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平成 25 年 8 月 23 日 

 

評価大学の目標（2008-2012）とその実現のための措置（計画） 

に関する状況［終了評価］について 

 

本学では、５年間の目標を立て、その実現のための計画を実施しています。2008 年度（平成

20 年度）から始まった計画も昨年、 終年度を迎えたためプレ終了評価を実施しましたが、各方

面からのご意見を賜り、その結果、さまざまな改善を図ることができました。 

ここでは、目標ごとにどのような改善が図れたのか、ということを中心に５年間の成果をまと

めましたのでご高覧賜れればと存じます。 

なお、紙面の都合で目標のいくつかの記述は省略しています。（網がけの目標） 

 

目標１ 人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学

生を育成する。 

2

目標２ グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に

英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。 

41

目標３ 学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるよう

に努める。特に経済的支援を充実する。 

47

目標４ 教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資

金の獲得を図る。 

54

目標５ 教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。 64

目標６ 学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学

の国際化を図る。 

69
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目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。

（責任部局：学務部） 

 

計画１－１：各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に検討を行う。 

 

本学では、目標の文言が漠然としており到達目標が曖昧であったが、 終年度ということもあ

り目標や計画の変更は行わなかった。しかし、次期の 5 年間の目標期間につなげるために、主要

な語の意味や定義を全学教務委員会で平成 24 年度中に以下のように整理した。 

「人間性に優れる」ということは、高い倫理観を持ち、ボランティア精神に富みコミュニケー

ション力が高い状態であることと考えることにした。このうち、倫理観の涵養については、一般

教養の科目のいくつかの科目を各学部が「倫理観を涵養する科目」として指定し、自学部の学生

の必修科目とした上で、内容や実施方法について責任を持つこととした（資料１－１－１）。また、

ボランティア精神については、各学部が、ボランティアに参加する学生数や期間、相手先の意見

などを集計することとした（資料１－１－２）。コミュニケーション力については、英語、ゼミな

ど各学部にコミュニケーション力涵養のための科目を指定してもらい、その成績から判断するこ

ととした。「幅広い教養」については、一般教養の科目の成績、関連科目の単位取得率等で判断す

ることとした。また、「高度な専門知識」および「課題解決能力」は、卒業論文を担当教員ではな

く、学部ごとに決めた観点に沿って他の教員が第三者的に内容を点検することとした（資料１－

１－３）。 

整理だけでは、計画の達成にはならないので、各学部で適切な教育が行われているかどうかの

点検を全学教務委員会で行った。１）マネジメント体制としては、全学教務委員会（資料１－１

－４）は、年に５回しか開催されていないため、実際には学年暦の確認や非常勤講師枠の部局配

分、通知事項の伝達などが主であり、本学の教育を運営する会議体にはなっていないという意見

が多かった。２）意思決定に至るプロセスについては、エビデンスがない中で議論をしているこ

とが多い、という意見が多かった。例えば、主要議題である非常勤講師時間の配分については、

原則的に前年度実績にもとづいており、実際の教員の業務負担や教員／学生比率などのデータが

手元にないままで配分を行っていることを疑問視する意見もあった（もちろん前年度を踏襲する

方式を強く支持する学部もある）。また、成績評価基準が各教員に一任されているので GPA の有

効性についても疑問の声が上がった。３）教育の適切性については、学科やコースごとの教育目

標が原則的に立てられておらず、当然のことながら、カリキュラムマップなどの作成を通した各

科目と教育目標との関連づけが行われていない。 

したがって、次期目標期間に入り次第、各学科、コースごとの人材育成目標についても今年度

の用語の整理をもとに策定や見直しを行い、カリキュラムマップの作成などを通した体系的整理

と可視化などが必要であろう、という意見が多かった。即ち、目標がなければ、現在、どのよう

な状況になっているのかという評価が活きてこないのではないか、という結論に至った。 

 

資料１－１－１ 倫理観を涵養する授業として指定予定の科目 

学部 科目名 内容 

文学部 倫理学 我が国における倫理観の変容を学ぶとともに規範倫理学についても
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学ぶ。 

経済学部 経済人と社会活動 資本主義と倫理をめぐる歴史について学び、経済人としての倫理観を

涵養する。 

経営学部 コンプライアンス入門 企業や組織に求められるコンプライアンスについて学ぶ。 

工学部 技術者倫理 技術者に求められる倫理観について学ぶ。 

 

資料１－１－２ ボランティアの調査項目 

氏名、相手先、ボランティア内容、期間、実施時間、本人感想、ボランティア先の意見（可能な範囲で） 

 

