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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念，使命・目的，大学の個性・特色等 

 

広島文教女子大学(以下，「本学」という。)は，昭和 23(1948)年に創設者武田ミキによ

って，「真実に徹した堅実なる女性の育成」を建学の精神に，広島市北郊の地に広島県可部

女子専門学校が設立されたことに始まる。爾来 60 余年，学園は創設者の教育に対する比

類のない情熱に支えられ，広島県可部女子高等学校，可部女子短期大学の設立を経て，昭

和 41(1966)年に広島文教女子大学を開学，昭和 61(1986)年には大学院文学研究科を開設

するなど，女子教育のための総合学園として着実な発展を遂げ，今日に至っている。 

 学園の発展を支えてきたのは，創設者が掲げた 3 箇条の学園訓と「心を育て 人を育て

る（育心育人）」という揺るぎない教育理念である。学園訓は，当時の教育基本法の理念を

踏まえつつ，戦前から女子教育一筋に生きてきた創設者の貴重な実践の中から生み出され

たもので，常に本学の精神的な拠りどころとされてきた。また，「育心育人」の教育理念は，

実践力の土台をなすのは「人づくり」であるとして，創設者が自叙伝『育心』の中で提唱

したもので，今も本学の教育活動の中に一貫して受け継がれている。 

広島文教女子大学学則には，目的及び使命について「教育基本法及び学校教育法の定め

るところに従い，建学の精神に則り，現代社会を支える学問の基礎・基本となる教養と時

代の変化・発展に対応できる専門的学術を教授研究し，深い知識と高い識見と豊かな人間

性を養い，もって社会の要請に応えうる人間の育成を目的とする。」と規定している。 

 本学は，平成 12(2000)年度に学部名称を文学部から人間科学部に変更するとともに，初

等教育学科を除くすべての学科を新規又は改組転換により開設した。「二度目の開学」と呼

びうるほどの大規模な改革に踏み切った理由は，ますます複雑化・多様化する現代社会の

諸問題を解決するためには，人間を中心に据えた「知」の再構成を図ることが不可欠であ

り，それこそが，創設者が掲げる「育心育人」の教育理念を継承し発展させていく道であ

るとの認識に基づくものであった。各学科は，それぞれの専門的な立場から学園訓・建学

の精神に基づいた「自立した女性」の育成に取組み，専門分野はもとより社会の多方面で

活躍が期待される人材を輩出している。 

本学は，平成 16(2004)年に学園訓を現代的な視点から見つめ直し，21 世紀に通用する

価値ある独自性を持った学園ビジョン・大学ミッションとして再構築し，それをもとに大

学改革を進めてきた。また，ビジョン・ミッションを達成するために，目標の連鎖という

手法によって教職員の意識統合を図り，学園としての有機的な活動を引き出すべく「BMS

（文教マネジメントシステム）」（以下「BMS」とする）をスタートさせた。 

平成 19(2007)年度からは「文教スタンダード 21」というプロジェクトを立ち上げ，「育

心育人」教育と地域貢献を柱とする大学ミッションを学士課程教育の中で達成するための

教育改革を推進してきた。これまでに本プロジェクトで取り組んできた主な課題は，①教

養教育の再構築，②「BECC(Bunkyo English Communication Center)」の開設，③人材

育成目標に基づく学科カリキュラムの最適化，④教育システムの構築である。現在は，教

育システムを完成に導くための PDCA（Plan Do Check Action）サイクルの構築を目指し

ている。 

本学は，平成 28(2016)年に開学 50 周年，その 2 年後には学園創立 70 周年を迎える。

これを機に，次の時代を見据えながら「育心育人」教育の継承と更なる発展を期している。 
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Ⅱ．沿革と現況 

１．本学園の沿革 

「学校法人 武田学園」は，次に掲げる学校を設置している。 

    広島文教女子大学大学院 

    広島文教女子大学 

    広島文教女子大学附属高等学校 

    広島文教女子大学附属幼稚園 

 

昭和23年 3月31日 広島県可部女子専門学校設立認可 

設立者武田ミキ校長となる。 

昭和23年 4月15日 広島県安佐郡亀山村四日市699番地（高宮中学校内）において同校開校 

昭和27年 7月15日 私立学校法第31条の規定に基づき学校法人武田学園設立認可 

昭和37年 1月20日 可部女子短期大学（被服科入学定員40人，収容走員80人）設置認可 武

田ミキ学長となる。 

昭和37年 3月31日 広島県可部女子専門学校廃校 

昭和37年 4月 1日 広島県安佐郡可部町大字中島1810番地において可部女子短期大学開学 

昭和39年 1月17日 可部女子短期大学に食物栄養科食物専攻，栄養専攻設置認可 

昭和39年 2月24日 可部女子短期大学食物栄養科に，「中学校教諭二級普通免許状（家庭）」

授与の資格を得させるための課程認定 

昭和39年 3月31日 可部女子短期大学食物栄養科栄養専攻を栄養士養成施設として指定さ

れる。 

昭和39年 4月 1日 可部女子短期大学食物栄養科開設 

昭和40年 1月25日 可部女子短期大学に国文科，英文科設置認可 

昭和40年 2月22日 可部女子短期大学国文科，英文科に，「中学校教諭二級普通免許状 国

文科に国語，英文科に外国語（英語）」授与の資格を得させるための課

程認定 

昭和40年 4月 1日 可部女子短期大学国文科，英文科開設 

昭和41年 1月25日 広島文教女子大学文学部（国文学科，英文学科）設置認可 武田ミキ学

長となる。 

昭和41年 4月 1日 広島文教女子大学文学部国文学科，英文学科に，「高等学校教諭二級普

通免許状，中学校教諭一級普通免許状 国文学科に国語，英文学科に外

国語（英語）」授与の資格を得させるための課程認定 

昭和41年 4月 1日 広島県安佐郡可部町大字上原1238番地において広島文教女子大学開学 

昭和41年 4月 1日 「可部女子短期大学」を「広島文教女子大学短期大学部」と校名変更 

昭和42年12月28日 短期大学部食物栄養科「栄養専攻」を「食物栄養専攻」と専攻名変更 

昭和44年 2月 8日 短期大学部食物栄養科食物専攻に，「中学校教諭二級普通免許状（保健）」

授与の資格を得させるための課程認定 

昭和45年 1月21日 短期大学部に幼児教育学科設置認可 

昭和45年 1月24日 短期大学部幼児教育学科を「保母」養成施設として指定される。 

昭和45年 2月13日 短期大学部幼児教育学科に，「幼稚園教諭二級普通免許状」授与の資格

を得させるための課程認定 

昭和45年 2月26日 短期大学部の「国文科」を「国文学科」に，「英文科」を「英文学科」

に，「被服科」を「服飾学科」に，「食物栄養科」を「食物栄養学科」に，

学科名変更認可 

昭和45年 4月 1日 短期大学部幼児教育学科開設 
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昭和51年 3月29日 広島文教女子大学及び広島文教女子大学短期大学部の聴講生の課程に，

教員免許状授与の資格を得させるための課程認定（適用時期 昭和51年

4月1日） 

昭和53年 4月 1日 短期大学部服飾学科を「2級衣料管理士」養成大学として認定される（社

団法人日本衣料管理協会）。 

昭和56年 1月16日 文学部に初等教育学科設置認可 

昭和56年 2月10日 広島文教女子大学文学部初等教育学科に，「小学校教諭一級普通免許状」

授与の資格を得させるための課程認定（適用時期，昭和56年4月1日） 

昭和56年 4月 1日 文学部初等教育学科開設 

昭和58年11月19日 武田学園創立35周年記念式典挙行 

昭和60年 2月 9日 広島文教女子大学文学部国文学科に，「高等学校教諭二級普通免許状（書

道）」授与の資格を得させるための課程認定（適用時期 昭和60年4月1

日） 

昭和60年 3月26日 大韓民国全州教育大学と広島文教女子大学間における研究及び教育の

協力について協定を結ぶ 

昭和61年 3月18日 広島文教女子大学大学院設置認可 

文学研究科国語学国文学専攻（修士課程） 

昭和61年 4月 1日 広島文教女子大学大学院文学研究科国語学国文学専攻開設 

昭和62年 3月18日 大学院文学研究科教育学専攻（修士課程）増設認可 

昭和62年 4月 1日 大学院文学研究科教育学専攻開設 

広島文教女子大学大学院文学研究科国語学国文学専攻に，「高等学校教

諭一級普通免許状（国語）」授与の資格を得させるための課程認定 

（適用時期 昭和62年4月1日） 

昭和63年 4月 1日 広島文教女子大学文学部初等教育学科に，小学校教諭一級普通免許状授

与の資格を得させるための聴講生の課程認定（適用時期 昭和63年4月1

日） 

昭和63年 5月24日 中華人民共和国大連外国語学院と広島文教女子大学間における研究及

び教育の協力について協定を結ぶ。 

平成元年 2月14日 文学部初等教育学科に，幼稚園教諭一級普通免許状授与の資格を得させ

るための課程認定 

（適用時期 平成元年4月1日） 

平成元年 4月 1日 文学部に，社会教育主事課程設置 

平成元年 4月 1日 文学部に，学芸員課程設置 

平成元年 4月 1日 短期大学部「服飾学科」を「生活科学科」に名称を変更 

平成 2年 2月20日 大学院文学研究科教育学専攻に，「小学校教諭専修免許状及び幼稚園教

諭専修免許状」授与の資格を得させるための課程認定（適用時期 平成

2年4月1日） 

平成 2年 4月 1日 短期大学部食物栄養学科食物専攻学生募集停止 

平成 3年12月20日 短期大学部食物栄養学科「入学定員50人 収容定員100人」に変更認可 

（変更時期 平成4年4月1日） 

平成 4年 4月 1日 食物栄養学科の専攻課程廃止 

平成 5年 3月19日 大学院文学研究科 英米文学専攻（修士課程）増設認可 

大学院文学研究科英米文学専攻に「中学校教諭専修免許状 外国語（英

語），高等学校教諭専修免許状 外国語（英語）」授与の資格を得させる

ための課程認定（適用時期 平成5年4月1日） 

平成 5年 4月 1日 大学院文学研究科英米文学専攻開設 

平成 6年 4月 1日 短期大学部幼児教育学科学生募集停止 
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平成 7年12月22日 短期大学部専攻科栄養専攻（修業年限2年）の設置が文部省において受

理される。 

平成 8年 1月29日 短期大学部専攻科栄養専攻は学位授与機構が定める要件（学位規則第6

条第1項）を満たす専攻科として認定される。 

平成 8年 4月 1日 短期大学部専攻科栄養専攻開設 

平成 8年 5月28日 短期大学部幼児教育学科を廃止 

平成11年 3月19日 文学部国文学科，英文学科に「高等学校教諭一種免許状 国文学科に『国

語』『書道』，英文学科に『英語』，中学校教諭一種免許状 国文学科に

『国語』，英文学科に『英語』」，初等教育学科に，「小学校教諭一種免許

状 幼稚園教諭一種免許状」授与の資格を得させるための課程認定（適

用時期 平成11年4月1日） 

平成11年 5月31日 4年制大学の充実を図るため「文学部国文学科，英文学科」及び「短期

大学部国文学科，英文学科」の学生募集を平成12年4月から停止して，

新たに「人間言語学科（入学定員120人，編入学定員10人），人間文化学

科（入学定員120人，編入学定員10人），人間福祉学科（入学定員100人，

編入学定員20人）」の新設を設置申請 

平成11年 7月28日 新学科設置申請認可 

人間言語学科 入学定員120人，編入学定員10人，収容定員500人 

人間文化学科 入学定員120人，編入学定員10人，収容定員500人 

人間福祉学科 入学定員100人，編入学定員20人，収容定員440人 

（開設時期 平成12年4月1日） 

平成11年 8月 5日 学部名の「文学部」を「人間科学部」に名称変更届出 

平成11年10月29日 学部名の「文学部」を「人間科学部」に名称変更届出受理（変更時期 平

成12年4月1日） 

平成11年12月24日 司書教諭講習科目の相当する授業科目開設について届出受理（開設時期 

平成12年4月1日） 

平成12年 2月29日 人間科学部人間言語学科に「高等学校教諭一種免許状，中学校教諭一種

免許状，国語コースに（国語），英語コースに（英語）」人間文化学科に

「高等学校教諭一種免許状（書道）」授与の資格を得させるための課程認

定（適用時期 平成12年4月1日） 

学部名「文学部」を「人間科学部」に名称を変更 

平成12年 4月 1日 既設の文学部国文学科，英文学科（2学科は平成12年4月学生募集停止）

のほか，人間科学部に，人間言語学科（入学定員120名，編入学定員10

名），人間文化学科（入学定員120名，編入学定員10名），初等教育学科

（入学定員80名），人間福祉学科（入学定員100名，編入学定員20名）開

設。 

短期大学部は，既設の国文学科，英文学科（2学科は平成12年4月学生募

集停止），生活科学科，食物栄養学科となる。 

平成12年12月21日 人間科学部人間福祉学科に「高等学校教諭一種免許状（福祉）」授与の

資格を得させるための課程認定（適用時期 平成13年4月1日） 

平成13年 5月29日 短期大学部英文学科を廃止 

平成14年 4月 1日 人間科学部に心理学科（入学定員70名，編入学定員10名），人間栄養学

科（入学定員70名）開設 

短期大学部生活科学科，食物栄養学科の学生募集を停止する。 

平成14年 5月 7日 大学院文学研究科教育学専攻臨床心理学コースに「臨床心理士」受験資

格に関する指定（第2種）を受ける（指定時期 平成15年4月1日，ただ

し協会指定運用内規により平成14年4月1日から遡及適用）。 

平成14年 5月29日 短期大学部国文学科を廃止 

平成15年 5月12日 短期大学部生活科学科を廃止 



5 

平成16年 4月 1日 人間科学部人間文化学科の学生募集を停止 

人間言語学科（入学定員70名，編入学定員10名）に再編成 

短期大学部専攻科栄養専攻の学生募集を停止 

平成16年12月22日 文学部国文学科を廃止 

平成17年 3月29日 人間科学部人間栄養学科に「栄養教諭一種免許状」授与の資格を得させ

るための課程認定（適用時期 平成17年4月1日） 

平成17年 4月 1日 大学院文学研究科の名称を「人間科学研究科」と改称 

平成17年 5月16日 独立行政法人大学評価・学位授与機構へ短期大学部専攻科栄養専攻の廃

止届出 

平成17年 5月30日 短期大学部を廃止 

平成17年 7月 6日 人間科学研究科教育学専攻収容定員の変更に伴う学則変更届出 

平成18年4月1日国語学国文学専攻入学定員5名（収容定員10名），英米文

学専攻入学定員5名（収容定員10名）の学生募集を停止し，教育学専攻

の入学定員10名（収容定員20名），平成19年4月入学定員15名（収容定

員30名）とする。 

平成18年 3月31日 文学部英文学科を廃止 

平成20年 4月 1日 大学院人間科学研究科人間福祉学専攻を開設 

平成21年 4月 1日 人間科学部人間言語学科の学生募集停止 

平成22年 4月 1日 人間科学部グローバルコミュニケーション学科（入学定員70人，編入学

定員5人）を開設 

平成24年 4月17日 人間科学部初等教育学科及び人間福祉学科収容定員の変更に伴う学則

変更届出 

平成25年4月1日初等教育学科入学定員80名(収容定員320名)を入学定員

100名(収容定員400名)，人間福祉学科入学定員100名(収容定員440名(編

入学40名))を入学定員80名(収容定員360名(編入学40名))に変更 
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２．本学の現況 

 

 ・大学名  広島文教女子大学 

 ・所在地  広島市安佐北区可部東1丁目2番1号 

 ・学部の構成 

大   学 

学  部 学  科 コース等 

人間科学部 

人 間 言 語 学 科 

日本語文化コース 

英語コミュニケーションコース 

初 等 教 育 学 科 

児童教育コース 

幼児教育コース 

人 間 福 祉 学 科 

社会福祉コース 

介護福祉コース 

心 理 学 科 

臨床心理学コース 

健康・社会心理学コース 

人 間 栄 養 学 科 ――――― 

グローバルコミュ

ニケーション学科 

ビジネスコミュニケーションコース 

英語コミュニケーションコース 

 

大 学 院 

研 究 科 専  攻 コース等 

人間科学研究科 

教 育 学 専 攻 

教育学コース 

心理学コース 

臨床心理学コース 

人間福祉学専攻 ――――― 
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・学部及び大学院の学生数（5月1日現在） 

学部の学生数 

学  部 学  科 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 計 

人間科学部 

人 間 言 語 学 科 ― ― ― 2 2 

初 等 教 育 学 科 128 127 108 132 495 

人 間 福 祉 学 科 48 57 55 47 207 

心 理 学 科 37 40 29 45 151 

人 間 栄 養 学 科 71 83 77 70 301 

グローバルコミュニ

ケ ー シ ョ ン 学 科 
41 32 25 30 128 

計 325 339 294 326 1,284 

 

大学院の学生数 

研 究 科 専  攻 

在籍学生数 

修士課程 

一般 社会人 留学生 計 

人間科学研究科 

教 育 学 専 攻 7 6 0 13 

人間福祉学専攻 1 0 0 1 

計 8 6 0 14 
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 教員数 

学部・学科，研究科・専攻，研究所等 
専 任 教 員 数 

助手 

教授 准教授 講 師 助教 計 

人間科学研究科 1 0 0 0 1 0 

人間科学部 

人 間 言 語 学 科 0 0 0 0 0 0 

初 等 教 育 学 科 12 4 3 0 19 1 

人 間 福 祉 学 科 5 6 0 1 12 2 

心 理 学 科 4 3 1 0 8 1 

人 間 栄 養 学 科 6 3 2 0 11 5 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 5 2 5 0 12 1 

教 養 教 育 部 3 1 2 0 6 0 

計 36 19 13 1 69 10 

その他の組織 

学        長 1 0 0 0 1 0 

ＢＥＣＣ 0 0 8 0 8 0 

心理教育相談センター 0 0 0 0 0 1 

学 生 サ ポ ー ト セ ン タ ー 0 0 0 0 0 1 

合    計 37 19 21 1 78 12 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準 1．使命・目的等 

1-1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1-1 の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

(1)1-1 の自己判定 

基準項目1-1 を満たしている。 

 

(2)1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

本学は，大学及び大学院の目的をそれぞれ次のとおり定め，明記している。 

①広島文教女子大学学則第1条                                            

 広島文教女子大学は，教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い，建学の精神

に則り，現代社会を支える学問の基礎・基本となる教養と時代の変化・発展に対応でき

る専門的学術を教授研究し，深い知識と高い識見と豊かな人間性を養い，もって社会の

要請に応えうる人間の育成を目的とする。 

②広島文教女子大学大学院学則第2条                                            

  大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめて，文化の進展に寄

与することを目的とする。 

本学は，平成 15 (2003) 年度から学園を挙げての大型プロジェクト「育心育人21」を

開始したが，この活動において，建学の精神を現す3箇条の学園訓(一，真理を究め 正義

に生き 勤労を愛する人になりましょう。一，責任感の強い 逞しい実践力のある人にな

りましょう。一，謙虚で優雅な人になりましょう。)及び学則に記述された使命・目的を

もとに，改めて21世紀に通用する価値ある独自性を持った教育目標として，以下に記す

大学ミッションの構築を行った。                                           

一，広島文教女子大学は，謙虚で優雅な人間性を育むとともに，やさしくあたたかい

心で他者を思いやることのできる人を育成します。 

一，広島文教女子大学は，正しい判断力とたくましい実践力を身につけた人を育成し

ます。 

一，広島文教女子大学は，地域とともに成長し続ける大学を目指します。 

 

本学は，「広島文教女子大学学則」第1条第2項に，「人間科学部における各学科の人

材養成に関する目的，その他の教育研究上の目的については，別に定める。」として，

「広島文教女子大学における教育研究目的に関する規程」に，人間科学部に設置してい

る学科ごとの教育研究目的及び大学院の研究教育目的を次のとおり定めている。 

① 人間科学部（「広島文教女子大学における教育研究目的に関する規程」第2条） 

(1)人間言語学科は，言葉についての深い理解に裏打ちされた，心を伝え合う力を備

えた人材を育成する。 

(2)初等教育学科は，教育に関する専門的な知識や技能を修得し，主体性と協同性を
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持った逞しい実践力のある人材を育成する。 

(3)人間福祉学科は，誰もが安心していきいきと暮らすことができる，福祉社会を支

える知識と技術をもった心豊かな人材を育成する。 

(4)心理学科は，心身の健康に関する専門的な知識や技能を身につけた，リーダーと

して地域に貢献できる人材を育成する。 

(5)人間栄養学科は，健康及び食に関する専門的な知識や技術と豊かな人間性を身に

つけた人材を育成する。 

(6)グローバルコミュニケーション学科は，実践的な英語力を身につけ，グローバル

な視野で幅広いものの見方・考え方ができる自立した人材を育成する。 

② 大学院（「広島文教女子大学大学院学則」第5条第2項）                                           

人間科学研究科では，人間の教育・健康及び社会福祉の分野で高度な専門的知識と研 

究能力及び優れた実践力を身につけさせることによって，地域社会の中で中心となって

活躍できる人材の育成を目的とする。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の建学の精神を現す学園訓と「心を育て 人を育てる」という教育理念を踏まえて

定められた使命（ミッション）及び目的は，平易な文章を用い，簡潔に文章化されている。

それは教育研究目的についても，同様である。それぞれの表現や趣旨は，本学の大学案内                                           

及び本学ホームページ上に明示されている。                                  

 

(3)1-1 の改善・向上方策（将来計画） 

これからも，意味・内容の具体性と明確性，簡潔な文章化を確保・継続しつつ，大学を

取り巻く環境の変化，具体的には少子高齢化による人口減少，急速なグローバル化の進展，

それらに伴って社会や受験生が大学に求める期待の変化などに応じて，自らの存在意義を

問い直し，随時，使命・目的及び教育目的の見直し等を実施していく方針である。 

 

1-2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪１-2 の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 変化への対応 

(1)1-2 の自己判定 

基準項目1-2 を満たしている。 

 

(2)1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

本学は，平成 15 (2003)年度から学園を挙げて取組んできたプロジェクト「育心育人 21」                                           

によって，改革へ大きく踏み出すことになった。このプロジェクトの目的は，高度情報化

社会の到来，急速なグローバル化の進展，少子高齢化による人口減少などにより，戦後高

等教育が未曾有の転換期を迎える中で，「知識基盤社会」と言われる 21 世紀に通用する価
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値ある独自性を持った学園ビジョン・大学ミッションを構築するとともに，大学の組織と

運営の在り方について根本的な見直しを行い，今後の改革への出発点にしようとするもの

であった。平成 16 (2004) 年に制定された学園ビジョンは次のとおりである。 

一，われわれは，自らの心を育て人の心に働きかける力を身につけた人材を育成します。 

一，われわれは，豊かな知性とたくましい行動力で未来を切り拓く人材を育成します。 

一，われわれは，共に支えあい高めあう社会の実現を目指します。 

 この学園ビジョンは，学園訓に込められた「建学のこころ」と現代社会の要請とを改め

て確認しながら，創設者の掲げる教育理念に基づく人間教育の伝統をさらに次世代へと継

承・発展させ，そうした教育活動を通して地域社会への貢献を力強く謳ったものである。 

 さらにこれを受けて，本学が果たすべきミッションを次の 3 箇条にまとめた。 

一，広島文教女子大学は，謙虚で優雅な人間性を育むとともに，やさしくあたたかい心

で他者を思いやることのできる人を育成します。 

一，広島文教女子大学は，正しい判断力とたくましい実践力を身につけた人を育成しま

す。 

一，広島文教女子大学は，地域とともに成長し続ける大学を目指します。 

 第 1 条は，「育心」に関する部分である。創設者が理想とする日本女性の特性を表した「謙

虚で優雅」という学園訓の中の文言をそのまま生かすことで，しなやかさと芯の強さを併

せ持った，いわゆる外柔内剛型の人間像を明示している。「他者への思いやり」は，自らを

律することができる人間であって始めて可能であると考える。 

 第 2 条は，育成すべき人材像である。創設者自身は「たくましい実践の人」であると同

時に，教養教育への深い理解に根ざした人間教育の実現に生涯をささげた人であった。こ

うした人づくりの姿勢は，産業界が求める「即戦力」，すなわち，物事を正しく判断し，そ

れに対応する力を持った人の育成に通じるものと言える。 

 第 3 条は，地域社会への貢献である。本学の言う地域貢献とは，大学が持っている「知」

と地域が培ってきた「知恵」との協働を通して，大学の存在そのものが地域活性化の核と

なることを目指している。このことは，まさしく「地域文化向上の一翼を担う」という学

園創設の目的とも合致するものである。 

 学園ビジョン・大学ミッションの構築は，学園訓を現代的な視点から，もう一度見直そ

うとする画期的な試みであった。この取組みを通じて，各構成員が本学の理念・目的の独

自性と有用性について認識を新たにすることができた。 

 しかし，ミッションの作成時に建学の精神や学園訓，我々が取り組んでいる活動を中心

に検討した，したがって，我々の取組を纏めたものになっており，行動に結びつけるのが

難しい状況になっているため，平成26(2014)年度に学園ビジョン，大学ミッションを変更

することとした。 

 

1-2-② 法令への適合 

大学の目的は，「広島文教女子大学学則」第1条に「広島文教女子大学は，教育基本法及

び学校教育法の定めるところに従い，建学の精神に則り，現代社会を支える学問の基礎・

基本となる教養と時代の変化・発展に対応できる専門的学術を教授研究し，深い知識と高

い識見と豊かな人間性を養い，もって社会の要請に応えうる人間の育成を目的とする。」 
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と定められており，これは学校教育法第83 条に適合している。                         

大学院の目的は，「広島文教女子大学大学院学則」第2条に「大学院は，学術の理論及

び応用を教授研究し，その深奥をきわめて，文化の進展に寄与することを目的とする。」

と定められており，これは学校教育法第99条に適合している。                                            

人間科学部の教育研究の目的は，学科ごとに，「広島文教女子大学学則」及び「広島文

教女子大学における教育研究目的に関する規程」において定められており，これは，大学

設置基準第2条に適合している。 

                                                                                      

