについてのアンケートを行った結果、学生の利用者が教員一人あたり１名以
下と非常に少ないことが分かった。また、学生の訪問が多い時期は４月で、以後減少し横ばいに
なっている。オフィス・アワーに対する学生の潜在的な要求は高いはずであり、活用度が低い原
因を分析し、対策をたてる必要がある。
基礎ゼミについてのアンケートの結果、学生満足度が高いことが分かった。さらなる授業方法
の改善のため、担当教員の授業内容・方法を紹介する冊子を『基礎ゼミ実践例集』（2003 年、
B5 判 77
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頁）として刊行した。
障がいをもつ学生への支援のあり方について関しても将来計画委員会で検討を行ってきた。
2005 年に、支援のための全学的組織設置の要望書を学長に出している。

将来の改善・改革に向けた方策
教養教育の理念、教育方法をどうするかという課題は本学だけにとどまる局所的な問題ではな
い。今後も他大学の動向も見極めながら議論を継続してゆかなければならない。キャリア教育の
位置づけも、この広い視野の中で考えてゆくべき課題である。将来計画委員会を核とした議論を
今後も継続する必要がある。
セメスター制を導入した結果、
通年授業が春・秋学期の２コマとなり学生の選択肢が広がった。
しかし、独立した科目が増え、積み上げ型の授業が難しくなった面がある。この問題をどう扱う
かの議論を継続する必要がある。
教育の情報化、マルチメディア化については、個々の教員に委ねられている面が強く、教養部
としての組織的な取り組みを強化してゆくことが今後の課題として残されている。
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（４）研究科の教育・研究指導方法とその改善
○

各研究科における履修指導・教育研究指導・論文作成指導など適切なものとするとともに、教員
の積極的な教育方法の改善を図り、学生に対する指導を充実させる。

1. 文学研究科
国文学専攻
現状の説明
「Ⅲ－1．学部・研究科等の教育課程（カリキュラム）」同様、ここでは専ら国文学専攻について述
べることとし、英文学専攻については文学研究科英文学専攻の頁を参照されたい。
国文学専攻博士前期（修士）課程では、院生各自が専門とする分野の教員の演習を中心に演習や講
義を受講させ、学界の最新研究成果を踏まえた充実した教育（研究指導）を少人数体制で展開してい
る。各自の専門とする分野のみの研究指導を受けることになるが、事情は博士後期課程でも同じであ
る。上代・中古・中世・近世の各時代の文学専攻および国語学・漢文学・国語教育専攻の 8 名の専任
教員と書道の非常勤講師 1 名という豊富な人材を有するので、特に博士前期（修士）課程において、
院生に各自に将来の希望進路に応じた幅広い教育（研究指導）を受ける場を提供できている。

点検・評価・長所と問題点
上に記した通り、院生がそれぞれの演習や講義において少人数で幅広い充実した教育（研究指導）
を受けられる体制になっており、特に目新しい教育（研究指導）方法をとらなくとも一定の成果を上
げられるものと評価できる。貴重図書や研究文献等の資料を充実させる努力も継続しており、このよ
うな博士前期（修士）課程の現状は、そのまま長所といえよう。
しかし、ここ数年、学年定員の充足が厳しい状況が続いており、少人数教育（研究指導）体制とは
言っても、院生相互の刺激による高め合いが有効に行われているか疑問が残る。これはそのまま博士
後期課程の学年定員の充足率につながり、ここに問題があろう。

将来の改善・改革に向けた方策
学年定員を充足させるよう努め、院生相互が刺激し合い高めあう教育（研究指導）環境を整備する
こと。それには、本学の教育（研究指導）体制の長所を積極的に宣伝する広報活動が必要であろう。
また、教職志望者の多い博士前期（修士）課程においては、教育現場における情報機器の充実を反映
させた演習・講義展開やリカレント教育の推進が有効と思われる。
とは言え、実学指向の風潮は年々強まっており、一方、修了生・単位取得生の志望達成は困難の度
を増している。教育（研究指導）方法の改善だけでは、動機付け自体がむずかしい状況にあると考え
られ、行政側の協力が望まれる。
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英文学専攻
現状の説明
指導においては、入学時の面接において学生の研究テーマに即した指導教員を決め、更にそれに
関連する分野の教員の指示を受けられるように配慮している。場合においては学外の研究者の指導
を要請することもできるようにしている。

点検・評価・長所と問題点
博士後期課程においては、学生の研究テーマが細分化され専門性が高いため必ずしも同じテーマ
で研究を行っている指導教員がいない可能性が起こりうる。

将来の改善・改革に向けた方策
上述の問題は人的資産の不足によるものであるが、学外の研究者の手助けを求めるなどの方策が
考えられる。
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２.心理学研究科
現状の説明
博士前期・後期課程に拘わらず、修士・博士論文の指導に重点が置かれるのはいうまでもない。授
業種別に「研究」とあるのが論文指導であり、年度あたり４単位、合計８単位（後期課程 12 単位）の
修得を必須要件としている。事務処理の必要上、時間割に記載されているが、実際には学部試験期間、
休暇期間にも開講する教員も多く、半期 15～20 こま以上開講される場合も頻繁に見られる。また、指
導教員以外の知識・経験を参考にし、より広い視野から専門領域を見直す機会を与えるため、博士前
期課程においては 1 年次に「修士論文構想発表会（2006 年度は 10 月 17 日～19 日）」、2 年次につ
いては「修士論文中間発表会（2006 年度は 7 月 18 日～20 日）」を、いわゆるポスター発表形式で、
すべての該当学生が全教員の前で発表することを義務付けている。後期課程の学生については、毎年
度末に「研究成果報告論文（認定論文）」を研究科長に提出させ、研究科委員会での審議に付してい
る。
本研究科においては、社会人の受け入れに伴う昼夜開講（月曜日から金曜日まで第１限～７限開講）
を実施しており、彼らの便宜を図るため「研究」など必修科目の多くが夜間（18 時 20 分以降）に実
施されている。ただし、教員の負担問題もあり夜間授業だけで修了条件を満たすことは不可能で、最
低週 1 日は昼間授業の受講が必要である。また、学外実習については実習先の都合により、開講時間
が変動する場合がある。
博士前期課程、特に臨床領域の学生については財団法人日本臨床心理士資格認定協会の「臨床心理
士」受験資格取得を希望する学生が多いため、同協会指定大学院 1 種の認定を受けている。また、同
協会の要求するカリキュラムについてはその都度真摯に対応している。

点検・評価・長所と問題点
昼夜間開講方式は、社会人を受け入れるためには有効な方式であり、これまでそれなりに機能して
きた。多彩な経験を持つ社会人の存在は、大学しか知らない一般学生に対してさまざまな世界を知っ
てもらうためには極めて有効である。これはまた、本研究科の理念と極めて整合する。しかし一方で、
この方式は教員に多くの負担を強いるものであり、長期的な観点に立ったときより負担の少ない有効
な方式の検討が必要となろう。また、本来なら昼間だけの講義ですむ一般学生も一部夜間講義を強い
られることになり、彼らもまた負担を感じている。この点からも将来の改善が必要となろう。
論文指導に関する上述の諸制度は、学位請求論文の作成に向けて成果を蓄積する上で有効である。
また、研究領域をほぼ等しくする教員間で共同して論文指導を行う体制も一部では確立している。こ
の意味において、論文指導体制はほぼ整っていると考えられる。しかし、博士前期課程において、大
学院を単なる知識と技術の修得場所としか考えない学生がほんのわずかとはいえ存在するのも事実で
ある。彼らは、知識と儀中と修得にこだわるあまり、自己の興味を極めて狭い領域に特化させ、学位
論文の作成を通じて形成される関心に基づく課題解決能力の養成という側面を必ずしも十分に理解し
ているとはいえない。したがって、これら学生の提出する学位請求論文は、修士論文として要求され
る水準は満たすとはいえ、学術論文として高い評価を与える段階には至っていない場合がある。この
ように、本研究科（特に、博士前期課程）のカリキュラムの理念と、それを実現するための指導体制
に乖離があるとは考えないが、それと（たとえ一部とはいえ）学生の意識の間に乖離が存在すること
を認めざるを得ない。この意味で、本研究科の指導方法についてさらなる検討・改善が求められる。
心理学関連領域においては、極めて多数の資格が存在する。その中で代表的なのは財団法人日本臨
床心理士資格認定協会の「臨床心理士」資格であろう。本研究科も財団法人日本臨床心理士資格認定
協会から指定大学院 1 種の認定を受けている。これ以外にも多くの資格が存在し、今後も増加する傾
向にある。本研究科としても、可能なものには対応するが、そのすべてに対応することは困難である。
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また、その指定にあたり領域の特化が求められる場合がある。これは、資格取得者に一定の知識・技
量を要求する以上やむをえない措置であろう。しかし、学生が自己の課題領域に特化しすぎるあまり
心理学体系を見失うことのないようにとの教育的配慮を加えるとする本研究科のカリキュラムとは時
に齟齬をきたす場合もありうる。このとき、理念と現実を如何に調和させるかも問題となるであろう。

将来の改善・改革に向けた方策
昼夜間開講の問題は、昼間部と夜間部が分離できれば問題の解決は簡単である。しかし、私学経営
の上からは現実的な対応策とはいえない。また、夜間部を担当する教員については昼間部の負担を軽
減する体制も考えられるが、実質的にほぼ全員が夜間部も担当する現状からは現実的解決策とはなり
えない。このため、現状では教員・学生ともにその意義を理解して、努める以外に制度を維持する方
向は見当たらない。
論文指導体制、ならびに学生の望む知識・技術修得と本研究科の理念にかかわる問題については、
将来的にはいくつかの方策が可能であろう。その一つは、学生の望む資格を与える専門職大学院への
模索であろう。しかし、現状において専門職大学院において心理職の養成が必要とされる社会状況に
あるとはいえないであろう。この状況において、仮に専門職大学院が可能であったとしても、修了者
が十分な経済的・社会的地位を得ることは困難であろう。いまひとつの道は、博士前期課程と修士課
程を分離し、修士課程履修者に対し、資格授与を中心とした教育を行うことである。この場合でも、
専門職大学院の場合と同様に、修了者の進路についての不安は依然として残される。
したがって、現状においては本研究科の大幅な組織変更は現実的でなく、むしろ「IV2 5 心理学研究
科 学生の受け入れ」において述べるような収容定員の削減などの検討を行うとともに、心理学が社会
においてより重要な地位を占めるべく、心理学界がさらなる貢献を行うとともに、それを可能とする
人材を育成すべく、当面は本研究科の理念を貫くべきであろう。
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３.社会学研究科
現状の説明
本研究科は学校教育法第 65 条にもとづき、「学術の理論及び応用を教授研究」するための、また「高
度な専門性が求められる職業」「文化の進展」を担うための能力を培うことを目的とした研究指導を
修士課程、博士課程において行っている。学生の研究指導については、博士課程、修士課程ともに入
学時にオリエンテーションを行い、また本人の希望を聴取して、大学院研究科委員会において適切な
指導教授を決定する。学生は指導教授のアドバイスのもとで科目選択および論文執筆を行う。論文指
導には 1 名の指導教授の他に、2 名の副指導教授を決定する。また学生の研究課題に則し、必要な場
合は学内外研究者の指導を仰ぐ場合もある。
指導は博士課程、修士課程ともに、講義を通じて当該および関連の知識や研究方法論を習得せしめ、
演習を通じて主に論文課題の設定、論文の構成、論文執筆について指導する。論文指導では研究内容
を内外に知らしめ、討論による相互批判を行い、また学生のプレゼンテーション能力を高めることを
目的として、修士課程では修士論文の中間発表会を実施し、博士課程では博士論文の提出前発表研究
会を数回行って成果を上げている。研究発表の機会として、大学院生が投稿する『院生論集』を毎年
発行し、研究の取りまとめや推進を促している。学生が行う社会調査や現場実習の倫理的指導では「大
学院教育における社会調査実施上の倫理に関する申し合わせ」を設けている。
留学生、社会人については、これまでに修士課程、博士課程あわせて 5 名の留学生、6 名をこえる
社会人を受け入れてきた。留学生については外国語、日本語能力が十分ではない場合、補習によって
読み書き能力を高めるよう努めてきた。また、職業を持つ社会人学生については、指導時間への配慮
を行っている。
研究環境では博士課程、修士課程ともに、学生に 1～3 名で共同使用の研究室を用意し、1 人あたり
1 台のパソコン機器を貸与し、研究室図書の整備やコピーのための研究費を若干支給する。また博士課
程学生の学会報告には交通費補助を行っている。

点検・評価・長所と問題点
これまでに学会において高い評価を得られた研究成果がいくつか出されており、このことは指導水
準の質の高さを示すものといえよう。また、研究科の指導方法では演習指導、研究報告会における指
導の効果が高いことが認められる。一方問題点としては、外国語能力や討論する能力を高めるための
工夫が必要であり、また研究環境としては、部屋の面積、機器設備、調査実習室の設置などについて
改善すべき点がある。

将来の改善・改革に向けた方策
① 各学生の研究課題、研究指導方法について、学内外にその透明性を高めていくこと、また、指導教
員の能力を高める上でも、研究科内でのＦＤ推進が重要である。
② 修士課程における専門職養成目的の研究指導では集団指導体制の方法を考究すること。
③ 研究環境の一層の整備と充実を行うことが必要である。
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４.法学研究科
現状の説明
多様な志望動機を有する学生が混在する現状を反映して、1997 年度より、「研究者コース」と「特
修コース」との 2 コース制を採用し、教育上の要請に柔軟に対応しようとしている。とりわけ、学生
定員が比較的少数であり、また大学院における高等教育にふさわしい人材のみを入学させる方針を堅
持してきたこともあり、現実の入学者も少数にとどまったことから、実際の教育・研究指導は、特殊
講義科目においても、各教員による個別指導ないしそれに近い形で行われている。
こうした状況であるため、大枠としての２コース制はあるものの、学生を類型化したうえで一定の
定型化された教育・研究指導方法を、研究科における合意に基づいて統一的に実践するような方式は
とられていない。外国人留学生についても、社会人学生についても、それぞれの学生の個別的事情に
応じて各教員が個々に配慮する形で教育・研究指導が行われている。

点検・評価・長所と問題点
上記のような現状は、一面で、柔軟できめ細かな教育・研究指導として優れたものと評価すること
ができる。ただ、志望動機や勉学環境など、各学生の個別的な事情を個々に考慮するため、反面で、
制度的保障に欠け、また融通無碍で研究科としての統一性が乏しい教育・研究指導になる虞がないと
もいえない。とくに、研究者の養成にあたってはともかくとして、高度専門職業人の養成を念頭にお
いた場合、ある程度、標準化された定型的な教育・研究指導も確保していく必要がある。学生の多様
性を無視して画一化することは百害あって一利なしであるが、一定の類型化を踏まえて、それに対応
した教育・研究指導を制度的整備のうえに適切に展開することにより、教育・研究指導の標準的な質
を客観的に見やすい形で維持・確保していくことが大切であろう。
また、本学の法学研究科は、法学部の教育・研究体制を基礎に設置されているが、従来、法学部の
側からも大学院の側からも、教育・研究指導について連携を図ろうとすることは基本的になかった。
これは、多様な出自の学生に対して、均質な教育・研究指導を保障するという面では、有益な態勢で
あった。だが、他方では、法学部を基礎に法学研究科が設置されているという条件・状況を生かし、
効率的な教育・研究指導を行うという面では、不十分なものがあったといえる。

将来の改善・改革に向けた方策
柔軟できめ細かな教育・研究指導という方向性は、将来的にも基本的に維持すべきである。ただ、
各学生が抱える事情の多様性に配慮しつつも、その対応を各教員の個別的な配慮に委ねるだけでなく、
一定の範囲で制度的なものに整備していくのが適切であろう。とりわけ、外国人留学生や社会人につ
いては、その研究計画に基づいて、在学期間・研究期間をあらかじめ柔軟に設定できるような制度を
設けるなど、研究の質を側面から支える方法の検討・整備が急務となろう。また、とくに高度専門職
業人の養成にあたっては、志望動機などに応じた標準的教育内容などを部分的に設定するなど、類型
化・標準化の観点から教育・研究指導方法を改善していくことも、検討に値する方策といえる。
なお、法学部を基礎に法学研究科が設置されているという条件・状況を生かし、法学部と連携しな
がら、両者の間で融合一貫教育を実施することも、今後の課題であろう。これにより、教育・研究指
導を効果的に展開し、高度化が進展する社会に対して、有用な人材を輩出していくことを促進できる
ものと思われる。
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５. 経済学研究科
現状の説明
（研究指導等）
経済学研究科では、2001 年度のカリキュラム改革で、主指導教員と補佐する副指導教員の複数教
員による演習科目指導体制をとり、論文作成においてきめ細かな指導ができるように単位制度を改
革した。この改革により、論文作成の基礎が不足していた学生でも論文作成に十分な指導が受けら
れることになり、水準の高い論文作成が可能になった。講義科目の履修指導は、主たる指導教員が
相談にあたり、研究計画の提出を義務付け、履修科目に偏りがない様配慮している。演習科目を受
け持つ教員は、通常 2，3 名の学生を指導し、主指導教授は副指導教授と連携して論文作成指導を行
っている。修士論文の指導と審査は主指導教授が責任を負っている。副指導教員は論文審査では審
査員として論文審査に加わる。研究分野や指導教員にかかる学生の変更希望がある場合には、指導
教授および副指導教授の双方あるいはどちらが対応し、研究科の議を経て学生の希望に応じる体制
をとっている。
（教育方法等）
教育研究効果は修士論文の水準で判断している。修士論文の審査においては口頭試問を行い、論
文の水準のみならず、研究指導の効果も判断している。
（成績評価法）
成績は学部と同じで S,A,B,C,D の 5 段階評価であらわしている。成績評価基準は担当教員の自主
的判断によっている。試験は義務化されていない。出席、報告などの通常点、レポート提出などで
評価している場合が多い。
（教育・研究指導の改善）
最近の入学生は必ずしも経済学を修得したものではない。出身専門学部は様々である。したがっ
て、場合によっては、学部水準以下の教育から出発せざるを得ない。修士課程水準の内容を講義し、
理解させるためには、相当の効率のよい教授法を工夫しなければならない。できるだけ数学的技術
を避け、言葉で内容を説明するなど理解可能な方法で講義している。本研究科では、修士論文作成
の指導に重点を置き、講義科目の修了所要単位を減らすことで、研究指導体制を改善している。シ
ラバスは独立した冊子として配布していないが大学院便覧に履修科目一覧とともに講義内容の紹介
を記載している。学生による授業評価は現在のところ行っていいない。

点検・評価・長所と問題点
研究指導に関しては、複数教員指導による演習科目は充実し、その成果も大きい。入学時の学力を
鑑みれば、修士論文の水準はかなり高いといえる。ただし、本研究科には税理士志望の院生も複数存
在し、経済学の分野だけのテーマで論文を作成しているわけではないので、真の意味での専門性に基
づいた指導が不足しているが、この点は、税法専門の講師による講義科目を 8 科目開講し対処してい
る。成績評価の標準化および厳格化は本研究科でも検討中である。特に講義科目に関しては明確な試
験による評価が徹底されるべきである。教育・研究指導の成果は対象となる学生の質におおいに依存
する。税理士志望学生や日本語の不得意な外国人留学生に十分な指導を行うためには、開講科目や演
習指導方法などに改善の余地がある。また、学生の英語力不足は専門的教育の足枷となっているため、
何らかの工夫が必要である。
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将来の改善・改革に向けた方策
本研究科の水準をあげるためには、研究職志望の学生を少しでも多く入学させることが不可欠で
ある。学部の水準はかなり高くなってきているので、学部からの大学院進学者を募ることが考えら
れる。社会人に門戸を開くためにはより実践的な開講科目が必要とされる。教育指導方法を含めた
カリキュラムの検討・変更が急務であろう。経済学研究科で税理士試験免除のための修士論文作成
は現在のところ可能であるが、税理士志願者がより増加すれば、専任教員の追加が必要とされる。
今後の大学院の全国的趨勢を考慮して、改革する必要がある。
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６. 経営学研究科
現状の説明
中京大学大学院経営学研究科は、平成 7 年（1995）4 月に経営学部を母体とした経営学研究科博士
前期（修士課程）として開設され、その教育目的を、グローバル化、情報化、学際化の流れに対応し
た人材養成とし、この目的に沿って体系的なカリキュラムを設定している。
中京大学が時代に対応して「大学改革」をテーマに学部の設置、改組を積極的に進める流れの中で
経営学部は、平成３年（1991）4 月に本学 8 番目の学部として開設されている。この経営学部経営学
科の完成年度を待って、平成 7 年（1995）4 月に経営学部を母体とした経営学研究科修士課程（定員
15 名）を開設、さらには平成 9 年（1997）4 月には同博士後期課程（定員 3 名）を開設した。
経営学研究科博士前期（修士課程）においては、理論、実践、国際化を 3 つの柱としている。科学
技術の飛躍的な進歩に伴う社会の情報化と経済活動のグローバル化に対応する人材の育成をめざし、
体系的なカリキュラムを基軸に、社会人や留学生にも広く門戸を開き、社会人の研究上便宜をはかる
ため、当時としては先進的かつ本学最初の試みとしての昼夜開講制を導入し、内外から高い評価と期
待を得た。夜間型時間帯は、月曜日から金曜日の第６時限（18:25～19:55）・７時限（20:10～21:40）
および土曜日の第 1 時限・2 時限に開講している。
専門分野の教員が少人数教育の長所を最大限活かしながら各学生の専攻分野、研究方向、理解度を
把握し継続的にきめ細やかな対応を柔軟に行いながら研究指導している。他研究科との連携により相
互の履修、単位認定を可能としている。専門性を深耕し、質の高い学生を養成するように努めている
が、その継続的努力の成果として、博士号の学位取得者も 9 人にのぼっている。学位取得後、研究者
として活躍する人材や研究業績の出版にいたる修了生も出ている。修了後の研究員制度も充実してお
り、中京大学に研究員として籍を置き、学会報告等、研究を継続している優秀な留学生もいる。
経営学研究科では、大学院生の研究支援のために担当教員を設け、研究環境の継続的な改善を行っ
ている。大学院生共同研究室およびコンピュータ室のパーソナル・コンピュータ確保やインターネッ
ト接続の充実など、学生の要請に応え研究環境を充実させている。また、学会出張費・図書費・印刷
費・研究資料費等を補助するといった研究支援を行っている。
これらに加え、研究成果を報告、議論する大学院研究発表会を全員参加で毎年開催し、教員、大学
院生出席のもと、研究を進展させている。また大学院生の研究業績の発表の場として『中京経営紀要』
が刊行されている。
博士号の授与基準として、主要学会全国大会報告１回、部会報告２回以上という高いレベルの報告
が義務付けられており、研究活動に厳しい目標が課されている。さらに論文レベルを高めるために、
レフェリー論文を義務付けることも検討中である。
教育改善に資する学生と教員との意見交換会の場として親睦会も毎年２回以上開催されている。

点検・評価・長所と問題点
近年、日本で学びたいと熱望する留学生の急増により、日本への大学院への志願者数は増加傾向に
あると考えられる。しかしながらその要求や経済状況も非常に多彩となり、日本語のコミュニケーシ
ョン能力にもバラツキが拡大している。こうした多岐にわたる大学院生の要望にきめ細かく応えるべ
く、研究環境の向上やカリキュラムの改善への取り組みに着手しつつある。昼夜開講制に対応し、事
務サービスや図書館開館時間も、院生の研究を支援するために延長する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
近年の留学生増加、使用言語、得意言語の多様化やレベルのばらつきに対処するため、日本語論文
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指導や日本語にての研究をより深める支援として、特殊講義科目の開講をめざし、審議中である。時
代の流れの速さに比べともすれば大学機関の動きは遅いと批判されがちであるが、他研究科、他大学
の動きを絶えずベンチマークしカリキュラムの改訂、学則変更を行っている。
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７. 商学研究科
現状の説明
本研究科は学校教育法第６５条にもとづき、「学術の理論及び応用を教授研究」するための、また
「高度な専門性が求められる職業」や「文化の進展」を担うための能力を培うことを目的として研究
指導を行なっている。研究指導の具体的あり方として、指導教員制を採用している。博士前期課程（修
士課程）の１年次から指導教員の下で演習が開かれ、これが博士後期課程３年次まで継続される。指
導教員の決定は、入学試験時に希望する指導教員名をあげ、そしてその教員が面接に加わることで、
比較的早い時期にスムースに指導教員が決定される。
博士前期課程（修士課程）においては、社会人入試選抜制度を通じて入学してきた社会人の大学院
学生であっても、修士論文を提出させ口頭試問を含めて審査に合格することを修了要件としている。
また本研究科は実学的色彩の強い分野を専攻領域とする大学院中で、アカデミックな修士論文が提出
できるよう、指導教員による演習が開かれている。
博士前期課程（修士課程）入学後に、大学院生は研究計画書を指導教員に提出し、それに基づきな
がら指導教員とともに特殊講義科目についての履修計画を作成し、それを研究科長に提出する。この
際、本学の他研究科や単位互換協定を締結している他大学院の開講科目等も履修計画に含ませること
が可能となっている。
博士後期課程では、指導教員の下で３年間の演習を通じて研究指導を実施し、課程博士号の取得を
めざした論文指導が行なわれる。
また大学院生の研究意欲や関心に応えるため、大学院生を対象とした講演会も適宜（年２回程度）
開催されている。

点検・評価 長所と問題点
本研究科は実学的が色彩の強い分野を専攻する大学院学生に対しても、アカデミックな指導がなさ
れ、その成果は修士論文の質の高さとなって現れている。一方、指導方法上の問題点としては、指導
教員による個別的な指導が重視されるため、マンツーマン的指導の弊害として、院生自身が他の教員
に示唆やアドバイスを求めるという研究面での貪欲さを欠く結果となる。また、外国語能力を独自に
向上させる指導を行なうことも課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
既述したように、本研究科自体の将来構想が未確定な状況であるが、ここでは将来構想の如何
を問わず、今までに個々の指導教員が蓄積してきた研究指導上のノウハウや工夫点を、研究科全
体で共有化していくことが重要である。そのために研究科委員会等においても経験交流を行なう
必要があろう。
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８．

情報科学研究科

博士前期課程
【情報科学専攻】

現状の説明
教育・研究指導の効果を測定するため、「特論」においては教育目標における「基礎教育の重要性」
を反映して、主にレポート提出を行い、「セミナー」においては教育目標における「最先端知識・技
術の修得」を反映して、主に口頭発表を行う。修士論文については教育目標における「自ら進んで調
査・研究する」ことを反映して、論文の提出と修士論文発表会による発表という方法をとっている。
これらの方法により、学生がどのくらい理解しているか、また自分でどのくらい研究したかなどを測
定することができるので、方法としては適切と言える。しかし成績評価については、多くの場合いわ
ゆる優判定が多いため、学生の資質向上の状況を検証するには至っていないと言える。最終的な成績
評価ではなく、講義などにおける指導によって資質の向上を検証しているのが現状である。また教員
の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組みについては、４つの分野内において
は、特論を複数で担当するために教員間の調整などがなされているが、専攻全体としてはまだまだ組
織的な取り組みとは言えない。一方、シラバスについては一部の教員を除いて整備されており、イン
トラネットに掲載されており学生は自由に閲覧することができる。学部においては学生による授業評
価が全学的に実施されているが、博士前期課程においては実施されていないのが現状である。
修士の学位授与の基準は単位の充足と論文の審査により行なわれる。論文審査に関して、当初は、
その内容が学術研究学会で発表済みか学術雑誌に掲載済みあるいは掲載予定という基準であったが、
その後、この基準にとらわれることなく修士論文の提出、修士論文発表会における審査によって行な
われている。主査と２名の副査が論文の新規性、信頼性、有効性および発表内容について５段階の評
価を行い、合否の判断を下し、最終的な結果は研究科委員会で審議される。これらの授与方針・基準
は研究科設立当初、他大学研究科の基準を参考にして作成されたものであり、博士前期課程において
は、妥当な基準と言える。現在までに修士入学生は、修了時にほぼ全員が学位を授与されている。
しかし、主査と２名の副査の決定方法、審査委員会の公開（現在は本学の院生と学生には公開）な
ど、学位審査の透明性・客観性を高める措置にはまだまだ改善の余地があると言える。
本研究科規程には、特に優れた業績を挙げた者を想定して、標準修業年限未満で修了することを認
める条項があるが、現在までに適用された事例はない。また国際交流についても院生の交換などが考
えられるが実績はない。

点検・評価 長所と問題点
学位を授与された多くの修士修了生がすでに実社会で活躍あるいは博士後期課程への進学という実
績を通じて、学位授与・課程修了の認定方法は適切と判断できる。
博士前期課程においても教育に重点を置くべきであるという方向性からシラバスの充実や教員相互
間の指導方法の議論などが進み始めているが、適切な成績評価法の実施、授業評価の実施、指導方法
改善のために組織的な取り組みなど、学部に比較してまだまだ不十分な点があることは否定できない。
これらの背景には、教員は学部における指導に加えて、博士前期課程の講義や研究指導を行なって
いることが実態であること一因と考えられる
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将来の改善・改革に向けた方策
大学院の魅力という観点からは、単にカリキュラムだけではなく大学院に行ってどのような指導が
どのような方法で受けられるのかということを明確にしていく必要がある。そのためにも適切な成績
評価法の実施、授業評価の実施、指導方法改善のために組織的な取り組みなどを積極的に展開してい
く必要がある。これらの方策はすでに学部においては実施されているものが多いため、大学院におい
ても学部同様の努力が求められる。
本専攻の抱える最大の問題点である進学率向上のためにもこれらの努力を怠らないことが求められ
る。
【認知科学専攻】

現状の説明
本専攻では修士論文に向けた研究活動が学生の専門性を身につけるための重要な学習機会とし
て位置づけられている。これは教育目標の「自ら進んで調査・研究する」ことに対応している。
完成した修士論文とその発表は学生がどこまで専門性を身につけたのを判定するための一つの拠
り所であり、指導教員だけでなく複数の教員によって詳しくその達成度が評価される。最終的な
修士学位論文の完成までに、論文の指導教員だけでなく、他の教員も研究についても研究内容に
ついて学生にフィードバックを与える機会を多く作るようにしている。そうすることで、研究の
質を上げると同時に、その内容について詳細で客観的な評価ができる基盤が作られている。また、
「セミナー」や「特論」などの授業においても、教員間の連携やコミュニケーションが日常的に
活発に行われているために、学生の学習の実態が教員の間で共有され、それが学生の現状に基づ
いた教育の実現と客観性のある評価を可能にすることに繋がっている。これは教育目標における
「基礎教育の重要性」ならびに「最先端知識・技術の修得」を具体化したものである。
シラバスなどによる教育内容の開示に加えて、本学科の規模があまり大きくないという利点を
生かし、指導教員だけでなく他の教員も含めた学生に対するきめ細かい指導が本専攻の学生の教
育内容への理解と学習の質を上げている。指導教員以外の教員と学生の間にも密接な学生コミュ
ニケーションが存在し、学生を指導するための学習状況を教員が十分把握しているという現状認
識のもとに、学生による授業評価は行っていない。
本専攻では、学会での発表を強く勧めるなど学生の学外での勉学の機会を増やすことに努めて
いる。学外との共同研究に学生を積極的に参加させたり、外部の研究者を招いて複数の合同のゼ
ミで討論会を開くことなど、外部との交流の機会は多い。また、海外の研究者との交流の機会も
少なくなく、時には、修士課程の学生でも海外での研究会議に参加する場合もある。
修士学位論文の審査に関しては、前述のように、指導教員だけでない複数の教員による指導の機会
が設けられ、最終的に、論文の発表会の後で専攻を担当する教員全員によって、学位の授与の妥当性
について詳細かつ厳密な審査が行っている。
本専攻には標準修了年限未満でも修了要件を満たした者の修了を認める条項が用意されているが、
この制度が活用された例はこれまでにない。

点検・評価・長所と問題点
本専攻は規模がそれほど大きくないことの利点を生かし、教員間の連携と教員と学生の間の密接な
コミュニケーションによって、学生に対するきめ細かい指導を行っている。このような教育はその評
価の客観性を含め、概ね機能していると考えている。あえて問題点があるとすれば、教員と学生の密
接な関係が学生と教員の双方が同じ評価軸を持ってしまい客観性を失う可能性があることである。実
際、限られた時間に多くの研究学習活動を詰め込み過ぎて、学生が過重な負担を負ってしまう場合が
ある。
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将来の改善・改革に向けた方策
教員と学生の間の密接な関係が時に客観性を失う恐れは、これまで以上に対外的な交流を深め、客
観的な視点を得る機会を多くすることによって少なくできるだろう。学生の学会や研究会などでの発
表を援助し、研究者を招いた討論会などを開いて、研究交流の機会を増やすようにしていきたい。
【メディア科学専攻】

現状の説明
教育目標の「基礎教育の重要性」に対応した、基礎教育を講義形式で行う「特論」においては、
講義内容に関するプロジェクト課題を学生に課すなど、能動的な活動が求められる大学院講義におい
て受講が受動的なもので終わらないよう、工夫を図っている。また、それらの意義と各自の研究テー
マの関連について考えさせるなどの指導も行っている。
教育目標の「最先端の知識・技術の修得」に対応した、専門応用を様々な形式で行う「セミナー」
においては、各自の研究テーマ以外の専門において、サブテーマとして専門研究を実践するよう指導
している。これにより、専門知識の幅が広がり、結果的に自分のテーマを進めるうえでの助けとなる
ことを狙っている。
教育目標の「自ら進んで調査・研究する」に対応した、具体的な研究テーマについて研究活動を
実践する「実験及び演習」においては、指導教員のマンツーマン指導により、各分野の最先端の内容
を研究し、学外での成果発表を目指す。また、芸術分野では作品展示などを通じて自己の成果を発表
させることによっても、社会性を身につける機会を与えている。
学生はシラバスをイントラネット上で閲覧し、指導教員のアドバイスを受けながら各自に適した
履修カリキュラムを構成し、受講や研究活動を進めていくことができる。

点検・評価・長所と問題点
多彩な専門教育カリキュラム、マンツーマン指導に基づく教育指導方法は、研究実践や、その成
果の学会発表など、学生の自主的な活動を促し、専門家としてのみでなく、社会人としての成長にも
ある程度の貢献が認められている。また、修士論文は大学院教育において大きなウエイトを占めるも
のであるが、その審査においては主査と２名の副査を各学生に配置し、論文の新規性、信頼性、有効
性および発表内容の各面から評価を行い、その結果を踏まえた最終的な結果を研究科委員会で審議す
るといった、慎重な評価システムを用いている。これらにより専門家養成機関として、ある程度の水
準は有していると考えられる。それらの結果として、現在までの修士入学生は、修了時にほぼ全員が
学位を授与されており、学生の卒業時の学力や卒業後の進路についても、ある程度満足の行く結果と
なっている。反面、以下のような点が問題点としてあげられる。
専門が多彩なため学力評価が学生の受講する科目に依存してしまい、結果として公平な判定がな
されているとは言い難い状況になっている。また、論文審査に関して学会の論文査読や制作応募など
の対外的な評価はあまり積極的に取り入れられておらず、学内のみの評価に留まってしまっている。
上記のような成績評価における問題点が、学生の勉学に対する積極性を損なっている可能性も多分に
あると考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
教育カリキュラムに関しては、現在その内容公開が急速に整備されつつあるが、成績評価や論文
審査の方法に関しては、それらを社会に対して説明できる、客観的で透明性の高いものに改善してい
く必要がある。そのためには理想的な成績評価法なるものを提案すべく、この問題に対して研究科全
体で組織的に取り組んでいく必要がある。
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大学教育の社会人育成面での役割が拡大していく中で、今後大学院教育の差別化がより一層求め
られる時代となっている。大学院課程のうち特に修士課程修了生に関しては、高度な技術を有する専
門知識の習得だけでなく、エキスパートとして社会的な役割を担うための知識や経験も早い段階で身
につける必要があり、これらを教育内容に盛り込んでいく必要があると考えられる。それらは大学院
進学の意義を高め、進学率向上に寄与すると考えられる。
【認知科学専攻 (通信教育課程)】

現状の説明
本研究科に特有の教育目標は、認知科学が必要とされる現実社会の中での現場で、認知科学的な問
題解決に携わる人々が、現場を離れることなく認知科学を学び、現実的な問題を解決してその成果を
社会一般に公開することである。より具体的には、学校などの教育現場、e-learning 教材や IT を利用
した学習支援環境の設計開発評の現場、また日常的に人が使用する機器のユーザビリティを考慮した
開発や評価の現場で仕事をする人たちなどが、各時の問題解決のために必要な認知科学を学び、研究
として結実させ、その成果を論文として公表することを目標とする。
これらの裏面・目標は、募集要項ならびに本研究科を紹介するパンフレット、ホームページなどで
公開されている。
上記の目的を達成するため、本課程では、認知科学の基礎と同時に各受講生固有の現実的な研究テ
ーマに即した応用的な内容とを同時並行的に学べるカリキュラムを組んでいる。同時に、受講生の間
で研究者コミュニティを形成し、相互に互いの研究方法から学び、自らの理解や研究のやり方を深め
てゆくための協調的な学習環境を設営している。
教育形態の中心は、ビデオ、教科書などの教材に基づき、学生が理解したことを共有データベース
上に公開して相互に吟味しながら学ぶ形態を採用している。このために、専用の協調学習用ツール、
またはメイリングリストを活用する。｢認知過程観察分析法｣「論文作成指導」などいくつかの科目は、
技能コースとしてスクーリングによって学ぶことが想定されている。ツール使用に関しては、初回ス
クーリング時に、入学した学生一人一人の通信環境に合わせてツールの使い方を説明し、必要な場合
は機材を貸し出して学習に支障のない通信環境を確保している。スクーリングは、約半年に一度ずつ、
１年次２回、２年次２回の計４回行われる。
本課程の大きな特色のひとつは、これらの学習活動にメンターと呼ぶ学習支援者を配し、相互吟味
による協調的な学習の促進を図っていることである。これは、短期間で認知科学の基礎から応用まで
を深く理解し、同時に各受講生が持つ現場特有の問題を解決するための研究を支援する目的に合わせ
て上述した研究者コミュニティの育成を支援するための支援である。メンターは、２名で一つの授業
を担当し、学生間の話し合いの過程を調整することによって教育･研究指導の効果を適切に測定し、学
生の資質向上を図っている。同時に、学生からの質問に対して教員との綿密な打ち合わせに基づいて
代わりに返答したり、課題についての補足的な解説したりするなどの役割を果たす。ツール使用など
技術的な問題に対しても、メンターならびにネットワーク管理者が適宜対応することによって、勉学
や研究に支障が出るのを防いでいる。この仕組みは同時に教員の教育・研究指導方法の改善にも役立
っている。
上述した目標達成のために本課程が設けているもう一つの特色は、受講生全員が参加するオンライ
ンでのゼミ活動時間が設けられていることである。年度ごとに受講生全員が参加できる曜日と時間を
選び、１時間をゼミの時間に充て、学習ツール上のチャット機能を利用してゼミを行う。このゼミに
は、教員一名、メンター全員が参加し、自由な話し合いを行っている。テーマは、研究の進捗状況に
合わせて教員またはメンターが設定する場合もあるが、多くの場合は学生の設定したテーマに従って
進められる。メンターの中に一名、メンターの活動を統括するスーパー･メンターを置き、授業間、学
生間のメンタリング作業の円滑化を図っている。
研究指導は、日常的には、協調学習用ツール上で各学生用に設けられたブログを活用し、研究テー
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マの近いメンターや指導担当教員とのやり取りを通して進められる。スクーリング時には進捗状況の
発表を元に担当教員、メンター、全受講生に通学生大学院生をまじえて議論を繰り返す。４回のスク
ーリングでは、おおむね
１回目（入学直後）
研究計画発表
２回目（入学後半年経過時） 予備調査計画発表
３回目（２年次初頭）
予備調査結果の検討と修士論文作成のための研究計画発表
４回目（２年次中期）
修士論文作成研究進捗状況発表
の順で行われる。１回目と３回目、２回目と４回目をそれぞれ同時に行うことにより、学年間の交流
を図る。さらに、この経緯で可能な限り、２年次の中間発表に合わせて日本認知科学会での発表を奨
励して、外部の研究者との交流による研究の質の向上を図っている。
修士論文の審査は、担当教員を主査とし他に２名の副査を設けて３名で論文を読み、論文作成者を
含めた４名によるメイリングリスト上で１週間から１０日にわたって質疑を繰り返す。学位審査の透
明性・客観性を高める措置として、副査２名を必ず設ける他、論文作成者の意向によって学外から適
任者の参加を要請することもある。その後、上記の１回目と３回目に当るスクーリング時と同時に修
士論文の内部発表会を設け、研究成果の共有とその相互啓発を促進している。

点検・評価・長所と問題点
上述した教育サポート制度としてのメンター製や教員相互の意見交換によって、学生の資質向上、
教員の研究･教育方法の改善については適切な処置が取られている。2002 年開設以来、これまでのと
ころ、予期しなかった昇進により仕事上の責務が増えて自主退学した１名を除き、全員が２年間で修
士論文を作成し、修士号を取得している。そのうちの３名が本学通学生大学院後期を含む博士課程に
進学し、研究を継続している。論文審査に外部の副査を導入するなどの措置により、学位審査の透明
性、客観性も十分保証されているといってよい。なお、全員が職を持った状態で入学し、基本的には
職場を研究の場として活用する形で研究を成就させているため、修士課程終了後の就職状況も 100％
職が確保できている。学生からの感想として、メンターを配した協調的な学習形態に加えて週一回の
チャットなどネットを通して｢人とのつながり｣が常に保証されていることが、上記の成果につながっ
ているとの意見が多い。
遠隔教育での教育･研究指導が抱える困難点の一つに、勉学の進み方や研究上の進み具合、あるいは
また仕事と勉学･研究とのバランスの取り方などについて、学生が互いに他の学生の状態を知ることが
できないという問題があるといわれているが、本課程では、メンター制度と週一回の遠隔ゼミ制度の
導入により、かなりの改善がなされている。各授業にメンターのような仲介的な役割をおくことによ
って、学生からの働きかけが促進されるだけでなく、教員の負担が軽減される。また、スーパーメン
ターという統括役を設けることによって、授業間、学生間の活動の不均衡などの不具合が軽減されて
いる。
問題点としては、学生が仕事を続けながら加えて勉学と研究をするための時間の確保と、教員が全
員学部と通学生大学院をも担当しているため教員側にも時間的な制約が大きいことがあげられるだろ
う。メンター制により現在の活動レベルが維持されてはいるが、負担はやはり大きい。現在メンター
はスーパー･メンターも含めて全員が修士号以上を持つものの嘱託職員、あるいは TA と同レベルのア
ルバイト職であるため、彼らが担当できる作業に制限があることも、教員側の負担が一定以上軽減さ
れない現状につながっている。今後検討を続けるべき事項である。
開設後５年を経て顕在化してきた課題のひとつに、修士課程を修了した学生が、習得した知識と能
力をさらに深めて研究を継続するためのなんらかの方策が求められるようになってきた。現在の博士
課程後期課程は主には研究者を養成する機関であり、現場で研究を続ける practitioner as researcher
を養成しにくい。これも、今後継続的に検討すべき課題として残っている。
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将来の改善・改革に向けた方策
将来の改善・改革に向けて努力すべきことのひとつとして、学生同士の話し合いによる勉学と研究
活動をより活性化するためにも、受講生の数を増やすことが望まれる。これについては、web 上での
告知を強化するなどの方策をたてている。特に、修士論文研究の成果が蓄積されてきているので、こ
の活用を積極的に推進したい。もうひとつ改善の必要な懸案としては、授業の展開を今以上に円滑に
進める方策を立てる必要がある。このためには、これまで蓄積されてきた教材や、それに基づく学生
の議論など、これまでの成果を発展させる必要があり、現在、協調学習課程用のツールの改良ととも
に IT 技術による改善を検討している。
メンターの位置づけや修士修了以降の修了生の研鑽研究の場の提供などに関しても、経験の蓄積や
SNS の活用などは、IT 技術の応用というまさに本研究科の研究課題としても十分挑戦的な課題である。
制度上の改革を待つだけでなく、加えて IT 技術の有効活用を探ってゆきたい。

博士後期課程
【情報認知科学専攻】

現状の説明
特論は、それぞれの分野の教員が、研究者として備えておくべき専門的知識・知見を複数または単
独で講義形式により行なう。通常は、修士課程で行われる基礎特論の内容の発展系であり、学ぶべき
内容は一段と高度になる。講義形式ではあるが、自立的研究者育成を目指す段階であるので、一方的
講義というよりは、自らも調べ考える内容のものが主となる。教育目標の「研究者として備えるべき
知識・技術の教育」「自立した研究者となるための能力」に対応している。
特殊演習では、マンツーマン型形式を主に、研究テーマの選択と計画に始まり、テーマに沿った研
究の実施、研究成果のまとめと発表、討論といった段階を何回も繰り返すことによって、学位（博士）
論文を最終的に完成させるよう指導を行う。研究が主体であるので単純に進む訳ではなく、途中の様
子を見ながら、テーマの見直し、研究方法の変更、スケジュールの見直しなどを示唆することもたび
たび生じる。さらに研究途中では、研究室内あるいは連携研究室と合同での発表と討論を適宜行い、
研究上の不備・問題点などを早期に発見できるようにする。部分的な研究成果が見えてきた場合には、
学術研究会等でまず発表、その後学術雑誌への投稿発表などをさせ、第三者の意見・評価を積極的に
受けるようにする。これにより、研究に対し客観的な評価（通常は内部評価よりは辛い）を得ること
が可能になり、自立的な研究者育成にもつながる。また研究テーマによっては、学部・研究科・人工
知能高等研究所が連携して推進している産学連携プロジェクトに参画させ、そこで実世界での問題に
触れる研究体験をさせることも一部行っている。この体験は、実世界に通用するロバストな技術研究
に目覚めるきっかけにもなり効果がある。このような体験を通じて、教育目標の「自立した研究者」
を養成することができると考えられる。
履修指導については、後期課程段階の学生なので特別なことは行わず、年度の初めに研究か全体の
ガイダンスで一般的な指導に留めている。研究が主体なので、研究発表などの推進・指導に重点をお
いている。
教育・研究指導の効果を測定するため、特論においては主にレポート提出、口頭発表、討論状況な
どを見て判断するのが一般的であるが、具体的には個々の教員にまかされている。特殊演習について
は、個別的指導の過程を見ながら指導教員がその効果を判定するようになっている。具体的には、研
究の実施状況、研究内容、研究発表、作成論文などを通して研究指導効果を見ることになるが、これ
も担当教員の判断にまかされている。
課程博士の学位授与は、単位の充足と学位論文の審査により行なわれる。学位論文の審査は、基本
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的には中京大学大学院学位規程、詳細は情報科学研究科内規に従い実施される。博士論文の受理後、
学位審査委員会を組織し、この委員会で審査を行う。最終審査の前に、提出博士論文に関し広く意見
を聴くための公聴会を開催する。最終的な合否は、学位審査委員会が学位審査報告書を研究科委員会
に報告し、そこで合否を審議決定する。これらの授与方針・基準は学校教育法第６５条および大学院
設置基準第４条第１項や本研究科の設置理念・目的と照らし合わせて特に矛盾しておらず妥当と言え
る。

点検・評価・長所と問題点
博士後期課程では、研究活動が大きなウェイトを占めており、特に特殊演習と呼ぶ研究指導がポ
イントであるが、本研究科では併設の人工知能高等研究所などと連携した産学協同研究環境への参画
機会が得られることは大きな特徴である。しかし現在は、産学連携がやや下火のため、この研究環境
の活用が十分でない。この改善は一つの課題である。
当研究科の博士の学位授与基準は、十分な資質を持った博士を生み出すのにふさわしいものと考
えている。しかし課程博士の学位授与数は、1996 年度から 2005 年度までで 10 名であり、博士課程入
学者数の半分以下しか取得していない。この率をもっと高めることは大きな課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
産学連携活動を活発化することは、実世界の問題解決に取り組む有能な研究者育成に大きな効果が
あり、今後産学連携の研究活動を強化する。
課程博士の学位取得率を改善するため、指導教員による定期的指導を強化するほか、研究科全体で
も早期に研究成果を出して論文化する運動を仕掛けてゆく。
【メディア科学専攻】

現状の説明
本課程では、博士前期課程で習得した情報メディア技術のノウハウをもとに実践レベルでの研究・
開発が行える研究者の育成を目的としているが、そこでは指導教員による個別指導が主となり、高度
な専門家育成を主眼に置いた研究指導がなされる。本課程は発足して間もないが、既存専攻で築かれ
た教育ノウハウを生かした教育指導を行っている。これらは教育目標に対応している。

点検・評価・長所と問題点
本課程は発足して半年ほど経過したが、初年度に定員を超える入学者があり、研究指導も順調に進
んでいる。今後も点検・評価を継続して行っていく予定である。

将来の改善・改革に向けた方策
課程博士では、学位取得のみならず、取得後の進路も見据えた指導が要求される。現在の社会情勢
を踏まえると、博士課程への進学指導を慎重に進めることも必要であり、これに関しては、研究科全
体でコンセンサスをとりながら一定の基準を設ける必要があると考えている。また、修了後の進路に
ついても、大学、研究所といった研究・教育の分野以外の選択肢も今後増やしていくことも必要であ
る。これらの具体策については 2006 年度からスタートさせた研究科改善検討委員会で検討していく予
定である。
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９. 体育学研究科
現状の説明
体育学研究科の博士前期課程においては専門的な学識の修得と個別の研究を介した研究方法の修得
を、また博士後期課程においては独創性に満ちた研究を通しての自立した研究能力を備えた研究者の
育成を、それぞれ基本的な目的として掲げている。指導教員と学生との数的バランスは確保されてい
ると考えられ、前記目的に即して個別の研究指導は日常的に進められているところであるが、なおそ
れに加えて体育学研究科として統一的な指導計画が、学年歴全体を通じて配置されている。
①博士前期課程 入学後ただちに指導教員を決定し、その教員の指導を得て履修および修
士論文作成に関わる研究計画を作成する。
１年次の７月または２年次の４月に具体的な研究計画書を提出し、研究
科委員会において当該計画を受理された学生は、９月に開催される修士
論文経過報告会において進行状況についての報告を行う。
２年次の１月に修士論文を提出し、２月に最終試験を受ける。
②博士後期課程 入学後ただちに指導教員を決定し、その教員の指導を得て履修および博
士論文作成に関わる研究計画を立てる。この研究計画は１年次に書面で
研究科委員会に提出し、研究計画報告会で口頭により報告を行った上、
研究科委員会の承認を得なければならない。
研究科の規定にある資格要件を満たした学生は論文中間報告会において
報告を行い、学位請求論文作成に関する可否の判定を委員会によって受
ける。前記の報告会は学生の求めにより、７月、９月、１２月、３月に
開催される。
なお、博士前期課程における修士論文経過報告会および修士論文最終試験、また博士後期課程にお
ける研究計画報告会および中間報告会は、それぞれの課程に属する教員が全員参加してこれを行って
いる。
また研究指導は指導教員による個別日常的な指導の他に、博士前期および後期課程とも、系別に分
かれて開かれる研究セミナーにおける集団指導によって行われている。このセミナーには、系に所属
する教員全員が参加する。

点検・評価・長所と問題点
上に述べた研究指導に関しては、各系において個別に開催される研究セミナーがカリキュラム上の
重要な核を構成し、そこでの充実した教員・学生間の議論がその成果を大きく左右する。このセミナ
ーでは学生による主体的な研究報告が期待されており、それを対象として同じ系の教員と学生が議論
を深めることから、個別指導では明確にならない新たな問題意識や分析の視点が生まれてくる可能性
が高く、その意義は大きく評価することができる。この研究セミナーによる指導方式は博士後期課程
の開設と同時に始められ、研究科においてすでに十分定着していると考えてよい。とくにこのセミナ
ーは博士前期課程と後期課程の学生が一堂に会して開かれるため、研究に関する問題意識の共有とい
う観点からも、幅広い学識の修得に関して大きな貢献を果たしている。
この研究セミナーに関する問題点を敢えて挙げれば、自らの研究テーマに閉じこもりがちな学生を
いかに共通の議論に引き出すかである。しかしこれは体育学研究科の制度上の問題というより、一つ
の教育集団として常に乗り越えていかなければならない一般的な問題としてあり続ける種類のもので
あろう。
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将来の改善・改革に向けた方策
修士の学位に関しては例年、９割以上の学生が２年次に修得するが、修了者の半数以上がさらに研
究の発展を期して、あるいは後期課程への進学を意図して大学院研究生となって系に残る可能性が高
く、彼らのための支援制度をより充実させていく必要がある。博士後期課程に関しては３年次終了ま
でに学位論文を完成させる学生は極めて少なく、効率よく成果を上げるためのさらなる指導が望まれ
る。博士後期課程で所定期間に学位を取得できなかった学生は在学延長をするケースが多く、こうし
た学生に対する経済面を含めた各種の支援体制を整えることも考慮されるべきである。
また複合領域という体育学の性格上、外部の研究者との専門的連繋を密に図り、そのネットワーク
が与える利益を学生に還元する努力が将来に向けて常に望まれる。とくに博士後期課程においては、
論文審査のある学会誌への論文掲載を博士請求論文作成の資格条件としていることもあり、それには
本体育学研究科の枠を越えた研究者の支援を仰ぐべき必要がある。
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１０．

ビジネス・イノベーション研究科

現状の説明
ビジネス・イノベーション研究科の教育理念・目的・目標は、現代社会の激しい変化に対応できる
高度専門職業人の育成である。そのためにはビジネス・イノベーション研究科の特徴である実践的・
実務的教育のあり方を絶えず磨き続けなければならない。
ビジネス・イノベーション研究科の教育においては、ケーススタディが核となりこれを理論と方法
で囲むカリキュラム配置、そして個々の授業でのその教育展開を、第一の努力目標としている。実業
界から多くの多彩な教授陣を招聘し、専任教員も理論と事例研究の融合を図る努力を通じて、この目
標に近づいている。
このような努力は、学生によってどのように受け入れられているのかを絶えず検証しながら進めら
れなければならない。ビジネス・イノベーション研究科では、学生による授業評価制度とこれを活用
する教育改善制度を作った。平成 17 年 11 月に「ＢＩ研究科 自己点検・評価に関する内規」を制定
した。本規定に基づき、BI 研究科の全専任教員を構成メンバーとする自己点検評価運営委員会を設置
し、教育・研究の自己点検・評価と改善活動を実施することにした。その最初の活動は、17 年度秋学
期における第一回学生授業アンケート評価である。例えば、「２授業の内容について」では、授業内
容とシラバスの一致等が 5 段階評価され、「3 授業の進め方」では、学生の新しい問題発見や理論構築
の有無が 5 段階評価された。その他には、授業時間管理、教材・課題等の適切性、プレゼン・議論遂
行の適切性等が 5 段階評価された。集計結果は、教員のコメントを付け加えて小冊子とし、全教員に
配布された。小冊子は事務局にて、学生の閲覧希望に応じる体制もとった。評価結果に基き、運営委
員会にて授業におけるケーススタディのあり方やディスカッションの進め方等に関して、議論が進ん
でいる。
さらには、シラバスの改善にも取り組んだ。２単位 15 回分の授業に備えて、各授業毎の教育目標を
さらに明確化し、学生の予習への配慮・徹底が図られる内容へと改善を図った。
研究指導方法の改善では、課題研究・修士論文指導授業時に OB の定期的参加を得たり、学生と海外
実態調査に臨んで研究の実をあげる努力が一部に見られる。
研究科長を委員長とする研究科内教務委員会も設置され、事務室長の参加も得ながら、カリキュラム
の検討、客員教員の招聘等、月 1 回のペースで議論されている。
平成 19 年度からは、「中小企業診断士コース」が開設される。これにおいては、ビジネス・イノベ
ーション研究科の教育目標はさらに力強く追求される必要があり、上記教育改善はさらに加速される
必要がある。
ビジネス・イノベーション研究科の授業科目の履修形態は、講義科目、課題研究、企業実習(中小企
業診断士コース)からなっている。単位の計算方法は、中京大学学則第 31 条に基づき、講義科目、課
題研究については、15 時間の授業をもって１単位としている。企業実習に関しては、中小企業庁によ
る指定時間とする。

点検・評価・長所と問題点
ＢＩ研究科の教育・研究指導改善のための体制づくりにおいて一歩前進はあった。しかし、開設間
もなく、学部・研究科との教育を兼務しながらの故に、その本格的活動については十分の時間を当て
ることが難しく、現在ではまだ試行錯誤の活動段階といえる。例えば、学生による授業アンケート調
査は、Ｅﾒｰﾙを用いて行われたため、回収率が低かった。ケーススタディに関する運営委員会での議論
に関しても、未だ十分とは言い難い。
平成 19 年「中小企業診断士コース」開設認可は、現行教育カリキュラムの実践的内容が評価された
ものといえよう。とくに診断士コースのカリキュラムにおいては、中小企業のケーススタディをコア
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としそれを理論・方法論が取り巻くという２層構造を特徴とするが、これを教育課程（カリキュラム）
全体としても、個々の授業においても、いかに充実させ本物としていくかが継続的課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
Ｅﾒｰﾙによるアンケート調査方法は改善されなければならない。回収率アップのためには、授業中
に行うのがベストであり、集計の手間がかかっても、次回以降は授業中実施即回収で臨むべきである。
また、集計結果に基づいての各教員の授業改善努力展開に関して、運営委員会での活発な報告機会を
増やしてゆかなければならない。中小企業のケーススタディの充実に関しては、各教員の個人的努力
はもとより、ＢＩ研究科として既存の各種研究所や経済団体との連携、中小企業診断士協会、中小企
業庁・産業基盤整備機構等との連携等が、有力手段になりえよう。これらの連携を、今後、活発に展
開してゆかねばならない。また、ビジネス・イノベーション研究科卒業生(ここで学んだ後実業界で重
責を担って活躍する社会人)の教師団を組織し、ＭＢＡコース、「中小企業診断士コース」両コースで
の講義・演習においてケーススタディの内容を充実していくことも、ビジネス・イノベーション研究
科の教育目標達成のために有力手段となりえよう。
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１１．法務研究科
既述のように、法務研究科の具体的教育目標として掲げている
① 社会的正義を担う法曹養成
② 経済社会の要請に応える法曹養成
③ 研究能力をも有する法曹養成
を実現するために、以下のような教育指導方法とその改善が図られている。

現状の説明
（１）法理論教育を中心としつつも実務との密接な連携を視野に入れた法曹教育を目的として、高い
レベルの能力を有した法曹養成のために、1 年次から法律実務基礎科目（刑事では刑事裁判官論、検察
官論、刑事弁護士論；民事では民事裁判官論、民事弁護士論の各 1 単位）を春・秋学期に配置し、実
務と法理論の関連性を意識させる教育課程を編成したことで、法律基礎科目（憲法、民法、刑法、刑
事訴訟法、民事訴訟法など）との連携性を重視した教育を実践している。これらの科目では、より意
識を高めるために裁判傍聴ならびに検察庁の訪問も実施している。
（２）より具体的な問題の中で法理論を考えていくために、プロブレムメソッドを中心とした双方向
的教育方法を採用している。特に、憲法、民法、刑法をはじめとする法律基礎科目の演習については、
30 名を 2 クラスに分けて徹底した双方向的教育を実践している。さらに、公法、民事法、刑事法の各
総合演習では、実務家教員と研究教員が協同して指導にあたることで、三面的事例検討を可能にして
いる。
（３）実務基礎科目の完成年度として、春学期には要件事実と事実認定の基礎に関する科目である刑
事裁判実務基礎、民事裁判実務基礎を配置している。さらに、完成段階として秋学期には実際の裁判
実務の運用を体験する模擬裁判・刑事と模擬裁判・民事を配置している。
（４）法律実務科目群では、社会で発生した法的問題について、弁護士教員の指導の下での解決案の
検討や具体事例でのクリニック教育、エクスターンシップ教育も実施している。
（５）経済や会計といった法律と密接に関連している分野では、ビジネス・イノベーション研究科で
の履修を認めるなどして、幅広い視点を持った人材の育成を図っている。さらに、選択科目として、
犯罪心理学、被害者学、及び少年犯罪等の理解のために心理学研究科での履修を認めるなど総合大学
の機能をフルに使った教育体制を採っている。
（６）すべての授業について、統一した項目で授業改善のためのアンケートを院生に対して半期ごと
に実施している。アンケートの結果は、数値化及び文書化し、各教員にフィードバックして報告書を
FD 委員会に提出してもらい、これをもとに全教員で授業実施報告会を実施し、各教員の教育方法の改
善に役立てている。FD 活動として、外部者の授業理念や方法などについて不定期に研修会を実施し、
教育方法や考え方などについて全教員で学習する機会を設けている。
（７）FD 運営委員による FD 懇談会を定期的に実施し、院生の教育を中心とする様々なアップツーデ
イトな要望を教育や教育環境の整備に反映させている。

点検・評価・長所と問題点
（１）法律実務科目と法律基礎科目を 1 年次に同時進行的に配置したことで、実務と法理論との関連
性を院生に意識させるのに十分な効果を出している。特に、実務家による裁判傍聴への引率・指導に
ついては、院生に好評である。
（２）演習については、少人数教育を徹底して実施しており、双方向教育を確実に実施している。科
目によっては、演習の授業効果を高めるために事前ないし事後指導を補習的に実施しており、事案な
らびに法的論点の理解を深める指導をしている。演習を発展させた総合演習では、法的論点と事実関
係との関連性を強く関連付けることで次年度の裁判実務基礎との関連性を認識させるのに役立ってい
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る。
（３）模擬裁判（刑事・民事）では、法理論を実務に適用する最終完成段階として位置付けられてお
り、院生にとっても法科大学院教育の最終目標として位置付けている。もっとも、裁判実務基礎は、
今までの理論中心の授業と異なり司法研修所の前期修習に近いもののため、院生にはかなりの負担に
なっているようである。
（４）クリニック教育やエクスターンシップ教育は、極めて実践的な科目であり、院生からの期待も
大きいところであるが、これらの科目を十分に機能させるために理論的には完成時期である 3 年次に
設定したことが、かえって院生には大きな負担となったことは遺憾であった。これらの科目への教員・
院生の期待度を下げないためには、2 年次までの教育の達成度をかなり高い段階に持っていけるカリキ
ュラム編成が必要となろう。逆に、これらの科目への期待度を下げれば、1 年次に設定可能であるが、
それでは実務の最も基礎の科目となり、意義が減少することになって問題である。
（５）選択科目としての展開・先端科目群や基礎法学・隣接科目群については、予想以上に院生から
の要望があり、今後はより多様な科目の設定が必要となる。総単位数や総定員数の少なさから選択科
目の拡大化は、かなり難しいが、法曹としての多様な活躍場所を考えた場合、拡充は不可避である。
同時に、基礎教育の充実の必要性から、基礎法学も拡充の必要性は高い。
（６）院生アンケートならびに研修会ともに、教員の思い入れと院生の受けとめ方、理解度などを多
角的に分析し、教育に直接的に反映させることができて有効であるが、全教員に徹底させるまでには
至っていないのが問題である。
（７）FD 懇談会への院生の出席状況があまりよくないのが問題である。対面式での問題点もあるため、
今後は、多様な意見収集システムが必要である。

将来の改善・改革に向けた方策
上記（１）から（５）までに関しては、今後のカリキュラム改革の中で、そのポジショニングや役
割などを再検討することでリニューアル化し、院生教育により有効なものにしていく必要がある。
（６）については、今後も活発に研修会を行なうことで教員のモチベーションを上げていくことが
必要と思われる。また、アンケートの活用については、その取り方を含め、院生が記述しやすいよう
に、またその実態が把握できるような項目選定、授業にフィードバックするタイミングなどをさらに
検討を重ねる必要がある。
（７）については、FD 懇談会を機能させる補助的手法、投書のシステムや定期試験後の不服申立期
間の正式設定などを検討する必要性がある。
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IV. 学生の受け入れ
「学生の受け入れ」についての目標
○ 本学の各学部が提供する教育水準・教育効果が最大限に発揮されうるよう、一定水準の基礎学力を
習得している学生を中心に受け入れていく。
○ 本学の各学部の特性にあった、基礎学力だけでは図れない学生の能力(資格・文化・芸術・スポー
ツ活動等)および高校生活での学習成績・学習態度等を多面的に評価し、一定数受け入れていく。
○ 上記学生受け入れのため、本学の各学部の特色および総合的な学生へのサポート体制を、受験前に
あらゆるメディアを通して的確に情報伝達し、本学への入学意欲・意思の高い学生を数多く受け入
れていく。
○ 退学者の状況（動向・退学理由）の把握に努め、退学者減少に向けた対応を強化する。
なお、各学部の理念・目的・教育目標に適した入学者選抜等については、各学部の学生の受け入れ
の箇所で点検が行われている。また、大学院各研究科における学生の受け入れについては、各研究科
の学生の受け入れの箇所に記述されている。

Ⅳ-１ 大学全体の学生の受け入れ
（１）学生募集・入学者選抜方法
本学の入学試験には、ＡＯ入試、推薦入試、一般入試、センター試験利用入試、特別入試の４種類
がある。推薦入試には、公募制一般、特 I（一芸一能・競技実績有資格者）、特Ⅱ（指定校）、特Ⅲ（専
門高校特別）、スポーツの５種類があり、一般入試においては、Ａ方式、Ｍ方式 (３科目受験) 、Ｂ
方式（２科目受験）と体育学部のＤ方式（学力型）、Ｅ方式（実技型）、またセンター試験と本学独
自試験を組み合わせたセンタープラス方式と様々な入試制度を採用し、多様な個性を本学に迎えてい
る。
１．一般入試

現状の説明
一般入試は、前期日程と後期日程とに分かれて実施されている。前期日程は、２月１日～４日と
２月８日・９日に実施しており、後期日程は３月７日に実施している。ここでは、前期日程につい
て取り上げてみることにする。
○ 様々な能力をもった学生の入学を目的に試験を行っており、３教科型のＡ方式と２教科型の
Ｂ方式を採用、多くの選択科目も用意している。また、体育学部では、学力２教科型Ｄ方式
と実技型 E 方式を実施している。そのほか、すべての問題をマークセンス方式で解答する３
教科型Ｍ方式とセンター試験受験科目の得点と本学独自試験を組み合わせて総合的に判定
するセンタープラス方式を実施しており多様な選抜を実現している。
○ 試験会場に関しては、学部数の多さや全国型大学であることに鑑み、２月１日は全国２０会
場、２月２日～4 日は１４日会場、２月８日・９日は１６会場を設けており、広く全国から
の志願受け入れを目指している。
○ 2006 年度一般入試の志願者数は、12,554 名で対前年９３．７%であった。本学のメイン入試
であるＡ・Ｄ方式では微増であったものの、導入２年目のセンタープラス方式での減少が目
立った。しかしながら、国公立人気や併願受験校数の減少、さらに１８歳人口の減少といっ
た厳しい外部環境の変化を考えれば、一定の評価はできるだろう。
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点検・評価
入学試験制度のあり方において、単に、志願者を集めるだけの目的で入試科目を減らしたり、文系
学部であれば英語・国語を、理系学部であれば数学を必須科目から選択科目に変更したりするなど
の方策はとるべきではないと考える。本学の試験科目は、私立大学入試の基本型である３教科入試
を柱とする。

長所と問題点
私立大学入試の基軸は３教科型の選抜にあり、それは高等学校進路指導の現場でも共通の認識であ
ると考える。本学は体育学部を除き、３教科型 A 方式をメイン入試として位置付け、文系学部は
英語・国語、理系学部は数学を必須科目として課した上で、バランスの取れた学力を持つ者を選抜
するよう意識している。しかしながら、全国的なトレンドとして入試の多様化が進んでおり、受験
科目が少ないタイプの入試や大学入試センター試験利用入試に志願が分散する傾向が見られる。本
学においても同様の徴候が見られつつあるため、今一度、３教科型入試の認知向上を図り、受験を
促進させるために高等学校との連携や受験生への啓蒙をすすめていく必要があるだろう。

将来の改善・改革に向けた方策
募集定員、試験科目の観点から一般入試は本学入学試験の核として位置付けられる。本学の建学
の理念に沿った学生を受け入れるのは勿論のこと、本学が用意した独自のカリキュラム内容を十分
に体得し、成果をあげることができる基礎学力を有する学生を受け入れることが肝要である。この
ような点に視点をおきつつ、より適切で公正な入学試験制度を将来的に検討していく必要があるだ
ろう。

２．推薦入試
（１）公募制一般推薦入試

現状の説明
一般推薦入試は、全ての学部において公募制をとっており、学内外の併願も可能である。試験日は、
例年日程を固定しており、体育学部は１２月の第１日曜日、それ以外の学部は１１月２３日（祝）
に実施している。
○選抜方法に関しては、調査書を中心とした書類と筆記テスト（客観問題と論述）を全学部で、体
育学部はさらに実技テストを課している。
○試験会場に関しては、全国１６会場で実施している。志願者数に関しては、高等学校の指導方針
が一般入試に照準を合わせたり、大学入試センター試験への出願を促進する風潮が主流となりつつ
あり、年々減少傾向を示している。

点検・評価
書類審査と筆記テストで合否を判定している。また、評定を点数化し、高等学校での学習成果を積
極的に評価している。筆記テストについては、基本的な学力をみることができる内容を多少盛り込
んだ上で論述を求める形式で実施しており、文系学部では国語力を問う出題としている。また、学
部特有の基礎学力が必要とされる情報理工学部・生命システム工学部と国際英語学部は、それぞれ
前者は数学、後者は英語の基礎学力をみることができる内容のテストを課している。さらに、国語
的な筆記テストによる方式に加え、社会学部では新聞読解力、経済学部では数学の基礎学力を試す
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方式を設けており、それぞれの学部での学びに必要とされる能力をみる工夫がなされている。

長所と問題点
論述による設問を取り入れることや評定を点数化することによって、通常の学力試験では測れない能
力をみることが可能であるが、不十分な点もまだ多い。受験者の入学意欲をいかに測るかなど、今後
も引き続き検討、工夫が必要であると考えている。

将来の改善・改革に向けた方策
高等学校の受験指導が、ますます一般入試にシフトしていく中で、熱意をもった個性ある入学者を
獲得するために面接試験の導入や、専願制推薦入試の導入など、より広角的に方策を検討しなけれ
ばならない。
（２）特 I 推薦

現状の説明
現在、心理学部を除く１０学部で実施している。出願の条件は文化・芸術・スポーツ等におい
て優れた成績を上げた者や本学が定める資格を取得している者としており、選抜方法は学部
により異なるが「小論文と面接」もしくは「面接のみ」を課している。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
一般入試や公募制一般推薦入試では測れない能力（特技など）を持っている受験生にとって
チャンスが広がることや、一芸に秀でた学生の確保で在学生の活性化につながるという点で
は評価できるものの、限られた入学枠の中で文化・芸術・スポーツ等の成績を同時に判定し
なければならないといった難しさがある。
現在、昨年までの多岐に渡る受験生の特技内容をデータベース化しており、できるだけ合否判
定がスムーズに行えるよう改善を行っている最中である。

（３）特Ⅱ推薦(指定校推薦)

現状の説明
現在、専願制の指定校推薦入試を全学部で実施している。選抜方法は、社会・経済学部では
調査書･志望理由書等の書類と小論文、それ以外の学部では前記書類と面接としている。推薦
の依頼をしている高等学校は、現在約 650 校程度になっており、１校に対して複数学部の推
薦を出しているケースもある。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
高等学校における学習に真剣に取り組み一定レベル以上の成績を上げた受験生が出願して
くると言う点は評価されよう。しかしながら指定校となった高等学校から継続的に志願者が
ある場合と数年間まったくない場合がある。入学後の成績など追跡の調査も含め様々な角度
からの検証を行い、指定校の見直しを引き続き毎年度行う予定である。
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（４）特Ⅲ推薦（専門高校特別推薦）

現状の説明
商業に関する学科および総合学科に在籍する者を対象とする入試で、経済学部と経営学
部において実施している。日商簿記検定２級など本学が定める資格を有する者や、高等
学校での評定平均値が４．３以上である者など、比較的高水準に設定された出願資格を
有する者だけが出願できる併願可能な入試であり、小論文と面接により選抜を行ってい
る。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
特Ⅲ推薦入試で入学する者は総じて入学後の成績が良好であり、高等学校における真
面目な学習態度が大学でも継続されていることが窺える。また、他の入試区分による入
学者よりも就職決定率が高いことからも、この入試による入学者の資質は優れていると
言えよう。
近年では、国公立大学も専門高校特別選抜を積極的に取り入れていることもあり、併
願可能な本入試は受験生にも受け入れられやすいものなのだと考えられる。しかし、本
学に合格しても他大学へと手続きを取る者も存外多く、今後は歩留まりを上げる努力を
していく必要があろう。現在、会計やファイナンスに関するカリキュラムの充実や資格
取得をバックアップする体制を全学的に整えており、それを効果的にＰＲしていくこと
が必要であると考える。

（５）スポーツ推薦

現状の説明
現在、スポーツ推薦入試を経済・経営･総合政策･生命システム工学部で実施しており、
選抜方法は書類と面接である。出願資格は、指定された競技種目において、全国大会入
賞レベルの競技実績を有する者としている。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
スポーツ推薦入試での入学生が体育会クラブに所属した場合、一定の成果が上がる可
能性があるという点は評価できるものの、本学では体育会クラブへの所属を義務付けて
いない。また実施学部が 4 学部と少ないことや競技種目が限定されていることから、志
願者の数は少数に留まっている。今後、実施学部や競技種目の拡大などについて検討す
る必要がある。

３．センター試験利用入試

現状の説明
入学者の約２割を選抜しているセンター試験利用入試は、全学部で３教科型・４教科型・５
教科型の３タイプの選抜を前期日程と後期日程で行っている。いずれも本学の独自試験は課し
ておらず、センター試験の成績と高等学校の調査書に基づき、本学での学習をするに相応しい
学力を備えているかを基準に選考を行っている。
センター試験利用入試は導入当初、国公立大学志願者の併願受験が多かったが、高校現場の
指導もあり、現在では私立大学専願タイプ受験生も増えていること、また独自試験を課さない
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ことから受験そのものが簡便であるため志願者が増加しており、センター試験利用入試そのも
のが主要な入試になりつつある。
大学入試センター試験を様々なタイプの受験生が受験している現状を踏まえ、本学のセンター試
験利用入試もそれを意識して方式のバリエーションを増やしてきた。導入当初は３教科３科目によ
り実施していたが、その後、国公立大学進学希望者の出願を促進することを狙い、５教科５科目型
と 4 教科 4 科目型を暫時追加し実施してきた。現在では、私立大学受験の一般的な方式としての
認識が定着してきたことから、歩留まりについても上昇傾向が見られる。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
本学から見て、センター試験利用入試には
・
一定学力の有無を適切に測ることができる
・
地方試験会場を持たない地域からの志願が期待できる
・
受験が書類提出のみで簡便であることから高学力者からの志願が期待できる
などのメリットがあり、今後も継続して多くの受験者・入学者を確保するための入試として捉えて
いく必要がある。しかし、一方ではその簡便さゆえに私大入試の柱である３教科型の独自試験を課
す入試から志願者が流れていく可能性は否定できず、近年とみにその徴候が顕著となっている。今
後の課題はいかに一般入試との並存をはかり、双方ともに適切な学力水準にある入学者を確保して
いくかにあると考えられる。
また、入学者の成績追跡を毎年行うことにより、本入試での入学者の資質を検証し、センター
試験の指定科目を学科毎に見直すなどの検討を加えていく必要がある。

４．特別入試（社会人・帰国生徒）

現状の説明
社会人選抜は「５年以上の社会経験を有し、入学時に満２４歳に達している者」を対象として法・
生命システム工・体育学部を除く８学部で、帰国生徒入試は海外の学校で一定期間以上学習してい
る者を対象として国際英語・心理・経済・経営・総合政策学部の５学部で、それぞれ実施している。
試験はともに１０月に小論文と面接によって行っており、２００６年度入試結果は、社会人入試は
志願者数８名に対して合格者２名、帰国生徒入試は志願者数１４名に対して合格者７名であった。

点検・評価 長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
両入試とも例年数名～十数名の出願にとどまっている。試験では小論文と面接を課すことから、
多面的な要素を評価することになるが、基礎学力という観点では一般入試入学者と同水準を求め
ることは難しい。ただ、学ぶことへの高いモチベーションや入学後の積極的な授業参加を通じて、
他の在学生に対して良い影響を与えることを期待している。
本学は「開かれた大学」として放送大学学習センターの設置、オープンカレッジの開講など主
に社会人を対象とした様々な取り組みを実施しており、多様な学びを実現している。現状では特
別入試に関して積極的な告知をしていないこともあり、志願者が一定数にとどまっているが、今
後はホームページを活用するなどして一層の社会に向けての情報発信を行っていく。
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（２）入学者選抜の結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況
現状の説明
本学では、各学部の入学試験を厳正に実施運営するために、入学試験委員会（以下「入試委員会」
という）を設置している。この入試委員会は、学長、各学部長および教養部長、各学部入試委員、教
養部入試委員、事務局長、教学部長、入試センター部長を委員として構成されている。
入試委員会は、入試の方針および試験科目に関する事項、入試の実施計画およびその実施方法に関
する事項、学生募集定員の公表に関する事項、合格者判定の基本方針およびその判定内容や結果に関
する事項を審議決定する機能を有している。
なお、毎年３月に科目毎の作問者反省会を行い、入試問題、平均点等の検証を行っている。また、
その後全体の作問責任者による反省会を実施し、次年度への課題を持ち寄り、作問者全員に情報の共
有化を行っている。

点検・評価・長所と問題点
入学者選抜にあたっては、個人が特定できないよう留意し、受験番号のみを基にした入試得点や高
等学校評定平均値などの情報を盛り込んだ一覧表を作成し、各学部および教養部の入試委員各２名が
入学定員および過去の歩留まり率などを参考にしてボーダーライン設定の原案を作成する。作成され
た原案について各学部･教養部の教授会で審議し、承認が得られたら前述の入試委員会で協議される。
本委員会にて全ての入試委員により各学部合格者候補案が精査された後、過半数以上の賛成で候補案
が承認された場合に限り、候補者を合格者として決定する。このように、受験者の特性に繋がる情報
が完全に秘匿されたうえで、複数人による意見交換と相互チェックを経て審議がすすめられているた
め、公正性と妥当性は適切に確保されていると考える。これは答案の採点時においても同様で、個人
氏名を隠した上で複数人による採点･点検を行っており、誤りのない業務遂行をシステムとして確立し
ている。

将来の改善・改革に向けた方策
基本的な考え方や手法などのシステムを変更する必要はないと考えられるが、入試業務を担当する
教育職員と事務職員皆が入試実施と判定の方針や方法を熟知し、高いモラルを持って業務にあたるこ
とが肝要である。現状では、個々人の努力や自覚に任されている面が多分にあるが、モラルリスクを
排し厳正な業務運営を徹底させるためにも入試をむかえる前に合否判定に関する手法やシステムを周
知徹底させる仕組みを構築していかねばならない。
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（３）アドミッションズ・オフィス入試の実施状況
現状の説明
現在、ＡＯ入試は総合政策学部・情報理工学部･生命システム工学部で実施しており、選抜方法は一
次選考で書類選考、二次選考でプレゼンテーションおよび質疑応答を行っている。
各学部･学科とも早い段階から問題意識を持ち、その解決に向けて立ち向かうことが出来る人物の養
成を目指しているので『その学部･学科で学ぶ強い意欲・興味があり、合格した場合には入学意思を
明確に持つ者』を出願資格としている。

点検・評価・長所と問題点
基礎学力、日常の活動状況や意欲、適性などの総合評価で合否が判定されるため、学力試験では測
れない能力をみるという点では、推薦入試とはまた異った成果を上げている。また、実施の時期が
一般の入試より早いため、AO 入試に挑戦し、その後一般入試を受験できることや合格発表が早いた
め、入学前に専門の学習をする準備期間が持てるなどの利点がある。
反面、実施の時期が一般の入試より早いがゆえに、高校側に青田買い的に行われている入試のよう
な印象を与える可能性がある。また、選抜にあたっては学力試験では測れない能力を重視する余り、
基礎学力が不足している者が合格となる可能性があるので注意を要する。

将来の改善・改革に向けた方策
先に述べたように意欲を重視する入試である以上、学力という意味では多様な学生が入学してくる可
能性がある。そのため、入学前や入学後にもＡＯ入試で入学した学生のフォロー教育を行っていく必
要がある。
また、強い意欲・興味をもって入学した学生が失望しないようなカリキュラムや授業展開を行ってい
く必要がある。
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（４）入学広報
現状の説明
基本的に対人渉外活動とメディア広報活動に大別される。
対人渉外活動には、①高校訪問、②単独入試説明会、③業者企画進学相談会、④高校内講師派遣説
明会、⑤オープンキャンパスなど本学への見学会などがあげられる。対象は、高校教員、保護者、高
校生であるが、時期や対象に応じて、説明内容をふさわしいものにしていくことが必要である。近年
においては、東海地区の高校を中心に④および⑤の依頼が多く、年間を通じて約２００件にのぼり、
高校進路指導の積極性が感じられる。
メディア広報活動には、①学生募集ツール、②媒体広告などが上げられる。学生募集ツールは「大
学案内」「ネットキャンパス」「入試ガイド」などがあげられる。大学案内では、出口すなわち就職
先や資格取得状況が、学部学科内容に次いで注目されるコンテンツになっている。ツールのなかでこ
こ数年飛躍的に重要性が高まっているのがインターネット上の本学学生募集専用のサイトである「ネ
ットキャンパス」である。高校生や保護者、高校教員も情報を収集する際、まずはネット上で情報検
索するという行動が完全に日常化している昨今では、ホームページの情報を随時更新してユーザーが
必要とする情報を掲示していくことが重要である。提示する情報は、春期、夏期、秋期、冬季と実際
の受験が近づくにつれて、求められる情報がより具体的なものになっていくようである。次に、媒体
広告で利用しているのは、受験情報誌、受験情報サイト、新聞などがある。中でも利用度が高まって
いるのが、受験情報サイトである。学校名から大学を検索する方法のほかに、学問や職業などから検
索する方法もあり、本学がうまくそのサイト内で発見されるような工夫が必要である。

点検・評価・長所と問題点
対人渉外活動については、高校教員、保護者、高校生から直接情報を入手できるので、効果測定が
行いやすく、次年度以降の見直しが比較的行いやすいので、例年効果的な活動が可能になっている。
但し、近年、高等学校が総合学習の時間を利用して学年を問わず、依頼をかけている傾向もあり、物
理的にすべての依頼をうけることは難しくなってきている。ゆえに高等学校との関係も継続しながら
前述の④および⑤を行っていきたい。
メディア広報活動については、近年、紙メディアからインターネットメディアへ利用のシフトがお
こっている。これまでは、資料請求はがきによる直接請求が効果測定としての指標であり、それによ
り効果測定が可能で、次年度の媒体戦略がたて易かった。しかし、インターネットメディアでは資料
請求という行動の前にページを閲覧する「ページビュー」が新たな指標として登場してきた。ページ
ビューと資料請求の関係や、すでに資料請求している人がネット上で新たに情報収集した場合の出願
など効果測定のための指標がより複雑になってきている。ネット広報の効果測定をしっかりと行って
いくことは今後の課題だといえる。

将来の改善・改革に向けた方策
国公立大学の独立法人化や 2007 年度の数字上の全入時代到来のなかで、より２極化が進んでいくこ
とが予測される。この中では生き残りではなく、勝ち残る戦略が必要になると思われる。
そのための重点課題は、①地元（愛知、岐阜、三重、静岡）からの安定的志願者確保 ②入学者の
質の安定的確保 である
具体的な方策のひとつに、高校教員への正確な情報提供があげられる。年４回の高校訪問のなかで、
高校側の進路選択や３者面談などの学事に合わせた「欲しい情報」の提供を同じスキルや知識をもっ
た課員がきっちりと行い、高校教員との信頼関係を築いていく。合格最低点などの入試結果や４年生
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の内定状況、資格取得状況などの出口状況、カリキュラムの特徴などの情報を提供することで、高校
の現状（系統ごとの希望者や学力進捗度など）を教えていただき、そのご要望にこたえていくことが
必要である。
また、高校生の保護者への正確な情報提供も必要である。10－15 年前とは各予備校発表の偏差値が
学部によっては約 10 ポイントアップしており、当時の偏差値帯のイメージを持っている保護者に対し
て、現在の中京大学の情報をしっかり伝えることが必要である。そのためには、高校単位での保護者
見学会や高校主催の保護者向け説明会などを積極的に参加して、入試難易度や出口情報を正確に伝え
ていく。また、保護者向け各種情報誌への掲載や、新聞媒体を通じて、情報を提供することが必要で
ある。
高校生に対しては、できるだけ早期から媒体や募集ツール（大学案内、ネットキャンパスなど）で
接触することで、高校生のマインドシェアを上げてく必要がある。提供する情報としては、合格最低
点などの入試結果や４年生の内定状況、資格取得状況などの出口状況、カリキュラムの特徴、学生生
活、施設設備などがあげられる。早期から募集ツールに触れてもらい、夏期のオープンキャンパスに
参加してもらう。オープンキャンパスでは、実際のキャンパスのなかで、実際の教員、職員、在校生
から生の情報を入手してもらう。このオープンキャンパス参加者の出願率が現在７０％を越えている
のでこの率をさらに上げていくことと、参加者を増加させることで志願者増が狙える。
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（５） 学園内高校からの学部進学として
現状の説明
本法人では学園内に附属校として中京大学附属中京高等学校を、併設校として三重高等学校を設置
している。
それぞれの高校からは各学部に対して一定数の生徒が推薦入学できるような制度を設けておりその
定員については、毎年入試委員会で審議決定している。具体的には、附属校については３年次在学者
の８０％を上限として各学部の定員数に応じ按分している。また併設校については９３名を上限とし
て同様に各学部に按分している。
もちろん出願に際しては要件を設定しており、校内の学力テストや評定平均値、課外活動への取組
みなどをもとに、本学と各高校との取り決めによる推薦基準をクリアした者だけが推薦入学候補者と
なる。また、学部によっては書類審査だけでなく小論文試験や面接、課題レポートなどを選抜の方法
として課しており、附属校推薦受験者には大学入試センター試験の受験を課し、学力の到達状況を検
査している。