資料１－１－３ 高度な専門知識と課題解決能力の測定表 

 できていない 

（not meeting） 

できつつある 

（approaching） 

できている 

（meeting） 

十二分にできている 

（exceeding） 

高度な 

専門知識 

当該分野の基本的な

知識が本文中にほと

んど顕れていない。 

当該分野の基本的な知識

が本文中に顕れることも

あるが、表層的もしくは

部分的である。 

当該分野の基本的な知

識が「はじめに」や「分

析方法」、「解釈」など

に顕れている。 

当該分野の基本的な知識が本文中

に必要な箇所に、十分記述され、

高度な専門知識を持っていること

が誰からも明らかである。 

課題解決 

能力 

課題設定に重大な問

題があるために論旨

が不明になってい

る、もしくは課題設

定はよいものの解決

がまったくなされて

いない。 

課題設定にやや問題があ

ったり、分析の枠組みが

適切でなかったり、解決

がなされていない部分が

ある。 

「はじめに」において

適切な課題設定がなさ

れ、それが適切な枠組

みで解決が進められ、

「議論」部分で適切に

解かれていることが読

みとれる。 

「はじめに」において当該分野の

現行の学術レベルに照らしても十

分通用する課題設定がなされ、そ

れが適切な枠組みで解決が進めら

れ、「議論」部分では、目を見張る

鮮やかな論理で課題が解決されて

いることが読みとれる。 

 

資料１－１－４ 全学教務委員会の構成員と主な審議事項 

構成員：教育担当副学長（委員長）、共通教育センター長、４学部の教務委員長、学務部長［担当課：学務課］ 

１．学年歴について、２．教養教育について、３．非常勤講師枠の配分について、４．退学者、休学者の増減と対応について 

［これら以外は、原則的に報告事項である。］ 
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計画１－２：学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確認す

る。 

 

全学教務委員会の議論に於いて、本学における学修成果の把握については、当初、授業アンケ

ートさえ行っていればよいのでは、という考え方が支配的であった。それに付け加える形で、卒

業式の前後に、何人かの卒業内定している学生に４年間の学習成果に関する意見を聴取したり、

教員に対して、学生が十分な学習成果を得ているかどうかのアンケート調査を行う予定であった。 

しかし、授業アンケートで満足度や理解度を把握しても、それは間接測定（学生の主観にもと

づく学習成果の測定である）であるため、本当に実力が付いたのかどうか、ということについて

は、実際分からない。したがって、４年間の本学の教育の満足度や理解度を単に学生や卒業生に

聞いただけでは学習成果の把握としては不十分なのではないか、という意見が出た。 

しかしながら、学生の学習成果を直接的に測る術を本学は持っていない。本学の授業アンケー

トは無記名なので、どのような理解度の学生がどのような成績なのかも、分からない。そこで、

平成 24 年度中に、卒業時に高い GPA、平均的な GPA、低い GPA の学生の成績の推移について

分析を行い、各グループの学生の学習成果について、教員から聞き取り調査を行った。 

本学では、GPA は導入されており、学生への成績通知には明記されているが、授業料免除の際

くらいにしか利用しておらず、その活用方策が待たれていた。ただし、成績には学習によって得

た知識や技能や学習にともなう行動変容だけでなく、授業や課題に対する学習態度も含まれるた

め、成績＝学習成果ではないが、GPA を成績の代理指標として重視することとした。 

資料１－２－１には、基礎資料の例として、工学部の平成 19 年度入学生の退学、留年、卒業状

況の状況を示した。本学では、平成○年に○年生が○人、という管理は行っておらず、伝統的に

入学年度ごとの学生管理を行っている。資料１－２－２には、工学部と文学部の GPA の推移に関

する予備調査結果を示す。４年間の GPA が高い学生は、教養の GPA（1 年前期で代理）も学部

専門の GPA（3 年前期で代理）も高く、高い成績を維持する学生が多いことが分かった。また、

GPA の低い学生は教養の GPA も学部専門の GPA も低く、低い学習成果しか得られていないこと

が想像された。工学部では、低位成績層での留年率や退学率が高いが、文学部では、工学部ほど

顕著な差は無かった。 

実際に、上位層の学生、下位層の学生がどのような学習を行っていたのかについて、それぞれ

の学部でトップ 20 名、ワースト 20 名の学生の氏名リストを教員に示して意見を聴取したところ、

トップ 20 名の学生は、授業態度等がよかったり、授業にも積極的に参加しているという意見が多

く、高い学習成果を得ていることが想像された。しかしながら、ワースト 20 名については、担任

でない教員からは、ほとんど印象が無い、という意見が多く、例え、担任などでその学生との個

人的なつながりがあったとしても、芳しくない成績や学習態度であることという意見が多かった。 
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資料１－２－１ 工学部における入学生の推移（コーホート） 

