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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 

1. 梅光学院大学の建学の精神・基本理念 

梅光学院の歴史は、明治 5 (1872)年に、アメリカ改革派宣教師ヘンリー・スタウト

（1838～1912）と夫人エリザベス・スタウト（1840～1902）が長崎に男女それぞれの

私塾を開き、聖書と英語を教えたことから始まる。キリスト教禁制が解除される前年の

ことである。女子の学校は明治 23(1890)年梅香崎女学校（英語名スタージェス・セミナ

リー）となり、大正 3(1914)年には山口にあった光城女学院と合併し、両校の頭文字を

取った梅光女学院が下関に誕生した。男子の学校（スチール・アカデミー）は神学生を

育成し、九州各地に送り出していたが、東京の明治学院に吸収合併された。このように、

梅光女学院は日本における女子教育を担うミッションスクールとして、長い伝統の中で

発展して来た。 

大学は、昭和 42(1967)年、梅光女学院大学として開設され、文学部（日本文学科、英

米文学科）を開学し、平成 13(2001)年、男女共学化に伴い法人名を学校法人梅光女学院

から学校法人梅光学院と改称、また校名を梅光学院大学に改称した。その建学の精神は、

当然のことながら、明治以来のミッションスクールとしての伝統を引き継いだものとな

っている。 

梅光女学院時代以来、今日に至るまで、スクールモットーは「光の子として歩みなさい」

であり、これが建学の精神の最も簡潔な表現である。「光の子として歩みなさい。光から

あらゆる善意と正義と真実とが生じるのです」という聖書の一節（「エフェソの信徒への

手紙」5 章 8～9 節）に由来する、このスクールモットーは、ラテン語表記で“Ut filii Lucis 

ambulate.”として大学のスタージェスホール（礼拝堂・大講堂）に刻まれているだけで

なく、Lucis（光）は「ルーキス祭」として大学祭の愛称となり、梅光学院大学の広報誌

「ルーキス」にも使われ、内外に周知されている。『光の子として歩みなさい』というス

クールモットーは、神の光を受けて獲得した『強くしなやかな精神』と『新しい世界を

切り拓く能力』を『他者のために用いることのできる人間として生きる』ことを指し示

している｡「強くしなやかな精神と新しい世界を切り拓く能力を他者のために用いること

のできる人間」。これが本学の精神の求める人間像であり、特に「他者のために」がその

根幹をなし、強い使命感を持ち、他者のために献身できる人間を育てることを目標とし

ている。 

学院創設者ヘンリー・スタウトは学院の基本となる教育理念を次のように述べている。

「教師たちは学究的で有能であり、生徒たちは無国籍化されることなく、日本人の学問

で訓練される。英語や科学、音楽、そしてまだ外国人だけが教えることができると考え

られている様々な有用な技術で補われる。そういう学校が良い学校である。」これは明治

期における新しい学校と教育のあるべき姿について語られたものであるが、本学の教育

を支えるものとして今日まで継承されて来た。要約すれば次のようになる。 

(1) 学究的姿勢の尊重 

(2) 日本に生きる者としての自立性の尊重 

(3) 幅広い文化芸術、最先端の問題意識の尊重 

(1)は、小規模校ながら西日本の女子大（当時：梅光女学院大学）で初めて大学院博士

後期課程を開設した（昭和 53(1978)年）ことに象徴されるように、本学院の根幹をなす
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伝統となっている。各学部とも学問的にも実作者としても高い評価を得ている教員スタ