点検・評価・長所と問題点
２００６年度入試における実際の出願数は附属校・併設校推薦が併せて１８２名であった。高校生
の志向により出願の多寡が学部によって生じた点が本年は特筆される。
各高校内での厳正な審査のうえ出願者が選抜されているものの、本学における選抜に学力試験を課
している訳ではないため、時に学力面では上位者と下位者の間に大きな差が生ずることもある。学業
面において入学後に素晴らしい成果をあげる学生がいる一方で、基礎学力不足が原因で低迷する学生
が若干存在することが問題点として挙げられる。

将来の改善・改革に向けた方策
推薦枠を設定している以上、その上限に近い入学者は確保したいものである。そのためには学園全
体が連携し、附属・併設校の在籍者に本学の魅力を充分にアピールしていかなければならない。現在
は年に２回ほど見学会や模擬授業などを実施することにより、本学での学びの内容や学生生活を理解
してもらうための方策を講じているが、より効果的に伝達する工夫と努力を重ねる必要があるだろう。
また、入学後の学習をより豊かなものとするためには、高校段階での基礎学力定着は不可欠なこと
である。本学としては妥協することなく、本学のアドミッションポリシーに合致する生徒を受け入れ
る姿勢を貫くことが肝要であり、そのためには学園内高校において本学で学ぶことを目標とし、高校
内で努力する生徒を生み出していく工夫を講ずる必要があるだろう。
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（６） 留学生入試・外国人留学生の受け入れの状況
現状の説明
外国人留学生入試は、生命システム工学部を除く 10 学部で募集をしており、前期（10 月）および
後期（2 月）の日程で年２回試験を実施している。
募集定員は、すべての学部とも若干名であるが、平成 18 年(2006 年)度入試では志願者数は 61 名、
合格者者数 33 名、入学者数 29 名という結果であった。また、学部・学科別の志願者数をみると文学
部 2 名、国際英語学部 1 名、心理学部 5 名、法学部 3 名、経済学部 15 名、経営学部 3２名、総合政策
学部 1 名、情報理工学部 1 名、体育学部 1 名であり、主に社会科学領域のビジネス系学部に集中して
いる。志願者を国別に見てみると中国 49 名、韓国 7 名、ベトナム 3 名、台湾 2 名であった。したがっ
て、本学への入学を希望する外国人留学生は、日本の経済や経営を学ぶことを目的に、特に中国を中
心とした東アジアからの留学生によって構成されていることが伺える。
外国人留学生入試については、独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の受験が出
願資格に加えられており、日本語力および基礎学力の評価に活用している。一方、本学での独自試験
においては、情報理工学部と体育学部では「面接」試験、それ以外の学部では「小論文」と「面接」
試験を課し、前述した日本留学試験の結果との総合判定で合否を決定している。
また、入学した留学生には「授業料および教育充実費」について 3 割の減免措置を講じており、経
済的な面についての負担軽減を行っている。

点検・評価・長所と問題点
大学を取り巻く環境が厳しさを増す昨今、入学定員を満たす目的で積極的に留学生を受け入れる大
学があり、結果として修学意欲の乏しい学生が入学することにより不法就労等の問題をも引き起こし
ていると聞く。教育研究、在籍管理、学習指導などの受け入れ体制を充分に整えることなく、安易に
入学させることは厳に慎まなければならない。
本学では、面接などの試験を通じて本人の修学に対する意欲を審査するとともに、出願の段階で「身
元保証書」の提出を義務付けている。これは、日本国内における留学生本人の監督・費用負担・身元
引き受けを行う旨を保証人に書面にて誓約してもらうもので、あいまいな留学目的の者に対しては一
定の抑止的効果をあげているものと考えられる。ただ、この書類提出の是非に関しては、日本語学校
関係者などからは預金残高の証明などで代用できないかといった要望も寄せられているほか、海外か
らの直接出願に際しても少なからず障壁となるため、今後様々な角度からの検討を加える必要がある
のかも知れない。

将来の改善・改革に向けた方策
留学生受け入れに関しては様々な事柄が懸念されるが、受け入れを通じた人的交流を進めていくこ
とは、本学に在籍する日本人学生にも良い影響を与え、中京大学全体が活性することにも繋がると考
えられる。そのためには、高い修学意欲とともに日本語による授業を理解するに足る語学力と基礎学
力を備えた良質の留学生を受け入れる努力をしていくことが不可欠である。
また、本学の内容を正しく伝え、魅力をアピールするためには、効果的に告知を行う必要がある。
インターネットのホームページ等を活用して、入試情報や学生生活情報など留学生受け入れに関する
内容の更なる充実を図るなど様々な方策を検討し、講ずる必要があるだろう。

－274－

Ⅳ. 学生の受け入れ

（７） 科目等履修生の受け入れ
現状の説明
中京大学では、従来からの聴講生制度に代わる科目等履修生制度を平成８年度より導入し、以
降毎年科目等履修生の受け入れを行っている。その主な目的は、一般社会人の生涯学習の推進、
本学卒業生の各種資格取得のサポート等となっている。

点検・評価・長所と問題点
中京大学の科目等履修生の受け入れについては、平成１８年度は約５０名で、そのうちの約７
０％が本学卒業生による各種資格（主に教員免許）取得目的となっている。平成１７年度及び平
成１６年度についても受け入れ人数は約５０名前後で、やはり、その大部分は本学卒業生による
各種資格（主に教員免許）取得目的となっている。これは、本学の卒業生が、本学在学中に何ら
かの理由により修得できなかった資格取得に必要な科目の単位（一部またはすべて）を修得する
ために、卒業後、本学の科目等履修生となるケースが多いためである。
科目等履修生の受け入れの長所としては、高校生活の延長のような形で明確な目的意識も持た
ずに大学へ入学してきた一般学生の中に、学習意欲が高く目的意識もはっきりとした社会人や本
学の卒業生が混じることによって、一般学生の学習意欲も高まり、教員に対しても新たな刺激に
なるという教育効果が期待できる。この教育効果は、特に少人数クラスの授業でその可能性が高
いと考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
中京大学の科目等履修生の受け入れについては、その大部分は本学の卒業生による各種資格（主
に教員免許）取得目的となっており、一般社会人・職業人の生涯学習の推進や学位授与機構への
申請による学位取得の分野に関してはまだまだ未開拓な部分が多い。今後はこの分野についても
受け入れを増やしてゆくことが必要であると考えられるが、科目等履修生については、学部学生・
大学院生とは別の事務処理での履修登録や成績管理等が行われている。今後受け入れ人数が増加
した場合を想定した事務処理方法も検討する必要がある。
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（８） 定員適正化に向けた取組
現状の説明
定員を確保しつつ、超過に陥らないためには、各入試において慎重にボーダーラインの設定を
検討しなければならない。そこで、本学では入学試験の合否判定に際し、過去３年に遡り受験者数・
合格者数・歩留まり率・合格最低点などのデータを参照して審議をすすめている。
以下に別表として、過去４年間の定員数・入学者数・定員超過率を掲載した。

点検・評価・長所と問題点、将来の改善・改革に向けた方策
以下の別表を見る限りでは、現時点では大きく入学定員を割り込んだり、過度に超過したりする学
科は無いものと考えられる。前述したとおり、合否判定に際しては過去の詳細なデータに基づいてボ
ーダーラインを設定し、合格者数を決定している。幸いにも近年は、追加合格も出さずに済んでいる
ため、現状では概ね良好に合否判定時に予測した入学者が迎えることができていると言えよう。しか
し、今後も本学の過年度データのみを拠りどころとして合否判定を行うことが適当であるかについて
は課題が残る。少子化がすすみ大学を取り巻く環境が激変する現在、一部の難関大学を除けば全体的
に易化している状況と伝えられる。このことは他人事ではなく本学にも当てはまることであり、本学
との併願関係にある大学の易化がすすめば本学への入学者数にも大きな影響が及ぶことが容易に推察
される。よって、今後は本学入試における過去の定量的なデータだけでなく、受験産業の模擬試験分
析結果などの情報も考慮しつつ、多面的な角度からの検討と検証が必要になるであろう。
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【別表】

入学定員超過率一覧
2006.4
学科
定
員
入学者数
定員超過率
言語表現学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
75
75
75
75
300
77
96
85
87
345
1.02
1.28
1.13
1.16
1.148
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
75
75
75
75
300
95
86
89
99
369
1.26
1.14
1.18
1.32
1.225

文学部
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
150
150
150
150
600
172
182
174
186
714
1.14
1.21
1.16
1.24
1.188

国際英語学科
定
員
入学者数
定員超過率
英米文化学科
定
員
入学者数
定員超過率
国際英語学部
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
80
80
80
80
320
96
92
107
94
389
1.20
1.15
1.33
1.17
1.213
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
80
80
80
80
320
100
105
102
100
407
1.25
1.31
1.27
1.25
1.270
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
160
160
160
160
640
196
197
209
194
796
1.22
1.23
1.30
1.21
1.240

心理学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
164
160
160
160
644
193
191
213
205
802
1.17
1.19
1.33
1.28
1.243

社会学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
318
315
315
315
1,263
371
365
378
369
1,483
1.16
1.15
1.20
1.17
1.170

法律学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
305
300
300
300
1,205
322
355
362
359
1,398
1.05
1.18
1.20
1.19
1.155

経済学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
305
300
300
300
1,205
352
359
362
388
1,461
1.15
1.19
1.20
1.29
1.208
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経営学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
303
300
300
300
1,203
368
364
387
412
1,531
1.21
1.21
1.29
1.37
1.270

総合政策学科
定
員
入学者数
定員超過率
商学科
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
200
200
803
237
229
955
1.18
1.14
1.185
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
203
200
227
262
1.11
1.31

情報システム工学科
定
員
入学者数
定員超過率
情報知能学科
定
員
入学者数
定員超過率
情報メディア工学科
定
員
入学者数
定員超過率
情報理工学部
定
員
入学者数
定員超過率

２００３年度
121
126
1.04
２００３年度
71
72
1.01
２００３年度
100
109
1.09
２００３年度
292
307
1.05

２００４年度
120
145
1.20
２００４年度
70
90
1.28
２００４年度
100
112
1.12
２００４年度
290
347
1.19

２００５年度
120
121
1.00
２００５年度
70
77
1.10
２００５年度
100
103
1.03
２００５年度
290
301
1.03

２００６年度
120
131
1.09
２００６年度
70
72
1.02
２００６年度
100
127
1.27
２００６年度
290
330
1.13

４年間の平均
481
523
1.083
４年間の平均
281
311
1.103
４年間の平均
400
451
1.128
４年間の平均
1,162
1,285
1.100

身体システム工学科 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 3年間の平均
定
員
150
150
150
450
入学者数
176
138
132
446
定員超過率
1.17
0.92
0.88
0.990
体育科学科
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
定
員
378
375
375
375
1,503
入学者数
450
453
401
408
1,712
定員超過率
1.19
1.20
1.06
1.08
1.133
健康科学科
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
定
員
90
90
90
90
360
入学者数
100
103
109
103
415
定員超過率
1.11
1.14
1.21
1.14
1.150
体育学部
２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ４年間の平均
定
員
468
465
465
465
1,863
入学者数
550
556
510
511
2,127
定員超過率
1.17
1.19
1.09
1.09
1.135
＊小数点第3位を切り捨て(４年間の平均は、小数点第４位を四捨五入)して算出した
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（９） 退学者の状況と退学理由の把握
現状の説明
本学の退学者（除籍者を含む）は、年度によって若干ばらつきがあるものの、毎年350名前後で推移
している。退学する主な理由としては、進路変更〔他教育機関への進学〕、経済的理由、進路変更〔就
職〕、就学意欲の低下、学力不足〔卒業単位取得の見込みがつかないといった単位未修得〕、心身耗
弱、身体疾患、などに大別される。進路変更が割合として高いが、経済的理由による場合や学習意欲
の低下を理由とする学生も多数いる。
「除籍」※の理由としては、殆ど学費未納除籍であり毎年90名前後で推移している。退学者（除籍者
を含む）と学生数との比較では平均で毎年3％弱の学生が退学をしていることになる（下の表参照）。
この割合は日本私立大学振興・共済事業団がまとめた3.3％（２００２年度４３９校の平均）とほぼ
同一で、過去数年間一定している。
退学理由の把握については「退学願」提出時に、願書に記載されている内容で把握できるが、窓口
で単に「退学願」を受理することではなく、原則、学生相談室の相談員及び学生課員との面談を行っ
ている。面談を行うことにより願書に記載されている内容以外の要因が判明し、助言を与えることに
より退学を思いとどまるケースもある。
本学では、退学者（除籍者を含む）を救済する制度として再入学制度（退学日及び除籍日から5年以
内）があり、この制度を利用して退学及び除籍後数年を経て、再び大学に入学してくる学生もいる。
※ 除籍…学費未納、在学期間満了（在学8年）、休学期間満了、死亡・行方不明等が対象。

２００１年度
２００２年度
２００３年度
２００４年度
２００５年度

（表）過去５年間の退学者状況
学生数
退学者総数
１３,３７７
３８５
１３,５０３
３６４
１３,３３９
３７５
１３,２２６
３４６
１３,０９６
３６４

退学者の割合
２．９％
２．７％
２．８％
２．６％
２．８％
※ 退学者数の中に除籍者を含む

点検・評価・長所と問題点
「退学願」を窓口で単に受理し、機械的に処理するのではなく、「退学願」に記載されている退学理
由に基づいて学生相談室の相談員や学生課の課員が面談を行い、退学理由の把握に努めている点は、
評価できる。このような面談を実施することで、「退学願」に記載されている内容以外の要因が判明
し、学生に対して助言を与えることで、退学を思いとどまる場合もある。
また、本学も情報理工学部、生命システム工学部といった一部の学部を除いて現在では、２年次か
ら３年次への進級判定の制度が廃止となり、各年次での計画的な履修ができず、単位が未修得なため
に卒業所要単位を充足できず退学に到る学生が顕在化するようになった。このような事態を未然に防
ぐ目的から、教務課では、早い学年において本人や保護者に対して注意を喚起する手段として、修得
単位数が極めて少ない学生を抽出し、通知文書を送付している。また、教務課では各セメスターにお
いて、履修登録手続が行われていない学生や４年次の春セメスター履修登録後で卒業が不可能な学生
に対しても本人や保護者に対して書面での連絡を行い、本人の誤解・理解不足により結果的に退学に
到る学生を未然に防ぐ方策も実施している。さらに、このような修得単位数過少学生に対しては、学
部教授会に対して報告を行っている。この報告を受けて、学部によっては、専任教員による学生への
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個別面談などが実施されている。

将来の改善・改革に向けた方策
社会環境の変化によって、経済的理由で退学（除籍を含む）せざるを得ない学生も増加している。
日本学生支援機構奨学金など奨学金の受給者が年々増加しており、特に支援機構奨学金の有利子貸与
は採用数を伸ばしている。また、学内の支援体制として奨学金制度の充実や学費の納入期限延長（学
費延納）及び学費分割納入（学費分納）制度の利用を促し強化をしなければならないと考えられる。
学生が学生生活を送るうえでどのような問題を抱えているかを知るために、退学者の意見は貴重な
資料であり、大学としても常にその把握に努めなければならないと考えられる。
退学の理由を把握する方法として、学生相談室及びカウンセラーによる面談は一定の機能を果たし
ていると思われるが、今後は心理相談の増加に対応するためにカウンセラーを増員して精神面でのケ
アがより広範囲に行き届くように対策をとるとともに、現在教務課において実施している修得単位数
過少学生への対応を踏まえ、当該学部教員との情報の共有と個別対応の強化を図っていく必要がある。
退学の理由からは、大学入学後に新たな興味を発見し、別の進路を選択する様子もうかがわれる。
この中には、「大学とのミスマッチ（不本意就学者）」も含まれていると考えられる。また、３年次
以上で修得単位数が少なすぎるために卒業をあきらめる学生も増加しており、今後の課題として入学
時からの履修指導を含めた学生支援方法について各学部・教養部に対して問題提起を図っていきたい。
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Ⅳ-２ 各学部の学生の受け入れ
1. 文学部
現状の説明
文学部では、一般入試、推薦入試のほかセンター試験利用入試、特別入試および編転入試験によっ
て、学生を受け入れている。
①一般入学者
一般入試は前期日程（2 月）と後期日程（3 月）とに募集定員を分けて実施している（以下、
具体的な日程等ここに記載しない数字は別表参照）。
現在、前期日程・後期日程共に、外国語（英語・100 点）、国語（100 点）と地歴・公民・数学
の中から 1 科目選択（100 点）を課すＡ方式、および外国語（英語・必須）と国語・地歴・公
民・数学の中から 1 科目選択（高得点科目 200 点、もう一方の科目 100 点）の 2 科目を課すＢ
方式とを採用している。2006 年度入試では、日本文学科 26 名、言語表現学科 15 名の入学者を
受け入れている。
なお、他に一般入試として全問マーク 3 教科型（Ｍ方式）およびセンタープラス（ＣＰ方式
（2005 年度入試より導入）による入試を前期日程で実施している。Ｍ方式は外国語（英語・100
点）、国語（100 点）と地歴・公民・数学の中から 1 科目選択（100 点）を課し、ＣＰ方式は
センター試験の高得点科目 2 科目（国語は必須・200 点）と本学独自試験国語（必須・100 点）、
外国語（英語）・数学から 1 科目選択（100 点）を課す。2006 年度では、日本文学科・言語表
現学科共に M 方式 9 名・ＣＰ方式 4 名の入学者を受け入れている。
以上を合計した一般入試による入学者数は、日本文学科 39 名、言語表現学科 28 名である。
②推薦入学者
推薦入試は 11 月に行われ、公募制一般推薦入試、一芸一能推薦（特Ⅰ推薦）入試および指定
校推薦（特Ⅱ推薦）入試を実施している。
公募制一般推薦入試では、高等学校から提出された書類と国語基礎学力試験によって選抜を
行っている。出願資格は、現役生で全学科の評定平均値 3.0 以上かつ「国語」の評定 3.5 以上の
者に与えられ、配点は評定平均値 50 点、国語基礎学力試験 100 点である。国語基礎学力試験は
国語読解力問題と論述（小論文）によって構成され、出題範囲は日本文学科が現代文と古文、
言語表現学科が現代文である。2006 年度では、日本文学科、言語表現学科共に 19 名の入学者
を受け入れている。
一芸一能推薦（特Ⅰ推薦）入試の出題資格は、現役生で全学科の評定平均値が 3.2 以上であ
り、スポーツ・社会活動・文化・芸術等において優れた成果をあげた者に与えられる。選抜は
出願書類と国語基礎学力試験、および面接によって行われる。2006 年度入試では、日本文学科・
言語表現学科共に 2 名の入学者を受け入れている。
指定校推薦（特Ⅱ推薦）入試は、日本文学科・言語表現学科が推薦を依頼した高校から、意欲
旺盛・学力優秀として推薦された志願者を対象に行われ、面接によって選抜する。2006 年度入
試では、日本文学科 10 名、言語表現学科 15 名の入学者を受け入れている。
なお、これらとは別枠で学園内推薦入試（附属高校および併設高校からの推薦）を実施してお
り、日本文学科 2（附属・併設各 1）名、言語表現学科 8（附属 5・併設 3）名の入学者を受け
入れている。
以上を合計した推薦入試による入学者数は、日本文学科 33 名、言語表現学科 44 名である。
③センター試験利用入学者
大学入試センター利用入試は、2 月に合格発表を行う前期日程と 3 月に合格発表を行う後期
日程とがあり、3 教科 3 科目型・4 強科 4 科目型（後期日程では無し。2006 年度入試より導入）・
5 教科 5 科目型（2005 年度入試より導入）の 3 類型で実施している。いずれも、本学による個
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別試験は課していない。
3 教科 3 科目型は、大学入試センター試験の内、外国語（英語・200 点）、国語（200 点）、
地歴・公民・数学の中から 1 科目選択（200 点）の得点によって選抜している。2006 年度
では日本文学科 4（前期・後期各 2）名、言語表現学科 7（前期 5・後期 2）名の入学者を
受け入れている。
4 教科 4 科目型は、同試験の内、国語（200 点）、外国語（英語）・数学・地歴・公民・
理科の中から 3 教科 3 科目選択（各 200 点）の得点によって選抜している。2006 年度では、
日本文学科 5 名、言語表現学科 16 名の入学者を受け入れている。
5 教科 5 科目型は、外国語（英語・200 点）、国語（200 点）、数学（200 点）地歴・公
民・理科の中から 2 教科 2 科目選択（各 200 点）の得点によって選抜している。2006 年度
では日本文学科 6（前期 5・後期 1）名、言語表現学科 4（前期・後期各 2）名の入学者を
受け入れている。
以上を合計したセンター試験利用入試による入学者は、日本文学科 15 名、言語表現学科
27 名である。
④特別入学者
日本文学科・言語表現学科共に、特別入試（社会人入試・外国人留学生入試）を 10 月に
実施しているが、2006 年度入試では、両学科とも入学者はいなかった。
なお、社会人入試は、志願理由書など提出書類と小論文、面接によって選抜を行っており、
外国人留学生入試は、日本語・日本文学の試験を課し、日本語能力試験の成績と面接によ
り、総合的に選抜を行っている。
⑤編入学・転入学・学部学科変更者
日本文学科・言語表現学科共に、編入学試験・転入学試験・学部学科変更入学試験を 10
月に実施しており、国語と面接を課し、提出書類との総合的な選抜を行っている。2006 年
度では、言語表現学科で編入者 1 名を受け入れている。

点検・評価・長所と問題点
①一般入学者
2002 年度入試における文学部志願者は前期日程・後期日程を合わせて 556 名（国文学科 1
学科のみ、定員 130 名）であったが、2003 年度入試では前期日程・後期日程をあわせて 1018
名（日本文学科・言語表現学科の 2 学科、定員各 75 名。学科別志願者は日本文学科 577 名・
言語表現学科 441 名）となった。2 学期体制になったとは言え、定員は合計でも 20 名しか増
加していないことを考えると、志願者数を 8 割以上増やした（それだけ魅力的な学部となった）
この改組は、成功だったと言えよう。以降も、2004 年度入試 862 名（日本文学科 404 名・言
語表現学科 462 名）、2005 年度入試 856 名（日本文学科 442 名・言語表現学科 414 名）、2006
年度入試 756 名（日本文学科 353 名・言語表現学科 403 名）と、漸減傾向を見せながらも、
18 歳人口の急減期において安定して志願者を集めていると評価できる。
次に合格者数を見てみると、2002 年度入試では 242 名（倍率 2.3 倍）であったものが、2003
年度入試では日本文学科 92 名（倍率 6.3 倍）・言語表現学科 86 名（倍率 5.1 倍）の高倍率
となった。以降の合格者数は 2004 年度入試日本文学科 126 名・言語表現学科 77 名、2005
年度入試日本文学科 144 名・言語表現学科 108 名、2006 年度入試日本文学科 102 名・言語
表現学科 82 名である。入試の多様化や指定校推薦入試志願者の増加などにより、合格者数に
は年度毎・学科毎にブレが生じているが、常に 3 倍以上の競争率を確保しており、改組以来、
有効な選抜が行われていると評価できよう。
これに対し入学者数は、先に 2006 年度入試について見たように、合格者数に比していささ
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か少ない。競争率が上がり受験生が難易度の目安とする偏差値も上昇した結果、旧国立や公立大学、
所謂難関私大との併願者が増加したため、以前に比べて厳しい大学間競争を強いられ、歩留りが悪
くなっているように思われる一般入試で、さらに多くの入学者を確保することが今後の課題であり、
目標でもあろう。
②推薦入学者
公募制一般推薦入試の志願者は 2002 年度入試において 164 名だったものが、2003 年度入試に
おいては 201 名（日本文学科 88 名・言語表現学科 113 名）に増加した。しかし、一般入試の志願
者数増に比して増加の割合は低く、
多少の増減はありながらも 2006 年度入試においては 154 名
（日
本文学科 64 名・言語表現学科 90 名）となり、改組前の志願者を下回った。
この原因は、募集定員を少しずつ減らして一般入試・センター試験利用入試の募集定員に振り替
えて入学者に占める推薦入学者の割合を減少させようとする取り組みと、指定校推薦の志願者（結
果的に入学者と同数）の増加とである。これらの理由から合格者数を絞り込んだ結果、２０02 年
度入試において入学者の 31％を占めていた一般推薦入試入学者数は、2006 年度入試においては日
本文学科 22％・言語表現学科 19％に低下した。当然、難易度が上昇したと受験生に判断され、志
願者数が減少しているのである。
全入学者に占める推薦入学者の割合が低下している点は評価できるが、多様な学生を受け入れ
る点では、学力を偏重した入試選抜を助長しているかも知れない。後者の問題については、一芸
一能推薦・指定校推薦入学者とのバランスを図ることによって対応できると考える。
一芸一能推薦・指定校推薦入試については、公募制一般推薦入試同様、言語表現学科において指
定校推薦入試の志願者数が大きく伸びた以外、改組による目立った動きはなかった。しかし、2004
年度以来、両方学科とも指定校推薦入試の志願者が増加し始め、2006 年度入試においては日本文
学科 10 名・言語表現学科 15 名となった。これは、一般入試における偏差値（合格ボーダー）が
上昇した結果と考えられる。
本学とつながりが深く、それだけ教育目標や建学の精神を理解していると考えられる指定校か
らの入学者の増加は一定の意義を持つと評価できる。一方、推薦入試による入学者を全体として
抑制する方針からすると、一芸一能推薦入試について選抜が厳しくなる傾向を生じやすくなる点
に問題があろう。
なお、ここに述べた指定校推薦入試についての傾向は、学園内推薦入試にもほぼ共通（ただ
し、改組の年である 2003 年度入試に両学科とも志願者数のピークがある点のみ異なる）しており、
両学科間のバランスに配慮が必要と考えられる。
③センター試験利用入学者
センター試験利用入試の志願者数（前期・後期・類型別を合算）の動向を、改組を挟んで年度
別に挙げると、2002 年度入試 200 名、2003 年度入試 277 名（日本文学科 147 名・言語表現学科
130 名）、2004 年度入試 417 名（日本文学科 198 名・言語表現学科 219 名）、2005 年度入試 344
名（日本文学科 173 名・言語表現学科 171 名）、2006 年度入試 400 名（日本文学科 175 名・言
語表現学科 225 名）である。
例えば旧国立・公立大学の入試に対応した受験勉強をした者など、比較的学力の高い層が志願
していると考えられるが、それだけに予備校の予想ボーダーなどの情報に左右されやすく、細か
い動向分析はむずかしい。大まかに言って、改組後、偏差値の上昇を反映して志願者が増加して
いると言えよう。言い換えれば、難易度が上がっているにも関わらず志願者を増やしているわけ
で、本学の魅力が高まった結果と評価できる。一方、最初から本学のみを志望している志願者は
相対的に少ないことになり、歩留りの読みにくさや学校特性に応える入学者をどこまで選抜でき
ているか、などに問題が残ろう。
④特別入学者
この間の特別入学者は、2002 年度入試で留学生 1 名、2004 年度入試で留学生 1 名（言語表現
学科）があるのみである。当然ながら志願者も少なく、入学者以外の志願は 2005 年度入試で留
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学生 1 名（日本文学科）、2006 年度入試で留学生 2 名（言語表現学科）があったのみで
ある。
定員充足の面からは社会人・留学生ともに問題はないが、リカレントを含めた社会人
入学生の受け入れ、また、日本語教育を主眼としていないとは言え、広く日本文化を世
界に発信する意味での留学生の受け入れには、より積極的に取り組む必要があると考え
る。多様な学生が共に学ぶ開かれた大学作りの面からも、異なる年齢層、異なる国籍の
学生を受け入れることは重要であろう。
⑤編入学・転入学・学部学科変更者
この間の編入学・転入学・学部学科変更入試については、そもそも目立った動向を指
摘できるほどの志願者数がない。敢えて言えば、日本文学科からの学科変更を含めて、
言語表現学科への学部・学科変更入試出願者が 2004 年度入試から毎年でるようになった
くらいであろうか。これは、18 歳人口の急減期にあたり、かつて志願者の多くを占めて
いた短期大学が 4 年制大学に改組したり、そもそも志望の学部・学科に入学している学
生が増えたからであろう。
改組によってカリキュラムが多様化したこともあり、取得単位の読み替えが柔軟に行
えるようになった結果、3 年編入も容易になってはいるが、今後もこの傾向は続くと考え
られる。多様な学生の獲得（例えば言語表現学科への演劇専門学校卒業生の入学）や就
学機会の保証という側面において今後も維持すべきと考えるが、かつては学生数確保に
おいて重要な役割を果たすと期待されたこれらの入試も、その有効性が試される時期に
来ていると言えよう。

将来の改善・改革に向けた方策
改組により、特に一般入試とセンター試験利用入試において、比較的学力の高い層を
中心に志願者が増加し、従来より適切な選抜が行えるようになっている。当面、この傾向
を維持・発展させることが重要であろう。それには、教育課程（カリキュラム）や教員ス
タッフをより充実させ、魅力ある学部・学科運営を目指すとともに、より適切な入試日程
や科目の設定および高等学校への広報活動などが肝要だと考える。また、「国語の力」の
養成が教育全般において要請されている状況も追い風にしたい。
上記を基本に、推薦入試においては、指定校を見直して入学者数のバランスに配慮する
こと、および、付属校・併設校からの志願者を増やすことが必要となろう。これは単なる
数合わせではなく、私学としての特性の維持・強化にも関わる問題である。
特別入試・編転学変入試においては、リカレント教育の場の提供や留学生の受け入れの積
極性などの工夫が望まれよう。現在まで実施されていない帰国生徒を対象とする入試を検
討するのも有効かも知れない。
とは言え、作問能力や入試日程の工夫には限界がある。実学偏重・成果主義の風潮が支配
的な中、改組後の文学部は学生の受け入れにおいて健闘していると考えられるが、この勢
いをさらに伸ばすには本学だけの努力ではどうにもなるまい。昨今、とかく軽視されがち
な国語（＝言葉）の重要性を周知せしめ、その結果、前記の風潮が引き起こしている社会
問題と真に対決し得る基盤が「国語の力」の涵養にしかないと広く国民一般が認識するこ
とこそが、真の方策であろう。文学部とは人類の叡智と真理を伝える良心の砦なのだから。
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２. 国際英語学部
現状の説明
国際英語学部では、一般入試、センター試験利用入試、一般推薦入試、特技推薦入試、指定校推
薦入試、社会人入試、帰国生徒入試など多彩な入学制度を採用している。更に、一般入試は A、B、
M の 3 方式、センター試験利用入試も５教科型、４教科型、３教科型の３方式などに細分化されて
いる。このような細分化は、より個性的且つやる気のある学生の入学を促進させることを目指すた
めである。また各学科では学科の個性・特色を出すべく、いくつかの入試制度に重点を置いている。
以下、両学科の学生の受け入れについて具体的に述べる。
・国際英語学科
国際英語学科では、英語力とコンピュータ力、調査力、そして発表力を主眼とした教育を実施し
ている。そのためには、入学時においては、これらの実践力に耐えうる学生が望ましい。推薦入試
制度では、高校の推薦入試制度には高校の人物･成績評定と英語の基礎学力を見る筆記試験を併用し
た公募制一般推薦、特記すべき成果や資格を元に行われる一芸一能推薦、本学指定の高校より推薦
された学生を対象として人物･成績評定を元に行われる指定校推薦の三種類がある。いずれの推薦入
試も、受入数は若干名である。
一芸一能推薦では、実用英語技能検定試験
（STEP 英検）
2 級以上、
TOEIC 500 点以上、
TOEFL450
点以上としている。
・英米文化学科
英米文化学科は、世界に通用する英語力を基盤に、文化、文学、英語学という多彩な領域にわた
って英米文化を研究し、国際性豊かな人材を育成することを目的としているため、多様な入試制度
によって個性溢れた学生を受け入れている。現在の入試制度は大きく一般入試(学力試験)と、人物
考査と学力試験を相補的に活用する推薦入試の二種類があるが、それぞれの特色を鑑みて両入試を
同等に重視している。
推薦入試制度には高校の人物･成績評定と英語の基礎学力を見る筆記試験を併用した公募制一般
推薦、特記すべき成果や資格を元に行われる一芸一能推薦、本学指定の高校より推薦された学生を
対象として人物･成績評定を元に行われる指定校推薦の三種類がある。いずれの推薦入試も、受入数
は若干名である。
このうち、一芸一能推薦では、英語のコミュニケーションに特に秀でた学生、及び英語が必要で
ある国際スポーツ大会などで活躍する学生を対象に、面接試験による選抜を行う。指定校推薦では、
高校より学業、人物を保証された学生を対象として、学習意欲や本学科に対する知的関心について
面接試験を行う。また、公募制一般推薦では、成績人物調書と併せて、特に本学科の専門教育に必
要とされる英語力（基礎）を十二分に習得した学生を受け入れる。

点検・評価・長所と問題点
・国際英語学科
企業への就職を希望するものは、TOEIC 740 点以上、教員を志望するものは、900 点以上を
目標にして学生たちは、学科の英語学習に力を入れている。
・英米文化学科
多様な受け入れ体制によって、学内 TOEIC 試験で 900 点以上を取得する学生、ロック・バンド
で活躍する学生、大学院に進学して映画評論を目指す学生、航空会社のグランドホステス
に採用された学生などが生まれている。また、卒業後就職を希望する学生については、高
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い就職率を誇っており、この点でも多彩な人材育成を目指すと言う目的は達成されている
と言えよう。
その他特記すべきことは、近年の学生の語学能力に対する高い学習意欲が、具体的な成
果として結実しつつあることである。学年進行に伴って、毎年多くの学生が在学中に海外
へ語学研修や留学に行くようになり、広い知見と外国語運用能力を持った学生が卒業する
ようになっており、英米文化学科の所期の目的である、高い教養と専門知識を、外国語で
発信する実力を持った多様な人材を育成すると言う目的は、既に一応の成果を見たといっ
てよい。

将来の改善・改革に向けた方策
・国際英語学科
国際英語学科の特色は、二つに分けられる。つまり、社会への即戦力を有した学生の輩出
と、さらに研究に専心する学生の輩出となろう。企業への就職、教員としての教育界への進
出などが一つであり，大学院への進学がもう一つとなろう。この学生の要求に即したカリキ
ュラムの改訂が必要となろう。
・英米文化学科
入学レベルの上昇に伴い、一層特色のある学科作りが求められているが、学生の受け入れ
体制としては、更に優秀で個性ある学生を受け入れるために、教員側、教育カリキュラムの
不断の改善を考慮すべきであろう。具体的には、従来の伝統的･高踏的文学文化研究に対して、
本学科の特色である学際的･横断的な新たな知のフォーマットとネットワークを構築すると
いうスタンスを強調するとともに、そうした新しい形の知識や教養を、実践的な専門知識や
技術、特に外国語運用能力と情報処理能力の一層の獲得を目指す教育カリキュラムの練成を
急ぐ必要があるだろう。
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３. 心理学部
現状の説明
心理学部では、一般入試（前期・後期日程）、推薦入試（付属校・併設校推薦、一般推薦、特Ⅱ
推薦）、センター試験利用入試（前期・後期、５・４・３教科）、特別入試（社会人、帰国生徒、
外国人留学生）および編転入試験によって学生を受け入れている。
受け入れの実績は、志願者数は 2004 年度 2043 名、2005 年度 2197 名、2006 年度 2307 名、合格
者数は 2004 年度 556 名、2005 年度 603 名、2006 年度 618 名、入学者数は 2004 年度 191 名、2005
年度 213 名、2006 年度 205 名であった。志願者数の増加は、文学部心理学科の時から毎年続いてい
て、今まで一度も前年度を下回ったことはない。18 歳人口が減少し、心理学人気も停滞しつつある
現在、このような結果が可能であったのは、入試広報との密な連携があったからでもある。オープ
ンキャンパスでは、昨年度は今までの４倍の模擬授業を行ったし、今年度も学部生・院生・卒業生
の参加を得てシンポジウム形式で高校生へメッセージを発する試みを計画している。
① 一般入学者
現在本学の一般入試は前期日程（２月）と後期日程（３月）に募集定員を分けて実施している。
前期日程では英語、国語、地歴・公民・数学の中から１科目選択の３科目を課す A 方式、そし
て英語と国語・地歴・公民・数学の中から１科目選択（高得点科目 200 点、もう一方の科目 100
点）の２科目を課す B 方式、マークシート回答の M 方式、センター試験と科目受験を合わせた
センタープラス入試を採用している。各方式の定員は A(50)、B(9)、M(13)、CP(13)である。後
期日程では A 方式のみが実施され定員は５名となっている。
一般前期及び後期の志願者等の実績は、2004 年度から 2006 年度の推移を見てみると、A 方式
６００台後半、B 方式は２００名前後、M 方式は 2004 年は 400 名を超えたが、以後は 140 か
ら 230 名と変動している。CP 方式は 2005 年度に導入され 230 名を超えていたが、2006 年度
は 180 名程度であった。後期の A 方式は多少変動があり 65 から 90 名程度の志願者である。
② 推薦入学者
推薦入学は公募制の一般推薦入試と指定校推薦の２種類を実施している。この他にも付属校・併
設校からの推薦もあるが、付属校・併設校と雖も推薦のハードルはかなり高く、これらを合わせ
ても 15～20 名を受け入れる程度である。一般推薦は「国語基礎学力型」で試験を課す。特Ⅱは
評定平均 3.8 以上、本学への進学実績、国公立大学の進学実績を基準に決定している。定員は各々
10 と 20 である。一般推薦の応募者数はこの３年間は 160 名前後で、指定校推薦の特Ⅱ推薦は
指定校を増やした影響も有り 10 名から 20 名程度と倍増してきている。
③ センター試験利用入学者
センター利用は３つの方式を採っている。
５教科型は、国・数・英の他に２教科選択、４教科型は英語必須で他に３教科選択、３教科型は
国・英必須で他に１教科を選択する。定員は５と４教科型合わせて１３名、３教科２０名である。
志願者数の推移は、2004 年度は５教科型のみで 500 名程度、2006 年度は３と５教科型を合わ
せ 600 名強、2006 年度は３・４・５教科型合わせて 680 名であった。
④ 特別入学者
特別入学者の定員は社会人１名、帰国生徒１名、留学生若干名となっている。選抜方法は社会人
と帰国生徒の場合、小論文と面接及び志願理由書で、留学生の場合は更に日本留学試験の成績を
考慮する。志願者数は年によって変動するが１０名を超える程度である。入学者の推移は、社会
人・帰国学生・留学生を合わせて、2004 年度１０名、2005 年度３名、2006 年度８名であった。
⑤ 編入学・転入学者
心理学部では編入学・転入学者を学部の２年次にのみ認めている。定員はなく、小論文・
英語・面接で選抜を行っている。３年編入を認める大学もあるが、本学では２年次に基礎
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実験演習を配しており、在校生にはこの演習の履修を３年次の心理学課題演習（ゼミ）選
択の要件としているからである。編入学入試の志願者は５名程度で合格者は１・２名、転
入学入試の志願者は２・３名で合格者は１名というのがこの３年程の実績である。

点検・評価・長所と問題点
現状の項で述べたが、心理学部は今まで志願者数が減少したことがない。難易度も上がってきて
いる。様々な入試方法を合わせ採っているからなのか、本学心理学部の評価が高まってきているか
らなのか、入試広報の活躍なのか、原因は複合的なのであろうが、現在のところは順調と評価でき
る。しかし、この傾向がこの先ずっと続くとは思えない。学生の質が向上していることは授業等で
実感するところであるが、良い学生を確保する努力を続ける必要がある。
今一番問題であると把握しているのは、一般推薦で入学してきた学生の質が思わしくないことで
ある。そこで、指定校推薦を増やし一般推薦の枠を小さくした。そのために、ここ数年の一般推薦
の受験者数は過去の１/3 程度に減少してしまった。しかし、指定校である特Ⅱ推薦で基礎学力の
高い学生の受け入れを続けていきたい。現在の一般と特Ⅱの定員数は１０と２０であるが、2007
年度からは５と２５に変更することが決定されている。
その他の問題としては、外国人留学生の質の問題である。経済系の学部程ではないが、心理学
部にも以前より志願者が見られるようになった。厳正な選抜を行ってはいるが、留学生の中には
日本語能力が十分ではない者もいて、指導に苦慮する場合や、出席が不足している場合も散見さ
れる。現在は問題が起こった際に、教務担当教員が個別に指導することで対処している。

将来の改善・改革に向けた方策
安定した志願者数を今後も確保するためには、所謂「出口」即ち就職の実績情報を受験生に向け
て発信する必要がある。そのために考えられる方策で既に実行しているのは、学部内に就職活動を
刺激し、支援する委員会を設けたことである。心理学部の就職戦線は例年遅く、内定率の低さが問
題視されていた。そこで、2006 年度は３年生へのゼミ別就職ガイダンスを半年早く６月に実施した。
心理学部は他大学を含め、大学院進学希望者が多いのも特徴であるが、一方で大学が積極的に取
り組んでいる「資格講座」「公務員対策」を受講する学生が増えてきている。2006 年度、開学以降
初めて国家公務員１種に心理学部から現役合格者を出した。このような出口の情報を受験生に向け
発信していきたい。
これから取り組もうと考えていることは、①卒業生の組織作り、②ホームページに高校生向けの
ページを設ける、③オープンキャンパスで直接アピールできる企画などである。入試課、キャリア
センター、資格センター、校友会本部などと連携を更に強めることも必要である。
前項の問題点で取り上げた一般推薦は将来全て指定校推薦に切り替えて行きたいと考えている。
当然志願者数の減少に繋がるが、優秀な学生を受け入れることを優先させたい。留学生に関しては、
入学時から個人指導を徹底して行うことで対処したい。
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４.

社会学部

現状の説明
社会学部では、現代社会において生起しつつあるさまざまなテーマの中から、自分にとって真に切
実な問題を見つけ出し、社会学を中心とした多彩な学問分野の理論とフィールドリサーチで探求する。
それを通じて、個人の問題発見能力と集団的な学習方法を身につけ、現代社会に能動的に対処できる
人材を育成する。こうした人材を育成するために、「現代社会を生き抜く力を身につける社会学の研
究とフィールドワーク」、「みんなのためにみんなで実現する市民福祉」、「ライブや音声･動画を含
めた多彩なメディアを駆使した文化創造」に力を入れている。
こうした社会学部で育成する人材像及び教育上の特色と、受験生の持つさまざまな能力や学習科目
の多様化との関連で、受験生の選抜方法も多様化されてきた。現在、社会学部では、一般入試、推薦
入試、大学入試センター試験利用入試、特別入試および編転入試験の 5 種類の選抜方法を採用してい
る。
一般入試には、本学で実施する一般入試 A 方式、B 方式、M 方式に、大学入試センター試験を利用
するセンタープラス方式の 4 種類がある。
推薦入試には、公募制の一般推薦入試、一芸一能型の特Ⅰ推薦入試、指定校推薦の特Ⅱ推薦入試が
ある。一般推薦入試は、高等学校から提出された書類と小論文または新聞読解力型の論述試験の二方
法によって選抜している。特Ⅰ推薦入試は、社会活動･文化･芸術･スポーツ等において優れた成果をあ
げた者を対象に小論文（または新聞読解力型の論述試験）と面接を課し、出願書類を含めて総合的に
選抜している。特Ⅱ推薦入試は、専願制の指定校推薦であり、小論文（または新聞読解力型の論述試
験）を課している。なお本学では、これらの推薦入試とは別枠で学園内推薦（付属高校及び併設高校
からの推薦）を実施している。
社会学部は、大学入試センター試験利用入試を 1997 年度入試より導入している。これは大学入試セ
ンター試験のうち、外国語、国語、地歴･公民･数学･理科の中から 1 科目選択の得点によって選抜して
おり、本学による個別試験は課していない。
この他に、社会人を対象に、志願理由書などの提出と小論文、面接により選抜する社会人入試と、
外国人留学生を対象に、日本語と面接により選抜する留学生入試などの特別入試を実施している。ま
た、編入学・転入学試験も実施している。
こうした多様な入試制度は、社会学部の教育上の特色と、受験生の能力や学習科目の多様化との関
連で出来上がってきたのである。

点検･評価･長所と問題点
これらの複数の入学者選抜方法を採用することは、受験生の多様化に配慮したものであり、多様化、
複雑化する社会で問題解決能力を高めるという本学部の育成する人材像及び教育上の特色に貢献して
いるもので、学生募集の方法及び入学者選抜方法は適切であると考えられる。学力を重視する一般入
試と個性を重視する推薦入試の複数の入学者選抜方法を採用することにより、多様な学生の入学が確
保されている。しかし、小論文または新聞読解力型の論述試験が、入学後のレポート・論文の作成能
力の向上とメディアリテラシの向上につながっているか、追跡調査を実施し、検証していくことが求
められる。

将来の改善・改革に向けた方策
社会学部全体の将来構想との関連で、どのような選抜方法に重点をおくかが決定されよう。現
在、社会学部では、現代社会において生起しつつあるさまざまなテーマを、現場における観察と
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体験を通じて学習するフィールドワーク系の科目を中心にする改革が行われている。そこで、入
学後の教育効果を上げて行くために、少人数単位で演習と社会調査実習などを行うために定員削
減をすすめている。また、入試方法も、その時々の受験生の全般的な状況を把握し、本学および
社会学部のニーズに対応していく必要があるだろう。
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５.

法学部

現状の説明
法学部では、一般入試、推薦入試のほかセンター試験利用入試、特別入試および編転入試験によっ
て学生を受け入れている。
①一般入試による入学者
現在、本学の一般入試は前期日程（2 月）と後期日程（3 月）に募集定員を分けて実施している。
前期日程、後期日程とも英語（100 点）、国語（100 点）と地歴・公民・数学の中から１科目選
択（100 点）の３科目を課す A 方式、そして英語と国語・地歴・公民・数学の中から１科目選択
（高得点科目 200 点、もう一方の科目 100 点）の 2 科目を課すＢ方式を採用しており、さらに前
期日程では、全問マークシート方式にて外国語（100 点）、国語（100 点）と地歴・公民・数学の
中から１科目選択（100 点）の３科目を課すＭ方式、センター試験の高得点２科目（外国語、国
語、数学より選択、200 点）に、本学独自試験２科目（外国語、国語、数学より選択、200 点）を
加えて合否判定するセンタープラス方式を採用している。2006 年度入試では合計 97 名の入学者
を受け入れている。
②推薦入試による入学者
法学部では、推薦入試として公募制の一般推薦入試、一芸一能型の特Ⅰ推薦入試、指定校推薦
である特Ⅱ推薦入試を実施している。
一般推薦入試は、高等学校から提出された書類と基礎学力試験によって選抜されており、2006
年度では 48 名の入学者を受け入れている。
特Ⅰ推薦入試は、文化・芸術・スポーツ等において優れた成果をあげた者を対象に国語＋論述
と面接を課し、出願書類を含めて総合的に選抜しているが、2006 年度入試では 1 名の入学者を受
け入れている。
特Ⅱ推薦入試は、専願制の指定校推薦(依頼 138 校 138 名)であり、面接を課している。2006 年
度入試では 79 校 79 名からの志願があり、79 名の入学者を受け入れている。
なお本学では、これらの推薦入試とは別枠で学園内推薦(附属高校および併設高校からの推薦)
を実施しており、2006 年度入試では 35 名の入学者を受け入れている。
③センター試験利用入試による入学者
法学部では 1997 年度入試より、大学入試センター試験利用入試を導入した。
この試験では、3 教科３科目型（600 点満点）、４教科４科目型（800 点満点）、５教科 5 科目
型（1000 点満点）が設定されており、いずれも本学による個別試験は課していない。
その結果、2006 年度入試では 98 名の入学者を受け入れている。
④特別入試による入学者
法学部では、1996 年度入試より特別入試として外国人留学生入試を実施しているが、
2006 年度入試では、1 名の入学者を受け入れている。
なお、外国人留学生入試については小論文と面接に加えて、志願理由書と日本留学試験の成績を
含めた総合的な選抜を行っている。
⑤編入学・転入学者
法学部では英語と法学と面接を課し、提出書類との総合的な選抜を行っており、2006
年度入試では、1 名を受け入れている。

点検・評価 長所と問題点
①一般入試による入学者
法学部における過去 3 年間の志願者数をみると、前期日程・後期日程を合わせて各年では、概
－291－

Ⅳ. 学生の受け入れ

ね 1,700 名近くに上っている。
これに対する合格者数は、例年 700 名程度で推移しており、2006 年度入試では 739 名となって
いる。
なお、入学者数については年ごとの歩留まり率の変動によって若干の増減はみられるものの概
ね 200 名程度を維持している。
18 歳人口が減少し、さらに浪人生および併願数の減少など大学入試における受験者数が減少し
ている中で、安定した志願者数を確保している点、また文部省通達にしたがって一般入学者やセ
ンター試験利用入学者の比率を段階的に高めてきた姿勢は十分に評価できると考えている。
②推薦入試による入学者
公募制一般推薦入試における志願者数は、近年減少傾向にあり、2006 年度入試でも 253 名に留
まった。そのことともかかわり、合格者数も 2006 年度入試では 79 名に留まっている。
さらに入学者数についていえば、2006 年度入試では 48 名となっている。
特Ⅰ推薦入試の志願者数は、およそ毎年 2 名前後で、2006 年度入試でも 2 名に留まっている。
また、合格者数、入学者数もおよそ毎年 2 名前後であるが、2006 年度入試では 1 名に留まってい
る。
特Ⅱ推薦入試では、1 校 1 名を基本とする指定校制を導入しているが、2006 年度では 138 校の
指定校から 79 名が志願し入学している。推薦の平均は、およそ毎年 80 名前後で推移している。
推薦入試については、1994 年 6 月の文部省通達以降これに準拠した選抜を行っており、受験生
の能力や適性等を多面的に判定するために特Ⅰ推薦入試も実施している。
なお、この通達以降、高等学校側が公募制の推薦入試を敬遠する動きもみられるなかで、かか
る結果を考察するならば、法学部の推薦入試については概ね評価できる水準に達していると考え
られる。
③センター試験利用入試による入学者
1997 年度入試より導入されたセンター試験利用入試では、志願者は、1997 年度入試において
は 274 名であったが、2006 年度入試では 729 名であった。
このなかで、2006 年度入試では、454 名を合格とし、そのなかで入学したのは 98 名であった。
今後は、センター試験利用入学者の大学入学後の学習状況・意識等を調査し、現行の選抜方法
や募集定員が適正であるかを見直す必要性が検討課題である。
④特別入試による入学者
(a)外国人留学生
過去 3 年間の志願状況をみると、志願者数も 5 名以下で、しかも入学者は 2006 年度入試の 1
名に過ぎない。
この志願者数と入学者数についてみるならば、募集定員が若干名であるため定員充足の面から
は特に問題はない。また、かかる外国人留学生の数の少なさは、我が国が置かれている国際的位
置ともかかわる問題に起因している。だが、外国人留学生が不当に入学しにくい事情が法学部に
ないかは、さらに検討を加える必要があろう。
⑤編入学・転入学者
2006 年度入試では、4 名の志願があり、合格者 1 名、入学者 1 名であった。
法学部では、募集定員を若干名として受け入れているため、定員充足の面からは問題ない。た
だ、受け入れることが適当な者をいたずらに閉め出すことのないように、受け入れ規模や受け入
れ基準、広報の方法などを、社会の動向を踏まえながら検討していくことは重要であろう。

将来の改善・改革に向けた方策
法学部では、多様な選抜方法を用意することにより、大学教育を受けるにふさわしい能力・適性等
を多面的に判定して、学生を受け入れるよう努力しているところであるが、受け入れ後の修学状況な
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どを踏まえながら、さらに将来の受け入れ方を考えていくということは、まだ実現できていない。授
業に関する学生意識調査の内容にさらに改善を加え、将来の学生の受け入れ方についても示唆を得て
検討を加えていくことが、当面の課題であろう。
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６. 総合政策学部（商学部）
現状の説明
総合政策学部では、一般入試前期日程（３教科型の A 方式、２教科型の B 方式、センタープラス方
式、全問マーク３教科型の M 方式、一般入試後期日程、大学入試センター試験利用入試前期日程、大
学入試センター試験利用入試後期日程、AO 入試、推薦入試(公募制一般推薦入試、一芸一能推薦入試、
競技実績有資格者推薦入試)といったように、多様化した受験者に見合うように様々な入試を実施して
いる。
総合政策学部の推薦入試のなかで特色があるのは、AO 入試である。この入試では、総合政策学部の
教育目標とする、何が問題なのかを的確に把握し、総合的な政策の立案ができるような能力を身につ
けさせることを考慮しつつ、この目標に合致するとみられる学生を受け入れられるように工夫してい
る。まず、受験生から提出された、志望理由を記したエントリーシートと、公共政策分野とビジネス
政策分のいずれかに関するテーマによる 2，000 字程度の政策立案レポートを査読・評価することによ
り第 1 次選考を行う。次に、第 1 次選考を通過した受験生に、政策立案レポートに基づいたプレゼン
テーション（プレゼンテーションソフト、OHP、ホワイトボード、紙に書き表した図表等による）を
15 分間程度行ってもらった後に、それに対する質疑応答を行う。そしてプレゼンテーションと質疑応
答に対する評価により、第２次選考がなされることになる。AO 入試の結果については、単に合格発表
を行うだけでなく、本学のホームページを通じて、どのような点が選考・評価の際に考慮されたのか
を受験生に理解してもらうために、第 1 次選考や第２次選考の講評を公開している。この AO 入試に
より、問題発見能力や提案ないし問題解決能力のある学生を見極めて選抜できるように努めている。
また、総合政策学部の特Ⅰ推薦（一芸一能推薦・競技実績有資格者推薦）入試の出願資格には、ス
ポーツ・文化・芸術型と資格型の２つがある。特に資格型では、出願対象資格を総合政策学部のカリ
キュラムとの関連性を考慮に入れて、英検、TOEIC、TOFEL 等の英語の資格ないしスコア、簿記検
定、販売士、初級システムアドミニストレータ、基本情報処理技術者等の情報関係の資格に絞り込ん
でいる。推薦入試では、できるだけ総合政策学部の教育目標とする学生を受け入れられるように努力
しているところである。
さらに、高校からの要望により随時教員を派遣して模擬授業を行っているが、従来から存在する経
済学部、経営学部、法学部といった専門学部と比較して、歴史の浅い総合政策学部がどのようなもの
であるのかが受験生にとってまだ分かりにくいところがあると思われるので、こうした機会を活かし
て総合政策学部に対する理解を深めてもらうように努めている。

点検・評価・長所と問題点
総合政策学部が開設されてまだ２年目なので、どのようにしたら総合政策学部のり理念や教育目
標に見合った学生が受け入れられるのか試行錯誤しているところである。ただし、AO 入試で行ってい
るような、総合政策学部の教育目標の根幹に関わる問題発見能力や提案ないし問題解決能力を備えて
いる学生を見極めたうえで受け入れるというやり方は、方向性としては間違っていないものと考える。

将来の改善・改革に向けた方策
ひとくちに総合政策学部といっても大学により、カリキュラム体系等にそれぞれ特色がみられる
ので、本学の総合政策学部がどのような理念、教育目標をもっており、どのような方向性を目指
しているのか、どのようなところにカリキュラム上の特色があるのかを受験生等に対して、より
わかりやすい形で情報発信していく必要性がある。そのためには、ホームページによる情報発信、
オープンキャンパスの開催、高校での模擬授業の実施等様々な手段を活用していく必要があるも
のと考える。
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７. 経済学部
現状の説明
経済学部では、より多くの志願者を集め、大学教育を受けるにふさわしい適性を多面的な基準から
判定し、幅広く選抜しようと考えている。そのため一般入試、推薦入試のほかセンター試験利用入試、
および特別入試によって学生を受け入れている。
①一般入学者
現在、本学の一般入試は前期日程(2 月)と、後期日程(3 月)に募集定員を分けて実施している。
前期日程、後期日程ともに、マークシートおよび記述併用方式にて、外国語(100 点)、国語(100 点)
と地歴・公民・数学の中から 1 科目選択(100 点)の 3 科目を課す A 方式、そして外国語と国語・地歴・
公民・数学の中から 1 科目選択(高得点科目 200 点、もう一方の科目 100 点)の 2 科目を課す B 方式を
採用しており、さらに前期日程では、全問マークシート方式にて外国語(100 点)、国語(100 点)と地歴・
公民・数学の中から 1 科目選択(100 点)の 3 科目を課す M 方式、センター試験の高得点 2 科目(外国語、
国語、数学から最低 1 科目選択)200 点に、本学独自試験 2 科目(外国語、国語、数学より選択)200 点
を加えて合否判定するセンタープラス方式を採用している。2006 年度入試では合計 53 名の入学者を
受け入れている。
②推薦入学者
経済学部では、推薦入試として公募制の一般推薦入試、一芸一能型の特Ⅰ推薦入試、指定校推薦で
ある特Ⅱ推薦入試、商業科高校出身の学生を対象とした特Ⅲ推薦入試、およびスポーツ推薦入試を実
施している。
一般推薦入試は、高等学校から提出された書類と基礎学力試験によって選抜されており、国語基礎
学力型と数学基礎学力型の 2 つの方式がある。2006 年度入試では、97 名の入学者を受け入れている。
特Ⅰ推薦入試は、社会活動・文化・芸術・スポーツ等において優れた成果をあげた者を対象に小論
文と面接試験を課し、出願書類を含めて総合的に選抜しており、2006 年度入試では 8 名の入学者を受
け入れている。
特Ⅱ推薦入試は、専願制の指定校推薦(依頼 203 校 203 名)であり、小論文を課している。2006 年度
入試では、88 校 88 名から志願があり、88 名の入学者を受け入れている。
特Ⅲ推薦入試は、併願を可とする商業科および総合学科出身の受験生を対象とした公募制推薦入試
であり、小論文と面接試験を課し、出願書類を含めて総合的に選抜している。2006 年度入試では、7
名の入学者を受け入れている。
スポーツ推薦入試は本学が指定したスポーツにおいて所定の競技実績をあげているものを対象に面
接試験を課し、出願書類を含めて総合的に選抜するものである。2003-2006 年度入試での入学者はい
なかった。
なお本学では、これらの推薦入試とは別枠で学園内推薦(附属高校および併設高校からの推薦)を実施
しており、2006 年度入試では 13 名の入学者を受け入れている。
③センター試験利用入学者
一般入試と同様に前期(2 月)と後期(3 月)の 2 回に募集定員を分けて実施している。
大学入試センター試験のうち、外国語(200 点)、国語(200 点)、地歴・公民・数学・理科の中から 1
科目選択(200 点)の得点合計によって選抜しており、本学による独自試験は課していない。
この結果、2006 年度入試では 112 名の入学者を受け入れている。
④特別入学者
経済学部の特別入試には、社会人入試、外国人留学生入試(前期・後期)、帰国生徒入試、および編入・
転入・学部学科変更試験がある。2006 年度入試では、10 名の外国人留学生、 1 名の学部学科変更学
生を受け入れているが、社会人および帰国生徒入試については志願者がなかった。
社会人入試および帰国生徒入試は、志願理由書など提出書類と小論文、面接により選抜を行っ
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ている。
外国人留学生入試については、日本語の小論文および面接試験に加えて、志願理由書、日本留
学試験の成績を含めた総合的な選抜を行っている。
編入・転入・学部学科変更試験では、外国語の試験および面接試験、これまでの修得単位状況
を材料に、総合的な選抜を行っている。

点検・評価 長所と問題点
①一般入学者
経済学部における過去 3 年間の一般入試志願者数・合格者数をみると、2004 年度入試では前
期日程・後期日程を合わせて志願者数 1140 名に対して、合格者数 348 名、入学者数は 108 名で
あった。2005 年度入試では志願者数が増加して 1875 名となり、合格者数は 358 名、入学者数
は 100 名であった。2006 年度入試では受験生が経営学部に集中した結果、志願者数が大幅に落
ち込んで 1018 名となり、合格者数は 198 名、入学者数は 53 名であった。
2006 年度の入試では、志願者のほぼ半減という未曾有の事態に直面したため、きわめて例外
的に合格者数および入学者数が減少したが、志願者減の理由は、2005 年度入試が志願者多数の
ために難しかった反動と、同一キャンパス社会科学系の少しでも偏差値の低い学部へと受験生が
集中して出願したことが原因と考えられる。志願者の多寡にかかわらず、望まれる水準に達しな
い者を合格とすることを是としない学部の方針の結果、2006 年度の一般入試での入学者はこれ
までに比べて少ない水準にとどまった。
しかしながら経済学部で行われているセンター試験利用入試も、一般入試と全く同様の学力
による選抜であり、それを合計すれば 2006 年度入試の入学者全体 388 名のうち 165 名が学力入
試で合格していることになり、この比率 42.5%は 2004 年度入試の 57.1%に比べれば少ないもの
の、2005 年度入試の 48.6%と比べて著しく低い数値ではない。むろん、この数値をさらに引き
上げ、約 50-55%とするべく努力することが必要であるが、志願者数が 2005 年度並に戻ればそ
れは達成可能と考えている。
②推薦入学者
一般推薦入試は、2005 年度入試より数学基礎学力型を新たに導入し、従来の小論文型を改称
した国語基礎学力型と合わせ、2 種類の選抜を行っている。とりわけ 2006 年度入試では広報活
動の成果もあり数学基礎学力型で実力のある志願者が多く集まり、平均点は 70 点を上回るなど
きわめて高かった。その結果志願者数 135 名のところ、合格者数 68 名、入学者数 51 名となっ
た。国語基礎学力型は志願者数 224 名のところ、合格者数 65 名、入学者数 46 名であった。
数学的な発想に優れた学生が一定割合入学してくることにより、1 年生で開講している「経済
数学Ⅰ」、「経済数学Ⅱ」あるいは「ミクロ経済学入門」の講義が活性化し、一般の学生の奮起
も期待できると考えられる。その意味では 2006 年度入試で優秀な入学者を多く集めることがで
きたことは、成果であったと思っている。
特Ⅰ推薦入試では、社会活動・文化・芸術・スポーツ等における成果を厳正に評価し、小論文
と面接でも優れていると考えられる学生のみを合格にしている。2006 年度入試では、12 名の志
願者のうち、合格者 11 名、入学者 8 名であった。
特Ⅱ推薦入試では、指定校 203 校(1 校 1 名)に推薦を依頼し、2006 年度入試では 88 名の志願
があった。近年志願者数は上昇傾向にあり、高等学校の調査書から推測できる志願者の学力水準
も上がっている。
特Ⅲ推薦入試は 2005 年度より導入され、簿記など本学部指定の資格を有することが志願条件
となっている。2006 年度入試では 25 名の志願があり、21 名を合格としたが、入学者数は 7 名
にとどまった。国公立大学との併願をしている受験生が多く、歩留まりが低い傾向が見られる。
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スポーツ推薦入試では、過去 4 年間志願者はゼロである。志願が少ない理由は要求されるスポー
ツの成果の水準が高いためと考えられ、改善の余地があると思われる。
これら多面的な推薦入試を通じて、個性豊かな多様性に富んだ学生を受け入れることができて
いると評価している。
③センター試験利用入学者
センター試験利用入試では、2006 年度入試の場合、前期日程で 5 教科型、4 教科型、3 教科
型の 3 とおりの選抜方式が採用され、後期日程でも 5 教科型と 3 教科型の 2 とおりの選抜方式
を採用している。4 教科型は 2006 年度に新しく加わった選抜方式である。
国公立大学との併願が多くなり、5 ないし 4 教科型の出願をしてくる受験生が増加傾向にある。
2006 年度入試の結果は、前期日程での 5 教科型は志願者数 59 名、合格者数 50 名、入学者数 5
名である。4 教科型は志願者数 187 名、合格者数 155 名、入学者数 43 名である。3 教科型の志
願者数 350 名、合格者数 181 名、入学者数 48 名である。後期日程での 5 教科型は志願者数 16
名、合格者数 12 名、入学者数 0 名である。3 教科型は志願者数 114 名、合格者数 56 名、入学
者数 16 名である。
志願者数に対して合格者数が多いのは、センター試験の結果をもとに出願できる 5 教科型お
よび 4 教科型では、受験生が予備校等の情報に従った出願先を選択しているからと考えられる。
一般入試では 2 ないし 3 教科の学力で選抜しているが、センター試験利用の選抜では教科数が多
くなることで、より幅広い学力を持つ学生を入学させることができると考えている。
④特別入学者
社会人および帰国生徒入試は過去 4 年間志願がない。職業を持った社会人の場合、昼夜開講
制ではないため、就学が困難と考えられることが原因である。また、帰国生徒は近隣大学でも多
く受け入れていることが、本学部に志願がない理由のひとつと考えられる。
外国人留学生は 2006 年度入試では前期日程で志願者数 6 名、合格者数 5 名、入学者数 5 名
であり、後期日程では志願者数 9 名、合格者数 7 名、入学者数 5 名であった。ある程度の日本
語能力がなければ、入学後の授業を理解することが難しいと考えられるため、小論文とともに面
接試験での結果を重視して選抜している。
編入学試験には 2005 年度は 2 名の志願があり、1 名が合格したが、2006 年度は志願がなか
った。転入学試験には 2005 年度は 4 名の志願があり、1 名が合格したが、2006 年度は 1 名の志
願で、合格者はいなかった。学部学科変更試験は 2005 年度入試では 3 名の志願があり、3 名が
合格したが、2006 年度入試では 2 名が志願し、1 名が合格した。経済学部以外からの入学者の
場合、これまでに修得した科目を本学部の科目と読み替えて認定することが難しい場合があり、
入学後の負担が重くなるケースが生じることがある。

将来の改善・改革に向けた方策
経済学部では、より多くの志願者を集め、大学教育を受けるにふさわしい適性を多面的な基準
で選抜しようと、入試制度の改善に努力している。数学基礎学力型の一般推薦入試の導入などは、
その試みの 1 つである。
入学者全体に占める公募性一般推薦入試入学者の割合は、2004 年 18.9%、2005 年 18.8%、2006
年 25.0%である。2006 年度入試では突出したこの値を 20%以下に減らし、それに代わって学力一
般入試入学者およびセンター試験利用入学者の割合を高めていくことが今後の課題である。学生
の質を維持し、さらに高めていくことと同時にそのことを達成してゆくためには、志願者のいっ
そうの増加が不可欠であり、そのためには魅力ある学部を学外に発信してゆくことが不可欠と考
える。本学部の優れたカリキュラムや充実したスタッフなどを、オープンキャンパスなど入試広
報活動を通じて高校サイドにアピールしていくことが必要であると思う。
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2006 年度入学者は合計 388 名であり、募集定員の 300 名を上回っている。予想以上に合
格者の歩留まりが高かった結果によるもので、教育の質を維持するには、上限に近い値と
考えられる。今後は各入試における予想歩留まりを再検討する必要があると考えられる。
最後に退学者であるが、過去 3 年間毎年 30－40 名の中途退学者が出ている。主な理由は
進路変更、勉学意欲の喪失、経済的理由である。
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８. 経営学部
現状の説明
入試形態の多様化と３極化
経営学部の経営理念・目的・目標は、経営者、管理者、企業家の育成にある。これを目標と
する教育実践・展開のために、多様な選抜方式をつうじて学生を受け入れている。選抜方式と
して、①一般入試、②推薦入試、③センター試験、④特別入試（留学生入試など）、⑤編・転
入試験がある。
①一般入試入学者
現在、本学の一般入試は前期日程（２月）と後期日程（３月）に募集定員を分けて実施して
いる。前期日程、後期日程とも、英語、国語と地歴･公民･数学の中から１科目選択の３科目を
課すＡ方式、英語と国語･地歴・公民・数学の中から１科目選択（高得点科目 200 点、もう一方
の科目 100 点）の２科目を課すＢ方式、３科目をすべてマークシート方式で出題するＭ方式、
センター入試科目２科目に本学独自の２科目を課すセンタープラス（ＣＰ）方式がある。2006
年度は、志願者 1879 名に対して入学者は 80 名であった。
②推薦入学者
経営学部では、公募制の一般推薦入試、一芸一能の特Ⅰ推薦入試、指定校推薦である特Ⅱ推
薦、商業高校などの専門高校を対象にした特Ⅲ推薦、全国レベルの運動能力者を対象にしたス
ポーツ推薦を実施している。一般推薦入試は高等学校から提出された書類（特に評定値）と国
語基礎能力によって選抜されている。2006 年は 47 名の入学者を受け入れた。
特Ⅰ推薦入試は、文化･芸術･スポーツなどにおいて優れた成果をあげた者を対象に小論文と
面接を課し、出願書類を含めて総合的に選抜している（この点はスポーツ推薦入試も同様であ
る）。2006 年度は特Ⅰ推薦 3 名、スポーツ推薦 0 名の入学者であった。
特Ⅱ推薦入試は、専願制の指定校推薦（依頼校 186 校、

200 名）であり、一定以上の評定

値と面接を課している。2006 年度入試は 88 校から 88 名の志願があり、88 名の入学者を受け入
れた。
特Ⅲ推薦入試は高等学校での評定値、日商簿記 2 級以上などの資格、小論文と面接を課して
総合的に選抜している。2006 年度は志願者 135 名に対して 57 名の入学者を受入れた。なお本
学では、これらの推薦入試とは別枠で学園内推薦（附属校および併設高校からの推薦）を実施
しており、2006 年度は 17 名の入学者を受け入れた。
③センター試験利用入学者
経営学部では 1998 年入試より大学入試センター試験利用入試を導入した。センター試験入試
にも、前・後期があり、2006 年度から３教科 3 科目型、4 教科 4 科目型、5 教科 5 科目型の 3
類型となった。2006 年度は前・後期合計で 833 名の志願者があり、106 名の入学者を受け入れ
た。
④特別入試
経営学部では、1991 年度より外国人留学生入試、1992 年度より社会人入試・帰国子女入試を
実施している。留学生入試には、日本留学生試験の評点、小論文、面接を課して総合的に選抜
している。2006 年度は志願者 32 名に対して、13 名の入学者を受け入れた。社会人入試、帰国
子女入試とも小論文、面接を課している。2006 年度は社会人入試の志願者 2 名に対して入学者
0 名、帰国子女入試の志願者 2 名に対して入学者 1 名であった。
⑤編入学・転入学入試
本学部では英語と面接を課し、提出書類によって総合的に選抜をおこなっている。
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2006 年度は編入学入試では志願者 7 名に対して入学者 2 名を受け入れ、転入学入試では志
願者 7 名に対して入学者 1 名を受け入れた。

点検・評価・長所と問題点
① 一般入学者
本学部の過去 3 年間における志願者数は、前期日程・後期日程をあわせて、1952 名、1234
名、1879 名（2006 年度）といわゆる隔年現象を含みながらも順調に推移している。これに対す
る合格者はそれぞれ 335 名、302 名、263 名であり、さらに歩留り率がそれぞれ 30.7％、37.4％、
30.4％となった結果が上記の入学者である。合格者数、歩留り率それ自体は安定的であるが、
入学者の絶対数がその他の入試形態（特に推薦入試）に比べて低位で推移していることに問題
を残すといえよう。しかも、一般入学者が高い競争倍率で入学した割には、追跡調査によると
かれらの平均 GPA は推薦入学者（特に、特Ⅱ、特Ⅲ推薦）に比べて概して、低位である。
② 推薦入学者
最近 5 年間の推薦入試において、最大の志願者は一般推薦入試によるものであり、2004 年度
までは同時に最大の入学者数を占めていた。しかし 2005 年度以降も、依然として一般推薦入試
は推薦入試志願者の最大のシェアを占めている一方で、入学者の内訳では特Ⅱ推薦入学者、特
Ⅲ推薦入学者についで第 3 位に後退している。最大の原因は特Ⅱ推薦入学者が 2003 年度の 26
名から 2004 年度には 2 倍強の 58 名、さらに 2005 年度、2006 年度と 8５、88 名と大幅に増加
したことによる。そしてその背景には専願制の特Ⅱ推薦の指定校を 186 校までに拡大したこと
があると思われる。一方、商業高校を中心とした専門高校を対象とした特Ⅲ推薦は 2004 年から
2005 年度にかけて志願者が倍増し 2006 年もさらに増加しており、それにともなって比較的低
い歩留り率にもかかわらず入学者が増加している。一見すると、専願制の特Ⅱ推薦や特Ⅲ推薦
が一般推薦志願者をクラウドアウトしているようにみえる。そして確かに一般推薦入試の競争
倍率は高くなっているが、一般推薦入試の歩留り率は年によって変動が大きく一概に特Ⅱ、特
Ⅲが一般推薦入試志願者を締め出しているとは言えない。さらにここで強調しておくべきは、
卒業生を含めてここ数年の平均では入学後の成績（GPA）では概して、特Ⅱ、特Ⅲ、一般推薦入
学者の順になっていることである。また別の視点では商業高校出身者がほとんどを占める特Ⅲ
推薦入学者のほかにも、特Ⅱ推薦入学者、一般推薦入学者の中にも商業高校出身者が多く含ま
れており、彼らは入学後、実学を重視する経営学部のある意味では中軸になりつつある。推薦
入学者が一般入学者を上回るというこれまでにない現実をどのように評価するかの問題は残る
ものの、上記のことは特筆しておくべきである。
一芸一能の特Ⅰ推薦、スポーツ推薦はこのところ志願者も少なく導入当初の勢いや役割は低
下している。
③センター試験利用入学者
2006 年度では、センター試験利用入学者は単独でも推薦入学者についで 26.8％のシェアを占
め、一般入学者を上回る 2 位に位置している。さらに、センター入試科目２科目に本学独自の
２科目を課すセンタープラス（ＣＰ）方式での入学者 26 名を加えるとセンター試験利用関連の
入学者のシェアは一層、高くなる。いずれにせよ 2003 年度以降、ほぼ 20％台をキープして、
試験形態別入学者の一角を確実に形成している。さらに 2004 年度から導入された５教科５科目
型のセンター入試利用入学者の入学後の成績状況は２年間の実績であるが、最も高い。一方、
センター試験利用入学者の歩留り率は、入試形態別のなかでは最も低く、安定的な入学者とは
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なっていない。
④特別入試
社会人入学者および帰国子女入学者はネグリジブルであるが、外国人留学生入学者、ここ３
年間、志願者ベースで２～3％、入学者ベースで 1～2％で推移し、入学者の絶対数８名～１２
名と適度な入学者数となっており、入学後の成績 GPA も平均的には日本人一般入学者をかなり
上回り、優秀な留学生が入学していることを裏づけている。
⑤編入学・転入学入試
2004 年度までは、編入学・転入学志願者は一桁で推移していたが、2005 年度以降、社会的ニ
ーズの高まりを志願者は二桁に増加し、本学部がその受け皿になりつつあるが、合格者を渋り
こむことによって、真にビジネスマインドを求める学生を獲得できていると考えている。

将来の改善・改革に向けた方策
経営学部は 1991 年度の学部創設以来さまざまな入試形態によって入学者を選抜してきた。
1998 年度のセンター試験利用はひとつの大きな画期であった。2004 年度以降、志願者の中心は
あくまでも 2 月、3 月に実施される一般学力入試であり、センター試験利用、推薦入試の順に
なっているが、入学者のシェアでは推薦入試が最大を占め 2006 年度には 5 割近くを占めるよう
になっている。残りを、一般入試入学者、センター試験利用入学者で二分する格好になってい
る。入学者に関して言えば、推薦入学者がやや突出した変形された 3 極化が進行している。確
かに推薦者入学者の極端な突出した不均衡は是正する必要がある。しかし、入学後の追跡され
た成績実態では、一般推薦入学者を含めて推薦入学者が一般入学者を概して上回っている。そ
の理由の第一は推薦入学者の、一般入学者よりも経営学部に対するモチベーションが高いこと
である。第二に、逆に一般入学者はさまざまな大学との併願が通例であって、本学経営学部は
そのなかからたまたま選択されたケースが多いことが考えられる。また違った視角から考える
と、推薦入学者のなかには商業高校出身者が多く含まれ、入学前に経営学部の科目およびビジ
ネスマインドの校風に親和的である点である。入試形態別の入学者数間の不均衡の是正と現状
の学生の質的分布状況間のジレンマが存在する。
本学では、入学前学習を 2005 年度から導入しているがその対象は推薦入学者を対象としたも
のであって、普通高校と商業高校出身者の入学後の質的均衡化には役立っていると考えられる
が、推薦入学者とその他入学者の質的分布の是正には必ずしも役立っていない。将来の改善・
改革の本道は潜在的に優秀な一般入学者やセンター試験利用者を獲得するほかはなく、これに
対しては単なる入試改革を超えた全学部的な取り組みが必要と思われる。
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９. 情報理工学部（情報科学部）
現状の説明
以下の記述は情報科学部を中心に記述するため 2005 年以前の学生の受け入れについての記述とな
る。2006 年は情報理工学部としての学生受け入れとなる。
（学生募集）
学生の募集に関しては大学全体としての募集活動に加えて、特に学部としては、オープンキャンパ
スを始めとする様々な説明会の機会を利用して、３学科が一体となって、学部の理念、目的、教育目
標、カリキュラム、教育の特色、卒業後の進路などについて説明している。オープンキャンパスにお
いては説明会や模擬授業だけではなく、学部の研究紹介のデモンストレーションを行い、実際にどの
ような研究成果があるかを体験できるようになっており学生募集に効果を挙げている。本学のホーム
ページ上にも学部の紹介が行なわれており、受験生からの質問にも対応している。
（入学者選抜）
入学者選抜は、一般入試、大学入試センター利用入試、推薦入試、特別入試、編入転入学部学科変
更入試に大別できる。一般入試は前期日程Ａ方式、Ｂ方式、Ｍ方式、センタープラス方式、後期日程
Ｂ方式がある。特に学科の特徴を出すために認知科学科では、文系型数学の入試を、メディア科学科
においては芸術型の入試を実施している。大学入試センター利用入試には前期日程、後期日程がある。
推薦入試には、公募制一般推薦、一芸一能推薦（本学部においては有資格型）、指定校推薦および自
己推薦がある。特別入試には留学生入試が前期日程と後期日程、および社会人入試がある。また他大
学等からの編入転入入試、および本学内での学部学科変更入試がある。
これらの複数の入試選抜方式を採用しているのは、受験生の多様化に対応するためと多様な入試方
法によってより多くの本学部の理念および教育目標に合った学生を入学させることが望ましいという
判断に基づく。
（入学者受け入れ方針等）
学部の理念・目的は、「情報科学の基礎理論と応用技術を身に付け、高度情報社会において人間性
豊かな情報システムの研究開発・運用・管理や情報の創成・伝達に関して実践的・創造的な活動に従
事する研究開発者、技術者等の人材を養成する」とある。この理念のもとに３学科では次のような人
材育成を目的とする。
・情報科学科においては、ハードウェアからソフトウェアまでのコンピュータ科学を基盤に情報の表
現と利用を用いた社会における様々な問題解決にかかわる人材
・認知科学科においては、人間の知的能力・機能のモデル化とそれを基礎とする現実の問題解決にか
かわる人材
・メディア科学科では、情報の表現についてのメディア技術や知的創造的活動による情報の創成にか
かわる人材
このような理念、育成する人材像および教育目標に照らし合わせてみると、必然的に数学を中心と
する理系入試を基礎とした入試が求められる。このため一般入試においては理系入試を中心としてお
り、大学入試センター利用入試においても数学の配点を増やしている。推薦入試の評定平均値も数学
を重要視しており、特に公募制推薦の小論文試験においては数学的センスを問う問題が出題されてい
る。留学生や社会人の入試においても数学的能力を重視している。
数学を重視する立場は入学後のカリキュラムでも強調されており、学部の教育においては、専門学
校のように単にコンピュータのプログラムを教えるのではなく、それらの基礎となる数学系の科目が
多く用意されている。数学系の科目を履修することにより、単にコンピュータのプログラムの基礎理
論が理解できるだけでなく、現実の問題を抽象化する能力、モデル化する能力などが備わり、問
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題解決能力につながる。
この意味で、工業高校、商業高校など高等学校で数学を十分に履修していない場合には、
いわゆるリメディアル教育が必要となるが、現時点では、各数学系科目の中で未履修者にもわ
かるような講義が展開されており、その問題を解決している。
（入試者選抜の仕組み）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１

大学全体の学生の受け入れ」参照）。

（入試者選抜方法の検証）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１

大学全体の学生の受け入れ」参照）。

（入学者選抜における高・大の連携）
情報科学部では、他学部と同様に推薦入試において、公募制一般入試、特Ⅰ推薦（基本情
報技術者などの有資格者対象）、特Ⅱ推薦（指定校推薦）を実施している。一般入試、セン
ター試験利用入試では、普通科の高校生にとっては有利であるが、工業科、商業科などの高
校生にとっては極めて不利な試験制度になっている。情報科学部の理念、目的、教育目標に
鑑みれば、これらの実業系の高校生の受け入れも自然に求められる。この意味で推薦入試制
度は、普通科以外の高校生を受け入れる窓口として有効に機能している。推薦制度であるた
めに高校からの調査書の役割は重要であり、特に評定平均値は選抜の有効な指標となってい
る。指定校制度においては毎年見直しを行っており、推薦のあった高校生の数に応じて枠を
拡大するなど柔軟な対応を図っている。これらの意味からも高等学校との信頼関係を構築す
ることが重要となっている。
（外国人留学生の受け入れ）
情報科学部設立当初から外国人留学生の試験を実施してきており、本国における教育、日
本で実施される外国人向けの統一試験および面接によって合否を判断している。ほとんどの
入学者が単位を修得して卒業していることから判断してこれらの受け入れの方法は
適切であると判断できる。
（定員管理）
情報科学部の定員は、１学年 290 名を基準としている。過去４年間の入学者数は、307 名、
347 名、301 名、330 名と定員超過率は 1.03 から 1.19 の間に入っている。このことから適切
な入学者を受け入れていると判断できる。定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変
更の可能性については、理事会の判断のもとに学部の改組や定員変更が行われることになっ
ており、その意味で情報理工学部への改組は定員充足率の確認の上でなされている。
（編入学者、退学者）
平成１７年度の退学者は、33 名（１年７名、２年１３名、３年０名、４年１３名）となっ
ており、各学年の定員が 290 名であることからわずかに３％である。退学理由は、経済的な理
由、就職などがあるが、最近は病気による退学が出始めている。編入学生は、入試制度も整備
されているにも関わらず、ここ数年で数名程度と少ない。

点検・評価 長所と問題点
（学生募集）
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学生募集に関しては、受験者数の推移を見る限り、一定の成果を挙げていると言えるが、学
科によってある程度の差が生じているので、受験者の少ない学科については、より多くの宣伝
募集活動を行なう必要があると思われる。
（入学者選抜）
複数の選抜方法を導入しているにも関わらず、入学後の講義においては、選抜方法による能
力の差が特に大きな問題となることはない。このことは本学部の教育目標に合った学生の選抜
が行なわれているという証拠にもなり、今後も複数の選抜方法は有効であると考えられる。ま
た本学部の場合、中途退学者はそれほど多くなく、入試選抜方法が適していると判断できる。
（入学者受け入れ方針等）
学部開設当初は、中京大学全体が文系大学のイメージがあるため、理系入試が理解されなか
ったが、現状では近隣大学においての理系入試としての位置付けが定着している。この意味で
高校側からも理系の優秀な学生が集まってきており、受け入れ方針が社会的にも理解されてい
ると言える。また入学後、数学を基調としたカリキュラムに沿った教育において問題解決能力
を備えた人材が育っていることは卒業論文の発表や就職状況を見ても証明されている。時とし
て数学が苦手で数学嫌いという学生も見受けられるが、就職時において不利になるようなこと
はない。
（入試者選抜の仕組み）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１
（入試者選抜方法の検証）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１

大学全体の学生の受け入れ」参照）
大学全体の学生の受け入れ」参照）

（入学者選抜における高・大の連携）
平成１７年度入試では推薦入試枠からの入学者が定員に対して約３分の１を占めることか
ら推薦入試は有効に機能していると判断できる。とりわけ指定校からの出身者は、その後の成
績追跡においては高い評価が得られており、高等学校との連携が効果を上げていると言える。
一方、公募制からの入学者に対しては成績追跡において有意な評価が得られないことが問題点
と言える。
（外国人留学生の受け入れ）
かつては１０名以上の志願者があり、入学者の中には日本人学生に対する模範となるよう
な優秀な学生が見られた。しかし最近は国公立大学が留学生に対して門戸を広げている関係か
らか志願者は毎年数名に留まっており、志願者の中には日本語能力が不十分なために不合格に
なるケースもあり、より多くの優秀な学生が集ることが期待される。
（定員管理）
大学基準協会では収容定員超過率１．０以上が大学評価の是正勧告の対象であるのに対して、
情報科学部における過去４年間の定員超過率は１．１０であるため一層の努力が求められる。
定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性については、理事会の判断のもと
に情報科学部だけでなく、大学全体の設立準備委員会の下でなされるため、検証の仕組みが整
っていると判断できる。
（編入学者、退学者）
退学者が少ないとは言え、中には期待していた授業と違っていたなど学部の教育体制に関わ
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る指摘もあり、そのような場合には退学に至る前に十分なケアが有効であると考えられる。な
お本学部では学生ケアと称して取得単位の少ない学生を呼び出して事情を聞くなどの対処をし
ている。

将来の改善・改革に向けた方策
（学生募集）
今後大学間での競争が予想される中、積極的に高校に出向いて、出前授業などを行い、高校の教員
の顔が見えるような関係を築くことが重要であると思われる。また情報理工学部への改組に伴い、従
来よりも理工系にターゲットを絞った募集活動が望まれる。
（入学者選抜）
複数の選抜方法は今度も維持されると思われるが、受験生の安定的な確保のためには、特に推薦入
試において指定校の割合を増やしていく方策が有効であると考えられる。また情報理工学部への改組
に伴い、一般入試において３学科で共通に理系数学を必須とするなど理工系の特色を出した選抜方法
が望まれる。
（入学者受け入れ方針等）
学部の理念と育成する人材に基づく入学者受け入れ方針は今後も継続されると考えられるが、現実
の問題解決のためには数学だけではなく、物理、化学などの理科の教育の重要性も指摘され、さらに
情報化社会と情報倫理の問題など、社会科など幅広い教育も必要となってくる。この意味で２００４
年より導入されている教科「情報」を入試問題に取り上げるという方策も考えられる。また情報理工
学部への改組に伴い、理念、育成人材においては、より理工系色を強めた概念となることと思われる。
（入試者選抜の仕組み）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１

大学全体の学生の受け入れ」参照）

（入試者選抜方法の検証）
この項は大学全体での記述（「Ⅳ－１

大学全体の学生の受け入れ」参照）

（入学者選抜における高・大の連携）
公募制からの入学者に対しては成績追跡において有意な評価が得られないことから、今後は入学
者枠を減少させ、むしろ成績追跡においては高い評価が得られる指定校出身者、有資格型からの入
学者の枠を増大させる方針である。この意味からも高等学校との連携がますます重要になってくる
と思われる。
（外国人留学生の受け入れ）
志願者数の増加を図るためにも広報活動や学内における留学生に対する日本語教育の充実などが
求められる。
（編入学者、退学者）
退学者を少なくするためにも日常的な学生へのケアは重要であり、今後は学部の教員に心理学の
専門家などを含めた相談制度が組織的に行なわれる必要があると思われる。編入学については、折
角の入試制度があるので、他大学に宣伝活動をするなどの方策が必要であろう。
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1０.