H19 年度入学 入 学

者 

１年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 

％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 

在籍継続率 300 99.0 297 97.67 293 97.00 290 19.33 58 9.33 28

卒業率 － 0 － 0 － 0 75.33 226 84.33 253

在籍+卒業率 99.0 297 97.67 293 97.00 290 94.67 284 93.67 281

脱落率 1.0 3 2.33 7 3.00 10 5.33 16 6.33 19

 

資料１－２－２ グループごとの成績の変化と留年、退学状況 

文学部（平成 19 年度入学生） 

 ４ 年 後 期

終 了 時 の

GPA 

１ 年 前 期

の 区 間

GPA 

３ 年 前 期

の 区 間

GPA 

中 途 退 学

率 

留年率 

上位層 3.09 3.03 3.15 0 0

中位層 2.61 2.6 2.65 0 6.35

下位層 1.81 2.06 1.71 7.69 26.15

 

工学部（平成 19 年度入学生） 

 ４ 年 後 期

終 了 時 の

GPA 

１ 年 前 期

の 区 間

GPA 

３ 年 前 期

の 区 間

GPA 

中 途 退 学

率 

留年率 

上位層 2.39 2.37 2.33 1.11 2.22

中位層 1.67 1.84 1.66 1.67 5

下位層 0.95 1.18 0.83 9.42 48.69
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目標２：グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語によるコミ

ュニケーションスキルの向上を進める。（責任部局：学務部） 

 

計画２－１：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な授業を実施する。 

 

まず用語の定義を行った。「双方向型の授業」とは、演習、実習、ゼミなど、学生が事前学習、

演習、実習などを通して得た知見をもとに教員との議論で行う授業として定義した。コミュニケ

ーション力は、ディスカッションを通して、他人の意見を傾聴し、自分の考えをまとめて発言し

つつみんなに理解してもらえること、とした。 

いわゆるゼミ形式の具体的な中身は、学部によって様々であり、場合によっては、同一科目名

称（例えば、「基礎演習」などと）であっても教員ごとに中身や進め方が全く異なるということが

多い。そこで、教育プログラム内においては、同一科目名称の必修のゼミ形式科目については、

それぞれの教育プログラムで共通した学習目標を立てて、その上でそこに教員が独自の目標を書

き足す方式に切り替えることを教務委員会で決めた。 

初年次については、基礎力演習ゼミナールとして全学部でほぼ同様の内容の授業を行っている。

全学統一ガイドラインとしては、それぞれの学科（教育プログラム）で重要と考えられる本を１

冊ないし、２冊指定する。事前学習として、学生は、その回の部分を読んで理解してくる。担当

の学生がレジュメを作成し、内容について報告の上、論点を設定する。その論点に沿って、議論

を行う。事後学習としては、その回の報告内容、議論およびそこから掘り下げた論点についてレ

ポートを作成させ、それを教員が添削の上、返却することになっている。資料２－１－１に示す

ように、学部によって多少差があるが、担任が途中経過も含めて、個別指導を実施している。 

コミュニケーション力が実際に培われたのかどうかについては、今後、検証を行うとして、担

当している教員の約二割（全学で 30 名）に１）ガイドラインの遵守状況、２）厳格な運用を行っ

た場合の弊害について、簡易的なアンケート調査を実施したところ（資料２－１－２）、１）につ

いては、ほとんどの教員が「遵守できていない部分がある」と回答していた。２）については、

「学科共通の本を読ませるが、自分の専門分野ではない本が指定されると、実はよくわからない。」

「レジュメの作成指導とレポートの添削が結構大変で、研究時間が確保できない」「教員によって

当たり外れがある、と学生に思われているような気がする」という意見があった。 

 

資料２－１－１ 基礎力演習ゼミナールの基礎データ 

学部 担当教員 学生の規模 

文学部 1 名ないし３，４名 １名のゼミでは概ね 20 名、複数担当のゼミでは、概ね

50 名 

経済学部 1 名 概ね 20 名程度 

経営学部 1 名 概ね 15 名程度 

工学部 ３，４名 概ね 50 名～60 名 
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計画２－２：習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上させる。 

 