1-2-③ 変化への対応 

1-2-① 個性・特色の明示の項でも述べた通り，本学は平成 16 (2004) 年に，「育心育人

21」プロジェクトにより，「知識基盤社会」と言われる 21 世紀に通用する価値ある独自性

を持った学園ビジョン・大学ミッションを構築した。また，大学の組織と運営の在り方に

ついても根本的な見直しを行い，今後の改革への出発点にした。さらに，学園ビジョンの

達成を図るためには，教職員一人ひとりの着実な活動と，それを支える意識が同一方向に

向けられる必要がある。本学では，学園ビジョン・大学ミッションを達成するために，目

標の連鎖という手法によって教職員の意識統合を図り，学園としての有機的な活動を引き

出すべく，前述のプロジェクト「育心育人 21」の成果をもとに，平成 16 (2004 ) 年度か

ら「BMS」を構築した。この「BMS」の活動の一環として，平成 20 (2008) 年 1 月より，

「文教らしさ」と「学士力」の二つの側面から人材育成目標並びにアドミッションポリシ

ー，カリキュラムポリシー，ディプロマポリシーを構築し，その教育プロセスと成果とを

社会に発信していくことを目的に，大学部門プロジェクト「文教スタンダード 21」を発足

させた。その内容については，プロジェクト報告書「「文教スタンダード 21」が目指す「文

教のかたち」にまとめられている。それが基となって，教養教育改革やディプロマポリシ

ー，カリキュラムポリシー，アドミッションポリシーの 3 つのポリシーの制定につながり，

本学教育の個性・特色の明示，大学設置基準第 2 条や学校教育法第 83 条などの法令への

適合という視点はもとより，大学を取り巻く様々な環境の変化への対応という視点も満た

すこととなった。                                                                                  

 

(3)1-2 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き，法令適合性及び個性・特色の明示といった条件を確保しつつ，社会情勢等 

も踏まえ，必要に応じて随時，使命・目的及び教育目的の見直し等を実施する。 

 

1-3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪１-3 の視点≫ 

1-3-① 役員，教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

1-3-③ 中長期的な計画及び3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

(1)1-3 の自己判定 

基準項目1-3 を満たしている。 
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(2)1-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員，教職員の理解と支持 

 平成 15 (2003) 年に始まった全学園プロジェクト「育心育人21」は，全学園が一体とな

って取り組んだものであり，これによって構築された学園ビジョン並びに大学ミッション

は本学の役員並びに教職員全員の理解と支持を得ている。また，この成果に基づく「BMS」

の活動の中で定められた人材育成目標や，3つの方針であるアドミッションポリシー，カ

リキュラムポリシー及びディプロマポリシーも同様に本学の役員並びに教職員全員の理解

と支持を得ている。                                            

 

1-3-② 学内外への周知 

大学の使命・目的及び教育目的は，『大学案内』及び本学ホームページに明示している。

「広島文教女子大学学則」は，毎年発行される『学生生活ハンドブック』に掲載するほか，

本学ホームページ上の「学則」にも収録して，情報の開示を図っている。                                                                                                                                 

                                            

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学では，4 年毎に理事長，学長を中心に中期計画を策定しており，現在は平成 21(2009)

年度に作成した「第 2 期中期計画書(2010～2013 年度)」をもとに運営を行っている。平成

23 (2011) 年度の全学園目標(理事長目標)は，「第 2 期中期計画書(2010～2013 年度)」に基

づく年次目標として提示されたもので，「誇りうる学園を目指して～前姿教育の実践を通し

て自立した学園生を育てる～」という基本方針のもと，重点課題は次の 4 点であった。                                            

Ⅰ. 文教ブランドの確立 

コミュニケーションツールとしての VI(Visual Identity)構築 

Ⅱ. 育心育人教育の推進 

本学オリジナルの教育システムの確立 

Ⅲ. 地域社会との連携・情報発信 

教育成果の積極的・戦略的発信及びソシオ活動の推進 

Ⅳ. 組織活動の推進 

   「BMS」の改善 

これを受けて，大学部門は全体テーマを「人材育成力の向上」とし，次のような重点課

題を掲げた。 

Ⅰ. 文教ブランドの構築 

 (1)教育システムの構築 

人材育成目標を達成するためにサブ目標ごとに配置された各教育科目のシラバ

スの妥当性を検証し，教育システムの質の評価が可能となるような仕組みづくりを

行う。 

Ⅱ. 育心育人教育の推進 

(1)学習ポートフォリオシステムの構築 

入学前教育プログラム，チューターによる面談記録，教職課程履修カルテ，施設

実習記録などの各種ポートフォリオ類を整理し，学生指導に効率的に活用するため

のシステムづくりを行う。 
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(2)学習支援プログラムの企画と実践  

教育システムの構築の一環として，それを補完する学習支援プログラムの作成に

あたる。 

このように，中期計画は，大学の使命・目的及び教育目的の達成を目指したものとなっ

ている。 

  なお，平成26(2014)に学園ミッション，大学ビジョンの見直しに伴い，次期中期計画は

中長期目標として見直すこととしている。 

本学の教育理念「心を育て 人を育てる」に基づき，女性の持てる才能を伸ばして育て

ることによって自立の精神と実践力を養う教育を目指している。この教育理念を踏まえて

平成 24（2012）年に，学部・学科，平成25(2013)年に大学院のアドミッションポリシー，

カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーを大幅に見直し次の通り改訂した。 

アドミッションポリシー 

〇人間科学部 

広島文教女子大学が求める学生は，「心を育て 人を育てる」という教育理念を理

解し，本学での学習をとおして心のあり方を問い，正しい判断力を養い，たくまし

い実践力を身につける 意欲を持った人です。このような本学での学習を実りあるも

のとするために，高等学校等で国語（国語表現Ⅰ又は国語総合）をはじめとする学

習に積極的に取り組んだ人を求めます。 

 

〇初等教育学科 

  小学校教諭，幼稚園教諭，あるいは保育士を目指し，粘り強く問題解決にあたり，

積極的に自己を表現していくことができる人 

〇人間福祉学科 

  個人や社会に対する関わりを深めることに強い意志を持ち，社会福祉専門職とし

ての活躍を目指す人 

〇心理学科 

  心身の健康や人間関係に関心があり，心理学について自律的に学び，積極的に社

会に貢献したいと考えている人 

〇人間栄養学科 

  人の健康や食への関心が深く，将来，管理栄養士として活躍したいという強い意

志を持ち，学習意欲のある人 

〇グローバルコミュニケーション学科 

  英語に興味を持ち，語学力や国際的な視野に立った判断力を磨き，将来，多様な

ビジネスやコミュニケーションの場で活躍しようと考えている人 

 

〇大学院教育学専攻 教育学コース 

  幼稚園および小学校における教育に熱意をもち，初等教育の場において教育研究

を創造的に押し進めることのできる人 

  〇大学院教育学専攻 心理学コース 

    社会における人間の心理と行動に関する高度な専門的知識と技能を身に着ける意
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欲を持ち，個人や社会の心理学的問題を科学的に研究しようとする人 

〇大学院教育学専攻 臨床心理学コース 

  心身の健康に関する高度な専門的知識や技能を身につける意欲があり，個人およ

び社会（学校，企業，地域等）に対する心理的支援に強い熱意をもち，臨床心理士

を目指す人 

〇大学院人間福祉学専攻 

  福祉現場や関連領域において展開されている実践を研究し，より高いレベルの対

人援助について探求しようとする人 

 

カリキュラムポリシー 

〇人間科学部  

ディプロマポリシーに掲げた学士力を育成するため，各学科の人材育成目標を達成

する上で必要ないくつかの能力をサブ目標として定め，それを身に付けるための科目

群を基礎から専門へと体系的に配置し，科目ごとの到達レベルを保証する授業を展開

しています。また，教養教育では，特色ある初年次教育を展開するとともに，3，4 年

次に現代教養科目群を配し，専用施設 BECC を活用して英語運用能力の習得に力を入

れるなど，「文教らしさ」と学士力の融合を目指します。 

 

〇初等教育学科 

初等教育学科の教育課程は，教育職員免許法や児童福祉法の規定及び人材育成目標

に基づいて，基礎科目群から専門教育科目群・発展科目群へとつながるよう科目が編

成されています。4 年間にこれらの科目を習得させることによって，教育に関する専

門的な知識や技能，国語表現力，課題解決力を開発し，主体性と協同性を持った逞し

い実践力のある学生を育成します。 

〇人間福祉学科 

   人間福祉学科の教育課程は，人材育成目標の達成に向けて，福祉の諸領域に共通す

るソーシャルワーカーとしての素養とそれを土台とした各領域の専門性を身につける

ことが必要であると考え，カリキュラムを編成しています。専門科目は，「人間理解」

「福祉のしくみ・制度」「福祉の援助技術」「福祉の総合的理解」の科目群に分け，各

科目群の関連・発展をとらえることができるようにしています。4 年間でこれらの科

目を修得することによって，広く社会を見る眼をもち，人間の尊厳に寄り添える福祉

実践者を育成します。 

〇心理学科 

心理学科の教育課程は，学科の人材育成目標に基づき，臨床心理学，社会心理学， 

康心理学の領域を中心に，専門基礎科目から専門応用科目，卒業研究に至る 3 つの

科目群で編成されています．4 年間にこれらの科目を習得させることによって，家庭，

職場，地域など様々な場面で主体的に人を支えるための実践的な能力を身につけた学

生を育成します。 

〇人間栄養学科 

人間栄養学科の教育課程は，栄養士法の規定及び人材育成目標に基づいて，専門基
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礎分野から専門分野へ科目が編成されています。4 年間にこれらの科目を習得させる

ことによって管理栄養士としての専門知識を身に付けるとともに，管理栄養士に求め

られる，実践力，問題解決能力，コミュニケーション能力を開発し，責任感のある豊

かな人間性を兼ね備えた学生を育成します。 

〇グローバルコミュニケーション学科 

グローバルコミュニケーション学科の教育課程は，教育の理念に基づき，実践的な

英語力だけでなく，異文化を理解する基礎知識を学び，専門科目では卓越した国際コ

ミュニケーション力，もてなしの心を核とする社会人基礎力を養うように編成されて

います。4 年間で，激動するビジネスの世界に対応できるグローバルな情報判断力，

問題解決力を身につけた学生を育成します。 

   

○大学院教育学専攻 教育学コース 

    幅広い視野に立って教育に関する高度な専門的知識および実践能力，研究方法を修

得させ，現代の多様な教育状況に対応しうる総合的な判断力と課題解決能力を備えた

学生を育成する。 

 ○大学院教育学専攻 心理学コース 

   社会における人間の心理と行動に関する心理学的知見を体系的に修得させるとと

もに，実証的な心理学研究法を身につけさせ，社会生活における人間の多様な心理と

行動に関する研究能力を備えた学生を育成する。 

○大学院教育学専攻臨床心理学コース 

     臨床心理士に求められる高度な専門的知識と技能および高い倫理性を修得させ，学

内・学外での施設実習によって，多様な心理臨床領域での心理的支援を身につけさせ，

心理臨床実践に関する研究能力のある学生を育成する。 

〇大学院人間福祉学専攻 

      福祉社会の実現を担う援助者として，専門的知識を修得した上に，総合的な視野に

立って現実の課題に対処することができる，実践力と研究能力を身につけた学生を育成

する。 

 

ディプロマポリシー 

 〇人間科学部  

広島文教女子大学は，建学の精神及び学園訓に基づき，謙虚で優雅な人間性と思いや

りの心を持ち，正しい判断力とたくましい実践力を身に付けた人材の育成を目的とし，

「育心育人」という教育理念の具現化を通して，「自立した女性」の育成を目指します。

人間科学部では，この目的を達成するため，幅広い視野と的確な判断力の基となる教養

と，それぞれの学びの領域に即して「人間の幸せ」を追求する専門的能力を身に付ける

ための教育課程を配しており，本課程を修了したものに対して卒業を認定し，学位を授

与します。 

 

〇初等教育学科 

教育学，心理学，幼児教育学，教科教育学に関する専門的な知識を習得し，あわせて
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教育に携る者としての使命感と倫理観，論理的な思考力や創造的な実践力を身につけて

いること。 

〇人間福祉学科 

  福祉実践者として，社会的ニーズや様々な変化に対応できる，豊かな教養と社会福祉

の専門的知識・技術・価値観を兼ね備え，視野の広い実践力を身に付けていること。 

〇心理学科 

家庭・職場・地域の中で生じる様々な心理学的課題を解決するための，心理学の専門

的知識を習得し，あわせて積極的・主体的に人を支援するためのコミュニケーション力

と実践力を身につけていること。 

〇人間栄養学科 

管理栄養士として社会的ニーズや様々な変化に対応できる，多様化した高度な専門知

識を身につけ，あわせて人間栄養学科の卒業生としての豊かな人間性を身に付けている

こと。 

〇グローバルコミュニケーション学科 

実践的な英語力だけでなく，グローバルな視点で情報を判断でき，多様なビジネス分

野で活躍できる，しっかりとした社会人基礎力と豊かな人間性を身につけていること。 

                                            

○大学院教育学専攻 教育学コース 

  幅広い視野に立って教育に関する高度な専門的知識および実践能力，研究方法を修得

し，現代の多様な教育状況に対応しうる総合的な判断力と課題解決能力を備え，教育現場

で中核的な役割を果たしうる研究能力を獲得している。 

〇大学院教育学専攻 心理学コース 

社会的存在としての人間の心理と行動に関する高度な専門的知識と科学的研究法を

修得し，現実社会における心理学的課題の解決に寄与しうる研究能力を獲得している。 

〇大学院教育学専攻 臨床心理学コース 

臨床心理士に求められる高度な専門的知識や技能を修得し，高い倫理性に基づき多

様な心理臨床領域で心理的支援力を発揮することができ，心理臨床実践に関する研究

能力を身につけている。 

〇大学院人間福祉学専攻 

     統合的視点と高度の専門的な知識を身につけており，それを自分自身の実践現場で

活用することができるとともに，新たに直面する問題を研究的に理解し適切に対処で

きる能力を身につけている。 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本学の使命・目的及び教育目的を達成するため，単一の学部である人間科学部に初等教

育学科，人間福祉学科，心理学科，人間栄養学科及びグローバルコミュニケーション学科

を設置している。それぞれの学科では，機能的かつ効果的な教育が期待しうる適正な教員

数を確保し，少人数制を基本としたクラス編成を行ない，教育目的の実現にあたっており，

整合性が図られている。また，教養教育では，すべての学生に実践的な英語運用能力を習

得させることを目的として，「BECC」並びに「SALC(Self Access Learning Center)」                                                                                      
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を設置し，5名の外国人専任教員と3名のラーニングアドバイザーを配置している。これら

教育研究組織における専任教員数は，大学設置基準第13条の基準を満たしている。 

大学院には，人間科学研究科に教育学専攻及び人間福祉学専攻の2専攻を置き，確かな研

究能力に裏打ちされた「高度専門職業人」の養成を目指している。使命・目的及び教育目

的と教育研究組織の構成との整合性は図られている。なお，大学院の教育研究組織の専任

教員数は，大学院設置基準第9条の基準を満たしている。 

 

(3)1-3 の改善・向上方策（将来計画） 

社会情勢が日々変化していく中で，進学希望者が大学に期待する多様なニーズを的確に

把握し，教育目的などにそれを反映させられるよう，引き続き努力していきたい。 

 

〔基準1 の自己評価〕 

本学は開学以来一貫して，「育心育人」の教育理念に基づき，教育・研究の体制の整備

に努めてきた。平成 16 (2004) 年には，「知識基盤社会」と言われる21世紀に通用する価

値ある独自性を持った学園ビジョン・大学ミッションを構築し，それを達成するために，

教育目的，アドミッションポリシー，カリキュラムポリシー，ディプロマポリシーを明確

に規定し，本学ホームページ，大学案内などを通して，公表・周知を図っている。また，

「BMS」の活動の中で，「人材育成力の向上」をテーマに教育システムの構築を図るとと

もに，法令適合性及び個性・特色の明示といった条件を確保しつつ，社会情勢等も踏まえ，

必要に応じて随時，使命・目的及び教育目的の見直し等も実施している。 

したがって，「1-1 使命・目的及び教育目的の明確性」「1-2 使命・目的及び教育目的

の適切性」及び「1-3 使命・目的及び教育目的の有効性」の三項目とも基準を満たしてい

ることから，本学の使命・目的に関する明確性，適切性及び有効性は，担保されている。 
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基準 2．学修と教授 

2-1 学生の受入れ        

≪2-1 の視点≫ 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

(1)2-1 の自己判定 

 基準項目 2-1 を満たしている。 

 

(2)2-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 募集単位ごとのアドミッションポリシーについては，『2014 年度学生募集要項』及び本

学ホームページ「情報公開」における「教育情報の公表」の中にある「アドミッションポ

リシー」のページで明らかなように，教育理念に基づいて人間科学部のアドミッションポ

リシーを明示し，さらにこれに基づいて各学科のアドミッションポリシーを以下のように

明示している。                                                                                       

〔教育理念〕 

広島文教女子大学は「心を育て 人を育てる」という揺るぎない教育理念に基づ

き，女性の持てる才能を伸ばし育てることによって自立の精神と実践力を養う教育

を目指します。 

〔アドミッションポリシー〕 

   広島文教女子大学が求める学生は，上記の教育理念を理解し，本学での学習をと

おして心のあり方を問い，正しい判断力を養い，たくましい実践力を身につける意

欲を持った人です。このような本学での学習を実りあるものとするために，高等学

校等で国語（国語表現Ⅰ又は国語総合）をはじめとする学習に積極的に取り組んだ

人を求めます。 

〔各学科のアドミッションポリシー（求める人材像）〕 

  ○初等教育学科 

   小学校教諭，幼稚園教諭，あるいは保育士を目指し，粘り強く問題解決にあた

り，積極的に自己を表現していくことができる人 

  ○人間福祉学科 

   個人や社会に対する関わりを深めることに強い意志を持ち，社会福祉専門職と

しての活躍を目指す人 

  ○心理学科 

   心身の健康や人間関係に関心があり，心理学について自律的に学び，積極的に

社会に貢献したいと考えている人 

  ○人間栄養学科 

   人の健康や食への関心が深く，将来，管理栄養士として活躍したいという強い

意志を持ち，学習意欲のある人 

○グローバルコミュニケーション学科 
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   英語に興味を持ち，語学力や国際的な視野に立った判断力を磨き，将来，多様

なビジネスやコミュニケーションの場で活躍しようと考えている人 

大学院にかかる募集単位ごとの受け入れ方針は，教育理念に基づいて大学院人間科学研

究科専攻・コースごとのアドミッションポリシーを『2014 年度大学院学生募集要項』に明

示している。                                            

○教育学専攻 教育学コース 

  幼稚園，および小学校における教育に熱意をもち，初等教育の場において教育研究

を創造的に推し進めることのできる人 

  〇教育学専攻 心理学コース 

   社会における人間の心理と行動に関する高度な専門的知識と技能を身につける意欲

をもち，個人や社会の心理学的問題を科学的に研究しようとする人 

○教育学専攻 臨床心理学コース 

    心身の健康に関する高度な専門的知識や技能を身につける意欲があり，個人および

社会（学校，企業，地域等）に対する心理的支援に強い熱意をもち，臨床心理士を目

指す人 

○人間福祉学専攻 

     福祉現場や関連領域において展開されている実践を研究し，より高いレベルの対人

援助について探求しようとする人 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

アドミッションポリシーに沿った，入学者選抜等の公正かつ妥当な方法による，適切な

体制のもとの運用については，入学者選抜の方法と入学者選抜の体制とに分けて述べる。 

まず，入学者選抜の方法は，『2014 年度学生募集要項』に示すとおり，次の各入学試験

をそれぞれアドミッションポリシーに沿って実施している。 

①アドミッションズオフィス入学試験 

②推薦入学試験（前期・後期） 

③一般入学試験（前期・後期） 

④大学入試センター試験利用入学試験（前期・中期・後期） 

⑤社会人特別入学試験（前期・後期） 

⑥編入学試験・社会人編入学試験（前期・後期） 

 各入学試験の概要は以下のとおりである。 

① アドミッションズオフィス入学試験 

人間科学部及び各学科のアドミッションポリシーに沿って，学科ごとに講義体験を

設定し，それに基づく課題への取り組み状況や面接をとおして，学科への適性と，多

様な能力を評価する。アドミッションポリシーとの関わりの観点から特に『2014 年度

AO 入試リーフレット』を作成・配布している。                                            

 

② 推薦入学試験（前期・後期） 

公募推薦入学試験・指定校推薦入学試験・スポーツ推薦入学試験の別がある。 

・公募推薦入学試験 
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本学のアドミッションポリシーを理解し，本学での学修を強く希望する者につい

て，自己推薦書，調査書，筆記試験，面接による口述試験から総合的に判定し選抜

する。筆記試験は，特にアドミッションポリシーとの関わりから，『2014 年度学生

募集要項』に示すとおり，高等学校等での国語表現Ⅰと国語総合の学習に配慮した

基礎学力調査（国語の読解と表現）による出題を行っている。                                            

・指定校推薦入学試験 

指定校の出身高等学校長から推薦された卒業見込みの者で，本学を第一志望とす

る受験生を対象に選考する。各学科のアドミッションポリシーに沿って推薦基準を

設定し，学科ごとに評定平均値 3.3 から 4.0 の間での基準を設けている。学校長の

推薦書，調査書，筆記試験，面接による口述試験から総合的に判定し選抜する。筆

記試験は，特にアドミッションポリシーとの関わりから，『2014 年度学生募集要項 

指定校推薦』に示すとおり高等学校等での国語表現Ⅰと国語総合の学習に配慮した

基礎学力調査（国語の読解と表現）による出題を行っている。                                            

・スポーツ推薦入学試験 

スポーツ指定校の出身高等学校長から推薦された卒業見込みの者で，本学を第一

志望とする受験生を対象に選考する。各学科のアドミッションポリシーに沿って推

薦基準を設定し，学科ごとに評定平均値 3.0 から 3.7 の間での基準を設けるほか，

高等学校でのスポーツ活動において県大会ベスト 8 以上という成績基準を設けてい

る。スポーツ活動の実績報告書，学校長の推薦書，調査書，筆記試験，面接による

口述試験から総合的に判定し選抜する。筆記試験は，特にアドミッションポリシー

との関わりから，『2014 年度学生募集要項 指定校推薦』に示すとおり，高等学校

等での国語表現Ⅰと国語総合の学習に配慮した基礎学力調査（国語の読解と表現）

による出題を行っている。 

                                            

③ 一般入学試験（前期・後期） 

・一般入学試験前期 

教科の学力試験に基づく選抜方法である。A・B 2 日間の連続する入試日程で実

施している。『2014 年度学生募集要項』に示すように，受験生は 2 教科 2 科目方式

あるいは 3 教科 3 科目方式のいずれかを選択できる。2 科目方式では国語又は英語

を必ず含み，3 科目方式では国語及び英語に選択科目を課す。いずれの場合におい

ても国語が重視されているのは，人間科学部のアドミッションポリシーに基づくも

のである。また人間栄養学科においては,学科の特性に配慮し，先述の要件に加えて

理科から 1 科目を課している。                                            

・一般入学試験後期 

『2014 年度学生募集要項』に示すように，受験生は 1 教科 1 科目方式あるいは 2

教科 2 科目方式のいずれかを選択できる。筆記試験の出題科目として上記のいずれ

の方式であっても国語が重視されるのは，高等学校等での国語表現Ⅰと国語総合の

学習に配慮した人間科学部のアドミッションポリシーに基づくものである。                                          

 

④ 大学入試センター試験利用入学試験（前期・中期・後期） 
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  大学入試センター試験の受験者の中から，本学を志望する者を選抜する。2 教科 2 科目

あるいは 3 教科 3 科目で判定し選抜する。利用する選択科目については，高得点の教科・

科目を利用する。『2014 年度学生募集要項』に示すように，グローバルコミュニケーショ

ン学科を除く 4 学科の前期日程で国語を指定科目としているのは，人間科学部のアドミ

ッションポリシーに基づくものである。またグローバルコミュニケーション学科の前期日

程においては学科の特性に配慮し，国語又は英語を指定科目としている。中期日程・後期

日程においては，各学科とも利用教科科目数を減らしたり利用科目指定を解除したりする

等，前期日程とは異なる利用科目を設定しているが，これは大学入試センター試験の受験

結果を利用するという当該入学試験の特性に配慮し，多様な科目の方法によって受験生の

出願機会を保障しようとしたものである。 

 

⑤ 社会人特別入学試験（前期・後期） 

『2014 年度学生募集要項』に示すように，社会人に広く大学への門戸を開放して

いる入学試験制度である。高等学校卒業あるいはそれと同等以上とみなせる学力の

条件を満たす 22 歳以上の社会人で，本学のアドミッションポリシーを理解し，学

ぶ意欲の高い者を対象に選抜を行う。筆記試験，面接による口述試験，提出書類等

から総合的に判定する。筆記試験に小論文が設定されるのは，人間科学部のアドミ

ッションポリシーに基づくものである。                                            

 

⑥ 編入学試験・社会人編入学試験（前期・後期） 

編入学試験は，『2014 年度学生募集要項』に示すように，短期大学卒業（卒業見

込み），大学在学 2 年以上で所定単位修得（修得見込み），あるいはそれと同等とみ

なせる条件を満たす者で，本学のアドミッションポリシーを理解し，学ぶ意欲の高

い者に対し，一層の能力・適性の伸張を期して実施される入試制度である。専門科

目に関する筆記試験，面接による口述試験，提出書類等から総合的に判定する。 ま

た社会人編入学試験も，『2014 年度学生募集要項』に示すように，短期大学卒業後

4 年以上，大学卒業後 2 年以上経過している社会人，あるいはそれと同等とみなせ

る条件を満たす者で，本学のアドミッションポリシーを理解し，学ぶ意欲の旺盛な

者に対し，一層の能力・適性の伸長を期して実施される入試制度である。小論文に

よる筆記試験，面接による口述試験，提出書類等から総合的に判定する。                                                                                       

  以上の各入学試験では，『2014 年度学生募集要項』に示すように，出願資格が明確に

示されている。①～④の入学試験においては，各入学試験特有の事項に加えて，次のよ

うに出願資格を設定している。                                            

1 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成 26(2014) 年 3 月卒業見込の者 

2 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び平成 26 (2014）年 3 月修了

見込の者 

3 学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められる者及び平成 26(2014）年 3 月 31 日までにこれに該当する見

込の者 

 よって，これらはいずれも学校教育法第 90 条及び同施行規則第 150 条の規定を遵守し
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ているといえる。  

 また，上記の⑤並びに⑥の入学試験においては，同じく『2014 年度学生募集要項』に示

すように，各入学試験特有の事項に続けて次のように出願資格を設定している。                                            

・社会人特別入学試験 

1． 高等学校を卒業した者 

2． その他学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者 

 

・編入学試験 

1． 短期大学を卒業した者又は平成 26(2014)年 3 月卒業見込の者 

2． 大学に 2 年以上在学し 62 単位以上修得した者及び平成 26（2014）年 3 月修得見

込の者 

3． 高等専門学校を卒業した者又は平成 26（2014）年 3 月卒業見込の者 

4． 修業年限が 2 年以上でその他文部科学大臣の定める基準（平成 10(1998)年 8 月

14 日文高専第 185 号）を満たす専修学校の専門課程を修了した者又は平成

26(2014)年 3 月修了見込の者 

 