生命システム工学部

現状の説明
生命システム工学部では，一般入試，センター試験利用入試，推薦入試，AO 入試によって学生を受
け入れている．
① 一般入学者
現在，本学の一般入試は前期日程（２月）と後期日程（３月）に募集定員を分けて実施している．
前期日程は数学・理科・英語の３教科必須の A 方式，必須の数学と理科・英語から１教科を選択し
得点の高い科目の点を２倍する B 方式，全問マークシート形式の M 方式，B 方式と同様の選択科目
の計 200 点とセンター試験の高得点科目 200 点を加えるセンタープラス方式を実施している．
後期日程では，本学独自試験としては A 方式と B 方式を採用してきたが，2006 年度入試より数学
と外国語の B 方式のみとしている．
②

センター試験利用入学者

生命システム工学部では，2005 年度入試よりセンター試験成績のみで判断するセンター試験利用入
試を導入した．
2006 年度入試では，外国語・数学・理科の 3 教科を課す 3 教科 3 科目型，必須の数学とそれ以外か
ら 3 教科 3 科目を選択する 4 教科 4 科目型，外国語・国語・数学・理科を必須とし地歴・公民から
１科目選択する５教科５科目型に分けて募集し，その得点によって選抜しており，本学による個別
試験は課していない．なお，前期はこの３つの型を採用し，後期は３科目型と５科目型のみで選抜
している．
③ 推薦入学者
推薦入試として公募制の一般推薦入試，一芸一能推薦（特 I 推薦），指定校推薦（特 II 推薦），ス
ポーツ推薦を実施している．
一般推薦入試は，高等学校から提出されて書類と数学の基礎学力を問う数学基礎学力型と論述能力
を問う数学論述型を実施している．
特 I 推薦はスポーツや資格などに関して優れた学生を対象とし，スポーツ推薦はスポーツに関して
特に優れた学生を対象としている．学部指定の基準を満たす学生に対して，面接を実施している．
特 II 推薦は本学部が指定した高校に在学する者を対象とした推薦試験であり，小論文と面接により
選考される．
この結果，2006 年度入試では，一般推薦で１５名、特 II 推薦で１８名の入学者を受け入れている．
④

AO 入試

生命システム工学部では，2006 年度入試より AO 入試を導入している．
選考は，学習意欲や独自性や文章記述力を重点に書類選考を行った後に，プレゼンテーションと質
疑応答により最終判定を行っている．
この結果，2006 年度入試では４名の入学者を受け入れている．

点検・評価・長所と問題点
① 一般入学者
身体システム工学科における過去 3 年間の志願者を見ると，512 名，339 名，160 名と減少傾向にあ
る．
これに対し合格者数は 228 名，215 名，66 名，入学者数は 100 名，68 名，42 名となっている．
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2004 年と 2005 年の急激な変化は，学部設立にあたる 2004 年度入試においてセンター利用試験が
設定されなかったことによる．そのために一般入試に多くの定員が配置され，結果的に一般入試の
志願者が増えたと分析する．また，2006 年には情報理工学部との他学部並願を実施したために，極
端に合格者を減らすこととなったが，情報理工学部受験者からの本学部合格者を加えると合格者は
215 名となる．
18 歳人口の減少や理系離れの傾向の中，厳しい状況を乗り越えるための方策が必要と考えている．
② 推薦入学者
推薦入試志願者は 94 名，70 名，54 名と一般入学者同様減少傾向にある．合格者数は 80 名，60 名，
44 名，それに対する入学者数は 70 名，44 名，37 名となっており，合格者に占める入学者数は堅調
である．一般入試の区分でも述べたように，各年度で定員が異なるため単純な比較はできないが，
厳しい状況の中スポーツ推薦や AO 入試の導入，推薦指定校の見直しを進め，適切な高校への門を
広げている．また，ものづくりに興味を持つ学生確保のために，工業高校への指定校認定を進めて
いる．
以上のような状況をまとめると，生命システム工学部の推薦入試は厳しい状況ながらも堅調といえ
る．今後，推薦指定校の再検討を進め，学部教育に合致した学生確保に努めることが必要となる．
③

センター試験利用入学者

この区分の募集は 2005 年，2006 年入試のみである．志願者は 142 名，175 名に対し，合格者 126
名，150 名となっている．試験の性格上，同一受験生の複数受験もあり，合格者に占める入学者数
は 24 名，51 名と少ないが，基礎学力を備えた学生を確保するために重要な試験区分と考える．

将来の改善・改革に向けた方策
生命システム工学部では，学部教育内容に合致したより多くの志願者を集め，工学系の大学教育を
受けるに適した学生を選抜できるよう努めるが，18 歳人口の減少など厳しい現状はすぐには改善し
ないと考える．他の学部に比べてとくに本学部のような生命系・人間系を含む学際学部で学ぶこと
に将来の不安を感じる高校生が増えていると推測せざるを得ない。
学部教育・研究の指向に合った学生の受験を増やすためには，門戸の拡大と学部活動の広報が必要
である．前者に関しては推薦指定校の再検討，後者に関してはオープンキャンパスや
web(http://www.life.chukyo-u.ac.jp/)を活用し，学部の内容・活動と学生生活に関する状況を積極的
に広報する．
高校生にわかりやすく，かつ，高校教育と大学教育のギャップを埋めることができるカリキュラム
へと改善することで，適正な数とレベルの学生が入学できる環境づくりを進める．
志願者数の減少に対応するには、本学部の理念や教育目標の斬新さと可能性を外部に十分にＰＲ
するとともに、高校生に教育内容がより分かりやすくなるように科目名称の変更や科目の新設などを
合わせて行っていく必要があろう。また、キャリア科目や資格科目のより組織的な設置によって学部
としての魅力をより高める工夫も必要と考える。なお、場合によっては、教育内容の明確化と入学意
欲の促進のために、学部・学科名称の変更、あるいは学部改組などかなり大きな改革を行うことも視
野に入れる必要がある。
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１１.

体育学部

現状の説明
体育学部では、一般入学試験、センター試験利用入学試験、推薦入学試験、編転入学試験、特別入
学試験および付属高校・併設高校からの選抜によって学生を受け入れている。
① 一般入学試験
D 方式（前期日程および後期日程）
外国語（100 点）、国語（100 点）、数学（100 点）の中から 2 科目を選択する方式である。以前に
は体育の基礎能力を判定する実技テストを課していたが、学部教育に必要な運動能力は健康診断の結
果と基礎調査表にて確認できるとして、この方式での選抜者に対しては実技テストを課していない。
E 方式（体育科学科のみ）
国語（マークシート式：100 点）と実技試験（10 段階評価）を課して、総合的に合格判定を行なう
方式である。実技試験は 16 種目の中から選択することができ、自分の得意とするスポーツの競技能力
を生かすことのできる、競技能力重視型の入学試験である。
M 方式（健康科学科のみ）
すべてマークシート式の出題で外国語（100 点）、国語（100 点）、数学（100 点）の中から 2 科目
を選択する方式である。D 方式と同じく実技テストは課していない。
センタープラス方式
大学入試センター試験における高得点の 1 科目（200 点）に加え、本学の独自試験において外国語
（200 点）、国語（200 点）、数学（200 点）の中から 2 科目を選択する方式である。D 方式と同じく
実技テストは課していない。
② センター試験利用入学試験
体育学部の教育に対応して多様な才能を持つ学生を受け入れるため、選択する科目について独自性
を出している。3 教科型では外国語・国語・数学（各 200 点）から少なくとも 2 科目を選択、その他
の教科から 1 科目（200 点）を選択することとしている。このことにより、いわゆる文系の志願者で
も理系の志願者でも受け入れることが可能である。４教科型においては 6 教科（各 200 点）のうちか
ら４教科 4 科目を選択としている。5 教科型では外国語・国語・数学（各 200 点）を必須として、そ
の他の教科から 2 教科 2 科目（200 点）を択としている。
③

推薦入学試験

一般推薦
一般推薦入学試験においては国語読解テスト（100 点）と実技テスト（10 段階評価）を課して、総
合的に合格判定を行なう。実技試験は 16 種目の中から選択することができ、自分の得意とするスポー
ツの競技能力を生かすことのできる選抜方法である。
特Ⅰ推薦
優秀な競技実績を持つもので、入学後に学業とスポーツ活動を両立させる意欲に富むものに出願資
格を与える専願制の推薦入試である。優秀な競技成績とは種目によって異なるが、全国大会ベスト８
またはベスト２以上の実績を持つものを指定している。選考方法は出願書類の確認と面接である。
特Ⅱ推薦
専願制の指定校推薦入試である。指定している高校は全国各県のトップレベルの学力優秀高校であ
る。選考方法は出願書類と面接である。
④

編転入学試験
2 年次または 3 年次に編入または転入を志願するもの選抜している。試験は体育に関連する題材を
扱う小論文と、英語および面接である。また、外国人に対しても編転入を行なっており、この場合は
日本語試験と面接を課している。
⑤ 特別入学試験
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外国人留学生の志願者に対する選抜を年２回行なっている。試験は日本語（日本留学試験利用）と
面接である。
⑥ 付属高校・併設高校からの選抜
付属高校および併設高校において選抜選考されたものについて入学させている。

点検・評価 長所と問題点
体育学部全体の志願者は全入試区分の合計で 2004 年度 5,077 名、2005 年度 4,892 名、2006 年度
4,557 名であり、近年においては比較的安定して多くの志願者を集めている。入学者は 2004 年度 556
名、2005 年度 510 名、2006 年度 511 名であり定員の 119.6％、109.7％、109.9％となっている。体
育学部の入学者は東海３県の出身者が 48％（2005 年度）であり、北海道・東北 4.3％、関東 9.4％、
東海を除く中部 12.5％、関西 14.5％、中国・四国 7.6％、九州･沖縄 3.9％と全国から志願者、入学者
が集まっている。このため毎年比較的安定して志願者が集まっている。入学者の女子の比率は 23.7％
（2005 年度）であり、体育学部の特性として女子が少ない傾向にある。学科による特性もあり、健康
科学科においては女子の割合は 40％を超えているのに対して、体育科学科では女子の割合が低くなっ
ている。
次に入学試験区分別に列挙する。
一般入学試験
2006 年度の一般入学試験での志願者は体育科学科前期 1,887 名、後期 110 名、健康科学科前期 888

①

名、後期 75 名であり、合格者は体育科学科前期 237 名、後期 18 名、健康科学科前期 139 名、後期 6
名であり、入学者は体育科学科前期 118 名、後期 13 名、健康科学科前期 53 名、後期 4 名である。複
数回受験が可能であるため倍率は統計の取り方によって異なるが、かなりの高倍率である。また合格
者が入学する歩留まり率も高いと考えられる。一般入試と次に示すセンター試験利用入学試験では実
技テストを実施していない。しかし、学部の体育教育に問題のあるような運動能力が低い入学者は殆
んど入学していない。一方、ハンディキャップの志願者がいた場合、体育学部にどのように受け入れ
ていくべきかについては今後の検討課題である。
② センター試験利用入学試験
2006 年度のセンター試験利用入学試験での志願者は体育科学科前期 600 名、後期 41 名、健康科学
科前期 255 名、後期 27 名であり、合格者は体育科学科前期 216 名、後期 6 名、健康科学科前期 68 名、
後期 6 名であり、入学者は体育科学科前期 39 名、後期 4 名、健康科学科前期 9 名、後期 4 名である。
前述したように体育学部は地方にも多くの志願者がいるため、受験のために移動することなく志願で
きるセンター試験利用入学試験も存在価値が大きい。合格者の歩留まり率も比較的高い。
③

推薦入学試験
一般推薦入学試験での志願者は 2006 年度において体育科学科 524 名、健康科学科 27 名であり、合

格者は体育科学科 144 名、健康科学科 7 名であり、入学者は体育科学科 140 名、健康科学科 6 名であ
る。スポーツの競技能力を重視した入試選抜方法ではあるが、この方式においてはどんなにスポーツ
の競技能力が優れていても、国語読解テストの成績によっては合格できないこととなっており、一定
の学力が必要である。また、この選抜方法については入試ガイド等に詳細が明記してあり、これに則
り公正に選抜が行なわれている。
特Ⅰ推薦では体育学部の特性から競技力の極めて優秀な入学者を集めている。特Ⅰ推薦に該当する
競技実績については入試ガイド等に詳細に記載されている。このものについては入試選抜において学
力は問わないが、スポーツ活動とともに学業全体についても意識の高いものが多い。2006 年度では体
育科学科に 51 名、健康科学科に 3 名が入学している。
特Ⅱ推薦ではスポーツの得意な全国の学力優秀高校の生徒の入学者を見込んでいる。これらの入
学者については、体育学部の教育の 1 つの重要な柱である学校教育の担い手として育て、地元へ戻す

－309－

Ⅳ. 学生の受け入れ

ことを目標としている。2006 年度では体育科学科に 12 名、健康科学科に 13 名が入学している。
④ 編転入学試験
2005 年度の体育学部全体の編入学志願者は 24 名、転入学者は 8 名であり、合格者は 2 名と 3 名、
入学者は 1 名と 3 名であった。編転入の志願者数は増加する傾向にあるが、志願者の学力は全体とし
て高くはなく、合格者は少なくなっている。
⑤ 特別入学試験
外国人留学生に対して入学試験を行なっているが、2006 年度入試においては志願者 1 名（合格者 1
名）と志願者数は少ない。
⑥ 付属高校、併設高校からの選抜
2006 年度においては付属高校から体育科学科に 28 名、健康科学科に 1 名、付属高校からは体育科
学科に 1 名、健康科学科に 1 名が入学した。

将来の改善・改革に向けた方策
近年、体育学部では志願者が増加傾向にあり、一般入学試験およびセンター試験利用入学試験にお
ける入学者の学力レベルは上昇した。学力レベルの向上は保健体育の教員養成という学部の重要な教
育方針に有益であり、このことも一因となって近年卒業生の教員採用数が増加する傾向にある。今後
もこの傾向を維持・発展させるために努力し、入学試験においては体育学部の教育を受けるのにふさ
わしい能力と適性を持った学生の選抜を行なう方針である。
一方、体育学部の教育方針のもう一つに質の高いアスリートおよびスポーツ指導者の養成があるが、
そのためには高い競技力を持つ入学者の受け入れが求められる。体育学部においては推薦入学試験（一
般推薦、特Ⅰ推薦）においてこれらの能力を持つ入学者を集める方針である。しかし、他大学との競
合も一因となり、入学者の競技能力は上昇する傾向にはない。今後はアスリートにとって魅力のある
教育環境を整えるとともに、推薦入試の時期、入試方式などを考慮する方針である。
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Ⅳ-３ 研究科の学生の受け入れ
１．文学研究科
国文学専攻
現状の説明
ここ３年間の文学研究科の志願者・入学者数の推移は以下の通りである。
国際英語学部の完成に伴い、英文学専攻博士前期（修士）課程が国際英語学研究科に転換改組させ
た。従って、ここでは国文学専攻について述べることする。
入学試験は、博士後期課程については年１回（２月）、博士前期（修士）課程については年２回（前
期９月、後期２月）実施し、優秀な人材の確保を心掛けている。試験科目は国文学（上代・中古・中
世・近世・近代の 5 分野から専門分野を含めた３科目選択）・国語学・漢文学・外国語（英語）であ
る。専門研究者を志す者だけでなく、教職を志望する者にも積極的に門戸を開放しているが、そもそ
も志願者の減少傾向が続いており、学年定員（前期 5 名・後期 2 名）の充足が厳しい状況にある。

点検・評価・長所と問題点
志願者を増加させ、優秀な人材を確保しつつ、学年定員の充足に努めなければなるまい。中学・高
校における教員の採用状況は、やや好転しているとは言え依然として厳しく、近年の各大学・短大に
おける文学部や国文学科（日本文学科）の改組転換の趨勢の中で、専門研究者として採用される道は
さらに厳しくなっている。言わば、志願の動機付けが困難な状況にあり、指導内容を充実させて院生
個々の能力を高める一方で、全体的な状況を打破できるよう、行政側の協力も望みたい。

将来の改善・改革に向けた方策
仮に「18 歳人口」に対応して「２２歳人口」という言い方をすれば、景気が回復し就職状況が好転
すると、大学院を受験する「22 歳人口」が減少する傾向がある（少なくとも本学部・研究科において
は）。一方、研究生・科目等履修生には安定した志願者があり、積極的に受け入れているが、その多
くは「22 歳人口」に含まれない。現在、制度として実施されていはいない社会人入試を導入すること
で、学年定員の充足率を高められる可能性があろう。
なお、現職教員のリカレントを含めた昼夜開講については、今後検討してゆくことになっている。
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英文学専攻
現状の説明
学生募集を停止した修士課程では現在修士 2 年生が 1 名在学するのみである。博士後期課程では
前期日程と後期日程の入試を設定して学生募集を行っている。

点検・評価・長所と問題点
博士後期課程では基盤となる文学部英文学科の廃止に伴い学生募集は難しい状況で
あるが、
近隣大学院の英文学専攻博士後期課程が廃止されるようになった今日、日本英文学会支部・大学代
表選出資格校として、他大学院よりの志願者を見込める長所もある。「Ⅰ．中京大学の理念・目的・
教育目標（2）学部・研究科等の理念・目的・教育目標」の「将来の改善・改革に向けた方策」での
べたように文学博士の育成・輩出に有利に働くことも考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
現状で最善を尽くすことは必要であるが、近い将来に国際英語学研究科の博士後期課程の設立で
発展的に問題を解消することも視野にいれることも必要である。
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２.

心理学研究科

現状の説明
平成 18 年(2006 年)度中京大学入学試験要項（心理学研究科）に示されるように、本研究科博士前期
課程においては、一般選抜と社会人選抜の２選抜試験を実施している。社会人選抜は、大学卒業後７
年以上経過した者を対象にしている。一般選抜は、９月頃実施される前期日程と２月頃実施される後
期日程がある。博士後期課程は、2 月頃実施される一般選抜試験のみである。入学定員は、博士前期課
程が 30 名、うち実験・応用心理学専攻７名、臨床・発達心理学専攻 23 名である。博士後期課程は 6
名で、両専攻とも 3 名である。
ここ３年間の入学・修了状況を下表に示す。
ここ３年間の入学・修了状況

区
分
博士前期課程
博士後期課程
年
度 03 年度 04 年度 05 年度 合計 03 年度 04 年度 05 年度 合計
収 容 定 員
60
60
60
180
12
12
12
48
受 験 者 数
在 籍 者 数
36
41
43
120
4
8
10
22
修 了 定 員
＊
30
30
30
90
6
6
12
修 了 者 数
＊
18
15
22
55
0
1
1
専門職従事者
＊
0
13
9
16
38
0
0
受験者については、毎年ほぼ 100 名程度を維持しているが、合格者が入学定員に満たず、在籍者数が
収容定員の６～７割程度にとどまっている。なお、表中の専門職従事者は病院、クリニックなどの臨
床心理士、学校カウンセラー、各種施設のカウンセラーなどに従事するものが多いが、終了後１～２
年の実習期間を経てから就職する者が多く、実数は多少低めに表れている。

点検・評価・長所と問題点
受験者は、年度により若干の減少傾向にあるものの、ほぼ順調に推移しているといえるであろう。
受験者の減少傾向は、主として近隣大学の競合研究科創設によるものであり、予想より減少を最小に
とどめているといえよう。これは、受験生が本研究科に対して一定の評価を示している現われとも考
えられる。しかし、「理念」、「カリキュラム」等で触れたように、当研究科はここ２年ほどで半数
の定年退職者を出すことになり、この補充人事が受験生にどのように評価されるかにより前表の傾向
が大きく変動する可能性もある。この点に対する対応は当面の重要課題となるであろう。
さて、学生の受け入れに関する問題点としては、下記の３点が挙げられよう。
① 社会人受験生・入学生の減少：ここ数年社会人試験での合格者を出していない。この理由は、社
会人であるが故に抱える経験に根ざす問題意識が当研究科の教員の専攻領域と必ずしも一致し
ていないこと。また、経験に根ざすが故に、学問研究、問題解決に必要な柔軟な思考を持たず、
２年間での修業が期待できないことなどが指摘できよう。これにより合格者が減少し、そのこと
が受験生を減少させ、結果として受験生の質の低下を招くという悪循環に陥っている。
② 博士前期課程の合格者数が入学定員をかなり下回っている：受験者数に対して合格者が相対的に
少ないという事実は、受験者の質の相対的低下によるものと考えられる。特に、「心理学ブーム」
に乗ってか、非心理学領域の受験生が増加していることによりこの傾向に拍車がかかっているよ
うに思われる。いかなる学問であれ、基礎知識なしに修得することは不可能であろう。しかし、
心理学に関しては必ずしもそのように認められていないようである。若干、自分の興味に従い、
心理学関連図書を読んだだけで、自分でもできると判断する者がいる。このような者の存在は受
験者数の減少には役立つが、合格者の増加に貢献しない。心理学に関し、より正確な知識を得る
努力が必要とされる。
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③ 博士後期課程修了者数：表にも明らかなように、博士後期課程の修了者は極めて少ない。このこ
とは、いわゆる単位取得退学者が多いことを意味している。そもそも博士後期課程の目的が、大
学院設置基準第４条第１項（博士課程）にあるように「博士課程は、専攻分野について、研究者
として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研
究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。」にあるとするならば、また、
その前提として「課程博士の育成」にあるならば、本研究科の学生指導体制が未だ十分といえな
いことを如実に示すものであり、その改善は急務となる。

将来の改善・改革に向けた方策
上述したように、本研究科の学生受け入れ、ならびに教育が３つの問題点を持っていると考えられ
るので、改善の方策に関しても３つに分けて論じることにする。なお、丸番号は前項の番号と対応し
ている。
① 社会人は、かれらの経験・知識が一般学生に対して多大の教育効果を持つと考えられる。したが
って常に一定程度の入学生を維持することが望まれる。しかし、彼らが所定年数内で修了するこ
とが困難であることもまた偽りのない現実である。この問題の解決はかなり困難であるが、可能
な方策の一つは学部教育との連携であろう。すなわち、心理学部にはかなりの数の社会人相当年
齢学生が在籍している。彼らに大学院受験を促すとともに、学部入試に一定数の社会人入試を設
けることも検討に値しよう。
② 基本的には、実員と定員の乖離を最小にとどめるべきである。社会人入学生が多少増加したとし
ても、現状では収容定員すべてを満たすことは極めて困難であるといわざるを得ない。したがっ
て、博士前期課程の収容定員を 10～15（入学定員５～８）名程度削減すべきであろうと考える。
早急に、この点の検討を開始したい。
③ この問題は、課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切
性と極めて関連する問題である。心理学研究科創設以来約４年、徐々に成果は上がりつつある。
現在、審査中の学位請求論文が１件あり、今後も毎年１件程度は提出される見込みではある。し
かし、未だこの点に関し十分な成果が得られているとは言い難い。
この現状の改善に当たっては、
指導者がより論文指導に重点的に取り組まねばならないのは当然である。しかし、一方で、その
努力が成果を生むためには、
博士前期課程における修士論文の指導がより効果的になされればな
らないであろう。このためにも博士前期課程の定員削減は必要である。しかし、それだけではこ
の問題が解決しないことも明らかである。場合によっては、修士課程と博士一貫課程の分離など
の検討も必要となろう。今後この点に関しては、研究科委員会で十分に検討する予定である。
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３. 社会学研究科
現状の説明
本研究科の学生定員は、博士前期（修士）課程 5 名、博士後期課程 2 名である。この定員の少なさ
に加え、学部と同一の教員スタッフを擁するという本研究科の条件は、院生各自の研究テーマ・研究
計画に沿ったきめ細かな指導を可能にする。当該専攻分野の教員の指導を軸に、関連諸分野の教員も
加わる指導の体制を組むことによって、研究指導に幅と厚みがもたらされる。しかし、その一方、院
生数が少数になりすぎる場合、院生間の共同研究や相互交流などの面で不十分さも生まれてくる。少
人数指導のメリットを生かしながら、今後どのように院生の量的確保を図っていくかが課題になって
いる。
近年、毎年の入学者は定員を下回っている。旧来のように大学院を研究者養成に限定せず、専門的
職業人の養成をはじめ、大学院教育の新たな発展の方向を模索すべきことは当然の課題といえるだろ
う。しかし、これまで、本研究科が直接かかわりをもつ専門分野において、高度専門職業人需要の広
がりを見通すことには困難さを感じていた。しかも大学院修了者には、狭義の研究職に就かない人の
場合であっても、学識と研究力量の高さが求められるだろう。院生数の減少は、このような見方を暗
黙の前提としつつ、入学試験に際して学力および研究力量の発達可能性についての評価が厳しくなり
がちだったことが影響しているように思われる。
いま、全国的に取り組みが開始された社会調査士の資格教育の問題をはじめ、本研究科を取り巻く
社会的条件にも変化が生じている。これらの社会的要請の多様化に応じたいくつかのタイプの院生の
受け入れ方について、その入試方法の問題とともに検討すべき段階に至っているといえよう。

点検・評価 長所と問題点
本研究科は、これまで、大学卒業直後の学生だけでなく、実務経験や教職・研究職の経験をもつ幅
広い年代の学生を受け入れてきた。両者の割合は、およそ半々である。この特徴を、今後も大いに活
かしていきたいと考える。また、留学生も継続的に受け入れてきている。この面での取り組みも、一
層発展させたい。
上に述べたように、大学院生の量的確保の面では新たな検討と試みが必要である。研究科の理念・
目標の見直し作業と結んで、研究科への多様なニーズを背景とする志願者の多様性をいかに位置づけ、
配慮するかということが、学生の受け入れに関する主な検討課題になるだろう。

将来の改善・改革に向けた方策
これまで入学者選抜では、同一基準による同一選抜試験が実施されてきた。もしも、受け入れる院
生のタイプを区分し、修士課程と博士後期課程との性格上の違いを明確にするならば、選抜方法を多
様化することも認められるだろう。その可能性を含めて、入試方法の検討に着手したい。
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４.

法学研究科

現状の説明
法学研究科の定員は、修士(博士前期)課程 10 名、博士後期課程３名である。修士課程の
入試は、前期日程(９月)と後期日程(２月)の 2 回で行われる。博士後期課程の入試は、前
期課程入試の後期日程に合わせて、1 回行われている。
修士課程の入試においては、特修コースは、専門科目 2 科目または語学科目 1 科目と専門科目 1 科
目の試験を課しており、研究者コースは、語学科目 1 科目と専門科目 1 科目の試験を課している。い
ずれのコースも口述試験をも課されている。
博士後期課程の入試では、語学科目 2 科目と修士論文審査および口述試験が課されている。
過去 3 年間の志願者数と合格者数は、以下の通りである。
(図表)
修
年度
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
2006 年

志願者
15
15
12
6
15

士
合格者
9
6
2
2
8

博
入学者
8
6
2
1
5

志願者
0
1
1
1
2

士
合格者
0
1
1
0
0

入学者
0
1
1
0
0

点検・評価 長所と問題点
1997 年度入試より、特修コースと研究者コースとの 2 コースによる入試制度に変わったが、合否判
定は、コース別には行わず、総合点で行うため、コースによる難易度に差が出ている。なお、この差
の当否については評価が分かれており、意見の一致が見られない。引き続き検討が必要である。
また、社会人については、応募者を含めて、比較的少数にとどまっている。この点についても、評
価は分かれているが、社会人教育に対して受け身的発想にただ囚われていては、対応として不十分で
あろう。現代社会の教育要請を見据えた対応が求められよう。

将来の改善・改革に向けた方策
現在、大学院教育拡大への社会的要請をうけ、長期的展望に立って、教育内容・カリキュラムの見
直しや学生の受け入れ方法の変更などを含めた抜本的な改革に取り組んでいる。
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５. 経済学研究科
現状の説明
研究科の入学者選抜方法は以下のとおりである。
① 修士（博士前期）課程
ア一般入学試験
筆記試験と面接試験を実施している。筆記試験の内容は、経済理論３問、経済史、経済政策、財
政学、金融論、国際経済学、産業経済、英語については各１問、合計１０問のうちから２問選択と
なっている。
イ外国人特別入学試験
研究科委員会で選出された３名の試験委員が経済学の基礎知識および修士課程における科目履修に
耐えうる程度の日本語能力の有無を判定する。
ウ入学試験実施時期：毎年度７月と３月
② 博士課程後期 一般入学試験（筆記試験と口頭試問）のみを実施している。
筆記試験は外国語の試験のみで、英語、独語、仏語から１カ国語を選択。口頭試問は研究科委員会
で選出された３名の試験委員が修士論文の内容、および博士課程における研究計画等について試問
する。

点検・評価・長所と問題点
① 修士課程入学者選抜について。
入学志願者を拡大し、より多様化するために、社会人入試の実施を検討する必要があるであろう。
また、一般入学試験における専門科目がやや難解に過ぎること、また外国人特別入学試験に比べ不
利になっており、入試問題のあり方を考えていく必要がある。
②博士後期課程入学者選抜について
選抜方法に特に問題はないと考えている。

将来の改善・改革に向けた方策
上述した問題点について、早急に対策を考えていく必要がある。研究科委員会のメンバーは教授
会のメンバーと同一であるから、現在学部に作られている将来問題検討委員会に、大学院の問題
も含め議論していくことが必要であろう。
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６. 経営学研究科
現状の説明
博士前期課程の学生募集は以前には①一般選抜②社会人選抜③留学生選抜の 3 方式に区分していた
が、現在では専門分野の論述式試験を 5 分野から出題し、1 問選択および面接を課している。
博士後期課程は原則として修士論文に基づいて提出された論文に関する口頭試問および英語試験を課
している。
博士前期課程の定員は 15 名であり、2006 年 10 月 1 日現在の充足率は 70％（1 年：86％、2 年：
53％）である。博士後期過程の定員は 3 名であり、同日現在の充足率は 55％である。研究科が開設さ
れた 1995 年から 2001 年度までは志願者も 20 名を越え、入学者も 10 名以上の年度が普通であった。
しかし、上記ビジネス・イノベーションの開設の年度から 2004 年度までは低迷がつづき、入学者は一
桁に減少した。しかし 2005 年度以降志願者は 20 名を超え、入学者も二桁に増加している。ちなみに、
博士後期課程では創設 10 年の 2006 年度までに９名が学位を授与されている。

点検・評価・長所と問題点
現在の定員充足率は博士前期課程、博士後期課程とも 50％を上回っているが、これに関しては、
前者と後者とではやや評価が異なる。前者は併設されたビジネス･イノベーション学科との競合関係が
作用しており、その点を勘案すれば充足率は低くないといえる。後者は専門的研究者の育成を目指し
ており、すでに開設 10 年にして 10 名の博士号取得者を輩出している。昨年度、学位を取得したスリ
ランカからの留学生は、帰国後、大学教員としての職を得ている。充足率は 5 割をやや上回る程度だ
が、専門的研究者育成という社会的ニーズを満たしているといえる。
一方、2001 年度までとは異なり 2005 年度以降の入学者構成は外国人留学生が支配的となってい
る。かれらは、修士課程を修了して高度の専門的職業人として、また日本を第二の母国とする国際的
職業人として活躍している。かれらの日本語能力はオーラル（聞く・話す）面では十分であるが、日
本語の読解力・文章力は貧弱な場合が多く、修士論文作成指導の負担はきわめて大きい。

将来の改善・改革に向けた方策
外国人留学生に関する日本語論文指導に関しては現在、正式科目としての設置を検討中である。ま
た教員数との関係では、博士課程前期の定員数はやや過剰であって今後の動向を勘案してその縮小も
検討中である。
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８. 情報科学研究科
現状の説明
（博士前期課程）
学生募集に関しては、教育目標に基づき３専攻ともに一般入学試験によって行なわれており、前期
と後期の２回実施されている。試験は筆記試験と面接試験からなり、筆記試験は英語と専門科目から
なり、面接試験は予め提出した研究計画書をもとに口頭試問が行なわれる。これらの試験によって博
士前期課程における基礎的な能力を確認することができ、いままでの実績で、この方法によって選抜
した学生が修士課程に適合しないという事例はほとんどないことから選抜方法の適切性は認められる。
情報科学専攻、メディア科学専攻においては、学部における成績優秀者に対して、学内推薦制度に
相当する筆記試験免除の制度を設けてある。この制度により過去にも８割以上がこの制度を利用した
進学となっていることからも大学院進学生確保の有効な手段となっている。
他大学・大学院に対して特別の入学枠を設けているわけではないが、実績としては認知科学科専攻
において、他大学からの進学者が多くある。これは認知科学を本格的に専攻する研究科が他にないこ
とによるものと思われる。他大学からの進学希望者に対してはその適性や進学準備状況を把握するた
めに教員とのインタビューを事前に行なうことを勧めている。
飛び入学について、３年次までの成績が非常に優秀であり、博士前期課程に進学するための十分な
準備ができていると判断される者を対象にしているが、４年次における卒業論文執筆という経験を経
ないために慎重に判断する必要がある。過去に数例の実績があるが、進学後、特に他に遅れをとった
などの事態は生じておらず、慎重な判断の結果の飛び入学が有効であると言える。
社会人の受け入れに関して、特に入学枠を設けてはいないが、社会生活経験者の進学実績はあり、
仕事を辞めて進学しているので特段の配慮の必要はないと言える。
現在、情報科学専攻が定員１２名に対して１年が５名、２年が１１名、認知科学専攻が定員８名に
対して１年が２名、２年が５名、メディア科学専攻が定員１０名に対して１年が４名、２年が９名と
なっており、全体では定員に対して６０％の在籍率である。
（通信教育課程）
学生の募集は、web 上での告知を中心に行っており、常時問い合わせの窓口を設けて個別の相談
に応じている。選抜方法は、現場で感じている問題点に関して｢研究計画書｣の提出を求め、事前の書
類審査を通過したものについてその内容を検討し、１週間から１０日間、２名の教員とメイリングリ
スト上で質疑を行う。これを１次審査とし、１次を通過したものについて個別に日程を調整して面接
試験を行っている。面接には、論文指導など通信制カリキュラムのコアを担当する教員と、計画書の
内容から見て指導担当にあたる可能性の大きい教員２名から３名があたり、３０分から１時間をかけ
て、研究計画を検討する。評定は、担当した教員間で調整のうえ合否を決定し、通信制運営を担当す
る教員全員の承認を経て決定される。
このような選抜方法は、本課程の狙いである現場に直結した問題を課題として認知科学を学び、
研究能力を育成するという目的にもっとも適した形式だと考えられる。この１次、２次の受験期間に
研究計画がおのずからより実現可能な計画に作り直される場合もあり、その経過も評価の対象として
いる。入学した学生については、研究計画と質疑の経緯をもとに履修指導を行っている。
なお、現在のところ、本専攻では、担当教員の負担増を懸念して、科目等履修生を受け入れてい
ない。
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点検・評価 長所と問題点
（博士前期課程）
学内推薦制度がうまく活用され、進学率を向上させている点は評価できる。一方、特に他大学枠、
社会人枠といった入試制度を設けなくとも進学実績があることは本研究科の魅力とも言える。しかし
やはり学部からの進学率という点では国公立大学に大きく差をつけられており、これが最大の問題点
である。
（通信教育課程）
選抜が修士論文研究の内容に直結しているため、はじめからかなり勉学意欲と研究意欲の高い受
験生を集めており、選抜の妥当性はこれまで全員が２年での修士取得という結果に反映されていると
考えている。事前審査から１次、２次とすべての過程に複数の教員が関わっているため、入学してく
る学生の特性に関しては、少なくとも数名の教員がそれを把握できるレベルで透明性が保たれている。
反面、この選抜方法が敷居の高さとなって受験生そのものの数を低く抑えている可能性もある。実施
に関しては手間と時間のかかる方式だが、現在のところ、受験人数が多くないため、問題となるには
至っていない。

将来の改善・改革に向けた方策
（博士前期課程）
学部においては、様々な入試制度を導入することにより受験生確保を行なっている。大学院におい
ても入試制度の工夫を行なう余地はあると言え、教育・研究内容を積極的に宣伝することや他大学、
社会人枠の設置といったことが考えられる。しかし本質的な問題は経済的な点であり、入学後安心し
て研究生活を続けられるような方策（ティーチングアシスタント制度、リサーチアシスタント制度な
ど）を学生に対して準備していくことが全学的に求められる。
（通信教育課程）
受験生の人数を増やすことが好ましいと考えられるため、カリキュラムや学習方法、修士論文研究
の成果についてこれまでより広く一般の目に触れやすい形で公開してゆく必要があると考えられ
る。これに関しては、Web 上での公開などの方策を検討している。
選抜方法そのものに関しはこれまでのところ大変うまく機能しており、すぐに改革の必要はない
と考えている。研究計画書を書くことへの敷居の高さを軽減するためには、雛形を Web 上に掲載す
るなど、軽微な改善を予定している。
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８. 情報科学研究科
現状の説明
（博士前期課程）
学生募集に関しては、教育目標に基づき３専攻ともに一般入学試験によって行なわれており、前期
と後期の２回実施されている。試験は筆記試験と面接試験からなり、筆記試験は英語と専門科目から
なり、面接試験は予め提出した研究計画書をもとに口頭試問が行なわれる。これらの試験によって博
士前期課程における基礎的な能力を確認することができ、いままでの実績で、この方法によって選抜
した学生が修士課程に適合しないという事例はほとんどないことから選抜方法の適切性は認められる。
情報科学専攻、メディア科学専攻においては、学部における成績優秀者に対して、学内推薦制度に
相当する筆記試験免除の制度を設けてある。この制度により過去にも８割以上がこの制度を利用した
進学となっていることからも大学院進学生確保の有効な手段となっている。
他大学・大学院に対して特別の入学枠を設けているわけではないが、実績としては認知科学科専攻
において、他大学からの進学者が多くある。これは認知科学を本格的に専攻する研究科が他にないこ
とによるものと思われる。他大学からの進学希望者に対してはその適性や進学準備状況を把握するた
めに教員とのインタビューを事前に行なうことを勧めている。
飛び入学について、３年次までの成績が非常に優秀であり、博士前期課程に進学するための十分な
準備ができていると判断される者を対象にしているが、４年次における卒業論文執筆という経験を経
ないために慎重に判断する必要がある。過去に数例の実績があるが、進学後、特に他に遅れをとった
などの事態は生じておらず、慎重な判断の結果の飛び入学が有効であると言える。
社会人の受け入れに関して、特に入学枠を設けてはいないが、社会生活経験者の進学実績はあり、
仕事を辞めて進学しているので特段の配慮の必要はないと言える。
現在、情報科学専攻が定員１２名に対して１年が５名、２年が１１名、認知科学専攻が定員８名に
対して１年が２名、２年が５名、メディア科学専攻が定員１０名に対して１年が４名、２年が９名と
なっており、全体では定員に対して６０％の在籍率である。
（通信教育課程）
学生の募集は、web 上での告知を中心に行っており、常時問い合わせの窓口を設けて個別の相談
に応じている。選抜方法は、現場で感じている問題点に関して｢研究計画書｣の提出を求め、事前の書
類審査を通過したものについてその内容を検討し、１週間から１０日間、２名の教員とメイリングリ
スト上で質疑を行う。これを１次審査とし、１次を通過したものについて個別に日程を調整して面接
試験を行っている。面接には、論文指導など通信制カリキュラムのコアを担当する教員と、計画書の
内容から見て指導担当にあたる可能性の大きい教員２名から３名があたり、３０分から１時間をかけ
て、研究計画を検討する。評定は、担当した教員間で調整のうえ合否を決定し、通信制運営を担当す
る教員全員の承認を経て決定される。
このような選抜方法は、本課程の狙いである現場に直結した問題を課題として認知科学を学び、
研究能力を育成するという目的にもっとも適した形式だと考えられる。この１次、２次の受験期間に
研究計画がおのずからより実現可能な計画に作り直される場合もあり、その経過も評価の対象として
いる。入学した学生については、研究計画と質疑の経緯をもとに履修指導を行っている。
なお、現在のところ、本専攻では、担当教員の負担増を懸念して、科目等履修生を受け入れてい
ない。
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点検・評価 長所と問題点
（博士前期課程）
学内推薦制度がうまく活用され、進学率を向上させている点は評価できる。一方、特に他大学枠、
社会人枠といった入試制度を設けなくとも進学実績があることは本研究科の魅力とも言える。しかし
やはり学部からの進学率という点では国公立大学に大きく差をつけられており、これが最大の問題点
である。
（通信教育課程）
選抜が修士論文研究の内容に直結しているため、はじめからかなり勉学意欲と研究意欲の高い受
験生を集めており、選抜の妥当性はこれまで全員が２年での修士取得という結果に反映されていると
考えている。事前審査から１次、２次とすべての過程に複数の教員が関わっているため、入学してく
る学生の特性に関しては、少なくとも数名の教員がそれを把握できるレベルで透明性が保たれている。
反面、この選抜方法が敷居の高さとなって受験生そのものの数を低く抑えている可能性もある。実施
に関しては手間と時間のかかる方式だが、現在のところ、受験人数が多くないため、問題となるには
至っていない。

将来の改善・改革に向けた方策
（博士前期課程）
学部においては、様々な入試制度を導入することにより受験生確保を行なっている。大学院におい
ても入試制度の工夫を行なう余地はあると言え、教育・研究内容を積極的に宣伝することや他大学、
社会人枠の設置といったことが考えられる。しかし本質的な問題は経済的な点であり、入学後安心し
て研究生活を続けられるような方策（ティーチングアシスタント制度、リサーチアシスタント制度な
ど）を学生に対して準備していくことが全学的に求められる。
（通信教育課程）
受験生の人数を増やすことが好ましいと考えられるため、カリキュラムや学習方法、修士論文研究
の成果についてこれまでより広く一般の目に触れやすい形で公開してゆく必要があると考えられ
る。これに関しては、Web 上での公開などの方策を検討している。
選抜方法そのものに関しはこれまでのところ大変うまく機能しており、すぐに改革の必要はない
と考えている。研究計画書を書くことへの敷居の高さを軽減するためには、雛形を Web 上に掲載す
るなど、軽微な改善を予定している。
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９. 体育学研究科
現状の説明
（学生募集と入学者選抜）
本研究科は学生の受け入れについてできるだけ広く門戸を開き、単に体育スポーツ関連専攻の学生
のみならず、他学問領域を専攻した学生を受け入れると共に意欲の高い社会人を積極的に受け入れる
ことを入学者募集の基本としている。まず、学生募集にあたっては５つの専攻系のスタッフ、カリキ
ュラム内容、研究教育の特色などについての紹介、修了後の進路状況、及び入学者選抜方法などにつ
いて、毎年５～６月の時期に進学説明会を開催し、入学希望者に対する情報の提供を行っている。ま
たこの説明会開催に当たっては学内掲示、およびインターネットのホームページで開催情報を提供し
ている。
次に入学者の具体的な選抜方法としてはまず、博士前期課程(修士)では英語、体育学(全体で１５問
のうち５問解答)の筆記試験及び口頭試問を実施している。ただし、社会人（実務経験３年以上）につ
いては英語と体育学の筆記試験を免除し、かわりに学習もしくは研究計画書の提出を義務づけている。
また外国人留学生については英語もしくは日本語のいずれかを選択させ、また体育学は２問を選択さ
せ（日本の大学を卒業している場合は３問を選択）、それぞれ解答を求めている。博士後期課程では
英語(基礎的英語能力と専門分野の英語読解能力)の筆記試験及び口頭試問を実施している。ただし、外
国人留学生については
一般志願者と同じ英語試験、もしくは基礎的英語能力テストと日本語（主として作文）テストを組み
合わせた筆記試験のいずれかを選択させている。

点検 評価及び問題点
学生募集に関しては前述したように進学説明会を実施しているが毎年、20 名ほどの参加であり、そ
のうちほとんどが体育学部学生であるのが実状である。この点から見ても特に学外への開催情報の提
供が不十分であること、また学内においても体育学部以外の学部学生への周知の徹底が現状では不十
分である。
次に入学試験について、英語試験のうち基礎英語能力問題は米国人教師に英問英答形式で出題を依
頼し、作成しているが標準化されていないため、その妥当性については検討の余地が残されている。
体育学については全体の領域から選択する形式をとっており、特に
現時点では問題はない。外国人留学生に対する日本語試験は今年度から日本留学試験など
を試みに条件付で導入しているが本研究科独自のテストも平行して行っており、これらのテストにつ
いても標準化が行われていない問題が指摘されよう。

将来の改善、改革にむけた方策
学生募集についてはインターネットのホームページのさらなる充実を図り、学内外への情報提供を
積極的に行う方向で検討を進めている。また入学試験については、英語、日本語等については標準化
されたテストの本格的な導入の検討を行っている。さらに博士後期課程については口頭試問の内容の
充実、発表論文の評価基準などについての客観化をさらに進める計画である。

(学内推薦制度)
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現状の説明
本研究科においては現在、学内外からの推薦制度は設けていない。しかしながら、近年、トップ
アスリートのキャリアターミネーションに伴う問題としてコーチなどの指導者を目指し、大学院へ
の進学を選択するケースも増え、このようなケースについて推薦制度の必要性が指摘されている。
また、学部と大学院の一貫教育という視点からも推薦制度の必要性が指摘されてきている。本研究
科においてもこれらの状況を踏まえ推薦制度について前向きに議論を進めている。

点検 評価、及び問題点
本学体育学部内だけに絞ってみても、大学院への進学率は２～３％に過ぎないのが実状である。
推薦制度を設けることにより、内部進学を即し、副次的に学部学生の勉学意欲を高めることにも
つながると考えられる。早急に推薦制度を確立する必要があろう。

将来の改善 改革に向けての方策
先述したように本研究科において早急に推薦制度を導入する必要があり、その議論は入試委員会
等ですでに開始されている。今後、推薦制度導入とそれに伴うカリキュラム改正、学生定員の見直
し、などについての改善が検討される予定である。
(社会人の受け入れ)

現状の説明
本研究科の博士前期課程(修士)の定員は１２名であるがそのうち社会人入学者は１名にとどまっ
ている。

点検 評価および問題点
現状では社会人受け入れ状況は不十分である。この理由としては特に従来、英語、体育学などの
筆記試験を課してきたがこれらの入試方法がハードルを高くしてきたと考えられる。また現行のカ
リキュラムは研究者養成を主軸としており、はたして社会人の入学目的にそったカリキュラム内容
になっているかなどの問題が指摘されよう。

将来の改革 改善に向けた方策
今年度の入試から社会人については体育学および英語の筆記試験を免除し、代わりに学習もし
くは研究計画書（2000 字程度）をまとめて提出する形式に改めたことにより、社会人志願者が増加
することが期待される。また社会人の受け入れについては応募の方法、カリキュラムの多様性、時
間割の工夫などの改善点について検討を進める予定である。
(外国人留学生の受け入れ)

現状の説明
外国人留学生については本研究科は積極的に受け入れてきている。この３年間における実績とし
ては修士課程でそれぞれ 2004 年（ ５名 ）2005 年（ ６名 ）2006 年（ ４名 ）である。また博士
後期課程では 2004 年（ １１名 ）2005 年（ １０名 ）2006 年（ ９名 ）である。
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点検 評価および問題点
外国人留学生については、本研究科では特別に日本語能力向上のための日本語コースを設けて指
導を行っており、留学生の日本語能力の向上に役立っている。また外国人留学生のための本学独自
の奨学金制度があり、学生の支援に寄与している。しかし、他方において、留学生に対する相談体
制、生活支援の拡充などの課題も残されている。入学選抜方法については現在のところ格別の問題
はない。しかしここ数年、留学生の数は減少傾向にあり、出身国も中国がほとんどで偏りがあると
いう問題がある。

将来の改善 改革に向けた方策
本研究科はこれからも積極的に留学生を受け入れていく方針である。そのため留学生に対する教
育サービスとしての日本語教育の一層の充実、留学生に対する推薦制度の導入、経済的支援の拡充、
国際的な広報活動の推進などについて検討を進める予定である。
(定員管理)

現状の説明
体育学研究科の収容定員は前期課程２４名、後期課程１２名であるのに対して現在、在籍学生数
はそれぞれ３３名と２７名となっている。本研究科においては発足以来ほぼ収容定員を満たしてき
ており、実際にはむしろ定員を超えて受け入れてきた実績がある。しかし、ここ数年、志願者の減
少傾向が見られ、特に博士後期課程において顕著である。

点検 評価および問題点
現在のところ本研究科の定員管理は、全体としておおむね適切な形で推移してきていると判断さ
れる。しかし、前述したように志願者が減少する傾向にあり、研究科全体の
組織、教育課程（カリキュラム）、入試方法等の再検討が必要な時期になってきていると考えられ
る。
将来の改善 改革に向けた方策
研究科全体としてみるとコーチ、指導者などの専門的実践を目指したコースの充実、さらに博士
後期課程終了後のオーバードクター課程などについて整備を進めることなどが当面の志願者増加の
ための改善策として考えられる。
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１０．ビジネス・イノベーション研究科
現状の説明
ビジネス・イノベーション研究科の教育理念・目標は、高度専門職業人の育成にある。これ
に対応して学生受け入れに関しては、以下のごとくである。
ビジネス・イノベーション研究科の学生募集の方法は、「ＡＯ方式選抜」および「一般選抜」
によって行われている。「ＡＯ方式選抜」は、３年以上の社会人実務経験者で、かつ、現在の
勤務先の所属長等による推薦書があることを条件としており、社会人教育を主柱とする本研究
科が重点を置いている選抜方式である。この選抜方式では研究計画書を提出させたうえで面接
が行われ、前記の実務経験および推薦書を含めた総合的判断により合否が決定される。
「一般選抜」は、前記「ＡＯ方式選抜」で述べた社会人実務経験ないしは推薦書を欠く志願
者のための選抜方式である。この選抜方式では、面接において、研究計画書とならび、社会人
実務経験や推薦書の不足を補うに足るだけの人間性・学力・向上心が備わっているか否かを問
い、合否を決定している。（なお、平成 18 年(2006 年)度入試までは、「一般選抜」において
面接に先立ち経営学分野の小論文試験を課していたが、実際には上記のように面接における見
極めが極めて重要であるため、平成 19 年（2007 年）度以降の入試では小論文試験を行わない
こととした。）
2003 年度の開設以来、ビジネス・イノベーション研究科の入学者数は、定員 30 名に対して、
2003 年度 18 名、2004 年度 12 名、2005 年度 23 名、2006 年度 14 名、と推移している。
また、2007 年度には、従来のＭＢＡコースに並んで「中小企業診断士コース」が開設される。
企業実習のチーム編成への人数制限から、定員 10 名からスタートする。

点検・評価・長所と問題点
入学定員 30 名に対し、上記のとおり未充足状態が続いている要因として、次の３つが挙げ
られる。すなわち、①前述の「ＡＯ方式選抜」が主対象として見込んだ企業等からの派遣院生
が、昨今の人件費抑制および人員配置数の絞込み（派遣院生が残業を打切り職場を出ることを
難しくする）の流れのなか伸び悩んでいること、②「一般選抜」による志願者も、いわゆるＭ
ＢＡ（経営学修士）保持者に対する企業社会での評価がわが国でまだ浸透していないため、費
用（自己負担の学費）対効果（キャリアアップ）の見極めがつかず、同じく伸び悩んでいるこ
と、③近隣諸大学で社会人を主対象とした経営大学院の開設が相次ぎ、①②の要因から伸び悩
むＭＢＡ志願者のプールを取り合う形となっていること、である。ただし、平成 19 年度開設
の「中小企業診断士コース」に対しては、今後、恒常的に一定数の入学者数が見込まれるもの
と推測する。
入学定員の充足如何とは別に、入学した院生が（ほとんどの場合）多忙な勤務との兼ね合い
を乗り越え、課程を修了しているか否かも重要であろう。この点に関しては、本研究科の場合
いわゆる「ドロップアウト」はほとんどなく（2003 年度および 2004 年度入学生の各１人のみ）、
夜間および週末のみの開講システム、およびゼミ担当教員をはじめ教職員の個々の院生への手
厚い指導が、奏功していると考えられる。
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将来の改善・改革に向けた方策
上記①～③の定員未充足要因のうち、②および③の要因は本研究科の設立段階からあ
る程度予想していたものである。であるからこそ、中京地域の諸企業の経営者および人
事セクションに地道に働きかけ「ＡＯ方式選抜」による将来有為な社員等の受入れをよ
り重視し（②の要因の影響緩和）、実業界から多彩な客員教授を招聘してのケーススタ
ディ教育充実で他大学のＭＢＡ課程との差別化を図った（③の要因の影響緩和）のであ
る。さらに、「中小企業診断士コース」の開設は、定員充足への有力手段となりうると
判断する。
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１１.法務研究科
現状の説明
1．アドミッション・ポリシー
法務研究科の入学者の選抜にあたっては、正義感あふれる法曹の養成という本研究科の教育理念を
体得し、将来法曹として活躍しうる能力を有する人材を選抜するため、法学部以外の学部出身者や、
社会的経験が豊かな社会人にも広く門戸を開放し、多様な能力を有する者の中から、厳正な試験によ
り、あらかじめ公表した公平な基準に従い、合格者を決定している。
２．入試の方法・合否判定基準等
入学試験は、未修コース（在学期間 3 年）と既習コース（在学期間 2 年）に分け（併願も可能）、
それぞれにつき前期日程（定員 25 名 9 月実施）と後期日程（定員 5 名 1 月実施）の年 2 回実施してい
る。
選抜の方法は、未修・既習コース共通の第１次試験として、全受験生に小論文を課し、その成績
（40%）・適性試験成績（30%）・志望理由書（10%）・大学（院）成績（10%）・自己アピール書（10%）
の総合成績で第一次合格者を決定し、その合格者に対してさらに第 2 次試験として面接を実施し、そ
の評価点（20％）を第１次試験の成績に加算して、最終的な合格者を決定している。
既習者コースの受験生に対しては、さらに法律科目に関する論文試験（憲法・民法・刑法・民事訴
訟法・刑事訴訟法）を課し、その評価点と法学既習者試験（日弁連法務研究財団）の成績との総合判
定により合格者を決定している。
３．公正・公平な入学者選抜
入学者の合否を判定する採点基準（上記）は、「入学試験要綱」に明記している。また、各年度の
入試データ（出願者数・受験者数・平均点・合否判定基準・過去問等）はＨＰ上で公開している。
４．志願者・合格者・入学者の人数
志願者数は、2004 年度 426 名、05 年度 256 名、06 年度 143 名であった。
合格者数は、04 年度 58 名、05 年度 64 名、06 年度 61 名であった。
そのうち実際に入学したのは、04 年度 38 名（歩留率 66％）、05 年度 32 名（50％）、06 年度 28
名（48％）であった。
５．入学者の内訳
未修・既習別では、04 年度未修 38 名・既習 0 名、05 年度未修 31 名・既習 1 名、06 年度未修 28
名・既習 0 名であった。
入学者の出身大学は、国公私立別では、04 年度国公立 23 名（61％）・私立 15 名（39％）、05 年
度国公立 10 名（31％）・私立 22 名（69％）、06 年度国公立 7 名（25％）・私立 21 名（75％）であ
る。地域別では、東海地区の大学出身者が多いものの、04 年度は、北は北海道から南は九州・沖縄の
大学出身者もいたが、05 年度の入学者は、関東・中部・関西地区の大学出身者のみであり、また、06
年度も 1 名を除いて上記 3 地区の大学出身者だけであった。
入学者の出身学部の内訳は、法学部が 04 年度 21 名（55％）、05 年度 20 名（62.5％）、06 年度
20 名（62，5％）、法学部以外が 04 年度 17 名（45％）、05 年度 12 名（37，5％）、06 年度 12 名
（37，5％）であり、毎年おおよそ 6 対 4 の割合である。
男女別では、男子が 04 年度 22 名（58％）、05 年度 18 名（56％）、06 年度 18 名（64％）、女子
が 04 年度 16 名（42％）、05 年度 14 名（44％）、06 年度 10 名（36％）であり、毎年おおよそ 6 対
4 の割合である。
社会人の経験別では、経験有りが、05 年度 22 名（58％）、05 年度 13 名（41％）、06 年度 14 名
（50％）であり、毎年 4 割以上の入学者が社会人経験者である。
年齢別では、04 年度は 20 歳代が 16 名（42％）、30 歳代が 18 名（47％）、40 歳以上が 4 名（11％）
で、05 年度は 20 歳代が 24 名（75％）、30 歳代が 7 名（22％）、40 歳代が 1 名（3％）で、06 年度
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は 20 歳代 20 名（72％）、30 歳代 6 名（21％）、40 歳代 2 名（７％）であり、2 年目以降は 20 歳代
の入学者が約 4 分の 3 を占め、合格者の平均年齢が低くなっている。
６．入試にかかわる組織
法務研究科入試委員会規程（平成 18 年 4 月 1 日制定）に基づき、3 名の委員で構成する入試委員会
を設置し、①入学者選抜試験の実施計画に関すること、②学生募集要項に関すること、③入学者選抜
試験問題の作成、管理及び採点に関すること、④入学者選抜の広報に関すること、⑤入学者選抜試験
の合格候補者の決定に関すること、⑥その他入学者選抜に関する重要事項に関することを、大学院事
務室の支援を得て、審議し、実施している。
７．入試にかかわる広報活動
毎年 6 月から 7 月にかけて名古屋・東京・大阪等で実施される法科大学院の進学相談会に参加して
受験希望者からの相談に応じているほか、7 月に本学でオープンキャンパスを実施して、入試に関する
説明、専任教員による講演、教員・学生による個人相談等を行っている。

点検・評価・長所と問題点
１． 志願者・入学者の人数など
法科大学院制度がスタートした 04 年度は、30 名の定員に対して 426 名もの受験生を集めたが、そ
の後 2 年続いて受験者が減少し、06 年度は受験者が 143 名と、初年度の 3 分の１にまで減ってしまっ
た。
しかしながら、受験者に対する合格者の割合、すなわち合格率は、06 年度においても２倍以上であ
り、選抜試験の名に値する試験が実施されていると評価することができる。
また、毎年、法学部以外の学部出身者が約 4 割を占め、また、社会人経験者の割合も約 4 割を占め、
さらに、平均年齢が低くなっている傾向はみられるものの、20 代から 40 代まで異なる年代の者が入
学していることに鑑みると、多様な経験・背景を有する人材を選抜していると評価することができる。
ただし、出身大学が、05 年度以降、関東・中部・関西地区に限られているので、多様性という視点か
らすれば、より広範囲の大学から受験生を集める必要があるといえる。
また、過去３年間で既習者コースへの入学者が１人しかいないため、受験生の間では、中京大学法
科大学院は原則既習者コースでは入学させない方針を採っていると誤解されている向きがある。この
結果はあくまでも既習者コースの受験生の能力が本研究科の要求する水準に達していないという理由
によるものではあるが、入学試験募集要項に既習者コースについて若干名募集する旨を記載している
のであるから、受験生の誤解を解き、合格しうる能力を有する受験性を多数集める必要があると思わ
れる。
２．出願書類
出願書類として、志望理由書のほかに自己アピール書を提出させているが、両者の記述する内容が
重複してしまい、截然と区別して書くことができない、といった疑問の声が受験生からあがっていた。
３．広報活動
面接試験において受験生の中に、本学受験の理由として、進学相談会及びオープンキャンパスにお
ける本学教職員の説明が大変熱心であったことを挙げているものが少なからずいた。これは広報活動
が受験生の確保に役立っている証左であるといえる。

将来の改善・改革に向けた方策
１． 2007 年度入試の改善策
受験生の減少に歯止めをかけ、逆に増加へ転ずるようにするため、２００７年度入学者選抜試験に
あたって、以下の４点の改善・改革を実施することにした。
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第１に、過去の受験生の中に、東京・関東地区にある大学の出身者が少なからずいたことに鑑み、
試験会場を名古屋以外に東京にも設けることにした。
第２に、従来、試験を１次選抜と２次選抜の 2 回に分け、2 週にわたって実施していたが、受験生
の負担を軽減するため、小論文と面接を 1 日（既習者コースは２日）で実施することにした。
第３に、自己アピール書を志望理由書に統合し、受験生が書きやすいように改めることにした。
第４に、第２・第３の変更に伴って、合否判定基準を小論文（40%）・適性試験（30%）・志望理
由書（10%）・大学（院）成績（10%）・面接（10%）に改めることにした。
２． その他改善すべき点
広報活動に関して、特定の新聞社の主催する進学相談会だけでなく、地区によっては複数の新聞社
の主催する進学相談会に参加する必要があると思われる。また、受験生が本学ＨＰ上の入試に関する
情報により簡単にアクセスできるようにするとともに、その内容の充実に努める必要があると思われ
る。
既習者コースの受験者及び合格者の増加を目指して、広報活動および試験科目・内容につき改善す
べき点があるかどうかについて早急に検討すべきであると思われる。
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V. 教育研究のための人的体制
「教育研究のための人的体制」についての目標
○
○

学部・研究科等の理念・目的･教育目標を達成するために配置されている教員組織の適切性
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続きの適切性

○

教員間連絡のための仕組みの適切性

(1) 教員組織
1. 文学部・文学研究科
【教員組織】

現状の説明
文学部は日本文学科と言語表現学科の 2 学科から成っている。文学部の学部学生数は、2006 年 5 月
1 日現在で、計 723 名であり、専任教員 1 人あたりの学部学生数は、55.6 名である。教員配置と担当
専門分野については、後述する。
日本文学科は上代・中古・中世・近世の各時代の文学専攻および国語学と国語教育を専攻する 6 名
の専任教員（教授 4・助教授 2）を有し、言語表現学科は言語表現学・現代日本語・メディア論・出版
史・出版法規・比較文化および図書館学を専攻する 7 名の専任教員（教授 5・助教授 2）と会話技術・
書道を専攻する 2 名の客員教員（教授 2）を有する。日本文学科では近代文学を専攻する専任教員が
2005 年 10 月に急逝、欠員を補充できぬまま現在に至っている。これらの教員が、学科特性や在学生
のニーズを勘案しながら、開講科目の必要に応じて招聘された非常勤講師とともに教育に当たり、各
自の専門分野において研究を進め、着実な業績を上げている。
文学研究科は国文学専攻と英文学専攻の 2 専攻から成っているが、英文学専攻の博士前期（修士）
課程は国際英語学部の完成に伴い 2006 年に国際英語学研究科として発展的に改組し、現在は博士後期
課程のみとなっている（以下、博士前期課程については国際英語学部の項を参照）。
国文学専攻の教員組織は、上代・中古・中世・近代の各時代の文学専攻および国語学・漢文学・国
語教育の専任教員 8 名（教授 6・助教授 2）と書道の非常勤講師 1 名で構成されており、国文学全般お
よび関連分野について、大学院学生の自主性を尊重しつつ、学界の最新研究成果を踏まえた指導を行
っている。
英文学専攻の教員組織は、エリザベス朝演劇、現代英文学を対象とするイギリス文学専攻 3 名、言
語学、応用言語学専攻それぞれ 1 名、計 5 名の専任教授で構成され、イギリス・アメリカ両英語文化
圏は当然のこと、更に広範囲にわたる地域の英語文化を対象に多彩な研究を進め、研究指導を行って
いる。

点検・評価・長所と問題点
現在、全国各地の大学文学部の教員組織は、近現代文学や日本文化・国際文化、あるいは実務・
実作を指向した表現文化などを中心に再編成されている。この動きは社会の要請のしからしむると
ころであり、本学部も言語表現学科を開設して、その要請に応えた。一方、文学も文化も長い歴史
の積み重ねの上に誕生したものであることは言うまでもない。本学部が 2 学科体制によって教育研
究を進める意図はそこにある。今日、上代から近現代までの全ての時代および国語学・漢文学まで
専任教員を配し、教職担当の専任教員によって教員養成（国語・書道）を行っている文学部は稀で
あろう。この学部の方針を受けてさらに深化させる方向で、文学研究科の教員組織が構成され、各
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分野の一線で活躍する教員によって、教育・研究や教員養成が行われている。これだけの人材
を揃えた文学部・文学研究科は、今や貴重な存在と言え、特筆に値すると考える。
英文学専攻博士課程の教員組織は、英文学専攻教員と言語学専攻教員とのバランスに配慮して
構成されている点が貴重である。かつて全国各地の大学の英文学専攻に見られた英米文学に偏
った教員構成を避けて、新しい英文学専攻のあり方を模索しているのである。
しかし、研究分野や学生のニーズはますます多様化しているにも関わらず、それに応じて多数
の教員を確保するには教員定員という限界がある。学部・研究科共に、このジレンマにさらさ
れ、困難な状況に置かれていると言えよう。

将来の改善・改革に向けた方策
優秀な人材を確保して教員組織を維持するよう心掛けているが、教員定員の問題は大きい。具
体的には、司書課程担当教員など全学にわたる資格関連科目担当者を学部の教員定員とは別枠と
するなどの全学的協力体制の構築が必要である。研究科の教員採用において、組織が高齢化しな
いようにとの配慮が浸透しつつあるが、研究方法や思考方法の柔軟性を維持し、教員と院生との
間の意志疎通を円滑に行うためにも、一線で活躍している若手教員を研究科に迎える方法がさら
に模索されるべきであろう。本学の他研究科や他大学大学院との協力体制も、さらに工夫される
必要がある。
【教員間連絡のための仕組み】

現状の説明
改組以前は専任教員の多くが同一学科に所属していた、という事情もあって、2 学科体制になって
も教員間の連絡調整は円滑である。また、文学部将来検討委員会などの学部内委員会や各学科会議
も頻繁に開催され、良好な学部・学科運営がなされている。

点検・評価・長所と問題点
教員相互の信頼関係に基づいた円滑で良好な連絡調整・学部運営がなされている点が最大の長所
であり、高く評価できる。ただし、今後、両学科が学科特性を強めるに従って、新たな連絡調整の
体制作りが必要になる可能性はあろう。

将来の改善・改革に向けた方策
上述のように、現状では特に問題はない。これを維持し発展させるためには、両学科の将来像に
ついて将来検討委員会などで議論を重ね、理解を深め合っておくことが有効だろう。
【教育研究支援職員】

現状の説明
学事センターに学部・研究科担当職員 1 名が配置され、必要に応じてティーチング・アシスタン
ト（以下「ＴＡ」という）を採用している。

点検・評価・長所と問題点
担当職員は事務組織の変更に応じて配置されるため、その枠内で対応するしかない。大学院在籍
者が減少した結果、ＴＡも希望者の数が必要コマ数に届かない状況である。校務負担は年々増大し
ており、現状では充分な支援体制とは言えない。
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将来の改善・改革に向けた方策
教員の努力だけで解決できる問題ではなく、教務補助員の採用（パートでも可）や助手（助教）
制度の導入など、現場の声を反映した組織改革が望まれる。

【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】

現状の説明
教員の募集・任免・昇格に関する基準及びその運用に関しては「文学部・文学研究科教育職員選
考内規」に基づいて実施している。
その結果として、上述したような現在の教員配置・人間関係が出来上がっており、専門分野や年
齢構成などに配慮しつつ、慎重かつ適正な人事が行われていると判断される。

点検・評価・長所と問題点
現状で大きな問題はないが、多様化する研究分野・研究方法に対応した人材確保のためには定員に
余裕が必要であり、優秀な若手学部教員を少しでも早く研究科に迎える努力も必要であろう。

将来の改善・改革に向けた方策
学部・研究科教員定員の弾力的運用を可能にする制度の導入が望まれる。また、次第に増加して
いる助教授での研究科担当を、今後も積極的に進めてゆきたい。
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2. 国際英語学部
【教員組織】

現状の説明
国際英語学部は国際英語学科と英米文化学科の２学科で構成され、各学科７名ずつの専任教員が
配置されている。2006 年度は外国人客員教授１名をフィリピンから１年間の期間で招聘している。
兼担講師は国際英語学科３名、英米文化学科 10 名である。非常勤講師は、国際英語学科では日本人
講師 14 名、外国人講師 23 名で、英米文化学科は日本人講師 7 名、外国人講師が 19 名の構成とな
っている。
また、学部学生数は、2006 年 5 月 1 日現在で、国際英語学科 392 名、英米文化学科 396 名であ
り、専任教員１人当たりの学部学生数は、国際英語学科 56 名、英米文化学科 56.6 名である。
・国際英語学科
1 学年の学生定員 80 名に対し、専任教員 7 名を擁しているが、海外研修科目など海外に出張する
科目を多く有していることから、教員の増員が望ましい。教員の内訳は、社会言語学、地域研究、
イギリス文学研究、英語教育などにそれぞれ 1 名ずつが当たり、これに加えてネイティブの英語教
員 3 名が加わる。年齢構成としては、60 歳代 3 名、40 代 4 名である。
・英米文化学科

一学年の学生定員数が 80 名である英米文化学科の専任教員数は現在 7 名であるが、これは、
大学設置基準で定める必要専任教員数（6 名）を十分満たしている。内訳は、イギリス文化・
文学を専門とするもの 3 名、アメリカ文化・文学を専門とするもの 3 名、英語学を専門とする
もの 1 名で、年齢構成としては 61 歳以上 2 名、51～60 歳 1 名、41～50 歳 3 名、31～40 歳 1
名となっている。なお７名のうち、日本人は 6 名、外国人は１名である。

点検・評価・長所と問題点
それぞれの専任教員が固有の分野を分担して、多様なゼミや講義科目を提供しているが、国際英
語学部は 2002 年に文学部英文学科の改組によって発足した経緯から、専任教員の専門分野が英米文
学関連に手厚い構成になっている傾向は否めない。また、相対的に教員の年齢層が高くなっている
ことも問題である。
・国際英語学科
教員の年齢構成から、退職者を数年に多く有していることから、交替要員の選出などこれから
の課題は大きい。教授数（3 名）、助教授数（4 名）ではあるが、年齢層が高く、若年教員への切
り替えが今後の課題である。
・英米文化学科

30 代から 60 代まで各世代に教員がいることと、教授数（4 名）と助教授数（3 名）の対比
率のバランスがとれていて、適正な教員組織が構成されているといえよう。問題があるとす
れば 30 代と 50 代が手薄である点である。

将来の改善・改革に向けた方策
専任教員の拡充が最も望ましいが、教員自身が学際的研究分野に挑戦することによりこれまで
以上にカバーできる専門分野が広がることが期待される。加えて、今後 5 年以内に 3 名の教員が年
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を迎えるので順次適切な教員補充を行い、専門分野や年齢構成の偏りを是正することができる。
・国際英語学科
将来計画の一つとして、交替要員の専門分野、年齢構成など充分な検討が必要となろう。
特に、海外研修科目を多く擁していることから、海外の事情に通じ、また体力的にも優位な
若手の教員の補充が必要となろう。
・英米文化学科

将来欠員が生じた時に、年齢構成では、30 歳代、50 歳代を補充し、専門領域では英語教育と
文化研究の増員を考慮する必要があろう。
【教育研究支援職員】

現状の説明
教育研究支援職員としては大学院生がティーチング・アシスタント（以下「ＴＡ」という）と
して参画しているが、演習科目と講義科目で履修者が比較的多いクラスに対して手当てされてい
る。

点検・評価・長所と問題点
現在ＴＡは授業中のアシスタントに限定されているので、補助作業の拡大を、例えば採点、チュ
ーターなどを考えることも必要ではないか。そのためには優秀な大学院生の確保が求められる。

将来の改善・改革に向けた方策
個々の学生に適した教育・研究指導を十分に行うには教育職員の拡充やマルチメディアの活用が
不可欠である。それに加えて、今年度から国際英語学研究科が開設されたのでその大学院生を活用
してチューター制度による学部学生の学習・研究支援体制を作ることも考慮する必要がある。
・国際英語学科
より早く社会への対応に備えるという面から、早期に多くの専門科目の履修を促進するための指
導が必要である。社会の変化にどのように対応するか、そしてどのように大学のアカデミズムを確
保するかが、大きな課題であると受け止めている。
・英米文化学科
３，４年次開講の「英米文化演習 III～VI」は、年度ごとに演習科目希望者を募っているが、卒業
論文の準備等を考えた時、４年次ゼミナールは３年ゼミナールの持ち上がりとした方が教育効果が
高いかどうかを検討すべき余地がある。
【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】

現状の説明
教員の募集・任免・昇格に関する基準及びその運用に関しては、「国際英語学部教育職員選考内
規」に基づき実施している。教員の募集・任免・昇格が必要とされた場合は、教育職員選考委員会
が作られ、選考委員は、学部長、学科主任、および関係学科より選出された教授２名をもって構成
することになっている。選考委員会は、候補者の履歴、業績等について精査し、その結果を内規第
１１条の教授会に報告し、教授会採決で選出を決定する。
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点検・評価・長所と問題点
現在、上記の方法で教員の募集・任免・昇格に関する基準及びその運用を行っているが特に問題
となる点はない。

将来の改善・改革に向けた方策
選考に必要とする審査資料としては、候補者の履歴書、候補者の業績目録、並びに公刊された業
績の実物あるいはその写しなどが使われている。上記の資料に加え、面接、授業実演などの導入も
将来的には議論の対象となろう。
【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
本学部は、既述のように２学科より組織されており、理念・目的・教育目標については、国際英語
学部として共有されているものの、教員間連絡調整については、教授会は当然であるが、定期的に
開催される「学科会議」がその役割を担っている。「学科会議」は、毎月１～２回開催され、主に
教育課程（カリキュラム）に関する問題点について議論を重ねている。また、文学研究科英文学専
攻および国際英語学部研究科に関しては、「研究科委員会」がその役割を担っている。

点検・評価・長所と問題点
現在までのところ、教育課程（カリキュラム）の見直しなどの課題に対しては、「学科会議」で
の連絡調整の仕組みが問題なく機能しているといえる。

将来の改革・改革に向けた方策
現状の運営を踏まえ、今後は、シラバスの改善やＦＤ活動とともに教員間連絡調整の方法のあり方
についても、さらに検討していく必要があるように思われる。
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3. 心理学部・心理学研究科
【教員組織】

現状の説明
2006 年６月現在の専任教員数は総計で２０名である。秋学期就任予定の１名を加えると２１
名となる。教授１１名、助教授（準教授）６名、助手５名である。その他非常勤兼担が４名、学部・
大学院を合わせた兼任が３７名である。また、学部学生数は、2006 年５月１日現在で、計 802
名であり、専任教員１人当たりの学部学生数は、50.1 名である。
本学心理学部、心理学研究科は基礎・応用・発達・臨床を中心とした心理学を教育・研究するこ
とを特徴としている。広い心理学の分野の中のごく一部に力を入れているとも言えるが、このよう
な体制を採ることでより専門性の高い教育への準備を整えることが可能でもある。現在１６０名の
定員のところ各学年１９０名程の学生が在籍している。一人の専任教員あたり平均１２名の学生を
３・４年のゼミでは受け持つことになる。私立大学の心理学部の教員組織としては充実した陣容で
あると考えているが、趨勢として学生の専門性への希望は応用と臨床に片寄りがちである。しかし
ながら、この現
象は、大学院に於いてはやや緩和されてきている。

点検・評価・長所と問題点
問題点は教員の高年齢化であった。平成１７年度に３名の教員が退職し、2006 年度をもって５名
の教員の定年退官が予定されている。計８名の教員が２年間で入れ替わる事態が生じた。そのうち
６名の後任人事を完了し、残り２名の採用を１８年度中に終える予定である。今後今回のように一
度に多くの教員の交代が起きないように配慮しつつ、各領域に適切な人員を配置することを将来検
討委員会からの提言を受けて実行している。教員の年齢が若返ったことは学生院生にとってもより
活気ある教育環境となるのではなかろうか。

将来の改善・改革に向けた方策
教員数の減少に伴う個人の負担増が懸念されている。特に臨床領域では大学院生の数も多く、こ
れまでにも個人の負担が大きかった。この問題への取り組みは、今年度中にも検討される「助教」
制度の導入で対処したいと考えている。心理学部には現在各領域に計５名の任期制の助手がおり、
これからも採用が途絶えることはない。彼らは採用に当たって専任教員とほぼ同じ手続きで審査さ
れている。就任後は演習・実習科目（心理学基礎実験演習・心理アセスメント実習）で教育を担当
している。学生の研究指導を行う力量は十分備えており、日頃から実際に学生・院生の質問等に積
極的に応えている。彼らが教育により深く関わるようになれば、懸念されている負担増は解消され
るのではないかと期待できる。
【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
教授会・研究科委員会の運営をはじめ，教員組織による学部・研究科の管理・運営は，本学共通の
学内諸規程と『心理学部規程』･『心理学研究科規程』の定めに従って行われるのは固よりであるが，
心理学部・心理学研究科ではさらにこれらの規程に加えて，教授会・研究科委員会の構成・運営，部
局長選挙の手続き，および教員人事選考手続き等を定めた『心理学部内規・同細則』・『心理学研究
科委員会内規・同細則』（平成 12 年 10 月 1 日制定，別途付属資料『中京大学心理学部・心理学研究
科規程集』(以下『規程集』とよぶ) 規程１～４．）を設け、これによって教授会・研究科委員会の
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運営を行っている．
さらに，大学院博士課程を有する組織として，目標とする高度な研究・教育の実を上げるため，特
に学部・研究科一体となった円滑な運営を図り，かつ学部事務職員との円滑な連絡・調整を図る目的
で，『中京大学心理学部・心理学研究科運営組織内規』（平成 14 年 4 月 1 日制定．規程５）を設け，
下図の部内管理･運営組織の系統を明確にして運営している．（同内規別表「心理学部・心理学研究科
運営組織図」）
心理学部･心理学研究科 運営組織図
学部長

(部局長)

研究科長

学科主任

実験･応用心理学専攻主任

臨床･発達心理学専攻主任

センター主任

実験領域主任

応用領域主任

臨床領域主任

発達領域主任

実験領域教員

応用領域教員

臨床領域教員

発達領域教員

点検・評価・長所と問題点 将来の改善・改革に向けた方策
これにより，教授から助手に至る全専任教員が先に述べた４つの専門領域の何れかに所属すること
を明文化し，各領域に原則として教授を当てる領域主任，大学院の 2 専攻に対応する専攻主任を置き，
各専攻・領域の大学院の教育・研究に係わる管理・運営はこれらの主任が分掌の責を果たし，研究科
長が統括する体制を明確にしている．また，単一学科である学部の教育に係る管理・運営には学科主
任を置き，各専門領域主任とも連携して学部長を補佐する体制を明確にしている．また，学部・研究
科の諸般の日常事務処理を行い教員組織の教育・研究活動を支援する学部事務室配属事務職員との連
絡・調整に当るため，学部長を補佐するセンター主任を置いている．この内規の定めによる運営はそ
の趣旨の通り実行上機能していると評価している．
さらに，『中京大学心理学部・心理学研究科各種委員会内規』（平成 14 年 4 月 1 日制定，
平成 18 年 4 月 1 日改正．別途付属資料『中京大学心理学部・心理学研究科規程集』 規程７および 7-1
～7-８）を設け，学部・研究科内の所管事項について教授会の議を経て選出された専任教員複数から
なる各委員会が分掌して事に当る体制を整えている．常置委員会は下記の通りである（同内規別表）．
中京大学心理学部・心理学研究科各種委員会名および委員定数
委 員 会 名
総務委員会
教務委員会
施設委員会
図書委員会
研究委員会
学生委員会
国際委員会
広報委員会

委員定数
２
４
４
２
２
４
２
２

備

考

当分の間、学科主任および専攻主任より各１名
原則として各領域より各 1 名
原則として各領域より各 1 名

原則として各領域より各 1 名

各委員会の分掌事項等の詳細は『規定集・規程 7-1～7-8』にある通りでここには省くが，これによ
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り，規程の整備（総務委員会），カリキュラムの策定や授業分担，入試出題や実施･入試などの教務事
項(教務委員会)，実験室･教員研究室等の施設計画･利用等(施設委員会），学生生活・就職等(学生委
員会)，図書･文献資料の購入･利用(図書委員会)，修士論文構想発表会･中間発表会・研究会実施(研究
委員会)，外国研究者との交流･海外留学(国際委員会)，学内外への広報活動(広報委員会)の企画・立
案・実施の責任体制を整えている．なお他に『心理学部・心理学研究科紀要編集委員会』が置かれ，
編集規程策定や編集実務を担っている(『規程集』規程 10，11-1～11-2．).これも含めて，これら各種
委員会は十分機能を果たしていると評価している．
【教員の募集・任免・昇格に関する基準･手続き】

現状の説明
教員の採用･昇格等の教育職員任用の任用については，前述の『心理学部内規』および『心理学研究
科内規』が定める「人事に関する教授会・研究科委員会」の所管事項とし，その手続き等については
同上内規三節「教員人事選考」（第 11 条～13 条）の総則規定，および『同上内規細則』第二節「人事
選考委員会」（第 12 条～14 条）の手続き規定の基づいて実施している．なお，設置後に行われた教授・
助教授等の採用人事に関しては，公募によることとし，関係国公私立大学・研究機関・関係諸学会等
に公知を図ってきた．人事採用のいわゆる客観基準はあえて規程として明文化していないが，専門領
域において大学院博士後期過程の研究指導担当者に相応しい資質・研究業績を有する者であることを
念頭におき，人事選考委員会において履歴・業績・活動状況等を精査し，選考の上人事教授会に候補
者を提案し，構成員の秘密投票によって可否を決定している．この投票は重要事項指定で 2/3 以上の
賛成をもって可とされる．
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4. 社会学部・社会学研究科
【教員組織】

現状の説明
社会学部の教員組織は、２０名の専任教員（内訳は、教授１３名、助教授５名、専任講師２名）
と、８名の兼担教員および３９名の兼任教員（非常勤講師）の合計６７名から成っている。また、学
部学生数は、2006 年 5 月 1 日現在で、計 1,467 名であり、専任教員１人当たりの学部学生数は、約
73.4 名である。
社会学部の教員組織の特徴は、社会学を中心に、福祉学、心理学、教育学、環境学、情報学、文
化人類学、メディア論、マスコミ論、スポーツ論、演劇論など多彩な分野の教員を擁していることで
ある。また、多くの教員がそれぞれの「現場」と関わりながら研究を勧めるというスタイルを持って
いることがあげられる。
社会学部の教員組織の内容は、専任教員 20 名（30％）、兼担教員 8 名（12％）、兼任教員 39 名
（58％）である。そのうち専任教員の内訳は、教授職 13 名、助教授職 5 名、専任講師職 2 名であり、
教授職が 65％を占める。また、年齢構成においては、60 代が 6 名（30％）、50 代 6 名（30％）、40
代 4 名（20％）、30 代 4 名（20％）となっている。
専任教員の担当授業時間については、教授職平均は 13.1 授業時間（1 授業時間は 90 分）、助教
授職平均は 12.4 授業時間、専任講師職平均は 18.5 授業時間である。