ッフを擁しており、研究発表の場として、紀要の他にも「日本文学研究」、「英米文学研

究」の発行を持続している。また、本学院生涯学習センター発行の「梅光学院大学公開

講座論集」は今日までに 55 集を刊行している。 

(2)は、ミッションスクールとしての教育が、西欧化を急ぐあまり、無国籍化すること

を否定したものであり、スタウトの慧眼を示すものといえよう。この理念は短期大学の

創設にあたり、国文科（のち日本文学科）をいちはやく設置したことによくあらわれて

いる。当時の、日本の短大は、英文科が主流であったが、夏目漱石研究者として著名な

佐藤泰正を中心に国文科が開設され、大学院にまで発展した。九州・山口地区では「日

本文学の梅光」という定評を受けており、研究の他にも、日本文学科における「文芸創

作コース」の設立、高校生対象の文芸誌コンクールの実施、社会人対象の公開セミナー・

公開講座の盛況などにその具体的成果を見ることができる。 

また、本学院では戦前から中国、台湾、朝鮮からの留学生を多数受け入れており、現

在もアメリカ、韓国、中国、台湾との交換留学制度を中心に国際交流を行っているが、

この場合も日本の文学、文化、芸術を大切にする本学の伝統が有効に機能している。日

本におけるミッションスクールの役割は、何かしら西洋的、キリスト教的な雰囲気をか

もし出すことにあるのではない。歴代の宗教部に受け継がれて来た「宗教的であるな、

信仰的であれ」という言葉は情緒的なミッションスクールづくりを戒める言葉として今

日も生きている。 

(3)は、下関という地方都市に位置する本学院には相当に困難な課題である。しかし、

かつて西日本有数の都市であり、アジアへの玄関口であった下関には、内外の著名人の

来訪が多数あった。本学院の記録には、ヘレン・ケラーの講演（昭和 11(1936)年 5 月）

などが記されており、在校生たちは当時最先端で活躍する人物に触れる機会が多かった。

また、音楽教育の充実や、アメリカのミッションボードから派遣される宣教師によるレ

ベルの高い英語教育などは、早期からの本学院の特質である。 

短大・大学開設後もこの伝統は継承され、宗教講演会、日本文学科総大会、大学祭な

どに第一線で活躍する詩人、小説家、研究者を招いて来た。高史明、遠藤周作、曽野綾

子、谷川俊太郎、灰谷健次郎、落合恵子、大林宣彦、大江健三郎、金田一春彦、小川国

夫、なだいなだなどの各氏や気鋭の評論家、研究者が毎年来校し、宗教講演会以外の講

演は一般公開され、好評を博して来た。それは地方都市というハンディの中で学ぶ若者

たちに時代を先がける、また、時代を超える思考や生き方に触れさせ、成長の一助とし

たいという願いによるものである。 

以上のことから、生涯にわたって学びつづける姿勢を有し、日本に生きる者としての

自覚を持ち、時代の問題意識を共有する学生を育成しようとする本学の基本教育理念は

明確に受け継がれている。 

 

2. 梅光学院大学の使命・目的 

全国的な 18 歳人口の急激な減少、地方都市の大学であること、山口県における高校

生の県外進学率の高さなど、本学をとりまく環境は誠に厳しいものがある。その中にあ

って、地域になくてはならぬ大学として歩みを進めるためには、強い使命感と、明確な
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教育研究への目的意識が確立されていなければならない。 

本学では、3 つのポリシー（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）を定め、その上で長期教育目標を設定している。平成 19(2007)年度に

改訂した長期教育目標は次のとおりである。 

(1) 長い伝統を持つミッションスクールとして、建学の理念に基づいた人間教育の一層

の深化徹底を図り、国内外のボランティア活動などの具体的な宗教活動の場を拡充す

る。 

(2) 学びの基礎となる教養教育の一層の充実を図るとともに、学生たちが生涯にわたっ

て学び続ける姿勢を体得させるための、自己教育に導く教育プログラムを整備する。 

(3) それぞれの専門分野において高い専門性を身につけられるよう、カリキュラムの改

善に努め、全員長期海外研修（語学系学生）などの実践的教育を拡充する。 

(4) 一般社会人の生涯学習の場としての大学の機能を一層高めるとともに、学生たちが

日常的に地域社会とかかわる機会を増やし、地域社会と共に成長する大学づくりに励

む。 

(5) 小規模校の特性を生かし、教職員と学生の親密なコミュニケーションに基づく学生

サポートシステムを整え、学生の成長を日常的に支える。 

梅光学院は、平成 26(2014)年に下関の地に開学して 100 年となる。この 1 世紀、地域

に支えられながら、この地の教育と文化に資すべく奮励してきた。下関開学 100 年にあ

たり、本学院全体として次の梅光学院教育宣言を設定し、開学記念式典において宣言す

る。 
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私立大学は、まさしく「志立大学」であり、高い志を持ち、それをいかに継続発展さ