一方で本学では、グローバル化を踏まえ、平成 20 年度に学長が英語でのコミュニケーション能

力の涵養を重視する方針を打ち出した。 

本学における英語の科目は、１年生の共通教育で４単位必修である。その後は文学部の一部で、

英語の必修科目があるものの、それ以外では選択科目でしか設定されていない。共通教育の英語

の習熟度別学習は、プレイスメントテストを行い資料２－１－１に示すような４段階のクラスに

学生を割り当て、週 2 回半期・30 コマで１科目の英語を合格すると、次期に 1 つ上のレベルを選

択できる。全員が中級までの合格が求められている。 

共通教育センターでは、学長が打ち出している「一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を

身に付けさせる」ということを目標に、英語の各授業担当者に対して、授業の設計、実施を行い、

成績や単位の付与を行うように指示している。ただし、具体的な授業内容や方法、学習成果の検

証・改善などについては、各教員に任せているため、資料２－２－１に示すように習熟度別クラ

ス編成を行っていたとしても、レベルの差については、誰も検証していなかった。 

平成 23 年度に、英語教育の成果を検証するための調査を行った。まず４年生の希望者（211 名

/836 名）に TOEIC を受けさせたところ、平均点は 356 点で、ある程度予想はしていたものの、

想定以上に低かった。英語の授業担当者や各学部の教務委員にアンケート調査を実施したところ、

授業担当者からは、「そもそもの目標が曖昧で、具体的に何をすればいいのか分かりにくい。」「教

員は自ら築き上げた研究や経験に基づき、学生の状況をみながら授業をしているのだから、大学

や共通教育センターはあまり介入しないで欲しい。」「TOEIC で高い点が取れればよいのか。大学

の英語教育とはそういうものなのか。」「非常勤の先生（全科目の 68％を担当する）には、なかな

か学長の方針が理解されにくいのではないか。」という意見があり、学部の教務委員からは、「と

にかく英語の論文が読めるように教育して欲しい。」「語学学校にアウトソーシングでもよいので

はないか。」というような意見が出た。 

加えて、２年生の学生にアンケート調査を実施したところ、『英語力が入学時よりも向上したか』

については、85％の学生が「そう思う」「概ねそう思う」と回答しているが、『就職に役立ちそう

か』という設問については、 「わからない」「概ねそう思わない」「そう思わない」という回答が 

83％を占めた。自由記述では、教育効果の検証と称するアンケートや小テストが増え、負担感が

増している様子が伺えた。また、アンケートで指摘したことが少しも授業に反映されていない、

というコメントも一定程度あった。 

このような状態であったため、平成 24 年度中に「全学生が卒業時までに TOEIC600 点以上を

目指す」というスローガンを教務委員会で決定し、平成 25 年度からは、以下のような体制で英語

教育を行うこととした。まず、英語については、社会に出てからのツールとしての英語としての

位置付け、学部教育の基礎教育としての位置づけを分離した。社会に出てからのツールとしての

英語は、「実践英語 I、II、III、IV」をそれぞれ１年次から４年次に配置し、隔週通年１単位で I

～III までが必修とした。教員は語学学校の講師を登用することとした。1 年生の 4 月、3 年生の

10 月に TOEIC もしくは TOFEL を大学負担で全学生に受験させて、社会に出てからのツールと

しての英語力を測ることとした。（文学部と工学部は TOFEL、経済学部と経営学部は TOEIC を

それぞれ選択した。）学部教育の基礎教育としての英語は、「基礎英語」として隔週通年１単位で

１年次のみに開講することとした。２年次以降については各学部の判断に委ねることとした。 
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「実践英語」については、学習効果を考えれば、週 2 回の開講を語学学校には勧められたが、

これまでの英語の非常勤講師用の人件費では、隔週が精一杯であった。ただし、英語必修 4 単位

の枠組みを変えなくても済んだのは僥倖と言えよう。課題としては、5 年以上本学の英語の非常

勤講師としてご活躍いただいた先生方に、図らずとも雇い止めのような形になってしまい、若干

のトラブルが発生している模様であるが、総務部労務課で誠意ある対応を行っている。 

「基礎英語」については、原則的に当該学部の教員による授業となったため、専門教育への橋

渡しが、これまで以上にうまくいくものと考えられる。 

なお、計画では、習熟度別を行うことで英語学習の成果を挙げる予定であったが、さまざまな

検証の結果、「一般的な企業で活躍できるレベルの英語」という具体的な目標に向けて「実践英語」

というスキル教育を、各学部の教育目標に向けては、「基礎英語」という二枚看板で英語力の向上

を図っていくこととした。 

 

資料 2-2-1 各習熟度段階別の到達目標 

段階 到達目標 

プレ初級 高等学校レベルの英語力を確実なものにする。 

初級 一般的な企業で概ね活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

中級 一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

上級 国際的に活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

 