点検・評価・長所と問題点
社会学部の発育・研究分野はかなり幅広い。そのため社会学者のみならず、多彩な専門分野の専任
教員から構成されている。それにもかかわらず、専任教員のみでは対応しきれない分野がある。それ
については、兼任教員に依頼せざるをえない状況で、しかも高い割合になっている。
しかし、社会学部の根幹となる科目については、専任教員が責任をもって担当している。

将来の改造・改革に向けた方策
社会学部の授業は多分野を網羅しているためもあって、かなりの授業を兼任教員に依存せざるをえ
ない状況にある。研究・教育を充実させるには、教員組織を充実させることが重要になる。
【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】

現状の説明
社会学部においては教員募集、任命、昇格は、「中京大学社会学部教員職員選考規程」「中京大学
社会学部教育職員選考規程細則」「中京大学社会学部教育職員選考規程の運用に関する教授会の申し
合わせ」にもとづいて行われる。教授会は各年度に人事検討委員会を、また必要に応じて選考委員会
を設けることになっている。
選考の基準については、以下の通りである。
①教授は、博士論文あるいはそれと同等の研究・教育業績を有し、12 年以上の研究歴と 6 年以上
の学校教育歴、あるいは 18 年以上の研究歴を有する者とする。これと同等とみなす研究・教育
業績は、表 1 に示すように学術論文 2 編あるいは博士論文を含む業績点合計が 40 以上の場合と
する。なお、各種の研究・教育業績に対する業績点の算出基準を表 2 に示す。
②助教授、講師については、別表 1、別表 2 に示される通りである。

－339－

Ⅴ. 教育研究のための人的体制

以下に選考の手続きについて記す。
専任教員採用のための募集要項は、
① 人事検討委員会が原案を作成し、教授会において決定する。
② 人事検討委員会は、全応募者の履歴書、研究業績リスト、学術論文の現物ないし写しの受理、
その他必要事項を教授会に報告する。
③ 教授会は当該人事につき選考委員会を設ける。
④ 選考委員会は、候補者の履歴および研究業績その他必要事項を審査し、教授会に報告する。
⑤ 教授会は専任教員の採用の可否を投票により決定する。

①

専任教員の昇任に関しては、
人事検討委員会は本人の申請に基づき、その旨を教授会に報告する。

②
③
④

教授会は当該人事につき選考委員会を設ける。
選考委員会は、候補者の履歴および研究業績その他必要事項を審査し、教授会に報告する
教授会は昇任の可否を投票により決定する。

点検・評価・長所と問題点
人事選考においては、人事検討委員会と選考委員会に分けて、2 段階構えで対応しているのが特
徴である。
教員の募集・任免・昇格に関しては、公平さ、適切さを重視することが当然であり、そのため
のシステムが確立していると言える。

将来の改造・改革に向けた方策
人事の公平さ、適切さを確保するため、従来通り公募等を含めた人材の採用方法、選考方法の維
持が必要である。
【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
教育課程編成のための教員間連絡調整システムとしては、教務委員と将来構想委員からなる「拡
大カリキュラム委員会」がある。学部の教育課程の問題点や連絡調整のために必要に応じて開催さ
れる。また、教養部との教育課程等の調整のために連絡会議をもっている。

点検・評価・長所と問題点
現在までのところ、必要に応じて「拡大カリキュラム委員会」が開催され、課題に対応してきて
おりその点において問題なく機能している。調整にあたらなければならないような問題が発生してい
ないこともあり、教養部との連絡会議は近年、あまりもたれていない。

将来の改革・改革に向けた方策
教養部との連絡会議を、社会学部と教養部の教員間の忌憚のない意見の交流の場として
積極的に活用する方がよいのではないかと考えられる。
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【教育研究支援職員】

現状の説明
社会福祉実習室に 3 名の教育研究支援職員がいる。1 名は、常勤で主に実習事務、実習学生の相
談受付と指導業務、実習先の巡回を担当している。2 名は非常勤で、実習指導と実習先への巡回を担当
している。実習先への巡回指導は、実習指導担当の 3 名の専任教員と、3 名の職員で分担担当して福
祉実習教育の充実に努めている。

点検・評価・長所と問題点
社会福祉実習室の教育支援職員が懇切に社会福祉実習学生の相談や指導に当たり、実習教育の充
実に効果をあげてきている。他方で職員の交替がかなりあり勤務が長期的でないところに仕事内容の
複雑性や困難性など問題点が潜んでいるのではないかと考えられる。

将来の改造・改革に向けた方策
教育支援職員に係わる問題点の所在が明らかになれば解決を図るようにしなければならない。
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表 1 教授、助教授、専任講師に必要な研究･教育業績
講師基準

助教授基準

教授基準

3 年以上

6 年以上

9 年以上

12 年以上

18 年以上

学校教育歴

なし

3 年以上

なし

6 年以上

なし

業績基準点

12

28

40

学術論文０

学術論文１あるいは博士を含む

学術論文２あるいは博士を含む

研究歴

（条件）

表２ 各種研究･教育業績に対する業績点
業績

点数

単位

学位論文（論文博士）

24

1編

学位論文（課程博士）

16

学位論文（修士）

6

学術書

12

1冊

8

1冊

8

1冊

4

1編

2

1編

啓蒙書
教科書
翻訳書
編著書
学会誌掲載論文（審査あり）
学会誌研究ノート（審査あり）
学会誌掲載の解説
論文（審査なし）
国際学会発表論文(審査あり）
その他の学会発表論文
学会誌掲載の書評
調査報告、研究資料など
1

学術啓蒙活動
（講座、学術講演会、学術セミナーなど）
その他の書籍（辞典、事典など）

＊

1編

書籍以外の学術作品

＊

1点
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5. 法学部・法学研究科
【教員組織】

現状の説明
本学部の教員組織は、現在、18 名（定員 20 名）の専任教員と、10 名の兼担教員、18 名の非常勤講
師の合計 46 名からなり、その比率は専任教員 39.1%、兼担教員 21.8%、非常勤講師 39.1%となってい
る。
本学部の教育課程は、現在 6 コース、すなわち、「法律職コース」・「公務員コース」・「司法コ
ース」・「行政コース」・「企業コース」・「政治国際コース」から成り立っている。平成 15 年度か
らセメスター制が導入され、開講科目数は、学部固有科目については、111 科目の講義科目（海外留
学科目を除く）、5 科目の演習科目（卒業論文科目を含む）、6 科目の外書講読からなる。
学部固有科目の基幹科目については、原則として専任教員が担当しており、かつ、演習（とくにⅢ、
Ⅳ）については、厳格なる専任主義を貫き（在外研究の場合は除く）、徹底した少人数教育を実施し
ている。
本学部における学生数と専任教員数との関係は、2006 年５月１日現在で、学部学生数は、1,452 名
（1 年 360 名、2 年 364 名、3 年生 344 名、4 年生 384 名）であるため、学生数 80.7 人に専任教員 1
名という割合になる（但し、本学は全学共通科目については別組織の教養部に所属する専任教員が担
当しているため、学部所属学生としてみるならば実際の割合は大幅に減じることになるので、この点
に留意して見ていく必要があろう）。
専任教員の年齢構成は、60 歳代 6 名、50 歳代 6 名、40 歳代 2 名、30 歳代 3 名、20 歳代 1 名であ
る。その平均年齢は、51.8 歳となっており、適切な年齢構成になっているといえる。

点検・評価 長所と問題点
上述のように、学部固有科目の基幹科目と演習については、専任主義を貫き、責任ある教育を行う
ことができる態勢となっている。ただ、その他の科目については、一部について、非常勤講師に頼ら
ざるをえないのが実情である。また、教員組織が、学部と教養部とに分けられているため、教養課程
の学生に対しては、学部教員の関わり方が少なくなっている。年齢構成は、60 歳代と 50 歳代の比率
が高いが、全体としてはバランスのとれた構成になっているといえよう。定員 20 名に対して、一時的
に実員が 18 名になっている点は、偶然的な事情によるものではあるが、早急に改善する必要がある。
研究科については、研究者コースと特修コースとに分け、これからの社会的ニーズに対応すべき体
制を整えつつあるが、現在の教員組織では十分とはいえない。

将来の改善・改革に向けた方策
教員組織をより適切なものにするためには、前述のような専任主義とバランスのとれた年齢構成の
原則的維持と、演習等の必修化をも射程に入れた少人数教育の充実化への模索を含めた検討が必要で
あろう。

【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
教育の質的向上、教育効果の向上のためには、科目担当者間での連携が必要となる。本学部では、
定期的に「カリキュラム委員会」が開かれ、教育課程全体に関する検討・調整を継続的に行っている。
さらに、その前提として、各科目群（例えば、公法・民法・商法・刑事法・社会法・基礎法・国際・
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政治等）において担当者会議が行われ、より具体的な検討・調整が図られており、学部教授会におい
て最終決定がなされる。
また、全学共通科目を担当する教養部とも、定期的な検討・調整のための協議を行っており、専任
教員が学部と教養部とに分断されている弊害を緩和している。
研究科においては、定例化している研究科委員会において、協議ないし審議がなされているが、さ
らに大学院改革検討委員会を研究科内に設置し、将来構想を含めた中長期的改革に乗り出している。

点検・評価 長所と問題点
現行の教育課程（カリキュラム）に対する見直しや再点検のために、「カリキュラム委員会」を開
催して検討を行うとともに、さらに科目担当者間の連絡・調整も緊密に行っている。しかし、兼担教
員との連絡・調整は、学部と教養部とに専任教員が分断されていることにより、十分に果たせないと
いった場合もある。また、非常勤講師については、各科目群の責任者の提案をもとに、教務主任がそ
れらを統括しているが、より全体的な関係の中での緊密な連絡・調整が必要となろう。
研究科においては、研究科委員会だけの連絡・調整だけでは十分な機能を果たしていないことから、
別に小委員会を設置して検討する必要があろう。

将来の改善・改革に向けた方策
科目担当者間の連絡は、学部固有科目については、「カリキュラム委員会」を中心とする連絡・調
整により一定程度果たされているので、これをより充実させるために、その前提となる科目群・分野
ごとの連絡・調整をより充実させる必要がある。
全学共通科目担当者との連絡や教育内容の検討には、教養部とのより緊密な連絡会議等の設置をも
視野に入れた抜本的な方策を検討する必要があろう。
また、研究科においては、現在、大学院改革検討委員会における提案の実現に向けて研究科委員会
全体で取り組んでいることから、これからは改革実施委員会といったような、改革を実施していくう
えで必要となる諸調整について検討する機関を設置することが必要となろう。
【教育研究支援職員】

現状の説明
教育等の補助者としては、ティーチング・アシスタント（以下「ＴＡ」という）が置かれている。
ＴＡは、演習的要素を有する講義科目および演習において、ミニテストの回収・整理、参考文献等の
リファレンス相談や、演習報告者への助言等の教育に関する補助的業務に従事している。現在 5 名が
在籍する。TA は、研究科に在籍する院生である。

点検・評価 長所と問題点
TA は、教員の教育等の補助的機能を担うものであるが、本学部では、数年間の実績があり、それな
りの効果がみられるものの、対象となる授業科目が限定されているために、十分な機能を果たしてい
るとは言い切れない。また、十分な能力・技能を有するＴＡを確保することも、現状では容易ではな
い。このため、制度のさらなる充実化を検討していく必要があろう。

将来の改善・改革に向けた方策
現在、さまざまな授業展開を試み、あるいは試みようとしている教員は多い。また、多様な各種情
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報教育機器を利用した授業も行われている。こうしたなかでは、多様化した教育内容に対応できるよ
うな、有能な TA が必要となる。しかし、現状ではかかる能力や技術をもった人材そのものが不足し
ていることもあり、対象となる科目の拡大とともに、人材の面でも、充実化へ向けた現実的な方策を
検討していかなければならない。今後の検討課題である。
【教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き】

現状の説明
本学部教員の採用・昇格は、「中京大学法学部規程」第 14 条第 3 項(1)号に基づき、無記名投票に
よる議決により決定される。なお、採用人事の細則は、「法学部教授会内規」第９条に定められてい
る。また、昇任人事は、「法学部専任教員昇任審査内規」に基づき、法学部専任教員昇任基準によっ
て行っている。
教員採用の手続きは、次のようにして行われる。まず、「カリキュラム委員会」において採用の原
案が検討され、カリキュラム委員長である教務主任および学部長より教授会に提案される。採用方法
は、原則として公募によるものとしているが、状況に応じて一部に非公募人事も行っている。採用方
針が教授会で決定されると、「業績審査委員会」が組織され、主査 1 名、副査 2 名が教授会において
選出される。「業績審査委員会」は、応募のあった者に対して、研究業績を審査し、面接を行い、そ
の結果を報告書として教授会に提出する。教授会は、これを基に審査を行い、その構成員の無記名投
票によって決定する。候補者の研究業績は、１箇月間縦覧される。
理事会による任用についても、教授会決議が尊重されていることから、採用・昇任については、事
実上、法学部教授会が専権的かつ主体的に関与・決定しているといえる。
研究科については、独自の人事権を有しておらず、例外的場合を除いて、専任教員の募集・任免・
昇格に関する基準・手続は、学部に全面的に依存している。

点検・評価 長所と問題点
このような教員人事についての現行の制度、すなわち「カリキュラム委員会」の検討を経たのちに
教授会で決定されるという方法は、形式的な決議にとどまることなく、十分に実質的な審議が行うこ
とができるという大きなメリットがある。しかし、「カリキュラム委員会」の検討から、「業績審査
委員会」の審査、業績縦覧、教授会決議に至る一連の手続は、厳格かつ慎重である反面、機動的な採
用ができないという短所もあり、採用を急がなければならない特殊事情がある場合や定年退職者が連
続する時期には、一定程度の機動的な手続が必要となるのではないかと考えられる。
研究科については、その独自性を教員採用においては発揮できないでいるが、学部と密接な関係を
有していることから、教員配置について特に問題は生じていない。

将来の改善・改革に向けた方策
今後も、上記のような公募制を原則として維持し、適切かつ多様な人材の採用を図る必要がある。
しかし、公募制が抱えている問題もあり、人材採用については単なる制度論的な問題にとらわれず、
柔軟な対応の検討が必要であろう。
【教員の教育研究活動についての評価方法】

現状の説明
研究活動については、「中京大学法学会」が主催する法談会や『中京法学』等の紀要を通じて研究
成果を発表する機会が、評価方法の一つということができる。ただ、現状では、それ以外に本学部内
において教員の研究活動を評価するための客観的評価方法は、(4)で述べた教員の採用・昇格の場合を
－345－

Ⅴ. 教育研究のための人的体制

別とすれば、存在していない。
教育活動に関しては、法学部が実施している授業に関する学生意識調査や各教員が独自に行う調
査に表れた学生の評価をもとに、自己点検評価を行っている。

点検・評価 長所と問題点
法談会での報告・討議、『中京法学』等の紀要における研究成果の発表は、教員の研究活動の評価
として、一定程度機能している。しかし、これを超えた適切な方法を確立することは容易ではない。
例えば、研究業績を点数化して評価する方法は、先行した諸外国では、レベルの低い論文や各種の研
究企画などを生み出し却って弊害の方が多いという現象が確認されているのである。
なお、教員の研究活動にとどまらず、教育活動を評価することも重要である。だが、この面でも、
これを適正に実施することは容易ではない。客観的で絶対的な評価法が必ずしも確立できていないか
らである。暫定的な方法を柔軟に試みていくほかないであろう。

将来の改善・改革に向けた方策
研究活動の評価については、現実的な方策として、まずは法談会活動の充実を図っていきたい。そ
れと並行して、研究活動の阻害要因である教員の負担を軽減し、水準の高い先端的研究ができるよう
な環境を整備して、抜本的な研究条件の改善・充実を実現したい。そのうえで、科研費（科学研究費
補助金）を含む外部評価をうける外的資金による研究を確保することにより、一定の活動評価を行う
ような方法について検討することが重要であろう。
また、教育活動の評価については、学部全体の取り組みとしては、まずは 2001 年より法学部として
実施している学生へのアンケート調査（授業に関する学生意識調査の結果は、多様な形で授業をはじ
めとした教員の教育活動に対する学生の評価を映し出すように工夫されている）の活用が考えられる。
そして、その調査結果に十分な検討を加えたうえ、できるだけ授業改善など教育活動全般の改善に反
映させるように積極的に努めていきたいと考えている。
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6. 総合政策学部（商学部）・商学研究科
現状の説明
【教員組織】
総合政策学部の教員組織は、１９名の専任教員（内訳は、教授１２名、助教授４名、講師３名）
と、1 名の客員教授、２０名の兼任教員（非常勤講師）の合計４０名から成っている。
また、学部学生数は、２００６年５月１日現在で、計９６０名であり、専任教員１人当たりの学
部学生数は、50.5 名である。
総合政策学部の 19 名の専任教員は、大きく公共分野（法学・経済学・政策学など）に所属する
ものと、経営分野（経営学・経営管理論・マーケティング論など）に所属するものに分けられる。

点検・評価・長所と問題点
まず 19 人という専任教員数は、学生定員数（200 人）と照らし合わせた場合、適切なものといえる。
またいずれの教員は各担当分野に関して高度な専門的知識や能力を持つものであり、また十分な教
育を受けており、質的にも問題ないと考えられる。
教員が 2 つの分野から構成されるというのは、総合政策学部の特徴である。これは当該学部の学際
的性格を反映したものである。なお 19 人のうち主として公共分野を担当する者は 10 名であり、主と
して経営分野を担当する者は 9 名である。したがって分野間における教員のバランスに問題はないと
考えられる。
年齢構成という点では、50 代以上が 5 名、40 代が 8 名、30 代が 6 名であり、大きな偏りは見られ
ない。
加えてこれら 19 名の専任教員のうち 1 割以上が女性教員であり、また外国人教員もいる。したがっ
て教員の性別ならびに国籍において著しい偏りが見られるようなことはない。

将来の改善・改革に向けた方策
以上のように、総合政策学部の教員組織において直ちに改善すべき問題はないと考えられる。

【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
いうまでもなく教員間には様々な連絡調整事項が生ずるが、総合際策学部では学部独自の委員会を
設け、これを積極的に活用することで、上述した課題に対応している。具体的には、教育および研究
に関する短・中期的問題を検討し、またその解決を実践する「教育改善部会」、教育および研究に関
する中・長期的問題を検討する「将来構想委員会」、学生の就学意欲を高めるための「ライフ･キャリ
ア支援委員会」といった委員会を設置し、それぞれ非常に活発な活動を行っている。そして委員会間
で教員が重複するようにして（換言すれば複数の委員会に所属する教員がいるようにして）委員会間
の有機的連携を図っている。

点検・評価・長所と問題点
いまのところ上述した委員会方式を活用とした連絡調整は、非常に円滑に機能している。委員会と
いう明示的な組織を形成することによって、各教員のモチベーションも高いものとなっている。
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将来の改善・改革に向けた方策
現時点において早急に改善するべき点は見受けられないが、中・長期的な観点に立った場合は委員
会の再編が必要となるだろう。
なお総合政策学部ではこのような再編に対応するために、毎年度末に委員会の統廃合について議論
を行っている。そこでは既存の委員会体系に固執することなく必要な機能を達成するための委員会組
織を構築するよう努力がなされている。
【教育研究支援職員】

現状の説明
総合政策学部では優れた教育研究を達成するために、事務職員との緊密な連携を心がけている。と
りわけ教務部教務課、学事センターの担当者らと各教員の連絡は非常に密である。
なお総合政策学部ではティーチング・アシスタント制度は導入していない。しかし本学部の教育理
念である学生の自主性という点から、学部主催の行事の企画ならびに運営に対して学生を深く関与さ
せている。外部講師を招いての講演会、学生らの研究発表会、あるいは新入生に対するオリエンテー
ションなどの企画や運営に学生を関らせることによって、彼らの自主的学習態度を支援する体制を整
えている。

点検・評価・長所と問題点

将来の改善・改革に向けた方策

これまでのところ、教育研究支援のための職員が不足しているなどの大きな問題は生じていない。
しかし現状の組織体制をより効果的に運用するための努力は今後も続けるべきであろう。

【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】

現状の説明
総合政策学部は 2004 年に新たに生まれたばかりの学部である。この際に、母体となった商学部の教
員に加え、新たに数多くの教員の採用している。このため現時点において新たな募集・任免などは必
要なく、計画もない。
また昇格については、2005 年度学部の内規を制定しており、現在これに厳格に従ったかたちで運用
が成されている。

点検・評価・長所と問題点

将来の改善・改革に向けた方策

既に述べたとおり、教員の大幅補充を伴った改組から 2 年しか経過していないため、教員の募集・
任免について、特に問題はないと思われる。
また昇格についても内規という自主的規則を設け、これを構成に適用しており、特に問題はないと
思われる。
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7. 経済学部・経済学研究科
【教員組織】

現状の説明
国際性と専門性を兼ね備えた、理論と実践に強い人材の育成という教育理念を実現するため、経済
学部の教員組織は、19 名の専任教員（内訳は、教授 15 名、助教授 2 名、講師 2 名）と、2 名の兼担
教員および 26 名の兼任教員（非常勤講師）の合計 47 名から構成され、学部・研究科の教育・研究に
携わっている。専任教員の分野別構成は、財政（含政策）3 名、金融 3 名、国際経済 3 名、経済史 2
名、そして日本経済論、環境経済、計量経済、労働経済、都市経済、経済学史、景気循環論、理論経
済学各 1 名となっており、その年齢構成は、７０歳代１名、６０歳代４名、５０歳代３名、４０歳代
６名、３０歳代４名、２０歳代１名となっている。
経済学部の重要科目、特に基礎科目、演習、専門科目の主要科目は専任教員が担当している。学部
学生総数は、2006 年 5 月 1 日現在で、計 1482 名であり、専任教員 1 人あたりの学部学生数は、77.9
名である。他方、研究科学生総数は 22 名となっている。
教員組織の中心は学部教授会である。教授会は、「中京大学学則」および「中京大学経済学部規程」
に基づき、当該学部に所属する専任教員で構成され、教授会で選任された学部長により召集・運営さ
れる。教授会は当該学部専任教員の人事、授業科目の編成および担当者の決定、入学試験、学生の進
級・卒業の判定、その他学部の教育・研究に関する事項を審議決定する。しかし、重要事項や複雑で
事前準備が必要な事項（たとえば、カリキュラムの編成や採用人事の発案等）の場合、学部内委員会
（「将来問題検討委員会」、「教務委員会」）からの答申に基づいて審議決定する。研究科は研究科
委員会を中心に運営されている。委員会は「中京大学大学院学則」および「中京大学大学院経済学研
究科規程」に基づき専任教員によって構成され、委員会で選出された研究科長により召集・運営され
る。委員会では、教員人事、授業科目の編成および指導、試験、学位論文の審査、学術講演会の開催
実施等に関する事項を審議決定する。

点検・評価・長所と問題点
学部専任教員１人当たりの学部学生数は、現在約 78 名であるが、学生教員比率の適正水準は授業科
目によっても異なるから、現在の水準が妥当であるか否かは即断し難い。しかし、１年次および２年
次に実施している基礎科目の教育をより充実させるには、この水準で満足することはできない。また、
激変する社会状況に対応した新たな学問分野で、何を専任教員が担当すべきかについて検討すること
も残された問題である。
研究科については、研究科専任教員１人あたりの学生数は約 1.2 名であり、少人数教育が実施され
ているものと思われる。しかし、日本人入学志願者の入学目的が画一化する一方、外国人留学生の増
加傾向に鑑み、入学志願者の多様化を図ることが必要であると思われる。
専任教員の主要科目への配置状況および年齢構成については、おおむね適切であると思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
入学志願者数の減少により、当分の間、学部専任教員総数の増加が望み得ないことである。したが
って、近い将来における予定退職等を見越しながら、前述した諸問題の解決に資するような専任教員
の合理的な補充計画を作成することが最も肝要であると考えられる。現在２名の欠員があり、2007 年
度は１名の専任教員（社会保障論）を補充する予定である。
研究科については、前述した問題点を解決するため、社会人入試等の入試制度の見直しが急務であ
る。
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【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
教員間連絡調整は、教授会は当然であるが、「学部内教務委員会」がその役割を担っている。毎月 1
回開催され、主にカリキュラムに関する問題点について議論を重ねている。現在、キャリア・デザイ
ン、ロジカルシンキング等の科目の導入について検討中である。研究科に関しては、「研究科委員会」
がその役割を担っている。

点検・評価・長所と問題点
教育の実施に関する教員相互間の連絡は、特に学部１，２年次の基礎科目についてはかなり入念に
行なわれており、相当の成果を上げつつあると思われる。その他の学部専門科目および大学院科目に
ついては、むしろ各教員の自主性を尊重している。これは、大学における教育・研究の自由を第一義
的に考えた結果であるが、それにもかかわらず、学部においては履修モデルの実効性を上げるため、
他方研究科においては一層の教育効果を上げるために、もう少し教員間の相互連絡が必要であるよう
に思われる。特に、研究科においては、経済学の基礎知識にばらつきのある留学生に対する基礎教育
の方法について、教員間の話し合いが必要であると思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
教育の実施に関しては、基礎科目以外の専門科目および大学院科目に関してあまり教員相互の連絡
が行なわれていないのが実情である。「学部内教務委員会」および「研究科委員会」において、履修
モデルやシラバスの改善とともに教員間連絡調整の方法について検討していく必要があるように思わ
れる。
【教育研究支援職員】

現状の説明
教育研究支援職員を従事させるには、その「申請要件」を満たし、事前に予算申請を行う必要があ
る。「申請要件」は、①演習、実験、実習の各科目のうち、履修者数が４０人以上のもの、②必修の
講義科目のうち、実験、実習または演習をともなう履修者が５０人以上のもの、となっている。現在、
基礎科目である「マクロ経済学入門」｢ミクロ経済学入門｣「データから見た経済」において、大学院
研究科在籍者によるティーチング･アシスタント（以下「ＴＡ」という）を従事させている。また、情
報処理関連科目に関しては、外部民間事業者に委託し、インストラクター資格を有する講師を非常勤
講師、講師を支援するスタッフをＴＡとして雇用し、それらを統括する事業者のリーダーと学部専任
教員が授業内容を標準化し、講義時間に巡回することで実施状況をチェックする体制をとっている。

点検・評価・長所と問題点
ＴＡに関する「申請要件」は全学的なルールであり、経済学部では利用しにくい内容になっている。
他方、情報処理関連科目の外部委託に関しては、毎年、90％以上の学生が評価基準を超えており、そ
の教育効果が上がっているものと思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
ＴＡに関しては、その利用方法あるいは教育効果について検討し、学部固有のルール（申請要件）
を定める必要性があるように思われる。これは今後の検討課題である。他方、外部委託に関しては、
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その継続が不可能になったときの対処方法が確立されていない。これについては、予算処置も必要で
あり現在検討中である。
【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】
現状の説明
教員人事（専任教員、兼担教員、非常勤講師の採用、専任教員の昇格、研究科委員会委員の選任）
は、当該人事の候補者を学部教授会（研究科委員会委員の選任は研究科委員会）で審議・決定して、
理事会へ推薦し、法人の人事委員会に諮問の後、理事会で決定されることになっている。しかし、教
員人事に関する限り、教授会および研究科委員会の決定を事実上の最終決定とみなしてよい。
専任教員の採用ないし昇格は、「経済学部教授会規程内規」に定められた客観的基準（点数換算可
能）に基づいて審議・決定される。昇格は本人の申請に基づき可及的速やかに審議を開始することに
なっている。専任教員の募集に関しては、募集科目、年齢等を学部内「将来問題検討委員会」および
「教務委員会」において事前に検討し、その結果を教授会において審議・決定する。採用における候
補者募集は原則として公募であり、インターネット上でも公開している。

点検・評価・長所と問題点
専任教員人事に関しては、「経済学部教授会規程内規」に基づき、現在のところスムーズに運営さ
れているが、学部・大学院の教育内容の多様化に備えた採用人事において、本学部専任教員中に適格
な審査員を見出し難い事態の発生が予見されるので、このような事態への対応は一つの問題点ではあ
ろう。

将来の改善・改革に向けた方策
教員の採用・昇格人事を行う際、上で述べた問題点に留意しながら「経済学部教授会規程内規」の
適切な運用を図ることが必要である。
【教育研究活動の評価】

現状の説明
専任教員の教育研究活動については、大学から刊行される『教育研究活動報告書』に記載されてい
る。また、専任教員の学術的成果に対する受賞等は、その都度『学報』に紹介される。ところで、専
任教員の研究活動の発表の場は学部紀要『中京大学経済学論叢』、『中京大学経済学研究叢書』およ
び経済学部付属経済研究所発行の『ディスカッション・ペーパー』、『研究叢書』として存在するが、
一般的な教育研究活動の評価については、現在のところ「経済学部教授会規程内規」により採用・昇
格人事の際に反映されているだけである。

点検・評価・長所と問題点
専任教員の教育研究活動の評価と、その評価を教員の研究活動の改善や学生の教育に役立てるシス
テムは、今のところ未整備である。また、現在、ＦＤの一環として「授業改善のためのアンケート」
を実施し、その結果を公表している。しかし、その結果をどのように教育に反映させていくか、その
活用方法が確立されていない。
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将来の改善・改革に向けた方策
専任教員の研究活動をより活性化するには、各専任教員に共通な最低研究条件の維持・向上に努力
しながら、一定の外部的客観的評価を得た業績をあげた専任教員の研究条件の追加的改善を図る等、
研究活動推進への合理的な動機付けを模索しなければならない。
他方、学生による「授業改善のためのアンケート」の集計結果を教育活動にどのように活用できる
のか、これは学部のみならず全学的な検討課題でもあるため、今後全学委員会へも問題提起していき
たい。
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8. 経営学部
【教員組織】

現状の説明
(1) 概要
経営学部の教育理念・目標は、経営者、管理者、企業家の育成にある。この教育理念を具現するカ
リキュラム遂行の直接の責任者は、経営学部教員である。経営学部学生への教育責任者として、優秀
にして適切なる人数の教員が確保され組織されなければならない。 教員確保の方法も、透明かつ公平
な方法によるものでなければならない。
経営学部の入学定員は 300 名である。この学生数に対して、充実かつ責任のある教育を行なうため、
設置基準の 17 名を上回る 21 名の専任教員を配置している。専任教員 1 名当たりの 1 学年あたりの学
生数は 14.3 名である。したがって、授業科目の内容等に応じて受講生及び使用する教室は様々である
が、経営学部の教育目標の一つである問題発見・解決能力及びコミュニケーション能力を養うに有益
な受講生と教員または受講生同士の双方向教育のゼミナールについても、数値上は少人数による教育
展開が実施可能な規模である。
また、教員採用は、10 年前に実施された学部改革により、原則的に公募採用方式（各研究所、学会
等への案内、ウェブ等利用）をとっている。審査委員会を設け、業績審査と面接を経て、教授会の議
決をもって採用決定としている。
（２）主要な授業科目への専任教員の配置状況
経営学部では、企業活動の基本的要素である「ヒト･モノ･カネ･情報」の知識を得るための専門科目
群として、「企業経営管理」、「国際経営」、「経営情報」、「会計･ファイナンス」の 4 つの分野に
体系化の上、全ての分野に専任教員を配置している。また、入門的な科目はグレイド A、更に進んだ
講義内容の科目はグレイド B とするグレイド制を導入しており、特に普通科出身の 1 年生が対象であ
るため、きめ細やかな指導が必要となるグレイド A の科目の大半(14 科目中 10 科目)は、専任教員が
担当している。また、経営学部の専門科目として唯一である 1 年生の必修科目「経営学入門Ⅰ」は専
任教員 6 名による輪講、ゼミナール形式の科目である「経営学入門Ⅱ」、「専門ゼミナールⅠ」、「専
門ゼミナールⅡ」及び「論文指導」は、全て専任教員にて教育を行なっている。なお、経営学部の専
門科目である 94 科目のうち(企業実習、資格対策講座、ゼミナール等は除く)、52 科目は専任教員が担
当している。
（３）教員組織における社会人、外国人教員の受け入れ状況及び女性教員の占める割合
経営学部の専任教員 21 名のうち、米国籍が 1 名、英国籍が１名、韓国籍が１名の合計３名、率とし
て 14%が外国人教員となっている。また、女性教員は 2 名であり、全体に占める割合は 10%である。
また、実務経験が 10 年以上の社会人経験のある教員は 3 名、率として 14%を占めている。
（４）教員組織における専任、兼任の比率の適正性
経営学部の専任教員と兼任教員の割合は、人数割合では専任教員 21 名に対して、兼担教員 1 名及び
兼任教員 18 名である。
開講授業科目数による専任･兼任の割合で見ると、必修科目の専兼比率は 100%、
選択科目の専兼比率は春学期 73.9%（秋学期 81.9%）、必修科目と選択科目を合算した学部固有の全
開講科目の専兼比率は春学期 74.7%（秋学期 81.9%）になっている。
（５）教員組織の年齢構成の適切性
経営学部の専任教員 21 名の年齢構成は、70 歳以上が 2 名(10%)、61～70 歳までが 6 名(28%)、51
歳～60 歳までが 7 名(33%)、41 歳～50 歳までが 4 名(19%)、31 歳～40 歳までが 2 名(10%)となってい
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る。なお、70 歳以上の 2 名のうち、1 名は学長職にあり、教育には直接携わっていない。

点検・評価・長所と問題点
(1) 概要
経営学部のカリキュラムは「基礎的能力の向上」、「基本的及び専門的知識の取得」及び「問題発
見･解決能力の体得」及び「コミュニケーション能力の体得」の視点から形成されている。このうち「問
題発見･解決能力、コミュニケーション能力の体得」は、学生及び教員間の双方向型の授業形態である
ゼミナールが主体となり、経営学部では 1 年生に「経営学入門Ⅱ」、2 年生に「専門ゼミナールⅠ」、
3 年生に「専門ゼミナールⅡ」、4 年生に「論文指導」を配置している。これらは全て専任教員にて運
営されており、「経営学入門Ⅱ」の 1 ゼミナール当たり平均受講生は約 25 名(必修科目「経営学入門
Ⅰ」担当教員 6 名を除いた専任教員にて担当)、専任教員全員が担当する専門ゼミナールⅠ及びⅡの 1
ゼミナール当たり平均受講生は平均 20 名弱につき、所定の教育目標を遂行できる体制になっている
(「論文指導」は平成 20 年度から開講予定)。また、過去の実績をふまえて受講生が多い「会計の基礎」、
「物流管理論」等は、同一教員にて複数クラスを開講する等、「基礎的能力の向上」及び「基本的及
び専門的知識の取得」についても、できる限り多人数の受講生による大教室の使用を避け、学生本位
の授業展開を心掛けている。このように、経営学部のカリキュラムを支える教育目標の達成を目指し
て、現在の教員組織を運営している点は評価できる。
一方、講義形式の科目及びゼミナール形式の科目のいずれも、1 クラス当たりの受講生のばらつきが
あることも事実である。特定の教員に受講生が集中した場合には、本来の教育目標を達成できない恐
れがあるため、問題点として認識する必要がある。
採用公募制による教員採用方式も、過去の縁故採用方式の弊害を克服し真に優秀な教員を確保する
うえで効果が出ていると評価できる。
（２）主要な授業科目への専任教員の配置状況
経営学部のカリキュラムを支える教育目標である「基礎的能力の向上」、「基本的及び専門的知識
の取得」、「問題発見･解決能力の体得」及び「コミュニケーション能力の体得」のうち、「問題発見･
解決能力及びコミュニケーション能力の体得」に有益なゼミナール形式の科目は、全て専任教員が担
当している。「専門的知識の取得」に係る専門科目の各分野とも、複数の専任教員が配置されている。
また、「基礎的能力の向上」にも関連するが、入学して早々の 1 年生に対して、経営学部の科目大系
を含む基礎知識の学習を目的とする必修科目「経営学入門Ⅰ」は、各分野の専任教員が教育にあたる
等、主要科目に対する専任教員の配置状況は一定の評価ができる。
一方、数年後には専任教員の定年退職が続くことが予想されるため、将来的には主要科目に対する
配置割合が崩れる恐れがある。同じ理由でゼミナール形式による科目の専任教員の教育体制も維持で
きない恐れがある。また、企業環境を取り巻く環境変化に対応するため、カリキュラムも不断の見直
しが要求されるが、それによって主要科目が変更となる場合には、一時的に当該科目を担当する専任
教員がいない等の将来的な問題点も認識する必要がある。
（３）教員組織における社会人、外国人研究者の受け入れ状況及び女性教員の占める割合
外国人教員については、特定の地域に偏ることなく、欧州、米州及びアジアの三極から１名ずつの
バランスのとれた配置となっている。これにより、国際的な視点での教育研究の充実が見込まれるほ
か、本学からの留学生の送り出し、本学による留学生の受け入れ等に際して、ほぼ世界全域をカバー
した対応が可能である。したがって、経営学部の理念・目的・教育目標の実現のための方針の一つで
ある「国際化対応能力の育成・強化」について、教員組織に反映されている点は評価できる。また、
複数の社会人研究者の存在は、学部教育に実学の視点を取り込めるほか、職業専門人の育成を目的と
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するビジネス・イノベーション研究科との連携が図れる点で評価できる。なお、女性教員は複数の配
置であるものの、率として専任教員全体に占める割合は 10%程度にとどまるため、経営学部の女子学
生の割合が 30%程度であることを勘案すると、バランスに欠けるところがある。
（４）教員組織における専任、兼任の比率の適正性
経営学部における専任、兼任の比率については、学部固有の全開講科目の専兼比率の数値が示す通
り、全開講科目の約 75～80%が専任教員にて担当されている。したがって、数値上から見る限りは、
特に問題はないと言える。
一般的に教育に対する責任感の軽重という観点からは、専任教員による教育が望ましいと言える。
一方、企業環境の変化に対する適切な対応、多様化する受講生のニーズに答えるためには、その時々
に応じた多彩な科目群の提供が求められる。また、これに対応することで経営学部の理念・目的・教
育目標を実現するための主要方針である「カリキュラムの充実」や「実践的・実学的教育方法への目
配り」に適うことになる。しかしながら、カリキュラム上の全ての科目を専任教員のみで担当するこ
とは、専任教員の数に限りがあることに加えて、専門分野の相違等の問題が生じる。このような場合
には、対象科目に対する豊富な教育研究または実務経験を有する兼任教員を積極的に活用し、多彩な
科目群を提供することが受講生の学修意欲を刺激することになる。したがって、認識すべき問題点は、
専任教員が担当する方が好ましい科目と兼任教員が担当する方が好ましい科目との選別である
（５）教員組織の年齢構成の適切性
経営学部は社会人に門戸を開放する昼夜開講の経営学研究科、または原則として社会人経験 3 年以
上の受講生を対象として、職業専門人の育成を目的とするビジネス・イノベーション研究科の教員を
兼ねる必要がある。これらの社会人受講生の学修意欲を刺激し、かつ実務に密着した研究指導を行な
うためには、専任教員側にも相当の研究教育経験が求められる。ビジネス・イノベーション研究科を
例にとると受講生の年齢層は 30 歳～45 歳の働き盛りの世代にて、一概に年齢だけでは判断できない
ものの、やはり若手教員では十分な教育指導できない恐れがある。また、経営学部の教育目標の一つ
である「教養と人間性の涵養を目指した教育」を行うためにも、若手教員だけではなく、人生経験が
豊かな教員が必要である。したがって、経営学部の専任教員の年齢構成が比較的高いことは否めない
ものの、社会人受講生を対象とする大学院教育を勘案すれば、評価すべきところもある。

将来の改善・改革に向けた方策
(1) 概要
経営学部全体の教育理念である「理論的知識と実践的応用力をもつビジネス・パーソンの育成」を
達成するためには、現在の長所を引き続き伸すことに加えて、問題点の改善を図る必要がある。その
改善･改革に向けた方策としては、450 名以上の受講生となる講義形式の科目は、複数クラスにて運営
する方針を遵守する必要がある。ゼミナール形式の科目についても、特定の教員に受講生が集中しな
いように、入学オリエンテーション後も学生と専任教員が知り合える機会を増加するほか、シラバス
の内容の更なる充実や提供媒体の多様化、受講生の募集方法の見直し等を図る必要がある。
（２）主要な授業科目への専任教員の配置状況
経営学部の教育理念である「理論的知識と実践的応用力をもつビジネス・パーソンの育成」を達成
するためには、全体的な視点からの専任教員による教育体制の維持が必要となる。したがって、その
改善･改革に向けた方策としては、専任教員の定年退職時期に応じて、途切れることなく専任教員を適
時に採用することで、主要科目に対する専任教員の配置、専任教員によるゼミナール教育を維持する
必要がある。また、その際には、将来の経営学部カリキュラム構想との密接な関係が求められるため、
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教育内容とも連携を取っていく必要がある。
３）教員組織における社会人、外国人研究者の受け入れ状況及び女性教員の占める割合
専任教員の人事は、教育課程（以下「カリキュラム」という）における主要科目との関連性を重視
する必要がある。したがって、最初から外国人研究者または社会人研究者の採用ありき、との人事政
策は好ましくないことは言うまでもない。この点については、採用人事に際して、主要科目の教育目
標やカリキュラム全体における位置付けを確認することで、自ら適切な教員配置になると思われる。
女性教員についても同様であり、最初から女性教員の採用ありきではなく、実力本位の採用人事を通
じて、結果として増員となる形になることが好ましい改善・改革に向けた方策といえる。
（４）教員組織における専任、兼任の比率の適正性
経営学部の教育理念はカリキュラムに反映されるが、当該カリキュラム上の科目は専任教員と兼任
教員の両方が担当することになる。カリキュラム本位で専任教員と兼任教員の比率の適正性を見た場
合、将来の改善･改革に向けた方策としては、基幹科目や主要科目は専任教員が担当し、周辺科目等は
兼任教員が担当する等、いわゆる「選択と集中」のようなメリハリのある専任、兼任の配置運営が必
要となる。なお、周辺科目の中には、既に時代遅れでありながら、惰性で兼任教員に開講依頼を続け
ている場合も想定される。したがって、定期的なカリキュラムの見直しによる周辺科目の整理を通じ
て、専任教員と兼任教員の比率の適正性を確保することも必要である。
（５）教員組織の年齢構成の適切性
中京大学の教育職員の定年は 70 歳につき(71 歳以上の 2 名は特例措置)、今後 10 年以内に 8 名、全
体として 40%弱の専任教員が定年を迎えることになる。今後の採用人事については、社会人受講生を
対象とする大学院教育を担う学部である限り、引き続きある程度の教育研究または実務経験を有する
専任教員を採用する必要がある一方、特定の年齢階層が定年退職で抜けることによって、学部教育ひ
いては大学院教育に支障が生じてはならない。したがって、将来の改善･改革に向けた方策としては、
学部及び大学院の担当科目との関連性に配慮しつつ、教員組織の活性化及びバランスを重視した採用
人事を進める必要がある。

【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
経営学部教育課程の特色の一つには「高度の専門的知識の獲得」があり、それに応じて、専門科目
群は「企業経営管理」、「国際経営」、「経営情報」、「会計･ファイナンス」の 4 つの分野に体系化
されている。これらの分野毎に重点履修モデルを作成、学生に向けて開示しているが (「履修の手引」
「経営学入門テキスト」等に掲載)、モデル作成に際しては、当該分野の専任教員による打ち合わせの
ほか、当該モデルでは他分野の科目履修も想定しているため、他分野の専任教員との調整も随時行な
われる。次に 1 年生の必修科目である「経営学入門Ⅰ」は、異なる分野からの専任教員 6 名による輪
講方式を採用している。本科目は学部オリジナルテキスト「経営学入門」を使用するため、毎年行な
うテキスト改訂及び運営会議において、テキストに差し込む履修モデルを見直すほか、必修科目とし
ての成績評価方法の確認を行なっている。
経営学部全体としては、学部内部の常設組織として学部長を委員長とする学部教務委員会を設置、
全学組織の教務委員会委員 2 名を含む計 5 名にて、時間割の編成方針、ゼミナールの募集方法、科目
間の調整等に関するたたき台を作成、教授会に議題として提出している。なお、学部教務委員会には、
教学部教務課の経営学部担当職員も常時参加し、教育と事務の整合性を図る体制になっている。
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点検・評価・長所と問題点
カリキュラム上の分野毎における重点履修モデルの作成･見直しを通じて、各分野に属する専任教員
間の連絡調整が行なわれていること、経営学入門Ⅰのオリジナルテキスト作成･改訂の運営会議等を通
じて、きめ細かな対応を必要とする 1 年生の導入教育について、担当する専任教員間の連絡調整が制
度化されている点は評価できる。また、全学組織の教務委員を含む学部教務委員会の設置は、中京大
学全体の教務事項及び学部レベルの教務事項の両方について、教授会等を通じて経営学部専任教員の
全員が共通認識できる点で評価できる。
なお、経営学部のカリキュラムは、専任教員だけではなく、兼任教員と共同で運営されている。授
業を受ける学生にとっては、専任教員または兼任教員の区別はない。ともすれば、兼任教員との意思
疎通に欠けることで、経営学部全体の教育方針が兼任教員に伝わらない等の連絡調整の不備が生じ得
ることは問題点として認識する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
経営学部の教育目標である「基礎的及び専門的な知識の付与」等に必要となる多彩なカリキュラム
を維持、発展させるためには兼任教員の参画が不可欠であるが、授業を受ける学生の立場からすれば、
専任または兼任に関係なく、一貫性のある教育を受ける権利がある。したがって、将来の改善･改革に
向けた方策としては、個々の兼任教員に対して学部の教育方針等を伝達する窓口となる専任教員を特
定の上、当該窓口となった専任教員による定期的なフォロー体制を整備、継続的に運用していく必要
がある。
【教育研究支援職員】

現状の説明
（１）実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制
の整備状況と人員配置の適切性
経営学部の情報処理関連教育のうち、「情報リテラシー」についてはティーチング・アシスタント
を配置の上、本学の事務部署である事務システム部所属の職員が管理するメディア教室において授業
が行われている。メディア教室を利用する科目は「情報リテラシー」のほか、「会計情報システム論」、
「専門ゼミナール（一部）」があるが、同様に本学情報センター所属の職員のサポートが受けられる
体制にある。また、情報センターの提供による CUBICS-Learning 注）(Ｗeb 上での教材開示･提供、レ
ポート提出等)は、メディア教室以外での情報処理関連教育に用いられている。
なお、パソコンやネットワーク上で問題が生じた場合には、本学情報センター・ヘルプデスクに対
応を依頼することができる。情報センター以外の通常の講義棟でも、学内ＬＡＮ、液晶プロジェクタ
ー、教材材提示装置等が装備された教室が増加しており、複数の情報処理機器がある教室には、教員
が迷わないようにコンパクトな取り扱い説明用紙が備え置きされている。
注）CUBICS-Learning の概要等については、中京大学のホームページ中以下の該当箇所参照のこ
と。http://www.chukyo-u.ac.jp/cubics/top02.html
（２）教員と教育研究支援職員との間の連携･協力関係の適切性
教学部教務課との連携･協力関係については、学部内部の常設組織として学部長を委員長とする学部
教務委員会(時間割の編成方針、ゼミナールの募集方法、科目間の調整等の経営学部内の教務事項に関
するたたき台を作成する組織)の構成メンバーとして、
教学部教務課の経営学部担当職員も常時参加し、
教育と事務の整合性を図る体制になっている。なお、2006 年 7 月には、教員及び教学部教務課の経営
学部担当職員の双方が出席のもとで、成績(出席)不振な学生に対する相談･指導セミナーが開催されて
いる。
次に経営学部における教育上の特色として、1 年次での資格対策講座の受講料支援制度がある。本制
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度は将来の進路探しの一つとして資格の取得を奨励し、実験実習費を財源として受講料を支援する制
度であるが、対象科目は資格センターが主催する資格対策講座の内容と連動している。また、在学中
に資格対策講座が対象とする資格を取得した場合には、単位認定を行なうことから、担当教員を中心
として定期的に資格対策講座の内容点検が行なわれる。

点検・評価・長所と問題点
（１）実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制
の整備状況と人員配置の適切性
経営学部の教育目標であるコンピュータに対する基礎的能力の習得、当該目標を達成するための方
針である情報関連科目の充実においては、優れた指導方法等のソフト面に加えて、教材機器等のハー
ド面も重要となる。この点について、情報処理関連教育の関連設備は、メディア教室はもちろん、通
常の教室でも教員が持参したパソコン内の資料･データの提示、ビデオ映像の提供等が可能であり、
CUBICS-Learning も含めて不具合が生じた場合、情報センター所属の職員等によるサポートが受けら
れる点は評価できる。一方、マルチメディアまたは情報処理教育の内容や支援の要求水準は、教員間
でばらつきがあること、情報センターが提供するサービスの内容について、全ての教員が必ずしも十
分に理解していないこと等は問題点として認識する必要がある。
（２）教員と教育研究支援職員との間の連携･協力関係の適切性
経営学部のカリキュラム作成、時間割の編成、ゼミナールの学生募集等の教務に係る事項は、教学
部教務課の経営学部担当職員も構成メンバーとする学部教務委員会で検討される体制になっているこ
と、資格センター職員及び学部教員の共催による公認会計士説明会に参加した学生が、それをきっか
けに勉強を始めて公認会計士試験に現役合格した点は評価できる。
なお、中京大学の組織上、教務関連の事務及び窓口は、教学部教務課だけではなく、内容によって
は学事センター等の複数の事務部署も関係する場合がある。全ての教員が学内行政及び事務分掌に通
じているわけではないため、複数の事務部署が関係する場合には手続や調整が煩雑となり、学生及び
教員とも理解できない恐れがある。また、事務職員及び学部教員とも、属人的な関係で仕事を依頼し
ている場合、人事異動による配置転換によって、今までの連携･協力体制が途切れる等の危険性は問題
点として認識する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
（１）実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制
の整備状況と人員配置の適切性
情報関連教育を例にとると、科目間及び学部間を超えた全学的な問題でもあるため、学部のみなら
ず、全学的な視点からの改善･改革が必要である。経営学部の改善･改革に向けた方策としては、学部
内部の常設組織である学部長を含むメディア委員を中心に学部内の教育ニーズをとりまとめ、その内
容を全学組織である情報センター委員会に意見具申等をする体制を継続していくことが必要である。
（２）教員と教育研究支援職員との間の連携･協力関係の適切性
学生に対する十分な教育体制の確立は、教員による教育指導だけではなく、事務職員によるサポー
トが必要不可欠である。したがって、将来の改善･改革に向けた方策としては、学部教務委員会に見ら
れるように、事務職員と教員が一丸となった運営体制を継続していく必要がある。また、その運営体
制が属人的な関係で途切れないよう、学部及び関係部署にて正式に承認の上、組織的な活動として定
着化させる努力が必要である。
【教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き】
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現状の説明
(1) 概要
経営学部における教員の募集･任免･昇格に関する基準･手続は、梅村学園中京大学任用規程及び当該
規程に基づく中京大学経営学部専任教員任用に関する内規（以下「内規」という。）によって運用さ
れている。内規では採用または昇格の基礎要件を定め、学部長が当該要件を充たしていることを確認
した後、教授会に採用または昇格の提案を行なう。教授会では採用または昇格に係る審査委員会の設
置の是非を審議し、設置が決定した場合には、専任教員 3 名（少なくとも 1 名は教授）による審査委
員会を構成して審議の上、審議の結果を教授会に報告する。なお、審査委員会が必要と認めた場合に
は出張審査や面接を行うほか、審査対象の業績等は教授会構成員に公開される。教授会では審査委員
会の報告をもとに採用または昇格の審議を行ない、総構成員の 2/3 以上の出席を確認の上で無記名投
票を行ない、有効投票数の 2/3 以上の賛成をもって、採用または昇格の内定を決する手続となる（そ
の後は梅村学園中京大学任用規程に従い、経営学部長の申請に基づいて理事長が決することになる）。
（２）教員選考基準と手続の明確化
教員の選考については、梅村学園中京大学任用規程及び当該規程に基づく中京大学経営学部専任教
員任用に関する内規に従って行なわれる。なお、学部内部の常設組織として学部長及び研究科長を含
む採用人事検討委員会があり、当該委員会にて担当科目、職位、年齢等の応募条件、提出書類及び選
考方法を含む教員の募集要項案を作成し、これを学部長が教授会に提案の上、審議する仕組みになっ
ている。また、最近の提出書類としては、主要な研究業績一覧のほか、教育への抱負及び着任後の研
究計画が含まれている。現役の実務経験者も選考対象とする場合には、職務に関するレポートを提出
書類に含めている。なお、教育への抱負、着任後の研究計画及び職務に関するレポート等の内容につ
いては、経営学部の理念・目的・教育目標の観点から検討が加えられ、教員選考時の評価材料となる。

点検・評価・長所と問題点
（１）概要
経営学部における教員の募集･任免･昇格に関する基準･手続は全て内規にて明文化され、実際に運用
されている。教員の採用は原則として公募によるものであり、大学や研究機関に募集要項を送付する
とともに、科学技術振興機構のデータベースに登録、インターネット上でも情報提供を行なっている。
このように、任用に係る情報を公開の上、教授会構成員である専任教員が周知のルールに基づいて、
任用が行なわれている点は評価できる。なお、教員の募集はカリキュラム上の担当科目に基づいて行
なわれるが、科目の内容によっては、公募だけでは適切な候補者を採用できないことも想定される。
特に経営学部の専任教員は、職業専門人の育成を目的とするビジネス・イノベーション研究科の教員
を兼ねる可能性が高いため、実務経験も兼ね備えた候補者も想定される。これらの状況を勘案すると、
公募以外の採用を想定した任用手続が現状では必ずしも明確ではないことは問題点として認識する必
要がある。
（２）教員選考基準と手続の明確化
教員の選考に際しては、学部教育及び大学院教育の両面から検討する必要があること、科目群のバ
ランスも考慮する必要があること等から、あらかじめ採用人事検討委員会にて多面的に検討を行なう
体制になっている点は評価できる。また、実学的な要素が強い経営学教育では、社会人教員も必要と
なるため、その選考に際しては研究業績一辺倒ではなく、実務経験も考慮する仕組みがある点は評価
できる。一方、経営学部専任教員の年齢構成、女性教員比率等の是正は、教員選考時に対応するほか
ないが、現状に問題があるとすれば、教員選考基準に織り込むべき視点が足らないことを意味してい
る。
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将来の改善・改革に向けた方策
（1）概要
教員組織の活性化のためには、透明性及び公平性を重視した任用手続の確立と運用が求められる。
したがって、将来の改善･改革に向けた方策としては、現行の内規の継続的な見直しを行なうことに加
えて、必要に応じて公募以外の採用に関する運用基準の検討が求められる。
（２）教員選考基準と手続の明確化
教員の新規採用を通じての経営学部専任教員の年齢構成、女性教員比率等の是正は、かなりの時間
を要することになるが、教員組織の活性化のためには着実に遂行していく必要がある。したがって、
将来の改善･改革に向けた方策としては、経営学部が目指すべき年齢構成等を含む教員組織の総合方針
を策定し、採用人事検討委員会では従来の検討項目に加えて、当該方針も考慮した検討を行なう等の
中長期的な取り組みが必要である。
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9. 情報理工学部（情報科学部）・情報科学研究科
現状の説明
本学部の専任教員数は、教授２１名、助教授９名、講師６名、助手３名の合計３９名である。その
他に、兼担教授２名、兼担助教授２名、兼任講師２７名が所属している。学部学生数は、１年生３３
３名、２年生３０９名、３年生３２２名、４年生３２７名の合計１，２９１名である。従って、専任
教員１人当たりの学部学生数は３３．１名となる。
専任教員の年齢構成は、６０歳代１１名、５０歳代７名、４０歳代１０名、３０歳代９名、２０歳
代２名であり、６１歳以上の教員は２９％を占めている。
学部の専任教員の教育研究分野から見た教員数配置状況は、基礎情報理工学分野１０名、情報応用
分野９名、知能応用分野７名、メディア応用分野１２名となっており、この中には外国人教員２名、
女性教員３名が含まれている。
実験・実習を伴う授業には、大学院生が必要人数まで、ティーチング・アシスタントとして配置さ
れる。
教員の募集・任免・昇格に関する基準及びその運用に関しては、「中京大学情報科学部教育職員選
考内規」に基づき実施している。
研究科の専任教員数は、教授２５名、助教授９名、講師６名で、合計４０名である。その他に、兼
任講師９名が所属している。情報科学専攻の大学院学生数は６４名であるから、専任教員１人当たり
の大学院学生数は１．６名となる。
研究科の専任教員のうち、博士は２５名（工学１７名、Ｐｈ．Ｄ３名、理学２名、数学・計算機科
学１名、認知科学１名、人間情報学１名）、修士は７名（文学４名、工学２名、芸術学１名）、学士
は８名（工学５名、芸術学２名、美術学１名）である。
教員の募集・任免・昇格に関する基準及びその運用に関しては、「中京大学大学院情報科学研究科
教育職員選考内規」に基づき実施している。

点検・評価・長所と問題点
教員数の配置状況は、広範な研究分野にまたがっており、情報理工学部としての十分な教育を施せ
るものと考えられる。また、これらの教員が、共同して学際的研究を行い、その成果を教育に反映さ
せるにも好ましい環境であると考えられる。
他方、学部発足から十数年経過して、教員の平均年齢が徐々に上がりつつあることは否めない。平
均年齢の上昇は、老練な教員が豊かな経験を生かした教育が行われる一面、若年教員の発想の豊かさ
が欠落し研究面での活動の低下が懸念される。
また、私学の宿命として、教員１人当たりの学生数が、国公立大学に比して多い。このことは、き
め細かな教育・生活指導の及ばぬ可能性が存するとともに、これらが教員の負担を増大し、ひいては
研究のアクティビティに影響を及ぼす可能性がある。
一方、大学院は、専任教員数およびその階層において学部を凌駕しているが、学位を有しない教員
も若干数存在し、それらの教員に依存した大学院教育が行われている。これらの教員よる大学院教育
に関しても、検討すべきである。

将来の改善・改革に向けた方策
現在の情報系学部に対する社会的要請の一つが、情報の関与する産業分野の増大に対して、柔軟に
対処できる学生の教育にあると考えられる。本学部の有する広範な研究分野は、この要請に十分応え
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られるが、研究領域の広範囲化を、より推し進めるべきであろう。
教員の平均年齢の上昇化に関しては、最近、定年制の早期化が実施されており、その効果が現れる
までには、少々の時間を要するが、有効な改革への方策と考えられる。また、この定年制の早期化と
の関連において、教員数の拡充も議論されて然るべきである。
教育・研究の質を高めるためには、すべての教員が学位を有することが望ましい。学位を有しない
教員に対しては、国内外の研究機関等との共同研究の体制を確立し、早期の学位取得が可能となる方
策を確立すべきである。
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10. 生命システム工学部
現状の説明
生命システム工学部の教員組織は、２３名の専任教員（内訳は、教授１０名、助教授２名、講
師４名、助手 7 名）と 2 名の客員教授、３名の兼任教員（非常勤講師）の合計２８名から成って
いる。
また、学部学生数は、２００６年５月１日現在で、計４３８名であり、専任教員１人当たりの学
部学生数は、27.1 名である。
生命システム工学部の専任教員は、教授 10 名、助教授 2 名、講師 4 名の計 16 名からなる。この
他に、客員教授 2 名、および、研究教育活動の補助を行う助手 7 名（任期制）がおり、全体で 25
名の教員からなる。
学問領域別に見ると、「人間行動システム系」には教授 2、助手 2 の計 4 名、「生命機械システム
系」には教授 2、助教授 1、講師 2、客員教授 1、助手 2 の計 8 名、「生命情報システム系」には
教授 3、講師 1、客員教授 1、助手 2 の計 7 名が配置されている他、共通基礎領域を担当する「基
盤グループ」には教授 3、助教授 1、講師 1、助手 1 の計 6 名が所属し、それぞれの学部固有科目
を担当、もしくは補助を行っている。
現在（2006 年 4 月時点で）、学年進行に伴い、第 3 年次が始まったところである。
設置届出時点（2003 年 7 月）において想定し、かつ、発足時（2004 年 4 月）に赴任、もしくは赴
任を予定された教官はすべて実現され、全員が現在教育・研究に従事している。その意味では、
当初の計画通りに進行していると言える。
なお、各教官名、担当科目名と単位数、卒業要件、等の数値については、添付の資料類に記され
ている。

点検・評価・長所と問題点
各教官の担当時間数、授業内容等については、完成年度にいたった時点での経験をふまえて検討する
予定である。

将来の改善・改革に向けた方策
これについては、完成年度（2007 年度）終了時に改めて詳細な評価を行い、その結果を待って必要な
改善に取り組みたい。
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11.

体育学部・体育学研究科

【教員組織】

現状の説明
体育学部（以下、学部）の教員組織は、41 人の専任教員（教授 25 人、助教授 8 人、講師 8 人）と、
3 人の兼担教員および 38 人の兼任教員（以下「非常勤講師」という）の合計 82 人から成っている。
また、体育学研究科（以下、研究科）では、21 人の専任教員（教授 14 人、助教授 2 人、助手 5 人：
以下、実験実習助手）と、5 人の兼担教員および 14 人の兼任教員の合計 40 人から成っている。
学部の学生数は、2006 年 5 月 1 日現在で、計 2137 人であり、専任教員 1 人当たりの学部学生数は、
52.1 人である。研究科の学生数は博士前期課程が 33 人、博士後期課程が 27 人で、専任教員１人当た
りでは前期課程 1.6 人が、後期課程が 1.3 人である。
学部と研究科とは別組織である。しかし、研究科のみの専任教授１名（保健センター長）を除き、
研究科構成員は学部と兼担であることからして両者の関係は密接である。学部と研究科合せて全専任
教員は 47 人であるが、運営の主体となる教授会構成員は 34 人（研究科構成員は 16 人）で非構成員は
13 人である。学部は 2 学科から構成されており、専任教員数は体育科学科が 27 人（教授 17 人、助教
授 5 人、講師 5 人）、健康科学科が 14 人（教授 8 人、助教授 3 人、講師人 3）である。研究科では
21 人であり、学部との兼担は 15 人（教授 13 人、助教授 2 人）である。
講師には、教授会構成員となる者以外に、非構成員である任期制の講師（以下、嘱託講師）と附属
高校からの配置換えの講師（以下、特任講師）があり、嘱託講師と特任講師の担当科目は学部の運動・
スポーツ実技（以下、実技）に限定されている。研究科の実験実習助手は任期制で 5 つのコースに各 1
人の配置であり、単独で授業を担当することはない。なお、嘱託講師、実験実習助手以外では任期制
はとられていない。
専任教員は、学部では 11 の系に所属し、研究科では 5 つの系に所属している。予算は系に配分され、
その運用は系の責任で行なっている。
専任教員の学位は博士が 13 人、修士が 18 人、学士が 16 人である。年齢構成は 60 歳代が 18 人、
50 歳代が 9 人、40 歳代が 10 人、30 歳代が 8 人、20 歳代が 2 人である。年齢と学位との関係では、
60 歳代では博士 4 人、学士 14 人である。50 歳代では博士 2 人、修士 5 人、学士 2 人であり、40 歳
代では博士 6 人、修士人 4 である。それ以下では博士 1 人、修士 9 人である。性別では男性が 40 人、
女性が 7 人である。
学部においては必修科目のほとんどは専任教員が担当しているが、やむを得ず非常勤講師を担当さ
せる際には専任教員との連携を密に持って行なっている。専任教員であっても担当科目を変更、修正
する際には人事委員会にて業績を含む適性を評価し決定している。
研究科においては、博士後期課程にて研究指導を担当するには、博士号を持っていても担当経験が
ない者では、研究科にて２年の経過後に担当させることになっている。現状では助教授１人がこれに
相当している。なお、研究指導は研究科構成員だけが担当する。研究科においても、担当科目の変更、
修正については研究科の人事委員会にて業績を含む適性を評価し決定している。
学部学生の 1 学年の定員は 465 人で、
その内訳は体育科学科が 375 人で健康科学科が 90 人である。
専任教員数は、この学生定員数に対する文部科学省による専任教員基準数を上回っている。また、研
究科学生の 1 学年の定員は博士前期課程が 12 人で後期課程が 4 人であり、それに対する専任教員数も
基準を上回っている。
全学付置の研究所の 1 つに体育研究所があるが、所長を始め主構成員は体育学部の専任教員である。
したがって、学部や研究科で執行が難しい業務を補完することができる。
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点検・評価・長所と問題点
学部専任教員は 11 の専門領域に配置され、予算もそれらの系にて執行される。系は、いわゆる
講座制ではないために、教授会構成員は業績次第で昇格ができる。また、系の予算とは別に教授
会構成員には個人研究費として旅費、図書費、消耗品費が計 65 万円配分（嘱託講師と実験実習助
手には半額）されている。研究室は 1 人に 1 室（嘱託講師と特任講師は 2 人が同室）が配分され
ている。また、研究科は独自の予算を持ち、研究科構成員は学部配分予算と合わせて執行してい
る。さらに、全専任教員は体育研究所所員として研究に従事できる。したがって、専任教員は組
織としての拘束を大きく受けることなく、研究と教育活動を行なうことができるのは大きな長所
と考えている。
最大の問題点は学部と研究科運営の主体をなす教授会構成員の高齢化である。60 歳代が全専任教
員の 38％であり、教授会構成員については 50％にあたる。この高齢化の影響は小さくない。事実、
この数年間に 60 歳代の 4 人の教授会構成員が体調不良により早期退職や休職をしたために教員の
絶対数は減少している。

将来の改善・改革に向けた方策
学部、研究科ともに現状を大きく改革する必要性はないと現時点では考えている。しかし、将
来のどのような状況にも対応できるように教員の質、活力の一層の向上について誠心誠意を尽く
していくことは責務である。体育学部の性格として、教員は例え講義担当であっても身体活動性
が高いことが望ましい。したがって、5 年ほど前から教授会構成員の新規採用は 40 歳ごろまでと
することを教授会にて合意している。とはいえ、研究科担当をも考慮すると実績の少ない若い教
員を採用することは適切ではない。このジレンマを解決する意味もあって、実技担当の嘱託講師
に関しては 20 歳代から 30 歳代前半を条件に採用している。
一方、教員の質については 20 年ほど前から取得学位について条件を設けている。新規採用に当た
っては、嘱託講師、実験実習助手においては修士以上のキャリアを条件としており、教授会構成
員については講義担当者では博士号を、実技担当者であっても博士号の取得や博士後期課程の履
修を条件としてきている。また、修士号のみの専任教員には博士号の取得を促している。
今後は講義や演習を担当する教授会構成員の大幅な増員はたやすい事とは考えにくいため、新規
採用に当たっては、単に退職者の補充ではなく将来構想（将来構想委員会が担当）に則って実施
していくことを教授会にて合意している。
【教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き】

現状の説明
専任教員の採用に当たっては、学園の理事会の承認を得て採用人事を始める。学部においては、
将来構想をふまえて担当科目および条件を決定するが、募集では公募制を取ることを原則として
いる。採用に当たっては学部人事委員会、学部人事教授会の承認を経て、最終の決定は全学人事
委員会にてなされる。旧来は研究科基盤での人事が行なわれ、学部教授会へは報告で処理される
ことがあったが、現在では採用は学部基盤での人事となっており、上記のような手続きを経る。
昇格について、学部では 1993 年に教授会構成員に関する内規を定め、この内規に基づいて人事委
員会にて昇格の判定を行なっている。教授などの員数に定数はなく、次に記す基準を満たせば昇格
できる。基準は研究歴と教育歴に分かれ、講師から助教授については講師以後の研究業績として論
文が 2 編以上（少なくとも１編は筆頭著者）、教育歴は講師として 2 年以上である。助教授から教
授へは論文が５編以上（少なくとも 3 編は筆頭著者）、教育歴は助教授として 5 年以上である。な
お、研究歴と教育歴は原則として担当科目に基づいて評価する。また、実技およびその指導に優れ
た業績をあげた者については、その業績につき筆頭著者論文１編に相当させる。以上のような基準
に従い、昇格を望む教員は学科長を通じて人事委員会に申請する。一方、降格については過去に例
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がないことから内規はない。
研究科では学部の人事委員会および教授会での承認を追認することで採用や昇格を決定している。

点検・評価・長所と問題点
専任教員の募集については、将来構想にのっとり、慎重に対応してきており特に問題はなかったと
考えている。少なくとも、この約 10 年は適材を採用できたと考えている。
昇格については、基準が客観的に明示されており、制定後 15 年近くが経過しているが基準に対して
は特に問題点は提起されていない。この基準の長所は、専任教員が個人で、その業績をもって昇格を
申請できることである。問題点としては、数名の助教授が十分な教育歴を持ちながら、研究歴不足で
昇格できないことである。

将来の改善・改革に向けた方策
新規採用に当たっては、単に後任を補充するのではなく、2006 年度に発足した第 3 次将来構想委員
会（60 歳未満の教授会構成員で構成；詳細は後述）が提示する将来像に則った適切な科目を補充する
ことになっている。なお、かつて実技については、将来ともに 1 種目につき複数の教授会構成員を配
当する予定であった。しかし、状況の変化によりそれが難しくなった現時点では、活力に富む若手で
ある嘱託講師数を増加することで実技の充実を図ることが次善の策として考えている。また、専任教
員（一部の助教授と講師）に対して、研究業績をあげるように教授等からの強い指導と助言を継続し
ている。
【教員間連絡調整のための仕組み】

現状の説明
教授会には全専任教員が出席できるが、嘱託講師と特任講師、および研究科のみの専任である教授
（保健センター長）はオブザーバーである。また、人事教授会は教授のみで構成される。
学部には 11 の常設委員会がある。学部長、学部長代理を除き専任教員は 1 ないし 2 の委員会委員を
務める。なお、ほとんどの委員会は全学の委員会と連携している。
主任会議は構成員数が 10 人で、内訳は学部長、学部長代理、研究科長、体育科学科 3 人、健康科学
科 2 人、事務室主任（助教授）1 人である。本委員会の役割は学部運営のとりまとめで、下記の委員会
および全学の委員会からの案件を調整し、教授会議事の円滑運営を図っている。学部の中枢としての
機能を果たしている。
人事委員会は 11 人の教授で構成され、内訳は学部長、学部長代理、研究科長、体育科学科 5 人、健
康科学科 3 人である。本委員会の役割は、人事に関係する案件の取りまとめである。ここでの案件は、
人事教授会にて議決され教授会に報告される。
予算・施設委員会は構成員数が 5 人で、内訳は学部長および両学科から各 2 人で構成されている。
本委員会の役割は、学部予算の配分の決定、将来のための予算の留め置き額の決定、および学部関連
施設の新設や修理などの予算配分の決定である。
入試委員会は構成員数が 9 人で、内訳は学部長、学部長代理、体育科学科 5 人、健康科学科 2 人で
ある。本委員会の役割は、入試に関連する全てであり、もっとも繁忙の委員会の 1 つである。
教務委員会は構成員数が 5 人で、内訳は体育科学科 3 人、健康科学科 2 人である。役割は学部カリ
キュラムの調整および非常勤講師の手配などで、入試委員会同様に繁忙の委員会である。
学生・就職委員会は構成員数が 5 人で、内訳は体育科学科 3 人、健康科学科 2 人である。役割は就
職を含む学生の相談を受け、アドバイスを行なうことである。全学組織であるキャリアセンターと密
接な関係を持っている。
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教職課程員会は構成員数が 4 人で、内訳は体育科学科 3 人、健康科学科 1 人である。本学部では保
健体育科教員の養成が大きな柱となっているが、その運営では中心となって機能しているのが本委員
会である。もっとも繁忙の委員会の 1 つである。
図書・論叢委員会は構成員数が 4 人で、内訳は体育科学科 3 人、健康科学科 1 人である。図書費の
運用と学部紀要の発行を業務としている。
自己点検評価委員会は構成員数が 2 人で、内訳は両学科各 1 人である。文字通り、学部の自己点検
評価を行なうセンター機能である。
IT 委員会は構成員数が 2 人で、内訳は両学科各 1 人である。シラバスの運営や学部ホームページの
管理を業務としている。
将来構想委員会は構成員が 17 人で、内訳は学部長、52 歳以下で嘱託講師と特任講師を除く専任教員
で体育科学科が 9 人、健康科学科が 7 人である。約 10 年後の学部のあり方を検討し、これから頻繁に
生ずる採用人事をどのような分野にあてはめるかを、学部の将来像を設定し具体案を提示するのが役
割である。
これらの常設委員会以外には、学部長の諮問委員会として実技教員会議がある。これは、実技を担
当する専任教員で構成され、体育会運営をも含む運動やスポーツ実技のあり方について、学部長との
意見交換を目的にしている。学部運営にて重要な役割を果たしている。また、体育科学科の 3 人構成
されるスポーツ博物館準備室があり、現在は、年度内にオリンピック関連の展示会を開催するための
準備に精力を注いでいる。
一方、研究科においては学部と連携をとりつつ、独自の委員、委員会を設けている。教務委員、予
算委員、論文指導委員、自己点検あり方委員、自己点検評価個別委員（以上は各１人）、人事委員会
（5 人）、運営委員会（5 人）、入試委員会（5 人）、倫理・動物実験委員会（4 人）、である。

点検・評価・長所と問題点
学部では 5 年前までは 1 人の専任教員が 4～5 の委員会委員に任じられていたが、委員会の運営に当
たっては機能的ではない、との反省の元で上記の現行制度に変更した。この制度にしてからは、委員
会開催に当たっての委員の欠席はほとんどなく、効率的に運営がなされていると考えている。問題点
としては、繁忙な委員会があり、時節によっては週に複数回も開催している。しかし、学部の運営上、
必要なことと了解されている。研究科においては構成員と学生の人数からして、適切に機能している
と考えている。

将来の改善・改革に向けた方策
他の学部や研究科と比較してもっとも効率よく機能的に運営をしていると自負している。繁忙であ
るが、現状のままで問題はないと考えているし、問題が生ずれば、これまでも臨機に委員会などの組
織を設定して対応してきている。
【教育研究支援職員】

現状の説明
学部授業のうち、以下に対応する科目において、大学院生をティーチング・アシスタント（以下「Ｔ
Ａ」という）として従事させている。
① 演習、実験、実習の各科目のうち、履修者数が 40 人以上
② 必修の講義科目のうち、実験、実習を伴う履修者数が 50 人以上
ＴＡの目的は、大学院生が将来、指導者となっていくためのトレーニングの機会とすること、およ
びＴＡの補助により授業の教育効果をより高めること、にある。原則として、ＴＡは博士後期課程の
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学生であるが、やむをえない場合には前期課程の学生を従事させている。現在、その人数は 17 人であ
る。
研究科においては、5 人の実験実習助手が科目の履修者数にかかわらず、必要に応じて授業補助の任
に当たっている。

点検・評価・長所と問題点
TA を採用して 10 年近くが経つが、大学院生のトレーニングの機会、という目的においては十分に
成果を挙げていると考えている。TA を経験した大学院生の多くは大学に職を得ているが、その経験は
有効であったと感謝されている。また、研究科の実験実習助手経験者は、研究者として大学教育者と
して TA 以上に得がたい経験を得た、とのことである。TA ならびに実験実習助手は授業展開で必要不
可欠の要員である。問題点は、履修者数の制限が高いことである。学部での運動・スポーツ実技の多
くは 20～30 人の履修者で開講されているために、TA の採用ができない科目が少なくないのである。

将来の改造・改革に向けた方策
実験実習助手については現状で十分に機能しており、特に改造や改革は必要ないと考えている。
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12. ビジネス・イノベーション研究科
現状の説明
ビジネス・イノベーション研究科の教育理念・目標は、高度専門職職業人の育成にある。ビジネス・
イノベーション研究科は、広く高い見識をもち、環境変化によく対応して国際社会で活躍できる高度
な職業人を育成するために、原則として社会人経験 3 年以上の受講生を対象として、本学の専任教員、
兼担教員及び主に中部圏に所在する企業の経営者、経営管理者等からなる兼任教員（客員教授）によ
る理論及び実践を融合した実践教育の展開に努める独立研究科であるといえる。この教育目標を達成
するため、本研究科の専任教員及び兼担教員は、経営学部を中心に経済学部、総合政策学部及び教養
部から、職業専門人教育に適した専門知識及び経験を有する者が選抜され、基本となる学問領域につ
き、理論的に体系だった講義を行なう科目を担当する配置になっている。一方、実務家を主体とする
兼任教員は、応用となる学問領域につき、自らの職務経験を反映した事例研究等を行なう科目を担当
する配置になっている。
このような理論と実務が融合したカリキュラムを運営するためのビジネス･イノベーション研究科
の教員構成は、専任教員 13 名、兼担教員 6 名及び兼任教員 37 名の計 56 名である。なお、専任教員
のうち 5 名、兼担教員のうち 1 名、兼任教員のうち 35 名は 10 年以上の実務経験を有する者であり、
全教員に占める割合は 73%となる。
ビジネス･イノベーション研究科のカリキュラムは、「リーダーシップ」、「プロセス革新」、「ベ
ンチャー経営」、「経営環境」、「財務・会計」、「ビジネススキル」の 6 分野に体系化された多彩
な講義科目に加えて、必修科目として社会人受講生の研究計画書に示された問題に取り組む「課題研
究Ⅰ・Ⅱ」のほか、その時々の受講生のニーズに対応した特殊講義によって構成されている。6 分野の
全てにおいて、理論的に体系だった講義科目を担当する本学の専任教員が配置されており、実務家で
ある兼任教員が担当する多彩な科目のかなめになっている。なお、必修科目として１年間の継続指導
となるゼミナール形式の「課題研究Ⅰ・Ⅱ」は、本学の専任教員のみが担当する体制を採っている。
教員と教育研究支援職員との連携･協力関係について、ビジネス･イノベーション研究科の教学に関
する事務は、講義が主に平日の夜間または週末に行なわれるため、従来の研究科の教学に関する事務
を扱う学事センターとは独立した事務部署である大学院事務室が担当している。ビジネス･イノベーシ
ョン研究科委員会には、大学院事務室室長等がオブザーバーとして出席することになっている。また、
研究科内部の組織として、ビジネス･イノベーション研究科科長を委員長とする研究科教務委員会が設
置されており、原則として毎月開催しているが、大学院事務室室長等はその構成メンバーになってい
る。
なお、ビジネス･イノベーション研究科の教員の募集･任免･昇格に対する基準及び手続としては、梅
村学園中京大学任用規程のほか、ビジネス・イノベーション研究科委員会内規細則及びビジネス・イ
ノベーション研究科教員人事選考に関する内規がある。

点検・評価・長所と問題点
ビジネス･イノベーション研究科の受講生は原則として実務経験 3 年以上であるが、実際には 30～
45 歳の働き盛りの社会人が主流であり、これらの受講生の学修意欲を刺激するに足りる理論と実践を
融合した実践教育を行なうためには、相当の教育研究または実務経験を有する多彩な教員が必要とな
る。また、必修科目である課題研究の成果物は、従来の修士論文に見られる研究者指向ではなく、受
講生自らが有する実務上の問題解決を目指した提案･企画書的な要素も有する。したがって、年齢だけ
では一概に言えないにしても、受講生の研究指導については、それなりに教育研究または実務経験の
年数を経た教員が対応する必要がある。この教育内容から見た場合、教員組織の専任･兼任比率、年齢
構成等について、通常の学部または研究科と同じ視点で評価することは、必ずしも合理的ではない。
問題とすべきは、カリキュラム上の配当科目に最も適合した教員の配置がなされているかどうかであ
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る。したがって、本学の専任教員のうち、本研究科の教育研究に適した教育研究歴を有する者を選抜
して、課題研究の指導教員及び教育課程（カリキュラム）の各分野のかなめ的な存在として配置する
とともに、実務上の知見が有益となる領域科目は、ビジネスの現場を熟知している実務家教員を配置
する体制は、教育目標に適合した教員組織として評価できる。
教員と教育研究支援職員との連携･協力関係については、教員の運営組織である研究科委員会及び研
究科教務委員会に大学院事務室責任者が正式に認知された形で参加、受講生の声もふまえた教学事務
の視点から意見が反映されている事実から十分に評価できる。
なお、ビジネス･イノベーション研究科は、本学の既存学部の専任教員が横断的に結集し、兼担教員
及び兼任教員とともに教育指導を行なう体制になっているため、ビジネス･イノベーション研究科とし
ての人事選考に関する内規はあるが、研究科の開設以来、研究科独自に新規の専任教員を募集･採用し
た実績はない。ビジネス･イノベーション研究科に属する本学の専任教員は、各々の既存学部に属して
いる。したがって、ビジネス･イノベーション研究科に属する本学の専任教員の昇格人事のほか、退職
等になった場合の補充人事は、対象教員の属する既存学部の人事に大きく影響を受ける構造であるこ
とは問題点として認識する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
広く高い見識をもち、環境変化によく対応して国際社会で活躍できる高度な職業人の育成を目的と
して、理論と実践の双方で経営革新推進のための教育を行なうためには、教員組織も常に見直す必要
がある。そのためには、受講生のニーズ（資格取得等）を先取りしたカリキュラムの改訂、それに応
じた教員組織の編成等を企画･立案･実行する仕組み作りが必要である。また、実務家の兼任教員は勤
務先での転勤、担当替等で出講が困難となる場合も想定されるため、早めに出講継続の可否を打診し、
状況に応じて代替教員を手配する体制を確立する必要がある。
なお、ビジネス・イノベーション研究科と組織的な繋がりのない既存学部の人事方針にて大きな影
響を受け得る教員によって、研究指導及び研究科行政がなされている運営体制は、組織としての持続
可能性に支障をもたらす危険がある。この教員組織に内在する問題点の改善･改革策は、専門職大学院
への移行等を含む全学的な視点も踏まえて検討していく必要がある。
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13. 法務研究科
現状の説明
法務研究科の教員組織として、
2004 年度設置当初は 19 名の専任教員で構成されていたが
（２名の｢み
なし専任｣を含む）、１名の自己都合による退職により、2006 年度は、18 名の専任教員で構成されて
いる。研究者教員が 11 名、実務家教員が 7 名であり、設置認可基準よりも、きわめて豊富な教員組織
を構成することができている。
しかも、実務家教員は、裁判官・検察官・弁護士を経験した教員によって構成されており、数ある
法科大学院においても、法曹三者の実務家教員がすべて揃っている法科大学院は少ないことからして、
きわめて理想的な教員組織となっている。また、実務家教員については、企業法務職経験者を法曹三
者とは別に組織している。
なお、法学部との兼担教員を４名含んでいたが、2006 年度には、そのうち１名が、法務研究科の専
任となったことにより、法学部との兼担教員は、３名となっている。
また、兼任教員（以下「非常勤講師」という）についても、十分な研究業績ないし実務経験を有す
る教員を組織している。

点検・評価・長所と問題点
教員一人当たりに対する院生数が５名という点からもわかるように、他の法科大学院に比して、き
わめて贅沢な少人数教育を実現できる教員組織となっており、また、実務家教員の比率が 48%である
ことからも、理論と実務の架橋という法科大学院における法曹養成の理想を実現しうる体制にあり、
高い評価を与えうると考えている。
しかし、年齢構成がきわめて高く、2006 年度完成時には、定年規定により、４名の教員が退職する
ことから、2007 年度以降の教員組織の再編が大きな課題となっている。また、法学部との兼担教員の
負担の問題もある。

将来の改善・改革に向けた方策
上記課題を解決するため、まず、兼担教員３名については、2007 年度からは、その１名を法務研究
科のみの専任とし、他の２名を法学部のみの専任とすることが決定されている。
また、これらの割愛者ならびに退職者により生ずる教員組織の再編については、現在、民事訴訟法
担当教員・刑事訴訟法担当教員・行政法担当教員・弁護士教員の公募を行っており、これにより、適
切な補充を行う予定である。
さらに、非常勤講師についても、高年齢の教員がいることから、担当教員の見直しを行っている。
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1４.