せるかに全てはかかっている。これからも建学の精神にふさわしい使命感と目的意識を

持って、学生のため、地域社会のため、歩みを進めていく。 

 

3. 梅光学院大学の個性・特色 

 本学の個性・特色を一言で表現すれば、「地方都市の小規模ミッションスクール」とな

ろう。人口約 27 万 6 千の下関市にある、1,000 人規模の文科系ミッションスクールであ

る。条件としては不利であるが、「小規模校の特性を生かした大学づくり」に目標を定め

ることで、十分に利点へと反転するものである。 

 本学は、伝統的に教職員と学生の距離が近く、アットホームな校風を持ち、それは「梅

光ファミリー」という名で呼ばれてきた。ゼミはもちろん、さまざまな場で教職員と学

生はコミュニケーションを深め、切磋琢磨してお互いを高めあっている。キャンパスの

あちこちで教職員と学生たちの語らいの場面を見ることができるのも、小規模校ならで

はのことである。 

 ミッションスクールとしての宗教活動や宗教教育においても、毎日行われる学院礼拝

（チャペル）、毎月学生と教職員が行っているサマリアデー献金はもちろん、年 2 回開

催される宗教講演会に全教職員、全学生が集うことができるのも、この特色ゆえのこと

である。 

混迷を深める現代日本社会にあって、人間と人間のふれあいを深め、相互に人格形成

を行うことは、今後ますます重要度を増していく。これからも本学に与えられた条件を

正面から受け止め、本学ならではの大学づくりを目指していく。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．梅光学院大学の沿革 

梅光学院の歴史は、明治 5(1872)年に、アメリカ改革派宣教師ヘンリー・スタウト

（1838～1912）と夫人エリザベス・スタウト（1840～1902）が長崎に男女それぞれの

私塾を開き、聖書と英語を教えたことから始まる。キリスト教禁制が解除される前年の

ことである。女子の学校は明治 23(1890)年梅香崎女学校（英語名スタージェス・セミナ

リー）となり、大正 3(1914)年には山口にあった光城女学院と合併し、両校の頭文字を

取った梅光女学院が下関に誕生した。男子の学校（スチール・アカデミー）は神学生を

育成し、九州各地に送り出していたが、東京の明治学院に吸収合併されたので、梅光学

院は日本における女子教育を担うミッションスクールの一つとして発展して来た。その

後の主な歴史は次のとおりである。 

 