・社会人編入学試験 

1． 短期大学又は高等専門学校を卒業後 4 年以上経過している者 

2． 大学を卒業後 2 年以上経過している者 

3． 修業年限が 2 年以上でその他文部科学大臣の定める基準（平成 10 年 8 月 14 日文

高専第 185 号）を満たす専修学校の専門課程を修了後，4 年以上を経過している

者 

 よってこれらのことから，学校教育法第 122 条・第 132 条及び同施行規則第 161 条・第

162 条・第 178 条・第 186 条の規定を遵守しているといえる。 

続いて入試の体制と運用について述べる。学部の入学試験は学長が最高責任者となり，

「入学試験委員長」のもとで「入学試験委員会」において検討された入試処理日程に沿っ

て管理・運営し，全学体制で実施している。特にアドミッションズオフィス入学試験につ

いては，入学試験の特性に鑑みて，「広島文教女子大学広報委員会規程」に明示するように，

入学試験の実施・運営に関する原案を「広報委員会」が検討・作成し，「入学試験委員会」

に具申することとしている。                                          

具体的な業務は，「入学試験委員会」「入試・広報センター」と「入試広報課」が緊密な

連携を取りながら実施している。これらの担当については，「広島文教女子大学入学試験委

員会規程」，「広島文教女子大学入試・広報センター規程」及び「学校法人武田学園職務・

権限に関する規程」第 13 条第 8 項に明示するとおりである。                                                                                                                                  

入学試験当日は，学長を最高責任者とした「入学試験本部」を設置し，「入学試験委員

長」の管理の下で，試験会場，採点会場を設置し，適正な試験を実施している。 

以上のように人間科学部にあっては，大学設置基準第 2条の 2を遵守しているといえる。

よって留意点「アドミッションポリシーに沿って，入学者選抜等を公正かつ妥当な方法に

より，適切な体制のもとに運用しているか」は，満たしているといえる。 
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 また，大学院に関しても，入学者選抜の方法と入学者選抜の体制とに分けて述べる。 

まず入学者選抜の方法は，アドミッションポリシーに沿って実施している。入学試験の

概要は，以下のとおりである 

試験日程は，前期と後期とが設定され，一般入学試験と社会人入学試験とがある。一般

入学試験，社会人入学試験ともに，専門科目と外国語(英語)の筆記試験並びに口述試験が

ある。 

なお，社会人入学試験では，外国語(英語)に替えて小論文を選択することができる。 

最終的には，筆記試験・口述試験及び提出された書類から総合的に判定される。 

また，入学試験では，下記のように出願資格も明確に示されている 

一般入学試験では，次の各号のいずれかの資格を有する者又は平成 26（2013）年 3 月

31 日まで取得見込みの者（性別を問わない） 

（1）大学を卒業した者 

（2）学校教育法第 104 条第 4 項第 1 号の規定により独立行政法人大学評価・学位授与

機構から学士の学位を授与された者 

（3）外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

（4）文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年 2 月 7 日 文部省告示第 5 号） 

（5）大学に 3 年以上在学し，または外国において学校教育法における 15 年の課程を修

了し，本学大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認

めた者 

（6）本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で，22 歳に達した者 

社会人入学試験においては，次の各号のいずれかの資格を有する者で，かつ，出願時に

その資格取得後 3 年以上経過している者（性別を問わない） 

（1）大学を卒業した者 

（2）学校教育法第 104 条第 4 項第 1 号の規定により独立行政法人大学評価・学位授与

機構から学士の学位を授与された者 

（3）外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

（4）文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年 2 月 7 日 文部省告示第 5 号） 

（5）その他上記一般入学試験の出願資格を取得したと認められる者 

よって，学校教育法第 102 条及び同施行規則第 156 条の規定を遵守しているといえる。 

続いて入試の体制と運用について述べる。大学院の入学試験は，学長が最高責任者とな

り入学試験委員長のもとに，入試処理日程に沿って管理・運営され，大学院研究科全員の

体制で実施されている。大学院における入試にかかる具体的な業務は，学部と同様である。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 教育を行う環境の確保のため，収容定員と入学定員及び在籍学生を適切に確保してい

ることについては，以下のとおりである。まず『2014 年度学生募集要項』に示すように，

本学においては，入学定員及び編入学定員を明示し，周知を図っている。よって，大学設

置基準第 18 条を遵守している。 
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 収容定員・入学定員・在籍学生については，平成 26(2014)年 5 月 1 日現在の在籍学生数

は 1,284 名となっている。収容定員 1,630 名に対する在籍学生数の割合は人間科学部全体

で 78.8%となっており，回復の兆しはうかがわれるが，なお定員割れの状態が続いている。 

入学定員，入学者数，入学定員に対する入学者数の割合を過去 5 箇年で示すと，表 2-1-1

のようになる。 

 

表 2-1-1 過去 5 箇年の入学定員，入学者数，入学定員に対する入学者数の割合 

学部 学科  区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平均 

人
間
科
学
部 

初等教育 

入学定員 80 80 80 100 100 ― 

入学者 128 141 113 128 128 127.6 

充足率（%） 160.0 176.3 141.3 128.0 128.0 145.0 

人間福祉 

入学定員 100 100 100 80 80 ― 

入学者 44 52 57 57 48 51.6 

充足率（%） 44.0 52.0 57.0 71.3 60.0 56.1 

心理 

入学定員 70 70 70 70 70 ― 

入学者 29 49 35 43 37 38.6 

充足率（%） 41.4 70.0 50.0 61.4 52.9 55.1 

人間栄養 

入学定員 70 70 70 70 70 ― 

入学者 86 75 80 83 71 79 

充足率（%） 122.9 107.1 114.3 118.6 101.4 112.9 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ    

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

入学定員 70 70 70 70 70 ― 

入学者 20 31 26 32 41 30 

充足率（%） 28.6 44.3 37.1 45.7 58.6 42.9 

合計 

入学定員 390 390 390 390 390 ― 

入学者 307 348 311 343 325 326.8 

充足率（%） 78.7 89.2 79.7 87.9 83.3 83.8 

       

 過去 5 箇年の入学定員充足率の平均は 83.8%となっており，人間科学部全体として定員

を満たしていない状況が続いている。 

大学院における教育を行う環境の確保のための，収容定員と入学定員及び在学学生確保

の適切性については，入学定員を明示し，周知している。よって，大学院設置基準第 10

条第 2 項を遵守している。 

 収容定員と入学定員及び在籍学生数については，平成 26（2014）年度 5 月 1 日現在で

の人間科学研究科全体では，収容定員 36 人に対する在籍学生数は 15 人であり，その割合

は 41.6%となっており，定員割れの状態である。専攻別でみてみると教育学専攻では，在

籍学生数は 14 人であり，収容定員 30 人に対する在籍学生の割合は 46.03%，人間福祉学

専攻では，在籍学生数 1 人であり，収容定員 6 人に対する在籍学生の割合は 16.7%である。 

 また，過去 5 年間における入学定員充足率を見てみると，教育学専攻では，48.0%，人

間福祉学専攻では 20.0%であり，全体では 43.3%となっている。 

  入学定員，入学者数，入学定員に対する入学者数の割合を過去 5 箇年で示すと，表 2-1-2
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のようになる。 

表 2-1-2 大学院における過去 5 年間の入学定員，入学者数，入学定員に対する入学者数の割合 

大学院 専攻  区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平均 

人
間
科
学
研
究
科 

教育学専攻 

入学定員 15 15 15 15 15 - 

入学者 12 7 4 6 7 7.2 

充足率（%） 80.0% 46.7% 26.7% 40.0% 46.7% 48.0% 

人間福祉学

専攻 

入学定員 3 3 3 3 3 - 

入学者 0 2 0 1 0 0.6 

充足率（%） 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 20.0% 

合計 

入学定員 18 18 18 18 18 - 

入学者 12 9 4 7 7 7.8 

充足率（%） 66.7% 50.0% 22.2% 38.9% 38.9% 43.3% 

 

(3)2-1 の改善・向上方策（将来計画） 

アドミッションポリシーに関して，次のような将来計画を有している。いわゆる新学習

指導要領が高等学校で平成 25(2013)年 4 月入学生から全面実施されることにより，同入学

生が受験学年となる平成 27 (2015) 年度には，現行のアドミッションポリシーに明記した

高等学校等での学習に関する記載に不具合が生じる。従って，新学習指導要領の内容を精

査し，各「学科会」，「学科長会」及び「入学試験委員会」で平成 27(2015)年 3 月までに検

討を終え，同年 6 月刊行の学生募集要項に新しいアドミッションポリシーを明示し，周知

する予定である。 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持に関する改善策として取り組むべき課題

は 2 点ある。まず，人間科学部全体としての入学定員並びに在籍学生数の確保である。こ

れについては，特に定員割れの状態が続いている学科について，学科単位での改善策を講

ずる。まず人間言語学科から改組したグローバルコミュニケーション学科については，平

成 25（2013）年度に学科改組の完成年度を迎え，フィールドワークを中心としたアクテ

ィブラーニングや BECC との連携による独自の英語教育等の特徴的な取り組みが社会的

にもようやく浸透し始め，募集状況が改善の兆候を見せ始めた。また人間福祉学科にあっ

ては，社会福祉関連の学びや職業に対する理解を深める目的で広報のための新たな映像媒

体を平成 23 (2011) 年度中に作成し，人間福祉学科での学びを広く社会に周知するための

活動を行うよう，これも「学科会」と「広報委員会」とが連携して，平成 24 (2012) 年度

当初には実施段階に移している。これと同時に，平成 25（2013）年度入学試験から学科

入学定員を 20 名減じ，80 名とした。これにより，表 2-1-1 に示すように，平成 25（2013）

年度には充足率がいったん大きく改善したが，平成 26（2014）年度には再び低下の傾向

を示し，なお予断を許さない状況が続いている。また心理学科については，平成 23 (2011) 

年度学生募集活動から広く社会への周知を図ってきた新たな学科カリキュラムの周知を中

心とする広報活動を，平成 26（2014）年度も継続して行っていく。 

次に課題となるのは，一部の学科において入学定員を著しく超過する状況がうかがえる

ことである。この観点から先の定員充足率を学科別に見ると，初等教育学科では，平成 24 

(2012)年度入学生で 141.3%であったのが，平成 25 (2013 ) 年度入学生及び平成 26(2014）
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年度入学生ではいずれも 128.0%と，改善の兆候がうかがえる。上述した人間福祉学科の

入学定員を平成 25（2013）年度入学試験から 20 名減じ，80 名としたことに伴って，初

等教育学科の入学定員を 20 名増やして 100 名とした措置の効果が現れた結果である。 

入学定員に対する入学者数については，平成 15(2003)年文部科学省告示第 45 号「大学，

短期大学，高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準」において，「当該

大学等の設置又は収容定員増の認可の申請を行う設置者が設置する大学等における開設前

年度から過去 4 年間（修業年限が 6 年の学部にあっては過去 6 年間，短期大学においては

修業年限が 2 年の学科にあっては過去 2 年間，修業年限が 3 年の学科にあっては過去 3 年

間，高等専門学校にあっては過去 5 年間）の入学定員に対する入学者の割合の平均が一定

値未満（大学にあっては学部単位で 1.3 倍未満，短期大学及び高等専門学校にあっては学

科単位で 1.3 倍未満）であること」との条件が示されている。このことから，「教育を行う

環境の確保」という観点については，学部の入学定員の 1.3 倍未満という値が適正な入学

者数の目安であるといえる。 

 初等教育学科の場合，先に述べたごとく，平成 25（2013）年度及び平成 26（2014）年

度の入学生について「教育を行う環境の確保」という観点による学部入学定員の 1.3 倍未

満という範囲に収まったが，過去 5 箇年の平均では 145.0%と，なお適正な入学者数の目

安である定員の 1.3 倍を上回っている。今後も「教育を行う環境の確保」の観点から，入

学試験委員会等での議論を通して，適正な学生数に収まるように努めていく。                                                                                       

大学院においては，新たに教育学専攻心理学コースを設置し，個人や社会の心理的問題

を科学的に研究する人材を求めた。その結果初年度入学者 3 人入学となった。さらに人材

をひろく求め，社会人受け入れ条件を緩和したため 7 人の入学者のうち 3 人が社会人とな

った。次年度も引き続き人材を広く求めていく予定である。また，従来からアドミッショ

ンポリシーに沿って，入学者選抜を公正かつ妥当な方法により，適切な体制のもとに運用

しているが，平成 24 (2012) 年度 4 月に学長が委員長となる「大学院運営委員会」が設置

され適切な運用がなされた。 

 

2-2 教育課程及び教授方法 

≪2-2 の視点≫ 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

(1)2-2 の自己判定 

基準項目 2-2 を満たしている。 

 

(2)2-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

 人間科学部の教育課程は，3 つの目標（①幅広い教養と「人生を歩む力＝人間力」をし

っかり身に付けること，②「正しい判断力」と「逞しい実践力」を育むこと，③「人間教

育」の実践により「心を育て 人を育てる」ことの具現化へと進むこと）を実現すること

を意図して教養教育科目，専門教育科目及び資格科目で編成されている。 

各学科の専門教育科目は，人材目標の実現に向けて，その教育課程に科目区分を設定し，
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科目ごとに必修・選択の別，単位数等を明示している。 

初等教育学科では，多様化する教育現場に対応できる専門知識と高度な指導技術，すぐ

れた実践力を持った教育者を養成し，最終的には「信頼される教師」をめざすことができ

る教育課程を編成している。 

人間福祉学科では，誰もが生き生きと暮らし，協調できる福祉社会実現へ向けてリーダ

ーシップを発揮できる人材を育成し，体系的・総合的に学ぶ中で，広い意味で人間の生活

の質を高めてくれる「福祉マインド」を育むことをめざすことができる教育課程を編成し

ている。 

心理学科では，確かな心理学的知識・技能を身につけ，深い人間理解に基づいた豊かな

共生社会の実現に寄与できる「心の専門家」を養成し，心と身体，両面の健康に留意・着

目したバランスのとれた教育課程を編成している。 

人間栄養学科では，ますます関心が高まる「食」を通して，人々の健康づくりに貢献で

きる人間性豊かな管理栄養士を養成し，多彩な講義・演習・実験と併せて，学内・外での

実習も体系的に学修し，高度な実務実践力を養うことができる教育課程を編成している。 

グローバルコミュニケーション学科では，実践的な英語力を身につけグローバルな視点

で幅広いものの見方・考え方ができる自立した女性を育成することができる教育課程を編

成している。 

これらの教育目的に応じた教育課程は，「広島文教女子大学教育課程等に関する規程」

本学ホームページ「教育情報の公表」及び『学生生活ハンドブック』などに明示している。                                                                                                                                

具体的には，(1)教養教育科目，(2)人間言語学科専門教育科目，(3)初等教育学科専門教

育科目，(4)人間福祉学科専門教育科目，(5)心理学科専門教育科目，(6)人間栄養学科専門

教育科目，(7)グローバルコミュニケーション学科専門教育科目，(8)教職科目，(9)司書科

目，(10)司書教諭科目，(11)保育士科目である。さらに，各学科等においては，カリキュ

ラムポリシーをそれぞれ定め，教育研究活動等に関する情報などとともに，本学ホームペ

ージ「教育情報の公表」に明示している。                                                                                                                                                                                                  

大学院も同様に教育目的を踏まえ，『学生生活ハンドブック』に編成方針を明示している。                                                                                       

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発  

 教育課程の編成方針に即した授業科目の開設については，「授業科目の概要」及び「広島

文教女子大学教育課程等に関する規程」に示すように，「育心育人」教育と地域貢献を柱と

する大学ミッション及び各学科の人材育成目標の達成に向けて，教養教育科目と各学科の

専門教育科目，そして全学科に共通する資格科目を有機的に配置しており，大学設置基準

第 19 条及び第 20 条を遵守しているといえる。                                            

授業内容・方法等の工夫についての全学的な取り組みを挙げると，初年次教育では，自

校教育として本学の教育理念や成り立ちなどについて学ぶ授業である「文教学入門」，１テ

ーマについて専門を異にする 5 名の教員が多角的に追求する授業である「人間科学入門」

及び各学科の特性を生かし，大学生としての基礎力を付ける授業である「人間科学基礎演

習」が挙げられる。また，2 年次生全員を対象にする授業では，「フィールドワーク演習」

が該当する。この授業は，「チームワークやリーダーシップ，あるいは，問題解決能力など

の学士力を育成し，加えて，集団で協力して活動することを通して思いやりや優しさ，並
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びに，実践力や役割意識を育成する。」という目的を掲げ，それぞれの授業において具体的

な課題に対する体験活動を通した取り組みを行っている。                                                                                                                                                                        

さらに，本学が特に力を入れて育成したい学士力は英語によるコミュニケーション・スキル

であり，教養教育の中で，すべての学生に一定の能力を持たせるように教育課程を編成してい

る。この英語コミュニケーション・スキルの養成を担っているのが「BECC」である。 

「BECC」は，平成 20(2008)年に，本学と千葉県所在の神田外語大学間の提携プロジェクト

で，神田外語大学の伝統である革新的言語教育を本学独自の環境に導入するという目的で設立

された英語学習専用施設で，高度な英語教育能力を有する外国人専任教員が学生個々人の英語

能力に応じた指導を展開している。                 

「BECC」は 8 号館を全面改装し，英語学習専

用棟として使用している。各フロアの概要は図

2-2-1 のようになっており，総面積は約 1,300m2

となっている。「BECC」は 3 階建てで，1 階は

「BECC CAFE」になっている。ここでは，学

生が空き時間や昼休みなどに，友達や外国人専任

教員と食事をしたり会話を楽しんだりすること

ができる。また，ここには外国人専任教員の研究

室が隣接しており，研究室はガラス張りの空間に

なっていて，開放的な環境になっている。このフ

ロアでは，英語も日本語も使用できることになっ

ている。 

2 階は「SALC」と呼ばれる施設で，英語を更

に勉強したい学生にとって理想的な空間になっ

ている。ここでは，英語学習に関する教材が豊富

に取り揃えられており，「SALC」のスタッフが学

生のアシスタントをしている。このフロアは，1

階と異なり，全ての会話が英語のみの空間になっ

ており，学内で留学したような雰囲気を味わうこ

とができる。さらに，希望すれば専門のラーニン

グアドバイザーに，英語学習に関するアドバイス

を受けることができ，自律学習へのスタートを切

ることができる。 

3 階は Blended Learning Spaces(BLS)と呼ば

れる施設で，学生のニーズを最優先した，様々な

ICT 機器を備えた英語学習教室となっている。 

 ここでは，英語のみの授業が展開され，学生は英語       図 2-2-1 

コミュニケーションによる活動によって，楽しみながら「外国語運用能力」を高めることがで

きる。また，廊下側はガラス張りになっており，いつでも授業の見学ができるようになってい

る。教員同士の授業評価も行われており，より良い授業実践に向けて意欲的な取り組みがなさ

れている。 
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「BECC」の使命及び教育目標は， 

・ スピーキングやリスニングスキル育成に重点を置いたコミュニケーション重視の教育

を提供すること 

・ 英語のみの言語環境の中で，質の高い言語的資源を提供すること 

・ 学習目標の自己設定，目標達成のための学習計画や学習方法，自己の進度チェック，自

己評価，そして学習経験や知識を将来の学習に活かしていく応用力など，自律学習への

導入などを軸とし，学生に「外国語運用能力」と「自律した学習能力」を習得させるこ

と 

である。そのため，「BECC」の必修英語科目では，コミュニケーションのために英語を使う

ことに焦点が置かれているが，中学校から 6 年間にわたり英語を学習してきているにもかかわ

らず，新入生の大半がその学習に不安を抱いている。この不安を取り除き，スピーキング，リ

スニング，リーディング，そしてライティングなど基礎的なコミュニケーションにおいて，英

語を使いこなせるように支援していくことが，「BECC」教育スタッフの使命にもなっている。 

「BECC」のカリキュラムの特徴は，Task-based language learning（課題達成型言語学習）

というアプローチに基づいていることである。このカリキュラムでは，学習結果と同じくらい

英語で英語を学ぶという学習のプロセスが重要視され，学習者が一定の課題（Task）を達成す

るために言語学習をすることが求められる。具体的には，生活の中で直面をする可能性のある

ような場面，例えば，旅行中，友人と外出の際，または単に街で歩いているときなどで，どう

いった英語を使っていくことができるのかなどを考え，学生同士でそれぞれの役割を演じるこ

とができるように英語コミュニケーション・スキルのトレーニングをするといった，課題解決

型の授業を実施している。 

また，「BECC」では，1 年次から，一人ひとりの英語習得段階に応じた能力別クラス編成を

実施している。そして，達成すべき課題（Task）もレベル別に整理されている。 

表 2-2-2 は，「BECC」を設立した当初の 1・2 年次の英語コミュニケーションカリキュラム

におけるレベル別の課題（Task）あるいは目標の内容である。 
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表 2-2-2 

 初級 中級 上級 

到 
 

 

達 
 

 

内 
 

 

容 

・ 自己紹介：自分のこ

と，家族や友人たち

のことを語る 

・ 趣味，好きなこと，

嫌いなこと，なぜ好

きなのか，なぜ好き

ではないのかについ

て語る 

・ 簡単な説明ができ

る，また他の人に機

械の使い方や材料の

使い方など基本的な

やり方が説明できる 

・ 道順を尋ねたり，教

えてあげたりする 

・ 旅行関係の手続きを

理解，必要な書類な

どに書き込むことが

でき，旅先での典型

的状況において質問

に応える 

・ 英語で絵葉書や手紙

を送る 

・ 英語で e メールやテ

キストメッセージの

やり取りができる 

・ 簡単な会話ができ，

トピックについてい

ける 

・ 自分に合った語学学

習について考え，最

も適切と思われる教

材を選ぶ 

 

・ 旅行関係の手続きを

理解，必要な書類に

書き込むことがで

き，税関での質問に

も難なく応えること

ができる 

・ 英語で友人にテキス

トメッセージや e メ

ールを送信し，仕事

関係でも e メールな

ど基本的なやり取り

ができる 

・ 取引先やクライアン

ト，また学生とやり

取りをし，基本的な

問題を話し合うこと

ができる 

・ 会話やディスカッシ

ョンをリードする 

・ プレゼンテーション

の計画など簡単なグ

ループ企画を英語で

実践する 

・ 英語で簡単な履歴書

を書くことができる 

・ 学習戦略を駆使して

学習効果を上げ，ま

た語学学習に向けた

別の方法を計画する 

 

・ 専攻科目の基本的な学

術的プレゼンテーショ

ンを行う 

・ 専攻分野のトピックで

簡単なエッセイを書く 

・ 仕事に関してより正式

な仕様書が書け，又は求

職活動をする 

・ 職場での，または学問的

なテーマも含めて，簡単

な，あるいはより詳しい

内容の会話をすること

ができる 

・ ウェブサイトやブログ，

オンラインディスカッ

ション，e メール，その

他コンピュータを駆使

して，簡単な，あるいは

フォーマルなやり取り

ができる 

・ TOEIC，TOEFL，そし

て IELTS といった語学

能力テストでどのよう

に実力を発揮していく

かを理解する 

・ 新聞，テレビ，インター

ネットのオンラインニ

ュース等さまざまなメ

ディアニュースの要素

を理解する 

・ 自己の語学学習を企画，

実行，評価する 

 

このような「BECC」における基礎的な英語コミュニケーション・スキルの学習は，導入し

てから 4 年を経過し，本学の学生の現状に合わせて，徐々に改善されている。 

 「BECC」では現在，どのような教育活動が行われているかは，次のシラバスの内容を見れ
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ばよく分かる。これは，1 年次前期の英語コミュニケーションⅠのシラバスであるが，イング

リッシュワークショップ I の授業科目とセットで授業を設計し実施しているため，組み合わさ

れた内容になっている。したがって，以下の内容が週 2 回，90 分の授業で展開される。 

 

授業のねらいと概要 

「BECC では英語コミュニケーション I/II，イングリッシュワークショップ I/II は，同

じ教員が受け持ちます。この授業を“Freshman English”(フレッシュマンイングリッシュ)

と呼び，授業ではクラスに番号が付けられます。このクラス番号は授業内で使用することも

あるので，必ずメモを取るようにしましょう。 

 Freshman English の授業では言語を使うことが重要です。語学を学習するということは

他の科目とは違い，実際に使う必要があります。従って，クラスでは英語を使うことに重点

が置かれ，英語で学習していきます。また，Freshman English ではコミュニケーションに

も焦点をあてているため，出来るだけ多く英語を聞き，話すことになります。これまでみな

さんが高校でたくさん学習してきた英語ですが，授業ではそれをどうやって使うか，学習し

ます。Freshman English は，高校の英語の授業とは異なります。これまでとは異なる方法

で評価され，授業中は積極的に学ぶことが求められます。 

 また英語学習はみなさんの生活に関係があり，自分で使える，役に立つと思えるものであ

る必要があります。従って授業では友人を紹介したり，好きな場所，好きな音楽などみなさ

ん自身のことを話す機会があります。BECC では教員からだけでなく，あなたはあなたの

クラスメートから，あなたのクラスメートはあなたから学ぶことが出来ると考えています。

ですので，クラスメートとコミュニケーションをとり，助け合うことが求められます。 

 言葉を使って他者とやりとりをするため，英語を学ぶということは社交的である必要があ

ります。したがって，授業では常にクラスメートと共に学習することになります。クラスメ

ートと共に学び， 共にプロジェクトを行います。お互いのことを知りあうためにアクティ

ビティーをすることもあります！ 教員と一緒に，是非楽しいクラスを創り上げて下さい。 

一緒に学習すれば，英語学習をきっと楽しめるはずです！ 

 授業中の使用言語は英語のみです。全ての学生が英語のみを使うことが求められます。教

員，クラスメートと，英語でのコミュニケーションにぜひ挑戦してみて下さい！ 日本語を

使用することは，あなたのクラスメートや，あなた自身の英語学習の妨げになることと考え

ます。」 

   

授業計画 

Semester 1 What you will be doing in class  

Introduction Unit  

1. Meet Your Classmates - Get to know your classmates using English. 

2．University Life - Practice talking about your life in English. 

3. Communicating With Your Teacher - Learn useful English classroom language.  

4. SALC Introduction - Learn about different areas and what you can do in the SALC.  

5. SALC Introduction - Learn about different areas and what you can do in the SALC.  

6. Using English With Your Classmates - Get used to speaking to your classmates in 
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English.  

7. Studying English in the BECC - Learn about how you will study in BECC English classes.  

8. Working in a Group in English - Practice using only English when working in a group.  

9. Talking about Your Life - Practice talking about your past and asking your classmates 

about theirs in English.  