教養部

現状の説明
教養部は全学共通科目を担う組織として確かな基礎学力に支えられた深く幅広い教養と総合的な判
断力を培い、社会変化に対応するための高い問題解決能力の育成を主な教育目標としている。この教
育目標の踏襲に際し教養部では学生への密度の高い教育と指導を具現するために「将来計画委員会」
を設置し、その傘下に「カリキュラム改革部会」と「教育部会」を設置している。「カリキュラム改
革部会」では現行教育課程（以下「カリキュラム」という）の整合性を図りながら教員の適正配置を
検討し、また、「教育部会」では開講科目の適正規模及び開講数を検討している。
表 1 に教養部の系列教員組織構成と平均年齢を示した。
専任教員数は 64 名であり、
各々人文
（8 名）
、
社会（6 名）、自然（9 名）、英語（15 名）、第二外国語（13 名）、体育（5 名）、新領域・教職（8
名）の 7 系列に属している。
表１

専任教員(人)
平均年齢(歳)
兼担教員(人)
非常勤講師(人)

人文
8
51.9
3
33

社会
6
52.7
1
25

自然
9
53.2
23

系列教員組織構成
英語
15
52.1
73

第二外国語

13
56.8
71

体育
5
59.6
19

新領域・教職

8
46.6
11

計
64
53.2
4
255

年齢構成は 60 歳代 20 名、50 歳代 22 名、40 歳代 14 名、30 歳代 8 名である(平均年齢 53.2 歳)。系
列毎の平均年齢は新領域・教職系列を除けば 50 歳を上回っており、第二外国語・体育系列では 50 歳
代後半である。教員組織は教授 40 名、助教授 21 名、講師 3 名、兼担教授 4 名、非常勤講師 255 名か
ら構成されている。カリキュラムは演習・実習的な授業形態の科目群（コミュニケーション系）と講
義形式の科目群（ソフィア系）を設置し、それらの多彩な科目群からバランスよく、かつ学生の興味
に応じて選択履修できるように対応している。

点検・評価・長所と問題点
教育理念・教育目標にもとづき、全学部の学生に対して多彩な科目群の中から多様な科目を教員の
専門領域に応じて担当している。多様な科目の設置は学生の豊かな人間性を涵養し確かな基礎学力に
支えられた深く幅広い教養と総合的な判断力を培うためにも必要となる。しかし、科目が設置されな
がらも専任教員が不在のものもあり、責任ある教育体制を確保するうえで人材の確保が必要であり改
善を要する。
カリキュラム編成について従来までの教養教育は 1・2 年次を中心にカリキュラムが編成されていた。
これに対して現行カリキュラムでは全学共通科目と学部固有科目ともに 4 年間でそれぞれ配置される
に至っている。教養部も教育的観点から 1 年次に設置されている語学教育科目を除いて 1 年次から 4
年次までの履修を可能とした。学生にとっては学問体系の習熟、すなわち学部固有科目を学ぶ中でさ
らにグローバルな観点から専門性を捉えようとした場合に学年配当が存在することは当該科目の履修
に関して制限が生ずる。この点に関して学年配当の壁が取り払われたことは全学共通科目と学部固有
科目の相互補完が可能となり、主体性ある学生の素養を伸ばす機会を広げた点で評価される。しかし、
広範な学問領域の多様な科目の設置とは裏腹に専任教員の占める比率は 19.8％と低く、非常勤講師へ
の依存率が高い。新教育課程に移行して 4 年を経過したものの、この間の専任、兼任の比率に変化は
なくこれらの比率の改善が求められる。この点に関して各系列で科目配置等の改善に向けて点検をお
こなっているものの非常勤依存率を下げるまでには至っていない。
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専任教員の年齢構成は 50 歳代以降の高年齢層にシフトしている。系列によっては著しい偏りが認め
られる。中・長期的観点に立って教員の適正配置・年齢構成を加味しながら将来的な教員採用計画を
練りあげる必要がある。30 歳・40 歳代の比較的若い年齢層の補充の必要性が指摘される。

将来の改善・改革に向けた方策
教員構成における適正配置、年齢構成を是正するうえでは教員の採用は必要である。この点に関し
て、現行カリキュラムの問題点を精査し、極小規模の講義において講義数の統合・縮小等を視野に入
れながら非常勤依存比率低下に向けての検討を進めている。これと並行して基礎的学力の構築に必要
な科目を担当する人材の確保の検証等を検討中である。さらに、学問の専門分化と多様化する学生の
希望に対処するためには、広範な視野に立った多様な教育の展開を可能とする教員の採用を視野に置
かなければならない。そのためには系列における専任率の確保に終始するのではなく学際的観点等を
考慮に入れた積極的な教養教育体系の確立に向けて議論を進めなければならない。これらは中・長期
的に将来の人事計画案を策定するための基礎資料を提供するものとなり得る。加えて、専任教員の採
用人事起案は教員構成の適性化を図るべく「カリキュラム委員会」において具体的な議論がおこなわ
れている。教員の採用に関しては「人事審査委員会」にて研究・教育の力量を審査し、昇格に当って
は「昇格委員会」にて規定に準じて審査され、結果を教授会に提出されている。優れた人材の確保に
対して、選考規定の見直しの必要性に迫られており具体的な議論を進めている。
（実験・実習等を伴う教育実施上の人的補助体制の整備状況）

現状の説明
教養部が担当している全学共通科目の中の講義系科目群「自然の探求」では、「生物学」において
実験の時間を設けている。「化学」でも、以前は実験を実施していた。同じく講義系科目である「統
計学」ではコンピュータ演習室の PC を使用する授業が数回ある。表計算ソフトや統計ソフトを操作
して、実際の数値を使って統計処理を習得させている。また、演習系科目「コンピュータ処理論」で
は PC を用いた実習を行っている。これらのうち「統計学」でティーチング･アシスタント（以下「TA」
という）が利用されている。「化学」と「コンピュータ処理論」では、かつて TA を利用していた時
期がある。

点検・評価・長所と問題点
一部の講義系科目のなかには、学生に現象を実際に体験してもらえるよう、実験室を使って履修者
全員に実験に参加させている科目がある。しかし、機器や薬品には危険なものもある。慎重な取り扱
いを全学生に期待することは難しいし、ひとりの教員が学生全員に目を配ることも難しい。実験の実
施は安全上の困難がある。実験助手あるいは TA を配置すればよいのだが、大学院生から人材を募っ
ており、文系学部の多いキャンパスでは有能な実験助手を確保すること自体が難しい。ビデオなどの
マルチメディア教材を使うことにより、講義と実習の間隙を埋めることはある程度は可能であるが、
実習から得られるものとマルチメディア教材にはやはり格差がある。

将来の改善・改革に向けた方策
講義科目における実験・観察については実験助手あるいは TA が必要であり、その人材確保のため
の条件が柔軟であることが望まれる。今後、検討する必要がある。
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（２）教育研究支援職員
現状の説明
（授業補助者）
本学には、教育研究支援のために、ティーチング・アシスタント（Teaching Assistant 授業補助
者 以下「ＴＡ」という）の制度がある。ＴＡの趣旨は、「補助者を従事させることにより、その補
助者にとって指導者としてのトレーニング機会が得られ、授業補助内容が有益であり、かつ、その授
業についてもより教育効果が得られる場合に従事させることができる。」となっている。この趣旨に
従って、大学院学生をＴＡとして採用している。現状では、ＴＡを必要とする学部授業科目は、授業
計画書の提出によって申請し、その授業科目のＴＡを大学院学生から募集し、授業担当者との相談の
上で決定される。対象となる科目には、一定の基準（演習・実習科目は履修者が 40 名以上、講義科目
は、50 名以上の授業に 1 名のＴＡを従事させる）を設けている。なお、ＴＡに関しては、各学部・研
究科の「教員組織」の箇所で個別に点検が行われている。
（ヘルプデスク）
情報センターでは、教育職員のコンピュータ利用を手助けするために、2001 年度よりヘルプデスク
を開設されている。当初は、サポート内容はかなり限定したものであり、研究室に出向する形態はと
っていなかったが、現在は、サポート内容も充実し、場合によっては研究室、講義室に出向している。
学生アルバイト、派遣技術職員、情報システム部専任職員がサポートにあたっている。

点検・評価・長所と問題点
（ＴＡ）
現状のＴＡ制度に関しては、必要とする学部授業科目の申請方法やＴＡの募集、決定、就業契約、
出勤管理等の事務取扱は、その要項に従って処理され制度として確立している。ＴＡを必要とする授
業担当者も基準を遵守して申請されている。しかしながら、コンピュータ等を利用する若干の授業科
目については、その基準に従ったＴＡが申請で対応できない場合、授業計画書に記載されている授業
内容を検討して決定している。講義期間終了後にＴＡから提出させる実施報告書には、「学部教育の
復習ができ、大学院の勉強にとても有益だった」、「教職を目指すために良い経験となった」、「学
部生時代とは異なる視点で授業に参加できて自分の勉強を見直すきっかけになった」等々、この制度
は大学院生にとって有益であるとの報告が多い。しかしながら、授業の準備や管理（教室機器のセッ
ティング、資料の配布、出欠確認等）といった業務のためにＴＡを利用し、実質的に授業に参加させ
ていないなど、授業担当者がＴＡ制度の趣旨を十分に理解していない思われる実施報告もある。実施
報告書からは、これら多くの問題点の把握ができ、今後のＴＡ制度の見直しをする上で究めて貴重な
資料と言え、提出を義務付けていることは評価できる。
（ヘルプデスク）
現在の情報センターヘルプデスクはコンピュータを教育研究に生かすことを目指している教育職員
に対して、一定の効果は上げていると評価できる。しかし、あくまでコンピュータの技術面に限定し
たものであり、教員の視点に立ち、教材を電子化していくとか、授業改善の一環としてのコンピュー
タ活用を提案していくといったコーディネータ型の支援はしていない。
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将来の改善・改革に向けた方策
（ＴＡ）
「ＴＡは大学院学生教育の一環であり、大学院学生を授業に参加させることが目的である。」
と言う本来の趣旨を、ＴＡ制度を利用する教員に周知徹底することが必要である。例えば、Ｔ
Ａに対する統一的な指導要領のようなものを作成し、授業担当者はＴＡの指導状況についても
報告することを義務化する等の方法を今後は検討していきたい。
（ヘルプデスク）
情報センターが支援できるものは情報技術に限定したものである。今後は、情報センター
は別に総合的な支援を行うための組織を検討する必要があると思われる。
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（３） 教員の教育・研究活動についての評価
現状の説明
教員の教育・研究活動を全学的にまとめたものとして、本学ではこれまで数回の印刷物が刊行さ
れている。最近では、2003 年に『教育・研究活動報告書 2003』が中京大学自己点検・評価あり方委
員会（以下「あり方委員会」）によって刊行された。2005 年度にあり方委員会を改組した自己点検・
評価委員会においては、大学基準協会による外部評価を受けるために、その提出資料の一部である「専
任教員の教育・研究業績」を点検する必要があるとして、審議がなされ、『教育・研究活動報告書 2006』
が 2006 年度中に刊行される予定になっている。

点検・評価・長所と問題点
『教育・研究活動報告書 2006』は、『教育・研究活動報告書 2003』の体裁をもとにして編集さ
れている。記載されている項目については、大学基準協会の項目を網羅しているものであるが、今
後の利用方法などについての議論は、自己点検・評価委員会において行われていない。『教育・研
究活動報告書 2003』の刊行にあたって、当時のあり方委員会において「情報公開への対応（Ｗｅｂ
上での公開）」に関する議論が出されたが、その後の個人情報保護法の成立により、現在学内にお
いて学園の「個人情報保護の基本方針」にもとづいて規程の整備が行われていることもあり、現時
点では、公開手段は、印刷物に留まっている。
さらに、教員個人の教育・研究活動についての評価については、学内での議論は行われていない。

将来の改善・改革に向けた方策
『教育・研究活動報告書 2006』の刊行後、2007 年度以降の自己点検・評価委員会において、報
告書の掲載項目の確認・検討とともに、大学のホームページ上での公開の可能性、産学連携、地
域連携、学部間連携などへの拡張性を考慮した教員データベース化などについて議論が行われる
予定である。
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Ⅵ．研究活動と研究環境
「研究活動と研究環境」についての目標
○ 研究成果の発表の場を確保するとともに、発表を促進する。
○ 付置研究所の研究活動の活性化を図り、研究の促進に資するようにする。
○ 研究に必要な個人研究費・旅費を確保するとともに、「競争的研究助成制度」の質の向上を図る。
○ 研究活動に必要な研究室を確保する。
○ 教員の負担を適正化し、研究時間を確保できるよう配慮する。
○

学会参加を含む研究活動に必要な研修に参加する機会を確保する。

Ⅵ-１ 大学全体としての研究活動
(1)

論文等研究成果の発表状況

現状の説明
本学には、専任教員が研究論文や研究成果の公表を支援する制度として、出版助成制度がある。
この出版助成制度には①博士号請求論文で審査に合格したものを出版する場合、②特に優れた著
作ではあるが市販性の少ない学術図書を出版する場合、③全国的または国際的な規模の学会によっ
て定期的に発行される学術雑誌またはこれに準ずる定期刊行物に研究論文を掲載する場合の 3 区分
があり、この区分に応じて出版経費の 3 分の１から３分の２が助成されているが、この出版助成を
申請するにあたっては、所定の期日までに学事センターへ申請書類を提出し、各学部(教養部)教授会
が選出する委員および事務局長からなる出版助成委員会において選考されたものが助成の対象とな
っている。
また、この他にも各学部(教養部)･研究科･研究所等が定期的に発行する紀要･論叢あり、各教員が
論文等の研究成果を発表する場として利用されている。
さらに、一部の学部･研究科･研究所では研究叢書を発行する制度を設けており、各教員が研究成
果としての著書を発表する場として利用されている。

点検・評価・長所と問題点
最近 5 年間の出版助成状況は、【別表】に示すとおりである。
博士号請求論文を出版する件数にともなって合計助成額に差が生じてはいるものの、件数として
は毎年 20 件前後を助成しており、本学の「研究論文･研究成果の公表を支援する措置」として十分
にその役割を果たしているものと考えられる。
また、最近 5 年間の紀要･論叢および叢書の発行状況は【別表】に示すとおりである。

最近 5 年間で発行された紀要･論叢･叢書等の総数は 200 冊、執筆した専任教員数は延べ 851 名に
および、本学の専任教員が研究成果を発表する場として大きな役割を果たしてきている。
しかしながら、定期的に発行されるべき紀要や論叢の中には掲載論文の提出が遅れるなどの理由
から合併号となっているケースもあり、今後解決しなければならない課題となっている。
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将来の改善・改革に向けた方策
前述のとおり出版助成制度については、本学の「研究論文･研究成果の公表を支援する措置」とし
て定着しており、十分にその役割を果たしているが、今後も引き続きこの制度を維持するとともに
この制度の利用促進について啓蒙していかなければならない。
また、各学部・教養部、研究科、付置研究所が発行する紀要･論叢･叢書についても同様に「研究
論文･研究成果の公表を支援する措置」として定着しており、十分にその役割を果たしている。しか
しながら、前述のとおり紀要･論叢の一部が合併号として発行されている点については、各教授会･
研究科委員会等で協議の上、計画的な紀要･論叢の発行体制を実現していかなければならない。
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合計

論文掲載

学術図書

博士号請求論文

区分

出版助成(最近5年間)

14 件

12 件

1 件

3,102,110 円

602,110 円

500,000 円

20 件

18 件

1 件

3,154,625 円

654,625 円

500,000 円

2,000,000 円

1 件

1 件
2,000,000 円

2002年度

2001年度

26 件

20 件

3 件

3 件

5,249,820 円

749,820 円

1,500,000 円

3,000,000 円

2003年度

16 件

15 件

1 件

0 件
0 円

977,689 円

477,689 円

500,000 円

2004年度

19 件

16 件

2 件

1 件

3,457,404 円

888,389 円

1,000,000 円

1,569,015 円

2005年度
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紀要･論叢等の発行状況(最近5年間)
学部･研究科･研究所等
の名称

文学部
文学研究科
国際英語学部
国際英語学研究科
心理学部
心理学研究科
社会学部
社会学研究科
法学部
法学研究科
経済学部
経済学研究科
経営学部
経営学研究科
商学部
商学研究科
総合政策学部
情報理工学部
情報科学研究科

紀要･論叢等の名称
文学部紀要

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

第36巻第1号
第36巻第2号
第36巻第3･4号

第37巻第1号
第37巻第2号
第37巻第3･4号
創刊号
第2号
第2号

第38巻第1号
第38巻第2号
第38巻第3･4号
第3号
第4号

第39巻第1号
第39巻第2号
第39巻第3･4号
第5号
第6号

第40巻第1号
第40巻第2号
第40巻第3･4号
第7･8合併号

第3巻第1号
第3巻第2号
第18巻第1号
第18巻第2号
第38巻第1号
第38巻第2号
第38巻第3･4合併号

第4巻第1号
第4巻第2号
第19巻第1号
第19巻第2号
第39巻第1･2合併号
第39巻第3･4合併号

第5巻第1号
第5巻第2号
第20巻第1･2合併号

国際英語学部紀要
中京大学心理学部紀要
中京大学心理学研究科･
心理学部紀要
中京大学社会学部紀要
中京法学

中京大学経済学論叢
中京経営研究
中京商学論叢
総合政策フォーラム
SCCS TECHNICAL REPORT

創刊号

第16巻第1号

第17巻第1号

第36巻第1号
第36巻第2号
第36巻第3･4合併号

第37巻第1･2合併号
第37巻第3･4合併号

№13

№14

№15

№16

№17

第11巻第1号
第11巻第2号
第48巻第1号
第48巻第2号

第12巻第1号
第12巻第2号
第49巻第1号
第49巻第2号

第13巻第1号
第13巻第2号
第50巻第1･2合併号

第14巻第1号
第14巻第2号
第51巻第1号
第51巻第2号

第15巻第1号
第15巻第2号
第52巻

№2001-2-01

－

№2003-2-01

№2004-2-01
№2004-2-02

LSST TECHNICAL REPORT
生命ｼｽﾃﾑ工学部
体育学部
体育学研究科

中京大学体育学論叢
中京大学教養論叢

教養部
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
研究科
社会科学研究所
文化科学研究所
企業研究所
体育研究所
人工知能高等研究所
臨床心理相談室

文化科学研究
中小企業研究
中京企業研究
中京大学体育研究所紀要
IASAI News
中京大学
臨床心理相談室紀要

創刊号
№2005-2-01
№2005-1
№2005-2
№2005-3
第47巻第1号

第43巻第1号
第43巻第2号
第42巻第1号
第42巻第2号
第42巻第3号
第42巻第4号

第44巻第1号
第44巻第2号
第43巻第1号
第43巻第2号
第43巻第3号
第43巻第4号

第45巻第1号
第45巻第2号
第44巻第1号
第44巻第2号
第44巻第3号
第44巻第4号

第46巻第1号
第46巻第2号
第45巻第1号
第45巻第2号
第45巻第3号
第45巻第4号

第22巻第1号
第22巻第2号
Vol.13 №1
Vol.13 №2
№23

第23巻第1･2合併号

第24巻第1号
第24巻第2号
Vol.15 №1
Vol.15 №2

第25巻第1号
第25巻第2号
Vol.16 №1
Vol.16 №2

第26巻第1号
第26巻第2号
Vol.17 №1
Vol.17 №2

第16号
№8
№9

第17号
№10
№11

№25
第18号
№12
№13

№26
第19号
№14
№15

№27
第20号
№16
№17

創刊号

第2号

－

第3･4号

第5号

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

中京ビジネスレビュー
社會科學研究

第40巻第1･2合併号
第40巻第3･4合併号

第46巻第1号
第46巻第2号
第46巻第3号
第46巻第4号
VOL.1

Vol.14 №1
Vol.14 №2
№24

研究叢書の発行状況(最近5年間)
学部･研究科･研究所等
の名称

経済学部
経済学研究科
経営学部
経営学研究科
商学部
商学研究科
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
研究科
社会科学研究所
文化科学研究所
企業研究所
経済学部付属
経済研究所

叢書の名称

第10輯

第11輯

第12輯

第13輯

第14輯

中京大学経営研究双書

中京大学経済学研究叢書

№16
№17

№18
№19

№20
№21

№22
№23

№24
№25

中京大学商学研究叢書

－

第17巻

第18巻

第19巻

第20巻

社研叢書10
社研叢書11
中京大学文化科学叢書2
第４号

社研叢書12
社研叢書13
中京大学文化科学叢書3
第5号
第6号

社研叢書14
社研叢書15
中京大学文化科学叢書4

社研叢書16
社研叢書17
中京大学文化科学叢書5

社研叢書18

第7号

第8号
第9号

第10号

第10輯

第11輯

第12輯

中京大学大学院
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ
社研叢書
中京大学文化科学叢書
中京大学中小企業研究叢書

[経営情報]

中京大学企業研究叢書
CUIE研究プロジェクト叢書

第8輯

第9輯
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（２）付置研究所等
1. 社会科学研究所
現状の説明
社会科学研究所（以下、研究所と略す）は、1968 年に発足した学内の学術的任意団体である総合
社会科学研究所（総合社研）を母胎とし、「社会科学および隣接諸科学につき、各分野の枠にとら
われず、相異なる専門分野の研究者間の共同研究ならびに個別研究を推進し、もって新たな社会科
学の創造と発展に寄与するとともに地域社会に貢献すること」（研究所規程第 1 条）を目的として、
1980 年 4 月本学初の大学付置研究所として誕生した。この目的を遂行するために、以下のような目
標を掲げて活動してきた。
① 個別研究の推進
② 特定課題に基づく共同研究の推進
③ 研究例会の開催
④ 紀要の刊行
⑤ 研究叢書の刊行
⑥ 講演会・講習会等の開催
⑦ 関連資料の収集・整備
⑧ その他研究所の目的を遂行するために必要な事項
そして、以上のような目標を達成するために、定例研究会（8 月を除き原則として月 1 回、通算 268
回開催）、公開講演会（年 1 回）、紀要（年 2 冊、26 巻 2 号まで）叢書（原則年 2 冊、通算 19 冊）
の発行、公開研究会（随時）・国際シンポジウムの開催等の事業を行ってきた。
2006 年度の所員（中京大学専任教員）は 43 名、準所員（元専任教員、共同研究に携わる他大学
の教員・本学非常勤講師・在野の研究者）は 35 名である。所員の研究関心を中心に準所員の協力を
得て以下のような共同研究が展開されている（部会は恒常的に設けられている研究グループであり、
プロジェクトは原則として 3 年で研究成果を叢書として出すための短期の研究グループである）。
① 台湾研究部会（代表 檜山幸夫法学部教授 以下 7 名）： 台湾統治史資料を収集し、日本の台
湾統治の実態を解明する「台湾総督府公文類纂目録」の編纂・刊行。
② 英連邦部会（代表 三枝有法科大学院教授 以下 11 名）： 英連邦構成国を文化と法という視
点から比較研究すること。当面、オーストラリア、カナダ、イギリスの比較研究を進めるこ
と。
③ ロシア研究部会（代表 安村仁志教養部教授 以下 8 名）： 体制の変動が市民生活および文
化状況に及ぼす影響の総合的研究。
④ アジア太平洋研究プロジェクト（代表 吉川仁教養部教授 以下 6 名）： 西洋とは異なるア
ジア太平洋地域における多元的で多様な価値観や行動規範の根底にある「ものの考え方」の
⑤

研究。
言語と社会研究プロジェクト（代表 張勤教養部教授 以下 5 名）： グローバル化のなかで

の社会における言語のあり方、言語と社会の関係の研究。
⑥ 日本の国境政策プロジェクト（代表 佐道明広総合政策学部教授 以下 5 名）： ナショナリ
ズムとグローバリゼーションの混在する東アジア地域で見落とされている「日本の国境政策」
に関する研究。

点検・評価・長所と問題点
社会科学研究所の調査研究活動については、上記の定例研究会（通算 268 回）、紀要（26 巻 2 号
－382－
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まで）および叢書（19 冊）の発刊以外に、各研究部会やプロジェクトごとの研究会（随時）が行わ
れており、これは研究所での旺盛な調査研究活動が行われていることを意味している。この点を定
例研究会について敷衍すれば、2005 年 4 月度から 2006 年 4 月度までにおいても、定例研究会は 8
月と 3 月を除き 11 回開催した。また、部会の研究活動について言えば、台湾部会は台湾から 4 名の
研究者をお迎えして研究会を 1 度開催するとともに、3 度にわたり台湾の国史館台湾文献館を訪れ
台湾総督府文書の現地調査を行い（2005 年 8 月 3 日～9 月 2 日、2005 年 12 月 12 日～2006 年 1 月
10 日、2006 年 3 月 11 日～4 月 8 日）、ロシア研究部会は 6 回にわたる部会研究会を開催し、英連
邦部会は 3 回の部会研究会を開催するとともにニュージーランドで開催されたアジア研究学会
（2005 年 11 月下旬）に部会として部会員を派遣し報告した。
研究推進のための外部資金の導入と国際活動について説明しておく。台湾研究部会は 2001 年より
日本財団助成金を得て「台湾総督府公文類纂」の作成を続けており、現在明治期の目録を完成させ
ようとしている。この事業は台湾史研究の水準を高めて研究基盤を整備する意味をもつ点で高く評
価されているものである。また、旧オーストラリア部会（現英連邦部会）はオーストラリアにおけ
るアジア研究および日本研究の国際会議に毎年のごとく参加し日本の各分野における問題について
報告し、
その成果に基づきオーストラリアや欧米の読者を対象とした英文の叢書が 4 冊発刊された。
同様に旧オーストラリア・カナダ部会（現英連邦部会）はカナダのブリティッシュ・コロンビア大
学およびアルバータ大学と共同のシンポジウムをカナダ・日本の両国で 4 回開催し、うち日本で開
催した 2 回はカナダ政府の補助金（Canadian Studies Development Program）を得てカナダから
研究者を迎えて広く一般市民をも対象としたものであった。この地域の市民がカナダの諸問題との
かかわりで日本の問題を考える上でよい機会ではなかったかと評価している。ロシア研究部会もシ
ベリアの古都トムスク市の日本研究者との交流を契機として一部メンバーが同市を数回訪れている。
上記のように多方面の研究者が共同研究を中心として旺盛な研究活動を続けている点で評価でき
るが、所員の数は中京大学の専任教員数の 15％ほどに過ぎない。中京大学の多方面の研究分野にわ
たる人的資源を生かせればさらに規模・内容ともに有意義な研究ができるものと思う。また、国際
活動を展開し日本紹介の叢書を発刊したりするには研究資金が必要であるが、予算が限られている
という問題がある。

将来の改善・改革に向けた方策
研究活動の規模・内容をよりよくするため多方面の研究分野にかかわる所員が増えるよう配慮した
い。この点に関連しては、所員を募るために、年度初めには、新任教員への勧誘文書（所員申込書と
社会科学研究所の研究部会および研究プロジェクトの活動内容を記したもの）を送るとともに、各学
部の掲示板に勧誘文書を掲示していただいている。また、公開講演会や国際シンポジウムについても
同様に学内の掲示板に掲示し、当研究所の活動をお知らせするようにしてきたが、今後はこれに加え、
定例研究会および各部会・プロジェクトの研究会についても各学部の掲示板に掲示していただき、当
研究所の活動の一端をお知らせすることとする。そうすることを通じて、全教員に開かれた研究所と
して多くの研究者が研究活動に加わってくれることを期待したい。また、研究資金については、研究
グループが外部資金の獲得に向け積極的にアプライする方途が講じられる必要がある。そのため研究
プロジェクトについては、1 つのプロジェクトの研究期間は最大 3 年とし、その後の研究の継続につ
いては科学研究費など外部資金の獲得に進むことを前提とした研究所運営を進めている。
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2.

文化科学研究所

現状の説明
（１）概要
文化科学研究所は１９８５年に教養部付置研究所として発足し、翌１９８６年に社会学部・教養部
付置研究所と改称され、１９９２年に大学の付置研究所となり、今日に至る。 「人間の織りなす多様
な文化について総合的に研究し、その研究成果を公表し、社会の発展に寄与する」ことを目的として、
広く学内外の研究者が集い、協力して研究活動を行う場となっている。
本研究所は所員、準所員、及び事務部門からなる。活動の中心となる所員は本学専任教員であり、
本人の希望により運営委員会・所員会議の承認を経て入所し、各自の研究テーマを定めて活動を行う。
準所員は広く学外の研究者から、所員の推薦により運営委員会・所員会議の承認を経て、本研究所の
研究テーマに沿って協力して活動を行う。
本研究所は基本的に研究グループ単位でその活動を行っている。所員二名以上でグループを構成し、
必要に応じて準所員がこれに参加する。三年単位の研究テーマを定め、紀要や叢書などにその成果を
公表することを原則としている。但し同一テーマの継続研究もこれを妨げない。
本研究所の特徴の一つとしては、各研究グループの活動を核としつつも、それが「文化科学」とい
う大きな枠組みの中で研究所全体の活動に有機的に組み込まれている、ということを挙げることがで
きよう。各グループは西洋・東洋、古典・現代、人文科学・社会科学など、それぞれ独自のテーマと
方法論で、比較的独立した形でそれぞれ調査研究を行っている。一方それと同時にグループの枠を超
えて、研究成果の公開に関する事業を互いに協力しながら展開している。各グループは三年ごとに定
める研究テーマをそれぞれ目標とし、日々の調査、研究例会などを通じて成果を形にする。そして研
究所全体は講演会やレクチャーコンサートなどの一般向けイベント、紀要や叢書などの出版、といっ
た事業を共同で行う。それを通して目指す大きな目的とは、研究成果の社会への発信、地域社会への
還元と貢献、ということである。
８５年の発足当時は「比較文化研究」「社会情報研究」「教育研究」の三グループであったが、現
在は研究グループも順次増え、現在以下の１１グループを擁するに至っている。
「イギリス文化」研究グループ
「演劇」研究グループ
「科学技術論」研究グループ
「詩と散文」研究グループ
「児童文化」研究グループ
「地域」研究グループ
「中国文化」研究グループ
「言語とナショナリズム」研究グループ
「障害者文化」研究グループ
「少数民族」研究グループ
「矢作川流域文化」研究グループ
なお以上の内、「言語とナショナリズム」「障害者文化」「少数民族」「矢作川流域文化」の各グ
ループは、担当専任教員が在外研究期間中であることなどにより休会中であるが、今後順次活動を再
開する予定である。
（２）研究成果の公表
本研究所の設立の趣旨に「人間の織りなす多様な文化について総合的に研究し、その研究成果を公
表し、社会の発展に寄与する」とあるように、各グループはそれぞれのテーマで様々な角度から人間
の文化の諸相を研究しており、それを様々な形で社会に向けて公開している。その主なものとしては、
紀要『文化科学研究』、単行本『文化科学叢書』、講演会、フォーラム、研究例会、アートクリティ
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ックを挙げることができる。
紀要『文化科学研究』は年二回発行、論考は必ず研究例会で事前にその内容を発表し、所員相互で
意見を交換し、しかる後に掲載することを原則としている。単行本『文化科学叢書』は年一回発行、
グループごとに企画を立てて執筆し、叢書委員会による査読を経ることを原則としている。また様々
な分野の専門化を招いて年一回、講演会を行う。外部から招いた専門化を中心にシンポジウムや討論
形式で特定の話題に理解を深めるフォーラムも年一回開催する。研究例会は一～二箇月に一度の割合
で開催しており、グループの枠を越えた日常的な研究発表の場となっている。また既に述べたように、
紀要に掲載する論文は必ずこの研究例会での発表を経ることとなっている。アートクリティックは演
劇・文学などの自由な批評を通して気軽に情報交換ができる場として、不定期ながらほぼ毎月一回の
割で開催されている。
ちなみに現在までに発行された『文化科学叢書』のタイトルは
・１『愛知の児童文化』ＫＴＣ中央出版
・２『ヨーロッパ演劇の形 演劇文化論集』勁草書房
・３『欧米演劇を探る オペラ・ミュージカル・ロンドン演劇』勁草書房
・４『地域と演劇 演劇文化論集２』勁草書房
・５『劇場文化の構造 豪州ヴィクトリア』勁草書房
・６『楽は楽なり 中国音楽論集』好文出版
・７『空間・人・移動 文学からの視線』勁草書房
またここ最近の研究例会の発表題目には、次のようなものがある。
・Le Guin と逸脱のエートス
・新英語文型論：ＳＶＣＡ型の導入と八文型システムの意義・機能
・蜷川幸雄演出・歌舞伎座の「十二夜」
・天理図書館蔵『明楽唱号』考
・長崎の「明清楽」と中国の「明清時調小曲」
・シンガポールの激情事情について
・宮崎県綾町における地域おこしの現状と課題
・『鶯栖園遺稿』に記された皇学所
・トリノパラリンピックへの招待
・新美南吉と外国文学 － その変容と影響をめぐって
・『山海経』をめぐる現代中国の俗説・妄説

点検・評価・長所と問題点
上に述べたように本研究所は、文化科学というテーマを基本に、学内・学外の様々な専門分野の研
究者がそれぞれの研究グループを単位に活動している。そのため研究分野が広く、研究対象とする地
域・時代、また研究方法も、それぞれ異なり、それがそのまま本研究所の長所となっていると言えよ
う。東洋・西洋、現代・古典、人文科学から社会科学・自然科学まで広く何らかの形で視野に入って
おり、１１学部を擁する本中京大学の多彩なスタッフが研究所の研究活動にも生かされる形となって
いると言ってさしつかえあるまい。
そのことは、本研究所のスタッフが講演会・出版物など、様々な形を通してこうした研究成果を世
に問うだけの潜在的な能力を有しているということにもなるわけであるが、残念ながらその面ではま
だまだ十分とは言えない。と同時に、日頃の地道な基礎研究と、社会に対する研究成果公開の企画と
のバランスのとれた両立は、非常に難しいながらも常に志向しつつあるべきところであろう。以下い
くつか例を挙げて具体的に述べる。
『文化科学叢書』は児童文化・演劇文化・中国音楽・西洋文学などにわたって、現在まで順調に冊
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数を重ねている。こうした出版物を研究所の叢書として出版できることはまことにありがたいことで、
商業出版に馴染まない学術的な内容でも、社会に公表できる場を与えてくれるものとして高く評価で
きる。一方、せっかく多方面にわたるスタッフを擁しているのであるから、企画次第では一般読者も
視野に入れて、もっと一般読者向けに分かりやすく、また読んでいて面白いもの、という視点も考慮
に入れることができるのではないかと思われる。
講演会は学外の専門家を招いて毎回盛会となっている。内容的にはどちらかと言うと、最先端の学
術研究をふまえつつも、より広く聴衆に分かりやすく、というものを目指している。学生諸君の参加
も多く、また学外からの来聴も多いということがそのことを示していると言えよう。但し、テーマ的
に統一された継続した講演会、学内・学外の機関と連携した講演会活動、という点ではまだ十分とは
言えない。
さらに、講演会以外に恒常的に行われている研究例会やアートクリティックなどの活動にも、学生
や学外来聴者に開かれた企画を考慮する余地はあると思われる。研究例会やアートクリティックは、
研究所のグループ研究活動の基礎となっている。特定の研究グループで主催される場合もあれば、研
究グループを超えて相互に意見を交換する場合もある。しかし、毎回ではなくとも年に何回かは、学
生や学外来聴者に開かれた活動を考慮してもよいのではないかと思われる。

将来の改善・改革に向けた方策
以上述べた点をふまえつつ、将来に向けて考慮すべき、あるいは考慮しつつある項目を挙げるなら
ば、「基礎的研究の充実」「研究成果公表の多彩化」「地域との連携」の三点となるであろう。
学内外に分かりやすく研究成果を公表するには、その基盤にしっかりとした基礎的研究が行われて
いるべきことは言うまでもない。研究例会を中心とした日常的な研鑽と、紀要『文化科学研究』を中
心とした学術的情報の公表は、研究グループ相互に協力しながら従来以上に充実させなければならな
い。
さらに前項で述べたように、研究所叢書のような出版物、講演会やフォーラムなどの場をより学内
外に開かれ、かつ一般の読者・来聴者に分かりやすく面白いものにする努力が必要であろう。それは
何も受けを狙うものである必要はない。読み手、聞き手のことを考えたプレゼンテーションの能力、
企画力の開発などを、所員それぞれが考え、自ら研鑽することを、基礎的な研究に加えて常に自らに
課していかなければならない、ということである。
また地域との連携、ということも今後重視しなければならない点である。本研究所では、学外のイ
ベントへ所員が講師として参加する、あるいは地方公共団体の文化政策に所員が関与する、などの活
動を行ってきた。また０５年の愛知万博に際しても、国際フォーラムにおける文書の翻訳や通訳の協
力、障害者福祉に関するイベントの主催などを行った。今後も同様の機会があるごとに地域の文化的
活動への協力は惜しまないが、その都度個別に協力するだけではなく、恒常的に地域活動に協力でき
る体制を少しずつでも確立したい。たとえば大学の広報・渉外担当者との連携を強化して学内外の関
連活動の情報を集め、それに対して本研究所がどのような協力ができるかを考えるべきであろう。
その一例であるが、本学は名古屋の名刹・興正寺の境内に隣接しており、境内は本学学生の散策・
思索の場所となっている。本研究所では最近、この興正寺のご協力を得て、いくつかの研究を進めつ
つある。たとえば興正寺所蔵の古文書の調査・解読、興正寺所蔵の古楽器の調査・研究などである。
これも研究成果を紀要等に発表するだけではなく、様々な形で地域の人々に分かりやすく公表し、研
究成果を地域に還元する活動として推し進めたいと考えている。
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3. 企業研究所
（理念と目的）

現状の説明
1977 年 4 月、中京大学創立と商学部創立 20 周年の記念事業の一環として、当時の商
学部付属の機関として中京大学中小企業研究所が設立され、1991 年 4 月に大学付置研究所となる。設
立当初は、日本経済に果たす中小企業の大きな役割に鑑み、その総合的かつ科学的な調査・研究に寄
与することを研究所の設立理念と目的とし、中小企業分野を中心に研究活動を行ってきた。四半世紀
を超える社会・経済の変化の過程において、学術研究の手法及び対象が多様化し、研究対象の拡大が
要請された。そのため、より広い視点から数多くの研究成果を得るべく、また、今後の学術活動をさ
らに発展させるため、2003 年 4 月より名称を企業研究所に変更し、マーケティング、経営革新、財務・
会計、国際経営、ベンチャービジネス、産業政策、トヨタ研究、NPO など、多方面にわたる調査・研
究活動を
展開している。また、中国、韓国、フィリピン、アメリカさらにはフィンランドなどの比較研究を積
極的に行っている。具体的な調査・研究活動、成果は、概略以下の通りである。
①

各種調査・研究プロジェクトの実施・運営(2006 年度：10 プロジェェクト)

② 調査・研究成果の研究紀要・叢書による発表
・紀要『中京大学中小企業研究』『中京企業研究』No.1～No.27（2005 年）の 27 冊
・研究叢書『中京大学企業研究叢書』No.1～No.10(2006 年)の 10 冊
・図書・基礎資料の収集・整理
④ 公開講演会の開催
⑤ 地方調査機関協議会での調査・研究成果の発表

点検・評価 長所と問題点
地場産業、地域経済、中小企業や大企業が抱える諸問題を中心に専門家によるプロジェクト形式
の実態調査・研究方法が定着し、着実な成果を挙げてきた。この成果は、研究紀要(「中京大学中小企
業研究」「中京企業研究」を年 1 回発行)で発表してきた。また、こうした成果を研究叢書(『中京大学
企業研究叢書』を年１冊、希望者複数の場合は年２冊)という形で毎年刊行している。調査研究には予
算を配分しており、2006 年度は、本研究科所属の専任教員 10 名が主査としてプロジェクト研究に従
事している。この研究成果は「中京企業研究」に掲載することになっている。
また、プロジェクトに関する図書・資料のほか、中小企業に関する基礎資料・史料についても系統
的な収集を行い、蔵書目録を作成し公表している。また、最近は地元大企業、とりわけトヨタ自動車
関係の文献・資料の収集に力を入れている。収集図書・資料・史料については、学内のみならず広く
学外からの利用にも積極的に対応している。
今後、旧中小企業研究所や企業研究所が蓄積してきた研究成果を、より効率的な形で、学内外にど
のようにして提供していくかが問題と認識している。そのためには、インターネットのホーム・ペー
ジの充実は言うまでもなく、研究紀要や研究叢書の充実、さらには紀要の電子化への取組みも緊急の
課題となっている。また、公開講演会を外部講師だけでなく、これと学内の人的資源とをどう有効に
組み合わせ、社会や聴講者のニーズに応えていくかが重要な課題である。
中小企業研究所から企業研究所への転換にともなう、主として地元大企業の図書・資料・史料の収
集も今後の課題となっている。

－387－

Ⅵ. 研究活動と研究環境

将来の改善・改革に向けた方策
研究所の役割と有効性は学部間の壁を超えて、広く教員の参加を得ていることである。この長所を
生かして、多方面あるいは多くの専門領域から研究所の調査・研究プロジェクトのあり方やその方向
を打ち出すものでなければならない。そのためには、調査・研究企画のための小委員会制度も検討す
る必要がある。
さらに、調査・研究の充実には文献や資料・史料の収集が不可欠である。その際、あくまでも、長
期的な視点に立った収集方針や方法の確立が重要な鍵を握っている。この面でも、図書・資料小委員
会といった組織整備も課題である。
（調査・研究組織と運営）

現状の説明
企業研究所は、現在 37 名の所員（中京大学専任教員）によって構成されている。研究所の運営につ
いては、研究所長を中心に運営委員７名による運営委員会と全所員による所員会議によって行ってい
る。また、常時２名の臨時職員が駐在し、研究所の事務管理、予算管理、研究所員に対する連絡等支
援サービス、資料室の図書管理などを行っている。
調査研究については、各テーマ毎にプロジェクト方式を採用し、場合によっては他大学などの研究
者を研究員に加え、短期及び長期的調査・研究課題に対応している。

点検・評価 長所と問題点
プロジェクト方式の調査は、組織と解散が容易に出来、短期あるいは中長期に関わるテーマに対し
て機動的に対応できる点が最大の長所である。また、学部間の壁に関係なく、テーマごとに適切な研
究者を組織化でき、調査・研究の実施が可能となっている。
その反面、最近におけるテーマの複雑化、専門化、グローバル化により、学内だけの人的資源のみ
では、対応が必ずしも充分でない状況が出てきている。今後は、広く国内外の大学、研究機関等の研
究者とどのような結びつきをもって、重要テーマに対応していくかが大きな課題となっている。
また、常時２名の臨時職員が駐在していることは、研究上、大変有用であるが、個々の教員の研究
または研究プロジェクトを支援する体制、例えば研究企画、アンケート調査の補助、実証研究先の確
保など、研究自体の支援体制まで整っているわけではない。学内専任教員の研究・教育はきわめて多
忙化しており、研究所の発展のためにも、組織のあり方と所員としての時間確保の検討も深刻な課題
と認識している。

将来の改善・改革に向けた方策
① 系統的資料・史料の収集・整備については、図書委員制度を設け、既に対応しているが、今後
も一層の取組み強化を図りたい。
② 調査・研究予算の効率的活用のため、学部・大学院研究費や他の研究助成金等との重
複を避け、重要かつ必要なテーマの選定を常任委員会で図ってきた。今後も、この取組みを続け、
真に必要かつ重要な調査・研究テーマの事前調査体制を整備したい。
③ 国内外の大学や研究機関との積極的な共同研究の推進を図るとともに、そのための明
確な規定を検討し、明文化を図る必要がある。
④ 本学大学院やビジネスイノベーション研究科での研究・教育と研究所との係わりにつ
いて、研究所の果たす役割の再検討が必要となっている。
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（１） 地域社会と生涯教育への取組み

現状の説明
地域社会や生涯教育については、現在のところ年１回の公開講演会によって、地域社会への貢献や
生涯教育に取り組んでいる。また、資料・史料や研究成果などの情報公開をより一層進める取組みを
進めている。

点検・評価 長所と問題点
公開講演会には毎回多数の聴講者を得て、盛会であり、単に教員・学生・院生や中小企業経営者の
みならず、地域住民（特に年配者）の参加も目立ってくるようになった。この意味では、大学の地域
社会や生涯教育への取組みの一環として、その役割を果たしている。今後、テーマの選定や開催時期
等を一層考慮して、地域住民や社会人が参加しやすい時期や時間帯の選定が必要と認識している。

将来の改善・改革に向けた方策
個々の所員の多岐にわたる研究ニーズに柔軟に対応すると同時に、地域社会や企業、行政組織の課
題解決を支援するために、研究テーマを広く募集し、研究プロジェクトを組織して研究の遂行を支援
し、その成果を社会に還元していくことが求められる。
大学全体の地域社会あるいは生涯教育の取組みとも連動させながら、企業研究所も本学の他の研究
所、各学部・大学院、ビジネスイノベーション研究科とも積極的に意見交換をして進める必要がある。
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4. 体育研究所
現状の説明
我が国における高齢化社会の到来は様々な問題を提起しており、とりわけ健康関連の問題は個
人としてもまた社会としても重要関心事である。このような背景を勘案すると、わが体育研究所の存
在意義はいよいよ高まりつつあると言えよう。中京大学体育研究所は中京大学の附属機関の一つとし
て設置されている(中京大学学則第 93 条)。体育研究所設置の目的は、中京大学体育研究所規程第２条
に記されているように、「広く体育・スポーツに関する基礎的および応用的研究を行い、もって体育・
スポーツ科学の発展に寄与するとともに地域社会に貢献する」ことにある。体育学研究自体の発展と
地域社会への貢献は体育学の両輪であり、我々体育研究所に集う者が常に心すべきところであろう。
科学研究は往々にして細分化への道を突き進みがちである。勿論、研究を狭く深く研究することも重
要であるが、その総合化も大切である。ましてや、体育学は、人文、社会、自然の諸分野にまたがっ
ており、その総合化はいよいよ重要である。
上記の体育研究所の目的を果たすために、目標たるべき幾つかの諸事業を設定して活動を進めてい
る。その主なものとしては、①体育・スポーツに関する研究の遂行とその成果の公表、②研究会およ
び学術講演会の開催、③体育・スポーツに関する講習会ならびに研修講座等の開催、④各種相談（健
康・体力・スポーツ）、⑤地域社会への指導者の派遣、等がある。
体育研究所の人的構成は、2006 年 5 月 1 日現在で、27 名の所員、25 名の準研究員、2 名の非常
勤事務職員および 1 名の実験実習助手からなる。所員は、体育研究所の中核的メンバーであり、中京
大学の専任教員の内、所員たることを希望する教員からなる。所員の殆どは体育学部の教員からなり、
そのほかには心理学部および教養部の教員からなる。当然の事ながら、教員の何人かは大学院の各研
究科構成員でもある。準研究員は、中京大学以外の大学教員や本学大学院 OB からなり、所員と共同
研究を遂行したり、各種のプログラムに参加して研究所の活動を支えている。事務職員は、月曜日か
ら金曜日まで勤務し、本研究所の事務的仕事を遂行している。実験実習助手は、月曜日から土曜日ま
で勤務し、研究の補助や研究所固有の事業の推進に当たっている。
体育研究所は「生涯スポーツの推進」という共通テーマのもとに下記の四つの研究班が個別に研究
を行なっている。各研究班には班長を置き、班員の研究活動上の調整を行なっている。
1) スポーツ文化・社会科学研究班
2) メンタルマネジメント研究班
3) 体力科学研究班
4) スポーツバイオメカニクス研究班
上記の研究班は、体育学研究の大まかな区分を考慮して設けられたものであり、いずれの範疇にも属
さない研究は、この区分に捉われず研究が進められる。

点検・評価 長所と問題点
1985 年に体育研究所が設立されて以来、順調にその設立目的を果たしてきていると言えよう。具
体的には、共同研究の成果は毎年、中京大学体育研究所紀要に論文・報告という形で掲載公表されて
いる。また、学内外から講師を招いて研究会および講演会を年数回開催し、所員の研究に寄与してい
る。所員および学生等を対象として講習会や研修講座等も開催し、その指導技術の向上につとめてい
る。さらに、地域からの体育・スポーツに関する各種相談に随時応じたり、地域住民を対象としたテ
ニススクール、ジュニアスポーツスクール、ウォーキング教室など各種のスポーツ活動を実践するこ
とによって地域社会へ貢献し続けている。この点は、長所として、今後も続行されることが望ましい。
また、所員はいずれかの研究班に所属し、研究班の特性に関連した個別のテーマを設定して共同研
究費の支給を受ける。この研究費は純粋に研究に使用できるものであり、学部若しくは大学院研究科
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固有の予算では購入できない研究用機器や消耗品の購入にあてることのできるものであり、学部若し
くは大学院の研究を支援するものとなっている。研究費の交付を受けたものには、成果を論文という
形にする義務が課される。
問題点としては、研究を実践して論文化するメンバーの固定化が挙げられる。体育学の特性を考え
れば、より多くの異分野の教員、特に他学部の教員の参加が望まれるところである。

将来の改善・改革に向けた方策
上記の問題点を解決するためには、やはり体育研究所の活動に興味を持って貰うことが第一に必
要と考える。そのためには体育研究所がどのような活動を行なっているのかを広く教員等に伝える広
報活動が必要と考えられる。また、学部もしくは大学院に所属する所員の研究活動を体育研究所とし
てどのように支えていけばよいのかに関して、所員会議等でもっと掘り下げて議論されることも必要
と考えられる。そして、現在の活動を維持しつつ、活動がマンネリ化しないように、さらに新しいプ
ログラムを開発することも必要であり、そのための議論を起こす必要がある。
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5. 経済研究所
現状の説明
経済研究所は、本学部発足後開設（1989 年 4 月）された学部付置研究所で、その概要は次のと
おりである。
① 目 的：グローバルな規模で急速な変容を示す実態経済に対応して、理論・歴史・実証・応用
等、経済学の多面的な分野にわたる共同研究を開放的な研究体制の下で推進することを目的と
②

する。
目標：具体的には、毎年度、以下の事業を実施することを目標としている。
(ⅰ) 研究プロジェクトの推進
主として本学部専任教員がその時点で関心を抱く研究テーマの調査・研究（以下、
研究プロジェクト）を実施している。各研究プロジェクトは、所員及び研究員（③
運営の項参照）が共同研究体制を組織し、実行する。ただし、研究期間は１テーマ
につき 3 ヶ年である。（資料１参照）
(ⅱ) 学外研究者を講師とした研究セミナーの開催
(ⅱ-1) 研究セミナー（年 8 回；資料 2）
(ⅱ-2) 特別セミナー（年 1 回；資料 3）
(ⅲ) 研究成果の刊行
(ⅲ-1) 研究プロジェクト叢書（年 1 冊；資料 4）

(ⅲ-2) ディスカッション・ペーパー（年 8～10 冊程度；資料 5）
(ⅲ-3) 年次報告冊子（年 1 冊）
③ 運 営：研究所の運営組織は経済学部専任教員（全員）で構成する所員会議である。所員会議
は経済学部専任教授から所員会議で選出された研究所長（以下所長）により召集・運営される。
また研究所所員（各研究プロジェクトに参加する本学部専任教員以外の研究分担者）は、所員
会議の議を経て所長が委嘱する。なお、研究所の運営経費は、本学部の年間研究予算の一部で
賄われる。

点検・評価・長所と問題点
これまでに刊行された研究所プロジェクト叢書およびディスカッション・ペーパーの中には、そ
れ自身もしくはその改良版がレフェリー制学術誌ないしはそれと同等な学術書に掲載されたり、全
国的な学術団体より学術賞を受賞するなど、客観的評価を得ているものも少なくない。また、通常、
年間 8 回程度、主として学外の研究者を招いて開催される研究セミナーには、他大学、他研究機関
からも多数の参加を得ている。さらに、年 1 回の特別セミナーは、他大学、官公庁、企業などとの
共催や協賛という実施形態をとることにより、学術的研究のみならず、テーマによっては一般市民
を聴衆対象とし、地域に根ざした開かれた大学という意味でも、少なからずの成果はあがっている
といえよう。
また、研究所が学部付置であることから、学部との連携がとりやすいため、この数年間は、研究
科、学部および研究所に配分された情報関連予算を、情報化推進に向けて総合的に使用し、研究所
を拠点としてホームページの修正、更新、セキュリティの管理等その具現化に努めてきた。しかし、
研究所を中心とする研究活動の一層の活性化を図るには、汎用性の高い情報システムの拡充とその
整備が今後も求められよう。
他方、近年は、他県からの研究所の見学、研究所の運営、過去の叢書、ディスカッション・ペー
パーに関する問い合わせも多く、漸くわずかずつにしろ認知されてきた研究所の活動を、今後も地
道に継続させていかねばならない。
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将来の改善・改革に向けた方策
情報通信システムの整備に向けて、研究所所蔵の書籍、学部・研究科・研究所の保有するコンピ
ュータ・ソフトおよびコンピュータ関連の機器備品の一括管理を目的としてデータベース化作業も
現在進行中である。現状を鑑みれば、研究所が学部内の情報推進化の拠点とならざるをえないが、
非常勤職員が 1 名ということから業務の過負担も懸念され、情報システムの使用にあたり各教員が
ある程度の知識を平均的に維持できるような教員向けマニュアルの作成や講習も検討課題である。
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参考
2006 年度経済研究所プロジェクト
プロジェクト名
公共経済学研究

マクロ経済学の諸問題
環境と国際貿易、国際要素移動

新しい時代の金融システム

世界的マテリアルフローと環境規制

研究者名
白井正敏
水野正一
焼田
党
竹内信仁
水田健一
大澤俊一
朝日幸代
古松紀子
大住康之
中村
保
近藤健児
多和田 眞
薮内繁己
國崎
稔
寶多康弘
千田純一
小林
毅
小林照義
鐘ヶ江 毅
根津永二
奥野博幸
荒井好和
河宮信郎
岩下有司
黒田光太郎

中国経済発展と地域格差の理論的実証的研
究

山田光男
木下宗七
尾崎タイヨ
根本二郎
澤田彰博

公務員試験における暗号問題解法を主眼と
した E-Learning

中山惠子
木村吉男
近藤
仁
荒深美和子
中村正治
釜田公良
佐藤
隆
二神律子
村田美希
平澤
誠
鈴木崇児
武藤慎一
小川圭一
高木朗義
秋山孝正

世代間問題に関する経済分析

交通事故に関する経済分析

－394－

（資料１）
プロジェクト内容

過去のプロジェクト研究活動を引き継ぎ、各自の公共
研究をおこなう。途中経過は、プロジェクト研究会そ
る。また、研究成果は、研究所発行の研究成果報告書
す。

技術進歩、投資、雇用および所得分配に関する中期マ
研究。
環境問題とりわけ越境汚染をモデルに含んだ国際貿易
動の理論分析をテーマにメンバーで研究会を重ねる
とする。不完全競争、労働組合、不確実性、Tax など
ていない分野は多く、３年でこれらの結果をまとめた

21 世紀に入った金融システムの実態と課題を多角的
のあるべき姿を探求する。具体的には金融政策、金融
関のビジネスモデル、金融のグローバル化と証券化
ら、歴史的・理論的・国際比較的に分析し、1 つのビ
ことを目指す。

原材料やエネルギー資源の輸出入は従来からよく知
テリアルフローである。これに加えて、近年リサイク
的な移動がさかんになってきた。中国が限界的な需要
し、くず鉄や古紙の国際的な受給がタイトになってい
家電や自動車のスクラップが世界中から中国やベト
という状況が生まれている。他方では、くず鉄に放射
入されて住宅の鉄筋コンクリートが強度の放射線源
た事件が起こり、くず鉄取引に放射能モニターが必要
た、中国は最近廃家電の輸入禁止を決めるなど環境規
動きもでている。
近年東アジアの経済発展はめざましい。なかでも中国
1990 年代以降著しく我が刻経済を含む先進国はこれ
相互依存性を高めている。中国の経済発展は、外国か
受入を軸として沿海地域を中心として展開されてきた
程で、内陸地域との所得格差が拡大しており、持続的
消の両立が一つの課題となっている。この研究では、
ルにおける中国の経済発展と格差にかかわる諸問題
的に研究することを目的とする。
近年 SPI をはじめ、数的推理、判断推理の能力は、一
らず公務員の採用試験でも問われる機会が多い。そこ
の理論的思考を例にとり、学生が学びやすく、しかも
高められるような E-Learning およびシステムの構築
クトの目的とする。
少子化、環境、年金・医療・介護保険、文化財保護な
代間にまたがる問題を各自が分担し、経済学的分析を

交通安全対策投資とその効果に関する評価、交通安全
自動車保険制度の影響、合理的期待行動に基づく運転
行動の解明について分析する。
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経済研究所セミナー（2004 年度～ ）
No.

開催日

講師

第 66 回

2004 年 6 月 25 日

第 67 回

2004 年 7 月 3 日

第 68 回

2004 年 7 月 22 日

第 69 回

2004 年 10 月 29 日

第 70 回

2004 年 12 月 9 日

第 71 回

2004 年 12 月 10 日

第 72 回

2005 年 2 月 23 日

第 73 回

2005 年 3 月 1 日

第 74 回

2005 年 6 月 23 日

下野恵子氏（名古屋市立大学経
済研究所教授）
徳永澄憲氏
(筑波大学教授）
浅田統一郎氏
(中央大学教授）
本山美彦氏
(京都大学教授)
石川城太氏
(一橋大学教授）
N.V.Long 氏
(McGill Univ.教授)
小西 豊氏
(岐阜大学講師）
樋口清秀氏
(早稲田大学教授）
岡村 誠氏
(広島大学教授）

第 75 回

2005 年 7 月 6 日

第 76 回

2005 年 7 月 6 日

第 77 回

2005 年 7 月 9 日

第 78 回

2005 年 11 月 11 日

第 79 回

2005 年 11 月 17 日

（資料２）
演題

菊地 徹氏
(神戸大学助教授）
森田穂高氏（Senior Lecturer,
School of Economics,
University of New South
Wales）
Dr. Leo Chrattenholzer
(Program Leader of
Environmentally Compatible
Energy Strategies ECS
International Institute for
Applied Systems Analysis)
古澤泰治氏
(一橋大学大学院教授）
刘志彪氏（南京大学教授兼南京
大学長江三角洲社会経済発展セ
ンター長)
李暁春氏（南京大学助教授兼南
京大学長江三角洲社会経済発展
センター研究員)
二瓶 敏氏
(専修大学名誉教授)
土居潤子氏
(京都産業大学講師）

第 80 回

2005 年 11 月 30 日

第 81 回

2006 年 2 月 23 日

第 82 回

2006 年 4 月 21 日

Yue Wang 氏
(New South Waies 大学講師）

第 83 回

2006 年 6 月 9 日

第 84 回

2006 年 6 月 15 日

吉田千里氏
(立命館大学教授）
Mark Clapson 氏
(Westminster 大学講師）

第 85 回

2006 年 7 月 7 日

Kaz Miyagiwa 氏
(Emory 大学教授)
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訪問介護サービス事業所の労働生産性と最適規模
東アジアにおける日系多国籍企業の海外立地と産業
集積効果の実証分析：電気・電子機械産業のケース
価格伸縮性、負債効果とマクロ経済の不安定性
株式交換（ストックカレンシー）の落とし穴
Commercial Policy under Cross-border Ownership
and Control
Trust and Voluntary Contributions to a Public
Good
プーチン時代のロシア経済
社会資本論の複雑系的展望
Market Selects Wrong Firms in the Long Run
(coauthored with Takao Ohkawa, Noritugu
Nakanishi, Kazuharu Kiyono)
Network Externalities as a Source of Comparative
Advantage
Firm Dynamics, Labor Mobility and Specific
Human Capital

Designing Environmentally Compatible Energy
Strategies

Policy Implementation under Endogenous Time
Inconsistency (with Edwin Lai)
中国長江デルタ地域の投入産出分析

中国長江デルタの産業発展における労働移動の役割

現代（ポスト冷戦期）帝国主義について
A Variety Expansion Model of Growth with
External Habit Formation (三野和雄氏（大阪大学）
との共著)
Knowledge Transfer, Knowledge Replication, and
Learning in Non-equity Alliances: Operating
Contractual Joint Ventures in China (coauthored
with Stephen Nicholas)
Illegal Immigration, Employer Sanctions and
Equilibrium
From the Neighbourhood to the Gridsquare:
Town Planners and the Conceptions of
“Community”in Britain,1930-1970
Saving Dolphins: Boycotts, trade sanctions, and
unobservable technology
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経済研究所特別セミナー（第１回～ ）
No.

開催日・テーマ

第1回

1998 年 12 月 4 日

第2回

2000 年 6 月 17 日
｢ 医 療 経 済 学 の新 展
開｣

第３回

第４回

第５回

第６回

第7回

2001 年 6 月 11 日
“The US and Japan
in
the
Global
Economy”
2002 年 7 月 19 日
“Environment and
Trade in the Age of
Globalization”

2002 年 12 月 21 日
「アメリカ社会に見
るイノベーションと
企業の役割」
2003 年 12 月 5 日
「温室効果ガス削減
に向けた方策と課
題」

2004 年 11 月 6 日
「ものづくり・まち
づくり・中部経済」

（資料３）

講師

演題

M.C. Kemp 氏
(ニュー・サウス・ウエールズ大
学）
西村周三 氏
(京都大学）
鎌田繁則氏
(名城大学）
國崎 稔氏
(愛知大学）
水谷研治氏
(中京大学教授）
Louis Kontos 氏
(Long Island Univ.教授)
Panos Mourdsoukoutas 氏
(Long Island Univ.教授）
Ronald W. Jones 氏
(University of Rochester 教授)

The Gainfulness of Trade: the Oldest Conjecture
in Economics

Murray C. Kemp 氏
(University of New South
Wales 教授)
Alan Woodland 氏
(University of Sydney 教授)
ロブ・ジョンストン氏
(Peter F. Drucker 財団代表兼
取締役）

Tariff Reform:Some Pre-Strategic Consideration

健康水準の地域格差と医療費
仙台市における介護基盤の整備政策について
－在宅介護サービス市場への営利企業の参入－
ヘルスケアの負担と受益の公平
－国際比較－
Japanese Economic Evolution-The Aim of Prime
Minister Koizumi
Youth Culture and Globalization
The US Economy in the 1990s and the early
2000s
Economic Take-offs in a Dynamic Process of
Globalization

Multilateral
Reforms
of
Trade
and
Environmental Policy
ソーシャルイノベーションにおける NPO の役割

ジョナサン・ラウチ氏
(Brooking 研究所フェロー）
亀井明紀氏(経済産業省産業技
術環境局環境経済室 課長補
佐)

アメリカ、ニュー・オールド エコノミー ～IT 導
入に見る既存産業の革新～
我が国の地球環境政策
－京都メカニズムの活用に向けて－

林秀樹氏(三重県環境部 大気
環境チーム地球温暖化対策グ
ループ)

三重県の地球温暖化防止対策について
－CO2 排出量取引制度提案事業を中心に－

大河原透氏(電力中央研究所経
済社会研究所研究コーディネ
ータ)
奥野信宏氏
(中京大学教授）
松原 望氏
(上智大学教授、東京大学名誉教
授）

電力業界を対象とした排出量取引の研究

水谷研治氏
(中京大学教授）

“モノ”づくりが地球を発展させ、日本を救う

これからのものづくりは、街作りから
教授と市長と国際協力－ゲーム理論で｢最適政策｣に
ついて考える－

村瀬良久氏
中部国際空港開港に向けて
(中部国際空港株式会社取締役）
第8回

2005 年 11 月 26 日
「国際経済学の達成
と展望」

大山道広氏
(東洋大学教授・慶應義塾大学名
誉教授）
鈴木克彦氏
(関西学院大学教授）

貿易と厚生 －私の達成と課題－

片山誠一氏
(神戸大学大学院教授）

“Cost Heterogenity and the Destination of
Foreign Direct Investment” (with Sajal Lahiti
and Eiichi Tomiura)
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“Endogenous Trade Policies, WTO Rules, and
International Capital Movement”
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（資料 4）

経済研究所研究叢書（2004 年度～ ）
No.

出版年

書名

編著者名

発行所

第 1輯 1993年3月 韓国経済の展望と日本

沈

編著

経済研究所

第 2輯 1994年3月 公共経済学研究Ⅰ

水野 正一 編著

経済研究所

第 3輯 1995年3月 近代移行期経済史の諸問題

新保
博
渡邊 文夫 編著

経済研究所

第 4輯 1997年3月 公共経済学研究Ⅱ

竹内 信仁
白井 正敏 編著

経済研究所

第 5輯 1998年3月 現代貿易理論の潮流

柿元 純男
薮内 繁己 編著

勁草書房

第 6輯 2000年3月 初等教育・計量経済分析のための教育

木村 吉男
中山 惠子 編著

経済研究所

第 7輯 2001年3月 公共経済学研究Ⅲ

白井 正敏
焼田 党
釜田 公良 編著

経済研究所

第 8輯 2002年3月 労働者管理企業と労働移動の経済学

近藤 健児
多和田 眞
松葉 敬文 編著

経済研究所

第 9輯 2003年3月 MPECにもとづく交通・地域政策分析

MPEC研究会編著

経済研究所

第10輯 2004年3月 初等数量経済分析のための教育方法－Visual Basicを利用し
て－

木村 吉男
中山 惠子 編著

経済研究所

第11輯 2005年3月 新しい時代の金融システム

鐘ヶ江 毅
千田 純一 編著

経済研究所

第12輯 2006年3月 東アジア経済発展のマクロ計量分析

山田 光男 編著

経済研究所
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（資料 5）

経済研究所ディスカッション・ペーパー（2004 年度～ ）
Ｎｏ．

発行年

タイトル/サブタイトル

0401

2004.May

Does Regulation Benefit Incumbent Firms? /Aninvestigation of
Japanese Insurance Market Deregulation

Nobuyoshi Yamori
Takeshi Kobayashi

0402

2004 .Nov

Preference for Children, Population Growth and Pay-as-You-Go
Social Security

Akira Yakita

0403

2004.Dec

Modernist Town Planning and Post-War British Housing: The
Barbican redevelopment in the City of London, 1950-1975

Tatsuya Tsubaki

0404

2005.Jan

Education, Borrowing Constraints and Growth

Koji Kitaura

0405

2005.Jan

Urban Unemployment, Rural Labour Monopsony and Foreign
Capital Inflow

Kiyohide Umemura

0406

2005.Jan

Optimal Monetary Policy and Price Stability in a Small Open
Economy with Tradable Intermediate Goods

Teruyoshi Kobayashi

0407

2005.Jan

An Analytical Framework for Optimal Urban Transport
Management
Policies
Based
on
a
Binary
Mode
Choice/Assignment Model

0408

2005.Jan

輸出入と流通に関する地域産業連関分析－名古屋港を中心として－

Takaji Suzuki
Muanmas
Wichiensin
Michael G.H.Bell
山田光男
中山惠子

0501

2005.Apr

Optimal Monetary Policy with Incomplete Interest Rate
Pass-Through

Teruyoshi Kobayashi

0502

2005.May

Fertility, Bought-in Child Care,
Security

Makoto Hirazawa
Akira Yakita

0503

2005.Jul

Optimal Public Investment Policy in Urban and Rural Areas

Akiyoshi Furukawa

0504

2005.Sep

Trans-boundary Pollution and Brain Drain Migration

Kenji Kondoh

0505

2005.Sep

Trans-boundary Pollution, Optimal Transfer, and International
Migration

Kenji Kondoh

0506

2005.Nov

On the Frequency of Migration and Optimal Restriction Policies

Kenji Kondoh

0507

2005.Nov

The Effects of Intergenerational Government Transfers on
Fertility in a Strategic Bequest Model

0508

2006.Feb

E3 Econometric Analysis of CDM and Technology Transfer
between Japan and China

Ritsuko Futagami
Kimiyoshi Kamada
Takashi Sato
Mitsuo Yamada

0601

2006.Jun

デフレと「経済学」

and Pay-As-You-Go Social

著者名

原田 実
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6. 人工知能高等研究所
現状の説明
（1）理念･目的
本研究所は、人工知能および情報科学技術一般の研究を推進するために、1991 年に本学情報科学部
附置の研究所として設立された。その後、2004 年に情報科学部・生命システム工学部の二学部附置と
なり、現在に至っている。
研究所員は、本学情報理工学部（旧情報科学部）、生命システム工学部、情報科学研究科に所属す
る全教員、共同研究のための他学部・他大学の教員、および産学連携のための企業の研究者から構成
されている。
産学連携は本研究所設立当初より掲げている重要な理念である。本学研究者との共同研究を望む任
意の企業は、研究所が認めた場合、研究者を派遣して所内で共同研究ができるようになっており、そ
のために、所内には複数の産学共同実験室が整備されている。
公的研究資金の獲得およびその支援も本研究所の重要な役割である。過去に、本研究所が母体（あ
るいはその一部）となって、旧科学技術庁、旧通産省、旧文部省などから比較的大型の研究資金を獲
得してきた。また、本研究所は 1996 年度に文部科学省私立大学ハイテクリサーチセンター事業の拠点
研究機関に選定され、以来継続して研究資金の補助を受けている。
本研究所が保有する施設で特筆するべきものにＣＧラボがある。これは、映像･画像関連の科学技術
研究のために特設されたもので、複数の高額装置が導入されてきた。CG ラボ内には産学連携のための
研究室が複数設置されているほか、ラボ外にも利用可能ないくつかの実験設備が存在する。
本研究所は対外的な窓口になるものとして、創設以来毎年ほぼ 2 回のペースで本学公開講座の一つ
である「ソフトサイエンスシリーズ」を名古屋市科学館と共催している。また、研究成果は、各学部
と随時共同発行されるテクニカルレポート、ならびに毎年度２回発行される機関誌『IASAI NEWS』
を通じて公表されている。
（2）研究上の組織
本研究所は、情報理工学部、生命システム工学部、情報科学研究科の教員 66 名（教授 35 名、助教
授 11 名、講師 10 名、助手 10 名）、他学部・他大学・企業等からの共同研究員 27 名、および情報理
工学部の事務職員 2 名の計 95 名で構成される。ただし、すべて併任である。
このほか、研究所の運営を除けば通常の研究員と同じように研究活動が認められる準研究員の制度
があり、現在、情報科学研究科の大学院学生を中心に 12 名が登録されている。
（3）研究活動と生涯教育への取組み
①研究活動
研究活動の形態としては、研究員が単独で行う個人研究、大学側と企業側が行う共同研究がある。
研究活動のためのスペースは研究所から提供されるが、個々の研究予算は原則としてそれぞれの母体
の所属機関で用意する。本研究所独自の予算（平成 17 年度は約 1,150 万円）は研究所内の共同利用設
備や施設の整備・保守および事務運営に使われる。
本研究所が母体（あるいはその一部）となって獲得した公的研究資金は、旧科学技術庁、旧通産省、
旧文部省などからの研究助成金がある。また、本研究所は 1996 年度に文部科学省私立大学ハイテクリ
サーチセンター事業の拠点研究機関に選定され、以来継続して研究資金の補助を受けている。
研 究 成 果 の 公 表 は 、 各 学 部 と 随 時 共 同 発 行 さ れ る テ ク ニ カ ル レ ポ ー ト 『 SCCS ＆ IASAI
TECHNICAL REPORT』、『LSST ＆ IASAI TECHNICAL REPORT』、および毎年度２回発行さ
れる機関誌『IASAI NEWS』を通じて行われている。前者の発行部数は 1 編あたり約 300 部で、学内
外の関連研究者および学外の主要研究機関に送られている。後者は約 1,000 部で、学内の全教職員、
ならびに学外の関連研究者および主要研究機関に送られている。
研究発表の実績（申告されたものに限る）は、平成 17 年度で見ると、著書 13、査読付き論文 64、
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国際学会 98、その他研究発表 168 となっている。
②生涯教育
本研究所は、発足当初より、公開講座「ソフトサイエンスシリーズ」を毎年ほぼ 2 回のペースで名
古屋市科学館と共催している。この講座は情報科学、認知科学、人工知能などの各分野の代表的な研
究者や活動家を招いて招待講演の形をとっている。一般市民を含め、毎回 300 名程度の受講者を集め
ている。
（4）設備･施設等
本研究所の建物は、地下 1 階から地上 7 階までの 8 階からなり、延べ床面積は 4,977 ㎡である。1
階は所長室、会議室、事務室などからなり、また、2 階と 5 階には、共同実験施設として、それぞれ
ＣＧラボおよび認知科学実験観察室がある。4 階と 6 階の全部および 3 階の一部は企業との共同研究
のためのスペースとなっている。７階は、国からの大型研究支援プロジェクト CREST（SORST）に
よる協調型学習のための研究施設が置かれている。
ＣＧラボには、映像・画像およびロボット関連の実験装置が多数配備されており、セミオープン型
の利用が可能である。インターネットシミュレータ、ロボットの視覚機能を研究するためのさまざま
な特殊視覚センサー（カメラ）など高額機器があり、それらが高速光ネットワークで結ばれている。
このほか、関連施設として、業務レベルの性能を持つビデオ編集システム、力覚発生装置を備えたバ
ーチャルリアリティ（仮想現実感）システム、高性能モーションキャプチャ（動作獲得）システムな
どが利用可能である。
認知科学実験観察室には、少人数の協調作業や日常的な認知活動を観察するための観察室 2 室と
そのコントロール室、
個人実験に使用される観察ブース 6 室とそのコントロール室が配置されている。
これらの観察室には行動記録用のビデオカメラが複数台設置され、コントロール室から制御できるよ
うになっている。
ハイテク･リサーチ･センター事業に関わる諸研究は、２FＣＧラボ、５Ｆ認知科学実験観察室、なら
びに７Ｆ協調学習実験室で行われている。
（5）図書系の資料
共同研究室では、それぞれ独自に図書整備を行っている。また、ＣＧラボや認知科学実験室につ
いても、それぞれのスペースの一角にその分野の参考図書を整備しており、研究員ならば誰でも利用
できる。その他、研究員は情報理工学部と生命システム工学部の図書資料室、ならびに大学の図書館
に集められた大量の図書が利用可能である。なお、辞典やハンドブック、地図など研究図書以外のも
のについては 1 階の事務室で揃えるようにしている。
（6）管理運営
本研究所は情報理工学部と生命システム工学部の共管であるため、研究所運営に関する最高決定権
は両学部の教授会にある。しかし、実際の審議は全所員が参加する年 2 回の所員会議で行われており、
両学部教授会はそこでの決議事項を追認する形をとっている。さらに、年 2 回の所員会議ではすみや
かな解決が要求される問題に対処できないため、それに対応するための実質的な管理運営機関として、
研究所長、両学部教授会から選出された 7 名の教員および共同研究企業の代表者および両学部事務部
門担当者からなる研究所運営委員会が設置されている。運営委員会は年３回ないし４回開催され、研
究所全体の問題や人事異動、規約改正などの事項を審議し、その結果はその都度学部教授会に報告さ
れるとともに所員会議で正式に承認される。
以上の他、研究所の運営を円滑に進めるため、事務に関しては研究所センターが、機関誌等の編集・
発行に関しては編集委員会が設けられている。研究所センターの運営には運営委員から選出されたセ
ンター主任がその任にあたり、編集委員会は同じく運営委員から選出された 2 名の委員と事務職員で
構成されている。
（7）自己点検･評価の組織体制
自己点検･評価を行う本研究所独自の組織はなく、次のような分散型の体制をとっている。
大学側：研究員には学部･研究科のすべての教員が含まれるため、大学側研究員の研究に対する自己
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点検･評価は学部･研究科の自己点検･評価体制に従う。実際に、ここで述べた自己点検･評価結果もそ
の体制の下でまとめられた。
企業側：企業側研究室内部の自己点検・評価は独自の方針やルールに基づいて各企業内で実施され
ている。企業秘密などの問題もあり、その具体的な内容の公表は大学側からは要求していない。

点検・評価・長所と問題点
（1）理念･目的
本研究所は情報理工学部および生命システム工学部の両学部共管のもとにある。両学部の研究活動
を全面的に支援するための施設、設備を揃えており、両学部教員及び大学院学生の研究活動にとって、
なくてはならないものとなっている。また、本研究所は情報処理分野で本学研究者との共同研究を望
む企業への窓口としても重要な役割を果たしている。
その反面、専任の研究者と事務職員を持たず、かつ、共同施設や事務室の運営経費以外には独自の
予算枠を持たない、すなわち、組織として独立していないため、例えば、産学連携による大型プロジ
ェクトのような研究所の主体性を明確に打ち出した活動を行いにくい状況にある。
（2）研究上の組織
すべて併任の組織であることは、研究所を研究プロジェクトの場を提供する施設としてとらえるな
らば、有効に機能しているといってよいであろう。実際、必要に応じて人員の増減が容易に行え、ま
た、研究所が独自に確保すべき予算規模も比較的少なくて済む。
その反面、独立した研究や大規模な研究を実施しにくいという問題点がある。準研究員は大学側研
究員の指導下で研究を進めている場合が多く、産学連携の理念から見れば、企業側研究員と直接共同
研究を行うケースがまだ少ない状況にある。
（3）研究活動と生涯教育への取組み
①研究活動
個々の研究活動は活発に行われているが、すべての研究員が併任であることや研究費もそれぞれの
所属機関の予算で賄われていることなどから、研究内容が母体の所属機関で行っている研究と一体化
したものが多い。これは研究所独自の研究が生まれにくい一つの要因となっている。また、研究成果
としてのテクニカルレポートの提出は各研究員の自主性に任せられているため、発行回数・掲載論文
数とも毎年安定していないのが現状である。
②生涯教育
この公開講座は、比較的大きなテーマの講演内容が多く、しかも単発であるため、必ずしも地域や
市民に身近な存在になっているとは言いにくい面があるかもしれない。しかし、毎回熱心な受講者が
多く、質疑も活発に行われている。
（4）設備･施設等
ＣＧラボおよび認知科学実験観察室はともにその分野の研究を高いレベルで支援できる実験施設で
あり、企業の研究機関や大学から見学依頼や利用希望の問合せも多い。しかし、いずれも専任の管理
員は配しておらず、実際の運営･保守は研究員の自発的活動に頼っている。また、各設備機器の利用講
習はとくに行っていないため、利用者は対象機器について事前にある程度の利用経験と知識が必要で
ある。また、機器の修繕費用も十分に確保されているとは言えず、故障時の対応が問題となっている。
（5）図書系の資料
本研究所はとくに専用の図書室をもっていない。必要な図書の多くは学部の図書室ならびに大学の
図書館で入手できるため、それ以外の図書を各共同研究室で独自に整備している。ただし、この方法
では管理も各共同研究室内で行われるため、研究室間での図書情報の相互利用の機会は少ない。
（6）管理運営
管理運営の実質的な主体が、本来の学部教授会から所員会議へ、さらに研究所運営委員会へと降り
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ているが、運営能力的には全く問題なく機能している。決議機関としては、むしろ教員のみでなる学
部教授会よりも企業側研究員も含めた運営委員会の方が研究所全体の実質的なコンセンサスを得る上
で適当と考えられる。
（7）自己点検･評価の組織体制
大学側：現状では年度初めに提出される共同研究届、機関誌『IASAI NEWS』の中に記載された年
間研究成果報告および発行された各テクニカルレポートを客観的評価材料としている。ただし、上記
（3）でも述べたように各教員の係っている研究の中には、学部･研究科教員としての研究なのか研究
所研究員としての研究なのかの区別が明確でないものもあり、その場合は成果の評価が困難である。
企業側：大学からは評価できない。

将来の改善・改革に向けた方策
（1）理念･目的
産学連携を重要な命題として掲げている本研究所の意義は大きい。従って、今後もこの趣旨を実の
あるものにするために努力を続けていく必要があるが、とくに講ずべき方策としては、産学連携の実
績を積み重ねる中で、研究面だけでなく、経営面での積極的な取り組みが必要であると考える。
（2）研究上の組織
産学連携を推進するためには、企業からの研究者の数を増やし、共同研究プロジェクト数を増やす
ことが考えられる。そのためには、より広く企業に本研究所の研究活動の実態と実績を知ってもらう
必要がある。
また、若いエネルギーと洗練されたノウハウが融合しやすい研究組織にするため、準研究員と企業
研究員との自由な交流を促進する必要があろう。
（3）研究活動と生涯教育への取組み
①研究活動
研究所の独自性を確保するためには、研究所専任の研究員をおく必要があり、同時に、その研究活
動を十分に支援できる予算枠を確保することも検討すべきである。
②生涯教育
公開講座以外にも地域社会により密着した市民向け教育講座を企画していく必要がある。また、技
術講習会についても産業界へ向けてよりオープン化し、社内教育の代行機関としての機能を持たせる
ような試みを考えていく必要がある。
（4）設備･施設等
ＣＧラボについては、映像画像関連研究のためにつねに最高レベルの実験機器を提供することが使
命であるため、今後も公的助成金等を利用して改善を図っていく予定である。認知科学実験観察室に
ついては、撮影結果の電子化工程を促進するシステムとネットワーク系の充実によって利用形態の多
様化と利用効率の向上を図る必要があろう。
（5）図書系の資料
個々の研究室で整備された図書については、互いにリストを公開するなどして利用効率を高める必
要がある。
（6）管理運営
これまでの運営委員会では研究所の対外的なルール作り、あるいは公開講座など研究所と大学の関
係や予算に係る議論は活発に行われてきたが、本来の目的である研究課題に関する議論は十分に行わ
れてきたとは言えないので、積極的に進める必要がある。
（7）自己点検･評価の組織体制
大学側：研究計画から研究成果までの一連の経過報告をある程度義務付ける必要がある。
企業側：企業内部で行われている自己点検･評価の組織体制とその評価結果を可能な範囲で大学側に
報告してもらうことを検討していく。
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7. 臨床心理相談室
現状の説明
臨床心理相談室は、昭和 54 年（1979 年）に、臨床心理学領域に所属する大学院生の心理臨床の教
育・訓練および研究に資することと、地域社会の人々に対する心理相談活動を通じて、広く地域の心
の健康維持・増進に貢献することを目的に設置された。その活動状況が認められたこともあり、1996
年に文学研究科心理学専攻（当時）臨床心理学領域は、臨床心理士養成第１種指定大学院の認定を受
けることができた。2002 年、新第１種指定大学院の認定を受けることに伴い、それまで位置付けが曖
昧であった当相談室を、大学付置機関として明確に位置付け、さらに専属の事務職員や客員相談員を
置くなど、一層の充実を図った。また、ホームページも開設し、相談室の存在を広く紹介した。折り
しも、児童生徒の不登校やいじめ、虐待などの育児問題、災害・犯罪被害者の外傷体験後のストレス
反応などが世人の注目を集め、心理的支援の要請が社会的に高まっているときであり、本相談室も、
来談者が増加しはじめた。現在、指導相談員たる臨床心理学領域の専任教員７名（教授３名、助教授
２名、助手２名）、研修相談員たる大学院学生・修了者（34 名）および委嘱された学外からの客員相
談員（３名）が、地域住民の心理的な問題の相談活動に当たっている。年間の相談受付件数は約 150
件である。
大学院生または大学院修了者である研修相談員が担当した相談事例に関しては、臨床心理学実習と
いう科目名のケースカンファレンスにて報告することが義務付けられており、専任教員と大学院学生
が心理面接の進め方について討論する。さらに、各専任教員は、数人の大学院学生で構成される小集
団において、学生が担当している事例について、継続的により詳細な指導を行っている。
日々の心理相談業務に加え、相談室の年間の行事として講演会開催と相談室紀要の発行がある。講
演会は、地域住民への本相談室の存在の周知を図るとともに、広く一般の人々がもつ、心理的問題の
解決策への要求に応ずるために企画されたもので、学外から、心理相談活動の経験が豊富な専門家を
招いて開催される。本年 3 月に第３回の講演会を開催した。
相談室紀要は、主に、研修相談員たる大学院生が、自ら担当した面接事例について報告し、事例理
解を一層深め、今後の相談活動に資することを目的に発行されるものである。事例報告の他に、相談
室主催の講演会の筆記録も、講師の了解を得て掲載することにしている。本年は第６号の発行が予定
されている。
昨年（2005 年）、臨床心理士資格認定協会による実地視察を受けたが、以上のような活動の充実ぶ
りが認められ、重大な問題点を指摘されることもなく、視察に合格した。

点検・評価・長所と問題点
本相談室への相談申込みは増加し続けている。これには、ホームページ開設や講演会開催、さらに
教育・治療機関へのパンフレット配布等によって、その存在が広く一般の人々に知られるようになっ
たこともあろうが、何より相談活動の実績が大きいと思われる。毎週数件の相談申込みや問い合わせ
があり、それらについて指導相談員たる専任教員が、会議にて処遇を決定し、研修相談員たる大学院
学生や客員相談員に受理面接や治療面接を指示している。そして、相談活動開始後は、上述のような、
比較的多人数での事例検討、および、より少人数での指導相談員による指導・助言が行われている。
このような手厚い指導体制は、心理相談という業務上、当然といえば当然であるが、相応に評価され
るに足るものと考える。
現在の問題点としては、相談室運営に関しては、客員相談員の負担が限界に近いところまできてい
ることと、事務員の出勤が週４日で、１日は相談員が代理を務めなければならないことがまず挙げら
れる。さらに、相談件数の増加とともに、相談室が手狭になってきつつあるということも挙げられる。
相談室紀要に関しては、執筆者がやや少なすぎることが問題点である。
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将来の改善・改革に向けた方策
本相談室は、現在緊急に改善しなければならない重大な問題は抱えていないが、今後、相談件数が
増加し、現在の相談員数と面接室数では対応できなくなる可能性がある。その場合には、専属の相談
員を雇い、客員相談員を増やし、さらに面接室や遊戯療法室を増設する必要があろう。
相談室紀要の充実化に関しては、事例報告の、心理相談の技能向上に対してもつ意義を学生に十分
に認識させる努力を引き続き忍耐強く行っていく必要があろう。
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Ⅵ-２ 学部・研究科等の研究活動
1. 文学部・文学研究科
現状の説明
文学部・文学研究科では、各分野の専任教員を軸に、カリキュラムの充実、研究施設設備の拡充、
研究図書・機器の整備、貴重図書や資料の蒐集に努め、研究分野の多様化を意識しながら研究活動を
進めている。一方、各自の所属する全国学会や研究会にも積極的に参加しており、それらの成果を各
学会誌や『文学部紀要』を始めとする学内各研究誌などに発表して学界に貢献している。『文学部紀
要』には教員の推薦を受けた院生の意欲的な論文も掲載されるようになり、研究活動の活性化に向け
て、その果たす役割が大きくなった。『文学部紀要』は全国の大学や関連研究機関に送付され、斬学
の発展に寄与するとともに、文学部・文学研究科の研究活動を広く世に知らしめる貴重なメディアと
なっている。
教員・修了生・卒業生・在学生を中心として組織された「中京大学国文学会」を機軸とする研究活
動も行っている。「中京大学国文学会」は、春季大会（公開講演会）・秋季大会（公開講演会と研究
発表会）を開催し、会誌『中京国文学』を発行している。研究発表会や『中京国文学』への論文投稿
は院生の指導上も有益であり、全国の大学や関連研究機関に送付することで斬学の発展に寄与する一
方、院生が全国学会で研究発表を行ったり、その学会誌に論文を投稿する登竜門ともなっている。教
員も『中京国文学』に積極的に論文を発表していることは言うまでもない。
院生・学部生の自主的な研究活動の場として、上代文学研究会・中古文学研究会・中世文学研究会・
近世文学研究会・近代文学研究会・国語教育研究会・広告研究会・「お茶会」と称するジャーナリズ
ム研究会などの学内研究会もある。院生は各自の専門分野に研究会に牽引役として参加し、学部生を
指導し、将来の教育者・指導者としての自己を培う。教員も時間の許す限り専門分野の研究会に参加
している。これらの研究会が合同して、院生・学生自らが企画・運営する「合同研究発表会」を、毎
年秋に公開で開催していることは特筆に値しよう。
また、全高学会も積極的に受け入れている。万葉集研究の「美夫君志会」事務局は長く本学におか
れており、例えば、2006 年度には中古文学会創設 40 周年記念大会が、2007 年度には日本文学協会研
究発表大会が、それぞれ本学を会場校として開催される予定である。
研究科英文学専攻も、「中京大学国文学会」に対応する「中京大学英文学会」を機軸に研究活動を
行っているが、現在は博士後期課程のみ文学研究科に所属しているので、詳細は国際英語学部の項を
参照されたい。