昭和 20(1945)年  戦災により、その校舎のほとんどが焼失するも、生徒、父母、同窓

生、米国キリスト教信徒の献金により復興が進む。 

昭和 26(1951)年  学校法人梅光女学院設立、校名は梅光女学院高等学校、同中学校と

なる。 

昭和 28(1953)年  梅光女学院幼稚園開設 

昭和 39(1964)年  梅光女学院短期大学英米文学科開設、翌年日本文学科増設 

昭和 42(1967)年  梅光女学院大学文学部日本文学科、英米文学科開設 

昭和 51(1976)年  大学院修士課程開設 

昭和 53(1978)年  西日本の女子大として初めての博士後期課程（博士課程）を開設 

昭和 57(1982)年  文学部に英米語学科を増設 

平成 11(1999)年  英米語学科が発展的に移行し、現代コミュニケーション学部現代コ

ミュニケーション学科開設 

平成 12(2000)年  短期大学の日本文学科・英米文学科を改組・再編し、言語コミュニ

ケーション科開設 

平成 13(2001)年  開学 130 周年、法人名を学校法人梅光学院と改称。大学は梅光学院

大学と改称され、男女共学となる。短大は梅光学院大学女子短期大

学部と改称される。 

平成 14(2002)年  東駅キャンパスへ大学移転開始。大学院昼夜開講制始まる。 

平成 15(2003)年  東駅キャンパスへ大学・大学院移転完了 

平成 17(2005)年  大学に子ども学部を新設、現代コミュニケーション学部を国際言語

文化学部に改編し、英米語学科、東アジア言語文化学科開設。 

平成 18(2006)年   女子短期大学部閉学 

平成 21(2009)年  文学部英米文学科と国際言語文化学部英米語学科を改組・再編し、 

国際言語文化学部に英語英文学科を開設。 

 

ここ十数年、本学はさまざまな改革を行って来た。平成 13(2001)年の開学 130 周年を

期しての男女共学化、平成 14(2002)年の大学キャンパスの移転開始、平成 17(2005)年

の子ども学部の新設、平成 18(2006)年の女子短期大学部の閉学、平成 21(2009)年の英
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語英文学科の開設などである。また、平成 27(2015)年度入学より、文学部と国際言語文

化学部を改組し、文学部人文学科とし、子ども学部子ども未来学科は現状のままとする

ことで、文部科学省に届出認可の申請を予定している。 

それぞれに困難の伴った事業であったが、今後も少子化問題等課題が多くあり、大き

な峠を越えなくてはいけない。 

 

2．梅光学院大学の現況 

・大学名  梅光学院大学 

・所在地  山口県下関市向洋町一丁目 1 番 1 号 

・学部の構成 

 (1) 梅光学院大学 

学  部 学  科 

文学部 日本文学科 

国際言語文化学部 
英語英文学科 

東アジア言語文化学科 

子ども学部 子ども未来学科 

  

(2) 梅光学院大学大学院 

  学  部 学  科 

文学研究科 

日本文学専攻博士後期課程 

日本文学専攻修士課程 

英米文学専攻博士後期課程 

英米文学専攻修士課程 

 

・学生数、教員数、職員数（平成 26(2014)年 5 月 1 日現在 単位：人） 

 (1) 学生数 

1) 〔学部〕 

 

 

学部 学科 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

文学 日文 26 38 64 24 59 83 18 45 63 17 45 62 85 187 272 

国際言語

文化 

英語英

文 
23 37 60 12 27 39 14 26 40 6 26 32 55 116 171 

東 

ｱｼﾞｱ 
8 26 34 2 25 27 9 27 36 10 20 30 29 98 127 

子ども 
子ども

未来 
46 48 94 38 60 98 19 20 39 23 32 56 126 160 286 

合  計 103 149 252 76 171 247 60 118 178 56 123 179 295 561 856 
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2) 〔大学院博士後期課程〕 

研究科 専攻 
1 年次 2 年次 3 年次 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

文学研究科 
日本文学専攻 1 1 2 0 0 0 1 2 3 2 3 5 

英米文学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合   計 1 1 2 0 0 0 1 2 3 2 3 5 

 

3) 〔大学院修士課程〕 

研究科 専攻 
1 年次 2 年次 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

文学研究科 
日本文学専攻 0 0 0 1 3 4 1 3 4 

英米文学専攻 1 2 3 0 2 2 1 4 5 

合   計 1 2 3 1 5 6 2 7 9 

 

(2) 教員数 

学 部 専 任 兼 任 

文学部 16 

59 
国際言語文化学部 23 

子ども学部 15 

合 計 54 

 

(3) 職員数 

専 任 37 

嘱 託 19 

合 計 56 
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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 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