資料 2-2-2 到達目標に関する関係教員の意見（平成 23 年度実施） 

・そもそもの目標が曖昧で、具体的に何をすればいいのか分かりにくい。 

・教員は自ら築き上げた研究や経験に基づき、学生の状況をみながら授業をしているのだから、大学や共通教育センターはあま

り介入しないで欲しい。 

・TOEIC で高い点が取れればよいのか。大学の英語教育とはそういうものなのか。 

・TOEIC よりも TOFEL ではないか。 

・非常勤の先生（全科目の 68％を担当する）には、なかなか学長の方針が理解されにくいのではないか。 

・とにかく英語の論文が読めるように教育して欲しい。 

・語学学校にアウトソーシングでもよいのではないか。 

 

資料２-2-3：英語力に関するアンケート結果（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 24 年 3 月 

実施対象：2 年生のうち各学部から 20 名ずつ 

有効回答：54（回収率 67％） 

問１：英語力が入学時よりも向上しましたか。 

そう思う 
概ねそう思

う 
わからない 

あまり身につ

かなかった 

身につかな

かった 

5％ 80％ 10％ 5% 0% 
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問２：本学での英語教育が就職に役立ちそうですか。 

そう思う 
なんとなく

そう思う 
わからない 

あまりそう思

わない 

まったくそ

う思わない

3％ 14％ 50％ 31% 2% 

 

問３：感想を記入してください。 

・教育効果の検証と称するアンケートや小テストが増え、実際の授業時間が少ないと思う。（同様 12 件） 

・アンケートで指摘したことが少しも授業に反映されていないと思う。（同様 27 件） 

・同じレベルであっても先生によって宿題が多かったり、少なかったりするのは不公平ではないか。（同様 15 件） 
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目標４：教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金の獲得を図る。

（責任部局：研究協力・地域連携部） 

 

計画４－１：外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。 

 

外部資金の獲得については、諸問題があることがプレ終了評価で分かったため、評価大学では、

まず科学研究費補助金の採択実績を向上させることに取り組んだ。 

過去４年間の応募件数、採択件数及び採択金額について学部別に応募・採択実績を分析したと

ころ、理科系学部では採択件数は増加傾向であったが採択金額は現状維持であった。文科系学部

ではそもそも応募率が低く、採択件数、採択金額ともに微減傾向であった（資料４－１－１）。 

本学の研究企画委員会において、平成 24 年度中に、次期中期計画期間（H25～H29：5 年間）

に、１）応募率の向上、２）採択率の向上、３）本学の特色となる分野の育成という、３つの研

究活性化のための手段を講じることとした。 

１）応募率については、工学部はほぼ 100％に近いため、科研費に応募しない教員に理由書を

提出させ、正当な理由無しに科研費の応募を見送れないよう教授会決定を行った。文系学部につ

いては、応募のためのインセンティブ経費として、科研費の新規応募を行った教員に対して、文

学部 1 万円、経済学部と経営学部が 2 万円を現金で支給することとした。研究企画委員会におい

て、文系学部で応募しない教員に対するペナルティはないのか、という意見が理系学部から挙が

ったが、都内に年５，６回出張できるくらいの研究費はあるので、特段困っていない教員も多い、

という意見が文系学部からあり、ペナルティについては当面、課さないこととした。 

２）採択率を向上させるために、A 評価不採択者に対して研究費を支給することとした。予算

総額を 300 万円とし、30 人から申請があれば 1 人 10 万円となるが、仮に 2 名からの申請であれ

ば 150 万円が支給される。当初は、研究計画書と予算書、学部長の推薦書を添付させ、それを各

学部から 3 名ずつの委員からなる審査委員会を設置し、それぞれの提案にふさわしい配分額を決

定する案で検討を進めたが、評価コストの割にはあまり効果的ではないだろう、という学長の意

見もあり総額を決めて、それを事前評価無しで配分する方式とした。 

３）特色ある研究分野の育成については、200 万円を計上し、学部横断型特別推進研究を全学

から公募することとした。本学では、ここ 10 年で基盤研究 A 以上の採択がない。基盤研究 B は

平均すると毎年 6 件ずつあるため、それらの研究を支援して、基盤研究 A 以上の規模に育てるア

イデアも出されたが、多くの研究が学外者と行っている研究であった。学外の研究メンバーに本

学から資金を提供するのも話がややこしくなるため、本学の中でだけで完結する研究プロジェク

トを育てる方向で検討を行った。本学は、小規模ながら総合大学に近い雰囲気を持つこと活かし、

学部横断の研究を進めることとした。そこで、全学から研究プロジェクトの公募を行い、毎年 2

件から 4 件に研究資金を補助することとした。なお、支援は単年度であるが、毎年連続して同じ

研究グループが研究プロジェクトに公募することは妨げないようにした。 

本学の研究活性化策への助言や、これらの研究支援での事前審査などを行ってもらう研究アド

バイザリーボードの設置についても検討を行ったが、次期中期目標期間中での検討事項とした。

また、リサーチアドミニストレーター（URA）の採用についても検討課題に挙がり産学連携コー

ディネーターを振り替える案も検討されたが、地域連携センター運営委員会との折り合いは付か

ず、これも次期中期目標期間での継続審議となった。 
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資料４－１－１ 科研費応募・採択実績 