点検・評価・長所と問題点
教員の日々の努力と研鑚、「中京大学国文学会」を機軸とする活動、さらに院生・学部学生の自主
的な活動、などによって研究活動が活発に行われ、さらに活性化されつつある点は評価できる。
しかし、学部改組を始めとする学内改革によって教員の負担する校務が全学的に増大する中、文学
部・文学研究科においては、さらに入試の多様化（受験機会増）による所属教員の作問負担が過重に
なりつつある。現状では在外研究の制度があっても極めて利用しづらく、研究助成出願も資料作成に
要する時間を考えると二の足を踏む状態である。今後、文学部・文学研究科の研究活動をさらに活性
化させる上で、問題とすべきであろう。
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将来の改善・改革に向けた方策
他大学との単位互換制度が開始され、授業においては大学間の連携が図られている。近隣に多くの
大学を持つ本学の立地を生かして、研究活動においても緊密な情報交換を行い、さらなる活性化のた
めに相互乗り入れや共同研究の方法を模索したい。
一方、負担増の問題については、教員個々の努力で解決するには自ずから限界があり、入試出題を
含む校務負担の軽減（平準化）が望まれる。助手（助教）の採用を含め、全学的に組織整備を進め、
研究活動の活性化を下支えする真に有効なバックアップ体制を構築することも必要であろう。
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2. 国際英語学部
現状の説明
国際英語学部では年２回「国際英語学部紀要」が発行され、教員の研究活動の活性化に寄与して
いる。更に、両学科とも学科内学会を組織してそれぞれ機関紙を発行し、教員の研究活動促進の手
段となっている。また、教員は学外の学会や研究会に積極的に参加し、研究成果を学会誌に発表し
ている。また、大学の出版助成金を活用するなどして著書の刊行にも積極的である。また、一昨年
には大学英語学会全国大会、今年には日本英文学会全国大会などを開催している。また、科学研究
費助成への応募も奨励されているので採択の実績も出ている。
・国際英語学科
国際英語学科では、「中京大学国際英語学会」を組織し、多くの研究活動を行っている。機関誌
としては、『中京国際英語学』を年 1 回刊行し、卓越した卒業論文や、会員の投稿エッセイ、論文
などを掲載している。また、年次大会を開催し、研究者を招いての講演会も開催している。2006 年
10 月には、「第 12 回国際英語学会世界大会」を招聘し、多くの国際英語学研究者が中京大学に集
う。これは中京大学という枠にとどまらず、国際英語学の趣旨を広く世界に喧伝する良い機会とな
ろう。
・英米文化学科

英米文化学科では、専任教員、学生全員を主体として「中京大学英米文化・文学会」を組織
して多彩な活動を行っている。機関誌として『中京英文学』を年一回発行し、優秀な卒業論文
や、会員の投稿論文、エッセイ等を掲載している。
2006 年 5 月には、日本英文学会第７８回大会を誘致し、学科の学生、教員が中心となって運
営にあたった。

点検・評価・長所と問題点
学部紀要は、教員の研究業績の定期的な発表の機会として重要な役割を担っている。しかしなが
ら、研究業績の評価として、審査委員つきの学会誌への投稿の比率が高まってきている。その分学
部紀要への投稿が減少している傾向が見られ、年２回の発行が難しくなって来ている。更に、教員
投稿者に偏りが出てきている。このような状況で、研究業績の発表の場としての学部紀要の位置づ
けの検討が問題となっている。また、全国規模の学会開催は研究活動の促進に大いに役立つ反面、
開催への時間的、労力的な負担が問題になりうる。
・国際英語学科
「中京大学国際英語学会」は、学生、及び卒業生などから選出された幹事を中心に運営されている。
春・秋、年に 2 回の大会を通して、国際英語学の研究発表の場を会員に提供している。
・英米文化学科

「中京大学英米文化・文学会」は、各学年より満遍なく選出した幹事によって組織的に運営
されている点は評価されよう。定期的年間行事（春季、秋季大会等）と日常的分科会活動が中
心だが、後者の参加者がまだ少ないのが問題点と言えよう。

将来の改善・改革に向けた方策
学部紀要は、これまでと同様に、教員の研究業績発表の場としての将来的にも重要である。その
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ために学部紀要を更に権威あるものにし、教員の共同研究を促進し、学部紀要への投稿を促すのも
方策の一つであろう。学会開催に関しては適切な開催時期と学部教員の協力が欠かせない。各学科
に併設されている「中京大学国際英語学会」と「中京大学英米文化・文学会」では講演会、機関紙
の発行、研究会を開催し教員に研究活動の場を与えている。
・国際英語学科
将来的には、学内の「中京大学国際英語学会」に留まらず、「日本アジア英語学会」や、「国際
英語学会」、また｢大学英語教育学会｣などとも連携し、より広い学会活動を目指したい。
・英米文化学科

将来は、「中京大学英米文化・文学会」の日常的活動で、文化、文学、語学それぞれの領域
の分科会を組織し、多くの学生を参加させる方向に改革したい。
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3. 心理学部・心理学研究科
現状の説明
「研究活動」の一環をなすものとして、学術講演会開催、紀要発行、研究会開催および学会開催を
考え、以下これらについて順次のべてゆく。
学術講演会開催：多くの学問分野と同様、心理学および心理学関連領域も特化・細分化する趨勢に
あり、限られた人数の専門家で全領域をカバーすることは不可能に近い。そこで、心理学部・心理学
研究科では、学外の優れた研究者を招き、その専門とする領域に関する深い知識や経験を学生に伝え
ていただく講演会を、これまで年間 2,3 回開催してきている。専任教員が、学生に対し啓発的である、
あるいは学生自身の関心に応ずると判断したテーマやトピックスについて、深い学識と経験をもった
専門家を推挙し、協議によって講師を決定するという方針をとっている。テーマやトピックスの性質
により、学部学生向けと大学院学生向けとに分け、主催者も、それぞれ、心理学部、心理学研究科と
しているが、もちろんこれは形式的なことであり、学生に参加の制限はまったくない。講演会のあと
は、学生たちが講師を囲んで談話する茶話会をもうけ、講演内容についてよりよく理解し、また、講
師の人柄をより身近に感ずる機会としている。
紀要発行：心理学部開設後「中京大学心理学部紀要」を、心理学研究科開設以後は「中京大学心理
学研究科・心理学部紀要」を年２回発行してきている。専任教員、大学院学生、大学院修了・中退者
および研究生が執筆することができる。投稿論文数は平均すれば１号につき約６編である。年２回発
行の、最初の号では、各教員に前年度の研究教育活動、すなわち執筆論文・著書、科学研究費補助金
等による研究、学外での教育研究活動と社会的活動について報告するよう求めている。
研究会開催：学内では種々の研究会が定期的に開催されている。ロールシャッハ研究会、質的心理
学研究会、MMPI 研究会などの、大学院生が主要メンバーであるものもあれば、TAT 研究会、行動療
法研究会など、専任教員が主宰する、学内外の専門家を主要な対象とした研究会もある。
学会開催：学会開催も主要な研究活動の一つであると位置づけており、これまで、毎年約５つほど
の学会を開催してきた。最大級の規模のものとしては、1999 年の日本心理学会第 63 回大会、および
２００２年の日本心理臨床学会第２１回大会がある。これらの大会は、学部、研究科あげての行事と
なったが、より小規模のものでは、特定の専攻・領域の専任教員と彼らの指導学生が中心となって実
行にあたる。

点検・評価・長所と問題点
学術講演会：特定の領域やトピックスに対する学生の関心を高めるという貢献をしている。当然演
題によって学生の出席数に変化があるが、概して出席意欲は高い。また、学生の講演会に臨む姿勢も、
単に受動的に拝聴するというのではなく、講演会の場で鋭い質問を講師に投げかけるなど、能動的に
なりつつある。
紀要発行：自己の研究の発表の場としての紀要の意義は小さくないが、これまで概して投稿数が多
くないのが遺憾である。2005 年には、心理学研究科完成を記念した特別号を企画し、大半の専任教員
と数人の大学院博士後期課程在籍者が、自己の研究の軌跡を辿り、かつ今後の研究の方向を示すとい
う作業を行った。これは、本学部・本学研究科によって自主的に行われた意義深い自己点検・自己評
価の実践といえるものであると思う。なお、毎年度、最初の号で各教員に前年度の研究教育活動につ
いて報告するよう求めていることもまた、自発的な自己点検・自己評価の試みであることはいうまで
もない。
研究会：すでに十数年に亘って続けられている研究会もあれば、比較的新しい研究会もある。最近
大学院学生の間に研究会参加への意欲が高まり、出席人数が増加している。研究会は上からの指示に
よるのでなく、下からの自発的意志によって生じるものであり、本来もっとも尊重されるべき研究活
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動である。その意味で、上述の動きを喜ばしく思っている。
学会開催：学会開催は、たとえ中・小規模のものであっても、相当な時間的かつ労力的負担となる
が、多数の研究者が集う知的・学問的雰囲気のなかで、研究者の厳しい学問的姿勢や研究発表の在り
方などを学生に修得させる格好の機会であるとの認識に立って、実行にあたってきた。これに付随す
る他の教育的効果、たとえば、社会的対応の洗練や組織運営の体験などの成果は小さくない。

将来の改善・改革に向けた方策
学術講演会に関しては、これまで以上に開催数を増やしていくべきであると考える。それにはそれ
に当てる予算を増額するという方策もあるが、他方、依頼する講師が同じ、あるいは関連する専門分
野の研究者であることが多いことを考慮し、謝礼額を今より低く抑えて、現在の予算枠内でさらに回
数を増やすという方策もある。いずれにせよ、今後は、より小規模の、よりオープンな、講師と学生
が自由に討論できるような講演会が頻回にもたれることが、学生の視野と関心を広める上で重要では
ないかと考える。
紀要発行に関しては、なんといっても、紀要の長所や意義を専任教員と学生が再認識し、頻回に投
稿するようもっていく必要がある。年間の研究教育活動の報告も、より徹底させて、全員が必ず行う
ようにすることが、望ましいと考えている。
研究会に関しては、会員の志気をいっそう高めるために、学外からの講師招聘、合宿形式の集中的
研究会開催などが必要となろう。そのために予算請求し、金銭面での補助をしてゆくことも必要であ
ると考える。また、博士後期課程在籍者には、自己研鑽の場として自ら研究会を立ち上げるよう奨励
することも望ましいと考える。
学会開催に関しては、今後も、教員や学生の過重負担にならないように、学会からの要請があれば、
適正規模の学会の開催を適正数受諾してゆくのがよいと考えている。
その他、科学研究費補助費申請をこれまで以上に積極的に行うことなどが必要であると考える。
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4. 社会学部・社会学研究科
現状の説明
①紀要
学部、研究科の研究状況を示すものとして年 2 回発行される紀要がある。2003、2004、2005 年度
の紀要の掲載論文（調査報告 1 を含む）数はそれぞれ、8 本、3 本、6 本、合計 17 本である。平均す
ると、ほぼ年 6 本になる。
②共同研究会
昨年（2005 年）、社会学部は創設 20 周年を迎え、その記念行事として 12 月 3 日に記念シンポジウ
ム『多文化社会におけるシティズンシップの可能性と課題』を開催した。このシンポはテーマに関わ
って先駆的な発言をされている学外の研究者 3 名の基調報告を基礎に、学外の参加者も含めて、本学
部教員学生の議論の場を設けたものである。このシンポでの議論を組織するにあたり、社会学部教員
の共同研究会を積み重ねた。学部カリキュラムの一つのキーワードである「市民」を現実の分析概念
としてどのように使うことが可能かを考えることが目的であった。教員がそれぞれの研究を「市民」
という概念との関連で再整理して提示しあうという作業を、シンポジウムをはさみ、合計 6 回 12 名の
報告によっておこなった。
③研究奨励制度による研究
a） 内外研究員制度による研究
中京大学の制度として内外研究員制度がある。社会学部では 2004 年度 2 名、2005 年度 2 名、2006
年度 1 名がこの制度を使い、それぞれの研究を進めている。
ｂ）科研費による研究
社会学部の科研費の申請数と採択は以下の通りである。
2004 年度
申請 10 件
採択 4 件（内 1 件は継続）
2005 年度
申請 8 件 採択 5 件（内 4 件は継続）
2006 年度
申請 7 件 採択 4 件（内 3 件は継続）
c）中京大学特定研究助成による研究
これは大学の特定研究補助金制度である。この申請数と採択数は以下の通りである。
2004 年度
2005 年度

申請 6 件 採択 3 件
申請 4 件 採択 3 件

2006 年度

申請 4 件 採択 3 件

④院生論集
院生論集は 1999 年度に創刊され、2006 年 3 月、第 5 号を刊行した。院生数の変動や研究の進展状
況によって刊行できなかった年度もあるが、院生が研究をまとめる動機付けや節目として機能してい
る。第 4 号（2005.3）では論文 6 本、研究ノート 1 本、資料 1 本の合計 8 本である。第 5 号（2006.3）
では論文 1 本、研究ノート 2 本の合計 3 本となっている。論文や研究ノートのテーマは研究科教員の
多様性や変化（異動）を反映している。
⑤演習を基礎とした研究室報告書
調査を演習でおこなう教員を中心として昨年は 7 本の報告書が作成され、
学部内外に送られている。
また社会福祉援助技術の現場実習報告書も毎年刊行されている。
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点検・評価・長所と問題点
①紀要
掲載されている年間 6 本という論文数は年 2 回発行が、年 1 回の発行の合併号にもなりうる数字で
あるが、学外、特に学会雑誌への投稿が求められる状況にあることを考えれば、少ないとは言えない
であろう。執筆者をみると、17 本の内 5 本が共同論文、非常勤講師による論文が 3 本となっている。
また内容も社会学部の多様な構成を反映して現実分析から社会学理論、思想史にわたる幅広いものに
なっており、執筆者が偏っていないことを示している。したがって、紀要は実質的に社会学部の教育
を担う構成員の研究状況を示す貴重な発表の場になっていると言える。
②共同研究会
この共同研究会は、社会学を中心として多様な学問領域を有機的に結合し、学部の研究課題を深め
ようとする試みであり、それを元に学際的カリキュラムを考えようとする作業でもあった。それゆえ、
この課題に連動させて、例年おこなっている公開シンポジウムの課題も設定した。単発的な課題で終
わりがちなシンポジウムに学部として研究課題の追求という位置づけを与え、系統性・連続性を与え
ることができた。その意味で学際的な統合性を構築していく上で大きな契機になったと言えよう。
③研究奨励制度による研究
a） 内外研究員制度による研究
国際化による社会変化の進む現状において、研究そのものも国際的な視野と幅広い知識が必
要とされるようになっている。そのような理由から在外研究や研究者同士の交流は研究に不
可欠な要素になりつつある。したがって、この制度による研究は教員にとって貴重なもので
あるだけでなく、その成果が学部教育へ還元されるという意味で、学部学生にとっても大き
な意義をもっている。
ｂ）科研費による研究
若干、申請件数は減少しているが、継続を含め、4 件もしくは 5 件の採択数を維持している。内容は
基礎研究 c が一番多くなっている。採択数は全教員数の約 4 分の 1 であり、かなり高い数字と考える。
研究の特徴を 2005 年度に採択された（継続を含む）4 件のテーマで見ると、すべて調査研究である
こと、3 つが外国の調査研究であること、その 3 つのうち 2 つがアジア地域を対象にしたものである。
国際化が進む中で、特にアジアに目を向けた地道な研究が進められていることは評価すべきであろう。
ｃ）中京大学特定研究助成による研究
この制度の採択対象は科研費の採択者と重なってはいけないので、科研費とあわせ、特定研究を支
える制度になっていることがわかる。
内容を 2005 年度の研究で見ると、1 件は、先に述べた、学部の学際的テーマを深めるために計画さ
れた共同研究「モダニティの変容と『市民学』の可能性に関する研究」である。①の「共同研究」も
このプロジェクトと関わっている。他の 2 件は、現在再び認定申請が増え、注目されている水俣の研
究、日進市の市民活動を分析する研究でいずれも共同研究である。傾向として、この助成による研究
は共同研究であること、国内の現代的な課題を研究対象にしている、などがあげられる。またその研
究に学生が関わることも多く、学部教育としての役割も持っている。科研費による研究とともに、社
会学部の研究がこの助成によって進められていることがわかる。
④院生論集
院生論集は院生数の変動によってその刊行が大きく影響される。それゆえ刊行の不安定性がある。
しかし現状ではある程度やむをえないであろう。
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⑤演習を基礎とした研究室報告書
これらは教員の研究の一環であり、同時に教育の成果でもある。また調査報告書は調査の対象地、
対象者に送られており、必ずしも研究機関ではないが、社会的な場への研究活動の還元という意味で、
大きな役割をもっている。

将来の改善・改革に向けた方策
①紀要
学外の大学等研究機関への配布数は 130 余りであるが、近年、保管スペースの縮小等を理由に若干
減少している。これは今後も考えられる傾向であり、紀要の電子化はその対応としても必要が出てき
ている。
②共同研究会
共同研究会の課題は第一に、蓄積されてきた報告と議論を形にすること、第二に、来年度から設置
される「現代社会学部」の研究課題へどう発展させうるか、である。前者に関しては、シンポジウム
の記録が報告書としてまとめられている。これをもとに成果の刊行を企画しているところである。後
者に関しては、企画している刊行課程で、さらに議論を進めていく予定である。
③研究奨励制度による研究
a) 内外研究員制度による研究
この制度に関しては、内外研究を行う教員が担当する演習（2－4 年の必修科目）の学生指導の手当
をする必要がある。大きくは、専門が近い非常勤を臨時に担当してもらう方法、他の教員の演習を履
修してもらう方法の二つしかないが、現状は学生との話し合いによって対応を決めている。
b)科研費による研究
科研費による研究は、学外の決定によるものなので、直接課題を述べることはできないが、学部と
して現状の申請数を維持することである。
c)中京大学特定研究助成による研究
この研究は学部学生の教育にも大きな刺激を与える可能性が高い。また共同研究を行っていく上で、
重要な役割を果たしているので、学際的な研究になる可能性も高い。そのような観点から学部として
も改めてその重要性を認識し、申請数、内容を調整しながら学部の研究教育上の位置づけを確認する
ことが必要である。
④院生論集
課題は研究科の今後の構想に関係している。入学してくる学生の目的は多様化している。したがっ
て、現状の研究科がどのような学生や社会人にどのように必要とされているかを検討する時期にきて
いる。研究科の存在意義を明確化して、教育課程及び修了方法も検討することが必要とされる。そこ
に院生論集の役割が位置づけられなければならないであろう。
⑤演習を基礎とした研究室報告書
社会調査資格課程の導入を契機にこうした報告書は今後、社会学部の研究成果として大きな位置を
もつことになると考えられる。このことに関連して、課題となってくるのは、一つは費用の問題であ
る。報告書作成自体の費用と交通費をどう調達するかである。二つに、個人情報保護の観点から調査
の倫理綱領の整備が求められる。三つにこのような調査を集約し、管理する施設が必要になってきて
いる。この三つを、来年度から発足する新学部の内容として検討することが要請されている。
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5. 法学部・法学研究科
現状の説明

〈法学部教員の研究活動状況〉
法学部教員の研究活動を支えているものは、全学的なものとしては全学研究助成制度の特定研究助
成と大学付置研究所における研究活動、法学部内に創設されているものとしては中京大学法学会（中
京大学学術研究会を改称）における研究活動と、それらの研究成果を公開する場としての学術雑誌で
ある『中京法学』とがある。また、外部研究支援機関や組織における研究支援によるものとしては、
文科省や学術振興財団などの「科研費」や私学振興財団の研究助成、トヨタ財団や日本財団をはじめ
とする各種学術研究支援財団などからの研究助成、そのほか経産省などからの委託研究や、日中研究
センター・日台センターといった各種機関からの研究助成をうけた研究活動がある。本学部教員は、
かかる学内・学外の研究支援を活用して、外国人研究者との共同研究などを含め、国の内外から高い
評価を受ける研究を行っている。
まず、法学部の研究支援態勢としての法学会では、教員の個人的研究成果の発表の場や共同研究・
プロジェクト研究の成果の公開の場として『中京法学』が積極的に活用されている。この『中京法学』
は、1966 年 12 月 1 日に第 1 巻第 1 号として創刊されたもので、原則的には年４回刊行している。その
結果、2006 年 3 月までに第 40 巻第 3・4 合併号の通巻第 119 巻を発行するにいたっている。１冊の発
行部数は 1500 部で、全国各大学・図書館などに 250 冊が無料で配布されている。現物の配布と同時に、
より積極的に学界や社会へ研究成果を提供するために、掲載した論文などを電子情報化して法学部の
ホームページに載せ、さらにそれらをインターネットで一般に公開している。もちろん、このような
本学部教員による研究成果はさらに教育の場においても活用されている。すなわち、教員の研究成果
は法学部の学生には電子情報化資料というかたちで印字を含めて無料で提供し、講義や演習などで大
いに活用されている。
法学会の活動としては、教員の研究成果を本学部教員間で共有化するために「法談会」という名称
で研究会を開催している。また、現代的問題については、本学部教員の専門的知識を集約して検討す
るために、本学部教員を主体としたプロジェクト研究を行ってきている。そのなかには、近年では 2003
年度に「社会変化と家庭における暴力」を、2004 年度には「国際社会の変貌と人権の諸相」といった
ものがある。このような、現代社会の問題にも目を向けて社会的貢献をなすために、これらの成果は
『中京法学』に特集として掲載している。

本学部教員の学部外研究活動も活発である。学内では、社会科学研究所や文化科学研究所など
の大学付置研究所の所員として、全学的共同研究プロジェクトや国際的研究プロジェクトによる
研究が行われている。また、タンザニア政府使節団への学術的支援活動(JICA・大阪大学共催)へ
の参加や、愛知県史編纂などをはじめとする各自治体史編纂にかかわるなど、大きな成果を挙げ
ている。さらに、科研費や各種財団からの研究助成を受けて高度な国際的研究や先端的研究も行
われ、内外から高い評価を得ている。そして、法学部内研究室に全国学会の事務局や国際学術研
究集会の実行委員会事務局などが置かれ、学術研究組織の中心的役割を担っている教員もいる。
本学部教員の学術研究活動は極めて活発に行われているといえよう。

点検・評価・長所と問題点
上記のように、法学部・法学研究科といった単体の組織機構で、しかも専任教員が僅か 20 名と
いうなかで、高い研究水準を維持する『中京法学』を年に 4 回、しかも 40 年間にわたって発刊し
てきたことは、教員の不断の研究活動の結果であるといえる。しかも、これら教員の学問的水準
の高さは、愛知県や愛知県議会、愛知県弁護士会、学術振興会などからの専門的知識の提供を依
嘱されていることからも理解できる。
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しかし、研究活動と教育活動の両立は容易ではない。私立大学の教員は、国公立大学の教員と
比べてはるかに持ちコマ（授業の担当時間数）が多く、研究に充分な時間を割くことができない
からである。とりわけ、多くの教員は学部と大学院とを兼ねて担当していることもあり、その負
担はかなり深刻なものがある。一般的には、講義と演習、そして研究指導や論文指導といった各
教員の授業担当時間は、およそ 6 コマ～9 コマにものぼり、状況によっては 12 コマを超える場合
もあるというのが実情である。このような困難な状況下で、かかる高い水準を維持する学術誌の
刊行や、自治体史の編纂や科研費をはじめとする外部研究助成による研究を行うということは、
実際問題としてそこに個人的レベルにおける負荷が多くかかるということであり、大きな問題で
ある。

将来の改善・改革に向けた方策
教員の研究時間を確保するために、本学では内外研究員制度があることから、そのいっそうの
充実を図っていくことが一つの方策といえる。しかし、それだけでは日常的研究活動の場と時間
の確保は困難である。その抜本的解決策は、国公立大学教員なみの授業負担の軽減しかないが、
私立大学の経営との関係からそれは容易ではない。このため、当面は学内委員会を統廃合して委
員会の数を減らし教員の会議などの業務負担を少なくすることと、近年負担が増加してきている
教員の事務処理量を軽減すること、さらに、会議の時間を短くすることなど、僅かながらではあ
るが可能な改善を積み重ねて、教員の研究時間の確保に努めなければならない。
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6. 総合政策学部（商学部）・商学研究科
現状の説明
個人研究費の状況については、
2004 年度における個人図書費の執行率が 96.8％（全体では 88.6％）
、
個人研究旅費の執行率が 79.0％（全体では 84.4％）となっている。
学内研究助成の状況については、まず特定研究助成は、2004 年度が個人研究の採択が１件（全体で
は 5 件）、共同研究の採択が０件（全体では 9 件）となっており、2005 年度が個人研究の採択が１件
（全体では 12 件）、共同研究の採択が１件（全体では 9 件）となっている。次に、国際学会出張助成
は、2002 年度から 2004 年度の３年間についてみると、2002 年度の採択が１件（全体では 22 件）、
2003 年度の採択が０件（全体では 16 件）、2004 年度の採択が１件（全体では 13 件）となっている。
さらに、出版助成は、2004 年度は該当件数なし（全体では学術図書が１件、論文掲載が 15 件）とな
っている。
内外研究の状況については、2002 年度から 2004 年度の該当者はいない。それ以前の状況について
みても、過去９年間では 2000 年度と 2001 年度に１名ずつ在外長期研究を取得しているのみである。
学外資金の導入状況については、2005 年度における文科省・学術振興会の科学研究費補助金は、基
盤研究（Ｂ）の申請１件で採択０件、基盤研究（Ｃ）の申請１件で採択０件、若手研究（Ｂ）は申請
２件で採択１件となっている。また、その他の種目については申請なしとなっている。なお、継続中
の研究が、基盤研究（Ｃ）で１件、若手研究（Ｂ）で１件となっている。
学位授与の状況については、2004 年度における修士課程修了者 14 名、博士課程修了者 1 名（内、
１名が課程博士の学位を授与）となっている。
学会誌出版・学術講演会等の状況については、まず学術誌出版では 2004 年度に『中京商学論叢』第
51 巻第 1 号と第 2 号を刊行（それぞれ 500 部）し、『中京商学研究叢書』第 19 号を刊行（500 部）
している。次に学術講演等では、2004 年度に商学研究科が２回、商学部が１回にわたり実施している。

点検・評価・長所と問題点
まず、個人研究費の状況および学内研究助成の状況については、ほぼ他の社会科学系学部と同様の
状況にあるといって差し支えないといえる。ただし、大学からの公費の補助を受けた国際学会出張助
成の件数がやや少ないのではないかという印象を受けるが、現時点では、もう少しその実態を分析す
ることが不可欠と考える。
次に、内外研究の状況については、さまざまな要因が関わっていることは想像に難くないが、課題
が少なくないように思われる。今後検討を必要とする事項と言えるのではないか。
さらに、学外研究資金の導入に関する申請と採択の状況については、若手研究については比較的継
続して採択されている。ひとつの長所と考えてよいのではないか。他方で、基盤研究については短期
間に採択率を向上することは容易なことではないが、それ以上に申請数がやや少ないのではないかと
いう印象を持っている。
また、学位授与の動向については、比較的堅実に推移していると思われる。
最後に、学会誌出版・学術講演会等の状況については、研究機関として継続的に成果物を刊行して
いることは高く評価されよう。ただし、外部に向けた研究成果情報の発信という点ではもう少し踏み
込んだ対応を考えても良いのかもしれない。

将来の改善・改革に向けた方策
総合政策学部の完成年度に向けて、今後、更なる展開に向けた検討が望まれるのではないか。
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7. 経済学部・経済学研究科
現状の説明
経済学部の固有の論文集（紀要）は『経済学論叢』である。論叢の運営は、教授会で選出された学
部専任教員３名からなる論叢編集委員会によってなされ、学部教員および博士課程後期課程在籍者の
論文を刊行する。現在まで計 17 号が刊行された。最近の年間でみると、14 号（2002 年度）から 17 号
（2005 年度）までに 18 編の論文が収録されている（2006 年度分は年度後半に発行の予定）。学位授
与があった場合（最近の４年間で３件）には審査要旨をここに掲載する。この点でこの「論叢」は当
学部・研究科における研究成果発表のための基幹メディアである。また当学部は、モノグラフ形式の
『経済学研究叢書』を第 14 輯まで刊行した。とくに１４年度以降は毎年一輯ずつ刊行しており、研究
の進展状況からみて今後もこの体制を継続できるであろう。
当学部・研究科における研究活動のもっとも包括的な発表媒体は、経済研究所の「ディスカッショ
ン・ペーパー」シリーズである。『経済学研究叢書』などの刊行やあるいは博士論文の研究経過、内
外の専門誌への寄稿においても、一旦ここに発表したものを refine して、本論文にすることが多い。
このシリーズは学部発足以来年６～８編程度の刊行を続けてきた。2002 年から 2006 年６月までの最近
５年間では３９編刊行され、著者は延べ５８人である。さらに、経済研究所はモノグラフ形式の『研
究プロジェクト叢書』を刊行しており、1993 年度（博士課程後期設置年度）以来計１２編を刊行した。
また、文部科学省科学研究費の受給実績は最近３年間で、2004 年度３件 170 万円、2005 年度４件 640
万円、2006 年度４件 510 万円であった。
当経済学部は、学部学生を対象とする「経済学部学術講演会」を回開催し、著名な文化人や財界人
を招いている。また大学院生を対象として「研究科学術講演会」を開き、国に内外を問わず、著名な
研究者を招聘している。この講演会は、本学教員や院生だけでなく学外研究者の参加も増えており、
本研究科の研究活動に貢献してきた。
また、当学部は経済学関連の学会の全国大会や地域研究会の主催校となり、研究会場の無償提供や
開催費助成などを行ってきた。このような学会活動への協力は諸学会から高い評価を得ている。じつ
は、国公立大学はもともと学会「助成」のような支援をしていなかったが、独立法人化前後から会場
の無償提供もしなくなっている。本学・当学部が大局的な見地からこのような実効的な学会支援を続
けていることは学術上の隠れた貢献といえるであろう。
研究上の国際交流という点では、当学部は在外研究員１名をほぼ恒常的に海外に出している。海外
の国際会議への出席も年数件申請・承認されている。当学部では、経済研究所主催の講演会が年６回
開かれるが、その企画としてしばしば海外の著名な研究者を招いたセミナーが開催される（Ⅵ－１大
学全体としての研究活動 ５．経済研究所 の項参照）。

点検・評価・長所と問題点
現状説明で述べた学術的刊行物は、当学部スタッフの研究成果の発表媒体として効果的に機能して
いると考えられる。『経済学研究叢書』は本学部教員の博士号取得論文を含み、専門性の高い学術的
モノグラフとして通用する。
また経済研究所刊『研究プロジェクト叢書』も専門的な価値があるに関わらず商業出版に必ずしも
なじまない研究成果を公刊するのに役立っているといえよう。10 年以降この叢書は、大学・研究所へ
の配布にとどまらず、一般学術書として出版社から市販される運びとなった。『ディスカッション・
ペーパー』に発表された論稿を基盤とした論文が海外の査読制
学術誌に掲載されたり、全国的な学術団体から賞を受けたりという実績も上がっている。
これらの事例から、学部・研究科・付置研究所の刊行物が学部教員の研究活動の成果を効果的に発
表する場となり、それを通じて研究活動を活性化する役割も果たしている。しかし、問題点を考えて
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みると、『論叢』論文や「ディスカッション・ペーパー」はまったく著者の責任で仕上げられる。こ
の点はスピーディな公刊という長所もあるが、発行の時点までまったく第三者の目に触れないという
問題点がある。研究分野のちがいから、本来的な査読制を敷くことは不可能であるが、編集者に過重
な負担をかけない範囲で、なんらかの読み合わせをするといった発行方式も考えられる。

将来の改善・改革に向けた方策
現在本学部における研究活動の枠組みは、研究の質・量を一層高めるための基盤を提供していると
考えられる。この点を活かしつつ、研究活動の一層の活性化に取り組むことが望ましい。現状の項で
述べた当学部・研究科・経済研究所の研究成果はホームページにも公開されている。可能なものにつ
いては、外部からのアクセスにデジタル・ファイルを提供することを試みている。しかし、外部から
のアクセスをスムースにするためにはなお改善を要する。
また、当学部は文部科学省「科学研究費補助金」への申請を増やすことをめざしている。学部教員
が、申請推進のために学内で開催されるガイダンスに直接参加し、あわせて学内的研究助成制度（個
人研究・共同研究）への申請を増やすなどの努力を重ねている（なお、学内の研究助成制度は「科学
研究費補助金」申請の成・否と整合的、補完的に機能するように設計されている）。
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8. 経営学部・経営学研究科
（経営学教員の研究活動状況）

現状の説明
経営学部教員の研究活動は、経営学部の教育理念・目標(経営者、管理者、企業家の育成)実
現のために奉仕すべきものである。教育を量的にも質的にもおろそかにする研究はありえない。
現代社会の経済界で活躍する人間にとって必要な実践的知識と教養を正しく伝えられる内容の
研究こそ、経営学部教員に求められる研究である。
この研究活動を支える制度となるものは、研究論文発表用の雑誌・著書発刊と予算制度であ
る。1991 年経営学部発足時に創刊された『中京経営研究』は、経営学部教員の研究発表の場と
して最も近いものであり、爾来 15 年間に 30 冊刊行された(年間 2 回出版され、最新刊は第 15
巻第 2 号)。また、著書の出版制度として、1993 年より『中京大学経営研究双書』シリーズが
刊行され、今日までに 25 冊(1 件 150 万円の出版助成があり最新刊 NO.25)出版されている。経
営学部教員の多くがこの双書制度を利用して著書を出版している。これらの出版物は、全国の
図書館、経済・経営研究所、大学の経済・経営学部のおよそ 300 箇所に定期的に送られている。
さらに、中京大学付置研究所として企業研究所があるが、ここに対して経営学部教員の 18
人(所員総数 38 人)が所員として所属し研究に励んでいる。企業研究所は、商学部付属の機関と

して中小企業研究所の名称で 1977 年 4 月に設立され、1991 年 4 月に大学付置研究所となった。
設立当初は中小企業分野を中心に研究活動を行っていたが、より広い視点から企業経営研究を
発展させるため、2003 年４月より名称を企業研究所に変更し、マーケティング、経営革新、財務・会
計、国際経営、ベンチャービジネス、産業政策、NPO など、多方面にわたる研究活動を展開してい
る。 研究成果は所報の『中京企業研究』に発表され、設立以来 27 号の出版(年 1 回刊行)をみて
いる。また、同研究所には 『中京大学企業研究双書』シリーズ(予算は上と同等)が刊行されて
おり、経営学部教員執筆による 9 冊の著書が出版されている。研究所での研究は、2～３人の
共同研究かあるいは単独で(例えば 2005 年度には経営学部 9 名の教員から研究プロジェクト申
請があった)、主として実態調査分析を中心にして進められており、上記研究分野に関する極め
て実践的・実務的な内容の研究となっている。
さらには、2003 年には社会人を対象に高度専門職業人育成を目指してビジネスイノベーショ
ン研究科(以下ＢＩ研究科と記す)が開設され、経営学部 7 人の教員がこれに移籍(学部兼任)した。
ここでも、研究誌『中京ビジネスレビュー』が発刊され、これら教員を中心に研究論文が掲載
され、2006 年現在第 3 号が最新刊である(1 年 1 回出版)。また、『ビジネスイノベーション双
書』シリーズ(予算は上と同等)も経営学部教員執筆により 2006 年に第 1 号の出版をみた。4 号
までの出版がすでに研究科会議で承認・予定されている。

点検・評価・長所と問題点
上のごとく、経営学部、経営学研究科、ＢＩ研究科の３つの組織で、教員の研究発表のた
めに多くの研究雑誌・著書出版の制度が確立されていることは評価できる。しかし、このこと
は裏返して言うと、経営学部教員数 21 人の少人数世帯で 3 つの組織の機関誌(研究雑誌と研究
双書)を維持していかねばならないということである。これまでのところは、１号につき雑誌投
稿論文は常に 5～6 本を数え、双書シリーズも途切れなく出版されていることは評価できるし、
経営学部の研究活動は極めて活発であると評価できよう。このような機関誌の継続的出版につ
いては、健筆家教員の貢献度大の場合が多いが、経営学部に関しては、現状ではこのような健
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筆家が比較的多いことが、多くの研究書を途切れなく維持できていることにつながっていると
いえる。
教育をおろそかにする研究はありえないといえども、３つの組織に跨る経営学部教員の過大
な教育・行政活動は、教員の研究時間確保という点で条件を悪化させていることはたしかであ
る。経営学部教員は、研究時間確保の点で中京大学のなかでもっとも厳しい状況に置かれてい
るといえる。これを具体的にみてみると、例えばＢＩ研究科移籍教員を例にとると、学部の講義時

間数は年間４～５コマ、ＢＩ研究科での講義年間 0.5 コマ、演習１コマ（大部分の授業は夜間）と合わ
せると、年間 5.5～6.5 コマとなる。さらにこれら教員は経営学研究科をも兼担し、院生が履修希望
すれば、講義１コマとゼミナール１コマをさらに上乗せ担当する。同じく、複数名の経営学部と経営
学研究科担当教員もＢＩ研究科で夜間の講義を兼担している。このように、３つの組織に跨る過大な
授業負担のほか、会議など大学運営に関わる時間がこれに加わる。通常の各種定例委員会のほ
かに、最近では相互評価、少子化対応のための各種プロジェクト会議があり、学部内でもカリキュラ
ムの改訂等の会議が行われている。こうした中で、教員の研究時間を十分に確保することが困難に
なってきている。この点からは、 将来的に上記のごとき多くの研究発表制度を維持していくこと
に不安がある。健筆家教員の高齢化と退職もこれに加わる。さらには、研究を内容的に見た場
合、その多くが、個人レベルのものにとどまっていることも問題であろう。

将来の改善・改革に向けた方策
1 件 150 万円の叢書予算での著書出版は、昨今では、出版会社の条件要求からして厳しくな
っている。また、企業研究所の研究プロジェクトも年々件数が増大しており、1 名あたりの調
査助成金が減額している。教員の活発な研究が続く限りにおいて、各種研究助成予算増大の必
要性が出ているといえる。また、多くの研究雑誌・双書制度を維持するために、高齢教員退職
後の新たな教員採用人事に際しても、教育力強化とともに研究能力強化の方針を堅持する必要
があろう。さらに、単発研究文化を薄めるために、経営学部教員相互のあるいは他学部教員と
の専門の枠を超えた共同研究を増やしたり、中部経済諸団体との産学協同研究を増やしたりし
てゆく必要があるであろう。

企業研究所における研究活動に関しては、３つの組織の結びつきをいっそう強め、地域社会や
企業、行政組織の課題解決を支援するために、研究テーマを広く募集したりして研究プロジェクトを
多元的に組織・遂行し、その成果を社会に還元していかねばならない。
教員の研究時間を確保するための方途として、本学には内外研究員制度がある(研究期間は長
期１年、短期半年であるが、教授会、国際交流委員会の承認があれば国内研究は６ヵ月以内、国
外研究は 1 年以内の範囲内で延長が認められる。内外研究員の定員は、国内研究員３名、長期
在外研究員６名、短期在外研究員４名、研究機関を特定しないで研究に専従する場合３名の合計
16 名である)。この制度で集中的な研究が可能となるが、教員の研究成果は日々の研究活動の積
み重ねによるため、講義時間数と会議など大学運営に関わる負担を極力減らす努力が望まれる。
また、過大な担当講義時間数という場合、学部ゼミ(選択制)や院生指導の有無で教員間に差があ
ることは事実である。この点の改善には、教員の業績評価に関連する多くの困難な議論を経なけれ
ばならず、まだ相当の時間を要しよう。いずれにせよ、会議を必要最小限にしたり、学内委員会出
席の委員数を減らす等の努力を通じて、教員の研究時間確保を図らねばならない。
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（付置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係）

現状の説明
中京大学企業研究所の活動の現状については、「Ⅵ－1 （１）付置研究所 ３．企業研究所」を
参照されたい。

点検・評価

長所と問題点

中京大学企業研究所では、研究会、シンポジウム、公開講演会の開催のほかに、研究所報「中
京企業研究」を年 1 回発行、叢書「中京大学企業研究叢書」を年１冊（希望者複数の場合は年２
冊）発刊している。また、調査研究には予算を配分しており、2006 年度は、本研究科所属の専任教
員６名が主査としてプロジェクト研究に従事している。この研究成果は「中京企業研究」に掲載する
ことになっている。
本研究科とは研究領域が重なるため、今後は企業研究所と有機的な関係を構築し、社会人院
生、企業や行政機関から派遣された客員教員を巻き込んだプロジェクト研究の積極的な推進が望
まれる。
常時２名の臨時職員が駐在し、研究所の事務管理、予算管理、研究所員に対する連絡等支援
サービス、資料室の図書管理などを行っていることは、研究上、大変有用であるが、個々の教員の
研究または研究プロジェクトを支援する体制、たとえば研究企画、アンケート調査の補助、実証研
究先の確保など、研究自体の支援体制まで整っているわけではない。
＜研究体制の整備＞
①個人研究費、研究旅費の額の適切性
本学の個人研究費は、教員１人当たり図書費と研究旅費を含めて年間 65 万円であり、本研究科
として別途個人研究費、研究旅費を支給する制度はない。
②教員個室等の教員研究室の整備状況
本学の教員には、研究教育環境を確保するために個室研究室が与えられており、さらに本研究
科として別途与えられる個室研究室等はない。
③教員の研究時間を確保させる方途の適切性
長所は内外研究員制度が充実しており、教員が希望すれば期間延長が可能なことである。しかし、
毎日の研究時間を確保するという観点では、やはり講義時間数と大学運営に関わる時間の合計を
低減する努力が必要である。若手教員や事務能力の高い教員に大学運営の事務業務が集中し、
教員負担の個人差が大きくなるのは避けなければならない。
講義時間数については、院生指導の有無によって個人差が大きいが、これを改善するには、事
前に院生の希望を十分に聞き、調整することが必要であろう。学内委員会については、今後とも会
議回数と会議時間の削減に向けて努力する必要がある。会議の統廃合、運営の効率化など見直
しを図ると同時に、教員負担の公平化を図るよう、管理職は指導力を発揮することが期待される。

－421－

Ⅵ. 研究活動と研究環境

9. 情報理工学部（情報科学部）・情報科学研究科
現状の説明
情報理工学部は、1990 年に発足（2 学科）して、2000 年メディア系の学科を補強しての情報科学部
16 年の歴史を踏まえて、2006 年 4 月に本格的な情報理工系の学部としてスタートした。受験生減少
の中にあって極めて順調な募集力を確保している。また、大学院情報科学研究科は 1994 年に発足して、
情報科学専攻（博士前期）、情報・認知科学専攻（博士後期）メディア科学専攻（博士前期・後期）
を擁して現在に至っている。また、通信制大学院も設けた多様な取り組みを展開している。
情報理工学部の現在の教員は助手を含めて 39 名であり、次のようなそれぞれの研究専門分野、画
像・CV 技術、ネット技術、CG 技術、ソフトウエア工学、人工知能（情報システム工学科）、音声・
言語処理技術、ユーザビリティ工学、創造性工学（情報知能学科）、CAD・CAM 工学、インターフ
ェースメディア工学、CG 技術、ネットワークメディア工学、LSI 設計、メディアコンテンツ制作技術
（情報メディア工学科）において活発な教育・研究活動を展開中である。

点検・評価・長所と問題点
情報理工学部（情報科学部）の卒業生はこれまで 4000 名を越え、また大学院修了生も 11 年を通じ
て約 400 名を社会に送り出してきた。この間、博士学位（情報科学博士）の授与者は 10 名を越えて、
平均して毎年 1 名～2 名の博士学位授与者を生んでいる。ここには、課程博士のみならず、産業界か
らの論文博士学位授与者も含まれており、外部からの高い評価を受けている証左と考えている。
学位授与者の中からは、本学教員となった者のみならず、早稲田大学、岐阜大学、香川大学、静岡
大学などの教員として活躍していることも特記に値する。また ATR など公的研究機関、NTT やホン
ダなど大手企業の研究機関へ研究者を送り出している。
以上のような実績と現状であるが、これらを点検・評価すると次のような問題点が抽出される。
（１）大学院進学率 研究活動の人的基盤は大学院進学率に強く依存するが、現在は 15％程度であ
るが、今後は 25％を超える程度の高揚が課題である。
（２）研究費 研究活動を支える研究費については、これまで学部予算と大学院予算で概数平均 250
万円／教員程度の基本的支援である。また、プロジェクト研究特別予算として総額 1,000 万円／年を
備えている。今後は、これを維持もしくは大学院進学率の向上に伴って、50%程度の増加を目指す必
要がある。
（３）外部資金 上記（２）に加えて、文科省科学研究費や委託研究費、寄付金などによる外部資
金は、研究活動強化にとって極めて重要である。表 1 に、過去 4 年分に限るがその受入金額の実績を
示す。この推移は微増傾向を示しているが、大学全体のリエゾン部局の支援にも期待できるので、今
後は 100%程度の増加を目指す必要がある。

表 1 外部資金の受け入れ実績（直近 4 年分）
科研費
委託研究・寄付金
2006 年
2005 年
2004 年

26,180,000
33,780,000
36,380,000

10,640,000
19,855,700
48,780,600

2003 年

28,750,000

42,976,333

（３）研究実績 研究実績を論文件数によって測ることができる。情報理工学部、とりわけ大学院
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の研究活動を概観するために、著書、論文などの業績統計を直近 7 年分に限り表 2 に示す。全項目に
亘って増加傾向を示しているので、所属教員全体に亘る一層の努力を基礎にして 30%程度の増加を目
指す必要がある。
表 2 情報理工学部の研究業績一覧（直近 7 年分） 件数
著書 論文 国際会議 ｼﾝﾎﾟ 学会 解説 展示 報道 招待 受賞
2005 年 13
2004 年 13
2003 年
9

56
65
50

89
86
48

101
127
67

47
61
67

21
20
14

12
7
6

42
9
0

5
4
10

6
6
0

2002 年 10
2001 年
7
2000 年 10

21
20
16

30
38
35

45
45
53

45
61
61

4
18
10

7
5
14

10
12
9

2
2
0

3
0
1

1999 年

17

32

38

19

6

6

4

2

7

1

将来の改善・改革に向けた方策
個別の項目についての点検と課題は上記（１）～（３）にまとめたが、情報理工学部全般にわたる
将来に向けての改善・改革の方策は以下のとおりである。
（１）学部の充実
2008 年 4 月には、情報技術とメカトロニクス技術を融合させた機械系情報学
科（「機械情報工学科」（仮称））の設置を準備中である。
（２）学部の拡充
また、更に広い理工学分野を包摂する学部に向けて、教員配置をもにらみな
がら新学科の青写真を描いている。
（３）教育課程の充実 就職活動方式ゼミ配属の実施、キャリアエンジニアリング科目の設置、イ
ンターンシップ科目の充実（単位）、資格取得支援科目の運用、産学連携研究の振興、人工
知能高等研究所・CG ラボ活動の充実（ex.マシンビジョン技術パーク開設）、など。
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10. 生命システム工学部
現状の説明
研究活動、とりわけ大学におけるそれは、もともと 1、2 年で成果が出るものではない。さらに、本
学部は創設 2 年を経過したばかりであるため、すべての研究室および教官の努力が、実験装置の準備
と実験室の立ち上げに注がれたと思われる。それは理工学の分野では目に見える成果を出すのは極め
て難しい期間とみなされる。さらに、これは新学部の教育の準備と並行して進めなくてはならなかっ
た。それにもかかわらず、各教官は過去の研究活動を可能な限り継承、発展させるべく努力しており、
このような環境条件を考えると、十分な成果をあげていると言えよう。具体的な実績に関しては、本
報告書に添付した教育研究実績報告書を参照されたい。

点検・評価・長所と問題点
これらの研究活動の成果は、次のような多様な方法によって公表され、実質的には外部の評価を受
けている。
（１）それぞれの専門分野の学・協会誌、同論文誌に論文として発表される。これらの投稿は原則と
して各教官に任されるが、掲載に至るには通常はそれぞれの分野の専門家の厳しい査読をパスしなく
てはならない。
（２）業績の中には、各誌編集者の依頼による解説論文や総合論文が含まれている。これらの執筆依
頼は当該執筆者の外部評価が高いことを意味し、本学部教官の質の高さを示すものでもある。
（３）本学部独自に、テクニカル・レポートを発行している。これは、主として刊行に至る時間の短
縮、既存の学会分野にとらわれない柔軟性に特色がある。年間数編の刊行を目標とする。2005 年度は
1 編、2006 年度は３編が出ている。
（４）学部全体として、これらの成果をまとめて組織的に外部に紹介するシステムとして以下のもの
がある。
（a）2005 年度より、生命システム工学部ホームページの「教員紹介」欄に各教員の主な業績と受賞
歴を掲載・公開している
（b）人工知能高等研究所（情報理工学部・生命システム工学部附置）の機関誌 IASAI ニュースの毎
春号（16 号（2005 年 4 月発行）、18 号（2006 年 4 月発行））に各教員の過去 1 年間の業績を掲載し
ている。
さらに、研究論文発表のみでなく、教科書、専門書の著述の成果もある。それらの中には、学・協会
の論文賞、出版賞、等の受賞もいくつかある（詳細は各教官の活動報告参照）。ここには海外の著名
な国際会議、国内の学・協会の出版賞を含む。
また、本学部独自の大型実験装置としては次のものを用意している：
人体生理実験室、仮想体感実験室、動作解析実験室、神経情報実験室、メカトロニクス実験室、
多次元計測実験室、エコマテリアル実験室
これらは、教育と研究の双方に利用され、とりもなおさず、本学部の研究分野の独自性を形作ってい
る。それぞれの設備の内容の詳細は添付の本学部施設・整備の概要を参照されたい。
研究資金としては、大学からの研究費に加えて、文部科学省科学研究費補助金、文部科学省ハイテ
ク・リサーチセンター助成金、厚生労働省がん研究助成金、などの助成を受けている。個々の詳細
教育・研究活動報告にゆずるが、例えば文科省科研費で言うなら、04 年度３件、05 年度６件、06 年
度５件（８月３１日現在）を受けている。また、奨学寄附金、企業との共同研究もそれぞれ、寄付金
６件、委託１３件あり（いずれも８月３１日現在 04～06 年度の合計）、研究・教育の充実の上で重
要な役割を果たしている。
以上を総合すれば、学部創設 3 年目ということを考えるならば、研究面においては各教官とも十
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分な成果をあげていると言えよう。

将来の改善・改革に向けた方策
研究の評価に関しては、性急な短期的評価は避けたい。そして、まず現在の活発な研究状況を定着
させることである。とりわけ、１０年後、２０年後になお先端にあるような先見性のあるテーマを
見つけ、成果を蓄積していくことが、大学における基礎研究に望まれる最重要課題である。
研究費に関しては、いわゆる競争的外部資金の取得を一層強化することが望まれる。一方、大学
における近年の理工学分野の動向を見ると、研究遂行の主力は助手らの若手スタッフと大学院生に
あると言うのが実情であろう。この点を考慮するならば、今後の学部の方向として、大学院の設置
と発展、それらを指導する若手教官の充実を強く望みたい。
成果の社会還元という意味では、論文や著作に限らず、特許の取得も視野に置きたい。
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11. 体育学部・体育学研究科
体育学部
現状の説明
体育学部における研究成果の発表の場としては『中京大学体育学論叢』が発刊されている。また体
育学部教員が中心的構成員となっている体育研究所では『中京大学体育研究所紀要』が発刊されてお
り、これら２つの出版物は学部における研究活動の活性度を示す上で一つの大きな役割を果たしてい
る。もちろん、学会誌への投稿もなされており、『研究者総覧―1995 年度』『研究者総覧―1998 年度』
『専任教員の研究業績一覧―1998』『教育研究活動報告書―2003』などが出版され、各教員の研究業
績を公にすることが行われている。また、文部科学省の科学研究費の申請状況や受託状況、大学の研
究助成の申請や受託状況は学報などで広報されている。

点検・評価・長所と問題点
現在のところ、体育学部においては上記の検証手段以外の研究活動の活性度を直接的に検証するた
めの評価システムは確立されていないと言ってよいであろう。これは、一つには体育学部の性格上、
スポーツの実践的なフィールド研究等の評価が単純でなく、単なる論文数や研究発表数などの指標で
は十分に検証できないなどの問題が存在していることも、その原因と考えられている。

将来の改善・改革に向けた方策
体育学部における研究活動を改善する上では、学部内、学部間、あるいは学外との積極的な発表、
討論の場を構築することが先ず必要であろう。また研究活動の点検評価を進める上では、スポーツの
実践的なフィールド研究等の評価方法を模索するためにも、従来の評価基準を多次元化する試みが検
討されるべきである。

体育学研究科
現状の説明
体育学研究科の教員はほとんどの教員が体育学部に所属しているので、基本的には体育学部と同じ
で、研究成果の発表の場としては『中京大学体育学論叢』と体育研究所が発行している『中京大学体
育研究所紀要』であり、研究活動の活性度を示す上で一つの大きな役割を果たしている。学部と同様、
学会誌への投稿もなされており、大学全体としての教育研究活動の刊行物の公開を通して、各教員の
研究業績を公にすることが行われている。研究科としてはさらに博士号の授与数も、研究活動の指標
の一つとして利用できる。１７年度には、課程博士２人と論文博士２人を送り出している。また、文
部科学省の科学研究費の申請状況や受託状況、大学の研究助成の申請や受託状況は学報などで広報さ
れている。

点検・評価・長所と問題点
精度として研究活動を評価しようとすると、論文数や学会発表数などの表面的な情報になりがちで
ある。内容に立ち入ろうとすると、学問領域の壁や、どこまで評価可能かという難題に直面すること
となる。今後の課題として、一つには体育学の総合科学という性格を踏まえた、スポーツの実践的な
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フィールド研究等の評価も含めた評価方法の検討が課題となる。

将来の改善・改革に向けた方策
学問領域を超えた共同研究や研究発表・討論の場をつくることと、自己点検・評価制度に基づく研
究活動に関する情報開示を進めることが、研究活動の検証システムを機能させていく上で必要なこと
であると考える。
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12. ビジネス・イノベーション研究科
現状の説明
ビジネス・イノベーション研究科の教育理念・目標は、幅広い見識を持った高度専門職職業
人の育成である。それに対応するために、専任教員、客員教授等の理論的、実践的研究活動が
基盤として重要となるのはいうまでもない。多様な社会人の実践的ニーズに応えるために、幅
広く、多彩な問題解決に資する研究成果の発表が期待される。
本研究科独自の機関誌として、論文等の発表のために「中京ビジネスレビュー」がある。「中
京ビジネスレビュー」は、2004 年 3 月に第 1 号が刊行され、専任教員を中心に院生も含め研究
成果が公刊された。第２号は 2005 年 3 月に刊行され、継続的な研究成果の発表が順調にスター
トしている。
また、本研究科では、教員の研究成果を分かり易く解説するテキストシリーズとして、「中
京大学大学院ビジネス・イノベーションシリーズ」を刊行しており、研究と教育を有機的に連
結する活動にも力を入れている。「ビジネス・イノベーションシリーズ」については、2005 年
度に１冊刊行され、2006 年度 2 冊、2007 年度１冊の刊行がすでに決定しており、今後シリーズ
の充実に一層努める所存である。
本研究科の専任教員は学部との兼任であるため、所属学部の紀要や叢書、および本学の付置
研究所である企業研究所等の紀要や叢書も利用でき、自らの研究成果を発表する機会には恵ま
れている。これら機関誌、シリーズ等は本学図書館、院生自習室などに配架されるとともに、
主要な他大学図書館、企業研究所などに寄贈されている。特に「中京ビジネスレビュー」につ
いては、掲載論文全てフルページで BI 研究科のホームページからダウンロードできるようにな
っている。

点検・評価・長所と問題点
本研究科の専任教員は、経営学部の他に経済学部、総合政策学部などに所属する教員が含ま
れ、また客員教員は主に企業や行政機関の経営トップであることから、産官学連携を図り、地
域経済や社会への貢献が可能であると思われる。具体的な課題解決に向けた取り組みは、上記
「中京ビジネスレビュー」等において逐次、継続的に成果を発表し、広く産学会へ発信するこ
とが必要である。
一方、本研究科所属教員は学部の授業や会議も担当しており、共同研究を行う時間的余裕が
少ないことが懸念される。学部の講義時間数は、通常、年間４コマないし５コマであり、本研
究科での講義年間 0.5 コマ、演習１コマと合わせると、年間 5.5 ないし 6.5 コマとなる。本研
究科専任教員 19 名のうち 14 名を占める経営学部の教員は、経営学研究科を兼担しており、院
生が履修希望すれば、講義１コマとゼミナール１コマをさらに担当する。このように、現状で
は講義時間帯が夜間であるという肉体的負担のほかに、多くの授業コマ数の負担が過重である。
さらには、学内各種会議への出席もあり、研究時間確保という点で厳しい状況にある。

将来の改善・改革に向けた方策
個々の教員による専門分野の研究の他に、実践的な問題解決を図るプロジェクト研究、産学
協同のテーマ研究等を進めることが、多彩なバックグラウンドを有する教員の資質を活かす上
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で望ましいと考えられる。本研究科としては、個々の教員の研究活動を支援する特別な予算措
置や組織体制を持たないため、研究科独自の特色のある研究が促進されていない。研究条件・
環境の整備が今後の課題である。体系的で特色のある研究活動の成果は、「中京ビジネスレビ
ュー」の特集号として編集することも望まれることである。
研究時間確保の点では、講義時間数と大学運営に関わる時間の合計を低減する努力が必要であ
る。とくに、若手教員や事務能力の高い教員に大学運営の事務業務が集中し、教員負担の個人
差が大きくなるのは避けなければならない。講義時間数については、BI 研究科、経営学研究科
の学生指導の有無によって個人差が大きいが、これを改善するには、事前に院生の希望を十分
に聞き、調整することが必要である。学内委員会については、今後とも会議回数と会議時間の
削減に向けて努力する必要がある。会議の統廃合、運営の効率化など見直しを図ると同時に、
教員負担の公平化を図るよう、管理職は指導力を発揮することが期待される。
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13.

法務研究科

現状の説明
法務研究科における研究活動は、主として、個々の教員の個人研究と研究科付置研究所である法曹
養成研究所における研究として行われている。
個々の教員の個人研究の状況については、個々の教員の自己・点検に譲り、法曹養成研究所におけ
る研究活動の現状を説明する。
法曹養成研究所は、法科大学院における法曹養成に関する研究所としては、日本で最初の研究所で
ある。具体的な組織としては、ＦＤセンター、リーガルエイド・センターおよび企業法務センターの
３つのセンターから構成される。
ＦＤセンターは、法曹養成そのものに関する研究を行い、法曹養成の方法や教材開発などを研究す
る。リーガルエイド・センターは、法曹養成に関する研究の実践的セクションとして、無料法律相談
を行いながら（現在は、毎月実施）、ローヤリングを中心とする法曹実務を研究する。最後の企業法
務センターは、日々進化する企業法の現場に対して、企業法務の最先端の内容を研究するセクション
であり、現在は、企業法務セミナーを隔月に開催している。
なお、当研究科には、視覚障害者が１名在学していることから、視覚障害者に対する法曹養成に関
する研究もＦＤセンターでは行われており、これについては、形成支援プロジェクトとして採用され
ている。
全体としては、年２回のシンポジウム、年２回のセミナーを行うとともに、機関誌”CHUKYO
LAYER”（年２回）とニューズレター（年４回）を発刊し、その内容も充実したものとなっている。

点検・評価・長所と問題点
大学院において法曹養成を行うということ自体が、日本における初めてのことであり、また、法曹
要請の研究も始めてのことであるので、試行錯誤の連続ではあるが、２年間の内容としては、着実な
研究活動を行うことができていると評価している。
また、視覚障害者に対する法曹養成の研究は、単に研究するということだけでなく、視覚障害者が
利用しうる教材開発という実践も伴うものであり、大きな負担となっているが、大きなやりがいでも
ある。
機関誌においても、予定して頁数をオーバーするほどの盛んな研究発表がなされている。この多忙
な法科大学院というシステムの中で、研究活動も旺盛であると自負としている。

将来の改善・改革に向けた方策
研究活動の現状としては、個人研究を中心としていることから、共同研究的には、シンポジウムに
おける活動に止まっているが、教員間共同研究が一部で始められており、今後は、法曹養成研究所を
起点とする共同研究を少しずつ展開する必要があると考えている。
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14. 教養部
現状の説明
教養部所属の教員はそれぞれ内外の学会に所属して研究活動を行っている。その成果は数年ごとに
発刊される｢中京大学全学自己点検・評価実行委員会｣編集の『教育研究活動報告書』（旧名『研究者
総覧』）に公表されている。これに、各教員の過去の研究成果が最近５年間に重点を置いて、著書、
論文、学会発表等に区分して、掲載されている。しかし掲載する研究業績の選択は、研究者自身に委
ねられているので、すべての研究業績が記載されているわけではない。2004 年 6 月発行の『報告書』
が掲載する過去 5 年間の業績数は、単著・共著合わせて、著書約 100 篇、論文約 230 篇である。
教養部が年 4 回発行する『中京大学教養論叢』（中京大学教養論叢委員会編集）はいわゆる紀要で、
教養部所属専任教員の業績発表の場の一つであるが、非常勤講師にも投稿を認めている。但しその論
文等の採否の判断は関係系列に委ねられている。
この『教養論叢』に掲載された過去３年間（2003 年～2005 年）の業績数は、論文 37 篇、論評 1 篇、
資料 20 篇、翻訳 7 篇で、概ね文科系の研究者の投稿で占められている。
また各教員の学会発表に関しては、『報告書』の記述以外に詳らかにするものがないが、毎年数名
の国際学会発表の申請が提出されている。

点検・評価・長所と問題点
教養部は、文科系から理科系にいたるまで様々分野の教員によって構成されている。それは長所で
もあり、また短所でもある。現代の研究者はとかく自らの狭い分野にのみ関心を向けがちであるが、
教養部教員は『教養論叢』を通じて専門分野を異にする同僚の研究成果に触れることができるし、ま
た身近で直接尋ねることもでき、これによって各人は視野を広め、自らの研究に生かすこともできる
のは長所と言えよう。けれども共同研究と言う点では、教養部内で多様な分野を活用しての完結した
研究はなされていないが、他学部の教員や学外の研究者との間で研究所や研究会を介して、分野の近
い研究者同士では活発になされている。
目下、教養部内で研究業績が審査されるのは昇格と採用の際である。昇格の場合は「昇格人事委員
会」が審査する。専門とする業績の数量および掲載物の種類（研究書、単著共著別、審査付き有無、
翻訳など）を、規定に従って審査する。専任教員採用人事においては、採用する職種に当てはめて、
業績の数量のみならず、内容の質についても専任教員選考審査委員が厳正な判定を加える。

将来の改善・改革に向けた方策
教養部唯一の学術研究誌として年 4 回発行される『中京大学教養論叢』は分野別の発行ではないが、
まとまりある分野の研究業績発表の場を作ることを意図するなら、今後分野別の発行へと転換するこ
とも考えられる。また『研究活動報告書』は、最近においてはほぼ 3 年置きの発行であるため、これ
によって年度ごとの活動を知らせることができない。そこで『教養論叢』の第 1 号、あるいは第 4 号
に教員の 1 年間の教育研究活動を掲載することも、今後の課題として考えられる。
先にも述べたように、教養部は、多様な分野の教員によって構成されているので、将来においては、
教養部内で学際的な研究を組織することも可能であり、それによって教養部の教育・研究を一層充実
させることができよう。
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Ⅵ-３ 大学全体としての経常的研究条件の整備
(1) 教員研究費
現状の説明
本学における教員研究費としては、
・個人研究費
・特定研究助成
・出版助成
・内外研究員
・国際学会出張者への助成
がある。個人研究費以外の教員研究費に関しては、各学部･教養部教授会での審議を経て、当該の全学
委員会において選考されるいわゆる「競争的研究助成制度」である。
（個人研究費）
個人研究費は、専任教員の学術研究助成を目的とした制度であり、区分には図書費と旅費がある。
金額はそれぞれ年額 325 千円で、一律の額を支給している。図書費については研究用図書の購入に充
てることができるが、そのうち、150 千円を限度として研究用消耗品や研究論文発表のための費用に
使用でき、また、200 千円を限度として旅費として使用することができる。旅費については、学会・
学術研究調査のための旅費と学会費に使用することができる。ただし、海外旅費への使用は 300 千円
を限度としている。また、旅費については全額図書費として使用することができる。
（特定研究助成）
特定研究助成は、｢中京大学特定研究助成規程｣第１条(目的)にもあるように、「本学教育職員が特定
課題についての研究を行うための経費の助成を目的」としている。特定研究助成は、個人研究助成・
共同研究助成・研究企画調査助成の３種類からなり、個人研究は特定の課題を単独で研究するものと
し、共同研究は特定の課題を２人以上で共同して研究するもの、研究企画調査は個人研究又は共同研
究の研究計画などの企画調査を行うもの」と規定されている（第３条）。
（出版助成）
出版助成は、「中京大学出版助成規程」第１条（目的）にあるように、「出版困難な学術図書の刊
行又は掲載料の必要な提起刊行物への論文の掲載を希望する者に対し、必要な経費の全学又は一部を
助成する」ものである。この制度についての現状および点検・評価に関しては、「Ⅵ－１ 大学全体
としての研究活動 （１）論文等研究成果の発表状況」において、「研究論文・研究成果の公表を支
援する措置」において記述されている。
（内外研究員制度）
中京大学内外研究員の制度は、「中京大学内外研究員規程」第１条（目的）にあるように、「専任
教育職員の学術研究及び教育の向上を期するため、研究に専従する」制度であり、毎年度、国内研究
員、在外研究員、その他研究機関を特定しないで研究に専従する場合の３種類から成り、その他研究
機関を特定しないで研究に専従する場合を除き、研究費が同規程施行規則に基づいて支給される。学
内での選考方法については，各学部・教養部教授会での審議を経て，全学的な学長の諮問機関である
国際交流委員会にて選考が行われる。
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種別

期間

在外長期

３６７日以内

１人あたりの研究
手当てと旅費
３００万円以内

在外短期

６ヶ月以内

１３０万円以内

規程上の人数

その他

全学部から６名

研究機関の指定無

全学部から４名

研究機関の指定無

（国際学会出張者への助成）
1979 年に制定された国際学会出張者への助成については、「国際学会出張者への助成内規」第
１条（趣旨）にあるように「本学の専任教育職員で、学術の研究・交流及び教育の向上を目的と
する外国における国際学会出張者への助成」である。
国際学会にて座長・講演・発表・討論等を行う本学専任教員に対する旅費の助成を行うものであ
る。助成内容は，内規に規定されているように、学会開催地への往復航空運賃（普通航空運賃エ
コノミークラス）の２分の１以内を支給するものとし，一人当たり最大３０万円までとされ，学
内全体の年間予算総額は 300 万円である。

点検・評価・長所と問題点
（個人研究費）
2005 年度の研究費の執行について、使途内容については、個々の教員で異なるが、図書費で
は執行率 88.9％、旅費では執行率 85.2％、そして研究費全体の執行率は 87.1％であり、ここ数
年、同様の比率で推移している。
（特定研究助成）
特定研究助成に関しては、従来、国の科学研究費補助金とは別の本学独自の研究助成制度と
して制定・運用されてきたが、2005 年度より特定助成の審査基準を明確にし、本学の研究評価
を高める目的から、「特定研究助成申請者は、助成を受けようとする年度の科学研究費補助金
にその研究代表者として、同一研究課題で応募しなければならない」（中京大学特定研究助成
規程細則第５条）と規程が改正されている。
（内外研究員）
平成になってから今年度までの統計では，在外研究員制度（長期）により派遣された専任教
員数は，７１名に達し（別表１参照）、若手研究者に対してもその機会が与えられ，有効利用
されていると言ってよい。国際英語学部と生命システム工学部からの利用者がいないのは、こ
れらが比較的新設された学部であり、完成年度を経たか、まだ完成年度を経ていないためと思
われる。
従来学内で議論されてきた派遣費用の問題については 1999 年度に規程が改正され，現行の一
人上限 300 万円以内（長期の場合）となり、それまでの 250 万円が上限だったことを考えると
十分に改善されたと言える。しかしながら，研究機関を国又は地域で見ると欧米に偏った傾向
は相変わらず続いており，地球規模での国際交流の観点から欧米以外の地域への研究の開拓に
ついて検討の余地があるかもしれない。
（国際学会出張者への助成）
別表２からも過去は年度によってその助成採用者数に増減があったりもしたが，ここ数年は
その予算総額を比例案分する方式が採用され，申請者全員になんらかの助成額が支給されてい
ることになり、かつ若手教員にもその機会が与えられている。
また，内外研究員制度とは異なり、新学部設置の場合でも，それら新設学部に所属する専任教
員が積極的に国際学会に参加をしていることが下記の図１からも伺える。国際学会出張者への
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助成に関しては、申請者が多く、現実には３０万円が支給されるケースは少ないことを考える
と、本制度が広く活用されていることがデータから読み取れる。

将来の改善・改革に向けた方策
（個人研究費）
特定研究助成、出版助成、在外研究、国際学会助成等の他の研究助成とともに教員の研究条件
充実に大きな役割を果たしているが、個人研究費の使用においては研究計画や研究成果を報告さ
せる仕組みにはなっていない。研究助成をより有効にさせるため、他の大学の仕組み等を調査、
点検したいと考えている。
（特定研究助成）
2005 年度から始まった特定研究助成と国の科学研究費補助金との連携による申請件数の推移
については、結果が出ていない現状では、「研究の質」を向上させることに役立ったかを判断す
ることは困難である。今後、数年間の制度運用を通じて、分析・検討していく予定である。
（内外研究員）
研究地域の偏りについて改善案として一方的に大学が選定することは望ましくないため，最終
的には申請者の判断に委ねられることとなる。結果，偏りが発生してしまうことは致し方ないの
かもしれない。しかしながら，研究者間の信頼関係の上に成り立つ国際的な学術研究は地域を限
定したものではない。これについて機会を捉え情報をくまなく伝達し，欧米以外での研究を促進
していくしかないと考える。
（国際学会出張者への助成）
点検・評価・長所と問題点の箇所で、本助成制度は、効率良く利用されていると記述したが、
年間予算総額を維持したままで、毎年度２０名を超える専任教員が恒常的にこの制度を活用でき
るよう推進していく必要がある。
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(2) 教員研究室等の整備状況
現状の説明
本学では現在、299 名の専任教員がおり研究室を各 1 室貸与している。個人研究室は「名古屋キ
ャンパス」に 183 室あり共同研究室は 47 室「豊田キャンパス」には個人研究室が 161 室あり共同
研究室は 52 室確保されている、資料室は名古屋・豊田で各 5 室づつ配置されており、個人研究室の
一室平均面積は 23 ㎡、共同研究室の一室平均面積は 33.5 ㎡となっている。専任教員数からみて研
究室数には余裕があり、未使用の研究室は各学部へ均等に予備室として運用を任せている｡
研究室には設備では、学内ＬＡＮ設備・エアコン・電話（ダイヤルイン対応）などが、常設備品
として机・椅子・書架・ロッカー・床頭台を設置してあり、使用時間については曜日を含めて定め
ず使用されえいる。

点検・評価 長所と問題点
研究室全体の数量的状況については満たされた状況にあると思われるが、研究室の質的環境は学
部設置の年度により多少の差がある。
研究室の設置備品など、近年設置された学部の研究室備品も、大学設置初期の研究室と比べ、設
置年度による機能の違いはあるものの、規格は常に統一し汎用性を持たせた運用を考慮している。
ただ、施設面から状況を見ると経年使用により設備（エアコン）等が劣化による機能低下が見られ
早い対応が必要と考える。

将来の改善・改革に向けた方策
現状は研究室の使用について曜日や時間に制限がなく運用されており、施設管理の面で煩雑な状
況となっている。今後は、研究室だけでなく建物全体についての安全管理を考慮しなければならな
い。現在、ほとんどの研究棟はカードキーにより入室の規制を図れるが、今後は更なる安全管理強
化の為、入退出者の管理を行うセキュリティー設備の更新を考えていかなければならない。
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Ⅵ-４ 競争的な研究環境創出のための措置
(1) 科学研究費補助金等の申請と採択状況
現状の説明
科学研究費補助金（以下「科研費」という）の申請・採択状況は、以下の通りである。
申請件数・採択金額・申請率は年々上昇傾向、採択件数は平均すると徐々に増加傾向にある。採
択率は２００５年度までは平均より上位で、特に 2005 年度には、全国公私大 10 位（文部省公表デ
ータより）という実績であったが、2006 年度は平均より下位になった。採択金額私立ランキングは、
60 位前後にて横ばいである。
２００４年度
２００５年度
２００６年度
①申請件数
５２件
５５件
７７件
②新規採択件数
１４件
１９件
１２件
③新規採択金額
24,600 千円
37,600 千円
48,990 千円
（間接経費含む）
③採択金額私大ランク
６２位
６１位
５８位
（教育学術新聞）
④申請率
１７．５％
１７．０％
２２．７％
（申請件数／専任教員数）
⑤採択率（本学）
２３．５％
３４．５％
１５．６％
（交付決定数／申請者数）
⑥採択率
２２．５％
２１．６％
２１．６％
（全国平均）

点検・評価・長所と問題点
過去において、特定教員の数名が申請・採択される傾向が本学にはあったが、昨今少しずつ若手・
中堅の教員が増加してきている。その要因として、文部科学省・日本学術振興会が研究者執行ルー
ルの緩和を図るため科研費経理事務を大学責務とする取り決めが導入された 2003 年度から、本学に
おいても事務局による組織的な申請推奨活動（外部講師や事務局による説明会実施・申請事務サポ
ートなど）をすることより、教員側の科研費に対する認識が高まったことが挙げられる。
しかしながら、専任教員全体に対する申請率が 20％前後に留まっている現状は、本学が総合私立
大学として多彩な学術分野を有している割には、まだ全学部・研究科の研究力を出し切れていない
と考える。その理由として、主に文系教員の科研費への敷居の高さ（申請しても採択されにくいと
いう意識レベル）及びその必要性が低い（個人研究費などにより研究費が充足されていると推測）
ということが挙げられる。今後とも、科研費制度のスケールメリットを協調して、引き続き申請に
向けての啓蒙活動を行っていく。
なお、現在重要な課題として、全学的な執行適正管理体制の構築がある。昨今、科研費を問わず、
国からの研究補助金に対する不正行為が問題となっている。そのため、文部科学省は不正行為を防
ぐルール策定と、各研究機関（大学）へ経理運用の適正化を求められている。その中で、本学とし
てもそれを遵守すべく、研究者向けの執行説明会や本学独自ルールの周知に努めているが、それは
反面研究者にとって柔軟な研究費使用が損なわれること原因にもなりかねない。適正な経理管理と
研究者への理解促進を円滑に遂行できるような科研費運用体制の構築が、本学においても内外とも
に求められている。
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将来の改善・改革に向けた方策
これまでは、大学全体として一律に申請採択執行を捉えてきたが、今後は理系学部と文系学部に
分けて、科研費を通して大学の研究レベルを向上させていくことが必要である。文系学部について
は、学部により程度差はあるが総じて大学研究費で賄えられる研究が多く外部資金の必要性があま
りない為、科研費のもつピアレビュー性に重点においた“自研究評価のための申請アプローチ”に
よる、科研費に対する自意識浸透を施す段階であろう。また、理系学部については、外部研究資金
に対する認識が高く、また科研費細目分野が多く申請がし易いという事もあり、“研究資金獲得す
るための採択アプローチ”による、文系学部の認識度向上とは違う採択されるための方策を施す必
要がある。
過去３年平均すると採択率は２０％前後で全国平均をかろうじて捉えているはいるが、理系学部
の採択率が申請率の上昇の割には伸びていない。方策としては、理系申請者数は毎年増加している
ので理系学部での組織的な活動を推進できるようサポートするとともに、今後全学部・研究科に対
して申請書の記載チェックサポートの強化や採択者からの採択ノウハウがあればその蓄積・還元を、
積極的に企画立案・実行していく。
一方、科研費申請に当たり、大学は執行ルールの大前提となる大学研究費と同等のルールで対応
できるよう仕組みづくりを、国から求められている。事務局としては、外部資金に対する監査ポリ
シーを確立していく為にも、採択後の科研費について、執行ルールに基づき適正かつ柔軟に運用し
ていくことを組織的に行えるような、部署間連携が急務である。
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VII. 施設・設備等
「施設・設備等」についての目標

○
○

学部・教養部、各研究科の教育目標を達成するために必要な施設・設備を整備する。
施設・設備の維持と管理体制の整備を図る。

○

何らかの障害を持つ学生に対しても施設・設備利用上で不利益が発生しないようにする。

Ⅶ-１ 施設・設備等の整備
(1) 教室等の量的・質的充実度、稼動状況および将来計画
現状の説明
本学は、名古屋市東部市街地“八事地区”に 1956 年の商学部設置より「名古屋キャンパス」を、
1971 年には豊田市北部に体育学部の移転により「豊田キャンパス」を開設し、現在二つの校地に
分かれている。
「名古屋キャンパス」は、名古屋市東部の閑静な住宅地に隣接し、市内の文教地区の中でも、主
要幹線道路に面し地下鉄の東西線（鶴舞線）と南北線（名城線）が交差した、交通の便に恵まれ
た地域に位置しており、校地は大別して「校地Ⅰ」「校地Ⅱ」「校地Ⅲ」に分けられ「校地Ⅰ」
「校地Ⅲ」の敷地内には地下鉄入り口が設けられている。現在「名古屋キャンパス」には 7 学部・
9 研究科があり、学生数は約 8,500 が在籍している。また、本学には放送大学、中京大学オープン
カッレッジ等、社会人約 5,000 名が学んでおり、校地面積（71.637 ㎡）校舎面積（71.098 ㎡）を
見ると手狭な校地状況と言わざるを得ない。
その中、学園本部を置く「校地Ⅰ」では教育・研究環境の向上を目的として、1990 年に施設整
備計画「プロジェクト 21」によりセンタービル（地下 1 階地上 9 階）を建築し講義室の量的充実
を図る他、図書館・学生厚生施設の拡充を図り、学園本部も設けた。1996 年からは新たな施設整
備計画「プロジェクト 21Ｎ」により、センタービルを中心とし既存校舎との有機的結合を図るこ
とでより高い教育・研究環境の整備や設備の充実を進めてきた。現在「校地Ⅰ」では新耐震基準
以前に建築された校舎の整備を進めており、耐震補強に因る安全・安心の確保や改築（建替え）
による校地環境の改善を行うことで、改めて求められている教育内容の変化に対応した講義室の
整備を含め、都市型大学としての機能を向上させて行かなければならないと考える。
このようなキャンパス情況のなか、学生の滞留空間は学生ラウンジ・ホールなどを校舎内で可
能な範囲設けた他に、屋外に残された敷地を有効に使用出来るように、駐車場などの施設は最小
限に確保し、その他の敷地空間に出来る限りベンチなどを配置し、樹木・芝張りなどの植栽も施
しつつ、大学祭などのイベントが可能な空間の確保もしている。
「校地Ⅱ」は、閑静な住宅街の中で校舎の増設が法的規制の厳しい地域に位置し、法学部施設
と体育施設とからなる校地である。その中で 1998 年に法学部校舎の増築・新築が、2001 年に既
存講義棟の改修が行われ、要望を満たす教室数を確保し、講義内容に応えられる施設設備の整備
が完了したことで、当面の充足されたと考える。一部校舎の耐震補強が必要であるが学内状況か
ら時期の検討を考慮しなければならない。
「校地Ⅲ」は、2004 年法務研究科（ロースクール）設置と同時に、校舎新築と同時に開設され
た校地で、限られた敷地内に面積基準値を満たす校舎が建築され、学生数から見ると充足された
校舎面積と設備であり当面は整備の必要性は求められない。
「豊田キャンパス」では、地下鉄鶴舞線に直結した名鉄線の「浄水駅」からスクールバスで、
愛知環状鉄道は「貝津駅」から徒歩で、それぞれ 10 分程度の距離に位置している。敷地面積（所
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有地 264,998 ㎡・借地 1484,46 ㎡）及び校舎面積（71,364 ㎡）とも大学設置基準面積を満たし、
4 学部 3 研究科からなる学生・教職員数 6,000 名が在籍している校地は、教育・研究の場とし
て満足出来る環境整備が進められていると考える。
施設面で、体育学部関連については体育館 3 棟・プール棟（25ｍ・50ｍ）・武道館・研究棟
などの建物や、３種公認陸上競技場・サッカー場・ラクビー場・野球場等々のグランド整備は
完了している。情報理工学部関係の専用研究棟・実験棟などや近年設置された生命システム工
学部の専用研究棟・実験棟など、学部の要望に沿った教育・研究の施設環境についても充足さ
れていると考えている。また、2005 年には講義棟を新築し、併せて学生厚生施設（ラウンジ・
食堂・書籍）の新築も完了させ、教室数の量的・質的な問題点はないと考える。今後求められ
る施設整備は、新たな学部・研究科の増設に伴う整備や、より高度な教育内容の変化による改
善が要望されると思われるが豊田キャンパスの状況として対応に問題はないと考える。
学生生活環境から見ると、恵まれた敷地内には出来る限り植栽帯を設け、高木
・ 低木などの植栽や芝生広場を各所に配置し、大学キャンパスらしい憩いの広場と
して解放している。現在は建物周辺の整備やそれを結びつける構内道路の整備をはじめ、駐車
場など住環境の整備を行い更なる教育・研究環境の充実に努めたい。

点検・評価・長所と問題点
現在まで、大学全体の動向を見据えた長期的プロジェクト計画の策定により、学部・研究科の
増設、教育研究内容の変化に合わせた施設・設備の整備が行われており、充足された環境をその
都度整えつつあると考える。今後も、教育研究環境の変化を念頭において、プロジェクト計画を
策定して対応していかなければならない。
「名古屋キャンパス」について、交通の便に恵まれた立地条件、機能的に配置され有機的に繋
がれた校舎配置等、教育環境は恵まれた状況と考えるが、学生や大学施設を利用している社会人
学生の数を考えると、教育研究環境を優先的に整備してきた現在の施設状況を見ると、学生の滞
留空間や厚生施設が手狭で“開かれた大学”として地域社会に貢献する立場から、今後策定して
いく将来計画で考慮しなければならない。
「豊田キャンパス」においては、恵まれた敷地条件により、各学部とも建物や施設が整備され
満足した教育研究環境が整えられていると考える。また、共用する教室についても昨年新築され、
稼働率から見ても充足されたと考える。今後、拡大した施設・設備を保全していく上で効率良い
管理方法を検討しなければならない。