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 

梅光学院大学は、学校法人梅光学院寄附行為（以下「寄附行為」という。）第 3 条に

おいて、その目的を「この法人は、キリスト教の信仰に基づく人格教育を基盤とし、教

育基本法、学校教育法及び私立学校法に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を養

成すること」としている【資料 1-1-1】。この寄附行為に基づき、梅光学院大学学則（以

下「大学学則」という。）第 1 章 第 1 条において、その教育の目的を「本学は、高い教

養と専門的知識、技能を教授研究し、キリスト教の信仰に基づく人格教育を基盤とし、

愛と奉仕に生きるよき社会人を育成すること」と明記している【資料 1-1-2】。梅光学院

大学大学院は、梅光学院大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 1 条におい

てその教育目的を「キリスト教の信仰に基づく人間形成を教育の基盤とし、専門の学術

的理論及び応用を教授研究し、その真実を究めて、文化の進展と人類の福祉に貢献する

こと」と明記している。【資料 1-1-3】 

この寄附行為で掲げた教育を具体化するために、「光の子として歩みなさい」（聖書エ

フェソの信徒への手紙 5 章 8 節）【資料 1-1-4】を梅光学院全体のスクールモットー（建

学の精神）としている。これは、神様の光を受けながら、世の光となって生きることを

意味しているが、この聖書の言葉を礼拝堂の講壇の正面に掲げ、入学式や卒業式、新入

生のオリエンテーションおよび毎日の学院礼拝はその礼拝堂で行い、そこで建学の精神

を語ることによって、学生および教職員にスクールモットーが理解されるように努めて

いる。 

また、これを教育の現場で具体的化するために、本学では「強くしなやかな精神と、

新しい世界を切り拓く能力を、他者のために用いることのできる人間を育てる」を建学

の理念とし、本学の学びを通して身につけた精神や能力を、自分のためだけでなく、他

者や社会のために用いることのできる人間を養成することを教育方針の根幹に置き、こ

の言葉をスクールモットーとともに、大学案内【資料 1-1-5】、学生便覧【資料 1-1-6】、

ホームページ（以下「HP」という。）【資料 1-1-7】等に掲載し、明確に示している。ま

た、学院礼拝の場でも建学の理念についてことあるごとに語っている。 

教育目的に関しては、本学の履修規程で「教育研究の目的」として掲げている。それ

ぞれの学科の教育目的は、以下のとおりである。 

1)  文学部日本文学科：日本の文学・言語・文化・歴史・社会になどに対する造詣を深

め、読む力・書く力・表現する力を高いレベルで習得するとともに、鋭い感性と柔軟
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で創意工夫に満ちた発想力を培い、さらに高度な日本語運用能力を備え、広く社会に

貢献することのできる人材を養成する。【資料 1-1-8】 

2)  国際言語文化学部英語英文学科：文学・語学・文化・歴史・政治・経済などを幅広

く総合的に学んで、豊かな感性や国際的視野を培い、異文化理解や人間観を深めると

ともに高度な英語運用能力と専門知識を備えた、国際社会において英語のスペシャリ

ストとして活躍できる人材を養成する。【資料 1-1-9】 

3) 国際言語文化学部東アジア言語文化学科：東アジアの言語・文化・歴史・政治・経

済などを幅広く総合的に学んで、実践的語学力と共に異文化への深い理解と幅広い社

会的視野を身につけ、日・中・韓の架け橋となって活躍できる人材を養成する。【資料

1-1-10】 

4) 子ども学部子ども未来学科：家庭、学校、地域社会における保育・教育の重要性に

ついて学び、次世代を担う子どもの健全な育成において、専門的知識及び技能を修得

した現場力のある人材を養成する。【資料 1-1-11】 

これらの教育目的を達成するためにどのような教育を行っているかということを大学

案内でさらに具体的に示している。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の使命・目的及び教育目的は、「Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、

大学の個性・特色」及び「基準 1．1-1-①」で述べたとおり、大学案内、学生便覧、HP

に「簡潔な文章」で明確に記載している。 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的は、開学時から一貫して具体的かつ明確に表現するように努めてい