応募率 H20 H21 H22 H23 H24 

文学部 36.5 33.5 30 32 25 

経済学部 52 50 54.5 48.7 50 

経営学部 53.5 51.2 49.8 50.5 51.5 

工学部 98.3 100 96.7 98.3 95 

（単位％） ※ 応募者／科研費を受領していない者 

 

採択率 H20 H21 H22 H23 H24 

文学部 17.8 20.2 16.5 12.5 14.8 

経済学部 22.3 18.3 19.5 20.8 22.1 

経営学部 21.6 19.6 20.2 18.5 20.3 

工学部 28 30.2 33.5 31.8 32.6 

（単位％） ※ 採択数／応募数 

 

獲得件数 H20 H21 H22 H23 H24 

文学部 C5 C4 C3・若 B1 C3・若 B1 C3・若 B1 

経済学部 B1・C10・萌 1・

若 B5 

B1・C11・萌 1・

若 B3 

B1・C13・若 B3 C12・若 B2 C12・萌 1・若 B2

経営学部 B2・C12 B3・C13・若 B1 B3・C15・若 B1 B2・C10 B1・C9 

工学部 B3・C20・若 B2・

萌 1 

B2・C22・若 B2・

萌 1 

B2・C19・若 B3 B2・C23・若 B1 B1・C25・若 B1・

萌 1 

（新規＋継続）※B：基盤研究 B、C：基盤研究 C、若 B：若手研究 B、萌：挑戦的萌芽研究 
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計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。 

 

教員評価については、当初、評価結果を処遇に反映させることを計画していた。即ち、インセ

ンティブの付与による教員の諸活動の活性化を図ろうとしていた。教員評価規則として、３年に

１回行っている（対象期間も３年）教員評価の結果を半年に１回の勤勉手当（ボーナス）、１年に

１回の昇給に反映させる計画であったが、就業規則で勤勉手当については支給日にほど近い基準

日からの直近半年、昇給については、1 月 1 日から 12 月 31 日までの勤務内容と定められている

ため、３年に１回行っている教員評価の結果を直接処遇（勤勉手当および昇給）に反映させると

就業規則違反になることが判明した。 

就業規則では、学部長が決められた期間における教員の業務について総合的に判断することに

なっているが、これ自体は本学の教員評価（教育や研究、社会貢献、校務の４分野ごとに自己評

価を行い、その総合評価を学部長が実施する）とは矛盾しない。問題は対象期間のみであるが、

勤勉手当に合わせて半年ごと、もしくは昇給に合わせて年 1 回の教員評価を行うことは現実的で

はないため、教員評価は教員それぞれの改善や昇格（講師→准教授等）の際の参考資料に用いる

ことにして、勤務評定と教員評価をそれぞれ査定と改善ということで棲み分けることとした。 

庶務委員会において、教員評価の評価結果について研究分野に関する検討を行ったところ、直

近（平成 22 年度実施分）の評価結果では 90％以上の教員が「S 判定」及び「A 判定」になって

おり、「C 判定」の教員については面談も実施されていない状況が確認された。さらに、評価結果

を持ち寄った学部長懇談会での主な意見としては、教員側及び評価者側の判断基準が明確でない

ことや評価結果の活用方法が不明であること等が挙げられた。以上の点を踏まえ、教員評価の実

施状況について総合的に判断した結果、評価基準や評価方法の見直しに着手することとした。 

平成 25 年度実施予定の教員評価では、教員が国際的な水準の研究を実施しているかを判断する

ため、工学部では、新たに「英文の論文・発表」、「国際シンポジウムへの招待」、「国際共同研究

の実施」の項目を追加した。文系学部においては、海外調査の件数や、グローバルなテーマを扱

った研究の有無などを学部の判断で評価項目に盛り込むこととした。 

 

資料 4-2-１ 各学部における教員評価結果（総合評価） 

 S A B C 

文学部 11% 89% 0% 0% 

経済学部 32% 68% 0% 0% 

経営学部 4% 96% 0% 0% 

工学部 2% 72% 17% 9% 
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目標６：学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学の国際化を図る。

（責任部局：学務部） 

 