将来の改善・改革に向けた方策
今後、新たな学部・研究科の設置は計画されるであろうが、「名古屋キャンパス」では校舎等
の新築可能な敷地は一部に限られ、校舎の改築・増築などについても法規制上から期待出来る施
設拡充は困難と言わざるをえない。また、新耐震基準以前の建物の安全を確保する為の耐震補強
により、現在使用している諸室についても、従前通りの使用が難しく用途変更を求められる状況
が多々考えられ、施設対応に更なる問題を抱えており、将来計画の中には「校地Ⅳ」の選択を考
慮する必要がある。
「豊田キャンパス」において施設環境は充足されつつあり、新たな学部・研究科の設置につい
ての対応も可能と考え、当面は耐震基準を満たしていな建物や老朽化した建物の有効利用計画を
早急に策定し進める必要がある。今後、拡大した施設・設備や運動施設の保守管理コストやエネ
ルギーコストを重点に、いかに効率よく安全な施設環境を整備していくか、大学の将来構想を視
野に入れ進めて行きたい。
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(2) 情報センターと教育用情報処理機器等の配備状況
現状の説明
情報センターは、本学の情報化を促進し、教育・研究の充実と発展を図ることを目的として、主に
「全学ネットワークの管理、運営」「情報教育に必要な施設・設備およびソフトウェアの管理･運営」
を行っている。情報センターの運営について審議する機関としては、情報センター委員会があり、日
常的な運営業務は事務局情報システム部が担っている。
教育用情報処理設備としては、授業利用の「コンピュータ演習室」と自習利用の「コンピュータ自
習室」があり、全学部で共有利用している。コンピュータ演習室として名古屋キャンパスに８教室（学
生定員 406 人）、豊田キャンパスに４教室（学生定員 212 人）、また、コンピュータ自習室として、
名古屋学舎に４教室（計 172 台）、豊田学舎に１教室（計 68 台）が全学施設として活用されている。
コンピュータ演習室では①情報リテラシー教育を中心とした授業 ②ゼミナール教育を中心とした専
門少人数科目での授業 ③外国人教員による語学教育での授業

④コンピュータの数値処理を生かし

た専門科目での授業等が展開されている。コンピュータ自習室では、コンピュータ演習室と同様の利
用環境を提供しており、自学自習や課題制作に利用されている。
全学ネットワークは、1998 年に整備され、2007 年に再構築する予定である。インターネットへの接
続環境として、学術情報センターSINET また民間プロバイダへとそれぞれ 100Mbps で接続されている。
講義室へのネットワーク敷設を年々進めており、現在は、名古屋キャンパス講義室 151 室中 83 室、豊
田キャンパス講義室 93 室中 30 室がインターネットおよびイントラネットへ接続できる環境を整備し
ている。
学生に対して自宅からの利用を促進するために、自宅から大学のメールが利用できる Web メールサ
ービスや、同じく大学での個人フォルダを自宅からアクセスできる Web フォルダサービスを展開して
いる。教育職員に対しては、インターネット経由で大学ネットワークに安全に接続する方法として
SSL-VPN サービスを提供している。
コンピュータを活用した教育支援システムとして CUBICS-Learning 注）を 2001 年度に「レポート管
理」用として導入し、以降、教材のダウンロード機能を含む「講義の栞」、履修者間でのディスカッ
ション機能をもつ「講義用掲示板」と拡張してきた。CUBICS-Learning は、インターネット授業のため
のシステムではなく、対面授業を補佐する目的で設計されており、授業時間外に学生が利用すること
を想定している。
注）CUBICS-Learning
中京大学情報センターが提供するインターネットを利用した教育支援システムの名称。
CUBICS-Learning の概要等については、中京大学のホームページ中以下の該当箇所参照のこと。
http://www.chukyo-u.ac.jp/cubics/top02.html

点検・評価・長所と問題点
情報センターの運営に重要な役割を果たしている情報センター委員会は、情報センター長、各学部
および教養部から選出された専任教育職員、事務局から選出された専任事務職員 2 名（教務課１名、
情報システム部１名）で構成されており、教学側および事務側双方の意見や要望が反映されやすくな
っていることは評価できる。重要な案件については、情報センター委員会のもとに、教学と事務とが
連携したプロジェクト型の作業部会を設け具体化してきた。2002 年度から 2006 年度までの 5 年間で、
「キャンパスネットワーク運用ガイドライン策定」「教育支援システム基本仕様策定」等の 5 つのプ
ロジェクトが活動したことは本学の特長といえる。また、情報センターに要求される情報化技術が高
度化するに伴い、日常業務を担う情報システム部の人員も、専門知識をもつ専任事務職員が多く配置
されるようになったことは評価できる。
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全学共通の課題について、情報センターはその役割を十分に果たしていると思われるが、学部独自
の情報化に関する課題について支援する体制ができていないことは問題である。
教育用情報処理設備については、1990 年代後半からの急激な情報リテラシー教育の需要増に対して、
供給が遅れがちではあったが、その後のコンピュータ演習室拡張により、現状では支障なく運営でき
ている。また、コンピュータ自習室は活発に利用されており、2005 年度延べ利用者は、名古屋学舎
110,245 名、豊田学舎 40,935 名である。コンピュータ自習室の開放時間は、開講期においては 9 時か
ら 20 時となっており、学生の満足度も高いと思われる。それでも、課題提出時期である 7,12,1 月に
は、利用者が多く時間帯によっては空席待ちが一部発生している。
全学ネットワークについては、研究室や実験室の隅々まで敷設されており、本学の教育研究を支え
る情報基盤としての役割を担っており、積極的に活用されている。ただし、講義室からの教育職員に
よるネットワーク利用は十分とは言えない。全学ネットワーク運用における大きなリスクは、大規模
地震と情報セキュリティ問題である。地震対策として、主要なネットワーク機器を設置しているマシ
ンルームにおいて、免震ラックを採用していることは評価できる。情報セキュリティ対策として、学
外からの攻撃に対する対策は侵入検知システムおよびメールゲートウェイ型ウィルス駆逐システムを
構築しており、一定の効果は上がっている。しかし、学内からの脅威に対しては、十分であるとはい
えない。情報セキュリティに関する規則はあるものの、利用者の意識とセキュリティを確保する技術
が脅威に対して追いついていない。
学生が自宅のパソコンからインターネット経由で大学が提供する各種情報サービスを受けられるこ
とは評価できる。特に、CUBICS-Learning の自宅からの利用は事前事後学習を促進するという大きな意
味をもっている。しかし、情報セキュリティ対策としては、パスワード保護と暗号化だけであり十分
とはいえない。教育職員が学外からインターネット経由で大学に接続する方法は、物理的な USB キー
を要する仕組みを導入しているため、安全性が高いと評価できる。
教育支援システム CUBICS-Learning の利用者は年々増加しているおり、2005 年度は専任教育職員 38
名が利用した。授業効果を上げるために積極的にコンピュータを活用しようとしている教員の要望に
は応えることができていると評価している。また、学生の情報化装備および情報リテラシー技術は進
んでいるようであり、CUBICS-Learning を利用する学生からは戸惑いの声は聞こえてこない。

将来の改善・改革に向けた方策
学部の独自性を発揮した情報化を支援していくためには、情報システム部が運用経験を生かして、
学部と協働することが望ましい。
2007 年度キャンパスネットワークの再構築と伴いセキュリティ確保に重点をおいた構成にする計
画がある。情報セキュリティに対する意識の問題については、情報センターが積極的に利用者への
啓蒙を図ることが必要である。
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Ⅶ-２ キャンパス・アメニティ等
(1) 「学生のための生活の場」の整備状況
現状の説明
大学は知的学習の場であると同時に、学生がキャンパスライフを快適に過ごし、教職員が教育・研
究・業務に力を最大限に発揮できる場でなくてはならない。本学はこれを基本的スタンスとして施設
と環境整備に取り組んできた。
学生のための生活の場の重要部分は①サークルの集まりや語らい、憩いの場としての学生ラウンジ②
スポーツ活動、レクリエーションの場としての運動施設③健康で快適な厚生施設である。本学が充実
を図ってきた、それぞれの概要を現状の説明として以下に記す。
① 学生ラウンジ
名古屋学舎では学生の利用が最も多いセンタービル（０号館）各階フロアにラウンジが設けられてい
る。キャンパス・アメニティとしては、２００５年９月に２号館１階教室を改装した１０００人収容
の「アレーナ２１１」では、ゆとりある学生の滞留スペースとしての機能と午後 6 時以降は課外活動
の練習場所となっている。さらに学術系サークルの活動・発表拠点としては、センタービルＧ階「ガ
レリア」が、1 階には展示スペースの「Ｃスクウェア」があり、企画展など学内・地域社会に芸術文化
を発信するために活用されている。
一方、豊田学舎は 2005 年 4 月に学生厚生施設棟「プラザ棟」と講義棟２棟から成る教育複合棟が完
成し、各種の厚生施設とともに学生が自由に利用できるラウンジが設けられ、コミュニティエリアを
形成している。教育複合棟の正面前には昼トッププラザが完成し、学生の憩いの場として利用されて
いる。
②運動施設
名古屋学舎は、前項「（１）教室等の量的・質的充実度、稼働状況および将来計画」で記述した「校
地Ⅱ」に屋外多目的グラウンド（陸上トラック付き）と２つの体育館、テニスコート、バレーボール
コートを設け、地域住民も利用可能な運動施設となっている。
豊田学舎の運動施設は、２０００年から整備が進められ、いずれも本学が誇る本格的施設となってい
る。主なものは、2004 年 4 月に完成した全面人工芝のフットボール場（ラグビー、アメリカン・フッ
トボール）とサッカー場があり、特にフットボール場は財団法人日本サッカー協会から人口芝サッカ
ー場として我が国初の公認を受けた。さらに、オリンピックなどに使われるアンツーカー・スーパー
Ｘの４００㍍走路を持つ陸上競技場、屋外公認５０㍍プール、人工芝野球場、大小の体育館、バスケ
ットボール・バレーボール専用体育館、レクリエーション体育館、武道館などである。
これらは主に課外活動団体が利用しているが、人工芝の多目的グラウンドは一般学生、地域住民が多
く利用するなど、運動施設のバランスが保たれている。
③ 厚生施設
名古屋学舎の食堂はセンタービル２階のカフェテリア式総合食堂（５６０席）を中心に麺類、丼物、
パン類の専門形態、カフェ、売店の構成である。いずれも学生の嗜好に対応できるメニューになって
おり、理髪店、ブックストア、フォトスタジオとともに一般にも開放している。
豊田学舎では前記「プラザ棟」の２階を「フードコート」とし、計１８３席を設けている。また書籍
販売店舗も入居している。
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点検・評価・長所と問題点
１９９４年に建設された名古屋キャンパスのシンボル棟「センタービル」は、厚生施設、放送大学、
ライブラリーセンターなどが入居する４階までを一般に開放し、学生にとっても使い勝手のよいスペ
ースになっている。
しかし、毎年学生に実施しているアンケートには食堂に対する不満・要望が多々記入され、その半数
が利用時間帯の混雑である。60.5％の学生が週に１～２回以上利用する一方、学内食堂を利用しない
学生の 47.4％が、その理由を「混雑」と挙げている。ちなみに総合食堂の利用者は多い時で１日 1,300
人を超える。
また、名古屋キャンパスの体育館にはアリーナ（バレーボール、バスケットボール、バドミントン）
とスカッシュコート、トレーニングルーム、エアロビクススタジオ、ゴルフ練習場があり、体育館利
用者（月平均 1,700 人）の 60％がアリーナを使用している。サークルの利用希望に応えらない「過密」
がここにもある。

将来の改善・改革に向けた方策
学生の利用する施設について、定期的に学生代表と懇談し、施設の有効利用等、意見の集約を行って
いるが、名古屋学舎のような都市型キャンパスの狭隘を根本的に解決することは困難であり、体育館
にあっては開放時間の工夫を、また、食堂にあっては補完施設の拡充を図るなど、学生の意見を反映
しながら改善を重ねていく。
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(2) 大学周辺の「環境」への配慮
現状の説明
本学は開かれた大学の実践、すなわち地域社会や産業界との交流を促進し、施設や研究成果など、ハ
ードとソフトを積極的に地域に開放してきた。
地域住民を対象に 1987 年に開設した「公開講座」は 150 回に達し（2007 年 3 月）、本学教員らを
講師として 1995 年に開講した「オープンカレッジ」は年間 400 講座に同 4,200 人が受講し、生涯学
習の場として地域に定着している。また、名古屋キャンパスの放送大学愛知学習センターは開校１５
年を迎え、こうして、地域住民と学生の交流の場が年々広がっている。
一方、住宅が近接する名古屋学舎では、地域や近隣に大学への理解を深めてもらうため、地域懇談会
としての「コミッティ八事」を毎年開催している。当初は近隣からの苦情対応が主な内容であったが、
近年は「地域と大学の共同による地域活性化の取り組み」など、積極的な意見が多くなっている。町
内会、商店街と協力して毎年実施している「交通安全講習会」、防火・防災・防犯の「生活安全講習
会」は１３年目を迎える。
豊田市郊外の田園地帯に位置する豊田学舎では、一部市道がキャンパス内を走るため、大学側が交差
点に警備員を配置して住民の安全を図り、地域役員との定期的な合同懇談会を通じて、大学への要望
を求めている。
地域住民の多くが大学を利用活用し、大学は地域との共生なしに存在しえない。報告書「Ⅶ－３（３）
衛生・安全確保のシステム整備」の項で述べたように、ゴミ排出、騒音、省エネルギーなどの環境安
全対策は、地域との関係を強化するための絶対条件と位置づけ、その推進に取り組んでいる。

点検・評価・長所と問題点
地域と共同した環境づくりに取り組む段階まで発展してきたと判断しているが、住民と積極的に意見
交換するためには、大学側が作り出す近隣への迷惑や苦情を根絶することが不可欠である。
名古屋学舎は八事山興正寺に接し、その境が参道になっていることから、地域と隔てるフェンスは設
置していない。ここに防犯上の課題がある。都市型キャンパスであるがゆえの学生モラルの問題もあ
る。
豊田学舎は田園地帯に位置するため、汚水・排水に万全を期さなければならない。学生約 5,300 人の
半数が下宿生活をしており、地域のルール遵守が求められる。学生の交通マナーの問題は依然として
大きな課題となっている。

将来の改善・改革に向けた方策
大学が地域に定着し、信頼を揺るぎないものにするためには、相互理解とコミュニケーションが不可
欠である。名古屋キャンパスでは有志学生が地域の小学生の犯罪被害を防ぐため登下校時の送迎を行
い、豊田キャンパスでは 1999 年に教職員と学生による「環境保全委員会」が発足し、マナー向上の活
動に取り組んでいる。大学として同様に様々なキャンペーンを展開し、地域への役割を果たしたい。
交通マナーの問題にあっては、課題解消の一歩として名古屋キャンパスの駐輪場を 40 台分増設し
140 台収容に拡大するほか、50cc 以下のバイク通学を認め、120 台分のスペースを設ける。
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Ⅶ-３ 利用上の配慮と管理体制
(1) 障害をもつ学生・教職員への施設・設備面での配慮
現状の説明
本学では障害者をもつ学生に対して不利益が生じないよう、そのつど必要な支援を協議しているが、
ユニバーサルデザインを意識した取り組みは、豊田キャンパスにおいては１９８６年から、名古屋キ
ャンパスでは１９９２年から行われている。
多目的トイレと身障者対応のエレベーター設置からスタートした名古屋学舎で、現在その数はトイレ
１０か所、エレベーターは２３基中６基がその対応を施している。１９９４年建設の０号館（センタ
ービル）は障害者への配慮を念頭に置いて建設され、自動ドア、多目的トイレ、エレベーター、スロ
ープなど全てがバリアフリー化されている。教室については、車椅子対応の移動式机が学生の履修状
況に合わせて設置している。最近では、新築・改造した建物には固定化された車椅子対応の机が設置
されている。
豊田学舎についても多目的トイレ（身障者トイレ）は 1986 年に 8 号館（講義棟）から設置がはじ
まり、現在 10 箇所に設置されている。エレベーターは 19 基が設置された内 5 基が身障者対応とな
っている。また名古屋学舎と同様にバリアフリー化として、自動ドアの設置・段差の解消・スロー
プ・手摺・点字ブロックなどを整備し、教室の車椅子対応についても名古屋学舎と同様な整備を進
めている。

点検・評価・長所と問題点
新築、改修の建物は、法的基準を満たした整備を念頭に、ユニバーサルデザイン化し、既存の建物に
ついては、学生・教職員の要望を受け止め、財政の制約のある中で可能な限り、段差解消のスロープ
化、手すりの整備、教室における車イス対応の机の設置など、施設利用上の利便性と安全性をめざし
てきた。将来に向けた施設整備計画は全ての建築物をバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化する
ことを前提としているが、計画を逐次進めていく中で、問題は、既存の教育研究施設の代替をどのよ
うに確保し、いかに早期実施するかである。

将来の改善・改革に向けた方策
社会人学生の増加や社会に向けた大学の開放を視野に入れ、身体障害者のみならず全ての年齢層が利
用できる施設の更なるユニバーサル化に向けてキャンパス内の施設・設備の現状を検証し、施設・設
備の将来計画を策定していく必要がある。
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(2) 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
現状の説明
本学では名古屋、豊田学舎の各校地・校舎、および施設・設備の運転・維持、清掃、保安・警備等、
キャンパス管理全般について、大学管理のもと委託企業が行い、担当課である管財課が委託企業との
日常的連携のもとで責任体制を確立している。
また、建物等施設の新築・改造など事業計画に関する重要事項については、学内の全学委員会で
ある総合建設計画委員会における審議を経て理事会が承認し、実行される。災害予防規程・地震防
災規程等による緊急災害を考慮しての、組織作り、予防措置、安全措置についても必要な対対応が
行われている。
施設・機器・備品管理業務は「学校法人梅村学園経理規程」「同固定資産及び物品管理規程」に基
づき管理され、設備の修繕・保守は各部課からの要請に基づき管理課が行っている。

点検・評価・長所と問題点
キャンパス管理業務の中で、マニュアルにより標準化された業務については効果的な管理・運用とコ
スト削減をめざし、外部企業への委託を進めてきた。それら業務は大学の管理監督責任のもとに置か
れ、日常的な管理、連絡を徹底することで、全体として順調に業務を執行している。
キャンパスの安全管理においても、規程、体制、実務、訓練は概ね整備され、キャンパス内の安全確
保・保全の面で事故はほとんどなく、管理体制がほぼ確立していると考える。
名古屋学舎には防災センターが設置され、日常の災害・警備などは機械管理されているため、問
題は見られない。緊急災害においては、災害予防規程・地震防災規程による対応が策定されている
が、古い校舎に施設面での対策が遅れている。一方豊田学舎は校舎が広いキャンパス内に分散して
いるため集中管理体制が遅れていたが、現在災害対策を基本に集中管理に向け施設整備が進められ
ている。

将来の改善・改革に向けた方策
名古屋、豊田の両学舎とも社会、地域に開かれたキャンパスとして、地域との連携を図りながら整備
計画が進められてきた。名古屋学舎においては多くの社会人、市民が０号館（センタービル）を利用
しており、開かれた大学として安全・安心を確保するための新たな大災害対策の検討が必要である。
広大な校地に施設が分散している豊田学舎ではエネルギーコストなど施設面の管理のみならず、ハー
ド、ソフト両面での集中管理システムの方法を検討していかなければならない。
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(3) 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況
現状の説明
名古屋学舎、豊田学舎とも大学の建物については、建築物衛生法により水質管理・汚水排水槽管
理・空気環境管理・ネズミ等の防除など、部署によってはダニ駆除など委託業者による対策を定
期的に行っている。
建物内の清掃業務については、日常清掃に始まり、定期清掃、学校行事に伴うスポット清掃など、
ゴミ回収・処理を含めきめ細かな対応がなされ、構内については落ち葉やゴミ収拾も日常業務とし
て行われている。
また、警備は警備専門業者と委託契約し、日常業務はキャンパス内での自転車や自動車の入構監
理や事故対策、大学周辺での違法行為の取り締まり、構内の巡回警備、建物の施錠や休日・夜間時
の常駐による緊急対応業務を行っている。その他、建物に夜間警報機の設置や構内には監視カメラ
設置による安全対策も行っている。
防災対策については、専門業者による防災設備点検を年 2 回行い、所管の消防署とは年 1 回防災
対策についての指導も受け、消防訓練を年 1 回行い防災に努めている。
なお、豊田学舎については、自動車・オートバイでの通学が認められており、安全面において交
通事故に対して細心の注意が払われており、啓蒙活動が年に幾度となく実施されている。

点検・評価 長所と問題点
名古屋・豊田の両学舎で施設・設備での衛生面の確保についての業務は年次計画により順調に行
われ、特に問題点は見られない。
安全面について名古屋学舎は、校地の地域的条件もあり通学にオートバイ・自動車の使用は認め
てはいない。公共交通機関の利便性がよく通学には問題は見られないが、違反する学生も少なくな
く近隣住民や所轄警察からのクレームもあり、対応策を迫られている。構内や周辺での敷地確保に
も問題点が多く、安全面だけでなく大学の姿勢を問われる点だけに、早急な解決策の提案が必要で
ある。豊田学舎でも学生の交通マナーについて問題点が指摘されており、地域的な利便性を図るた
め駐車台数の確保は行っているが、解決策に至っていない。

将来の改善・改革に向けた方策
キャンパスの衛生・安全を確保するため、その都度いろいろ対策がとられてきた。衛生面につい
ては、今後も大学の将来計画による整備に具体的対応策が図られ、新たな環境変化がなければ特別
な方策を必要としない。安全面について、警備などを含め安全な生活環境を確保する対策等は、今
後更に堅固な整備を求められると思われるため、全学的な議論の必要性がある。
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「図書館および図書・電子媒体等」についての目標
大学の図書館は、大学設置基準第３８条に、教育研究上必要な資料である学術誌、視聴覚資料その他
を系統的に備えることが定められている。この図書館の目標に従って、中京大学図書館では、開設以来
学習・教育・研究を支援するための安定的で効率的な資料の調達に努めており、収蔵資料を基盤とする
図書館の利用促進や利用者サービスの向上を基本方針としている。この方針を受けて以下の目標を設定
した。
○ 図書館資料等を体系的に整備し、量的にも充実を図る。
○ 学生・教職員からの多様な需要に応えられる図書館サービスの充実を図る。
○ 一般市民が広く利用できるよう地域社会に対して図書館を開放する。
○

学術情報へのアクセスをより容易なものにする。

Ⅷ-１ 図書、図書館の整備
(１) 図書館資料等の量および質
現状の説明
本学図書館は名古屋キャンパスに名古屋図書館・ライブラリーサービスセンターおよび法学文献セン
ター（以下それぞれ NL・LSC・LLC）と豊田キャンパスに豊田図書館（以下 TL）の計 4 館が設置され
ている。
その蔵書は 2006 年３月末時点で、名古屋 3 館合計 920,626 冊、豊田 345,970 冊の合計 1,266,596
冊である。この総数の和洋別比は 64：36 であり、単行書と製本雑誌の比率は 3：1 である。それぞれの
キャンパスでの開架と閉架の割合は、名古屋は開架が約 10％、豊田は 24％となっている。開架率の相
違は、NL が 1968 年に閉架方式を中心として開設され、1994 年 LSC が NL 開架部分の機能を維持発展
させる目的の分館として設置されたのに対し、1988 年に創設された TL は当初より一定の開架方式を取
り込んだ構造であったことに起因する。キャンパスごとの蔵書の主題別構成を比較すると、名古屋は社
会科学 46％・文学 21％・総記 9％の順、豊田は社会科学 30％・自然科学 15％・芸術体育 14％の順で
あり、設置されている学部との関連が色濃く反映されている。また、NL には文学関係、TL にも武道関
係を中核とする明治以前の和古書（写本・刊本類）が数多く所蔵されていることも蔵書の特色と言える。
蔵書を補完する年度毎の単行本・製本雑誌および視聴覚資料の合計受入数は、この数年 4 万冊前後を
維持している（大学基礎データ 表 42)。定期刊行物の種類は、購入・寄贈等を含め内国雑誌 12,561 種
類、外国雑誌 3,361 種類である。視聴覚資料についても、名古屋 15,804 種類、豊田 5,037 種類の合計
20,841 種類である。いずれの資料も利用者の要請があれば、所属キャンパス側に取り寄せて利用するこ
とが可能である。
図書館に収蔵される資料は、図書館図書費・大学院研究科図書費・個人研究図書費・AV 図書資料お
よびデータベース図書資料（消耗品扱い）ならびに寄贈からなる。寄贈を除く 2005 年度の資料購入費
の総額は決算額で 2 億 9000 万円、2006 年度もほぼ同額が見込まれる。このうち図書館所管の予算は、
図書館図書費として 1 億 6780 万円と AV 図書資料およびデータベース図書資料 990 万円である。予算
については、年度毎に理事会との折衝によって決定される。そのため、毎年一定額で固定している訳で
はなく、さらに費目によっては執行金額によって確定するものもあり、総額は年度により若干の流動性
がある。
個人研究図書費以外の費目については図書館が執行管理をしており、1989 年度からは重複購入を避け
る目的で原則として洋雑誌は全館で 1 誌、他の資料については館単位で 1 冊・1 誌または 1 件とする方
針を段階的に実施してきた。また、図書館図書費は 2005 年度までは全学的に共用性の高い資料を購入
するための「総合図書費」と各学部および教養部に選書を委ねる「部門別選書費」の 2 枠で運用されて
－450－

Ⅷ. 図書館および図書・電子媒体等

きたが、2 年間に亘る図書委員会での検討の末、2006 年度より①資料タイトルを固定した全学的共用性
の高い資料群（従来に比べ対象を絞り込んだ）と高価な資料を購入するための「共通固定図書費（逐次
刊行物・年鑑追録・高額図書類）」、②図書館員・教員双方で主に学生用図書を購入する「図書館選書
費」、③各学部および教養部の教育・研究を支えるための「教育・研究用図書費」の 3 枠制度に改訂し
た。この改訂により、図書館と資料収集に関わる各学部および教養部の分担を、従来に較べ明確にする
ことができるようになった。

点検・評価・長所と問題点
1990 年代からの洋雑誌に関わる価格高騰現象に、他大学同様本学もその影響を受け、その対処法とし
て予算の補正および購入誌の一部中止策を含めた見直しを実施した。一方では別枠費目としてデータベ
ース図書資料費を新設して、EBSCOhost 等の集約型の電子ジャーナルを導入した。また試験的に本年
度からは購読誌に付録として提供されている個別タイトルの電子版を導入するなどの方策で影響の緩和
に努めてきた。しかしながら、電子ジャーナルに対しては、利用環境・新規タイトル追加・ペーパーへ
の執着等様々な角度からの要望があるうえ、多学部構成の大学であるがゆえに統一施策に結びつけるの
はなかなか困難な状況にある。
蔵書量については、戦後創設の大学としては豊かな部類に属すると捉えている。しかし 1980 年代以
前の出版物がかなりの割合を占め、装丁等に劣化が見られるものも少なくはない。また、個人研究図書
費での購入資料と、他の費目によるものとで重複が多く見受けられる点は、今後の課題と言える。
一方、前述した図書館図書費の枠組の改訂により、本年度から学生を対象にした資料購入費目を確立
したことで、シラバス上に掲載される講義に直結した参考文献を教員選書図書として選書することがで
きるようになり、さらに図書館側においても学生の購入希望図書に関し、これまで以上に応えることが
可能になった。

将来の改善・改革に向けた方策
今後の重要な課題としては、自然科学系および経済・経営系の学部からの強い要請がある洋雑誌のタ
イトル数を維持するために、どのような方策を打ち出すかという点が挙げられる。
洋雑誌の価格高騰は依然として続き、価格と絡ませた電子媒体化も急速に進んでおり、切り札的対処
法がないのが現状と言える。このような状況が継続すれば、将来的には既に他大学でも実施している私
大コンソーシアム PULC を活用し、近い将来に購読媒体の主体をペーパー出版物から電子ジャーナル
に切替えることも視野に入れておく必要があろう。しかしながら、その前提条件として予算の学部間調
整、捻出方法を含む制度および大学の経理上の課題など、克服しなければならないハードルも多々ある。
蔵書については、質の面において本年度の予算改訂の結果として、今後は徐々に教員の研究用専門書
から学生が使用する学習用図書の購入比率を高めていけれるのではないかと思われる。量の面において、
構造設計上の収蔵能力は全館合わせても 130 万冊であり、限界に近づいていることから、新たな保存対
策を打ち立てなければならない。収蔵力維持のためこれまでも各館で分担保存を進めて来たが、今後は
一段と除籍を伴う保存資料の見直し強化を図らなければならない。また、保存スペース確保に関しては
電子化を含めた既存資料の媒体変換も検討する必要があろう。電子媒体化は、昨年度から国立情報学研
究所の「研究紀要公開支援事業」に参加し、学内出版物 33 タイトル中 8 タイトルを実施した。今後も
発行部署の要請があれば継続する予定である。今後は、昨今の大学図書館界の課題とされている情報の
発信・保存機能としての自前の機関リポジトリ(電子書庫・情報発信拠点)も、こうした事業の延長上に
位置付けられる対策の一つと言えると思われる。
いずれにしても資料に纏わる課題としては、これまでは主に紙媒体資料の収集に比重が置かれてきた
が、今後は電子媒体も多く取り入れ、総体として質・量を確保しつつも省スペース化に繋がるようなバ
ランスのとれた拡充策の模索が求められている。
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（２） 図書館施設の規模、機器・備品の整備状況
名古屋キャンパス
現状の説明
NL は、1968 年に竣工した鉄筋 4 階建ての 1 号館の 3 階までを使用し、1・2 階を事務室と書庫、3
階を閲覧関係で利用している。2 階入り口正面には、ガラス壁画の飛梅（春陽会の出岡実画伯製作）が
据えられ、照明の中に浮かび上がっている。3 階の閲覧スペースには、カウンターをはじめ、一般閲覧
室（314 席 469 ㎡）、開架閲覧室（120 席 105 ㎡）、目録室（105 ㎡）、レファレンスコーナー（30
㎡）、グループ学習室（各 16 席）3 室、情報検索端末機（以下 OPAC と称す）10 台等の閲覧・運用に
関する部分を設け、2 階に事務室および資料管理に関わる部分、さらに 1 階から 2 階にかけて 3 層の積
層式書架が設置されており、利用は閉架式となっている。閉架書庫内にも OPAC3 台を設置し、資料検
索が出来るようになっている。1983 年から翌年にかけて書庫増設工事および改修工事を実施し、収蔵可
能冊数は約 30 万冊増加し、70 万冊になった。2006 年 2 月には 2 階玄関入口への階段に足照灯を設置
し、その後、8 月には現在の入口とは別に、エレベーターを利用して 1 階別入口から 3 階のレファレン
スコーナーへ直接車椅子でも入・退館できる BDS（ブック・ディテクション・システム）機能を備えた
ゲートを設置した。
LSC は、1994 年に竣工したセンタービルの 3・4 階に位置し、収蔵可能冊数は約 9 万冊で、2006 年
3 月末で 73,784 冊配架されている。入口には管理機能の一元化を図るため、BDS 機能を備えた入・退
館ゲートが設置されている。3 階には学習・書架エリア（117 席 600 ㎡）、閲覧カウンター、OPAC15
台、文献複写用コピー機 3 台が配置され、新聞・雑誌コーナー（ブラウジングコーナー）では国内外の
新聞約 40 紙と一般雑誌約 20 誌が閲覧できるようになっている。AV コーナーには DVD・VIDEO 個別
ブース（28 台、58 席 200 ㎡）が設置されており、名古屋キャンパス全所蔵数 15,804 点のうち約 8,000
点の資料を視聴することができる。4 階には、OPAC3 台が設置されているほか、新書類 6 種(約 3,000
冊)と 130 タイトルの雑誌を収蔵し、学習・書架エリア（238 席 600 ㎡）の閲覧席が設置されている。
すべての資料が開架式で、新書コーナー（20 席）を含めて利用者が自由に資料を閲覧できる方式となっ
ている。
1990 年には法学部校地に 3 万 5,000 冊収蔵可能の資料室が開設され、学生の利用の便を図った。そ
の後、1998 年に約 12 万冊収蔵可能な LLC に改築され、主に政治・法学関係の資料を NL から移管し
た。開架閲覧室は約 2 万冊、閉架書庫は約 10 万冊を収蔵できる。また閲覧席 69 席、個別学習室 5 室、
OPAC7 台、マイクロリーダープリンター等の機器を備えている。2006 年 3 月末の収蔵冊数は、99,679
冊である。

点検・評価・長所と問題点
NL は、建築以来 40 年近くが経過している。この間 1983 年から 1984 年にかけての書庫増設工事、
さらには学部・学科増や学部改組等による資料の増加に伴い、改造工事で収蔵能力を高めてきた。その
ため、書庫利用者には迷路のようであるとも評されている。収蔵能力は 60 万冊程度が限界と思われる
が、近年の状況としては、2000 年度末には約 46 万冊、2004 年度末には約 55 万冊、そして 2005 年末
度には 581,885 冊へと増加している。今後、耐震関連工事をした場合、既設書架の移動や取り外し、壁
や梁の追加補強等により収蔵可能冊数は計算値よりも減少するものと考えられる。閲覧机に備え付けら
れていた仕切板や照明器具については利用上の問題から取り外されているものもある。
LSC、LLC の収蔵率もすでに 80％以上であり、名古屋キャンパス 3 館とも現状から見れば数年後に
は収蔵限界に達する見込みである。
2006 年 3 月現在、名古屋キャンパス 3 館（NL、LSC、LLC）の総座席数は 1,066 席であり、対象学
生数の 15.4％を確保している。しかし、NL は開設当初からの設備であり、老朽化が進んでいる。
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将来の改善・改革に向けた方策
前述のとおり、建物の老朽化、さらには収蔵資料数の増加に伴う保管スペースの確保、社会問題とな
っている耐震対策等、現時点で考慮しなければならない問題は山積している。
NL においては、現時点で建築基準からみて同等レベルの建物を新築することは不可能であり、現在
の建物を耐震補強し、防災設備等を踏まえた対応をしなければならない。老朽化しつつある書庫内の固
定式書架を集密書架に改造するほか、資料の配架場所を含め、NL・LSC・LLC3 館の蔵書構成の再検討、
書庫スペースの有効利用により、迫りくる収蔵限界に対応する必要がある。閲覧机・座席のリニューア
ル等によって利用環境を整備することや BDS の更新等も今後の検討課題である。
また、NL・LSC・LLC ともに OPAC の増設、マイクロ関連機器や電子媒体対応機器(NL)、時代の変
化に対応した AV 機器の整備(LSC)についても順次対応していかなければならない。

豊田キャンパス
現状の説明
TL は 1988 年に竣工し、現在に至っている。建物は 1 階、中 2 階、2 階、3 階の 4 層になっており、
１階、中 2 階は閉架書庫、2 階、3 階はサービススペースである。延べ床面積は 3,951 ㎡で収蔵可能冊
数は 40 万冊である。
現在の所蔵冊数は約 34 万冊で、そのうち 6 万冊が閲覧スペースに配架されている。
閲覧座席数は 482 席で、収容定員の 9.85％である。
１階は主に単行書中心の閉架書庫であるが、ほかに個人学習室、OPAC(1 台)、荷解き室、ロッカール
ームなどが配置されている。
中２階には製本雑誌と洋書が所蔵されている。また、貴重書庫、マイクロ室、雑誌・新聞のバックナ
ンバー所蔵室、個人学習室(４室), OPAC（１台）が設置されている。なお、洋雑誌と 0 類から 3 類まで
の和雑誌は電動式の書架に配架されており、資料の収容能力の向上にも配慮している。
2 階がエントランスになっており、2 か所の出入り口には入館者数自動測定装置を設置している。エ
ントランスホールは新聞や週刊誌、各種案内の閲覧を主とするブラウジングルームである。そこからさ
らに入退館ゲートを経て閲覧室に入るが、ここには BDS を設置している。2 階の閲覧スペースの中心は
レファレンス室で、主に参考図書と約 500 タイトルの新刊雑誌を配架している。なお、学術雑誌の多く
は各学部の資料室に所蔵されているが、それらの製本雑誌については本図書館中 2 階の閉架書庫に所蔵
している。また、2 階入り口の右手には AV ブース８台を設置し、AV 資料の館内視聴ができるようにな
っている。この階には 5 台の OPAC を設置しており、多目的に活用されている。
3 階には、一般閲覧席に加え、静粛学習室(45 席)、グループ学習室 5 室(66 席)、ラウンジなどがあり、
それぞれの用途に対応した学習施設を用意している。OPAC は 3 台で、ラウンジとグループ学習室には
4 口の情報コンセントが配置されている。

点検・評価・長所と問題点
2 階、3 階の閲覧スペースの書架については、2005 年度に書架の転倒防止工事と最上部の資料落下防
止装置を設置し、地震対策として利用者の安全と資料の保全をはかった。一方、閉架書庫については本
図書館の建設時より書架が固定化され、通路に十分な間隔がとられており、地震対策は十分であると考
えている。
また、2006 年度のはじめに本図書館ブラウジングへのメイン・エントランスに新しい入館者数測定装
置が設置され、入館者数の正確な測定が可能になった。また、フラワーポットを設置し、利用環境の改
善も図られた。
2004 年度のライブラリー・サロン(学生、院生、教員、図書館員の懇談会）で出された要望に応え、
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2005 年度には、2 階と 3 階に新着図書用の書架を設置した。また 3 階にはスペースの有効活用を図り、
柱を取り巻く型の、教員・図書館員による推薦図書用書架を設置した。
静粛学習室やグループ学習室（A）は有効に利用されているが、グループ学習室（B～E）はまだ利用
率は高いとは言えず、今後利用率を高める工夫が必要である。グループ学習室（A）はゼミ単位のガイ
ダンス用に使用しているが、ガイダンス期間以外は開放している。グループ学習室でのガイダンスは 20
名程度が限度であり、それ以上の人数のゼミでのガイダンス実施に課題を残している。
ＡＶブース利用の需要は多く、時間帯によっては満席で、希望者が利用できないという状況がある。
館内に AV ブースを増設することは困難であり、現在 AV 資料の保管用としてのみ使用している旧 AV
センターの改装の可能性を探っている。
本図書館は竣工以来 18 年になる。利用者の多いサービススペースのカーペットは隔年で本格的な洗
浄を行ってきたが、今年度、全面張替えを実施することになり、さらに利用環境の改善が図られた。

将来の改善・改革に向けた方策
現在、10 台の OPAC を設置しているが、時間帯によっては満席になることがある。今後の課題とし
て OPAC を増設し、より効率的な配置により今後の需要増に対応していく必要がある。
また、資料の増加や学部の改組計画などの大学全体の動きに合わせ、書庫や閲覧座席など物理的なス
ペースの問題に関しては、検討が必要であり、図書館としても既述のような点検・評価の内容をもとに
資料の電子化などの方法も含め提案を行っていかなければならない。加えて AV 資料視聴の需要増に対
して、旧ＡＶセンターの改装を含めブースの増設を検討したい。
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(3)

図書館サービスの状況

名古屋キャンパス
現状の説明
利用者サービスについては、OPAC 及び各種の外部データベースによって、蔵書検索等の利便性を図
っている。貸出冊数と期間は、学生は 10 冊以内で 14 日以内、大学院生と非常勤教職員は 30 冊以内で
30 日以内、専任教職員は 100 冊以内で 1 年以内となっている。学外の一般利用者も 5 冊以内で 14 日以
内の利用ができる。さらに利用館と異なるキャンパス内図書館の資料は、学内便を使って、一両日中に
取り寄せることができるようになっている。
図書館利用や資料検索の窓口となるホームページは、お知らせ･利用案内･蔵書検索･相互協力･外部デ
ータベース利用に大別され、すべてインターネットによる一元利用となっている。いずれも、利用者に
とって見やすく易しく操作できることを第一義としている。
全体の画面イメージは大学ホームページとの調和を意識し、操作性については、図書館で利用可能な
全サービスを常に左フレームに表示、どのサイトからでも、利用者が全サービスを確認し、容易に利用
できる構成とした。また、アクセス権限が制限される有料サイトなどは別画面で開き、終了時にログオ
フさせる形式としている。
NL は主に学術研究図書･雑誌を教員･大学院生に提供する研究図書館、LSC は学習･一般図書を広く
学生･学内関係者･学外者に提供する学習･一般図書館、LLC は法学部棟内という設置状況から、政治･
法学に特化した資料図書館として各々機能し、サービス提供をしている。
利用対象者は、名古屋キャンパスの大学院生･学生約 7,800 人、専任・非常勤教職員約 800 名のほか、
オープンカレッジ受講生･放送大学学生･一般市民など約 2500 人となっている。
2005 年度の 3 館の利用状況は、入館者数 406,592 人、利用者端末の利用件数 20,311 件、貸出者数
30,263 人、貸出冊数 73,692 冊である。
学外との相互協力については、国立情報学研究所の図書館間で行う所蔵資料の相互利用（以下
NACSIS-ILL と略す）の料金相殺システムに初期段階から加盟することで複写依頼･現物貸借などのサ
ービス体制も始まっている。2005 年度の相互協力実績は、他機関への複写依頼 920 件、他機関からの
複写受付 700 件、同じく現物貸借依頼 208 件、現物貸借受付 7 件となっている。
名古屋キャンパスでは、図書館利用促進のために 3 種類のガイダンスを行っている。まず、入学時に
行う新入生ガイダンスは、学部ごとに 1 時間程度で、大学図書館の目的、利用の仕方、施設紹介などを
中心に図書館を積極的に利用してもらうことを主眼として行っている。次に、ゼミガイダンスは、1･2
年生には、主にコンピュータ端末による OPAC の蔵書検索と開架図書の利用法を中心に行い、3･4 年生
には、日本語の外部データベース、電子ジャーナルなどの検索、閉架書庫の図書、学術論文雑誌の利用
法などを中心に、コンピュータの演習を交えて行っている。最後に、教員･院生･高学年の学部生を対象
にした大学契約の英語のデータベース・電子ジャーナルの利用説明会を、業者の専門講師を招いて行っ
ている。
また、利用者への図書館広報誌として 1994 年度創刊の「クリブニュース」は、現在 A4 サイズ 8 ペ
ージ建てで発行し、2006 年度より注目度・印象度を高めるため 2 色刷りにした。
さらに、年 1 回「ライブラリー・サロン」を開催したり、各館に「意見箱」を設置して学生･教職員
の意見や要望を積極的にくみ上げることに努めている。また、パート職員も含んだ図書館員全員による
「夢語り会」を開き、図書館や図書館サービスのあり方について意見交換を行うことでサービスの向上
を少しずつ実現している。
日常のレファレンスや図書館サービスに関しては、総合大学として専門領域が多方面にわたり、かつ
職員の増員もままならない状況にあるが、ベテランから新人職員まで個々に研鑽を積み、精力的な個別
対応に努めている。利用者の目的とする資料･データにたどり着くまでの方法を利用者と一緒に探る指導
も実施し、親切でわかりやすいと信頼を得ている。
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開館日は、日曜･祝日、夏季･冬季休館日、入学試験など、大学･図書館が定めた休館日以外となってお
り、2005 年度の名古屋キャンパス 3 館の開館日数は 263 日であった。開館時間については、利用者サ
ービスの拡大を図り、年々少しずつ延長して 2006 年度から以下のようになっている。
開講期間中（平日の講義時間帯は 9:00～18:10）
NL・LLC
9:00～19:00（月～金曜日）、9:00～12:30（土曜日）
LSC
9:00～22:00（月～金曜日）、9:00～17:00（土曜日）
休講期間中
全館

9:00～17:00（月～金曜日）、9:00～12:30（土曜日）

点検・評価・長所と問題点
3 館の機能上の特色を生かした利用者の棲み分けにより、NL や LLC は比較的穏やかな研究・閲覧環
境が確保でき、殊に LSC は明るく開放的で、学習や一般読書、AV 視聴などの学生の利用率が非常に
高くなっている。さらに、学生数に対する入館者数も多く、試験期などは 1 日 4,000 人を超えること
もあるなど、有効に活用されている。その一方で、やや騒がしくなったり、カウンター業務が混雑する
といった問題も出ている。2004 年に地下鉄環状線の開通によって交通の便が良くなり、さらに地下鉄
出入り口が本学校内にできるなどの利便性が増したことから、学外者特に高校生の利用が急増し、本学
学生の利用に支障も出るほどとなり、いろいろな改善をしつつ、要望に応えてきている。
多様な学部を有する総合大学として、幅広い分野で 50 年にわたって蓄積されてきた蔵書は、稀覯本
も多く質量ともに充実したものがある。大学図書館のシステムや収集提供する情報･資料の国際化、コン
ピュータ化が急激に進む中で、本図書館も積極的にコンピュータ利用による図書館改革を進めており、
短時間で深く広範な情報に辿りつくシステムが整備されつつある。しかしながら、レファレンス系の人
員配置が手薄で、ことに語学能力やシステムに長けた職員が足りないことから利用指導やレファレンス
対応の面でのサービスが十分ではない。また、開館時間の更なる拡大、休日開館の要望もあり、職員の
勤務状況と併せて検討すべき課題と受けとめている。

将来の改善・改革に向けた方策
コンピュータ化による大学図書館の大きな変革の中にあって、新たにどのような利用者サービスが提
供できるかが大きな課題となっている。
ホームページ上でシラバスを公開することにともない、将来的な対策として以下のようなことが挙げ
られる。
・ 掲載されている参考図書のシラバスから図書館蔵書検索への直接リンクの実現と、掲載された図
書を可能な限り収集、配架して学生の利便性を上げる。
・ オンラインジャーナル・データベースその他の電子資料の契約拡充･収集と、それらを効率的かつ
自由に利用できる窓口として、図書館が契約所蔵する電子データの一括検索をする統合検索シス
テムを構築する。
・ 地域や世界中の図書館やその他の機関のデータを網羅的に検索する横断検索システムを開発する。
・ それらの利用を促進するための新しい図書館情報リテラシー教育の確立。
・ 国際化とコンピュータ化に対応して語学や専門知識、利用者の要望にこたえられるための図書館
員の資質の向上。
これらの対策について、今後は、実現の可能性について優先順位を立てながら検証していく予定であ
る。
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豊田キャンパス
現状の説明
TL の 2005 年度の利用者数については、貸出人数 9,017 人、貸出冊数 18,470 冊となっている。また
入館者数は、147,406 人である。また貸出冊数には反映されていないが、開架室やレファレンスコーナ
ーの配架資料も大いに利用されている。
学生の希望図書購入がホームページ上でできるようになり、さらなる簡素化と利便性の向上を目指し
た利用者サービスに努めている。また、学生のニーズをも考慮して図書を購入することを目的として、
図書館が選書する図書館選書費に加え、教員が学生のために選書する学生用教員選書費を設け予算制度
化し、学生サービスの向上も図っている。
学外相互協力として、NACSIS-ILL の料金相殺システムに 2004 年４月から加盟することで大学間の
相互協力を行っている。なお、2005 年度文献複写の実績は、依頼 428 件、受付 922 件であった。また
資料の貸借依頼、受付も行っている。
さらに、豊田市中央図書館との間で相互貸借協定を締結し、公共図書館との相互利用を行っており、
在学生、一般市民および高校生の便宜を図っている。
レファレンスサービスとして、OPAC の利用指導、外部データベースの文献の所蔵調査等のサービス
を行い、利用者教育を進めている。
また新入生に対しては学部単位で図書館ガイダンスを実施しており、
ガイダンス終了後には通常入室できない閉架書庫を見学させている。在学生には希望により、ゼミ単位
で図書館ガイダンスを春・秋学期に１コマ 90 分（閉架書庫見学を含む）を実施している。さらに、利
用者からの希望を随時受付け「図書館ツアー」として、ガイダンスや見学案内も実施している。
また、2006 年度より意見・要望・図書推薦カードの投書箱を 3 箇所に増設し、利用者の声を余す所
なく取入れ、利用者と本学図書館の一体化を図ることを目指している。また、レファレンスコーナーを
設置し 11:30～13:30 の時間帯に館員を常駐させ、レファレンスサービスの受付を実施すること、TL 独
自の広報誌「ぼいす」を年 6 回発行することにより、利用者へのサービスの向上と広報活動の充実に努
めている。
2005 年度の館内レファレンスは、所蔵調査 133 件、事項調査 113 件、利用指導 620 件、その他 331
件、合計 1,197 件である。
開館日は日曜・祝日、夏季・冬季休館日、入学試験など大学・図書館が定めた休館日以外となってお
り、2005 年度の開館日数は 269 日であった。
2006 年度の開館時間は以下のようになっている。
開講期間中
9:00～20:00（月～金曜日）、9:00～17:00（土曜日）
休講期間中
9:00～17:00（月～金曜日）、9:00～12:30（土曜日）

点検・評価・長所と問題点
TL では、大学間のみならず公共図書館とも連携し、就学者や、研究者に対して学術情報の収集の一
翼を担っている。また、利用者の「文献複写依頼」「現物貸借依頼」は本学在籍者であれば、学外から
でもホームページを通じてでき、利用の便宜が図られている。
レファレンスサービスの一環として、ゼミナールガイダンス中に OPAC の検索、外部データベースの
利用の説明を行い、最後に課題を与えることで検索の自習を行っているが、受講者からは「様々な検索
の利用方法があり、図書館を大いに利用していきたい」との感想が多く、概ね好評である。その上で、
図書館員のスキルアップや、ガイダンス説明担当者の情報交換による均一な情報提供、さらには利用者
のニーズに合わせたきめ細かな利用指導が課題と受け止めている。
開館時間は、利用者の要望のあわせて 2005 年度から午後 8 時までに延長しており、入館者数の増加
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が見込まれる。

将来の改善・改革に向けた方策
近年インターネットおよび専門分野のデータベースの資料が増加傾向にあり、これらのサービスを的
確に利用者に対して提供するためにも専門的な知識が要求される。相互協力やレファレンスサービスも
含めこれらに対応すべく、職員はプロフェッショナルとしてのスキルを習得する必要に迫られている。
具体的には、専門知識のみならず、語学の知識や多様化する学術情報の収集・分析能力が要求されるた
め、日夜研鑽に励む努力が重要だと思われる。
また在学生に対する図書館ガイダンスにおいても、シラバスに沿った内容を取り入れ、担当教員との
よりきめ細かな打ち合わせのうえ、連携をとりながら、図書館情報リテラシー教育を行うことが望まれ
る。
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(4) 図書館の地域への開放の状況
名古屋キャンパス
現状の説明
1991 年に一般市民に対し図書館を開放した。当初は、学内にある放送大学の学生やオープンカレッジ
受講生が主体となった利用であったが、1994 年 LSC 開設に伴い、高校生を含めた一般利用者が急増し
た。その後 2003 年に夜間ビジネス・イノベーション研究科、2005 年には法務研究科が設置されたのを
機に、LSC の開館時間を 2002 年 4 月から午後 10 時までとすることにより、授業終了後でも利用でき
るようになった。開館時間の延長に伴い、学外者の利用も急激に増加した。
また、LSC の開館時間延長に伴い、NL や LLC でも利用者から要望があり開館時間を 2006 年 4 月か
ら午後 7 時までに延長した。学外者には USER CARD（1 年間有効の利用証）を有料（100 円のであ
る手数料）発行することで、便宜を図っている。資料の貸出冊数は、5 冊以内で期間は 14 日以内である。

点検・評価・長所と問題点
一般利用者やオープンカレッジ受講生・放送大学学生は、受講内容に関する資料や資格取得関連資料
等の利用を含め、各種新聞・雑誌等の資料を自由に閲覧できるため、利用者の年齢は高校生から高齢者
まで幅広くなっている。しかし、高校生に開放したことで学習場所としての利用度が高くなった反面、
本来在学生のための席が高校生に利用され、
特に定期試験前などは席が不足するなどの障害が出始めた。
そのため、2006 年 4 月から高校生の LSC の利用については貸し出し・返却・閲覧のみとし、学習室と
しての利用は NL に限定することにした。所蔵資料の利用者に比べて高校生の自習室としての利用が高
くなる傾向が見られる。一般利用者では、2005 年度の帯出者数は 2,080 名、帯出冊数は 4,992 名で、利
用者全体の約 5％を占めている。

将来の改善・改革に向けた方策
近年の IT 技術の目覚しい発展により、図書館内だけでなく、学外からも本学の所蔵資料の検索が
可能となり、近隣大学への Web 検索も充実してきた。
以前は各種問い合わせや申し込み等閲覧カウンターでしかできなかった図書館の利用も、ホームペー
ジの充実に伴い、学外からの種々な要望にも対応しているが、本来最も重視されるべき学内からの多岐
にわたる要望や依頼にも対応していきたい。
また、東海地区の公共図書館と大学図書館が連携と交流を深めことを目的として 2004 年に「東海地
区図書館協議会」が設立された。本図書館においても資料の相互利用や連携・協力、各種共同事業等に
関わる体制を整えていかねばならない。
また、地域からの種々な要望や意見等も受け入れられるよう、意見箱の設置やカウンターにおける利
用者サービスなど、大学図書館としての使命を実践しつつ積極的に取り組んでいきたい。

豊田キャンパス
現状の説明
TL は近隣にトヨタ自動車工場と関連の団地を控えており、生涯学習の場として、1991 年度から高校
生も含め地域住民に広く開放している。さらに、利用者の年齢制限もなく、簡単な手続きで資料の有効
利用ができるため、地域住民のより深遠な知識の探求が出来る場として大いに貢献している。
また、2006 年 3 月に豊田市中央図書館との間に資料の相互貸借に関する協定を締結し、公共図書館
を介して一般市民への便宜を図っている。この相互協力は、発足してまだ日が浅く、利用件数も若干で
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はあるが、今後一般市民のより一層の利用を期待したい。
2005 年度本図書館の地域住民の利用件数は、116 件 379 冊である。

点検・評価・長所と問題点
前述のように、特定産業に隣接する地理的要因のため、専門分野に関する利用者の関心は高いと思わ
れる。豊田学舎においては、理系学部と社会学部、体育学部が設置されているため、これらのニーズに
は対応しやすい蔵書環境である。しかし、現状は名古屋キャンパスと比較して学外の利用者は少ない。
したがって、地域住民の積極的利用を促すための方策として、多方面への広報活動を中心とした利用促
進活動を実施しなければならない。

将来の改善・改革に向けた方策
豊田地区の大学に対して東海地区図書館協議会への積極的参加を促すことで地域との連体化を図り、
地区コンソーシアムを設立するなど、地域に向けた情報発信基地となることが望まれる。またインター
ネット上でのホームページを有効活用しながら、幅広く地域住民の利用を促進することが急務の課題と
して挙げられる。具体的な広報手段としては、豊田市中央図書館との連携により、地域住民への広報活
動を強めていくことと併せて、TL 独自の行事として大学祭、オープンキャンパス、ホームカミングデ
ー、教育懇談会などイベントを利用して「図書館見学ツアー」を計画するなど、図書館を幅広く紹介し
ていくことを目指している。
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Ⅷ-２ 学術情報へのアクセス
（１）学術情報の処理・提供システムの整備状況
現状の説明
従来の図書館所蔵資料のデータベースのためのコンピュータ検索システムであった丸善の CALIS は、
1989 年から 16 年間稼動し、その先進的機能により大きな役割を果たしてきた。しかし、2005 年 3 月、
設備機材の老朽化による更新時期を機に、
システムをリコーの LIMEDIO に全面変更した。それにより、
大学図書館の多くが参加する国立情報学研究所の NACSIS 目録に対応した標準システムへの切替え、検
索精度の格段の向上、漢字変換によるデータ入力の効率化などを果たした。同時に LIMEDIO のデータ
ベースと検索のメインサーバ(OS は UNIX)以外のサーバおよび端末すべての OS を WindowsNT から
Windows2003 および WindowsXP に一新したことで、時とともに変化するシステム展開に対応できる
体制となった。
また、大学から独立していた図書館独自のネットワークとその維持管理を、この機に大学全体の管理
下に移行し、日々変化するネット事情やセキュリティ対策に備えることとした。ファイアウォールやプ
ロキシ設定、
固定 IP 認証などの大学のセキュリティ統合管理の下、図書館サイドでは利用者端末の USB
キーを利用した利用申請制やソフトによるウィルスチェックを実施している。
独自運営だった図書館ホームページも、図書館システムの全学ネットワークへの移管と同時に、広報
部管理の大学ホームページサーバの下部サイトに移行となった。
10 年前には皆無に近かった外部データベースや電子ジャーナルが、ここ数年急激な伸びを示し、本図
書館も書誌情報データベースから始まって、新聞･辞書･学術論文本文へと契約あるいはリンクするデー
タベース件数は現在 20 を超えるに至っている。本文リンクするタイトル数では、資料の種類を問わな
ければ 1 万タイトル近い。これは冊子体の契約タイトル数を凌駕する勢いであり、今後も増加するか冊
子体から電子媒体への移行が進む状況にある。
昨年度より国立情報学研究所による紀要の電子化に参加、現在 12 誌以上の書誌情報がアップされ、
本文リンクを待つ状況となっており、今後も引き続き申請の予定である。

点検・評価・長所と問題点
システムが GUI 方式（コンピュータをアイコンやマウスなどで操作する方式）に統一されたこと、お
よび変換辞書が変更されたことにより、Windows 系のアプリケーションと同一操作での検索、入力作業
が可能になり、操作ストレスの大幅な軽減が可能となった。
USB メモリ(キー)のセキュリティ機能による利用者端末の管理は、利用者と職員双方にとってわずら
わしい手続きとなっているが、カウンターにおいてわざわざ手書きで申請させることが大きな心理的抑
制効果となって、一定の役割を果たしている。
図書館から利用者全員への情報発信の手段が、現状ではほとんど掲示とホームページ上にしかない。
しかしながら、図書資料・情報の検索･収集もホームページが主体となっている状況については、昨年度
ホームページの構成やデザインを一新したことも手伝って、かなり周知され、その役割も着実に成果を
上げてきてはいる。一方で、コンピュータ、ホームページといった新しいシステムに消極的な利用者が、
高齢者を含め、まだかなり存在していることも事実である。こういった利用者の潜在的な拒否反応をほ
ぐし、図書館情報に気軽にアクセスできる仕組みをさらに考慮していく必要がある。
データベース、電子ジャーナル化は、本学でも広い分野でかなり整備されてきた。冊子体洋雑誌の高
騰が続く状況では、その利便性と相俟って、この傾向は今後ますます加速されていくと思われる。また、
検索や利用の方法も多様化･複雑化しており、
利用者には逆に判りにくく煩雑になって行くという一面も
ある。こうした急激な変化に戸惑う利用者に対する利用指導と、それを指導する者の育成が重要な課題
になってきている。さらに、急増するこれらデータベース･電子ジャーナル類の適切かつ敏速な運営、管
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理、ホームページや図書館システムの運営、管理の比重も増大しており、従来の職務と兼務の状況では
処理しにくくなってきており、早急な対応が必要となっている。
本学が誇る和古書の貴重書について、原本の閲覧貸出に厳しい条件がつくのは保存上当然のことであ
るが、広く研究･学習に利用させたいという欲求も強く、関係者からもこれを電子化したものを公開する
方法が模索されている。

将来の改善・改革に向けた方策
多様化し煩雑になった資料に関わる情報検索を、利用者サイドに立ったわかりやすく単純な検索シス
テムにしていく必要がある。そのための方策のひとつとしては、学内で利用可能なデータベースを、利
用者が理解しにくいデータベースの種類や管理販売方法･検索システムの違いを意識しないで、単一の検
索窓から検索できる統合検索システムの開発。ふたつには、学外他機関が公開する蔵書などのデータベ
ースを一括検索できる横断検索システムといったシステム開発があげられる。それを図書館システム業
者や情報システム部、他大学･他機関などと共同歩調をとりながら開発していくことが重要である。
それと同時に、図書館の情報化への対応には、司書資格のみならず、語学･コンピュータシステムにつ
いてある程度の専門知識を持った職員の育成を計画していきたい。
一方、データベース化、電子化が進み、洋雑誌などの負担費用が増大することへの対応として、大学
図書館間の相互協力の立場に立った、コンソーシアム価格を追求した共同購入、資料の分担収集など、
大学図書館相互の連携を図っていく必要もある。
また、貴重書や古書など原資料に接する必要性は高いが貸出条件の厳しい資料の利用方法に関しては、
図書館システム LIMEDIO の電子化のオプションを利用し、ホームページから公開する方法も考えられ
る。それは、近い将来電子図書館あるいは機関リポジトリの核になる可能性も想定される。
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IX. 社会貢献
「社会貢献」についての目標
○

公開講座等を開設し、総合大学としてのさまざまな分野の知的資源を地域社会等に対して、公開・
還元することで社会的責任を果たす。

○

大学の有するさまざまな分野の知的資源を産学連携の形で還元し、社会貢献活動を推進する。

Ⅸ-１ 社会への貢献
(1) 公開講座の開設状況
現状の説明
「開かれた大学」を基本理念に掲げる中京大学が、生涯学習の時代を先取りして、一般市民の知的好
奇心、欲求に応えるべく取り組んだ１つが本講座であり、1987 年に開設され、すでに 19 年の歴史を
持っている。
講座は４つのシリーズからなり、「経済・経営」「健康・余暇・スポーツ」「文化・芸術・教育」
の３シリーズが中部経済同友会との共催であり、「ソフトサイエンス」シリーズについては、名古屋
市科学館との共催で開催している。
公開講座は、年８回程度開講され、今年５月末現在で開講回数は 147 回に及んでいる。国内外の学
識経験者、評論家、医師、アーティスト、小説家、経営者など、幅広い分野のトップクラスの人たち
を講師として招き、講演会、あるいはシンポジウムの形で開催している。また、会場は大学内のとど
まらず、講座の性格、受講者数に合わせて名古屋市科学館、名古屋市内主要ホテル等の大ホールでも
催している。入場は無料である。

点検・評価・長所と問題点
長い歴史を持つ本大学の公開講座は、東海地方で評価は定着している。ここ数年の受講者数は 3,500
名から 4000 名を誇り、定員を大幅にオーバーする講座も年 1、2 回ある。年８回催した 2005 年度の
総受講者は 3734 名。また、毎年 12 月の第１月曜日に開催の景気シンポジウムは 1000 名前後の受講
者がある。
高い評価の背景・原因としては①著名講師の招聘（過去に招いた数多くの著名講師のリストは、い
まや講師との交渉の際、極めて有効な“武器”になっている。著名講師招聘の大きな原動力になって
いる）②テーマの多様性（４つのシリーズから構成されている）③時代の潮流に合わせたテーマの選
択（大規模地震対策、ターミナル・ケア、がん、糖尿病、少年事件の闇、M＆A、団塊世代の大量定年
など）④当地方の主要経済団体である中部経済同友会との共催―などがあげられる。
また、大学内で公開講座への認識が定着しており、講座当日の受付、会場整理などの面でも全学的
な協力が得られる体制ができている。
ただ、講座の多くがウイークデーの午後に開催している。その結果、受講者は中部経済同友会のメ
ンバーを除くと、中高年者、あるいは昼間に在宅の女性が中心となっている。

将来の改善・改革に向けた方策
受講者の年齢的な偏りの解決策として 2005 年度は、土曜日午後に２回開催した。しかしながら、結
果としては受講者が 273 名、369 名に終わり、いずれも平均を大きく下回った。
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今後の方策としては 30－40 代、若年層が参加しやすい日曜日に開催。しかも、そうした若い受講者
に合わせたテーマの選択なども検討課題と考える。
また、「死にゆく患者の心を聴く―ターミナルケアと人間理解」（大阪大学大学院教授 柏木哲夫
氏＝当時）では東海地方の看護師・看護学生が多数受講し、「東海地震の最新情報」（元地震防災対
策強化地域判定会会長 溝上恵氏）は企業、役所の防災担当者の参加が目立った。現役を取り込むこ
うした講座のさらなる立ち上げが必要である。
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（２）生涯学習への対応・社会人向け教育プログラム
現状の説明
本学のオープンカレッジは、本学が提供出来るさまざまな分野の学問を広く社会に開放することが
目的であり、大学全体で推進するエクステンション事業の重要な柱のひとつとして、1995 年 4 月に開
校した。
開講形態としては、約３ヵ月の期間に亘る春期講座（４月中旬～7 月中旬）と秋期講座（9 月中旬～
12 月中旬）に加えて、2 週間の集中講座として開講する夏期講座と冬期講座を合わせて、年間 4 期を
開校当初から実施している。講座分野は、「英語/英会話」や「フランス語」等の語学を中心に「文学」
「心理学」「法律」「経済」から「ビジネス」「パソコン」「一般教養」に至るまで、受講者の多様
なニーズに積極的に応えるため、大学の専門分野に限定することなく間口を非常に広くしている。
述べ受講者数は開学時から 1998 年度にかけて急激に伸長しピーク時には 5,733 名に達したが、
以降、
長期に亘って減少傾向が続き、2003 年度は 4,000 名を割っている。しかし、近年においては減少傾向
に歯止めがかかり、直近の 2005 年度は 4,000 名を若干上回る受講生を確保している。
また、開講講座数は 1998 年度の 343 講座をピークに 300 前後で推移している（表①・表②を参照
のこと）。

点検・評価・長所と問題点
本学のオープンカレッジは会員制と講座有料制を導入しており、受講者に運営経費の一部負担を求
めている。従って、会員数や受講者数を増加させることは第一義的な目標ではないが、事業の安定的
な運営のためには一定の会員数や受講者数を維持していくことが非常に重要な課題である。しかし、
特に近年においては近隣大学間の競合が厳しさを増しており、今後もその傾向は継続すると思われる。
そのような観点から近年までの数値を再度分析すると、延べ受講者数は、近年回復傾向にはあるが、
基本的には依然厳しい状況が続いていることが理解出来る。直近の 3 年間のみを見ると、2003 年度の
3,941 名に対し 2004 年度は 3,954 名、2005 年度は 4,061 名であり、長期に亘る低落傾向に一旦歯止
めがかかっている。しかし、ピーク時の 1998 年度と比較すると 1,672 名（29.1％）減少していており、
かつ受講者確保の母体である会員数は、ピーク時の 7,125 名より 2,785 名（39.0％）減少し、2005 年
度は 4,340 名であった。対策として、非会員にも開放しており受講期間が短く比較的受講しやすい夏
期・冬期集中講座を充実させ、本格的な春期・秋期講座への取り込みを政策的に図っている。その効
果が近年の受講者増として現れてはいるものの、本格的な回復基調には至っていない。
このような 1998 年度以降の低落傾向は、極めて限定的な市場であるにも関わらず参入大学が増加傾
向にある以上、避けることの出来ない構造的な問題であり、今後も大幅な回復は見込めないことが予
測される。本学のオープンカレッジは、東海地区においては受講者数、講座数ともに屈指の規模を誇
るが、あくまでエリア限定事業であり、地域の先行大学として急速に拡大したことの裏返しとして、
今後の規模的な発展には限界があることを直視しなければならない。

将来の改善・改革に向けた方策
そのような状況下で本学のオープンカレッジがその存在意義を示すために必要なことは、原点に立
ち返って理念を考えることである。現在のオープンカレッジが提供する講座分野は非常に幅が広い。
しかし、基本的な理念は大学事業（学術研究・高等教育）の成果を社会に開放すること、生涯学習の
場を提供し続けることであり、そのことにより総合大学としての社会的責任を果たすことであること
は論を待たない。団塊の世代が定年退職を迎える近い将来において、そのことは一層重要視される。
従って、時代の要請や社会の生涯学習に対するニーズを踏まえて講座の内容を再構築すること、講
座の質を高めることが今まで以上に重要になってくる。本学は、これまでも受講者のニーズの発掘や
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実施中の講座の改善に努めてきたが、将来においてもそのような方策を見直しつつ継続していく。そ
の上で、個々の講座の質的向上を目指すと同時に、豊富な教授陣という人的資源を生かすことの出来
るアカデミックな講座と、受講者のニーズに基づくオープンカレッジならではの独自講座を組み合わ
せたバランスのよい講座体系を造り上げること目標とする。
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表① 会員数と述べ受講者数の推移
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1,473
2,354
2,377
2,517
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2,187
1,861
1,647
1,594
1,514
318
549
491
492
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434
384
369
370
461
487
1,921
2,196
2,208
2,263
2,256
1,824
1,904
1,598
1,558
1,485
1,460
351
351
366
461
333
351
247
272
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414
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4,063
5,450
5,442
5,733
5,614
4,973
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3,941
3,954
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表② 開講講座数の推移
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111
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Ⅸ-２ 企業等との連携
（１） 企業等との受託研究の規模・体制・推進の状況
現状の説明
1990 年に情報科学部が設置されて以降、受託研究が進められている。現在は 2004 年に設置され
た生命システム工学部と 2006 年に情報科学部が改組・設置された情報理工学部の２学部教員を中心
として産官学連携が順調に推移し、2003 年度には受託研究件数９件であったものが 2005 年度にお
いては 16 件となり、受入金額は約 6,300 万円となっている（基礎データ表 28、34 参照）。
また、2004 年度には産官学連携事業を推進すべくリエゾンオフィスが豊田学舎に設けられ、教員
と企業との連携をサポートし、なお一層企業との連携を進化させており、その成果が理工系２学部
ばかりでなく、社会学部や体育学部等の理工系以外の学部にも出始めている。
なお、1991 年に豊田学舎に設置した人工知能高等研究所には、産学連携の視点をいち早く取り入
れており、1994 年には産学協同研究室を、さらに 2001 年には大学発起業をサポートするためのイ
ンキュベーションルームを設けている。

点検・評価・長所と問題点
2004 年度にリエゾンオフィスを設置して以降、産学官連携体制は整備され、受託研究の規模も順
調に推移している。また、個別の研究テーマを対象とした企業との連携だけでなく、包括的な研究
交流会を大企業と推進させることにより、受託研究や共同研究に結びつけるなどの実績もある。
一方、私立大学ではしっかりとした財政基盤をもとにした運営が当然もとめられ、これは産学官
連携活動においても例外ではないが、実際には産学官連携を推進すればするほど関連事務経費がか
さむという運営上の現実的な問題にも直面している。大学における産学官連携活動も競争環境の中
で行われている以上、当該事務部門の運営費を補填する目的だけに外部からの研究費の間接経費を
ことさら高騰させることはできない。適切な財務状況において事務部門が維持できるよう対策を図
らなければならない。
また、現段階において、人文・社会科学系学部教員の技術シーズを基礎とした産学連携推進はあ
まり進んでおらず、地域や社会への貢献活動も含めた形で推進する必要がある。

将来の改善・改革に向けた方策
既述の本学の現状を踏まえ、全学的な産学官連携推進を図り社会貢献の責務を果たしていくため
にも、企業等との受託研究に対して、以下のような方策が必要である。
① 企業との連携活動から研究契約業務に至るまでの一連の手続きを複数の事務部門が担当して
いるため、この役割分担を整理し業務標準化を図る。
② 人文・社会科学系学部で構成されている名古屋学舎においても産学官連携に関する教員支援体
制構築を進め、学部間の研究連携を活性化させる。
また、事務部門としての受託・共同研究取り扱い業務の効率化を図るとともに、研究費の間接経
費（オーバーヘッド）の配分比率の見直しを行い、産学官連携推進に係わる経費が部門内で循環す
ることを可能にする自立的な事業体制の構築を検証する。
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（２） 奨学寄付金の受け入れ状況
現状の説明
奨学寄付金は、本学において学術研究の奨励又は教育活動の支援を目的により、学外より受入れ
る寄付金のことである。
過去３年間の受入状況は、以下の表の通りである。

受入件数
合計金額（千円）

2003 年度
４件
３，７００

2004 年度
５件
４，９５０

2005 年度
８件
６，９０９

点検・評価・長所と問題点
受入件数や金額について、近年上昇傾向にある。
その要因として、国の産学連携推進政策（1996 年～科学技術基本計画・2004 年～知的財産推進計
画 等）の実施や、2004 年度にリエゾンオフィスが設置され本学の産学連携窓口が明確になったこ
とにより、企業からの大学への接触が容易になったことが挙げられる。
奨学寄付金は、委託研究や共同研究に比べて、法人契約を取り交わすことなく企業が特定の研究
（室）への助成を行うことができ、また企業にとっても税制上のメリットを受けることができるた
め、国立大学と同様に私立大学においても産学連携の一形態を担っている。
研究者側からは、他の研究助成金のような執行ルールや年度ごとの成果報告義務がないため、そ
して年度繰り越しができることより、研究（室）の計画により使途できる利点もある。
反面、奨学寄付金は享受により得た研究成果・知的財産などについては基本的に全て大学帰属と
なるが、委託研究の受託とは違い法人契約を取り交わすことが無い為、企業と研究者の間で別途共
同研究を行っていた際には、特許権や著作権・機密情報管理などについて問題になる可能性が高い
といえる。
また、大学経理において通常の事務処理はなされているが、学内研究助成金のような細かい執行
ルールが確立されておらず間接経費も設定されていないため、奨学寄付金からの大学事務経費は充
当されず、実質主幹研究者へ使途自由な研究費として 100％充当されている。

将来の改善・改革に向けた方策
将来の改善点として、以下の３つが挙げられる。
①規程や執行ルールの確立と周知
規程や執行ルールの確立と研究者へのその周知について、現状取り決めがなされておらず、一定の
ルールに沿って奨学寄付金を扱うことができるよう早急に規則化を行う。
②間接経費導入
外部資金導入にあたり大学事務経費として委託研究と同様に間接経費が取得できるよう、相手先企
業との間で合意を得る。
③奨学寄付金受付窓口の一本化
奨学寄付金窓口については、現状では、名古屋・豊田学舎それぞれに窓口が存在している（名古屋
学舎：学事センター学事課、豊田学舎：リエゾンオフィス）。企業からの依頼は主に委託研究・共
同研究・奨学寄付金が殆どである。担当窓口を一本化することで、相手先企業からの学内受入れ処
理の迅速化を図ることが可能となる。
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（３） リエゾンオフィスの整備状況
現状の説明
本学は、2004 年度にリエゾンオフィスを設置した。具体的な連携業務を行う事務局として、豊田
学舎に担当部署を設けた。設置と同時に学外から産学官連携の専門家として科学技術コーディネー
タを招き、「産」・「官」と「学」との橋渡しの役割を果たし、大学外からの研究や地域連携をは
じめとした社会貢献の窓口として機能している。現在、以下の活動を通じて産学官連携を進めてい
る。
1. 大学教員研究活動等の知的資源の紹介
2. 科学技術相談受付と教員紹介
3. 委託・共同研究、奨学寄付金の申し込み受け付け
4. 研究者の研究成果を展示会等で発表
5. 競争的研究資金の情報収集とそれに係わるマッチング活動
6. 学部を越えた学際的研究への企画・支援

点検・評価・長所と問題点
地域の中小企業との連携や大企業との定例研究交流会開催などにより、リエゾンオフィス設置以
降、着実に共同・受託研究の成果をあげてきている。
11 学部 16 研究科を擁する総合大学としての機能を最大限発揮すべく、学際的研究に対応するた
めの学部（教員）間の連携支援も行っている。ただし、現段階では豊田学舎に設置されている理工
系学部や体育学部所属教員の技術シーズを取り扱う事例が多く、名古屋学舎に設置されている人
文・社会科学系学部の教員への支援は十分に進んでいない。
大学教員研究成果を企業での実施に結びつけるための特許等権利化に関しては、多くの教員から
職務発明届の提出や大学帰属に向けて打ち合わせ案件が出てきており活発化してきてはいるが、結
果として大学を出願人とした特許化には至っていない。

将来の改善・改革に向けた方策
産学官連携を推進するにあたり、民間の研究ニーズを的確に把握できる事務局体制を敷くととも
に、これまで十分とは言えなかった人文・社会科学系学部へリエゾンオフィスの存在を浸透させ、
単一学部の領域を越えた学際的な研究に発展させるとともに、狭義の産学官連携にとどまらず、地
域活動への貢献も含めた社会貢献活動推進のための取り組みを行っていく。
また、特許等の教員が持つ技術シーズの市場性調査能力を持てるよう組織化し、大学帰属可否の
判断を迅速に行い、知的財産権の適正な資産化とそれらの積極的な技術移転を図っていく。
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X. 学生生活
「学生生活」についての目標
○ 施設・設備の整備・充実を図り、在学生の学習等の環境を向上させる。
○ 学生の心身の健康保持、安全・衛生に関する指導を充実し、学生相談に対応する施設を設置し、
その活動を適切なものとして充実を図る。
○ 大学内におけるハラスメントの防止に関する指導を充実し、相談・解決のための組織を設置し、
その活動を適切なものとして充実を図る。
○

学生の進路に関する指導を充実するとともに、相談・指導のための部門における活動を適切なも
のとし、充実させる。

Ⅹ-１ 学生への経済的支援
(1) 学生生活支援の基本的な考え方
現状の説明
経済的支援を図るための措置として最も有効なものは奨学金制度である。学外の一般的制度として
は日本学生支援機構が行っている「第一種奨学金」（無利子・貸与）と「第二種きぼう２１プラン」
（有利子・貸与）があり、2006 年度推薦・採用内示枠に対して採用者数は、第一種に 296 人、第二種
に 763 人であり、前年度比 159 人増となっている。
本学独自の奨学金制度は、学力の優秀な学生あるいは特定の分野で優れた能力を有する学生に対し
ての「報奨・奨学型」と、学費支弁が困難な学生が学業を続けられるように支給される「育英型」と
の２種に大別される。以下、個々の一般学生を対象とした学内奨学金制度を記す。
（１）中京大学奨学金
学業成績が一定の基準以上で、主として経済的理由により修学が困難な者に対し給付している（2006
年度は学部学生で 9 人）。貸与額は年間授業料相当額、貸与期間は１年間。２年以上の給付を必要と
する者は１年を経過するごとに出願する。在学中は返還を猶予し、卒業後１０年間で返済する。
（２）中京大学給費奨学金
学業成績、運動技能が優秀な者および勉学意欲旺盛な社会人入学者、その他特に優れた資質を有す
る者に支給している（2006 年度は計 61 人）。給費は原則４か年で、入学金、授業料、教育充実費、
体育学部生についてはさらに特別施設整備費を支給している。
（３） 中京大学教育後援会奨学金
中京大学に修学し、教育後援会費を毎年次納入している学部学生で、入学後に保護者の死亡及び高
度障害等により著しく修学困難な学生に勉学の条件を保障し、教育の機会均等を実現する事を目的と
する奨学金である（2006 年度は 1 人）。給費は１か年で、入学金、授業料、教育充実費、体育学部生
についてはさらに特別施設整備費を支給している。
（４）中京大学緊急時奨学金
地震・火災・風水害などの被害を受け、家計が急変したことにより修学が困難な状況になった者
に支給している。奨学金は月額５万円、貸与期間は６か月で、卒業後２年間で元金を均等に返還す
る。
（５）教育資金融資援助奨学金
中京大学に修学し、経済的事由により金融機関が取り扱う教育資金を利用して学費を納付した者
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に対し、その利子相当額の一部を奨学金として支給している（2006 年度は 1 人）。
なお、上記以外に私費修学の外国人留学生に対する奨学金として「外国人留学生給費奨学金」制度
がある。学業成績が優れ、経済的事情により修学が困難になった者に月額４万５千円（学部学生）、
同６万５千円（大学院学生）を支給している他、私費留学生全員の授業料 30％相当額を減免している。

点検・評価・長所と問題点
本学における各種奨学金の受給者（一般学生）の内訳は日本学生支援機構が８８％であるのに対し、
中京大学奨学金は６％にとどまっている（２００５年度の学内調査「学生生活に関するアンケート」）。
同支援機構が２０００年４月「きぼう２１プラン」を導入した際、本学では、この奨学金と中京大学
奨学金の併願を認めなくなったことによるものである。その結果、中京大学奨学金を申請する学生が
半減し、申請者のほぼ全員が受給できるようになっている。また、同奨学金の返済期間は卒業後１０
年間となっているが、奨学金を複数年受給すると返済が多額になるため、経済情勢を反映して、こう
した受給者を中心に延滞や返済不能者が多くなる傾向にある。近年では毎年約１％の増加となってお
り、採用者数の拡充と併せて、返済方法の検討が今後の課題である。一方、中京大学給費奨学金は、
資格が卒業まで継続されるため、学生には魅力的な制度となっている。資格審査を経て奨学金を受給
できる学生は毎年度２９人である。ただし、学業成績が低下した場合は「激励」「警告」などの措置
を行い、支給を取り止めるケースもある。「激励」などの措置を受ける者は年間平均１０人を数え、
これらの学生に対する修学指導をいかに行っていくかが課題である。

将来の改善・改革に向けた方策
中京大学の奨学金制度はわが国の私立大学にあって一定の水準にあるものと判断しているが、社会
情勢を鑑みたとき学費支弁が困難になる学生の増加傾向は今後も続くであろう。現行制度の充実と、
より多くの学生の経済的支援を図ることが急務となっている。本学ではこの間、学内奨学金の重点を
優秀学生への「報奨・奨学型」に置くか、学費支弁が困難な学生に対する「育英型」に置くかの検討
を重ねてきたが、昨今の学生実態を踏まえ、より具体的視野な検討を行っていきたい。
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Ⅹ-２ 生活相談等
(1) 学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮
現状の説明
学生の心身の健康管理は学生相談室と保健室で行っている。
精神的サポートは相談員 2 名（専任）と計 4 名のカウンセラー（いずれも非常勤、臨床心理士）、精
神科医師（非常勤）1 名が相談に応じている。2005 年度の相談件数は名古屋学舎、豊田学舎計 942 件
で、うち心理カウンセリングが 79.9％を占めている。
一人当たりの面接回数は平均 3.5 回で、相談に訪れる学生は１回の面接で終結せず、複数回の面接を
重ねるケースが増加している。
精神的サポートがどのように実施されたかについては、春と秋の年２回「学生相談室だより」を発行
し、啓発に努める一方、相談室の活動状況を学生生活委員会に示して説明している。
身体的サポートは保健室（名古屋学舎）、保健センター（豊田学舎）が担当している。毎年４月に行
われる定期健康診断は全学生の 96.3％が受診（2005 年「学生生活に関するアンケート」）し、極めて
高い受検率となっている。診断結果に基づく二次検査では、胸部レントゲン・尿・心電図検査を実施
している。
2005 年度、名古屋学舎の保健室利用内訳は内科系では感冒、消化器、頭痛、外科系では打撲、捻挫
が上位を占め、体育学部のある豊田学舎では課外活動によるスポーツ障害が多く、診断・治療の年間
平均件数が 11,000 件となっている。

点検・評価・長所と問題点
学生相談室が行っているカウンセリングは、学生の自己成長・発達を援助するという考え方を基本と
し、カウンセラーを日常的な相談相手として気軽に利用できるような体制をとっている。
ただし、近年、全国的な傾向として学生相談室の役割が増大し、カウンセラーの負担が大きくなって
きている。多様な情報の中でアイデンティティが確立されず、学習面での躓きによる不適応が顕在化
するなど、これまで稀であった性同一障害やパニック症状などを訴える例もある。
保健室の健康指導では、喫煙・飲酒習慣など生活のプロフィールや自覚症状に関する問診、最近増加
している学生の生活習慣病の早期発見に努める集団指導を行う一方、結核などの感染症対策、学内分
煙化の徹底を図り、学内の衛生問題に関する主導的役割を果たしている。
問題点は、多様化した心身の相談、診断、治療、指導、管理、啓発のネットワークをいかに形成して
いくかである。

将来の改善・改革に向けた方策
本学学生が心身ともに健康な生活を送り、その増進に関わる機関は、学生相談室、保健室だけでは、
無論ない。日々の啓蒙活動はもちろんであるが、学生を「待つ」姿勢から脱却し、より能動的な活動
をしていくことが最も重要であると考える。学生個々への綿密なアンケート調査に加え、学内の健康
課題をリストアップして対策プランを練り、具体的目標値を設定したうえで実施していく手法を検討
する。学内の様々な部署が協力し、全学的に取り組むことは言うまでもない。
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(2) ハラスメント防止のための措置と防止への対応
現状の説明
本学はすべての学生・教職員が個人として尊重され、快適に活動できることが大学の社会的
使命を果たすうえで重要であると考え、2000 年 2 月、「キャンパス・セクシャル・ハラスメ
ント防止ガイドライン」を定め、あらゆる問題に資するための「セクシャル・ハラスメント
の防止等関連機関の組織及び運営に関する規則」を制定した。
同規則に則り、学習環境の保持と推進、人権擁護を行うのは以下の機関である。
① セクシャル・ハラスメント防止委員会
各学部・研究科および教養部から選出された教育職員２７名と事務職員６名の委員で構成し、
年３回の定例委員会と、必要に応じ臨時の委員会を開催し、セクシャル・ハラスメントの防
止・調査・救済を統括している。
② セクシャル・ハラスメント相談員
各学部・研究科および教養部の教育職員計２６名と、カウンセラー４名を含む事務職員８名
を相談員に任命し、セクシャル・ハラスメントに関する苦情の申し出および相談に対応して
いる。
③ セクシャル・ハラスメント調停委員会
相談員を通じて調停の申立てがあったとき、防止委員の中から３名を選出して調停委員会を
設置し、解決に向けて当事者の話し合いを円滑に進める。
④ セクシャル・ハラスメント調査委員会
セクシャル・ハラスメントの苦情申し立てがあったときに設置され、防止委員会から計５名
を調査委員会委員に選任し、当事者の事情聴取など事実関係を調査、２か月以内に防止委員
会に報告する。
ハラスメントの相談の流れや体制については学生相談室、カウンセリングルームが窓口に
なり、相談しやすい環境を提供する一方、リーフレットを作成し、新入生については入学時
オリエンテーリングのガイダンスにおいて全員に配布、説明し、教職員、事務職員には日本
語版、英語版の「セクシャル・ハラスメントを防ぐために――相談の手引き」を作成、配布
している。