る。それを前述の印刷物（大学案内、学生便覧等）および HP 等に掲載し、明示してい

る。これは今後も継続するが、特に今年は下関開学 100 周年の記念の年であるため、幼

稚園から大学院までの教育の方針やその教育の特色を記したパンフレットを作成するこ

とによって、さらに明らかにしている。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

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 

本学の個性・特色を一言で表現すれば、「地方都市の小規模ミッションスクール」とな

ろう。全国的な 18 歳人口の急激な減少、地方都市の大学であること、山口県における
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高校生の県外進学率の高さなど、本学をとりまく環境は誠に厳しいものがあるが、その

中で「小規模校の特性を生かした大学づくり」を行ってきた。例えば、本学は伝統的に

教職員と学生との距離が近く、「梅光ファミリー」と呼ばれるように、アットホームな校

風を持っている。その結果が学生生活充実度“全国 No.1”【資料 1-2-1】に反映されてい

ると言える。 

その教育の具体的な特色は、以下のとおりである。 

1) 長い伝統を持つミッションスクールとして、聖書の教えを土台とした建学の精神、

及び建学の理念に基づいた一貫した人間教育を礼拝やキリスト教倫理の授業において

行い、それを具体的に国内外のボランティア活動に反映している。 

2) それぞれの専門分野において専門性を身につけられるよう、カリキュラムの改善に

努め、全員長期海外研修（語学系学生）、海外語学文化研修（英語・韓国語）、国内外

のボランティア実習、フィールドワーク、国内外のインターンシップ等実践的教育を

拡充してきた。 

3) 一般社会人の生涯学習の場としての大学の機能を一層高めるとともに、学生たちが

日常的に地域社会とかかわる機会を増やし、地域社会と共に成長する大学づくりを実

施してきた。 

4) 小規模校の特性を生かし、教職員と学生の親密なコミュニケーションに基づく学生

サポートシステムを整え、学生の成長を日常的に支えている。 

私立大学はまさしく「志立大学」である。高い志を持ち、小規模の特性をいかしなが

ら、地方に根付き、地域貢献ができるような人材の養成を続けることが本学の使命であ

ると考える。 

以上のような本学の個性・特性の明示は、大学案内、HP、広報誌、同窓会誌等で行う

他、学院礼拝のメッセージの中でも常に行っている。 

 

1-2-② 法令への適合 

本学は、寄附行為にあるように、教育基本法、学校教育法、私立学校法の定めに基づ

いて、本学の使命・目的及び教育目的を方向づけている。したがって、最も基本となる

学校教育法第 83 条に適合している。 

 

1-2-③ 変化への対応 

本学は、昭和 42(1967)年に 1 学部 2 学科（文学部日本文学科、英米文学科）の大学と

して開学し、昭和 51(1976)年には大学院博士前期課程（修士課程）を、昭和 53(1978)

年には西日本の女子大として初めての博士後期課程（博士課程）を開設した。その後、

昭和 57(1982)年文学部に英米語学科を増設、平成 11(1999)年に英米語学科が発展的に移

行し、現代コミュニケーション学部（現代コミュニケーション学科）開設。平成 13(2001)

年開学 130 周年、法人名を「学校法人梅光学院」と改称、大学名を現在の名称である「梅

光学院大学」と改称され、男女共学となる。平成 17(2005)年には子ども学部（子ども未

来学科）を新設し、また、現代コミュニケーション学部を国際言語文化学部（英語英文

学科、東アジア言語文化学科）に改編し、文学部（日本文学科）と共に、現在、3 学部

4 学科の大学として教育を行っている。 
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これらの時代に即した改組・改編は、学内の委員会や学部会および学内諸機関による