10. Hometown: Talk about your hometown 

11. Introduction Unit Review 

12. Introduction Project - Present Yourself to the Class 

13. Introduction Project - Present Yourself to the Class 

Travel Unit （Travel ユニット） 

14. Speaking Lesson: Interview your classmates  

15. Presentation Lesson: Explain your survey results  

16. Writing Lesson: Write a Postcard  

17. Listening Lesson: Learn about Travel Experiences  

18. Reading and Writing Lesson: Write a Travel Guide 

19. Writing Lesson: Introduce a Country  

20. Speaking Lesson: Top 10 places in Japan  

21. Travel Project: Research and present about a country 

22. Travel Project: Research and present about a country  

23. Travel Project: Research and present about a country 

24. Travel Project: Presentations  

25. Travel Project: Presentations  

26. End of Semester Speaking Tests   

27. End of Semester Speaking Tests   

28. End of Semester Speaking Tests   

29. End of Semester Vocabulary Test 

30. Semester Evaluation and Feedback about the Semester  

Final Report: SALC Activities 

 

また，「BECC」の英語教育のもう一つの特徴である学習プロセス重視の考え方は，成績評

価方法と成績評価基準に示されている。 

 

成績評価方法 

評価方法の内訳は下記の通りです： 

SALC アクティビティー 10%  

Unit の課題＆プレゼンテーション 40% 

単語テスト＆宿題アクティビティー 15% 

スピーキングテスト 15% 

授業の参加度 20% 

1 回欠席するごとに，1%成績評価が下がります。 
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成績評価基準 

Unit の課題＆プレゼンテーション 

Freshman English の授業では，語学学習は時間をかけて学習するものであり，言語を使い

何かをすることであると考えます。毎年テストにより学習成果をチェックしますが，一番成

績評価で重きを置いているのはユニットごとに提出しなければならない課題（ポートフォリ

オ）を完成させ提出することです。みなさんは宿題として，もしくは授業内でライティング

やスピーキング課題に取り組むことになります。例えばポストカードや E メールの作成，ま

たアンケート結果や国などを用いたプレゼンテーション等を行います。毎学期ごとにいくつ

かのグループに分かれ，プレゼンテーションの準備，実施を行わなければなりません。課題

や（プレゼンテーション等の）準備は成績評価の“参加”に関わっています。ですから，全て

の課題アクティビティーに一生懸命取り組み，完成させなくてはなりません。成績評価と深

く関わっていることを忘れないでください。 

SALC Activities （サルクアクティビティー） 

SALC アクティビティーは，DVD，CD，本，さらには BECC の先生など SALC の中の様々

な教材を利用した短時間で出来るアクティビティーです。そして，SALC での様々な学習の

楽しみ方，効果的な使い方を知ることができます。 さらに，授業外でも自発的に自分自身

のやり方で英語を学んでいくことができる自律学習者になることができます。 SALC アク

ティビティーは，英語の能力を向上させ，同時に学ぶ楽しさを味わうことができるようにな

り，成績の向上につながります。これらのアクティビティーは成績評価の最大 10%に値しま

す。 

単語学習 

フレッシュマンイングリッシュには みなさんが学ばなければならない単語が書かれた単語

リストがあります。単語リストは年のはじめに教員から配布され，自分自身で学期内に学習

しなければなりません。完成させた単語リストを提出し，学期末に単語テストを受けなけれ

ばなりません。単語テストと宿題アクティビティーは，成績評価の 15%を占めます。 

スピーキングテスト 

スピーキングテストは学期末ごとに行われます。このスピーキングテストは成績評価の 15%

を占めます。このスピーキングテストを受ける準備を授業内で行いますが，授業外でも自主

的にテストの準備を行わなければなりません。授業の中で取り組むディスカッションアクテ

ィビティーやタスクは，このテストの準備に大変役立つものですから，積極的に取り組むよ

うにしましょう。 

授業態度 

授業には積極的に参加し，英語を話す最大限の努力をしましょう。クラスメートとの積極的

な参加が見られない場合，クラスメートの評価も下がります。従って，積極的に参加をしな

かったり，英語を話す努力を怠ったりした場合はこの評価が低くなります。授業態度は成績

評価の 20%もの割合を占め，教員はみなさんが授業内アクティビティーで英語を積極的に使

っているかをチェックしています。英語でアクティビティーに取り組めているか? 辞書を

使って単語を探しながら言いたいことを伝えているか? それともあきらめて日本語で話し

ているのか? 課題を期限（時間）内に正確に終わらせることができているか? など，特に

プレゼンテーションの準備など，みなさんが英語で話しながら準備をしているかを教員は 
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チェックしています! 

出席 

医師の診断書や正当な理由無しに授業を欠席する毎に，最終評価より 1%を失うことになり

ます。授業中の居眠りは欠席とみなされます。10 回以上授業を欠席した場合は落第となり，

20 分以上の遅刻は欠席扱いとなります。 

 

このように，評価は大変丁寧なもので，学生も納得できるものになっている。また，2 年次

に進級する際にもクラス分けテストが実施され，1 年間の努力が正当に評価されている。 

このようなシラバスに基づいて，“Freshman English”と呼ばれている「英語コミュニケー

ションⅠ」と「イングリッシュワークショップⅠ」の授業が実施されている。また，授業の実

施に先立って，「BECC」では，学生に次のことを誓約させて授業を実施している。 

Learning Contract（授業誓約） 

・私はこのコースアウトラインを読み，書かれている情報を理解しました。 

・私はこのコースが英語のみで行われることを理解し，授業では英語のみを使う最善の

努力をすることに同意します。 

・私は授業内外で，積極的にクラスメイトと共に作業しなければいけないことを理解し

ました。 

・私はこのコースがどのように評価され，どのように私の成績が決定されるか理解しま

した。 

・私は，このコースを修了する為には後期の最後に KEPT テストを受けなければいけな

いことを理解しました。 

・私はこのコース，コースインフォメーション，またコース評価方法に関する全ての疑

問点を教員に聞きました。 

Name: _______________________________ Date:            

氏名: _______________________________ 日付:            

 

この授業誓約書にサインすることにより，学生は一定の緊張感を持って授業に参加すること

になり，授業態度の形成にも役立ち，授業効果を高めることにもつながっている。 

3・4 年次は，中級，上級選択英語科目へと発展する中で，学生はさらに広範囲に及ぶスキ

ルを身に付けていくこととなる。3 年次の「イングリッシュワークショップⅤ・Ⅵ」では，1・

2 年次での実践的な側面に焦点を置いたレッスンとは異なり，広範囲にわたるリスニング，リ

ーディング，ライティングの練習を，正確性により焦点を当てながら学ぶことになる。 

 4 年次の「イングリッシュワークショップⅦ・Ⅷ」では，「SALC」が主な授業展開場所とな

り，ラーニングアドバイザーが担当教員となる。4 年次での英語学習では，生涯学習への入り

口であり，自律学習を完成させていくという観点から，教室という枠を大きく越え，SALC と

ラーニングアドバイザーを巧みに使いこなしながら，自分自身の学習を展開していくようにデ

ザインされている。学習計画，実行，評価をラーニングアドバイザーとの丁寧な指導の下で行

うことにより，学生一人ひとりのニーズに焦点を当てた学習が可能となっている。 

「SALC」における自律学習支援は，単に成績不振者に対する学習支援に留まらず，学習意

欲を喚起し，より高い目標をもって自主的に学習しようとする学生に対して，さまざまな学習
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方法を提示し，個々人に適した学習方法で学習することが出来るように支援していくことを目

指している。この「SALC」という自律学習支援施設を併せ持っていることが，「BECC」の英

語教育におけるもう一つの大きな特色となっている。「BECC」の設立以来の 4 年間で「SALC」

の利用者は大幅に増加しており，学生の自律学習が徐々に定着し始めていると思われる。 

これら教育課程における学習効果をより高めるために，授業外の学習活動では，学生の

進路希望に即した自主ゼミやチャレンジセミナーが開設されており，本学園の教育理念で

ある「育心育人」に基づく「面倒見の良い教育指導」を実践している。                                                                                          

各学科においても授業内容・方法等の工夫・開発がそれぞれ行われている。例えば，初

等教育学科においては，学科プロジェクト（学科のカリキュラムマネジメント）で，学科

の人材育成目標を確実に達成するために，あるいは学生のアクティブ・ラーニングを導く

ために，独自のシラバス内容チェック・リストを作成した。次年度のシラバス作成にあた

り，各教員がそれを拠り所とし，改善に努めたのである。 

人間福祉学科においては，授業科目間の関連を明確にするために，学年別領域別に各授

業科目を位置づけている。そして，学生がこれら授業科目間の関連が理解できるように，

各授業において，他のどの授業科目とどのように関連するのかを示しつつ授業を実施して

いる。                                            

心理学科においては，シラバスに掲載しているように，平成 23 (2011) 年度入学生から

適用する新カリキュラムにおいて，導入教育として位置付けている「心理学概論」，「心理

学基礎演習 A」，「心理学基礎演習 B」，「心理学情報処理演習」の 4 科目を，文系科目とし

ては全国的にも稀な 2 コマ続きの授業としている。そうすることで単なる座学だけでなく，

実践的・体験的な授業内容を加えることが可能になり，これらの経験を通して学習の深化

を図っている。                                            

人間栄養学科においては，1 年次の前期に専門科目と高等学校の化学・生物との橋渡し

をする講義や実験を開講している。1 年次後期から 2 年次には，管理栄養士・栄養士とし

て必要な基礎知識を身に付けることができるよう専門科目を繰り出している。また，この

段階で累積 GPA（Grade Point Average）値が 1.5 以上であれば，臨地実習履修要件を満

たすものとしている。3 年次以降は，現場で必要な多様化した高度な専門知識や技術を身

に付けることができる科目を開講して，それらの理解力を高めるように科目間の連携を強

化している。その一環として，期末試験問題を管理栄養士国家試験の出題形式に合わせて

作成し，それらを学科教員に公開することによって教育内容を共有できるような組織的工

夫を行っている。 

 単位制の実質を保つための工夫は，次のとおりである。まず，履修登録単位数の適切な

上限の設定については，「広島文教女子大学授業科目履修規程」，「広島文教女子大学 GPA

制度取扱要項」に示すように，各学期の履修登録上限単位数を 22 単位とし，さらに累積

GPA の高い値に応じて年間に 8 あるいは 4 単位を追加登録できるようにしている。各授業

科目の授業期間，授業の方法，授業外学修の指示，成績評価基準等は，「ユニバーサルパス

ポート」（日本システム技術株式会社製の教務システム）上に挙げたシラバスに明示すると

ともに，一般に公開している。また，長期にわたる教育課程の履修については，「広島文教

女子大学長期履修学生規程」において，各学期に履修登録できる単位数を学部学生では 14

単位，大学院学生では 7 単位と定めており，大学設置基準第 27 条の 2 を遵守している。 
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教育方法の改善を進めるために組織体制を整備し，運用することについては，教育方法

の改善を進めるための組織体制として，平成 18 (2006) 年に「ファカルティ・ディベロッ

プメント（FD）委員会」を設置した。 

さらに，平成 26(2014)年度に教育の改革・改善を組織的・継続的に支援し教育の質的向

上を図ることを目的に設置される「高等教育研究センター」内の部会（FD 部会）として

協働して活動していく。                                                                                                                                                                             

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成については，「文教スタンダード 21」                                           

の取り組みとして，カリキュラムマネジメントに関するプロジェクト（副学長〈校務担当〉

が統括し，各学科長が責任をもって教育課程を管理運営する）が，平成 22 (2010)年度か

ら発足した。平成 22 (2010) 年度では，現在のカリキュラムが各学科の人材育成目標を実

現するのに十分であるかを検証した。これは，各学科がいくつかの人材育成目標ごとに学

習内容の階層を明確にし，その内容，順序，時間配分等が適切であるかどうかを就職実績

や国家試験の結果，あるいは学生による授業評価結果などから評価し直したものである。

この検討結果は，各学科の「履修モデル」に反映している。この結果を踏まえて，今後様々

な角度から各学科の人材育成目標とカリキュラムとの関係が検証可能となるような教育シ

ステムの構築を目指していく。                                            

この検討プロセスでは，はじめに「履修モデル・講義内容一覧表とシラバスの整合性を

検討するためのチェックリスト」を作成した。 

表 2-2-3 履修モデル・講義内容一覧表とシラバスの整合性を検討するための 

チェックリスト（グローバルコミュニケーション学科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

目
標
と
内
容
の
一
致

評
価
の
適
格
性

後期

目
標
と
内
容
の
一
致

評
価
の
適
格
性

児童英語入門 1 1 言語習得論 1 1
英語学概論 3 0 英語学研究 3 0
TOEICⅠ 3 1 TOEICⅡ 3 1
International Communication StrategiesⅠ 3 1 International Communication StrategiesⅡ 3 1
Writing StrategiesⅢ 3 1 Writing StrategiesⅣ 3 1
Reading StrategiesⅢ 3 1 Reading StrategiesⅣ 3 1
英語コミュニケーションⅢ 2 1 英語コミュニケーションⅣ 2 1
イングリッシュワークショップⅢ 2 1 イングリッシュワークショップⅣ 2 1
Writing StrategiesⅠ 3 1 Writing StrategiesⅡ 3 1
Reading StrategiesⅠ 3 1 Reading StrategiesⅡ 3 1
英語学基礎演習Ⅰ 3 1 英語学基礎演習Ⅱ 3 1
Basic English CommunicationⅠ 3 1 Basic English CommunicationⅡ 3 1
英語コミュニケーションⅠ 2 1 英語コミュニケーションⅡ 2 1
イングリッシュワークショップⅠ 2 1 イングリッシュワークショップⅡ 2 1
赤字は教養科目、青字は複数目標科目

3 1
2 0
1
0サブ目標とシラバスが大きく異なっている。

サブ目標とシラバスの内容の一部が一致している。
サブ目標とシラバスの内容の大半が一致している。 サブ目標の達成度の評価が不明確である。

ＴＯＥＩＣで500点以上の成績をとることができる。（上位の学生は600点以上を目指す）

サブ目標とシラバスの内容が完全に一致している。 サブ目標の達成度を明確に評価している。

基礎的教育科目
（１・２年次）

日常生活に関して、基本的な英語表現（4技能）ができる。
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表 2-2-3 は，グローバルコミュニケーション学科の人材育成目標のサブ目標である「実

践的英語力を習得する」ためのカリキュラムの「履修モデル・講義内容一覧表とシラバス

の整合性を検討するためのチェックリスト」である。ここでは，昨年度のそれぞれのカリ

キュラムにおける実際のシラバスと試験やその評価結果，並びに学生による授業評価結果

などを分析し，各カリキュラムと人材育成目標との整合性を確認している。 

 

表 2-2-4 目標達成度の評価とそれに伴う教育システムの流れ図 

英語コミュニケーションⅣ Writing StrategiesⅣ 言語習得論

TOEICⅡ イングリッシュワークショップⅣ International Communication StrategiesⅡ Reading StrategiesⅣ 英語学研究

↑ 英語コミュニケーションⅢ ↑ Writing StrategiesⅢ 児童英語入門

TOEICⅠ イングリッシュワークショップⅢ International Communication StrategiesⅠ Reading StrategiesⅢ 英語学概論

Basic English CommunicationⅡ 英語コミュニケーションⅡ Writing StrategiesⅡ
英語基礎演習Ⅱ イングリッシュワークショップⅡ Reading StrategiesⅡ
Basic English CommunicationⅠ 英語コミュニケーションⅠ Writing StrategiesⅠ
英語基礎演習Ⅰ イングリッシュワークショップⅠ Reading StrategiesⅠ

１年

後
期
前
期

到達目標

キーワード：教員配置、教育設備・備品、教育予算、時間配分、シラバス、情報交換、共同研究、教材開発
観点：教員同士がお互いの授業内容の情報交換をするようになった。SALCの利用者が増加した。TOEICの得点が全員５００点を超えた。

学習の評価

キーワード：Writing、Reading、Listening、Speaking、Communication、語彙、文法
観点：TOEICの得点が１００点以上伸びた。　SALCに積極的に行っている。　授業で発言が増えた。　教員の研究室に質問に来るようになった。
レポートの文字が丁寧になった。　目が活きいきとしてきた。　積極的にクラスの役割を引き受けるようになった。　辞書をいつも持っている。
会話での表現が豊かになった。　いつも最前列の席に座っている。　授業に集中している。　予習・復習をするようになった。

日常生活に関して、基本的な英語表現（4技能）ができる。

２年

後
期
前
期

教育システム
の評価

目標の達成度を評価する観点・キーワード：

ＴＯＥＩＣで500点以上の成績を
とることができる。（上位の学生
は600点以上を目指す）

 

 

これらの結果から，人材育成目標を達成するためのプロセスを再構築し，達成状況を評

価可能にするために，表 2-2-4 のモデルを構築した。これは，人材育成目標をいくつかの

サブ目標に分解し，サブ目標を達成するためのカリキュラムの流れを明確にし，さらに，

その目標が達成されているかどうかの評価指標を，学生の学習結果に見られるものと，教

育システムの成果として見られるものに分類して表記したものである。このようなモデル

を人間科学部の全学科で構築し，人材育成目標とカリキュラムとの関係が検証可能となる

ような教育システムの構築を目指した。                                            

大学院にかかる教育課程の編成方針に即した授業科目の開設については，「大学院学則」

第 13 条及び「別表第 1」に履修基準並びに履修方法が定められており，本学ホームページ

「大学院」『学生生活ハンドブック』などに明示している。教育学専攻臨床心理学コースに

おいては，臨床心理士養成指定大学院 1 種としての体系的な授業編成となっており，これ

に即して授業科目を編成している                                                                                                                                

 授業内容・方法の工夫に関する取組みとしては，教育学専攻臨床心理学コースにおける

実習系授業があげられる。本学大学院独自の『改訂「臨床心理実習」の手引き』を作成し，

実習における教育効果を高めている。                                                                                       

 

(3)2-2 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 24 (2012) 年度に実施したカリキュラムマネジメントの検討及び改善策の策定につ

いては，学内に周知している。また，中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学

教育の質的転換に向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ〜」(平成
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24 (2012) 年 8 月 28 日)を踏まえ，単位制の実質化，学修時間の確保を目指した検討を「質

的転換ワーキング」が中心となって開始した。この検討の中で，シラバス記載内容等の変

更については平成 25 (2013) 年度版シラバスから実施している。カリキュラムに関する検

討については，平成 25 (2013) 年度中に成案を得，平成 26 (2014) 年度入学生から実施す

る予定である。 

大学院にかかる教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化は，既に『大学院募集要

項』に掲載している。今後『学生生活ハンドブック』においても掲載し，周知を図る予定

である。また，授業内容・方法を工夫しているが，教育方法の改善を進めるための組織的

な体制や規程等が整備されていない部分があり，平成 25 (2013) 年度中に成案を得，平成 

26 (2014) 年度入学生から実施する予定である。 

 

2-3 学修及び授業の支援 

≪2-3 の視点≫ 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

(1)2-3 の自己判定 

 基準項目 2-3 を満たしている。 

 

(2)2-3 の自己判定の理由（事実の説明と自己評価） 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

教職員協働による学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制を適切に整

備・運営することについては，学生の自立学習の確立を支援することや，学習面で悩みを

抱える学生を支援することを目的として，「学習支援室」（「広島文教女子大学学習支援室規

程」を平成 21 (2009) 年度に設置し，その運営・実施は，教員と職員の協働による「学習

支援室運営委員会」が当たっている。平成 24（2012）年度より，教養教育部の非常勤助

手が午後に常駐しており，今年度においても相談及び継続的な個別指導の実績を積んでい

る。自立学習の促進の場としては，広く学生に認知されている。現在は，「教養教育部」お

よび「入試広報センター」，「学生相談室」の連携のもと，学修支援の手順の明確化と支援

の効果測定に向けての取り組みが模索されている。 

学修支援に資するデータを収集するため，年度開始直後に外部業者による基礎力調査を

実施している。この調査は学生の基礎学力や学びの習慣，将来像などについて広く情報収

集するものである。結果は「学生サポートセンター」を中心に各学科・チューター等で共

有される。調査の結果，基礎学力に課題があると考えられる学生に対し，「学習支援室」の

利用を促すようチューターに依頼がなされる。 

さらには，「入試広報センター」の協力のもと，入学前からの学修支援の充実にも着手し

ている。入学前の生徒（AO・推薦入試合格者）に対し，学修態度の涵養およびモチベーシ

ョンの維持を目的として，入学前の学習課題を提示している。これについては，一方向的

な課題の提示ではなく，生徒と双方向のやりとりがなされるように，各学科の担当者によ

って配慮がなされている。また，「学生サポートセンター」の主催により，入学予定者を対
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象とする「プレスチューデントデイ」を実施することにより，入学前における直接的かつ

具体的な学修支援活動を実現している。 

英語コミュニケーションに関する学習支援は，「BECC」における学習支援組織である

「SALC」が担当している。ここでは，学生が自主的に学習を進めていくことを支援する 3

名の学習アドバイザーが常駐している。3 名の学習アドバイザーは，英語学習に関する専

門知識を有している外国人専任教員 2 名と日本人専任教員 1 名である。また，この施設は，

書籍・CD・DVD・ゲームなどを含む，バラエティー豊かな教材が揃えられており，自分

の英語のレベルに合ったものを選択できるよう，全ての教材に英語の難易度が表示されて

いる。さらに，コンピュータのアシストで発音練習ができるスピーキングブースや，仲間

と協力・サポートし合いながらの英語学習を進めていくマルチパーパスルームなどがあり，

「SALC」カウンターのスタッフが様々な便宜を図っている。そして「SALC」のもう一つ

の特徴は，すべて英語でのコミュニケーションが義務付けられていることである。これに

よって本学の学生は，学内にいながら留学をしているような体験をすることができる。こ

の施設を設置して 3 年が経過し，学習支援を通した学生の英語コミュニケーション能力の

向上に関しても徐々に成果が上がりつつある。                                            

オフィス・アワー制度については，全学的に実施しており，各教員はオフィス・アワー

の時間帯を，本学「ユニバーサルパスポート」に掲載するとともに，各研究室の入口に掲

示することになっている。『学生生活ハンドブック』にもその内容を記載し，周知を図っ

ている。特に，新入生への支援に関しては，教職員と学生スタッフの協働による「オリエ

ンテーション・セミナー」と「フレッシャーズ・プログラム」が挙げられる。                                                                                                            

オリエンテーション・セミナーは，仲間づくりをテーマに，1 泊 2 日の日程で教職員と  

学生スタッフ百数十名が一体となって，新入生の大学生活のスタートを支援するものであ

る。表 2-3-1 にこの 3 年間における新入生，支援学生，教職員の参加数を示した。新入生

にとってこのセミナーは意義深いものとなっている。                                            

  

表 2-3-1 オリエンテーション・セミナー参加者数 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実施期日 4 月 7,8 日 4 月 7,8 日 4 月 7,8 日 

新入生(人) 302 342 321 

支援学生(人) 95 114 127 

教職員(人) 83 88 94 

                       (学生生活支援委員会会議資料) 

「フレッシャーズ・プログラム」の 1 つピア・サポートは，入学間もない新入生が，あ

らゆることを気軽に相談できる窓口である。事前に研修を受けた上級学生が相談を受ける

もので，新入生にとって心強いサポートになっている。この 3 年間におけるピア・サポー

ター数，相談件数などは表 2-3-2 に示すとおりで，今後も継続して実施する予定である。 

なお，平成 26（2014）年度は前年度までと趣向を変え，オリエンテーションセミナー

のプログラムに組み込むことでピアサポーターと新入生全員が交わる機会を設定し，学生

同士の意見を促進させた。                                         
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表 2-3-2 ピア・サポートにおける相談人数･件数の年次推移 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

実施期間 4/10～20 4/2～5,10,11,12,16,17 4/7 

サポーター数 17 68 MAX 127 

相談者数 19 31 MAX 321 

相談件数 19 318 集計不可 

                       (学生生活支援委員会会議資料) 

 

教員の教育活動を支援するための TA(Teaching Assistant)等の活用については，「SA 

(Student Assistant)」，「サポートスタッフ」及び TA それぞれに取り扱い等に関する規程

を定めて(「広島文教女子大学学生アシスタント取扱要項」「広島文教女子大学ティーチン

グ・アシスタント取扱要要項」)  修学の支援を行っている。                                            

                                            

SA は情報系教育の授業において，エクセルやワードに関する学生からの質問をサポー

トするものである。学生アシスタントの勤務日は，情報教育担当教員からの要望に基づい

て決定し，毎勤務後には授業内容，学生からの質問内容，それに対する回答，感想をまと

めたノートを情報教育担当教員又は担当職員に提出している。担当教員は添削後，ノート

を学生アシスタントに返却する。学期末終了後には，その期の勤務内容のまとめ，質問応

答，感想，今後の目標などをまとめたレポートを提出している。 

図書館 1 階第 2 閲覧室には，学生が自由に使用できるパソコンを 80 台設置しており，

利用者からのパソコン，プリンターに関する支援要請に対応するヘルプデスクとメンテナ

ンス作業を行う学生アルバイトを，本学では「サポートスタッフ」と呼び活用している。

勤務時間は，図書館開館日の月曜日から金曜日で，8 時 30 分から 19 時 00 分までを 8 つ

の時間帯に分け，交代でシフト勤務している。 

また，状況に応じて，図書館以外のパソコン設置場所（231 教室・232 教室・251 教室・

252 教室・2 号館 5 階エレベーターホール・淳風寮図書室・就職課）においてもメンテナ

ンス作業を行っている。学期終了後の長期休暇中においては，パソコン教室のメンテナン

ス作業を 1 週間程度にわたって補助している。 

 

従来，TA による専門教育の学修支援については，心理学科 2 年次生対象の「心理学実

験Ⅰ・Ⅱ」，及び 3 年次生対象の「心理学データ解析法」で活用してきた。今後も TA の活

用を継続して実施する計画である。初等教育学科では，「野外活動」の授業において，水泳

の指導員として上級生を活用している。 

 

中途退学者，停学者及び留年者への対応策であるが，中途退学者に関しては，表 2-3-3

が示すようにおよそ 2%が現状である。これら中途退学者の対応については，「学生相談室」

が中心となりサポートを行っている。「学生相談室」では，表 2-3-4 が示すような事由や原

因についての分析を行い様々な問題に対して専門カウンセラーを中心に対応している。ま

た，「育心育人ガイダンス」の面談を利用したチューターによる学生への個人的なサポート

もきめ細かく行っている。                                                                                       
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表 2-3-3 学年別退学者･退学率 