点検・評価・長所と問題点
防止のためのガイドラインと規則を設けて以降、本学では学生の人権を保障し、ハラスメ
ントがあった場合における被害者の救済、男女間のトラブルを題材にした講演会の開催など、
防止のための啓発活動を行っている。相談は年数件が寄せられるが、いずれも相談員との相
談の中で解決に至り、調査委員会の設置にまでいたるようなケースは発生していない。しか
し、相談員からは、より具体的な対処方法やマニュアルの必要性を求める声があり、また、
セクシャル・ハラスメントの規程にハラスメント全体を取り込んでいることの問題を指摘す
る声がある。今後の課題として、より広くハラスメント対応、防止について有効に機能する
よう体制を強化することが必要である。

将来の改善・改革に向けた方策
セクシャル・ハラスメントを始めとする各種ハラスメント防止に関する情報の収集、相談
窓口における指導援助のレベルアップ、大学構成員への基本的人権に関わる教育や啓蒙活動、
相談体制の充実に取り組む。具体的な方策は以下の通りである。
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① ハラスメント相談の流れや体制に関してホームページを使って学生に案内する。
② 教育職員、事務職員、新任職員を対象にした専門家による個別・定期的な講演会を開催
し、一層の啓発に努める
③ 現行の「セクシャル・ハラスメントの防止等関連機関の組織及び運営に関する規則」を
ハラスメント全般の防止規程に改める。
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(3)

生活相談担当部署の活動と有効性

１．カウンセラー、アドバイザーの配置状況
現状の説明
本学ではカウンセラー、アドバイザーが名古屋学舎と豊田学舎それぞれに配置されている。
【名古屋学舎】
カウンセラー（非常勤 2 名）火曜日、水曜日、木曜日・・・学生相談室
相談員
（専任 1 名） 月曜日、金曜日、土曜日・・・学生相談室
精神科医師 （非常勤 1 名）毎月第２金曜日
・・・学生相談室
【豊田学舎】
カウンセラー（非常勤 2 名）月曜日、金曜日
・・・カウンセリングルーム
相談員
（専任 1 名） 火曜日、水曜日、木曜日・・・学生相談室
カウンセラーは臨床心理士であり、精神的な悩みや不安、憂うつを感じている学生等を中心として
心理カウンセリングを行っている。また相談員（アドバイザー）は、一般相談と称して学生生活の中
で生じるさまざまな問題の相談に対処している。
昨年度（2005 年度）における、心理カウンセリングと一般相談の合計件数は両学舎合わせて 942 件
である。全体に対する心理カウンセリングの割合が 79.9%を占める。
学生相談室では、年に 2 回『学生相談室だより』を発行している。より多くの学生が気軽に利用し
てもらうための啓発活動である。4 月と 10 月に発行しているが、特に 4 月は新入生歓迎号として新入
生全員に配布している。また、掲示板等にも相談室の利用案内を掲示しているが、アンケート調査に
よると、まだまだ相談室の敷居が高く敬遠されがちであることや、相談室の存在さえ知らなかったと
いうような残念な結果も見られるのが現状である。
なお、学生相談室の活動状況全般の集計資料は年度初めの学生生活委員会に提出して説明を加えて
いる。

点検・評価・長所と問題点
過去 3 年間の相談件数と利用者実数は次のようになっている。延べ相談件数は 2003 年度 907 件、
2004 年度 1045 件、2005 年度 942 件であった。利用者実数は 2003 年度 481 名、2004 年度 539 名、
2005 年度 512 名であった。2005 年度はともに前年度より大きく減少しているがこれは 2 名のカウン
セラーが交代したことがその原因のひとつと考えられる。心理相談の場合、継続的にカウンセリング
を行う場合が多いが、一般相談であっても、そのようなケースが見られる場合がある。2005 年度でみ
ると来室した学生ひとりにつき平均 3.5 回継続して相談室を訪れたことになる。
学生は自分の講義の関係で、相談室へ行きたくても行けない状況も生じてくる。特に豊田学舎は週 2
回（月・金）しか開室していないため、その弊害が大きいと思われる。カウンセラーやアドバイザー
が毎日行けるような状況が理想ではあろうが、少しでも改善されるよう努力しなければならない。
将来的に学生はますます多様化していくと考えられている。学生相談室もそれなりにさまざまなニ
ーズに対応していかなければならない。
本学の学生相談室は個人面談のみの活動しか実施していない。他大学では心理テストを始めとする
各種テスト、合宿セミナーなどのグループ活動、講演会・ワークショップ、談話室活動等、個人面談
以外にも各種の活動を行っているところもある。これらの活動は人的にも、場所的にも条件が整わな
ければ到底実施することはできない。しかし本学でもいずれは考えていかなければならない事柄と考
えられる。
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将来の改善・改革に向けた方策
一般相談における相談内容も最近では非常に多様化している。教務、キャリアセンター、国際セン
ター、学生課等々専門的な立場で指導を仰ぐことも多い。また学生が属する学部の問題で先生の指導
が必要と思われることもある。当然のことながら学生支援は全学的なネットワークのもとで行われな
ければならない。
学生相談室の現状を調査した私立大学の中には、学生相談室を人的、施設的面で充実させていると
ころも見られる。二極化すると考えられている日本の大学の現実を考えるとき、優れた大学の一面は
見習っていかなければならない。将来的には本学も、学生に対する心理面、生活面での充実に、教員
も含めた全学的な組織として取り組んでいかなければならない。特に心理学部を有する大学として、
その組織は充分な指導を受け、他のどの大学にも劣らない学生相談室を運営していくことができると
思われる。
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２．学内の生活相談機関と地域医療機関との連携関係
現状の説明
学生の日常生活において発生するものに怪我、急性的発病、体調不良等がある。これらは保健室にお
いての応急的処置及び投薬、休養により改善されるものと既往症からの慢性的のものもみられる。最近
では、過呼吸発作、パニック症状、喘息発作といった症状も多く発症する。医療機関へ紹介、移送する
症例では原因不明な発作、強度の疼痛症状、捻挫、打撲、脱臼、骨折の疑い等がある。幸い近隣には第
１次から第３次体制の医療機関に恵まれ救急対応よい環境である。入学時には近隣の医療機関マップを
ガイドブックに掲載し急な発病や下宿生に備える。豊田キャンパスについては、学生及び教職員、近隣
住民を対象とする保険診療を開設していることから学生負担を軽減しサービスと健康管理の充実を図
っている。体育学部があることから整形外科を主体に医師の常駐によりレントゲン撮影、超音波、ギブ
ス、テンズ等の医療行為をし、他に内科では非常勤医師による診察、投薬、血液検査（委託）、検尿、
心電図検査等を行っている。しかし、より精検の必要なもの、症状によっては専門医療機関への紹介を
行う。

点検・評価・長所と問題点
学生相談ではメンタル面及び生活面の両面からの対応ができる窓口はできている。しかし、問題を抱
える学生が積極的に足を運んでくれているかは疑問である。個々に合うカウンセラーの問題、保健室で
の会話から問題が解ける、また解ける糸口ができたという場合とケースはいろいろ混在する。身体面に
ついては常時、医師のいる所での処置、投薬とは異なり保健室での対応では医療行為の範囲にも制限が
あること。長期にわたる保健室での治療も問題であり、応急的処置にとどめ早期の医療機関紹介とする。
また前述の校医の身体相談対応もあり積極的利用を啓蒙するも余りその傾向もなく本当に問題なく健
康に過ごしていると考えて良いか疑問を感ずる。豊田キャンパスについては学内で診療体制があること
は学生にとって非常に利便性と負担がないというメリットがあり学生サービスとなっている。しかし
年々利用者の増加がみられることに負傷者また発病が多くなってきていることは危惧される。

将来の改善・改革に向けた方策
保健室での応急的処置の他は、健康診断からの身体チエック、生活環境から変わる身体、個々のライ
フスタイル等から生活習慣病の予備軍とならない総合的指導を続ける。学業に及ぼすような心身面の問
題には教職員の協力支援が必要で、またそれを超える問題については豊田キャンパスをも含め専門機関
の紹介、移送が不可欠である。医療機関に対する日頃のコミユニケーション、情報交換も大切で緊急時
の円滑な対応の良い関係を今後も持続しなければならない。
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Ⅹ-３ 就職指導
（１） 学生の進路選択に関わる指導就と就職担当部署の活動の有効性
１．学生への就職ガイダンスの実施状況
現状の説明
キャリアセンターが１～4 年次で実施している就職ガイダンス（イベント・各種就職関連講座を含
む）は全部で 25 件ある。ラインナップ、学生参加状況等は別紙に示す通りである（別紙参照）。
2005 年度は、次のような目標を学年毎に設定し、企画・実施した。
【１年次】
・キャリアデザイン・ライフデザインの描き方、自己発見と一般常識（基礎学力）の確認。
【２年次】
・キャリアデザイン・ライフデザインの設定、業界研究と一般常識（基礎学力）の準備。
【３年次】
・自己分析に基いた自己ＰＲの確立、業界研究および個別企業研究、その他就職活動に必要
なスキルの習得。

点検・評価・長所と問題点
参加率はガイダンス・イベントにより大きな差はあるが、事後に実施しているアンケートでの参
加者満足度は総じて高い結果が得られている。特に少人数単位で実施している「ゼミ別就職ガイダ
ンス」「フォローガイダンス」、学外から講師を招聘する「卒業生会社情報交換会」「学内企業セ
ミナー」が該当する。更に、特定スキル獲得を目指す「面接対策講座」「エアライン講座」につい
ては、プログラムの内容で高い評価を得て 75％以上の満足度であった。刻々と変化する就職環境及
び学生のニーズを勘案し、毎年内容の見直しを実施している。これらの施策により卒業生に対する
就職者割合も増加傾向にある。
問題点は、３年次後半にガイダンス・イベントが集中していること、就職に対する意識が未熟な
ため低年次ガイダンス・イベントへの参加率が低いことである。

将来の改善・改革に向けた方策
実施されるガイダンス・イベントが３年次の後半に集中することにより、「消化不良」をおこす
学生が多数いる。これを是正するためには、実施時期を検討する必要があり、全体的に前倒しする、
あるいは、ガイダンス・イベント自体の必要性を吟味し、なるべく分散開催させることにより、学
生の負担を減らしつつ効率よく実施することが求められる。一方、低年次のガイダンス・イベント
への参加率が低迷しているのは、学生個々の自己のキャリアに対する意識の低さが原因であり、集
中的に意識を高めるためのキャリア形成を軸としたプログラム導入も検討すべき課題である。
現在開催しているガイダンス・イベントはマス（大衆）を対象として実施されるものが多いが、
今後は学生一人一人に焦点を当て、要望を的確に吸い上げていく細やかな企画立案および実施が重
要な課題となってくる。
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２．就職活動の早期化に対する対応
現状の説明
昨今の就職活動の早期化に対応するため、2004 度から低年次から就職に対するモチベーションの
向上を目的とした新入生ガイダンス、総合適性検査、業界研究講座、就職内定者との情報交換会な
どのガイダンス・イベントを実施している。一方、企業の採用活動早期化に対応するため、３年次
に対しては、エントリーの早期化と位置付け、エントリーツールである就職情報サイトの利用法ガ
イダンスをサイトオープンの 10 月以前に実施し、学生が混乱せずスムーズにエントリー出来る体制
を整えている。

点検・評価・長所と問題点
学生への聞き取り調査より、低年次対象に実施したガイダンス・イベントによって、就職に対す
るモチベーションが向上した学生もいた。また、就職活動に必要なノウハウやスキルを早い段階で
獲得した学生は、早期化した就職活動においても十分に対応できていることも分かった。卒業生に
対する就職者割合が 2004 年度の 71.2％から 2005 年度 75.9％に増加したという結果からも評価でき
る。問題点は、ガイダンス・イベントに参加していない学生については、就職活動への十分な対策
が取れず、早期化した企業の採用活動の流れに対応出来ないため、結果として自らの就職活動を長
期化させる起因にもなっている。

将来の改善・改革に向けた方策
低年次のガイダンス・イベントへの参加率を向上させるためには、参加しない理由を探ることに
加え、内容についても再検討し、就職に対するモチベーションを更に向上させていくことである。
内容の検討に加え、「何を見て参加したか」の聞き取り調査で最も多かったＤＭ（ダイレクトメー
ル）による案内、毎日チェックするメール配信、ホームページ最新情報毎日更新等のツールを積極
的に活用させる工夫も課題となる。早期に就職に対する意識をもたせることで、内容が高度かつ実
践的な高年次対象ガイダンス・イベント参加へ結びつき、就職活動に必要なノウハウ・スキルを取
得することが可能になると考える。結果的に就職率が上昇し、仕事に就かない学生を減少させる仕
組み作りを整え実践していく必要がある。
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３．就職統計データの整備と活用の状況
現状の説明
キャリアセンターでは、主に①求人情報、②学生の内定・決定情報の統計データを作成している。
求人情報は、年間 10,000 件を超える郵送・訪問及び来学企業・団体データを構築している。特に、
求人票はＰＤＦ形式で提供することでホームページからの閲覧及び入手が可能になり、学生の情報収
集に活用されている。年度末には本社所在地・勤務地・職種・資本金などを分類し、前年度との求人
件数の比較に活用している。
学生から報告のあった内定及び決定先をすべて入力し、月単位の学部学科別の内定・決定状況を把
握し、就職支援に役立てている。

点検・評価・長所と問題点
求人票は、ＰＤＦ化により、キャリアセンターを利用しなくても求人情報が入手できるなど効率的
に活動ができるという点で有益に働いている。また、年毎の企業のニーズや求人件数の把握をするこ
とで早期に就職活動の対策を立てることにもつながっている。一方で、求人情報が企業から大学へ直
接寄せられるケースと、求人情報会社からまとめて寄せられるケースがあり、これにより、同一企業
からの求人情報を重複して入力するケースも複数あり、統計データを作成する際の求人件数が把握し
にくくなっている。
内定・決定情報は、文部科学省からの「学校基本調査」を作成する際に必要な項目を網羅できるよ
うプログラムされており概ね問題は無い。データを元に未内定学生に対して求人情報の案内をするな
ど有効な支援体制ができている。一方で、その基礎データとなる学生の内定及び決定報告が徹底され
ず、年度ぎりぎりまで、学生に対して大学から電話で問い合わせをするなど情報収集に苦慮している。

将来の改善・改革に向けた方策
紙媒体で管理していた進路個表を電子カルテ化し、学生が求める情報を把握する必要がある。また、
企業情報をホームページ上でリアルタイムに提供できるようなシステムを構築したい。
学生の進路状況の把握については、キャリアセンターからの問い合わせだけでは限度があり、各学
部の了承を得た上で教員にも協力を求めるなどの工夫が必要である。
なお、企業からの求人件数統計データ作成時に問題になっている、同一企業の重複入力については
一定期間内に届いたものは入力しない、大学へ直接寄せられる求人のみ入力するなどのルールを作り、
運用するなどの対策が必要である。
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3年生全員

女子・航空志望者

3年生全員

2年生全員

1年生全員

2月
講義＋個別
（4年 6，9月）

個別
講義形式
グループ
講義形式
講義形式
講義形式
個別
講義形式
個別
講義形式

8月

講義形式
講義形式
検査
講義形式

講義形式

講義形式
講義形式

講義形式

形態
講義形式
検査
講義形式
講義形式

10月
11月～12月
11月～12月
11月～12月
11月
12月
12月
1月
2月

11月～12月
5月
5月
5月～7月

春学期

4月
6月～7月

秋学期

実施時期
4月
4月
4月
5月～10月

在籍者数（名古屋） 1年-1956名 2年-1901名 3年-1770名 4年-2244名 2005.5現在
★＝資格対策講座
※＝複数年次が対象となるイベント
「卒業生会社情報交換会」「学内企業セミナー」は2005年度未実施ため前年度の参加者数

学内企業セミナー

就職試験準備講座★
3年生就職ガイダンス
キャリアフォーカス（職業適性検査）
業界研究講座※
インターンシップ
（2年次ガイダンス＋事前研修＋報告会）
ゼミ別就職ガイダンス
フォローガイダンス
就職試験対策講座★
3年次 エアライン対策講座★
就職活動対策シリーズⅠ～Ⅲ
就職体験報告会
業界セミナー
卒業生会社情報交換会
面接対策講座★

2年次

2年生進路ガイダンス
業界研究講座※

「はたらくこと／いきること」※

適性検査受験者

1年生全員

対象者

（２００５年度実績）

イベント名
新入生ガイダンス
総合適性検査（自己発見レポート）
総合適性検査解説
1年次
1年生のための総合基礎講座★

イベント一覧

年次

一方向＋双方向

双方向
一方向
双方向
一方向

一方向

一方向
双方向

双方向

一方向

一方向

一方向

参加者のアクション

参加状況
未集計（教務ガイダンス等と同日実施のため90％以上）
581名／受検率29.7％ （前年度 510名／26.8％）
369名／受取率63.5％ （前年度 331名／受取率64.9％ ）
48名／2.5％ （前年度 84名／4.4％）
1年生- 110名／5.6％ （前年度 75名／3.9％）
2年生- 113名／5.9％ （前年度 95名／5.4％）
未集計（教務ガイダンス等と同日実施のため90％以上）
2566名 （前年度 1883名） ※延べ参加者数
1年生- 110名／5.6％ （前年度 75名／3.9％）
2年生- 113名／5.9％ （前年度 95名／5.4％）
275名／14.5％ （前年度 303名／17.1％）
未集計
935名／52.8％ （前年度 1308名／53.8％）
2566名 （前年度 1883名） ※延べ参加者数
説明会350名 応募者121名 ガイダンス 113名 申込88名 派遣者71名
（前年度 説明会450名 応募者141名 ガイダンス 120名 申込75名 派遣者66名）
1548名／89.5％ （前年度 1994名／85.5％）
各学部平均約２０％
663名／37.5％ （前年度 807名／36.0％）
122名／17.3％ （前年度 15名／1.9％）
2255名 （前年度 2500名） ※延べ参加者数
500名／28.2％ （前年度 540名／24.1％）
1067名 （前年度 1629名） ※延べ参加者数
419名／18.7％ （前年度 73名／3.8％）
本年度より実施
2月・・・参加企業232社 参加学生数6725名 （前年度 232社 7977名）
6月・・・参加企業 52社 参加学生数640名 （前年度 33社 386名）
9月・・・参加企業 28社 参加学生数273名 （前年度 17社 126名）
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Ⅹ-４ 課外活動
(1) 学生の課外活動への組織的指導・支援
現状の説明
課外活動は学生自主活動の主柱として、人間形成にとっても、本学の建学の精神である『学術
とスポーツの真剣味の殿堂たれ』を体験するためにも、重要な役割を担うものとして重視し、支
援している。
本学には、運動系組織の体育会、文化系組織の文化会および大学祭実行委員会を公認団体と称
し組織されている。2006 年度の公認団体登録者数は、体育会 41 団体 1,776 名、文化会 29 団体
780 名が所属している。大学祭実行委員会は、名古屋キャンパス・豊田キャンパスに、それぞれ
別組織として、30 名が活動している。また、未公認団体として、180 団体 3,583 名が、届出をし
ており、公認・未公認を併せ全体の約 46.2％の学生が何らかの課外活動団体に所属して活動して
いる。
課外活動への具体的なバックアップとして、練習室としての教室、体育館、グラウンド、フィ
ットネスプラザ、部室等使用の配慮、公式大会に出場する場合は、部費を補助、遠征費、消耗品
費として支給、援助している。
また、大学校友会では毎年 2 回（春・秋）、規程により、一定の活躍した課外活動団体・個人
に対し、表彰を行っている。体育会においては、全国大会上位入賞の団体・個人、文化会におい
ては、顕著な活躍をした団体・個人に対し激励金を与えている。また、卒業式においては、体育
会および文化会で、最も活躍したそれぞれの団体や個人に対し特別賞を、全国大会上位入賞者や
顕著な活躍をすることにより、本学の発展に寄与したことが認められる個人に対し、創立者賞を
授与し表彰している。
これら学生の課外活動に対して大学は直接的日常的に学生課が指導相談にあたっており、体育
会幹事会、文化会執行部、大学祭実行委員会との連絡会議や懇親会を定期的に開催し、意思の疎
通を図っている。

点検・評価・長所と問題点
毎月開催する体育会幹事会、文化会執行部大学祭実行委員会の各機関からの代表者による課外活
動月例会を皮切りに、毎年恒例となっている、各クラブの主将と主務が参加し、3 日間をかけて行う、
体育会、文化会それぞれのリーダースキャンプや、体育会幹事会・文化会執行部・大学祭なごや実
行委員会、大学祭とよた実行委員会による、4 機関合同研修会（3 日間研修）には、教学部学生課の
スタッフも参加している。これらのキャンプ、研修会においては、各クラブの持つ課題などに大学
側が耳を傾け、どのように改善できるか具体的な説明やアドバイスを行うことができる。また、大
学側としての方針や今後の見通しなどを学生課が伝えることにより、各々団体としての大学への協
力の仕方や活動方針などを見出すことができる。
また、大学祭終了後に開催される反省会は、4 機関と教学部学生課による懇親の場でもあり、大学
祭をはじめ年度内に行われた行事の反省と来年度の課題などについて、意見の交換をおこなってい
る。
このような組織的な指導・支援にもかかわらず、ここ数年課外活動への加入率は減少傾向にあり、
2006 年度は約 50％となっている。また、公認クラブ（文化会・体育会）への加入者が減っており、
今後の大きな課題となっている。
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将来の改善・改革に向けた方策
大学における課外活動は、参加することにより希薄となっている上下関係や友人との結びつき
などを強化することができ、社会性の育成にも効果的であると考えている。そのため、ガイダン
スやゼミナールなど多くの機会を利用し、数多くある課外活動への参加を強く呼びかけていくこ
とにより加入率を上げたいと考えている。
また、本学の名古屋学舎と豊田学舎の学生間の交流を目的に実施している各種行事に対しても、
継続的に支援・援助していくことが必要と考えている。
体育会公認のクラブについては、競技力向上と指導者を目指す者が大勢を占め、大半が体育学部
在籍者である。他学部からの入部者を増やす方策と相俟って、より専門的な指導者の確保と育成
がクラブの一層の活性化につながると考える。
文化会公認クラブの中には、長年続いてきた活動が部員不足のため休部となるというように活
動内容などを根本的に見直す時期に来ている。今後は、積極的に活動できる場所（教室等）の提
供や十分に活動できるよう、施設使用時間の延長などの制限を緩め、発表の機会を多く持たせる
よう支援していく計画である。
さらに、大学祭実行委員会は年々華やかなイベントを企画・披露しており、学生のみならず卒
業生や父母からも好評を博している。大学祭は、卒業生や父母、地域住民も多く参加する最大の
イベントである。今後の課題として、中京大学祭でしか体験することができない「本学独自の企
画」が挙げられ、地域性やキャンパスの特徴を生かした活気ある学生の発表会にできるよう支援、
援助をしていくことが必要と考えている。
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「管理運営」についての目標
○

大学における教学・研究、運営・人事等に関する適切な規程を設け、これらを公開し、規程にも
とづく適切な管理運営を行う。

○

教授会・研究科委員会等の大学における意思決定機関等の権限を規程によって明確にし、その規
定にもとづく適切な活動を行う。
○ 教員人事、学長・学部長の選任に関して規程によって明確にするとともに、規程にもとづく適切
な選任を行う。
○ 学長・学部長等の権限を規程によって明確にするとともに、規程にもとづく適切な職務の執行を
行う。
○

大学とそれを設置する学校法人の間の連携協力関係・機能分担について規程によって明確にする
とともに、その規程にもとづく適切な関係の構築・維持・運営を図る。

XI-１ 教授会
現状の説明
中京大学学則第８０条において、各学部・教養部の教育課程（カリキュラム）、教員人事等の重
要事項は、学部および教養部教授会（以下「各教授会」）の審議事項が定められている。これに基づ
き、各教授会では、教育課程（カリキュラム）の編成、入学・卒業の認定、学生の身分異動、教員の
採用・承認などの事項が決定されている。
各教授会は、それぞれ所属する専任教員を構成員とし、学部長が議長となり、毎月１回の定例教授
会と、主に学部長が必要と認めたとき随時、臨時教授会を開催している。
また、中京大学大学院学則第６１条で各研究科に研究科委員会を置くことが定められ、別に定めら
れている研究科委員会に関する規程および研究科規程に定める事項について審議している。

点検・評価・長所と問題点

将来の改善・改革に向けた方策

各教授会は、それぞれ重要事項を審議し決定して、学部・教養部の教育研究、学生指導、運営全
般にわたって、大学の教育理念・目標のもとに、それぞれの特色に応じて定められた教育理念・目
標に従い、独立して決定がなされている。そのため各教授会は、各学部・教養部とも意思決定機関
としての機能を十分果たしているといえる。また、各教授会で審議された内容については、議事録
の形で保存されることで、審議・議決内容に関する担保がなされている。さらに、各教授会および
研究科委員会における審議・報告内容は、毎月発行される『学校法人梅村学園
掲載され、教職員に公開・伝達されている。

中京大学学報』に

各教授会は、各学部・教養部内の審議・検討以外に、必要に応じて各種の委員会や作業部会を設
置し、将来に向けた教育課程（カリキュラム）の検討や教員人事などを含む将来に向けての検討も
行っている（「Ⅴ．教育研究のための人的体制 （１）教員組織に各学部・教養部における【教員
間連絡調整のための仕組み】参照」。これらの会議体を通じて学部教授会においては、より議論を
深められるのみならず、意思決定の迅速化も図られている。
また、各教授会の構成員は、全学の各種委員会に委員として参加することになっており、これらの
全学委員会が学部間の調整機能、情報共有機能の役割を果たすことで適切な管理運営がなされて
いるといえる（以下の全学委員会一覧参照）。全学委員会は、それぞれ規程によって運用されて
おり、各規定において目的、委員の構成、審議事項などが定められている。
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なお、２００５年度には、全学委員会の委員定数の見直しが行われている。

【全学委員会一覧】
協議会
総合建設委員会
国際交流委員会
予算委員会
キャリアセンター運営委員会
入試委員会
図書委員会
教務委員会
教職課程委員会
情報センター委員会
学生生活委員会
出版助成委員会
特定研究助成委員会
付属高校委員会
自己点検・評価委員会
大学付置研究所委員会
エクステンションセンター委員会
セクシュアル・ハラスメント防止委員会
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XI-２ 学長、学部長の権限と選任手続
現状の説明
中京大学長(以下「学長」)の選任については、「中京大学学長選任規程」に基づき定めている。学
長の選出については、選挙をもって行う（第２条）とし、学長の任期については「４年とし、再任を
さまたげない。ただし、引き続き８年を超えて在任することはできない」（第１８条）と定められて
いる。さらに具体的な選出の手続に関しては、この規程のもとに「中京大学学長選任規程施行細則」
が定められ、具体的に運用されている。
また、学部長・教養部長、研究科長については、各学部・教養部、研究科が個別に定めた内規な
どで定められ、選挙によって選出される。
中京大学学則第７４条で学長を置くことが定められ、第８８条で運営上の重要事項を審議決定す
る最高決議機関である協議会の議長となることが定められている。
また学長は全学の教学事項、管理運営事項の業務全般について指揮監督を司り、予算委員会、入試
委員会、自己点検・評価委員会などでも委員長を勤めている。

点検・評価・長所と問題点
学長の選出にあたっては、中京大学学長選任規程第３条にあるように、協議会が定め告示され、
選挙管理委員会が組織される。選挙管理委員会は、専任教育職員および専任事務職員による第１次投
票と専任教育職員による第２次投票により当選者を決定し、協議会に報告するとともに、理事長が協
議会の報告に基づき、学長を任命している。学長は全学、学部長は当該学部の意思を反映しており、
選挙方法も「中京大学学長選任規程」、「中京大学学長選任規程施行細則」に則って、公正に運営さ
れているといえる。
また、学長は学則に基づき全学の教学と管理運営業務全般に関して、その権限を適切に行使して
いると考える。
特に、大学全体の教学などの将来計画の策定やＦＤを含む教育改革、入試改革、学生支援体制の充
実などの事項については、学長の権限を最大限発揮し、全学的な改革が進められている。
学長は学部長・研究科長会、協議会においては議長として、予算委員会、入試委員会、自己点検・
評価委員会などの主要な全学委員会においては、委員長として、教学上の管理運営全般において、そ
の権限において提案がなされ、審議の上、おおむね実行に移されている。
しかしながら、権限と業務範囲が広範で多岐にわたるため、諸会議や通常業務の遂行に時間をとら
れ、より巨視的な視野に立っての意思決定や、迅速な遂行が困難な場合もある。

将来の改善・改革に向けた方策
学長のプロジェクト委員会の一つである「授業改革委員会」において会議日の集中が議論され、
会議日の統一が図られたことで、諸会議に学長が費やす時間の効率的運用が可能となった。今後は、
社会環境の変化により迅速かつ柔軟に対応できるよう、全学委員会組織を必要に応じて見直し、改善
することも検討しなければならない。
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XI-３ 意思決定
現状の説明
学内の意思決定に直接参画する事務部門として事務局長室が設けられている。大学事務局長・次
長は、学園理事会の陪席者として理事会、評議員会といった経営面、学部長・研究科長会、協議会と
いった教学面、さらには入試委員会を含む全学の意思決定機関に委員として参画し、意見を述べるこ
とができる体制になっている。
学園理事会・評議員会、協議会において審議決定された事項は、毎月発行される『学校法人梅村
学園 中京大学学報』に掲載され、教職員に伝達される。学園理事会・評議員会、協議会の議事録は、
それぞれ理事長秘書室、学長室の事務職員が書記として作成し保存することで、審議・議決内容に関
する担保がなされている。

点検・評価・長所と問題点
学内の意思決定に事務組織が果たす役割は大きく、また多方面にわたる分野に及んでいる。大学
事務局長・次長が主な意思決定に関与するだけではなく、事務組織が一丸となって将来構想立案への
準備作業とそのための調査活動、施設・財政計画などに深く関わっており、同時に事務局各部署の所
属長が出席して毎月 1 回開催される部長会の場で情報共有も行われている。その意味でも、事務組織
が期待される役割を十分発揮していると考えられ、その活動状況も適切であると判断する。

将来の改善・改革に向けた方策
大学を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組
織の関与がますます必要となって来ている。これまで以上に迅速な意思決定がなされるためにも、教
職員含めた構成員が連携を図り、情報を共有する仕組みを今以上に構築していく必要がある。
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XI-４ 全学的審議機関
現状の説明
各学部・教養部、各研究科の制度や規程の制定・改正などの重要事項は、学部および教養部教授
会（以下「各教授会」）、研究科委員会で審議され承認を受けた後、学部長・研究科長会を経て、教
学における全学的最終決定機関である協議会に諮られ、承認を受けて後、全学の決定事項として実行
に移されている。

点検・評価・長所と問題点
大学運営にかかわる各種の審議事項に関して各教授会、各研究科委員会と協議会は、学部・教養
部、各研究科と全学という審議事項の対象によって分離され、各学部・教養部教授会に関しては、中
京大学学則第７６条から第８１条（教授会）で各研究科に関しては、中京大学大学院学則第６１条お
よび第６２条（研究科委員会）でそれぞれ明確化されている。また、学部長・研究科長会は、全学の
意思決定事項を協議会に諮る調整機関としての役割を担っている。
学部教授会と協議会が、役割分担をそれぞれ規程で明確化、学部・教養部、各研究科と全学とい
う明確な区別がなされ機能している点は評価できる。しかしながら、学部数、研究科数の増大に伴っ
て、教育課程（カリキュラム）の改正など教学関連の案件が増加し、学部長・研究科長会で各案件の
内容に関して事前に吟味されるとはいえ、会議が長時間に及ぶなどの状況も発生している。

将来の改善・改革に向けた方策
学部の教育課程（カリキュラム）の改正や新学部、研究科の設置など、教育改革を積極的に推進し
ていく上で、教学上の審議事項が増加することは避けられないといえる。しかしながら、十分な議論
を経ることなく提出される案件があれば、時間を浪費することにもなりかねない。現在でも各教授会、
研究科委員会あるいは各種の全学委員会で十分な議論がされた案件が学部長・研究科長会での議論を
経て全学的審議機関である協議会に挙げられるが、今一度迅速な対応と効率的な会議運営のためにも、
この点に関して喚起を促したい。
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XI-５ 教学組織と学校法人理事会との関係
現状の説明
本学では、理事、評議員と事務局長を含む事務組織の主要構成員からなる理事懇談会が、定例で
毎週水曜日に開催され、理事会、教学組織と事務組織との間の「パイプ」あるいは「ブリッジ」的な
役割を担っている。理事懇談会における議事のうちで重要と考えられる案件および学校法人梅村学園
寄附行為（以下「寄附行為」）に定める案件については、松阪地区の理事、評議員、事務局の主要構
成員を含む常任理事会で議論され、さらに学外理事を含む定例理事会によって最終決定される。また、
新学部の設置といった教学にかかわる重要な事項を審議する場合には、理事長、理事、当該関係者が
教授会に出向き、趣旨説明や質疑応答を実施するとともに、教学に関する最高決議機関である協議会
において決議された後に、新学部設立準備委員会が理事長を委員長として開催され、教学組織と理事
会、事務組織が合意形成をおこなう形を取っている。
また、評議員会は寄附行為第２４条によって選任される評議員によって構成される。評議員会は、
年６回学内で開催される常任評議員会と定例理事会の開催前に行われる定例評議員会から成り立って
いる。評議員は、寄附行為第２２条に定める諮問事項について意見を述べることで、学園の業務執行
を監督する立場にある。
さらに学園の監事は、寄附行為第１４条に定められた監事の職務における各事項について、内部監
査の目的から定例評議員会、定例理事会に出席するとともに、年２回開催される期中・期末の財産状
況の監査において、財産状況のみならず、教学の動きについて理事者などから説明を受けることにな
っている。

点検・評価・長所と問題点
大学を構成する主要な３組織である教学組織、事務組織と理事会との間での意思決定の仕組みに
ついては、上述のように学内で開かれる定例の理事懇談会、本学以外の学園の理事・関係者を含めた
常任理事会での議論を経て、最終的には外部の理事を含めた定例理事会の場で審議・決定がなされて
いる。このため、同一の案件に関して、最終合意を得るまでに複数回の議論がなされ、その間に情報
共有が行われ、合意形成に到るという意思決定過程（プロセス）は評価できるといえる。また、これ
らの理事会には、教学組織、事務組織の主要構成員が理事、評議員あるいは陪席者の立場で出席する
ことで、各々の専門性を活かしながら、案件が多方面から検討されている点も評価できる。

将来の改善・改革に向けた方策
長年にわたり行われてきた理事長を初めとする理事会が、教学組織や事務組織の主要構成員と会議
日を決めて話し合いの場を複数回持つという本学の姿勢が、これまで新学部の設置といった案件に対
しても学内の教学組織、事務組織と理事会の合意を迅速かつ円滑に取ることができてきたことの証し
であるといえる。今後も、この姿勢を継続していくとともに、私立学校法の一部改正に伴う監事の役
割の強化に見られるように、ガバナンス（内部統制）やコンプライアンス（法令順守）の問題に対し
ても十分な対応が取れるよう、今後は教学組織、事務組織と理事会とが協力して連携する制を整える
必要がある。
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XII. 財務
「財務」についての目標
○

財務諸表における項目ごとの比率の適正化を図り、財政基盤の確立を目指す。

XII-１ 教育研究と財政
(1)

財政基盤の確立状況

現状の説明
2005 年度中京大学の消費収支計算書と梅村学園の貸借対照表は以下のとおりである。
消費収支計算書の収入の部では、帰属収入が 16,223 百万円で、学生生徒等納付金が 88.2％、補助
金が 3.3％、手数料その他が 8.5％の構成となっている。次に基本金に組入れた額は 369 百万円で、
帰属収入から基本金組入額を差し引いた消費収入は 15,854 百万円である。支出の部では、消費支出
全体は 14,212 百万円で、人件費が 55.0％、教育研究経費が 35.4％、管理経費その他が 9.6％の構成
となっている。また、消費収入から消費支出を差し引いた結果は、1,642 百万円の収入超過である。
貸借対照表では、資産総額は 85,670 百万円、うち固定資産の割合は 79.3％、流動資産の割合は
20.7％である。一方、負債総額は 10,506 百万円、うち固定負債が 5,344 百万円、流動負債が 5,162
百万円であり、総負債比率は 12.3％となっている。また、基本金および翌年度繰越消費収入超過額
の合計は 75,164 百万円で、自己資金構成比率は 87.7％となっている。学園全体の資産総額に占める
中京大学の割合は約 80％である。
2005 年度中京大学 消費収支計算書
消 費 収 入 の 部
科目
予算額
14,243
学生生徒等納付金
762
手数料
137
寄付金
429
補助金
123
資産運用収入
258
事業収入
41
雑収入
15,993
帰属収入合計
基本金組入額合計
△478
15,515
消費収入の部合計
2005 年度梅村学園 貸借対照表
資 産 の 部
科目
固定資産
有形固定資産
その他の固定資産
流動資産
合計

決算額
14,310
761
168
530
150
264
40
16,223
△369
15,854

金額
67,921
48,115
19,806
17,749
85,670

消 費 支
科目
人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
予備費
消費支出の部
当 年 度消 費収 入超
過額

（単位：百万円）
出 の 部
予算額
決算額
7,853
7,811
5,261
5,033
1,358
1,294
17
17
60
58
20
14,569
946

14,212
1,642

（単位：百万円）
負債・基本金・消費収支差額の部
科目
金額
5,344
固定負債
5,162
流動負債
66,270
基本金
翌年度繰越消費収入超過額
8,894
85,670
合計
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点検・評価・長所と問題点
本学では収支バランスを維持することが財政基盤充実の源であり、同時に教育研究条件の維持向
上の源であるというコンセンサスで財政が運営されている。消費収支差額は累計で収入超過、単年
度においても長年、収入超過を計上している。その結果、法人としての資産総額は最近 5 年間で
12.9％増加し、一方、総負債比率は 1.4％低下しており、それらは財政基盤の安定化が進んでいるこ
とを示している。そのような中で教育研究条件の維持向上に努めており、中京大学では教育研究経
費比率は 2001 年度 27.7％であったものが、2005 年度では 31.0％となっている。

将来の改善・改革に向けた方策
現状では財政基盤は健全化の道を歩んでいる。しかし、少子化の進行やいわゆる規制緩和、また
国立大学法人の動き等の中で財政の置かれた環境はますます競争的になっている。そのような中で、
引続き収支バランスを維持していくことが教育研究条件の維持向上に向けての大前提であるという
考え方に変わりはない。しかし、学費収入を増加させていくということは厳しさを増しており、今
後は資産運用収入の増大等を計りたい。
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XII-１ 教育研究と財政
(2) 総合将来計画に対する中・長期的な財政計画の策定状況
現状の説明
財政における学費収入の位置付けは、いうまでもなく重要なものがある。本学では、毎年、10 年
間の財政見通しを策定し、学費収入を点検するとともに、学費単価見直しの中心的な資料としてい
る。その際の財政見積の要素としては、学費について幾つかの改定率のパターンを設定、そして学
生総数の算定とそれに基づく学費収入予測、およびその他の収入を加えた総収入予測、一方、支出
に対し、人件費等の諸経費の見通し、および施設整備計画を盛り込んだものでシミュレーションを
行っている。

点検・評価・長所と問題点
本学では 20 年来、学部等の部門設置・改組を検討し、行っているが、その際、財政に対する影響
が試算されており、財政計画の重要性は認識されている。また、前述したとおりの見通しを策定し
ており、財政計画の構成要素である施設整備計画では、学生の教育環境の整備、キャンパス情報化
の環境整備費用や建物の耐震化を含めた整備事業も年次計画で盛り込んでいる。そして、そのため
の資金も計画的に積み立てており、第 2 号基本金への組入れも、ここ 5 年間で 18 億 5 千万円行って
いる。

将来の改善・改革に向けた方策
毎年、策定されている財政見積は、諸要素が盛り込まれており、学費改定のみならず意思決定を
する際の重要な役割も果たしている。今後ともより精度の高い財政計画を策定するよう努めていき
たい。
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XII-２ 予算の配分と執行
(1) 予算配分と執行のプロセス
現状の説明
予算配分の基本については、長期の財政見積等を踏まえ、翌年度の財政見通しをしながら、予算
担当部門である財務部が予算編成方針案を策定し、理事会で審議決定される。その後、理事会で決
定された予算編成方針に基づき、部門予算については、学部・研究科等のいわゆる教学関係部門の
予算は学長が主宰する予算委員会が行われ、各部門の配分額を審議決定している。次に事務部門の
予算は、理事会の方針に基づき事務部門の予算編成方針を示している。各部門では編成方針と配分
額を踏まえ、予算申請書を作成する。その後、財務部が各部門から予算申請を受け、ヒアリングを
実施して、内示を行い、必要な場合は各部門と調整をし、部門予算の原案を作成している。財務部
では続いて、大学全体の予算案を作成し、理事会・評議員会において審議決定される。予算申請書
は目的別の業務内容を記し、科目毎に金額を計上する様式となっている。
執行については、部門長の決裁により行っている。なお、内容と金額によっては事前に予算執行
伺書を作成して決裁を受ける必要がある。

点検・評価・長所と問題点
理事会の編成方針は、教学部門に対しては予算委員会において説明がされている。また、教学部
門の配分予算は、学費収入を基に一定の計算式により、予算枠を設定している。したがって、学費
収入の増減により、予算枠も増減する。この配分方式は、学内において十分理解されていると言え
る。
次に、事務部門に対しては、編成方針について、部署長を対象とした説明会を開催している。ま
た、申請書を作成するうえでの翌年度予算額の目安は、ここ 10 年近く前年度予算額を上回らないも
のとなっており、事務部門では継続して業務と予算の関係を検討しながら申請書を作成することと
なる。そういう観点からは事務部門全体にいわゆるコスト意識は行き渡っていると言える。
予算執行については、支払請求は全て財務部を経由し、財務部では内容を精査して支払いを行う
とともに適正な執行が行われるよう啓蒙している。部門予算の配分と執行に関わるプロセス等につ
いては有効に機能していると言える。しかし、近年、建物等の増加もあり、光熱水費等のいわゆる
共益費が増加しており、この対策が課題として浮上している。

将来の改善・改革に向けた方策
部門予算に関わるものは理解を得、機能しており、今後とも各構成員の理解等を深めるための努
力を続けて行きたい。また、いわゆる共益費については、近年、省エネルギー法の改正に伴い、よ
り高い次元での対応も必要となっている。これについては、対策委員会が組織されることになって
おり、その議論と歩調を合わせて行きたい。
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XII-３ 財務監査
(1) 監査システム
現状の説明
監事による財産の状況についての監査は、年 2 回、10 月と 5 月に実施している。10 月は、9 月ま
での月次を踏まえて作成された中間計算書等について、また、5 月には決算に関わる計算書類等につ
いて、理事者および各学校経理責任者が立会い、監査が行なわれている。その際には監査が円滑に
行われるよう計算書の内容をはじめとして、業務の流れや協議会の動き等も説明されている。法人
の業務については、各監事は理事会に出席し、事業計画等の意思決定のプロセスに関与するととも
に業務執行状況についても報告を受けている。そして、これらを踏まえ、監査報告書を提出してい
る。また、監事監査を補佐する機能を事務局部門に定めている。

点検・評価・長所と問題点
監事の監査については、現状の説明にあるように適切に実施されている。また、公認会計士との
連携については、毎年決算時に「理事者、監事および公認会計士による懇談会」を開催して、財政
状況に関する情報交換等の場を設けており、監査の精度を高めるべく対応している。

将来の改善・改革に向けた方策
監事監査の機能の充実を図るためには、なによりも内部牽制機能の確度を向上させることが肝要
である。その拠り所は規程の整備とその適切な運用である。現在、期首において予算執行手続き等
の説明を各部門担当者に行っているが、単に事務上の事柄だけでなく、社会的な要請等も含めるな
ど、構成員の理解を深めるよう努めて行きたい。
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XII-４ 私立大学財政の財務比率
(1)消費収支計算書関係比率及び貸借対照表関係比率における各項目の比率の適切性
現状の説明
2005 年度の消費収支計算書関係比率と貸借対照表関係比率（法人全体）を、日本私立学校振興・
共済事業団発行の「今日の私学財政」による 2004 年度全国平均（医歯薬系除く）と比較してみると、
先ず、消費収支計算書関係比率の主なものでは、人件費比率 48.1％（全国平均 52.2％）、人件費依
存率 54.6％（70.2％）、教育研究経費比率 31.0％（28.3％）、消費支出比率 87.6％（90.9％）、消
費収支比率 89.6％（107.2％）である。また、貸借対照表関係比率の主なものは、自己資金構成比率
87.7％（85.9％）、消費収支差額構成比率 10.4％（△2.3％）、流動比率 343.8％（257.7％）、総負
債比率 12.3％（14.1％）、負債比率 14.0％（16.4％）、退職給与引当預金率 110.6％（65.3％）、
基本金比率 96.9％（96.3％）である。

点検・評価・長所と問題点
消費収支計算書関係比率、貸借対照表関係比率の主な項目については、現状の説明に示したとお
りであり、事業団調査による平均と比べても良好な数値である。消費収支計算書関係比率のうち、
人件費比率は、過去 5 年間の推移を見ても 50％以下で安定的に推移している。人件費は消費支出の
中で最大の部分を占めており、この比率が安定的に推移していることは、消費収支の安定を維持す
る要因となっている。また、教育研究条件の維持向上は大きなテーマであるが、それを示す重要な
指標が教育研究経費比率である。2004 年度の比率も 30.2％と平均を上回っている。ところで、収入
における学生生徒等納付金の重要性はいうまでもないが、その収入に占める比率は 88.2%（74.4％）
である。この比率は平均より高いが、納付金以外の収入項目も安定的に推移しており、とくに問題
点とは考えていない。
貸借対照表関係比率については、総負債比率とその反対の指標である自己資金構成比率及び流動
比率に重きをおいている。過去 5 年間の推移を見ると、自己資金構成比率は平均を上回る値、総負
債比率では平均を下回る値で推移、また、流動比率も安定的に推移しており、これらは財政の健全
性を示している。

将来の改善・改革に向けた方策
財務比率の適切性については、個々の大学により財政に対する考え方が異なるように、他大学の
平均値は健全経営を行ううえでの一応の目安にはなるがそれにとらわれるものではない。ただし、
人件費比率や教育研究経費比率については全国平均の値を留意すべき指標として考えている。
本学の経営状態を点検する財務指標としては、現在、先ず消費収支差額が収入超過であることを
目標にしており、今後もこのことを重視したい。そして、このことは貸借対照表関係比率を良好に
維持することにつながることとなり、財政的な安定性を永続的に確保できるものと考えている。た
だし、収入において学費収入を補完させる役割として、とくに資産運用収入を増やしたいと考えて
いる。
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XIII. 事務組織
「事務組織」についての目標
○

教学組織との連携・支援体制の強化を図ることを目指し、事務組織の改善を行うとともに、個々
の職員のスキルアップを組織的に支援できる体制を確立する。

○

在学生の大学に対する満足度の向上を図り、退学者の抑止等、事務組織で行う学習支援体制を確
立する。

XIII-１ 事務組織と教学組織との関係
(1) 事務組織と教学組織間の連携協力関係（独自性と一体性の確保）
現状の説明
本学の事務組織は、「学校法人梅村学園中京大学事務組織に関する規程」により組織されてお
り、教学部、図書館、国際センター、情報システム部に加え、オープンカレッジ・公開講座に関
する業務を行うエクステンションセンターには、教育職員の部長が選任されている。これらの役
職は、学長が推薦し、教学組織の中で本学の運営に関する重要事項を審議するために設置された
協議会において承認された後、理事長が任命する。上記５部署には教育職員の部長の他に、事務
職員の事務部長を配置しており、教学組織と事務組織の職務分担についてもそれぞれ調整を図り
ながら運営している。
また、事務組織と教学組織の連携のために、全学委員会として、就職支援を行っているキャリ
アセンター運営委員会、入試委員会、図書委員会、教務委員会、情報センター委員会、学生生活
委員会等があり、事務職員が委員あるいは陪席者（オブザーバー）として出席し、開催されてい
る。企画・立案・実行に至るまで教学組織・事務組織が公平な立場から意見を交わし行動するこ
とにより、大学を取り巻く厳しい環境の変化にも柔軟に対応している。

点検・評価・長所と問題点
上述のように、教学組織と事務組織の連携については互いに発案し、調整を図ることにより協
力関係を保っているといえる。また、それぞれの全学委員会などでは、教育職員・事務職員が共
に積極的な問題提起を行い、その内容について議論していることは評価できる。
また各学部・教養部の事務を処理する学部・教養部事務室及び研究所事務室の組織を改め、2006
年度より「学事センター」として教学組織を幅広く支援する体制に整備した。学事センターは、
教学組織と事務組織の間の意思疎通を図る機能も担っている。したがって、各事務部署から発信
される情報が教学組織に円滑に伝達できるための仕組みが必要といえる。

将来の改善・改革に向けた方策
現状では、教学組織と事務組織における問題点は少ない。しかしながら、大学は厳しい社会環
境の変化に直面しており、主体的・機動的な改革を行うためにも、教学組織と事務組織とのより
一層の相互理解に対する努力が求められる。事務局として日常業務の効率化を行うとともに、専
門的な業務を標準化することにより、教学組織と事務組織との間で情報の共有化を進めて行く必
要である。
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XIII-２ 事務組織の役割
(1) 教学に関わる事務組織体制と企画・立案・支援機能
現状の説明
教学に最も深く関わっているのは教学部であり、教員の教学部長と職員の教学事務部長を中心と
して、運営されている。教学組織・事務組織間の教学事項の審議・調整を図ることを目的とし「教
務委員会」等の全学委員会が組織されており、委員会ごとに学部・教養部等から委員が選出され、
委員会の運営が行われている。
各種委員会においては教学組織・事務組織共に問題を提起し企画・立案を行っており、委員会で
の決議事項は調整機関である学部長・研究科長会における審議を経て協議会で決定される。その後、
教学組織においては委員会での決議事項各学部の教授会にて審議し、実際の行動内容についての検
討を行っている。事務組織についても、委員会での審議内容を実行するための施策内容を検討し、
充分な対応を行うことができるような体制を確立している。
大学院には、学部の上に設置されている大学院と、ビジネスイノベーション研究科・法務研究科
という学部を有しない独立大学院、専門職大学院がある。
学部を有する大学院では、学事センターと教務課が支援する体制を取っている。また、独立大学
院、専門職大学院については、大学院事務室という部署を設け、一連の事務が完結する形をとって
いる。

点検・評価・長所と問題点
教学に関する企画・立案の多くは理事会が作成し、事務組織は主に調整及び実施してきた。しか
しながら、事務局内のプロジェクトによって事務システム（CUBICS）注）が構築されたことにより、
情報の共有が可能となり、このシステムを軸として日常の業務のみならず、企画・立案を事務組織
が行うことができるようになった点では、価値のある一歩であると考える。
注） 中京大学におけるインターネットを利用した事務システムの名称。CUBICS の概要等について
は、中京大学のホームページ中以下の該当箇所参照のこと。
http://www.chukyo-u.ac.jp/cubics/top02.html

将来の改善・改革に向けた方策
学部・教養部、大学院の教学に関する案件に対して事務組織が行っている支援は、事務局内の部
署ごとの内容に差はあるものの、おおむね機能していると判断できる。
今後の方策としては、各種の全学委員会への積極的な参画とともに、事務組織側から意見交換の
場を作っていく必要がある。
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(2) 予算編成過程における事務組織の役割
現状の説明
予算編成については、理事会が予算編成方針を示す過程において、予算担当部門である財務部が
その原案の作成を行っている。予算編成方針を踏まえての学部・研究科等の教学部門の配分額につ
いては、学長が主宰する予算委員会で審議決定されるが、配分案等の作成についても財務部が担当
している。また、事務部門予算については、理事会の方針を踏まえた事務部門予算編成方針を部署
長に示しているが、その方針については財務部長名で提示している。教学部門の予算作成に関して
は、学事センターが申請書の作成段階における補助的な役割や教学側と事務局間との調整役を担っ
ている。各部門の予算申請書は財務部に提出され、その後確認作業、ヒアリングの実施、内示、調
整、そして全体予算としてまとめられるが、それらの過程においては、事務的には全て財務部が行
い、最終的にまとめられた予算書が理事会・評議員会において審議決定される。

点検・評価・長所と問題点
予算編成においては、全ての過程で財務部が関与しており、その役割は非常に重要なものとなっ
ている。予算編成方針の原案を作成する前提として、財務部では 10 年間の財政見積の原案を作成し
ているが、毎年の予算についてはそれを基に適切に編成されている。学長が主宰する予算委員会に
は、財務部役職者が委員として出席しており、教学側の意見や要望等が予算編成に反映しやすい体
制になっている。ヒアリングでは、学事センター担当者も同席しており、予算執行時に事務手続き
を円滑に進めるための体制もできている。事務局部門においても、教学部門同様の過程を経て、予
算を決定している。
ただ、大学の規模が拡大するにつれ予算部門も増加し、現在予算単位は 150 を超えている。予算
申請書の受付後、確認作業を経てヒアリングを実施、内示、調整を行っているが、その事務的な負
荷は年々大きくなっている。

将来の改善・改革に向けた方策
予算編成における部門予算の配分方法については、よく機能していると思われる。ただ、その編
成過程においては、あらゆる場面で財務部が関与しているため、日頃から財務部員への予算に関す
る専門的知識や財務的な知識の習得のための教育を行いたい。あわせて、他部門の構成員の予算等
に対する意識が肝要であるので、啓蒙を行い、理解を深めていきたいと考えている。
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（３） 大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況
現状の説明
大学運営を経営面から支えている事務局機能としては、管理部門である事務局長室、総務部、財
務部、管財部、企画部等が挙げられる。これらの部門では、大学運営を経営面から支えるための企
画・立案・支援をおこなっている。
財務部では、限りある経営資源を最適に配分することを目指して教務を行っている。また、人事
課では、事務職員に対して日常的に業務改善意識を高めるために、個人情報保護に関する研修の実
施や「目標管理」の考え方に従って、各部署が設定した部門目標に応じて各個人が年度ごとの目標
を設定し点検・評価を行う制度を確立し、運用してきた。

点検・評価・長所と問題点
業務内容効率化の推進により、通常業務に必要な時間を短縮できるような動きが事務組織内で見
られる点は評価できる。現状よりさらに成熟した、大学運営を経営面から支えられる事務組織を確
立するためには、事務職員の全体的な能力向上が必要不可欠である。数年来、事務職員を対象とし
た研修会への参加を推進しているが、今後の大学経営が直面する環境を考えると、研修内容の一層
の充実が求められており、2005 年度に実施した教職員全員を対象とした「個人情報保護に関する研
修会」などは、今後の研修計画の礎として位置づけることができる。

将来の改善・改革に向けた方策
今後の方策としては、事務職員の研修が主な内容となる。これまでも事務職員を対象とした研修
は行われてきた。しかし、研修の対象者は主に新入職員や新規の管理職であり、事務局の全体に及
ぶことはなかった。本学では今年、個人情報保護法施行を機会に学内の全ての事務職員に対しての
研修を行った。来年度以降は研修の数を増やすことにより事務職員の自己啓発を促す。また、教育
職員・事務職員一丸となって改革を進めるために教育職員向けの研修制度も充実させていく。研修
の内容についても、研修会で学んだことが全てというものではなく、研修会を自分に足りないもの
を見つけ出す１つの機会として、自助努力により能力向上を目指すことができるものを積極的に取
り入れて行きたい。
また、上述の新たな人事制度の導入により、各個人が自分のやるべき目標を理解し、効果を充分
にあげていく必要がある。そのためにも事務職員への自己啓発の意識浸透を図る必要がある。
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XIV. 自己点検・評価
「自己点検・評価」についての目標
○
○

公正、かつ適切な自己点検・評価を実施する。
自己点検・評価を実施するための自己点検・評価委員会の活動を適切なものとする。

○ 自己点検・評価の結果を広く社会に公表する。
○ 自己点検・評価の結果を基礎に、改善・改革を実施する仕組みを設け、その活動を適切なものと
する。
○

文部科学省からの指摘事項、大学基準協会からの勧告などに対応し、改善・改革を実施する部門
の活動を適切なものとする。

XIV-１自己点検・評価の仕組みとその検証
（１）

自己点検・評価の仕組みとその検証

現状の説明
これまで本学においては、その発展過程において中京大学学則および中京大学大学院学則の第１
条においてそれぞれ「深く専門学術の理論及び応用を究め、国家及び世界の進展に寄与し、高度の専
門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を養うこと」を目的として教学・事務
局とも不断の点検評価活動を行い、さまざまな改革を実施してきた。
こうした活動を全学的な視点で報告書の形を取り、現状の分析から将来展望までを記述したもの
が、1981 年理事会を中心として作成された『中京大学の新学費について－教育研究の現状と課題』で
ある。その後、『中京大学の新学費について－養育研究の現状と課題』(1982 年)、『中京大学の現状
と展望』（1984 年）、『中京大学の現状と展望』(1990 年)、『中京大学の現状と展望』（1996 年）
というように、次々と作成されてきた。しかしながら、これらの報告書は学外に向けて公表すること
を前提としたものではなく、学内の全構成員に対して、本学の現状とそれを取り巻く社会情勢および
将来展望を示すものという位置づけであり、学内のコンセンサスを得ることを目的として発刊されて
きた。
1998 年には、大学基準協会の加盟判定審査のためにこれまで学内で理事会を中心に発刊されてきた
上述の報告書類および教学側で進められてきた「自己点検・評価あり方委員会」（以下「あり方委員
会」）を中心とする活動を通じて全学的な点検・評価活動が実施され、『1998 自己点検・評価報告書』
が編集され加盟判定後の 1999 年に正会員として大学基準協会への加盟が認められた。
2004 年 4 月から、
認証評価制度が導入されたことを受け、本学においても社会環境の変化に対応し、
教育・研究の質の向上を目指すために、1999 年の大学基準協会の加盟以後部局単位で実施されてきた
自己点検・評価活動を全学的に実施する機運が起こり、自己点検・評価規程の見直しを含め認証評価
機関の選定、自己点検・評価を大学全体および各学部・研究科において恒常的に実施できるシステム
の確立を目指すために 2004 年 9 月に第１回のあり方委員会が開催され、2004 年度に開催された 4 回
のあり方委員会を通じて中京大学自己点検・評価規程の大幅な改正が行われた。2005 年度には、4 回
開催された中京大学自己点検・評価委員会（以下「自己点検・評価委員会」）において、2006 年度の
自己点検・評価活動の実施、自己点検・評価報告書の作成、2007 年度の外部評価を認証評価機関とし
て文部科学大臣より認証を受けた大学基準協会で実施することに関して審議され決定された。また、
2003 年に引き続き『教育研究活動報告書 2006』を発刊することも決定された。
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点検・評価・長所と問題点
2006 年度は、これまで 2 年間の全学委員会における審議・検討を経て 4 月より自己点検・評価活動
が開始され、自己点検・評価委員会の委員長である本学学長の提案により各学部・研究科等の部局に
規程にもとづいて個別委員会を設置することで、より組織的で有機的な点検・評価活動を実施するも
のとした。しかしながら、上述のように本学の自己点検・評価活動は、1999 年以後部局単位での自己
点検・評価の実施にとどまっており、大学全体としての点検・評価活動に関しては、今回の活動によ
って初めて端緒についた点は否めない。しかしながら、2004 年度からは 2007 年度の外部評価に向け
ての時系列のスケジュールを年度ごとに作成して進行状況を管理するとともに、2005 年度は、大学基
準協会事務局担当者による説明会、2006 年度には他大学から外部講師を招いての大学評価に関する説
明会を実施するなど本学の学内教職員に対する啓蒙活動も実施し、「評価の文化」の定着を図ってい
る。2004 年度以降各年度 4 回～5 回の頻度で開催される全学の自己点検・評価委員会における審議・
報告事項については、各学部・教養部の教授会で報告されるとともに、学外講師による説明会、講演
会の開催にあたっては、自己点検・評価委員会が主催し、事務局より直近の学部長・研究科長会で案
内を行った。また、今年度の教学部門、管理部門が実施した自己点検・評価活動と報告書の作成にお
いては、各学部・教養部の個別委員会に対する事務局の個別説明を実施するとともに、管理部門であ
る事務局の各部局に関しては、2005 年度、2006 年度と「事務局自己点検・評価プロジェクト」を立
ち上げ、情報の共有化を図るとともに、進捗状況を事務組織内の部局長で構成される部長会と自己点
検・評価委員会に対して定期的に報告することで有機的な連携関係を図ってきている。上述の本学の
自己点検・評価活動についてのスケジュール、啓蒙活動のために実施した説明会関連の文書等につい
ては、本報告書の巻末の補足資料を参照のこと。

将来の改善・改革に向けた方策
2004 年度から自己点検・評価委員会が実施してきた一連の自己点検・評価のための仕組み作りに
よって、恒常的な自己点検・評価活動の確立については、学内の理解と周知が図られるようになって
きた。しかしながら、具体的な「達成目標」や「達成基準」といったソフト面の策定については、今
回の自己点検・評価活動をもとに今後自己点検・評価委員会で継続的に議論していくべき課題である。
また、今回の自己点検・評価活動の過程で見出された教育面・管理運営面での改善点については、こ
れらを総括し本学の恒常的改革・改善に活かしていくための仕組みを 2007 年度以降自己点検・評価委
員会において議論していきたい。
さらに自己点検・評価結果の客観性・妥当性確保のための措置としては、中京大学自己点検・評価
委員会規程第８条（評価結果の活用）第１項にも「本学の構成員、個別機関・部局等は、点検・評価
結果を真摯に受け止め、それぞれの活動水準の向上と活性化に努めるものとする。」とあるように 2007
年度の大学基準協会による外部評価を通して、客観性・妥当性を担保していく予定である。
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XIV-２ 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応
（１）文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応
現状の説明
大学基準協会による第三者評価にかかわる指摘事項および勧告などに関しては、中京大学自己点
検・評価委員会規程第 4 条第 4 項に「評価結果に基づく改善状況の検証」という機能が定められて
おり、担当事務局である企画部が窓口となり、中京大学自己点検・評価委員会に諮りながら、各部
局・事務担当部署において対応案をまとめ対応していく予定である。
また、これまで学部・研究科の新設にあたっての留意事項などに対しては、教学上の最高決議機
関である協議会および理事会に報告され、事務局内の担当各部署で対応案をまとめ、毎年度「履行
状況報告書」を文部科学省に提出している。

点検・評価・長所と問題点
これまでは、部局単位での自己点検・評価活動は実施されてきたが、その結果を踏まえ全学的に
追跡・把握し、改善に反映させるといった自己点検・評価活動は、行われてこなかった。しかしな
がら、今回の第三者評価に対応すべく、2005 年 4 月 1 日に改正・施行された現在の中京大学自己点
検・評価規程では、上述のように「評価結果に基づく改善状況の検証」という機能が追加されると
ともに、評価結果の活用として同規程第８条に「本学の各構成員、個別期間・部局等は、点検・評
価結果を真摯に受け止め、それぞれの活動水準の向上と活性化に努めるものとする」と定められて
いる。規程上で明確に今後の改善に向けての方向付けとして大学基準協会からの指摘事項および勧
告などを位置づけている点は評価に値する。

将来の改善・改革に向けた方策
今後は、真摯に受け止めた評価結果を、既述の活動水準の向上と活性化のために、末端まで浸透
させるための方策と、改善状況を具体的に検証するための指標と仕組みを策定していく必要がある。
多くの時間と労力を費やしてなされた、今回の自己点検・評価の総括を無駄にせず、今後の学部・
教養部、各研究科や大学全体の発展に活かしていくことを可能となるよう、中京大学自己点検・評
価委員会において議論を深めて行く予定である。
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「ⅩⅣ．自己点検・評価」関連補足資料
・ 中京大学自己点検・評価規程
・ 2005 年度中京大学自己点検・評価スケジュール
・ 2005 年度中京大学自己点検・評価委員会委員名簿
・ 2006 年度中京大学自己点検・評価スケジュール
・ 2006 年度中京大学自己点検・評価委員会委員名簿
・ 中京大学自己点検・評価に向けての事務局プロジェクトの立ち上げについて
・ 「自己点検・評価に関する学内説明会」プログラム（2005 年度）
・ 「自己点検・評価に関する講演会」プログラム（2006 年度）
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中京大学自己点検・評価規程
制定

平成６年４月１日

最終改正 平成１７年４月１日
（目的）
第１条 この規程は、中京大学（以下「本学」という）が教育研究機関としての社会的使
命を達成するために、中京大学学則及び大学院学則の定めるところにより、教育
及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自己点検及び評価
を行う上で必要な事項を定める。
（自己点検・評価委員会）
第２条 前条にいう自己点検及び評価（以下「点検・評価」という）の目的を達成するた
めに、中京大学自己点検・評価委員会（以下「委員会」という）を置く。
（委員会の構成）
第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
（１）

学長

（２）

各学部及び教養部選出の委員（以下「学部委員」という）

（３）

各研究科選出の委員（以下「研究科委員」という）

（４）

全学付置研究所選出の委員

（５）

図書館長

（６）

事務局長

（７） 企画部長
２

委員長は、学長がその任にあたる。

３

各学部、教養部、各研究科及び各全学付置研究所は、それぞれ委員 1 名を選出する。

４

学部委員と研究科委員の兼任はこれを妨げない。

５

委員会は、委員の代理出席を認めることができる。

６

委員長が必要と認めた場合は、委員会の議を経て、委員以外の者を出席させることが
できる。

７

委員会は、点検・評価の計画並びにその実施を遂行するため、必要に応じて小委員会
を設置することができる。

８

事務局を企画部に置く。企画部は、委員会事務を担当する。

（委員会の機能）
第４条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
（１）

点検・評価の基本方針及び実施項目の策定に関する事項

（２）

点検・評価の実施に関する事項

（３）

点検・評価報告書の作成

（４）

評価結果に基づく改善状況の検証

（５）

点検・評価結果の公表に関する事項

（６）

学校教育法に定める認証評価に関する事項
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（７）

点検・評価の目的達成のために必要なその他の事項

（実施の周期）
第５条 本学の点検・評価は、最長７年を周期とし、前条に定める具体的な内容について
実施する。
（個別機関・部局）
第６条

すべての学部及び教養部、研究科、全学付置研究所、図書館（以下「個別機関」
という）並びに事務局（以下「部局」という）は、本委員会の決定に基き、各々
自己点検・評価を実施する。

(個別委員会)
第７条 前条に基き、個別機関・部局ごとに点検・評価を実施するため、各機関に自己点検・
評価委員会（以下「個別委員会」という）を設けるものとする。
２

個別委員会の構成・運営等は、各機関でこれを定めるものとする。

（評価結果の活用）
第８条

本学の各構成員、個別機関・部局等は、点検・評価結果を真摯に受け止め、それ
ぞれの活動水準の向上と活性化に努めるものとする。

２

理事会は、点検・評価の結果に基づく各構成員、個別機関・部局等の改善等の取
り組みを可能にする人的、物的、資金的な条件の整備に努めるものとする。

（規程の改廃）
第９条

この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事会の承認を得て行う。

附則
この規程は、平成６年４月１日から施行する。
附則
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
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中京大学自己点検・評価スケジュール
中京大学
年
2005年

月

日

4

20

(平成17年)

大学基準協会

自己点検・評価委員会

大学事務局

第１回委員会(開催済)
(外部評価機関決定、点検項目の紹介)

5

10

6

15

7

初旬

7

27

9

21

企画部による大学基準協会訪問聞取 り調査
第2回委員会
(自己点検・評価スケジュール案提出)

11

事 務 局 点 検 ・ 評 価 項 目 に 係る プロ
ジェクト 立ち 上げ (主 要事 務担 当部
中京大学を会場とする自 己点 検・ 評価 説明
会
(東海地区大学を対象)
第３回委員会
①

相互評価申請年度決定

②

自己点検・評価スケジュール決定

16

大学基準協会による自己点検・評価説明会
(中京大学学内教職員向 け開催)

自己点検・評価委員会から事務局へ
(平成18年) 曜日 変更 ① 教学に係る点検・評価項目の具体的 の点検・評価報告書作成 のための原
稿依頼
作業内容、作業書式について
② C項目(選択項目)の選定
2006年

1

25

第４回委員会

③ 学部及び教養部、各研究科、全学付
置研究所、図書館への点検・評価報告書
作成のための原稿依頼
学部及び教養部、各研究科、全学付置研
究所、図書館の点検・評価進捗状況第一
第１回委員会

3
4

(大学の理念・目的の確認)
5

大学基礎データ調書作成依頼
(５／１現在データ使用)

6

第2回委員会

9

(各学部及び 教養 部、 各研 究科 の理 念・
目的の確認)
大学基礎データ調書提出締切
第３回委員会

大学基準協会による自己点検・評価説明会

①

点検・評価進捗状況第二次確認

(中京大学学内教職員向 け開催を依頼予定)

②

５／１現在データによる内容検討

③

欠落項目チェック等

11

第４回委員会
(最終原稿採択、印刷会社へ原稿渡し)

2007年

1

６～

(平成19年)

「相互評価申込書 」提出期間

31
3

「２００６年度中京大学自己点検・評価報告書」完成

4

初旬

大学評価申請書類(調書及 び添 付資 料) 提出
期限
実地視察の実施

9
or
10
12
2008年

必要に応じ、基準協会へ意見申立

評価結果(案)の提示

3

評価結果の提示

(平成20年)

社会への公表
文部科学大臣への報告

2005/10/11

第３回自己点検・評価委員会審議後 の進捗状況をもとに「中京大学自己点検 ・評価スケジュール(案)」を一部修正

２００５年度理事会による教授会説明会用資料
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2005年 度 「 中 京 大 学 自 己 点 検 ・ 評 価 委 員 会 」 委 員 名 簿
所属

氏名

備考

学長（委員長）

小川

英次

文学部

酒井

敏

国際英語学部

渡辺

忠夫

森

孝行

鈴木

睦夫

社会学部

志村

明子

法学部

増原

啓司

経済学部

河宮

信郎

心理学部

経営学部

古田

秋太郎

総合政策学部

高橋

秀雄

情報科学部

川端

信男

生命システム工学部
体育学部

鳥脇 純一郎
菊地

秀夫

教養部

栂

正行

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

古田

秋太郎

経営学研究科
法務研究科

中條
横尾

秀治
日出雄

体育研究所選出委員

猪俣

公宏

体育学部

社会科学研究所選出委員

吉川

仁

教養部

文化科学研究所選出委員

明木

茂夫

教養部

企業研究所選出委員

高橋

秀雄

総合政策学部

図書館長

安村

仁志

教養部

事務局長

花村

和宏

企画部長

鏡味

徹也

企画部長代理

崎元

正幸

オブザーバー・書記
06/15/05 改訂
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中京大学自己点検・評価スケジュール(案)
中京大学
年
2006年

月

日

1

25

(平成18年)

大学基準協会

自己点検・評価委員会

大学事務局

平成１７年度第４回委員会

(済)
4

19

第１回委員会

(水) ・ メンバー紹介
・ 昨年度までの経緯等説明

・事務局プロジェクト再開
・大学基礎データ調書作成依頼
(５／１現在データ使用)

・ 「大学の理念・目的」(案)
・ 『教育研究活動報告書２００６』
(仮称)原稿依頼
27

5月末
大 学 基 礎 デ ー タ調 書 提 出 締 切

(木)

5

24

「大学評価実務説明会」開催
大学基準協会主催、中部 地区 の大 学に 対す
る大学評価についての概 要と 準備 方法 など
に関する実務説明会
(ヤマテホール２階 12:30～)

第2回委員会

(水) ・ 「各学部及び教養部、各研究科の理
念・目的」の確認
・ 欠落項目チェック等

6

21

・ 大学基準協会実務説明会を受けての
新規情報提供など
第３回委員会

6月 or ７月

(水) ・ 「各学部及び教養部、各研究科の理
念・目的」の確認
・ 欠落項目チェック等
7

19

第４回委員会

9

末

10

18

『 自 己点 検・ 評価 報告 書』 教学 関係
部分原稿提出締切
第５回委員会

外部講師による自己点検・評価説明会
(中京大学学内教職員向け開催予定)

7月末
(水) ・ 「各学部及び教養部、各研究科の理 『 自 己 点 検 ・ 評 価 報 告 書 』 事 務
念・目的」の確認
局関係分原稿提出締切
・ 欠落項目チェック等

(水) ・ 提出状況の確認
・ 欠落項目チェック等
11

15

第６回委員会

(水) (最終原稿採択、印刷会社へ原稿渡し)
2007年

1

(平成19年)

６～

「相互評価申込書」提出期間

31
3
4

「２００６年度中京大学自己点検・評価報告書」完成
初旬

大学評価申請書類(調書及 び添 付資 料) 提出
期限
実地視察の実施

9
or
10
12
2008年

必要に応じ、基準協会へ意見申立

評価結果(案)の提示

3

評価結果の提示

(平成20年)

社会への公表
文部科学大臣への報告

2006/４/19 第１回自己点検・評価委員会提出資料

－510－

2006年度 「 中 京大 学 自己 点 検 ・ 評 価 委員 会 」委 員 名 簿
所属

氏名

学長（委員長）

小川 英次

文学部
国際英語学部
心理学部

酒井

備考

敏

渡辺 忠夫
森

孝行

鈴木 睦夫
社会学部

志村 明子

法学部

檜山 幸夫

経済学部

河宮 信郎

経営学部

古田 秋太郎

総合政策学部

高橋 秀雄

情報科学部

川端 信男
嶋田 晋

生命システム工学部

鳥脇 純一郎

体育学部

川端 昭夫

教養部

山本 茂義

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

古田 秋太郎

経営学研究科

中條 秀治

法務研究科

横尾 日出雄

体育研究所選出委員

猪俣 公宏

体育学部

山本 高司
社会科学研究所選出委員

吉川

仁

教養部

文化科学研究所選出委員

明木 茂夫

教養部

企業研究所選出委員

猿田 正機

経営学部

図書館長

安村 仁志

教養部

事務局長

花村 和宏

企画部長

鏡味 徹也

学長秘書室長

三鬼 一郎

書記

企画部

崎元 正幸

オブザーバー
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2005 年 7 月 11 日
関係

各位
企画部

中京大学自己点検・評価に向けての事務局プロジェクト立上げについて（ご報告）
6 月 15 日(水)に開催された第２回自己点検・評価委員会（以下「委員会」）において、大
学基準協会による大学評価（旧名称「相互評価」）に向けてのスケジュール(案)が提出され
ました。これを受けて、事務局内に「プロジェクト」を発足させ、大学全体としての対応
を目指す意向です。以下に本プロジェクトの概要についてご報告させていただきますので、
各位のご理解とご協力をお願いいたします。プロジェクトの構成員等の詳細については、
別途ご連絡させていただきます。
記

１．目的
・ 中京大学をより良い大学としていくために、自己点検・評価活動をそのための方策
の一助とし、事務局と教学が一体となって、その活動を推進していくため。
２．活動内容
・

事務局内の担当役割分担の確認

・ 点検・評価項目をもとに、チェック事項（より具体的な点検・評価内容・キーワー
ド）の作成
・ チェック事項に基づき、現状の分析を行ない、改善が必要と判断される項目の洗い
出しと委員会への報告
・ 複数の事務部署に及ぶと考えられる項目に関する現状把握と改善点の明確化
・ 担当部署で可能な部分について点検・評価を実施し、事務局案を委員会に提出
３．スケジュール（案）等
委員会に提出したスケジュール案が 7 月、あるいは 9 月の教授会で決定されること
を前提とするが、基本的に以下のように月 1 回程度の打ち合わせを実施する。開催日
については、各月の部長会に対して報告できるよう各月の部長会開催日前とする。
第１回

7 月１９日（火）

大学評価の概要説明
事務局内の担当役割分担の確認

第２回

9 月６日（火）

事務局内の担当役割分担の決定
チェック事項の作成

第３回

１０月３日（月） 担当部署ごとのチェック項目の確認
複数部署にまたがる項目の割出し

第４回

１１月１日（火）

委員会への報告内容確認

(１１／１６第 4 回委員会開催)
※

第 4 回委員会の依頼を受けて、２００６年（平成１８年度）に向けて点検・評価を
実施し事務局案の作成作業に入る予定
以上
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２００５年１１月１６日
ヤマテホール（名古屋学舎センタービル２階）

「自己点検・評価に関する学内説明会」
プログラム
１３：００ ～

１３：３０

説明会受付開始、資料配布

１３：３０ ～

１３：３５

開会の挨拶
中京大学自己点検・評価委員会委員長
小川

１３：３５ ～

１４：４０

英次 学長

財団法人大学基準協会による講演
講演者：財団法人大学基準協会
大学評価・研究部 審査・評価系
第一主幹 田代 守
演題

１４：４０ ～

１５：００

１５：００

氏

：
「大学評価について」

質疑応答など
終了予定

なお、本日配布させていただいた以下の資料は、財団法人大学基準協会の以下のホーム
ページからも参照可能です。
Ⅰ 大学評価の概要
https://www.juaa.or.jp/2005jitumu/jitumusetumeikai/I.pdf
Ⅴ 大学評価の申請手続き
https://www.juaa.or.jp/2005jitumu/jitumusetumeikai/hyoukasinsei-tetsuzuki.pdf
[資料４]各分科会が評価する点検・評価項目、大学基礎データ項目
https://www.juaa.or.jp/2005jitumu/jitumusetumeikai/siryou4.xls
[資料５]大学評価における評定基準」
https://www.juaa.or.jp/2005jitumu/jitumusetumeikai/siryou5.pdf
[資料６]平成 17 年度大学評価 達成度並びに水準に関する評定事項
https://www.juaa.or.jp/2005jitumu/jitumusetumeikai/siryou6.pdf
「広島修道大学に対する相互評価結果ならびに認証評価結果」
https://www.juaa.or.jp/main/frame02-15.html 下部にある 『平成 16 年度「大学評価」の結果報告

書』（PDF ファイル：20MB） から広島修道大学のものをダウンロード
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２００６年７月２８日
ヤマテホール（名古屋学舎センタービル２階）

「自己点検・評価に関する講演会」
プログラム
１３：００ ～

１３：３０

説明会受付開始、資料配布

１３：３０ ～

１３：３５

開会の挨拶
中京大学自己点検・評価委員会委員長
小川

１３：３５ ～

１４：４０

英次 学長

講演
講師：

安岡 高志（やすおか たかし）氏
東海大学理学部化学科教授

演題
１４：４０ ～
１５：００

１５：００

：
「自己点検・評価の在り方について」

質疑応答など
終了予定

【講師について】
1948 年（昭和 23 年）生まれ。東海大学理学部化学科卒業後、同大学院理学研究科化学
専攻博士満期退学。1979 年（昭和 54 年）、理学博士取得。1988 年（昭和 63 年）より東海
大学教授。現在、「東海大学教育支援センター」次長、「教育支援センター教育支援研究施
設」施設長、
「教育研究所学生生活部門」主任、
「教育研究所授業開発研究部門」主任、「東
海大学教育研究所」所長。また、「社団法人日本私立大学連盟大学評価担当者会議運営委員
会」委員長。
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XV.

情報公開・説明責任

XV. 情報公開・説明責任
「情報公開・説明責任」についての目標
○ 財政状況について教職員・学生・父母と社会に公開し、説明責任を果たす。
○ 自己点検・評価の結果を教職員・学生・父母と社会に公開し、説明責任を果たす。

XV-１ 財政公開
(1)

財政公開の状況とその内容・方法

現状の説明
財務情報の閲覧については 2005 年 4 月 1 日の私立学校法の改正を機に、要領を整備し、法の趣旨
を踏まえ対応しているが、本学では、改正以前から広報誌に掲載して、教職員、学生・父母、同窓
生および大学関係者に対して公開してきた。その内容は中京大学と学園の予算書および決算書の概
要というかたちで掲載し、予算については資金収支予算書及び消費収支予算書の大科目のものを掲
載し、かつ平易な解説を加え、決算については資金収支計算書、消費収支計算書の大科目のものと
貸借対照表を掲載し、平易な解説を加えている。また、決算については主な消費収支計算書・貸借
対照表関係比率と決算に関する用語説明も行っている。また、ホームページ上においても事業報告
書を掲載し、その中で、財務の概要として学園の計算書を掲載している。

点検・評価・長所と問題点
本学の財政公開の歴史は長く、内容も適切であると考えている。なお、2005 年度から決算につい
ては広報誌への掲載時期を 10 月から 6 月へと早めている。

将来の改善・改革に向けた方策
利害関係者、特に学費負担者への説明責任として、財政公開は必須のものである。前述したよう
に本学では早くから取り組んでいるが、財産目録などの公開する計算書類の種類を増やして行きた
い。
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XV-２ 自己点検・評価
（１）自己点検・評価結果と外部評価結果の学内外への発信状況
現状の説明
本学では、大学基準協会への正会員加盟申請にあたり、1998 年版として全学の自己点検・評価活
動を記録した『自己点検・評価報告書』を作成した。その後も、部局単位での自己点検・評価活動
は実施されてきたが、その結果を踏まえ全学的に追跡・把握し、改善に反映させるといった自己点
検・評価活動は、行われていないため、全学の自己点検・評価活動としては、今回の『自己点検・
評価報告書 2006』が最新のものである。
また、専任教員の教育・研究業績の学内外への発信状況については、大学基準協会による第三者
評価の提出資料の一部である「専任教員の教育・研究業績」を点検する必要があるとして、審議が
なされ『教育・研究活動報告書 2006』が 2006 年度中に刊行される予定になっている。これについ
ては、「Ⅴ．教育研究のための人的体制 （５）教員の教育・研究活動についての評価」の章で点
検・評価がなされている。
さらに、本学における在学生数、教職員数、教育課程（カリキュラム）の状況、教育・研究に関
するデータ、管理運営上の各種のデータについては、1994 年度から『データで見る中京大学』とい
うデータ集を冊子として発行している。この冊子の内容の一部は、大学基準協会の第三者評価のた
めの提出資料である「大学基礎データ」の一部とも重複する内容になっている。この冊子は、2004
年度版までは、教職員のみならず、学外にも配布されていたが、個人情報保護の観点から現在は、
配布を学内の教職員に限定している。

点検・評価・長所と問題点

将来の改善・改革に向けた方策

学校教育法第 69 条の３により、「大学は教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備にとい
った「教育研究等」の状況について美図から点検及び評価を行い、その結果を公表する」ことにな
っている。「Ⅴ．教育研究のための人的体制 （５）教員の教育・研究活動についての評価」の章
でも述べた『教育・研究活動報告書 2006』の大学ホームページ上での公開の可能性とともに、『自
己点検評価報告書 2006』の内容も教職員・学生・父母を含む社会に対して大学ホームページ上で公
開する可能性についてが、2007 年度の自己点検・評価委員会で審議される予定である。
また、本学が独自に作成している『データで見る中京大学』についても、これまで実施してきた
上での反省点などを踏まえ、個人情報保護の観点を加味しながら、帳票類の見直しを実施してきて
いる。今後は、情報を公開するのみならず、社会環境の変化によるガバナンス（内部統制）やコン
プライアンス（法令順守）の要請にも応えられる形での情報の学内外への発信を検討していきたい。
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終章
中京大学の５０余年は、すでに述べたように、とくに後半１９８０年から始まる２０年
間は改革の連続の中にあった。大局的観点からみれば、社会のニーズに大学のあり方を合
わせて来たことが、本学の今日的状況をもたらした。そして改革の成果は上がりつつある。
しかし、これに安住することなく、なお横たわる課題を鋭く意識し、これに対応する努力
を怠ってはならない。以下において今回の『中京大学自己点検・評価報告書２００６』を
踏まえ、今後の検討課題とその対応の方向を述べたい。
１．セメスター制度導入の本格的評価
中京大学は、２００４年度から全学的に、１年を春・秋学期に分かつセメスター制度
の導入に踏み切った。導入にあたり目標とした狙いの多くは達成された。しかしなが
ら、各学部・教養部の報告にもあるように、その効果を最大限に発揮していくための
方策、カリキュラムの検証については、今後も継続的に進めていく必要がある。
２．学生の多様なニーズに対するきめ細かな対応
多様化する学生のニーズに対応すべく、授業、課外活動、学生生活などへの配慮が十
分であるかについての不断なる点検が行われる必要がある。これまで、６期にわたっ
て全学的に実施された学生による「授業改善のためのアンケート」の結果を踏まえ、
教員のＦＤ活動をより活性化していく体制作りを行っていかなければならない。
３．大学院改革
大学院改革については、２００５年度１年間かけて大学院問題懇談会の場で議論が進
められた。その結果、全学的に統一した改革を進める前に、個々の研究科で独自の改
革案を練り上げ、実行を開始すべきとの結論を得た。日本の高等教育の置かれる立場
と昨今の社会環境の変化の速度を鑑みれば、今回の自己点検・評価活動で明らかにな
った大学院各研究科の課題を、さらに深く掘り下げ改善・改革に向けて取り組んでい
く必要がある。

坐して問題発生を待つのではなく、大学に期待される役割に対して足らざる所を積極的
に発見、解決する態度の醸成こそ基本的に重要であると考える。今回の自己点検・評価活
動は、その意味で、今後の中京大学の一層の発展のための第１歩となることを期待する。
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