話し合いによって出て来た課題が大学運営会議（週 1 回実施）に出され、そこで検討さ

れることよって方向性が示されたものである。この協議結果は、合同教授会（月 1 回実

施）、学院全体の報告・検討がなされる学院運営会議（不定期）、常任理事会（月 1 回実

施）でさらなる検討を重ね、それが理事会で報告・検討・決定される。このように数多

くの機関で討論がなされ、本学の教育の使命・目的に沿った形で時代の変化や社会的な

状況に照らし合わせながら、教育の質の向上がなされている。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今までの教育を一層充実させるために、平成 27(2015)年度より文学部と国際言語文化

学部の 2 学部 3 学科を一つに統合し、文学部人文学科とし、その下に 5 つの専攻（①日

本文学・文芸創作、②地域文化、③英語コミュニケーション、④国際ビジネスコミュニ

ケーション、⑤東アジア言語文化[中国語・韓国語]）を置く予定である。 

新学部の特色は、 

1) キャリアを意識した学び：梅光版「社会人基礎力」として「B-Power」【資料 1-2-2】

を設定し、汎用的能力の養成に努めてきたが、それをさらに発展させて、高い汎用的

能力をもち、幅広い職業人を養成することを特色とする。 

2) 多様な学び：2 学部 3 学科を 1 学部 1 学科に統合することによって、これまでの専

門分野の学びをベースにしながら、主専攻と、他の専攻の学びも柔軟に取り入れるこ

とが出来る仕組みをつくり、より多様な学びを展開する。 

3) 主体的な学び：演習科目を多く設置することによって、学生が主体的に学ぶことが

できるカリキュラムとする。特に、教養科目においては、1～2 年生の必修科目として

「梅光プロジェクトⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」（PBL 型授業）を設定し、地域社会とのかかわ

りを持ちながら、学生が具体的に活動し、学ぶことができるようになっている。また、

できる限り多くの学生が、海外語学研修、海外文化研修、及び国内外におけるボラン

ティア実習、インターンシップ、ビジネス実習（ホテル・エアライン・旅行業務）等

に参加が可能になるように、期間・研修先・費用等が多様なものを準備する。 

なお、子ども学部子ども未来学科は従来通りであるが、新学部と共通した教養教育を

実施することによって、前述の多様な学びや主体的な学びが、よりできるようになる。 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

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 

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。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

本学院および本学の目的・使命は、それぞれ寄附行為、大学学則および大学院学則に

明記されている。寄附行為の制定・改訂は常任理事会、理事会の承認を必要とし、これ

らの学則の制定・改訂は合同教授会、大学院研究科委員会の協議決定を経て、最終的に

理事会の承認を必要とする。現行の寄附行為や学則においてはこのような手続きを経て

定められているため、役員の理解と支持を受けていると言える。 

なお、寄附行為、学則その他の規程に関しても、学内にある教職員のコンピュータを

通して、規程集のシステムにアクセスできるようになっており、いつでも閲覧が可能で

ある。 

また、新任教職員に対しては、辞令交付式の後寄附行為を手渡し、学院長から説明が

ある。さらに、キリスト教の学校が加盟している「キリスト教学校教育同盟」が実施し

ている新任教員オリエンテーションおよび夏期学校に参加することによって、キリスト

教教育に対する理解が得られるように配慮している。 

職員を対象としたものとして、月に 1 回行われる MS(マネジメントスタッフ)研修会

において、学院長、学長から建学の精神に基づいた本学院および本学の方針が語られる

とともに、それぞれの部署での情報交換が行われている。 

非常勤講師を対象とするものとしては、昨年度より「非常勤講師親睦会」が年に１回

実施され、本学の建学の精神、本学の方針および本学での教育の現状等が学長より語ら

れ、その後、意見交換の場も持たれている。 

大学院においても学長が大学院研究科委員会の委員長を兼務しているので、建学の精

神、本学の方針等が反映された大学院運営となっている。 

以上のような意味において、本学の目的・使命は、教職員の理解と支持を得ていると

言える。 

 