年度＼学年 1 年 2 年 3 年 4 年 合計 退学率 

21 年度 5 4 1 8 18 1.54 

22 年度 6 8 3 4 ① 21 ① 1.91 

23 年度 13 ① 3 4 5 ① 25 ② 2.24 

24 年度 8 4 ① 2 7 21 ① 1.77 

25 年度 4 9 8 9 30 2.34 

退学率：(退学者＋除籍者)÷在籍者数，○印：除籍者数(外数) 

 

 

表 2-3-4 事由別中途退学者数 

 

 学生への学修及び授業支援に対する学生の意見等をくみ上げる仕組みを適切に整備し，

学修及び授業支援の体制改善に反映させることについては，「学長メール」「授業評価アン

ケート」「育心育人ガイダンス」による面談，並びに「学習支援室」での対応によって行わ

れている。ここで取り上げられた意見は，「FD 委員会」「学習支援室」及び各学科などで

対応している。                                                                                     

大学院にかかる教職員協働による学生への学修支援及び授業支援に関する方針・計画・

実施体制を適切に整備・運営していることについては，特に社会人入学生や学部での専門

学修が不十分な学生に対し，個別的に教員が個人指導をしている。 

教員の教育活動を支援するための TA 等の適切な活用については，学生の学内施設実習

への学修支援において，心理教育相談センター職員 1 名が「臨床心理実習」における学修

支援を行っている。 

中途退学者，停学者及び留年者への対応策について，まず中途退学者数を見てみると平

成 22 (2010) 年度は 1 人，平成 23 (2011)年度は 0 人，平成 24（2012）年度 1 人である。

学生への対応は，専攻主任や修士論文指導教員が中心となり，問題によっては，学生相談

室でサポートしている。 

 学生への学習及び授業支援に対する学生の意見をくみ上げる仕組みを適切に整備し，学

修及び授業支援の体制改善に反映させていることについては，「学長メール」を始めとして，

「授業評価アンケート」や学期始めのチューターによる個人面談によって行われている。 

 

事由 

年度 

不本意入学 

進路変更 

学業不適応 心身不調 出産育児 家庭の事情 

経済的困難 

その他 総 数 

21 年度 5 2 7 2 2 0 18 

22 年度 6 8 2 1 3 1 21 ① 

23 年度 6 11 7 1 0 0 25 ② 

24 年度 7 6 5 2 ① 1 0 21 ① 

25 年度 7 10 11 0 2 0 30 

○印：除籍者数(外数) 
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(3) 2-3 の改善・向上方策（将来計画） 

学修及び授業の支援については，概ね留意点を満たしているので，これまでの方針を継

続する予定である。ただし，幾つかの点で改善・向上方策が挙げられるので以下に記す。 

学生への学修及び授業支援に関しては，特に，学習面で悩みを抱える学生に対する支援

を中心に「学習支援室」並びに「学生相談室」などで検討する。また，新入生に対する支

援については，「学生生活支援委員会」を中心に検討した結果，平成 26(2014)年度からオ

リエンテーションセミナーのプログラムににピア・サポートを組み込むこととし，有効な

支援体制が取れるようにする。 

大学院にかかる社会人入学生や心理学を学部で修学していない等，大学での専門教育が

不十分である学生に対しては，教員が個別に対応することによって，サポートが実践され

ている。しかし，個々の教員の努力によるものであり，大学院研究科としての体制にまで

は至っていない。次年度以降には，職員も含めたサポート体制の強化など支援体制を構築

していく。 

 

2-4 単位認定，卒業・修了認定等 

≪2-4 の視点≫ 

2-4-① 単位認定，進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

(1)2-4 の自己判定 

基準項目 2-4 を満たしている。 

 

(2)2-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 単位認定，進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

単位認定，進学及び卒業・修了要件を適切に定め，厳正に適用していることについては，

「広島文教女子大学学則」第12条に示されるように，各授業科目の単位数は大学設置基準

第21条に則って設定されている。また，「広島文教女子大学授業科目履修規程」に示され

るように，各授業科目のシラバスに成績評価基準を記載することにより，公正な成績評価

を図っており，大学設置基準第25条の2及び第27条を遵守していると言える。 

具体的には，単位の認定については，「広島文教女子大学学則」第15条に「学業成績の

評価は，秀，優，良，可，不可の評語を持って表し，秀，優，良，可を合格，不可を不合

格とする」と定めている。さらに，これに対応させて，秀～可をＳ～Ｃ，不可をＤ（成績

不良）としている。その成績は，学期末試験，学習状況などを総合して各授業担当者が厳

正な評定を行っている。各授業の成績評定の方法は，「ユニバーサルパスポート」上のシ

ラバスに明示している。  

「広島文教女子大学学則」に「試験は，授業実施時間数の65%以上出席しなければ受け

ることができない」と規定し，卒業の認定は「広島文教女子大学授業科目履修規程」に，

教養教育科目を32単位以上，専門教育科目を62単位以上履修した上で，全体では124単位

以上の習得を要件と規定し，厳正に適用している。                                                                                                                                  

さらに，平成 21 (2009) 年度以降の入学生は，卒業要件に入学時からの累積GPA値が1.5

以上であることを追加した。 
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また，各学年次で取得しなければならない必修科目・選択科目を明確にし，『学生生活

ハンドブック』に記載し，厳正に適用している。平成 23 (2011) 年度，「教務委員会」に

おいて累積GPA値が1.5未満の学生に対する学修支援について検討した結果，「広島文教

女子大学GPA制度取扱要項」で示したように，再履修科目の範囲の拡大と，その際の再履

修登録料の撤廃を挙げ，再履修への門戸を広げた。さらに，卒業時での1.5未満の累積GPA

値を回避するために，学期毎に1.7以下の学生に対してチューター及び学科長による丁寧な

履修指導を行っている。 

 履修登録単位数の上限の適切な設定など，単位制度の実質を保つための工夫について

は，履修登録単位数の上限を，「広島文教女子大学学則」第11条第2項により，平成20 (2008) 

年度以前の入学生は1年間に40単位未満，平成 21 (2009) 年度以降の入学生は各学期に22

単位以内とし，履修できる授業の数が適切な設定となるように配慮し，単位制度の実質を

保つように工夫している。一方で，成績優秀者に対しては，「広島文教女子大学学則」第

11条第3項，「広島文教女子大学授業科目履修規程」第6条第2項 に示したようにGPA制

度の導入にあわせ，成績優秀者に対する履修登録単位数の上限の引き上げ（GPA値3.5以

上の者が年間＋8単位，GPA値3.0以上3.5値未満の者が年間＋4単位）を行った。また，平

成26（2014）年度入学生からは，カリキュラム変更により各学期に履修登録できる単位の

上限を24単位としているが，成績優秀者の履修登録単位数上限の引き上げは出来なくする

予定である。ただし，特に資格に関わる科目の単位数については，その資格の取得を希望

する者と希望しない者がいることに配慮して上限から除外し，また集中講義についても，

その上限から除外している。                                                                                               

大学院にかかる単位認定，進学及び卒業・修了判定要件を適切に定め，厳正に適用して

いることについては，大学院設置基準第 15 条，大学設置基準の準用に則り，厳正に適用

している。具体的には，単位の認定については，「大学院学則」第 15 条に表 2-4-1 のとお

り定めている。                                            

           表 2-4-1 成績評価基準 

成 績 の 評 価 成績表示 合  否 

秀 （90～100 点） S 

合  格 
優 （80～89 点） A 

良 （70～79 点） B 

可 （60～69 点） C 

不可（60 点未満） D 不 合 格 

 

その成績は，学期末試験，授業への参加度，平常の学習状況などを総合して，各授業担

当者が厳正な評定を行っている。各授業の成績評定の方法は，シラバスに明示している。  

大学院課程の修了要件及び学位授与に関しては，「大学院学則」第 45 条から第 48 条                                           

に基づいて適切に定められており，厳正に適用している。具体的な修士論文の指導並びに

審査については，修士論文中間発表会，修士論文発表会で指導，審査がなされている。よ

って，大学院設置基準第 12 条，第 13 条及び第 14 条の 2 を遵守しているといえる。 
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(3)2-4 の改善・向上方策（将来計画） 

単位認定及び卒業・修了要件は適切に設定されているが，進級要件については明示され

ていない。学修時間の確保や学修内容の系統性等，質保障という観点からの議論が必要と

考えられる。引き続き「教務委員会」で検討する。 

また，平成26（2014）年度入学生より，カリキュラム変更に併せて卒業要件から累積

GPA値を取り除くこととし，あわせて学期毎に履修指導を受けなくてはならない累積GPA

値を2.0未満とし，質保証を保つためにこれまで以上に早期の対応をとるようにする予定で

ある。 

 大学院における単位認定及び修了要件については，適切に設定されている。さらに早期

修了なども可能となる要件等を平成 25 (2013) 年度中に成案を得，平成 26 (2014)年度入

学生から実施する予定である。 

 

2-5 キャリアガイダンス 

≪2-5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

(1)2-5 の自己判定 

基準項目 2-5 を満たしている。 

 

(2)2-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

インターンシップ等を含め，キャリア教育のための支援体制を整備していることについ

ては，これまでの就職ガイダンス及び進路支援に加え，平成 21 (2009) 年度より「自己の

内的キャリアを見極め，それに沿ったキャリアパスを描き，多様に変化する時代にしなや

かに逞しく対応していける力をつけること」（『平成 23 年度教育懇談会資料』）を目的とし

て，キャリア教育を導入した。具体的には教養教育科目の中にキャリア形成科目群を位置

づけた。教育課程の中で実施するキャリア教育のほか，キャリアセンターにおいて就職支

援講座（表 2-5-1）を実施し，学生の社会的・職業的自立のための進路指導を行っている

（『平成 25 年度教育懇談会資料』，『2013 年度 インターンシップ実施報告書』）。 

キャリアセンターでは，学生の就職活動支援の他，キャリア教育，インターンシップの

企画・運営・実施に関する業務を行っている。また，キャリア教育の実施にあたっては，

教養教育部とも連携を図っている。本学のキャリア教育は単なる就職支援ではなく，教育

活動全般をとおして，自分の将来の生き方を考え，社会の一員として，職業人として自立

する力と態度を育てるものである。 

授業カリキュラムとしては，キャリア教育の目的を 3 つの段階に分け，第一段階として

「自己の内的キャリアを見極める」ための科目として，「キャンパスライフプランニング」

「キャリア形成概論Ⅰ」「キャリア形成概論Ⅱ」を位置づけた。第二段階には「キャリアパ

スを描く」ための科目に「コミュニケーションとソーシャルスキル」「プレゼンテーション

技法」「ビジネス文書」等を位置づけ，第三段階には「変化にしなやかに対応していく力を

つける」ための科目に「インターンシップ」を置いている（「広島文教女子大学教育課程等

に関する規程」）。 



46 

就職・進学に対する相談・助言体制の整備と，その適切な運営については，本学では学

生の就職・進学に対する相談・助言と就職への支援のために，キャリアセンター運営委員

と就職課が連携をとる体制をとっている。キャリアセンターは運営委員会を設置し，現在

は，各学科の担当教員 8 人と就職課長で構成され，就職講座の開催，就職支援等の協議と

決定を行い，就職に対する相談，支援体制の運営の中核としている。 

 また，就職課においては，春，秋 2 回の 4 年生全員に対する面談を行い，就職への個別

支援とともに就職への意識が不十分な学生に対し意識付けを行うなど，就職活動状況の把

握と「もれのない」支援に努めている。3 年生についても後期に希望者を対象に面談期間

を設け，早期からの就職を意識した方向付けを行っている。面談の結果をチューターと共

有し，チューターとの連携に役立てている。また，キャリアカウンセラーを配置し，学年

に関係なく学生が就職・進路に関する相談ができる環境を整えている 

 学生の就職活動にあたっては，保護者・家族の支援が重要である。「キャリアセンター」

において，保護者の支援に取り組み，その一環として平成 21 (2009) 年度から『保護者の

ための就職ガイドブック』を作成し保護者・家族全世帯に配付した。加えて，教育懇談会

の一環として 3 年生の保護者を対象に「保護者のための就職ガイダンス」を開催した。内

容は，就職状況の説明と保護者・家族の支援の重要性について，4 年生内定者の就職への

取り組みの発表などであった。 

表 2-5-1 就職支援講座 

■キャリア・セミナー（全学年対象） 

№ タイトル 日程 

1 ビジネスマナー・コミュニケーション講座 
Ａ：5 月 17 日，24 日，31 日，6 月 7 日（全 4 回） 

Ｂ：6 月 28 日，7 月 5 日，12 日，19 日（全 4 回） 

（全て金曜 5 コマ目，ＡｏｒＢいずれかを選択） 

2 ＯＧ座談会 7 月 27 日（土） 3・4 コマ 

3 職場見学 8 月 27 日（火），30 日（金） 

4 内定者発表会 9 月 27 日（金） 

5 業界研究セミナー 11 月 16 日(土) 3・4 コマ 

6 就活駅伝 （学科によって実施） 

■就職ガイダンス（学年別，希望進路別） 

4 年生対象 
一般 /

他 

福
祉 

施
設 

幼保 教職 日時 

1 就職活動オリエンテーション（４年生） ○       4 月 1 日（月）11：00～12：00《641 教室》 

2 就職活動オリエンテーション（４年生）   ○     6 月 21 日（金）16：30～ 

3 就職活動オリエンテーション（４年生）     ○   4 月 16 日（火）16：30～18：00 

4 就活応援講座 ○ ○ ○  11 月 29 日（金）5 コマ 

３年生対象*4 年生の出席可 
一般 /

他 

福
祉 

施
設 

幼保 教職  

1 就職活動説明会（３年生） ○       4 月 1 日（月）13：00～14：30《641 教室》 

2 就活準備講座Ⅰ～就職サイト登録説明会 ○       5 月 10 日（金）16：30～18：00 

3 就活準備講座Ⅱ～リクナビ使い方説明会 ○       6 月 14 日（金）14：50～18：20 
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4 就活準備講座Ⅲ～ＯＧ座談会 ○ ○ ○ ○ 7 月 27 日（土）3・4 コマ 

5 就活準備講座Ⅳ～内定者発表会 ○ ○     9 月 27 日（金）10：30～12：00 

6 就活準備講座Ⅴ～ＳＰＩ模試 ○       10 月 20 日（日）10：30～12：00 

7 就活準備講座Ⅵ～業界研究セミナー ○ ○ ○ ○ 11 月 16 日（土）3・4 コマ 

8 就職ガイダンスⅠ～就活スタート講座 ○    9 月 27 日（金）16：30～18：00 

9 就職ガイダンスⅡ～企業研究セミナー ○    10 月 25 日（金）16：30～18：00 

10 就職ガイダンスⅢ～文章力養成講座 ○ ○    2月 18日（火）・19日（水）10：00～17：00 

11 就職ガイダンスⅣ～履歴書・ＥＳ作成講座 ○ ○ ○  11 月 1 日（金）16：30～18：00 

12 就職ガイダンスⅤ～メイク講座 ○ ○ ○ ○ 11 月 8 日（金）16：30～18：00 

13 就職ガイダンスⅥ～マナー講座 ○ ○ ○ ○  11 月 15 日（金）16：30～18：00 

14 就職ガイダンスⅦ～面接対策講座 ○ ○ ○ ○ 12 月 13 日（金）16：30～18：00 

15 就職ガイダンスⅧ～ＧＤ講座 ○    
1 月 14 日（水）・20 日（月）・24 日（金） 

いずれも 13：10～14：40 

■キャリア課外講座（全学年対象 ＊有料） 

№ タイトル 日程 

1 就職筆記試験対策講座（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） 前期：土曜 3 コマ ｏｒ 夏期集中（8/9～12） 

2 就職筆記試験対策講座（ﾍﾞｰｼｯｸ） 前期：土曜 4 コマ 

3 ＳＰＩ２・テストセンター対策講座 後期：土曜 3・4 コマ 

4 サービス・接客業のためのプロトコル講座 
12 月 6・20 日，１月 10・24・31 日（全５回） 

いずれも金曜 16：30～18：00 

大学院のキャリア教育のための支援体制の整備については，教育学専攻臨床心理学コー

スの場合，主に授業科目「臨床心理実習」によってなされている。臨床心理実習では，学

外施設実習として，医療機関，福祉相談機関への実習がなされる。また学内施設実習とし

て，心理教育相談センターにおける実習がなされる。実習では，相談業務の担当などを通

して，専門家としての姿勢や態度の習得，並びに専門的技能の習得に向けての指導を受け，

キャリア教育がなされているといえる。                             

その結果，大学院修了者のほとんどが心理専門職として就職している。さらに修了年の翌

年度に実施される臨床心理士試験でも合格者を輩出している。 

就職・進学に対する相談・助言体制の整備と，その適切な運営については，就職課から

の支援体制と大学院担当教員の支援との連携によって行われており，整備されている。 

 

(3)2-5 の改善・向上方策（将来計画） 

就職ガイダンスの実施効果を測定するため，平成 24 (2012) 年度はガイダンス毎に行っ

ている受講者アンケート項目を改訂した。進路や就職に対する意識の変化やガイダンスの

効果を質的・量的に測定し，学生の就職支援に対するニーズが把握できた。 

 就職への意欲意欲が低下した学生への支援については，大学をあげて生活支援，学習支

援，就職支援を行っているにもかかわらず，就職への意欲を失い進路未決定のまま卒業し

ていく学生が増加する傾向にある。これらの学生への援助という点で体制が十分でないの

で，「キャリアセンター」でその要因と対応策を検討して就職指導体制を改善するよう検討

する予定である。 
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 2-6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック  

≪2-6 の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

(1)2-6 の自己判定 

基準項目 2-6 を満たしている。 

 

(2)2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

Ａ．人間科学部 

 本学では，2-2-②に詳しく述べられているように，平成 22 (2010) 年度から，カリキュ

ラムマネジメントに関するプロジェクトの一環として，全学科において，人材育成目標と

カリキュラムの整合性を検証するためのシステムの構築を行い，教育目的の達成状況を点

検・評価し，改善していくための体制を整備した。全学科共通の評価基準としては，GPA

値によるディプロマポリシーの達成率の測定，及び「学生による授業評価アンケート」結

果があるが，さらに学科ごとにそれぞれの特性に基づき，以下のような評価基準を設定し

ている。 

 

〇初等教育学科 

 初等教育学科では，「教育に関する専門的な知識や技能を修得し，主体性と協同性を

持った逞しい実践力のある人材を育成する。」という人材育成目標のもとに，教育の現

場で高い教育力を発揮して人材育成に携われる優れた教育者の育成に努めている。こ

うした人材育成目標について本学科では，(1)教員就職率，(2)保育士就職率，の 2 項目

を達成の評価基準としているが，特に(1)に関しては，1 次試験と 2 次試験の合格率を

比較分析して，より詳細な点検・評価を行った上で，教育内容・方法の改善に取り組

んでいる。また，次年度以降に学科独自のアンケートを実施し，達成状況の検証を行

う予定である。 

〇人間福祉学科 

 人間福祉学科では，「誰もが安心していきいきと暮らすことができる，福祉社会を支

える知識と技術をもった心豊かな人材を育成する。」という人材育成目標のもとに，福

祉に関する深い専門知識・技術を備え，現代のさらに高度化する福祉社会の要請に応

えられる人材の育成に努めている。こうした人材育成目標について本学科では，特に，

(1)国家試験(「社会福祉士」「精神保健福祉士」)合格率，(2)専門職への就職率，の 2

項目を達成の評価基準として点検・評価を行い，教育内容・方法の改善への取り組み

を進めている。また，次年度以降に「人間福祉学会」を通して，卒業生に満足度アン

ケート調査を実施し，達成状況の検証を行う予定である。 

〇心理学科 

心理学科では，「心身の健康に関する専門的な知識や技能を身につけた，リーダーと

して地域に貢献できる人材を育成する。」という人材育成目標のもとに，心理学の高度

な専門知識・技術によって，現代社会の諸問題に柔軟に対処し，社会の様々な場で活
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躍できる積極的に活躍できる人材の育成に努めている。こうした人材育成目標につい

て本学科では，まず就職率を達成の評価基準においているが，さらに「キャリアポー

トフォリオ(主張性・自己統制・協調性・計画性・自律性の各 5 項目）」による自己目

標達成度を導入し，達成状況の検証を行う予定である。 

〇人間栄養学科 

人間栄養学科では，「健康及び食に関する専門的な知識や技術と豊かな人間性を身に

つけた人材を育成する。」という人材育成目標のもとに，食の分野において，深い専門

知識・技術によって健全な社会の維持・発展に寄与しうる人材の育成に努めている。

こうした人材育成目標について本学科では，(1)国家試験(「管理栄養士」)合格率，(2)

専門職への就職率，(3)外部評価(臨地実習先による評価)の 3 項目を達成の評価基準と

し，さらに，ソシオ活動や産学連携事業等における学生の社会貢献度も考慮しつつ，

点検・評価を行い，教育内容・方法の改善への取り組みを進めている。 

〇グローバルコミュニケーション学科 

グローバルコミュニケーション学科では，「実践的な英語力を身につけ，グローバル

な視野で幅広いものの見方・考え方ができる自立した人材を育成する。」という人材育

成目標のもとに，さらに国際化が進む現代社会の様々な現場において，高度で実践的

な英語力を駆使できる人材の育成に努めている。こうした人材育成目標について本学

科では，(1)TOEIC 得点，(2)就職率，(3)教職への就職率，の 3 項目を達成の評価基準

としている。(1)については，「850 点以上：10%以上，730 点以上：30%以上，600 点

以上：90%以上」を目指し，(3)については，卒業後 3 年以内に複数名の合格者を出す

ことを目標としている。 

学科は平成 22 (2010) 年度よりスタートし，平成 25 (2013) 年度に完成年度に達し

た。上記の評価基準に基づく検証結果は以下の通りである。(１)730 点以上は 0%，600

点以上は 24%であった。目標値を達成できなかったが，個々の伸長度から考えると，

当初は低学力であったが著しい伸びを示した学生が少なからずいた。（2）については

92%で，全国平均と同程度であった。（3）については，志望者 3 名中現役合格者が 1

名で，予想以上の成果であった。 

   人材育成目標の「実践的な英語力を身につける」ことについては，不十分な結果で

はあったが，基本的な方向性を維持しつつ一層の改善を加えていく。 

 

Ｂ．人間科学研究科 

人間科学研究科では，人間の教育・健康及び社会福祉の分野で高度な専門的知識と研究

能力及び優れた実践力を身につけさせることによって，地域社会の中で中心となって活躍

できる人材の育成を目的としており，その点検・評価のために就職状況の調査を実施して

いる。教育学専攻臨床心理学コースにおいては，平成 22(2010) 年度から平成 25 (2013) 年

度まで就職した修了生の人数は 42 人であり，医療・保健・福祉，教育領域へ就職している。

また，人間福祉学専攻では，平成 22(2010) 年度から平成 25 (2013)年度まで，就職した修

了生の人数は 5 人であり，社会福祉士及びケアワーカーとして就職している。さらに臨床

心理学コースの場合，臨床心理士資格審査は修了後に実施されることや翌年度に再受験す

る者もいるため，毎年，受験並びに臨床心理士試験合否状況の追跡調査を実施している。
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そして，これらの情報を教員間で共有し，教育目標の達成状況を点検・評価している。 

 

〇キャリアセンター 

就職状況については，「進学・就職内定先報告書」により調査を実施しており，報告

書は進路が決定した時点で学生から就職課へ提出するよう，就職ガイダンスで指導を

徹底している。卒業式までに進路が決定しなかった学生については，就職課が電話・

メールで追跡調査を行っている。調査結果については，5 月 1 日付けで学内 LAN によ

って全教職員に報告している。                                                                                                     

 

〇教職センター 

教職センターでは，平成 23 (2011) 年度から『教職課程履修の手引き』を作成し，

そこに「教員養成に対する理念，設置の趣旨」を掲載することによって学生に対し本

学教職課程の意義を説明している。また，本手引きを利用し，年度当初に教職課程を

履修する新入生に対して説明会を実施している。その教職課程の意義が実現されてい

るかどうかについては，「教職課程履修カルテ」によって随時確認し，教職センター所

属教員によって教職課程の履修指導などに活用されている。教職課程の履修状況につ

いては，上記説明会への出席や「教職課程履修カルテ」のほか，ユニバーサルパスポ

ートによっても把握している。教育職員免許状の取得状況についても教育委員会への

申請数によって把握している。教育職への就職状況については，教職センターがキャ

リアセンターと連携を図りながら集約している。 

これらの情報は平成 24(2012)年度創刊の「教職センター年報」にとりまとめ，教職

員が情報を共有し，改善の方策を探る資料としている。また，同年報は大学 HP にも掲

載することによって，学生，保護者等からの評価を得ようとしている。 

                                            

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

本学では，FD（Faculty Development）活動の一環として，平成 13 (2001)年度から継

続的に「学生による授業評価アンケート」を実施しており，「FD 委員会」によって運営さ

れている。 

本アンケートは平成 22 (2010) 年度まで，全教員（非常勤を含む）がそれぞれ前・後期

各 1 科目を担当科目中から選んで授業評価対象科目に設定し，第 15 週目にアンケートを

行うという方式で実施されてきた。アンケート結果は，アンケート終了後に当該教員に返

却され，各教員はこれをもとに「本授業の目的」「本授業の到達目標」「授業の現状」「授業

評価アンケートの結果の考察」「FD 活動案」「その他」の項目について「授業評価結果の

ふりかえり」を行なってきた。アンケート結果は，学内 LAN 上で学内に公開されている。                                            

こうした取り組みによって，本学では FD 活動の重要性に対する認識は定着してきたと

言えるが，個々の教員がそれぞれに授業評価対象科目を設定し，その結果をもとに個別の

授業改善案を策定するという方式では，なお個人レベルにとどまる FD 活動しか期待でき

ないという欠点があった。「FD 専門委員会」では，こうした問題点を解消することを目的

として，平成 23 (2011) 年度より，個人レベルでの FD 活動をさらに組織的な FD 活動へ

と深化させるべく，授業評価アンケートを以下のように改正した。 
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・各教員が個別に前・後期 1 科目ずつ授業評価対象科目を設定するという方式を改め，