計画６－１：各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。 

 

評価大学では、１年次生と２年次生の留学生１名に対し、１名の日本人学生のチューター（任

期２年）をつけて、学業面及び生活面の支援を行っている。グローバルな人材を育成するには、

語学力だけではなく、相手の文化や社会習慣などを尊重するような姿勢が重要であるため、その

能力の涵養を目指す、という一面もある。平成 23 年度に日本人チューターに対して、国際感覚の

深化についてアンケート調査を行ったところ、相当程度の学生の国際感覚が養われていることが

分かった（資料６－１－１）。一方で、平成 24 年度に留学生に対してアンケートを行ったところ、

生活面では各行政機関での手続きの支援やアルバイト紹介等、各種支援策について好評であった

が、学業面での支援や異文化交流の活動については不満が多かった（資料６－１－２）。具体的に

は、日本語がよく分からないので授業をついていけなかったが、その支援がなかったという意見

が多かった、ということである。これは入試の問題なのかもしれないが分析が終わっていない。

また、異文化交流については、日本人の参加者が少なく固定メンバーであることや、一緒に料理

を作っておしまい、というマンネリ化についての指摘が多く、日本人学生と日本各地に出かけて

いって、日本の文化に触れたい、という意見も多かった。 

本学では、留学交流委員会がないため、学生委員会が留学生関係を所管している。課の体制が

それと一致していなかったので、事務合理化という目的も含め、平成 24 年 10 月から留学交流課

を学生生活課留学生支援係と入学課特別試験係に分離し、全学委員会の体制と事務体制を合わせ

た。 

本学では、留学生の受入を積極的に進めるために、私費外国人留学生の入学試験については、

平成 21 年度入学生向けの入試から、毎年 12 月に一回だけ行っていたものに加え、3 月上旬にも

行っている。また、過去３年間の留学生の出身国について分析したところ、中国からの留学生が

増加傾向にあることから、平成 24 年度は中国（上海）で関西地区私大合同の留学フェア（６月、

参加者 250 名）に参加し、各種奨学金、住宅状況や就職情報について説明を行った。 

その結果、私費外国人留学生の受入数は、平成 21 年度は入試方法を変更した初年度とあって

100 名と一時的に増加したが、それ以降は３月入試の留学生が順調に増加した（資料 6-1-3、資料

6-1-4）。 

 

資料 6-1-１ 日本人チューターへのアンケート（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 9 月 

実施対象：日本人チューター（100 名） 

有効回答：50 （回収率 50％） 

問１：チューターをやったことで国際感覚が身につきましたか。 

そう思う 
なんとなく

そう思う 
わからない 

あまりそう思

わない 

まったくそ

う思わない

38％ 12％ 33％ 14% 3% 
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問２：チューターをやって良かったことは何ですか 

他国に生まれ育った人といろいろ話すことで異文化についての理解が高まった 30、他国の言語についての知識、

技能が高まった 20、その他 10 

  

 

資料 6-1-２ 外国人留学生へのアンケート（平成 2４年度実施） 

実施時期：平成 24 年 11 月 

実施対象：外国人留学生のうち１年生および２年生（100 名） 

有効回答：97 （回収率 97％） 

問１：本学での学習に満足していますか。 

極めて満足 
なんとなく

満足 

どちらでも

ない 

あまり満足し

ていない 

まったく不

満足 

12％ 24％ 33％ 26% 5% 

問２：理由を記述してください。 

日本語がよく分からないので（一般の日本人向け）授業について行けなかった（同様 34 件：なんとなく満足～ま

ったく不満足）、日本語の補習授業に関して、他の授業と重複して取れなくて困る（同様 12 件）、単位が欲しい（補

習なので 0 単位で開講している）（同様 41 件）、日本人の教員や学生が漢字が書けないのには驚いた（同様 10 件）

など 

問３：日本での生活に満足していますか。 

極めて満足 
なんとなく

満足 

どちらでも

ない 

あまり満足し

ていない 

まったく不

満足 

11％ 51％ 24％ 12% 2% 

問３：理由を記述してください。 

各行政機関での手続きの支援やアルバイト紹介等は充実していたと思う（同様 56 件）、交流イベントがつまらな

い（日本人の参加者が少ない、一緒に料理を作っておしまいなど毎回内容が同じ）（同様 24 件）、チューターの人

とあわなかったが変えてもらえなかった（同様 10 件）、チューターの人がほとんど会えなかった（同様 14 件）、

チューターの人がすばらしかった、一生の友達だと思う（同様１件）、日本人学生と観光がしたかった（同様 24

件）など 
 

 