学科ごとに，「人材育成目標」「履修モデル」に基づいて，特に主要となる科目を授業

評価対象科目として設定する（原則として，必修科目は全て対象科目とする）。 

・アンケート結果についての「ふりかえり」についても，各個人ではなく学科単位で行

なう。 

学科毎の「人材育成目標」「履修モデル」とは，平成 22 (2010)・23 (2011) 年度に学長

－副学長－学科長の連携で行なわれた「教育システムの構築」プロジェクトにおいて策定

されたものであり，各学科におけるアンケート結果の分析と FD 活動計画も，「人材育成目

標」「履修モデル」に基づいて行なわれることになる。 

なお，本アンケートは，平成 20 (2008) 年度よりそれまでの紙媒体による方式を改め，

学内 LAN 上の「ユニバーサルパスポート」によって行なうこととした。しかしこの方式

は，授業時間外に，学内に設置されているパソコンから回答しなければならないという制

約があり，また携帯電話からは回答できないという難点があって，回答率の低下を招くこ

ととなった。平成 22(2010)年度前期は，この問題点を解消するために，アンケート実施直

前にチューターを通して全学生に「授業評価アンケートのお願い」「授業評価アンケート実

施科目確認票」「アンケート使用可能パソコン設置場所及び時間帯」の文書を配布し，回答

率の回復に努めた。しかし，38%とやや回復したものの，やはり低い回答率にとどまるこ

ととなった。そのため，後期からは再び紙媒体による方式にもどし，アンケートの有効性

を確保することとした。これによって回答率は回復し，平成 25(2013) 年度の回答率は，

前期 93.5％，後期 94.0％であった。ただし，自由記述については依然として「ユニバーサ

ルパスポート」で行なっているため，回答率を回復することはできていない。今後，自由

記述の回答率の向上を図っていく。 

「BECC」においては，英語教育に特化した独特の教育システムを展開しているため，

「BECC」独自の授業評価を実施し，報告書を作成している。                                            

                                            

(3)2-6 の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的の達成状況の点検・評価については，各学科の特性を生かした組織的な FD を

可能にするために，「学生による授業評価アンケート」の方式について，以下のような点に

留意して，見直し・改善を行うこととする。 

① 各学科のカリキュラムが，それぞれの「人材育成目標」「履修モデル」に沿った編

成となっているかを検証できるシステムを構築する。 

② 平成 25 年度入学生より始まった，全学生に iPad を貸与する制度を利用し，アンケ

ートの実施方式を紙媒体から ICT を活用する方式に改める。 

これによって本学の FD 活動を，個々の科目ごとの検証ではなく，1 年次から 4 年次まで

の科目の流れを一つの単位として捉え，検証していくという，組織的な授業改善の取り組

みの方向へ導いていく計画である。 

 平成 26 年度は試行期間として，iPad が貸与された 1・2 年生を中心に改善を行うこと

とし，平成 27 年度から本格的に実施する予定である。 
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2-7 学生サービス 

≪2-7 の視点≫ 

 2-7-① 学生生活の安定のための支援 

 2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

(1)2-7 の自己判定 

 基準項目 2-7 を満たしている。 

 

(2)2-7-①の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援  

 学生サービス，厚生補導のための組織の設置と，機能の適切性について，学生生活全般

にわたっての学生サービスは，「学生サポートセンター」が所轄している「学生生活支援

委員会」と「学生相談室」が受け持ち，適宜対応している。加えて『学生生活ハンドブッ

ク』 に記載されているチューター制度により，各学科においても学科独自の問題など学

生へのサポートを行っている。また，社会人，編入，転入学生に対しても各学科のチュー

ターが本学に早く慣れるための様々な支援を行っている。                                               

 奨学金など学生に対する経済的な支援の適切性については，奨学金制度，学納金減免制

度及び教育ローン利息補給制度があり，全体としては，それぞれの目的に応じて有効に機

能している。奨学金制度のうち，本学独自の制度である「武田ミキ記念基金奨学金」及び

「美樹会奨学金制度」は，学業成績と家計状況の判定基準による，客観的でスムーズな選

考を行うことができている。学納金減免制度のうち，「授業料等学納金優遇措置」は，本

学園に関係した学生や社会人が本学へ入学するための一助となっている。海外に留学する

学生は，「海外留学生奨学金制度」の設置によって，増加している。 

表2-7-1 海外留学者数（平成23年度〜平成25年度） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

海外留学者数 8 16 24 

                                                                                                                                                                             

 学生の課外活動への適切な支援については，人的支援と経済的支援からなる。人的支援

体制は，学友会の諸行事について「学生生活支援委員会」の担当教職員が適切な対応をし

ていると評価できる。具体的には，学生自治活動である大学祭や合同発表会ほか学友会年

間行事への支援を行った。また，経済的支援については，「クラブ・サークル強化費」を

継続して実施している。                                                                                      

 学生に対する健康相談，心的支援，生活相談等の適切性について，健康相談，心的支援，

生活相談等は，表 2-7-1 に示した「学生相談室」への相談件数から見れば，適切に機能し

ていると評価できる。「学生相談室」の利用促進のため，「学生相談室」の広報活動とし

て，学生との共同制作による「学生相談室ポスター」の作成，学生生活ガイダンスにおい

て新入生に配付する「学生相談室案内リーフレット」の作成，学生が閲覧可能な学内 LAN

上への「学生相談ホームページ」の作成，「学生相談専用メールアドレス」の設置，「学

生相談室メールマガジン」の発刊を行った。                                                                                      
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表2-7-2  学生相談室への相談回数（平成22年度〜平成24年度） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

相談回数 573 493 503 

                        ※ 相談回数は，延べ数を示す。 

学生相談に関しては，精神保健上の問題を抱えた相談者が増え，相談件数の増加の傾向

が窺えることから，相談業務に対してより専門的な知識・技能を持った担当者が必要とな

っている。そこで,平成 24（2012）年度からは専門のカウンセラーの相談日を週 1 日から

3 日に増やし,さらに平成 25（2013）年度からは月曜日から金曜日の週 5 日間学生相談室

に常駐することとした。水曜日,金曜日担当の非常勤カウンセラーと合わせ,重篤化する相

談内容に十分対応できるように改善した。併せて学科選出の学生相談室運営委員の役割に

ついて整理し，今後は（1）学科における学生相談の窓口業務 （2）該当学生の学科との

連絡・連携役 （3）簡単な相談業務を中心に活動することとした。相談内容が専門的な知

識・技能が必要になった場合は，専門の相談員（カウンセラー）に引き継ぐ方式をとるこ

とにした。来年度も引き続きこの方式を踏襲し，「広島学生相談研究会」などの研修の場

を利用し，相談員としての資質の向上を図ると共に，各学科及び学内他部署はもちろんの

こと,チューターとの連携を強化することとした。 

 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 学生サービスに対する学生の意見等をくみ上げる仕組みの適切な整備と学生サービスの

改善への反映については，学生の意見を率直にくみ上げるシステムとして，直接学長の下

にメールを送信することのできる「学長メール」を実施している。「学友会」も，学生の意

見を自由に投函できる意見箱を設置し，学生サービスに反映させるシステムを作っている。

このことをはじめ，「学友会」の各部局・委員会等からの学生の意見は，「学生生活支援

委員会」の担当教員が適切かつきめ細かな対応を行い，「学友会連絡協議会」や担当教員

を通して「学生生活支援委員会」に上げ，さらに，「学生サポートセンター」として対応

するシステムとしている。                                            

寮に関しては，平成 24（2012）年度に「学寮委員会」を設置し，学生の寮内の自治組

織である「寮友会」からの要望，相談等に迅速に対応できる体制を整えた。 

 特に，学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用について

は，平成 23 (2011) 年度に，学生満足度調査を実施し，学生の意見や要望を把握した。そ

して，結果については，「学生生活支援委員会」において分析し，学内研修会において報告

した。また，平成 24（2012）年度に，学生満足度調査の集計結果を基に，学生からの回

答を精査し，学生が安全かつ快適に過ごせるよう改善を図った。                                            

 

(3)2-7 の改善・向上方策（将来計画） 

 「学友会」活動の支援方法を点検していく中，「学友会」は本部役員学生の減少により

存続が危ぶまれる時期もあったが，「学生生活支援委員会委員」の各方面からの支援もあり，

学友会の中に執行委員会が組織され，次期本部役員に引き継がれた。平成 24（2012）年

度には，さらなるサポート体制の強化を図った。平成 25 (2013)年 4 月時点では，前年度

からの支援に加え，学友会本部を中心に企画運営する「オリエンテーション・セミナー」
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や，各学科学生及び学友会が関わる「ピア・サポート」の活動が実を結び，学友会本部を

はじめとする学友会部局への新入生の加入が大幅に増加し，活動が軌道に乗り活性化しつ

つある。平成 26（2014）年度には，学生生活支援委員会を中心に学友会との連携を深め，

さらにきめ細やかなサポート体制の強化を図る予定である。また，学生全体の支援につい

ても，「学生生活支援委員会」，「学生相談室」並びに「学習支援室」が連携を取りながら

対応するシステムを構築する。 

 クラブ・サークル活動に関しては，「広島文教女子大学クラブ及びサークルの顧問等に

関する規程」に基づき「学生生活支援委員会」とクラブ・サークル顧問との関係性をより

密にし，相互に連絡を取ることのできる顧問連絡会のシステムを構築し，クラブ・サーク

ルの活動に対する多面的な支援体制を強化している。特に，従来の特定のクラブ・サーク

ルを指定した支援から，全クラブ・サークルを対象として活動の活性化に役立てる「クラ

ブ・サークル強化助成費」として平成 24 (2012) 年度より改善した。 

また，学生満足度調査の集計結果を基に，学生からの回答を精査し，学生が安全かつ快

適に過ごせるよう継続して改善を図る。                                           

 学生相談に関しては，相談内容がより高度かつ専門的になることが予想されることから，

来年度に向けて専任カウンセラーを増員して常駐配置するとともに，外部の専門相談機

関・医療機関などとの連携のシステム構築を図ることとする。 

 

2-8 教員の配置・職能開発等 

≪2-8 の視点≫ 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

2-8-② 教員の採用・昇任等，教員評価，研修，FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

(1)2-8 の自己判定 

基準項目 2-8 を満たしている。 

 

(2)2-8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

 「広島文教女子大学学則」第 1 条に示す教育目的に基づいて，「広島文教女子大学学則」

第 2 条にあるような学部，学科を編成し，「広島文教女子大学学則」第 9 条及び「広島文

教女子大学教育課程等に関する規程」に示すように教育課程を編成している。本学は，こ

の教育課程に即して教員を各学科等に配置している。各学科の専任教員数は大学設置基準

第 13 条の別表第一及び別表第二の基準を満たしている。また，小学校教諭一種免許状，

幼稚園教諭一種免許状，中学校教諭一種免許状（国語），中学校教諭一種免許状（英語），

高等学校教諭一種免許状（英語），高等学校教諭一種免許状（福祉），栄養教諭一種免許状

の教職課程に関する専任教員数は，それぞれ教職課程認定基準を満たしている。さらに，

「広島文教女子大学学則」第 55 条の 2 に定める社会福祉士並びに精神保健福祉士国家試

験受験資格を得させるための教育課程に関する専任教員数は，社会福祉に関する科目を定

める省令第 4 条の第 2 号から第 4 号（教員資格要件と員数），精神障害者の保健及び福祉
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に関する科目を定める省令第 1 条第 3 項から第 5 項（教員資格要件と員数）及び社会福祉

士介護福祉士養成施設指定規則第 5 条第 4 号から第 9 号及び別表第 2（教員資格要件と員

数）の基準を，「広島文教女子大学学則」第 55 条の 3 に定める保育士の資格を得させるた

めの教育課程に関する専任教員数は，指定保育士養成施設指定基準第 4-(2)-ア-(ア)及び第

4-(2)-イ-(ア)から(オ)の（教科担当教員組織及び教員資格）の基準を，「広島文教女子大学

学則」第 55 条の 4 に定める栄養士の資格を得させるための教育課程に関する専任教員数

は，栄養士法施行規則第 9 条の基準を，「広島文教女子大学学則」第 55 条の 5 に定める管

理栄養士国家試験受験資格を得させるための教育課程に関する専任教員数は，栄養士法施

行規則第 11 条の基準をそれぞれ満たしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2-8-② 教員の採用・昇任等，教員評価，研修，FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教員の採用に当たっては，大学設置基準第 7 条に基づき，担当科目に対する専門性，教

育能力，学生生活全般にわたる指導力など本人の能力だけでなく，学部・学科全体の年齢

構成なども考慮して採用・昇任人事を実施している。その結果，学部教員の年齢構成は，

20 代から 60 代まである程度バランスがとれている。 

また，本学では，平成 17 (2005) 年度より教員評価を実施しており，学長並びに学科長

が評価者としての研修を積み，公正・公平な評価が実施されている。教員の評価に関する

基準は「学校法人武田学園教育系職員能力評価運用規程」「学校法人武田学園教育系職員業

績評価運用規程」に示すとおりであり，毎年の能力評価並びに業績評価は，能力評価票，

業績評価票を用いて評価されている。更に，平成 17 (2005) 年度より本学は目標管理シス

テムである「BMS」を導入し，この目標達成度も教員評価に組み込まれている。これらは，

単に教員の管理体制として導入されたものではなく，教員の資質，能力向上への取り組み

の一環として位置づけられている。 

                                                                                       

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

教養教育実施のための体制の整備ついては，本学は「広島文教女子大学学則」第 9 条                                           

及び「広島文教女子大学教育課程等に関する規程」に示すような教養教育科目を配置して

おり，これらの教育課程を運営する組織として「教養教育部」並びに「BECC」を設置し，

専任教員を配置している。特に「BECC」では，1 年次から 4 年次までの英語教育を実施

する外国人専任教員 5 名と英語の自律学習を支援する外国人専任教員 2 名と日本人専任教

員 1 名が所属しており，これにより学生は 4 年間で教養教育課程と専門教育課程をバラン

スよく履修できるようになっている。                                            

 

(3)2-8 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の配置，職能開発等については各視点を満たしており，今後も教員の配置の充実，

教員の職能開発等に努める。 
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2-9 教育環境の整備 

≪2-9 の視点≫ 

2-9-① 校地，校舎，設備，実習施設，図書館等の教育環境の整備と適切な運営・ 

  管理 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

(1)2-9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 

(2)2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地，校舎，設備，実習施設，図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

本学は，大学設置基準に示されている教育目的達成のため，校地，運動場，校舎，図書

館，体育施設，情報サービス施設，附属施設等の施設設備を適切に整備し，かつ有効に活

用している。 

快適な学生生活をおくるための施設・設備としては，学生食堂，ブックセンター（書籍・

文具類販売），コンビニエンスストアが開設されており，また，学生の自主研修あるいは

憩いの場として，談話室，学習ホール及び学生食堂の一部が，8時30分から20時30分まで

開放され，中庭にもテーブルとベンチを設置している。 本学は，学生の自動車・オートバ

イ通学を認めており，キャンパスに隣接して学生駐車場（収容可能台数107台）を，キャ

ンパス内に駐輪場（収容可能台数オートバイ85台，自転車400台）を設けている。 

附属図書館については，図書・学術雑誌の蔵書数及び閲覧室等の座席数は，適切に整備

されている。貴重資料以外は全て開架式となっているので，施設の利用の便は良く，平成

25(2013)年度には，延べ 33,895 人の入館者があった。しかし，学科改組により，文学研

究を行う学生が減少したこと，データベースの普及等による図書館利用方法の変化（非来

館型の利用）により，学生 1 人当たりの貸出冊数及び入館者数は減少傾向にあるが，利用

者にとっては，開館時間の制約がなく，洋雑誌の利用ができることとなった。 

図書館の利用について，新入生には入学時に学科単位の希望制で館内案内と図書館利用

方法を，3 年生 4 年生には平成 21(2009)年度に改訂した『論文・レポート・演習資料作成

のための文献探索法の基礎』を利用し，資料収集方法の指導を行っている。近年は，図書

館主催の全学対象の図書館利用ガイダンスをやめ，希望が多い教員との連携に基づく授業

やゼミを単位とした図書館利用ガイダンスの実施を行っており，平成 25(2013)年度に行っ

た図書館利用ガイダンスは，授業で 2 回，ゼミで 9 回となっており，昨年度依頼があっ

た授業,ゼミより今年度も依頼があるという状態で安定して行っている。 

国公私立大学や諸教育・研究機関との ILL（相互利用教育）も，NII（国立情報学研究

所）への接続を通して可能となっており，現物貸借及び文献複写の申し込みが効率化し，

迅速な提供を行っている。対外サービスとしての受付件数は，下の表のとおり，依頼の 2

倍となっており，学習支援業務としての利用指導とともに図書館業務の大きな比重を占め

ている。 

表 2-9-1 対外サービス依頼及び受付件数 

 依頼件数 受付件数 

文献複写 閲覧 調査 借用 計 文献複写 閲覧 調査 貸出 計 

平成 25 年度 341 0 0 3 344 669 1 4 26 700 
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このような受付件数は，本学の蔵書が充実していることを示している。平成 20（2008）

年 4 月から導入した機関リポジトリ（共同リポジトリ）において，本学刊行物の登録を進

めた結果，刊行物自体への依頼件数は前年と比べると減少しているが,その反面,機関リポ

ジトリで公開している論文のダウンロード数は増加しており，大学の成果物を広報するこ

とにもなっている。 

開館時間については，授業期の平日は 9:00～19:00，土曜日は 9:00～15:00，休業期の平

日は 9:00～17:00，土曜日は休館としているが，夏期休業中に開催される司書講習の授業

日は，平日は 9:00～18:00，土曜日は 9:00～17:00 と開館時間の延長を行っている。ま

た，大学院設置基準第 14 条特例適用学生を受け入れた場合は，平日 9:00～21:00，土曜

日は 9:00～19:00 まで延長開館を行っている。なお，閲覧室や資料は学外者に対しても

開放されており，平成 25(2013)年度には，司書講習生 71 人の利用を除き，延べ 372 人の

利用があった。 

平成 25（2013）年 10 月には，情報検索に特化した学内用図書館ホームページの運用,12

月には情報発信に特化した学外向け図書館ホームページの運用を開始した。 

平成 26（2014）年 3 月には，図書館 1 階をアクティブラーニングが可能なラーニング・

コモンズへと改修し，ラーニング・コモンズエリアをアクティブエリア，資料室，2 階・3

階の閲覧室をサイレントエリアと区分することで，多種多様な学修形態へ対応できる施設

となった。また，全館に Wi-Fi を設置したため，図書館内にある貸出可能なノート型パソ

コン 80 台を，開館時間内であれば，どのフロアでも自由に利用することができる。 

IT 施設については，情報処理演習室及びマルチメディア教室を 3 部屋設備し，150 台の

パソコンを設置している。授業はもちろん空き時間には学生に開放し，利用できるように

している。このように，快適な教育研究環境を整備し，有効に活用している。 

施設・設備の安全性（耐震等)については，平成 23 (2011) 年度に耐震診断を実施した。

その結果，1 号館・3 号館及び 6 号館が耐震基準を満たしていないことが判明した。これ

を受けて，順次耐震補強を実施していく。 

学生の意見を率直にくみ上げるシステムとして，直接学長の下にメールを送信すること

のできる「学長メール」を実施している。また，学友会としても，学生の意見を自由に投

函できる意見箱を設置し，施設・設備の改善に反映させるシステムを作っている。 

その他，「学友会」関係担当教員と「学友会」4 局（「学友会本部」「大学祭実行委員会」

「体育局」「文化局」）の代表学生とでそれぞれに会合を開催し，学生の学内活動における

意見をくみ上げる機会としている。                                         

                                       

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

1 年生の教養教育科目「文教学入門」「キャンパスライフプランニング」「人間科学入門」

は，講義方式の必修科目として開講されているため，履修者数が最大の授業となっている

が，講義担当者とは別に複数の授業運営を担当する教員を置くことによって，教育効果の

向上を図っている。一方，演習・実技・実習・実験の科目については，40 人以内を基準と

したクラス分けを行い，少人数によるきめ細かな教育を実施している。中でも，国際教育

系必修科目の「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」「イングリッシ

ュワークショップⅠ」「イングリッシュワークショップⅡ」は，30 名以内にクラス分けを
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し，全員が外国人専任教員によるこれら演習科目は，国際化を意識した特徴的な科目とな

っている。また，授業履修者数並びに授業内容による教室の割り振りについては，担当教

員の希望を事前に聴取し，履修登録の状況を見ながら適正な教室の割り振りをすることで，

環境面からの教育効果にも配慮している。 

 

(3)2-9 の改善・向上方策 

図書館に関する改善・向上方策としては，次のことを計画している。平成 26 (2014)年 3

月に設置したラーニング・コモンズでの学習支援体制の整備，利用者への周知や効果的な

利用について検討していく。 

施設・設備の安全性（耐震等)については，平成 23 (2011) 年度に耐震診断を実施し， 3

つの校舎で耐震基準を満たしていないことが判明した。このことを受けて，平成 23 (2011) 

年 3 月 23 日に開催された理事会において，補強計画と必要金額について審議し，耐震補

強を実施することで承認を得ている。今後順次，工事を実施し改善していく。                                           

さらに，本学の特徴である少人数によるきめ細かな対応を考えた教育を実践するために，

今後も適正人数を考えた授業数を構成し，受講学生のクラスサイズや授業形式にあう教室

の確保について中・長期的に考えていく。 

平成 22（2010）年 4 月に大学の重点課題の一つとして取り上げられた「学習支援体制

の整備」プロジェクトでは，学習支援や学習環境の整備を中心に検討が加えられた。これ

は，中央教育審議会大学分科会において「中長期的な大学教育の在り方に関する二次報告」

（平成 21（2009）年 8 月）においても重点課題として取り上げられたものである。本学

では，学生サポートセンターの 4 つの委員会等（「教務委員会」「学生生活支援委員会」「学

生相談室」「学習支援室」）のメンバーを中心としてそれぞれの立場から検討を加えた。そ

の報告書は，授業，学生生活，学生相談，及び学業支援等について「ソフト面」，「ハード

面」に分けて，様々な視点から学生に対する学習環境についての改善案を指摘し，平成 22

（2010）年 10 月に「学習支援体制の整備－短期案」を，平成 23（2011）年 3 月に「学

習支援体制の整備－中長期案」を作成した。現在，実効性や実用性の高いものから順に改

善している。                                                                                       

 

〔基準 2 の自己評価〕 

 本学は「真実に徹した堅実なる女性の育成」という建学の精神並びに，「心を育て 人

を育てる」という教育理念のもと，各学科で定められた教育の目的を達成すべく「3つの

ポリシー」を明確にし，時代のニーズに応えられる教育内容や充実した学生生活を確保し

ている。  

 入学者の受け入れに関して，各学科ともアドミッションポリシーを定め，『2014年度学生

募集要項』及び「教育情報の公表」により周知に努めている。また，「入学試験委員会」・「広

報委員会を中心とする体制のもとで，組織的に入学試験の内容や実施方法を策定し厳正に

実施している。  

入学者数については，学科間の偏りが見られるが，今後，特色を明確に打出し，それらを

教育・研究に反映させ，きめ細かな広報活動を実践し，入学定員の適正化を目指す。  
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授業は，学科の教育の目的に沿って適切に実施されている。新入生には初年次教育とし

て「文教学入門」や「人間科学入門」を開講し，2年次では，学士力を高めるための「フ

ィールドワーク演習」を必修科目として設定している。3年次以降に現代教養科目を設定

し，社会人になる前に必要な教養を身につけるように配慮している。これらは，特色ある

講義として，学生の意識改革，学士力の向上並びに実践的な教養修得に貢献している。さ

らに，平成 20（2008）年度に「BECC」を開設し，グローバル化における語学力の向上

に努め，海外留学制度も整備している。  

 本学は，チューター制を設け，教員と事務職員とが情報を共有し，協働して修学相談等

に応じている。チューターは担当学生との個別面談を定期に行い，関係の構築と生活問題

の早期発見に努めている。全教員は，オフィスアワーを設定し，学生への対応を行ってい

るが，平成26(2014)年度からは毎週水曜日に「育心の日」を設け，規定された時間に全教

員が研究室にて学生の相談に応じることができるようにする予定である。また，学期毎に

「授業評価アンケート」を実施し，その意見を集約し，各授業担当者に報告し，その結果

を授業に反映させている。 

 単位認定，卒業・修了認定等の基準は，「広島文教女子大学学則」，「広島文教女子大

学大学院学則」，「広島文教女子大学学位規程」，「広島文教女子大学授業科目履修規程」

に明示し，厳正に適用している。  

 キャリアガイダンスについては，キャリア教育関連科目を体系的に配置し，「真の女性

の自立を目指した教育」を行っている。また，「キャリアセンター」「就職課」を設置し

て支援体制を整備し就職・進学等に関する相談・助言，各種就職支援講座，ガイダンスの

開講や合同企業説明会の開催等さまざまな事業を実施している。  

 教育目的の達成状況を点検・評価するための工夫は，学科，研究科それぞれの目的に沿

って適切に展開されている。全学的な調査等の結果は報告書にまとめられており，教員は

それらを資料として活用する一方，シラバスに反映させ，授業方法を含めて学修指導等の

改善に当たっている。  

 学生生活の安定のための支援として「学生生活支援委員会」等の委員会，チューター制，

「学生サポートセンター」「学生相談室」「学習支援室」「保健室」等が組織されている。

学生の意見・要望を反映させるために「学長メール」「学生連絡協議会」「学友会意見箱」

の設置，等があり，適切に機能している。  

 本学は，大学設置基準を上回る教員数と，資格関連の指定基準に即した教員を配置し  

ている。教員組織編成方針とその採用，任用，昇任については，規程に定め適正に運用  

される体制を整えている。  

FD活動に関しては，「FD委員会」において，教員の資質・能力向上の取組みを計画し，

実施している。 

校地，校舎等の学修環境については，立地状況に適したものになっている。寮について

は舎監指導の下，教育寮として規律を守りながら，学生同士の交流を図り，快適な寮生活

を送れるように配慮している。図書館は，学生の利便性を高めるための様々な対策を施し，

教育・研究に役立てられている。各授業の受講生数は，一部の選択科目を除き概ね適切な

ものとなっている。  本学は入学から卒業までの在学中及び就職とその後の生活における

社会性，人間性等をも含め，総合的で適正な学修・育成を行っている。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3-1 経営の規律と誠実性 

 ≪3-1 の視点≫ 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

3-1-③ 学校教育法，私立学校法，大学設置基準をはじめとする大学の設置，運営に関

連する法令の遵守 

3-1-④ 環境保全，人権，安全への配慮 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

(1)3-1 の自己判定 

基準項目 3-1 を満たしている。 

 

(2)3-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

学園規程「学校法人武田学園寄附行為」及び「学校法人武田学園組織規程」により大学

の組織を定め，その組織における職務権限は「学校法人武田学園職務・権限に関する規程」

に定め，「学校法人武田学園就業規則」及び「学校法人武田学園職員倫理規程」により一般

的な倫理規範を定め，「広島文教女子大学研究倫理規程」により研究面での倫理規範を定め

ている。また個人情報保護に関しては「学校法人武田学園個人情報保護に関する規程」を

制定するとともに「個人情報保護マニュアル」を作成し，教職員に配布している。ハラス

メントの防止に関しては「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害防止委員会規程」，「広

島文教女子大学ハラスメント等人権侵害対応部会」，「広島文教女子大学ハラスメント等人

権侵害調査会規程」，「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害調停委員会規程」，「広島

文教女子大学ハラスメント等人権侵害相談室規程」を制定するとともに，「広島文教女子大

学ハラスメント等人権侵害に関するガイドライン」を作成している。よって，適切な運営

を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学では，平成 18 (2006) 年度に中期計画書を策定し，使命・目的の実現のためにどの

ような方針で取り組んでいくのかを明確にしてきた。この中期計画書は，大学のみならず，

附属高等学校，附属幼稚園及び事務部門である学園統括部を含めた 4 部門の今後 4 年間の

経営数値目標を明らかにし，さらに，理事長方針も明確にしている。また，その経営数値

目標と理事長方針を達成するために，各部門における重点課題を設定している。 

これを受けて，大学は重点課題を「文教ブランドの構築」及び「育心育人教育の推進」

を掲げ取り組んでいる。 

さらに，毎年，各部門の重点課題を達成するために，各部門が取り組む単年度目標を明

らかにしている。各部署や個人は，この単年度目標を達成するために取り組むべきことを，

本学独自の目標管理システムである「BMS」で明らかにして，実際の活動目標として取り

組んでいる。                                           

中期計画書は，平成 17 (2005 )年度に検討を重ね，平成 18 (2006) 年度から平成 21 (2009)
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年度にかけて実施し，「第 1 期中期計画」が終了した。その間の平成 20 (2008) 年度には，

それまでの 2 年間の実績を受けて改訂版を作成した。現在は，平成 22 (2010) 年度から平

成 25 (2013) 年度までの「第 2 期中期計画」の実施中である。  

なお，平成 26(2014)に学園ミッション，大学ビジョンの見直しに伴い，次期中期計画は

中長期目標として見直すこととしている。                                           

このように，本学では，使命・目的の実現のために，学園ビジョン・部門ミッションを

定め，さらに，学園ビジョン・部門ミッションの達成のために，中期計画や「BMS」を通

して，継続的に活動している。 

 

3-1-③ 学校教育法，私立学校法，大学設置基準をはじめとする大学の設置，運営に関

連する法令の遵守 

運営に関する法令の遵守については，「学校法人武田学園寄附行為」により私立学校法

第 40 条の 4，第 45 条を遵守している。学校教育法施行規則第 172 条の 2（教育研究活動

等の情報の公表）による「教育情報の公表」は，本学ホームページにて適切に行ってきた

が，明確にするため，「学校法人武田学園情報公開規程」及び「学校法人武田学園情報公開

に関する細則」を制定した。一般的な倫理規範については，「学校法人武田学園就業規則」

及び「広島文教女子大学職員研究倫理規程」「学校法人武田学園職員倫理規程」により定め

ている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

大学の設置については，教育に関わる事項は「広島文教女子大学学則」により学校教育

法を遵守している。教員組織，校地，校舎等の施設及び設備等については，大学設置基準

を遵守している。 

  

3-1-④ 環境保全，人権，安全への配慮 

環境への配慮については，平成 22 (2010) 年度から「第 2 期中期計画」の重点課題であ

る「環境への配慮」を学園統括部プロジェクトとして検討を始め，平成 23 (2011) 年度に

ゴミ箱を 10 数箇所に集約すると共に分別した。また，夏には，本学園でははじめてクー

ルビズを実施した。 

人権への配慮については，「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害に関するガイド

ライン」を作成すると共に「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害防止委員会規程」                                                                                    

「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害対応部会規程」「広島文教女子大学ハラスメン

ト等人権侵害相談室規程」「広島文教女子大学ハラスメント等人権侵害調査会規程」「広島

文教女子大学ハラスメント等人権侵害調停委員会規程」を制定し，運用している。                                                                                                                                                                             

また，安全への配慮については，「広島文教女子大学安全衛生管理規程」により，安全

衛生を定め，危機管理については「危機管理マニュアル」「学校法人武田学園危機管理規程」

を定めている。さらに，個々の事象については「広島文教女子大学研究倫理規程」「広島文

教女子大学組換え DNA 実験安全委員会規程」「広島文教女子大学動物実験規程」「学校法

人武田学園個人情報保護に関する規程」「臨時休講措置の取り扱いについて」及び「広島文

教女子大学防犯カメラ管理・運用に関する内規」を定め運用している。よって，適切に機

能させている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

学校教育法施行規則 172 条の 2 の教育研究活動等の情報の公表は，全ての項目について

本学ホームページで公表している。また，資金収支計算書，消費収支計算書，貸借対照表，

財産目録，監事監査報告書などの財務情報も本学ホームページで公表している。 

                                                                                      

(3) 3-1 の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性について，関連する法令は遵守している。 

また，環境保全，人権，安全への配慮の体制及び教育情報・財務情報の公表も整備され

ているので，引き続き，現状の体制で運営していく。 

なお，ハラスメントについては，広く人権侵害にも対応するため，規程，部会，ガイド

ラインの名称を「ハラスメント」から「ハラスメント等人権侵害」に改めて，平成 24 (2012) 

年 4 月から運用している。 

さらに，平成 26(2014)年度からは，環境改善の取り組みを学園全体の共通の中長期目標

とすることとしている。 

 

3-2 理事会の機能 

 ≪3-2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能 

(1) 3-2 の自己判定 

基準項目 3-2 を満たしている。 

 

(2) 3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能 

 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができるように，「学校法人武田学園寄附行

為」及び「学校法人武田学園理事会規程」に則って，理事会及び評議員会を設置している。

また，「学校法人武田学園常任理事会規程」に則って，常任理事会を開催している。                                                                                                                                                                                                                                                               

学園の重要事項を決定する理事会及び評議員会は年 4 回(5 月，9 月，12 月，3 月)，常

任理事会は毎月開催している。 

これらの会議では，中期計画の策定が行われていることからもわかるように，学園の使

命・目的の達成に向けて，戦略的な意思決定ができる体制を整備し，適切に機能している。 

寄付行為に基づく理事会の適切な運営については，「学校法人武田学園寄附行為」第 17

条～第 19 条に基づき理事会を置き年 4 回開催しており，私立学校法第 36 条及び第 37 条

を遵守している。                                            

理事の選考は，「学校法人武田学園寄附行為」第 5 条～第 7 条及び第 10 条～第 12 条                                           

に則って理事に関する規程を整備しており，定数 11 人に対し現員 11 人で，私立学校法第

35 条～第 40 条を遵守している。                                            

 

(3) 3-2 の改善・向上方策（将来計画） 

 理事会が使命・目的の達成のために戦略的に意思決定できる体制は，整備されている。

今後も，現在の運営形態を継続していく。 
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3-3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

 ≪3-3 の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備，権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と職務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

(1) 3-3 の自己判定 

基準項目 3-3 を満たしている。 

 

(2) 3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備，権限と責任の明確性及びその機能性 

組織の整備，権限と責任の明確性については，「武田学園組織図」「武田学園組織規程」                                                                                    

「広島文教女子大学運営協議会規程」「広島文教女子大学教授会規程」「広島文教女子大学 

大学院研究科委員会規程」により，学校教育法第 93 条及び学校教育法施行規則第 143 条，

第 144 条を遵守しており，適切である。                                                                                                                                  

また，機能性については，「大学運営協議会」において，大学の使命・目的に照らし審

議し，基本方針を決定する。その決定事項は，「大学運営協議会」構成員である各学科長を

通じ，教職員に伝達し，「教授会」の決定事項とともに，各学科，センター長会，各委員会

の審議に反映される。 

            

  

                                  図 3-3-1 
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3-3-②  大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮については，「武田学

園職務・権限に関する規程」「武田学園組織規程」において，学長は校務をつかさどり，

所属職員を指揮監督し，大学を代表するとともにその遂行に必要な権限を有する。また，

理事として理事会に出席し，大学の意見等を反映する。学長の業務遂行を補佐するため，

「学長補佐会」「学長室」を設け，リーダーシップを発揮しやすい体制を整えている。                                                                                                                                                                             

更に，大学院研究科においても意思決定と業務遂行におけるリーダーシップを発揮する

ため研究科長を学長とし，補佐する体制として副研究科長を置くと共に「大学院運営委員

会」を平成 24 (2012) 年度から設けた。                                            

 

(3) 3-3 の改善・向上方策（将来計画） 

教育に関わる学内の意思決定機関は適切に整備・機能しているとともに，組織上の位置

づけも明確になっている。 

また，学長のリーダーシップが適切に発揮できる体制の整備もなしている。今後も，現

状の体制を継続して運営していく。 

 

3-4 コミュニケーションとガバナンス 

 ≪3-4 の視点≫ 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門のコミュニケーションによる意

思決定の円滑化 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

(1) 3-4 の自己判定 

基準項目 3-4 を満たしている。 

 

(2) 3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門のコミュニケーションによる意

思決定の円滑化 

意思決定において，部門長として，大学部門には学長が，学園統括部には部長が置かれ

ている。「学校法人武田学園寄附行為」6 条及び 25 条に基づき，学長及び部長は理事とし

て「理事会」に出席している。また，「広島文教女子大学大学運営協議会規程」第 3 条                                           

に基づき，大学の運営に関する意思決定機関である「大学運営協議会」に学長及び部長が，

構成員として出席している。従って，法人及び大学のコミュニケーションが図れる体制と

なっている。                                              

また，大学部門と学園統括部門との円滑な調整を図るため「学長室」及び「学長室長」

を設けた。 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

本学では，平成 16 (2004) 年 12 月の組織改編により，従来あった「法人事務局」と「大

学事務局」を一体化させて，「学園統括部」を立ち上げ，一つの組織として運営している。
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そして，「学園統括部」における職務権限は「学校法人武田学園職務・権限に関する規程」                                           

に記述されており，この規程に則って適切に運営している。 

監事については「学校法人武田学園寄附行為」第 5 条，第 7 条，第 8 条及び第 10 条～

第 12 条に示されるように，監事の選考に関する規程を整備しており，定数 2 人に対し現

員 2 人となっている。監事は，法人の財産の状況を監査し，毎会計年度，監査報告書を作

成し，理事会に報告を行っている。                                            

また，評議員については，「学校法人武田学園寄附行為」第 20 条～第 23 条に基づき，「評

議員会」を置き，年 4 回開催しており，私立学校法第 41 条～第 43 条を遵守している。                                            

また，「学校法人武田学園寄附行為」第 20 条及び第 25 条～第 27 条に基づき，評議員の

選考に関する規定を整備し，定数 19 人以上 25 人以内に対し現員 23 人で，私立学校法第

41 条及び第 44 条を遵守している。そして，評議員は「評議員会」に出席し，法人の業務

や財産の執行状況について，適切に意見を述べている。 

                                            

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスの取れた運営 

本学では，平成 17 (2005) 年度より目標管理システムを取り入れ，中期計画に基づき，

理事長目標を決定し，さらにその理事長目標を受けて部門及び各部署の 1 年間の目標が定

められるようになっている。また，部門及び部署目標を定める際に，一部ボトムアップ方

式を採用し，教職員からの提案をくみ上げるようになっている。                                            

 職員においては，平成 20 (2008) 年度から，「BMS」の目標の一つとして，各個人から

業務改善提案書を提出することとし，小さな改善から大学や学園の運営に関するものまで，

様々な意見をくみ上げられるようにしている。また，出された意見に対しては，原則とし

て，全てその後の対応状況を記録して報告している。                                            

   

(3) 3-4 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 17（2005）年度より導入している「BMS」は，制度の概要において，適切に整備

され，一定の成果を上げている。しかし，部門によっては運用の面で十分な成果が挙って

いない点もあり，現在も「BMS」の検討メンバーによって，改善に向けて検討が続けられ

ている。 

 

3-5 業務遂行体制の機能性 

 ≪3-5 の視点≫ 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

(1) 3-5 の自己判定 

基準項目 3-5 を満たしている。 

 

(2) 3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
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業務の効果的な執行体制の確保 

本学の事務体制は，「学校法人武田学園組織規程」に基づき，平成 16 (2004) 年12月に

「学園統括部」を発足し，従来の体制を大幅に見直して，管理運営体制の整備を行った。そ

の後，若干の修正を加えながら，現在にいたっている。同規程では，学園の円滑な運営並

びに学園及び学校等の教育目的を達成するため，「学園統括部」を置き，「人事課」「経理課」

「総合支援課」「入試広報課」「学生サポ－ト課」「就職課」「図書館事務室」「地域連携室」

「高校事務室」及び「淳風寮」を置く事務組織体制としている。「学園統括部」に，「学園統

括部長」「参与」及び各課に課長，寮に舎監長を置く構成となっている。                                            

また，大学に係る職務に責任及び権限を有すると共に，「学園統括部」との円滑な調整

を図るため「学長室」及び「学長室長」を設けている。 

教学と事務との間には，センター組織を作り，ここには教員と職員が兼務する形で種々

の大学運営に連携して，取り組む体制を取っている。 
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図 3-5-1 

職員の組織編成については，「学校法人武田学園組織規程」で定め，教職員に明示して

いる。                                            

職員は，専任職員40名及び非常勤職員38名の計78名で大学及び法人の業務を遂行してい

る。 
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退職により欠員が生じた場合には，後任を採用するなど速やかに対応している。 

現状の事務処理に必要な人員は，確保しており，職務の負担量に応じて適切に配置して

いると言える。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の業務執行の管理体制は「学校法人武田学園職務・権限に関する規程」で定め，教

職員に明示している。                                            

同規程では，業務の適正な執行を図るため，学長，研究科長，副学長，副研究科長，学

科長，学園統括部長，学長室長及び各課長等の職務と権限を定めている。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

「学園統括部」が掲げているミッションの一項目に「職員の能力と資質の向上を目指して

いくこと」を明記し，次のような研修会等の出席を推奨し，職員の資質・能力向上の機会

を与えている。                                            

また，自己啓発として公的な資格を取得した職員に対し，報奨金を支給する「資格取得

奨励制度」実施しており，平成 25 (2013) 年度は，TOEIC840点，ビジネスインプライア

ンス検定初級，漢字検定準2級，実用マナー検定3級，秘書検定2級等の資格取得者6名に対

して支給した。 

 

(3) 3-5 の改善・向上方策（将来計画） 

職員の資質・能力向上については，これまでにも取り組んできているが，改善の余地も

多く残されている。具体的には，長期的な展望に立って能力開発に取り組んでいないこと

や，人事評価制度の中で能力開発の取り組みが関連付けられていないことが挙げられる。 

これらの問題点を解消するため，平成 24（2012）年度に引き続き「BMS」の学園統括

部目標として，「職員の能力開発」を掲げて検討した結果，研修の見える化，研修参加の申

告制度，メンター制度を平成 26（2014）年度から実施することとし，その準備としてメ

ンター養成講座を開講した。 

今後は，平成 26（2014）年度から実施する各制度の定着を図るとともに運用上の問題点

等について見直しを実施していく。 

 

3-6 財務基盤と収支 

 ≪3-6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財務基盤の確保と収支バランスの確保 

(1) 3-6 の自己判定 

基準項目 3-6 を満たしている。 

 

(2) 3-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

「第 2 期中期計画書（2010 年度～2013 年度）」に基づきながら，その後の経営数値の変
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動も考慮に入れて軌道修正を図っている。，平成 24(2012)年度は，帰属収支差額で 128,942

千円の支出超過となったが，この要因を分析し平成 25(2013)年度は，教育の質の向上に配

慮しながらも収支の均衡を目指した結果 50,950 千円の収入超過となった。                                                                                       

 

3-6-② 安定した財務基盤の確保と収支バランスの確保 

外部資金の獲得を推進するため，科学研究費補助金への申請者に対して研究費を支援す

る「教育・研究活動支援プログラム」の制度を設けており，これにより科学研究費補助金

の獲得実績が上がっている。また，受託研究費及びその他の項目の文部科学省募集の競争

的資金も獲得するようになり，収支のバランスを確保して，安定した財務基盤の確保が保

てるよう，努力を行った結果といえる。                                         

表3-6-1 外部資金獲得状況（平成21年度～平成25年度実績）（〔 〕内は件数） 

種   別 
金  額（単位：千円） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

 科学研究費補助金(分担者を含む) 1,890〔3〕 3,510〔2〕 2,631〔6〕 3,580〔6〕 4,718〔6〕 

受 託 研 究 費 385〔1〕 0〔0〕 390〔1〕 900〔1〕 3,600〔1〕 

そ   の   他 600〔1〕 0〔0〕 0〔0〕 20,650〔3〕 54,349〔3〕 

合   計 2,875〔5〕 3,510〔2〕 3,021〔7〕 25,130〔10〕 62,667〔10〕 

 

(3) 3-6 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の学生数は，平成 22（2010）年度には 1,149 名まで減少したが，その後，増加に

転じて，平成 26 (2014) 年度は 1,284 名となっている。また，学生が減少する中でも，時

代の変化に対応した教育改革のための原資を少しでも確保するために人件費，管理経費を

可能な限り削減し，収入と支出のバランスも考慮しながら財務運営を行ってきた。科学研

究費補助金が前述の「学内科研」制度の導入により数件獲得できるような状態になってき

た。このように外部資金獲得の体制が整いつつあると考えられるので，これまでの活動を

一層推進する。また更なる収入増を図るため，本学が伝統的に避けてきた寄付金募集活動

への取組も，平成 24 (2012) 年 3 月 6 日付けで特定公益増進法人であることの証明書を取

得し，日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄附金制度も利用することが決定して

おり，これら二つの寄付税制を積極活用することなどにより次年度以降，寄付金募集活動

を始める予定である。 

 

3-7 会計 

≪3-7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適切な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

(1) 3-7 の自己判定 

基準項目 3-7 を満たしている。 

 

(2) 3-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適切な実施 
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「平成 25 年度計算書類」「平成 26 年度収支予算書」及び「学校法人武田学園経理規程」

「学校法人武田学園経理規程実施細則」に基づき，資金収支計算書記載科目，消費収支計

算書記載科目，貸借対照表記載科目は「学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）」

に添った内容となっている。                                                                                                                                                                              

また，計算書類も第 1 号様式から第 9 号様式まで学校法人会計基準に示された様式のと

おりである。 

従って，会計基準や学園経理規程に従った会計処理を実施しており，適正に実施してい

るといえる。 

当初予算の見直しにおいても，前年度決算確定後の前年度繰越支払資金額の差異による

補正の必要が生じた場合，収入見積で当初予算額の設定が無かった場合，支出においてや

むを得ない事由による支出増，その他の変更の必要を生じて決算額が予算額を上回る見込

の場合，人件費の見込額が確定して支出増となる場合，決算額が予算額と著しい差が生じ

ないよう，「平成 25 年度収支予算書」及び「学校法人武田学園経理規程」第 51 条に基づ

き，都合 2，3 回程度は補正予算を編成している。  

これらのことからも学校法人会計基準に基づいた適正な会計処理が実施されていると

いえる。 

                                                               

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

西日本監査法人により，平成 25 (2013) 年度中に，往査 8 回実施，平成 26 (2412) 年 6

月 4 日付けで「独立監査人の監査報告書」を受領している。一方，私立学校法第 37 条第 3

項及び「学校法人武田学園寄附行為」第 16 条の規定に基づき，学園監事は職務執行の一

環としての監査機能を有し，理事会，評議員会に出席して意見を述べたり，理事の職務執

行状況を監査する立場から，理事から事情聴取するなどしている。決算手続時には，決算

理事会の前に「学校法人武田学園寄附行為」第 37 条の規定に基づき，2 名の監事に私立学

校法第 47 条の規定に基づく収支計算書等の内容を報告・説明し意見を求めている。また，

監事が西日本監査法人の監査状況も確認した後，「監事監査報告書」を平成 26 (2014) 年 5

月 29 日付けで受領しており，同日開催の理事会で監事としての平成 25 (2013) 年度決算

監査報告を行っている。これらのことから寄附行為や経理規程に従って厳正な監査の体制

が整備されている。                                                                                                                                                                             

 

(3) 3-7 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の会計は，法令に基づいて厳格に処理されており，監査法人による会計監査も複数

回受けている。また「学校法人武田学園経理規程」「学校法人武田学園経理規程実施細則」                                                                                      

や学校法人会計基準に沿って処理しており，今後も厳正に取り組んでいく。 

 

〔基準３の自己評価〕 

 経営の規律については，「学校法人武田学園寄附行為」及び「学校法人武田学園理事会規

程」をはじめとして各種規程を適切に整備している。                                                                                       

 また，安全衛生や危機管理のほか，個々の事象についても規程や内規を定め，適切に運

用している。教育情報，財務情報の公表も適切に行っている。 
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 組織倫理については，「学校法人武田学園就業規則」や「学校法人武田学園職員倫理規程」                                                                                      

によって一般的な倫理規範を定めているほか，研究面での倫理規範，個人情報保護，ハラ

スメント防止に関しても適切に規程を整備している。 

理事・評議員会の運営についても私立学校法を遵守しており，それぞれの規定に基づい

て，「理事会」や「評議員会」，「常任理事会」を設置・運営している。 

監事や評議員については「学校法人武田学園寄附行為」に基づいて適切に選考され，出

席状況も含めて適切に運営されている。                                            

大学の意思決定については，「学校法人武田学園組織規程」「広島文教女子大学運営協議

会規程」「広島文教女子大学教授会規程」などの規定に則り，「大学運営協議会」，「教授会」，

「学科長会」，「センター長会」などが組織され，適切に運営されている。また，学長は大

学を代表するのに必要な権限を有しているとともに，理事として「理事会」に出席し，教

学の意見を反映させている。                                                                                                                                  

 事務体制については，平成 16（2004）年 12 月に大幅な見直しを行い，学園統括部を発

足させ，管理運営体制の整備を行っている。教員と職員が連携して大学運営に取り組む体

制としてセンター組織を設けている。 

職員は，職務の負担量に応じて適切に配置している。また，職員の資質と能力向上のた

めに，各種研修会の開催や，公的資格取得を奨励する制度などを設けて，取り組みを進め

ている。 

財務運営については，4 年毎に中期計画書を作成し，運営している。中期計画書の中で

は，部門毎に今後の取り組み課題を明らかにするとともに，学生数の目標数値や教職員の

人員計画を掲げ，それに基づいて，収支の目標を立てている。中期計画は達成が不十分な

項目もあるが，収支バランスを考慮した適切な運営をしているといえる。 

 会計は，学校法人会計基準及び「学校法人武田学園経理規程」に基づいて，適切に処理

されている。 

 また，会計監査体制は，整備されており，適正に実施されている。 
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基準 4．自己点検・評価 

4-1 自己点検・評価の適切性 

≪4-1 の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

(1)4-1 の自己判定 

基準項目 4-1 を満たしている。 

 

(2)4-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学は，基準Ⅰで示した本学独自の使命・目的の実現を目指して，平成 13 (2001) 年度

以来，毎年，自己点検・評価を実施し，報告書を作成している。平成 18 (2006)年度には，

財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受け，平成 19 (2007) 年 3 月

29 日に，「広島文教女子大学は，日本高等教育評価機構が定める大学評価基準を満たして

いる」と認定された。さらに，平成 18 (2006) 年度以降の自己点検・評価報告書は本学ホ

ームページの「情報公開」に掲載している。平成 24(2012)年度には，同評価機構にる２度

目の大学機関別認証評価を受け，平成 25(2013)年 3 月に，「広島文教女子大学は，日本高

等教育評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定された。 

また，平成 16 (2004) 年度から人事評価制度も教員個々の教育研究活動の充実・改善を

目指して継続して活用されている。「BMS」も，学園の各部門，あるいは，大学の各学科

単位で年度目標を設定し，達成度を自己点検・評価する仕組みになっており，本学の使命・

目的に即した多くの成果を挙げている。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

本学は，「広島文教女子大学学則」第 1 条の 2 に「本学は，教育研究水準の向上を図り，

大学の目的及び社会的使命を達成するため，自ら教育活動等の状況について点検及び評価

を行う。」と定めており，「広島文教女子大学大学院学則」第 3 条に「大学院は，教育研究

水準の向上を図り，大学院の目的及び社会的使命を達成するため，教育活動等の状況につ

いて自ら点検及び評価を行う」と定めている。 

自己点検・評価体制は，学長を委員長とする「広島文教女子大学評価委員会」を設置し，

その下部組織に「広島文教女子大学自己点検・評価専門委員会」を置いている。委員会で

は，本学独自の使命・目的の実現を目指して，毎年自己点検・評価報告書を作成している。 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

本学は，第 1 回目認証評価を，周辺の他大学よりも早く平成 18 (2006) 年度に受審した。

この認証評価は改善向上を目的とした自己点検・評価，及び第三者機関による評価であり，

早く受審すれば，本学の自己把握も早まり，またその結果を早く改革・改善に結びつける

ことができる，との認識があったからである。 

平成 24 (2012) 年度には，財団法人日本高等教育評価機構によって 2 度目の大学機関別
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認証評価を受審するため『平成 24 年度大学機関別認証評価受審の手引き』にある日程に

従って自己点検・評価を実施し，大学機関別認証評価を受け，評価機構より認定をされた。 

 以上，1 年サイクルの自己点検・評価活動と大学機関別認証評価の受審結果による改善

活動を通じて，本学の自己点検・評価は適切に行なわれている。 

 

(3)4-1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価は適切に実施されているが，従来の「自己点検・評価専門委員会」

を「自己点検・評価委員会」に名称を改め更に充実させるとともに，今後も，継続して大

学の使命・及び目的に即した自己点検・評価を進めていく。 

 

4-2 自己点検・評価の誠実性 

≪4-2 の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

(1)4-2 の自己判定 

基準項目 4-2 を満たしている。 

 

(2)4-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

各基準項目について点検した内容をより透明性のある客観的な評価として示そうとす

る場合，各評価の根拠となるエビデンスを適宜用いて客観性や適切性を効果的に示すこと

が求められる。 

基準項目によっては，事実の状況を説明する資料，関連データ，またアンケート等の分 

析結果や関連の諸規程等を用いており，その内容はさまざまである。中には，その客観性 

を 1 つの資料で示すことが困難で，数種類の資料等をエビデンスとしている評価の視点も 

ある。基準判定の客観性・適切性については，基準項目ごとの客観性・適切性を裏づける

資料を作成しており，この「自己点検・評価報告書」が基本的に客観性の高いエビデンス

のもとに点検・評価していることを示している。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

本学は，年度ごとに財団法人日本高等教育評価機構が指定する自己点検・評価項目に基

づいて，エビデンスを明確に示しながら自己点検・評価を実施してきた。データや資料は，

自己点検・評価専門委員会が収集，分析し，保管してきた。平成 23 (2011)年度は，平成 24 

(2012) 年度に受審する大学機関別認証評価のエビデンス集（データ編）並びにエビデンス

集（資料編）の作成に必要なデータ，資料を幅広く収集，分析しており，その内容を評価

報告書に反映させた。教育に関するあらゆるデータを一元管理し，必要に応じて公開する

ための IR(Institutional Research)室の設置によって，さらに透明性の高い自己点検・評

価が可能となった。 

さらに，IR 室は，平成 26(2014)年度に教育の改革・改善を組織的・継続的に支援し教

育の質的向上を図ることを目的に設置される「高等教育研究センター」内の部会（IR 部会）
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として協働して活動していく。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