資料 6-1-３ 留学生数の推移（名） 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

50 100 30 70 120 

※私費外国人特別選抜での入学者の数 
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計画６－２：学生を海外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。 

 

これまで評価大学には国際交流協定校が５大学（北米 1、中国 3、韓国 1）しかなかったため、

学生が思うように留学ができなかったと考え、交流協定校を 3 校増やすこととした。平成 24 年度

末までにカナダ国内の語学学校３校と交流協定を締結した。この交流協定は、学生の相互派遣で

はなく、本学からの一方通行的な学生派遣であるが、受入数に応じて授業料を割り引いてくれる

という協定であり、平成 25 年度からの派遣学生数の拡大が期待される。 

夏休みを利用した協定校のトロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約

２週間）へは、毎年、150 名程度の学生を派遣している（資料 6-2-2：派遣学生数の推移）。本研

修プログラムへの参加費用は 20 万円であるが、大学から各参加者に対して５万円の補助を行って

いる。事後アンケートによると、90％の学生が「語学力が向上した」と回答しており（資料 6-2-3：

派遣学生へのアンケート結果・改）、国際感覚が養われたと考えられるが、昨年度のプレ修了評価

では、その効果について疑問視されたため改善を図ることとした。 

まず、単位化して欲しい、という学生の要望を受け、この語学研修は「外国事情・語学特別演

習」3 単位として、自由履修の単位として卒業単位に組み込むことができるようにした。その上

で、履修効果を高めるために、定員を設けることとした。即ち、現地での授業についていけない

と考えられる学生（事前指導が必要な学生）は派遣しないこととした。科目登録を行った学生に

対して試験を行い上位 100 名が履修できるわけだが、この選抜に漏れてしまった学生には、本学

が提携している語学学校の三ノ宮駅前校の割引券を配布し、駅前留学で実力を培ってもらうこと

とした。その後、次年度の「外国事情・語学特別演習」に再起を期してもらうか、上述の新たに

提携したカナダの語学学校への留学を斡旋することとした。事後指導としては、成績優秀学生が

英語で発表する留学報告会を開催し、この報告会に出席しないと単位は付与しないこととした。 

本学を休学しないと参加できない長期派遣については、それほど多くの学生が行くとは思えな

かったため、これまでどおり派遣先で取得した単位の読み替えは、ケースバイケースで対応する

こととし、その代わりに一定程度の学習成果があったと学部長が判断した学生には、特別奨学金

を（返還不要：年 30 万円、在学中１回限り）を支給し、本人が希望すれば学生寮に確実に入居で

きるようにした。 

 

資料 6-2-1：語学研修プログラム実施要項（抜粋） 

・正味 10 日間の授業と 3 日間の研修旅行の英語教育プログラムをトロント第三国際文化大学が提供しており、毎年９月中旬に

開港するプログラムを受講する。 

・1 日目・2 日目：関西国際空港からカナダへの移動 3 日目：オリエンテーション 4 日目～8 日目：授業（１日４コマ） 

 9 日目：休み 10 日目～14 日目：授業（１日４コマ） 15 日目～17 日目：研修旅行 18 日目：帰国 

・研修旅行は現地スタッフに連れられて観光体験を通して学習した英語を実践するものである。 

・費用は 20 万円で、大学が 5 万円補助する。機内食、毎日の朝食、研修旅行中の一部の食事が費用に含まれる。 

・宿舎は男女別 20 人部屋（ドミトリー）となり、他国の学生等と相部屋になることもある。鍵のかかるロッカーが割り当てら

れますが貴重品の管理については十分注意すること。 

・定員は概ね 150 名とする。 

 

資料 6-2-2：派遣学生数の推移（名） 
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平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

150 135 162 155 153 

 

資料 6-2-3：派遣学生へのアンケート結果（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 10 月 

実施対象：トロント第三国際文化大学への語学研修プログラム参加学生（155 名） 

有効回答：115 （回収率 75％） 

問１：英語力が多少なりとも向上しましたか。 

そう思う 
概ねそう思

う 
わからない 

あまり身につ

かなかった 

身につかな

かった 

40％ 40％ 10％ 10% 0% 

問２：国際感覚は身につきましたか。 

そう思う 
なんとなく

そう思う 
わからない 

あまりそう思

わない 

まったくそ

う思わない

20％ 20％ 60％ 0% 0% 

 

問３：感想を記入してください。 

事前の英語レクチャーをもっと充実して欲しかった（同様 40 件）、研修旅行では、案内がよく分からず楽しめなかった（同

様 81 件）、単位化して欲しい（同様 52 件）、あまりまじめに取り組んでいない人がいたので指導して欲しい（同様 29 件）

  

 