毎年実施している本学の自己点検・評価結果も，本学ホームページの情報公開の項に掲

載している。 

また，学園の中期計画については，あくまでも現場レベルの課題を明確化する取り組み

であることから，学外への公表はしていない。しかしながら学内においては，毎年，夏季

休業中に実施される教職員研修会において，理事長並びに担当者から進捗状況等が随時報

告される。 

以上により，自己点検・評価，及びその結果を踏まえた改善活動の状況等に関する学内

共有と社会への公表は適切に実施されている。 

 

(3)4-2 の改善・向上方策（将来計画） 

自らをチェックし現状を確認することで，将来の改善・向上につなげることは，自己点

検・評価の主たる目的ではあるものの，目的は決してそれだけではない。学生・教職員を

はじめとする大学の関係者はもちろん，社会への説明責任として，大学の現状を知ろうと

するすべての人に対し，分かりやすい内容で積極的に発信し続けることも重要な目的であ

ると考える。このことは，学校教育法第 109 条にも，次のとおり，その主旨が規定されて

いる。「大学は，その教育研究水準の向上に資するため，文部科学大臣の定めるところによ

り，当該大学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検

及び評価を行い，その結果を公表するものとする」。 

外部に向かって本学の情報を発信する際には，まず報告書を読む側の立場に立って，客

観性・適切性についての配慮が必要である。今後もより分かりやすく理解してもらえるよ

う，自己評価の根拠となるエビデンスの活用スキルを高めていきたい。 

また，各種データの管理及び活用については，平成 23 (2011) 年度からの IR 室を充実

させていくことで，教育情報の収集・整理・活用等，速やかで正確な情報公開も十分にさ

せていく。 

 

4-3 自己点検・評価の有効性 

≪4-3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

(1)4-3 の自己判定 

基準項目 4-3 を満たしている。 

 

(2)4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

本学は，自己点検・評価専門委員会が「自己点検・評価専門委員会規程」第 9 条に従い，

各自己点検・評価項目の改善・向上方策で指摘された内容を，関連する部署に通知し，改

善・向上方策の実施を要請している。受けた部署は，翌年度又は数年にわたって，改善・

向上に取り組んでいる。 
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一方，本学には「BMS」と称する目標管理システムがあり，各部署又は個人が，目標を

定め，その達成を目指して計画的に活動し，振り返りをすることが義務付けられている。

そして，それら一連の活動が個々人の実績評価に反映される仕組みとなっているため，も

う一つの PDCA サイクルが存在している。この「BMS」は，自己点検・評価と同様に，本学

の使命・目的を達成するための活動であり，自己点検・評価における改善・向上の取り組

みと同等の成果を挙げてきている。その意味では，自己点検・評価の有効性を担保する役

割を果たしてきたともいえる。 

しかしながら，「BMS」は，単年度で終了するものが多く，個別又は個人的な目標に対す

るものであることから，組織全体として継続的に自己点検・評価の結果を活用していく機

能を果たすことは困難である。したがって，自己点検・評価結果を活用するための新たな

仕組みが必要となる。 

平成 20 (2008) 年度以来，「BMS」の一環として取り組んできた「文教スタンダード 21」

では，本学教育の使命・目的を達成するために，「心を育て 人を育てる」という教育理念

の下で培われてきた「文教らしさ」と，大学教育としての一定の水準を表す「学士力」の

二つのスタンダードを融合させることによって，本学の教育システムを再構築し，その教

育プロセスと成果を社会に発信していくことを目指してきた。その成果は，平成 21 (2009)

年度，教養教育の改革及び「BECC」の開設，GPA 制度の導入，平成 22 (2010) 年度，各

学科の専門教育の再構築を目指した「履修モデル」の構築などに現われているが，平成 23 

(2011) 年度には，昨年度までに構築された各学科の人材育成目標を達成するための「履修

モデル」を点検・評価し改善していくための各学科の「教育システムモデル」並びに PDCA

サイクルの構築を目指して活動した。 
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1 2 3 4 5 6 7 8
サブ目標　A
サブ目標　B
サブ目標　C
サブ目標　D INPUT

サブ目標　E

INPUT

学力・学習意欲・目標意識に応じた指導

入学 OUTPUT

INPUT

資金（予算配分）

教育システムと評価（PDCAサイクル）

教育プロセス（教育内容・方法・順序・学習時間）

学生

改革・改善

見直し・修正

見直し・修正

教育成果
（ディプロマポリシーの達成）

人材育成目標

（アドミッションポリシー）
一定の学力水準の確保

教育システムの評価
（目標とサブ目標、時間配分、人材、施設・設備、資金と
教育成果との関係を分析し、改革・改善に繋げる）

教育プロセスの評価（カリキュラムポリシー）
（各サブ目標ごとのカリキュラムと学習成果「○○ができるようになる」）

目標と４年間の学習計画

評価項目 評価内容（教育成果との関係）
人材育成目標とサブ目標

改革・改善

教員配置・連携等
教室、教材、教具等

予算配分

教育環境
人材（教員配置・連携・協力体制）
施設・設備（教室、教材、教具）

 

図 4-3-1   

図 4-3-1 の「教育システムの評価」（PDCA サイクル）は，平成 23 (2011) 年度「BMS」

において作成したもので，本学の教育システムとアドミッションポリシー，カリキュラム

ポリシー，ディプロマポリシーの 3 つのポリシーとの関係を示しながら，教育システムの

成果を評価し，各構成要素を改善していくための道筋を示したものである。これまで，や

やもすると教育システムの評価はカリキュラムの改善や教員の教育活動の改善に偏りがち

であったが，このモデルに示すように，教育成果の評価が，図の上方の矢印に示されてい

る人材育成目標の見直しから教育プロセスの見直しに関する PDCA サイクルと，図の下方

の矢印に示されている教育環境（人材，施設設備・資金）の見直しに関する PDCA サイク

ルの二つのルートを総合したものでなくてはならない。 

平成 24 (2012) 年度は，教育システムの評価における具体的な評価項目並びに評価内容

を作成し，このモデルを完成させ，本学の自己点検・評価における PDCA サイクルを構築

した。 

さらに，自己点検・評価及び認証評価の結果を，活用するための PDCA サイクルが有効

に機能するような組織として，「育心育人教育推進委員会」を設置し，改革改善プランを作

成した。平成 25 年 3 月の学内研修会で同委員会は，活動報告並びに将来の計画を教職員

に共有した。 

 

(3)4-3 の改善・向上方策（将来計画） 

 自己点検・評価及び認証評価の結果を，活用するための PDCA サイクルが有効に機能す

るように，評価結果から改善のためのプランを作成する機能を有する組織として，平成 24 



76 

(2012) 年度に設置した「育心育人教育推進委員会」は，教育の改革・改善を組織的・継続

的に支援し教育の質的向上を図ることを目的に設置される「高等教育研究センター」に引

き継がれ，次年度以降の改革改善プランを作成していく。 

 

〔基準 4 の自己評価〕 

Ａ．自己点検・評価の適切性 

大学の質保証を考えるうえで，各大学の自主性・自律性は重要な要素である。改善・向

上に向けた取り組みとしての自己点検・評価は，各大学にとって重要な活動であるととも

に，各大学の自主性が強く求められる活動でもある。受身ではなく，自発的に実施するこ

とで，それぞれの大学の使命・目的に即した質の高い積極的な自己点検・評価活動が展開

されるものと考えている。 

また，本学は自己点検・評価の実効性を補完する機能として，教職員の人事評価並びに

様々な目標を定め現状を改革していく「BMS」を実施し近年の本学教育の充実・発展につ

ながっている。 

 

Ｂ．自己点検・評価の誠実性 

自己点検・評価の中でも，特に重要な部分の評価・判定を行なう際には，その根拠とな

る関連資料やデータをエビデンスとして明示し，客観性・透明性を確保している。業務ご

との現状を把握するために実施するさまざまな調査や，情報の収集・加工・分析の重要性

は誰もが理解するところであり，必要性に応じてそれぞれの部署等で実施してきたが，「IR

部会」を設置し，必要な教育情報の収集や分析を的確に行うことができるようになった。

これによって本学の自己点検・評価における誠実性がより高くなると考えている。 

また，自己点検・評価及び認証評価の結果については，本学ホームページの「情報公開」

欄に第 1 回目認証評価の終了後から公表しており，本学における自己点検・評価活動は誠

実に実施されている。 

 

Ｃ．自己点検・評価の有効性 

自己点検・評価を改善・向上につなげていく PDCA サイクルの確立は，本学の質保証シ

ステムにとって重要な課題であったが，平成 21 (2009) 年度からの「BMS」の成果として，

本学の人材育成目標を達成するための教育システムの構築とその改善のための道すじが明

確となり，平成 24 (2012) 年度から PDCA サイクルの CA から P へつながるルートを担

当するための組織として，「育心育人教育推進委員会」を設置した。これにより，評価結果

が確実に次の改善・向上につながる PDCA サイクルが確立した。 

なお，「育人育心教育推進委員会」は，教育の改革・改善を組織的・継続的に支援し教

育の質的向上を図ることを目的に設置される「高等教育研究センター」に引き継がれ，次

年度以降の改革改善プランを作成していく。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．社会連携 

A-1 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

≪A-1 の視点≫ 

A-1-① 大学施設の開放，公開講座，リフレッシュ教育など，大学が持っている物的・

人的資源の社会への提供 

A-1-② 大学と地域社会との協力関係が構築されているか 

(1)A-1 の自己判定 

基準項目 A-1 を満たしている。 

 

(2)A-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 大学施設の開放，公開講座，リフレッシュ教育など，大学が持っている物的・

人的資源の社会への提供 

本学は，広島市安佐北区における唯一の大学であり，学園創設時の目的に「地域文化向

上の一翼を担う」とあるとおり，創立当初より，地域社会と緊密な関係を持つ大学であっ

た。本学が行っている社会に対する物的・人的資源の提供への取り組みとしては，次のよ

うなものが挙げられる。                                            

〔大学施設の開放〕 

本学では，体育館，グラウンド，テニスコート，プール，弓道場を外部団体の各種

大会・行事等に，普通教室，ホールを講習会，講演会，検定会場等に貸与し，有効に

利用されている。                                            

また，附属図書館については，平成 15 (2003) 年度から，学術・文化に関わる学習・

調査及び研究を目的とする 18 歳以上を対象に公開している。サービス内容は，館内閲

覧及び図書館資料の（著作権法の範囲内）複写である。近隣において，人文社会・自

然科学分野での専門図書を備えている図書館は他にないため，地域にとって貴重な存

在であるといえる。                                           

〔地域開放講座「人生論」〕 

本学では，教養教育科目の人間学科目群，表 A-1-1 の「人生論」を地域開放講座と

して，一般の方にも自由に聴講を認めている。また，一部聴講も認め，聴講しやすい

よう配慮も行っている。 

講師陣については，各界，各層から幅広く招聘し，各講師が歩んできた人生，そこ

からのメッセージに触れて，人生をより豊かにそして有意義に生きるヒントを得るよ

う考慮した。 

特に，以下のことを実践した。 

①それぞれの講師のプロフィールと演題に一覧表を作成し，受講・聴講の便宜を図

った。また講師にも送り，本講座の意図をつかんで頂き，オムニバスが効果的に

展開されてゆく。 

②正門近くに看板を掲げて，受講者・地域の聴講者への案内と受講・聴講意識の高

揚と講師に対する歓迎・期待の姿勢を図った。 

③受講者のレポートは全てを授業後，講師に送付し，それに対するコメントを講師
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から受け取り，学生にフィードバックした。 

④中間に座談会を設け，前半の講演を聞いた上での感想や意見の交換発表会とした。

以降，受講生に“聞く”姿勢の変化が見られた。 

⑤講演後には，講師に対する感想を述べる場（5 分～10 分）を設けてきた。地域の

聴講者からも質問・感想があり，会を重ねる毎に質問・感想に質的変化が見られ

るようになった。 

座談会を設け，前半の講演を聞いた上での感想や意見の交換発表会としたことは前

述のとおりである。その座談会を通して，前半の内容に対する理解を深めることがで

き，また後半への動機付けをすることができた。 

  

表 A-1-1  地域開放講座「人生論」 

開講日 講   師 

4 月 10 日 ガイダンス 

4 月 17 日 新聞社勤務，元女性記者 

4 月 24 日 中小企業家団体代表理事，会社社長 

5 月 1 日 女性外交官 

5 月 8 日 ひろしま元気ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ呼びかけ,酒店社長 

5 月 22 日 映画製作，元 NAC 平和大使 

5 月 29 日 カレースパイス卸業創業 

6 月 5 日 ヴィオラ奏者 

6 月 12 日 中間まとめ，ディスカッション 

6 月 19 日 観光協会会長，会社社長 

6 月 26 日 非常勤講師，元旅行会社勤務 

7 月 3 日 元広島カープ広報室長 

7 月 10 日 大学教授 

7 月 17 日 本学 OG，同窓会長，元副市長， 

7 月 24 日 まとめ 

 

〔司書講習〕 

本学は，中・四国唯一の司書講習開催大学(文部科学大臣委嘱)であり，夏休み期間

中の約 3 ヶ月間を利用して一般対象の 13 科目（24 単位）を全学の協力体制のもと開

講している。 

昭和 47（1972）年度に開始して以来これまでの修了者は 4,100 人を超える。                                           

〔公開講座〕 

本学主催の公開講座は，昭和 59（1984）年に開設され，平成 25（2013) 年度で 30

回目を迎えた。継続して地域の人々に親しまれている。 

広報の方法としては，本学ホームページに掲載するほか，案内を広島市安佐北区内

の公民館，安佐南区，安佐北区の区民文化センターに配布し，また，安佐南区，安佐

北区内の新聞に折り込みによる配布も行っている。受講者には，講座ごとに講座概要

を作成・配布し，予習や復習などの便宜を図ってきた。 
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平成 25（2013）年度に企画・開講した公開講座は表 A-1-2 のとおり 22 講座であり，

延べ 386 人の参加があった。 

 

表 A-1-2  公開講座科目   

講    座    名 実施回数 受講者数 

懐かしい歌を一緒に歌いましょう 8 20 

書道に親しむ -古今の名跡鑑賞と臨書実習で筆遣いを学ぶ- 5 17 

初めての刻字 10 11 

旅を 10 倍楽しくする「プロの目」アドバイス 3 19 

再チャレンジ英語講座～初歩から学んでみませんか 3 15 

家族の映像もっと素敵に～ビデオ撮影・編集テクニック 3 11 

「温故知新」で探るカープ優勝戦略 3 12 

懐かしい歌をご一緒に！～歌詞を心に響かせながら 8 35 

エクセルって何？基本的な使い方をマスター 5 18 

ヒット率が上昇する必殺！投稿の表現術 3 5 

書道に親しむ ～古今の名跡鑑賞と臨書実習～ 8 17 

切り抜いて楽しむステンシル～版画にチャレンジしてみよう 3 8 

ニュースの「舞台裏」～新聞記者の経験から 3 5 

筆ペンで楽しむ書道 ～実用書上達のコツ～ 5 21 

白川静の世界～『中国古典の文化』を読む 5 8 

知って得する，動いて得する「健康ダイエット」講座 3 16 

中国の書の見方～甲骨文・牛橛造像記・蜀素帖 3 8 

知らないでは済まない「成年後見制度」の役割 3 6 

書道と書のデザイン講座～古典の臨書から創作へ 4 20 

シェイクスピア劇の名台詞を愉しむ講座 4 3 

原文で味わう「源氏物語」 27 40 

作って楽しむ短歌 27 71 

 

この外，県内の大学・教育ネットワーク中国・広島市・財団法人広島市ひと・まち

ネットワークが連携して行う「シティカレッジ」に次の講座を開講した 

   講座名：「現代の子どもの育ちについて考える」 期日：9 月 28 日～10 月 19 日 

毎週土曜日 10:00～11:30  会場：広島市まちづくり交流プラザ  

〔ソシオ学校〕 

本学では，平成 16（2004）年度から「ソシオ学校」（地域貢献型学校）の推進が全

学園目標の一つとして掲げられ地域との連携を一層密接にするという方針打ち出され

た。「ソシオ学校」とは，地域社会と連動したより大きな教育システムを形成し，学園

の教育活動がそのまま地域貢献となるような取り組みである。大学では，全学園目標

を受けて，地域との協働によって新たな成果が期待されるプログラムについて検討を

行い平成 17（2005）年度から本格的な実施に着手した。                                            
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平成 25（2013）年度は次の事業を実施した。 

（人間福祉学科） 

人間福祉学科では，地域の子どもたちの支援として，次の活動に取り組んだ。 

1．放課後グループ 

(1)活動の経緯 

  障害のある子どもたちの放課後生活については，「自由に過ごしたり，遊

んだりする居場所がない。」「保護者と一緒でないと外出の機会がほとんど

ない。」などといった課題が挙げられていた。そこで，「放課後ケア」のニ

ーズに応じることを目的として，平成 12 (2000) 年度より，「広島文教女子

大学放課後グループ」の活動を開始し，現在まで継続している。活動開始

当初は，小学生が中心であった参加者も，学校を卒業して就労するように

なり，余暇を過ごす場としての役割も大きくなっている。 

(2)平成 25 (2013) 年度の活動実績 

    参加者は，小学 5 年生から 25 歳までと年齢の幅が広い。また，参加者

の半数は 13 年連続参加している。活動実績は次のとおり 

表 A-1-3  放課後グループ。 

月    日 活 動 内 容 場  所 参加人数 参加学生 

4 月 27 日(土) スポーツ活動 大学 8 4 

5 月 25 日(土) 制作活動 大学 6 5 

6 月 29 日(土) 子ども文化科学館でﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観賞 学外 8 2 

7 月 20 日(土) お菓子作り 大学 9 4 

11 月 9 日(土) 制作活動 大学 7 2 

12 月 21 日(土） ドリミネーション見学 学外 8 2 

1 月 11 日（土） お菓子作り 大学 8 3 

3 月 8 日(土） マンガ図書館でマンガを読む 学外 8 1 

    活動日数 8 日  参加者数延べ  62 名 参加学生数延べ  23 名 

 

（心理教育相談センター） 

「広島文教女子大学心理教育相談センター」は，地域に心理的支援，心理相談

を行うとともに，本学大学院教育学専攻臨床心理学コースに所属の大学院生の心

理臨床に関する実習・教育・訓練の場としての機能を果たすことを目的としてい

る。構成員は，相談員として臨床心理士の資格を有する教員 8 人，実習相談員と

して大学院人間科学科教育学専攻臨床心理学コースの在学生 9 人である。「広島文

教女子大学心理教育相談センター」の主たる活動内容は個別心理面接であり，延

べ来談件数 68 件，延べ来談者数 291 人，延べ面接回数 562 回であった。                                                                                 

また，本学心理学科との共催で，1 歳から 5 歳までの子育て中の母親を支援す

る活動である「ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム(NP プログラム)」を

平成 24 (2012) 年 10 月 31 日～12 月 19 日まで，毎週水曜日 10：00～12：00，

計 8 回実施した。広島市安佐北区役所，広島県ひろしまこども夢財団の後援を得

ている。運営スタッフは，ファシリテーター2 名，保育士・本学学生合わせて 13
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名で，参加者は，母親 14 名，乳幼児 11 名であった。                                            

    〔グローバルコミュニケーション学科〕 

世界のグローバル化が進むにつれて，共通語としての英語がコミュニケーション

手段として重要度を増している。日本の英語教育においてもコミュニケーション力

を重視した変革が迫られ，小学校では外国語活動が必修となった。また，高等学校

でも，平成 25 (2013)年より，原則として英語の授業を英語で行うことになってい

る。 

平成 22 (2010) 年 4 月に設置したグローバルコミュニケーション学科では，こう

した流れの中で，同年に「英語・教育研究会」（GE 研）を発足させた。 

同研究会は，本学の地域貢献の一環として，小学校，中学校，高等学校の教員を

対象に，英語教員としての自己啓発を図ることと，時代の求める英語教育を提供す

ることを目的として，本学の外国人専任教員と共に，「BECC」の施設を利用して，平

成 22 (2010) 年度より毎年，「広島文教女子大学 GE 研主催地域連携英語研修会」を

開催している。                                            

そして，同研究会は，平成 22 (2010) 年度第 2 回研修会から広島市教育員会の後

援，平成 23 (2011)年度第 2 回研修会から広島県教育委員会の協賛も得て，広島県

及び近県の高等学校から多数の参加者を得て開催している。                                           

平成 25 (2013) 年度の活動実績は次のとおりである。 

平成 25 (2013) 年度地域連携英語研修会 

平成 25 (2013)年 8 月 7 日（水）に，広島市教育委員会の後援を得て，本学の

外国人専任教員が，広島市教育委員会の高校の英語教員を対象に “Increasing 

English input and output: Oral Introduction”と題して，英語による英語教授に

関しての研修を行った。 

参加高校：7 校   受講者数：20 名 

 

〔すずらんひろば高陽〕 

       「すずらんひろば高陽」は，広島市地域子育て支援拠点事業として広島市からの補

助金を受けて平成 24（2012）年度 10 月 1 日より安佐北区亀崎地区に開設した子育

て広場である。  

  子育て広場とは，概ね 3 歳ごろまでのお子様をお持ちの方々を対象として，子ど

もを遊ばせながら，周りの人たちとの会話を楽しみ，あるいはゆったりと時間を過

ごす中で，日ごろのストレスを解消したり，子育てに関する悩みを軽減したりする

ことを意図している。 

        平日 10 時から 15 時まで開設しており，昨年度は大人延べ 4,855 名，子ども延

べ 5,689 名の計 10,544 名もの利用者があった。月を追うごとに利用者数が増加し

ており，マスメディアにも多く取り上げられ，この半年で高陽地域の子育て支援拠

点施設として定着し，好評を得ている。 

今後は，教育の場としての効果的な活用方法についても検討している。 
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A-1-② 大学と地域社会との協力関係が構築されているか 

本学では，平成 21 (2009）年度に安佐北区役所と「広島文教女子大学と広島市安佐北区

役所との地域連携協力に関する協定書」を締結した。これは，大学と安佐北区役所それぞ

れが持つ人材，知識，情報等を共有し活用して相互に協力することにより，地域の発展と

人材の育成に寄与することを目的とするものである。                                            

平成 25（2013）年度に連携して実施した事業は，19 件であり，主なものは下記のとお

りである。 

 (1) 広島文教女子大学 BP プログラム（9 月） 

    初めて子を持つ母親の育児ストレスや育児不安軽減のために講座を開設する。 

(2) 地域子育て支援事業(出前講座)（9 月～12 月） 

    地域で活動している育児サークル等における子育て支援の学習会，講演会，研修

会等に教員を派遣し，地域の子育てを支援する。（全 7 回） 

  (3) 大学祭への区役所及び公民館の出展（10 月） 

     大学祭に安佐北区役所及び区内の公民館が参画し，大学関係者，学生，来場市民

等へ広く安佐北区の事業や魅力・特色等を紹介し，まちづくりの推進を図る。   

 (4) 冒険遊び場「プレーパーク」事業（通年） 

地域の住民が主体となり，子どもの想像力をいかした自由な遊び場と居場所作り

の推進を図る。 

 (5) 地域子育て支援拠点事業（ふれあい体験）（8 月～9 月） 

     大学の体験学習に協力し，思春期教育の一環として位置づけ乳幼児親子と触れ合

う場の提供を行う。また，出産・子育てや今後の子育て支援の在り方について考え

る機会とする。 

      (6) あさきた子育て元気！フェスタ（11 月） 

     子育て支援の広報・促進と子育て中の親子と子育てを支援する方々がつながりを

もち，安佐北区が子育てしやすいまちとなることを目指す。 

   (7) KABE2014～こどもビデオ探検隊（3 月） 

     子どもの視点で可部の新しい魅力を発見し，子どもの郷土愛を醸成する。 

また，本学では平成 24 年（2013）年 10 月 10 日に島根県雲南広域連合（雲南市，奥出

雲町，飯南町の１市２町で構成）と「広島文教女子大学と雲南広域連合との地域連携協力

に関する協定書」を締結した。これは大学と雲南広域連合との間で，それぞれが持つ人材，

知識，情報等を共有，活用して相互に協力することにより，観光開発などの地域振興とそ

れを担う人材育成に寄与することを目的とするものである。 

 本学では，松江，出雲地域の陰になって見過ごされがちな雲南地域の観光開発について，

グローバルコミュニケーション学科 3 年生を主体に地域研究に取り組んだ。まず広島市に

おける若い世代の雲南地域についての知名度や関心事を知るために，本学において 1 年生

全員を対象にアンケート調査を実施。これらのデータを基に，11 月には現地調査を行うこ

ととした。 

 また，雲南広域連合側からは大学に対して，若い世代の「女子旅」を雲南地域に誘致す

るには何が必要か，モニター調査の要請があった。本学ではこれに応える形で現地調査に

取り組んだ。調査に当たっては，雲南広域連合の観光広報誌「ｏｋｕｔａｂｉ」編集に当
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たった「おくいずも女子旅つくる！委員会」のメンバーに，宿泊地の手配，当日のガイド

をしてもらうなど，地域の全面的な協力を得て行うことができた。 

 調査の結果は，学生たちと教員との協働で，「雲南エリアの魅力アピールについての提案

書」にまとめ，雲南広域連合に提出した。主な内容は，観光地を結ぶ道路網や路上の案内

が不足している，公共交通機関が利用しにくい，観光スポットのトイレが女性には十分で

ないなどを，他地域から訪れる際の視点で指摘。さらに巨岩で有名な「鬼の舌震」のライ

トアップ，尾原ダムの活用などのほか，まず広島文教女子大学の大学祭で雲南地域の特産

品ＰＲなどを提案した。このうち，文教祭でのＰＲについては，雲南地域との連携で新年

度に早速取り組むこととなった。 

 

(3)A-1 の改善・向上方策（将来計画） 

地域からの要請並びに窓口を一元化するために設置した地域連携室に地域連携室長を

配置したことにより，さらに地域連携を充実させていく。 

 

〔基準 A の自己評価〕 

 公開講座の実施，大学施設の開放，地域との連携，要請への対応など，多くの地域貢献

活動を展開し，本学の持つ物的・人的資源を社会へ提供している。 

 また，本学の協力を前提として企画・実施される地域行事も複数あり，地域との協力関

係も構築されており，今後更なる発展が期待される。 