1-3-② 学内外への周知 

本学の使命・目的及び教育目的である「建学の精神」は、学院長や学長が入学式・卒

業式及び学院創立礼拝、学院創立記念式典等の公的行事の式辞や挨拶の中で必ず触れる

ほか、宗教主任が学院礼拝やキリスト教関係の行事の中でメッセージとして語ることに

よって周知している。学外においても、教員が行う講演等においても言及に努めている。

また、「大学案内」、「学生便覧」、大学広報誌「ルーキス」【資料 1-3-1】、同窓会誌「梅

光」【資料 1-3-2】を始めとする各種印刷物、礼拝堂、名刺及び HP 等に明示し、周知し

ている。  

本学院の目的は、寄附行為第 3 条に明記し、本学の目的は、大学学則第 1 条及び大学

院学則第 1 条に明記している。大学学則及び大学院学則は、学生・教職員に配付する「学

生便覧」の中に掲載し、学生・教職員が日常的に目にするように配慮している。 

また、学内においては、特に、本学の目的・使命を周知するために、理事会、常任理

事会、学院運営会議、合同教授会、大学運営会議、大学院研究科委員会、センター事務

会議、MS 研修会、経営諮問会議等、各種の会議では学院長、学長、宗教主任が開始時

に必ず聖書・祈祷によって始め、終了時には黙祷を持って終わっている。毎日の学院礼

拝においても、創立記念礼拝（毎年 6 月 5 日)、学院創立記念式典（6 月初旬）において
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も、学院長、学長が建学の精神に基づいた話を教職員、学生を対象に行い、周知徹底に

努めている。 

 

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 

平成 23(2011)年 11 月から平成 24(2012)年 1 月まで「教育改革準備委員会」により、

今後の教育の方向性が話し合われ、平成 24(2012)年 4 月より学部の改組の話が持ち上が

り、具体的なカリキュラムを検討するために、平成 24(2012)年 10 月より「教育改革検

討グループ」【資料 1-3-3】によって話し合いが重ねられ、この結果を受けて、理事会で

学部・学科改組の決定がなされ、平成 25(2013)年度は学部・学科改組のための準備が行

われてきた。 

また、平成 21(2009)年度より平成 23(2011)年度まで中期計画が、平成 21(2009)年度

から平成 25(2013)年度まで長期計画が立てられ、中長期的な計画のもとに教育改革が進

められてきた。平成 26(2014)年度は学部・学科改組の準備の年でもあるので、年度初め

に 1 年間の事業計画を立て、学部・学科改組に向けて新たな中期計画を出す予定である。 

なお、教育改革の基本となる本学の教育目的を反映した 3 つの方針（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）を明確に定め、教育改革を進

めている。【資料 1-3-4】 

 

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 

本学の教育研究組織は、次のように組織されている。 

 

表 1-3-1 梅光学院大学 教学組織図（2014） 
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本学の建学の精神は、昭和 42(1967)年大学開設以来今日に至るまで受け継がれ、本学

の教育の使命・目的及び教育目的となっている。この使命・目的を果たすために、表 1-3-1

に示したとおり、教学に関しては学長の諮問機関である大学運営会議（週 1 回実施）が

あり、この会議にはキリスト教教育センター、学術情報センター、アドミッションセン

ター、学生支援センター、キャリア支援センターの各責任者および学部長が出席し、各

センターでの現状が報告され、各センターから出された課題について協議される。学部

の現状や課題に関しては、学部会や学科会で話し合われたものが学部長会（週 1 回実施）

において出され、学部長会で協議されたものが大学運営会議に諮られるようになってい

る。また、各センターにはそれぞれ教員のサポートグループがあり、センターの課題に

ついて意見を述べたり、提案がなされたりしており、それも大学運営会議の議題に反映

されている。その他の委員会で協議されたことは大学運営会議で報告される。また、大

学運営会議で協議されたことは、合同教授会（月 1 回実施）に出され審議、決定される。 

大学院においては、大学院研究科委員会があり、大学院に関しての課題が協議され、

合同教授会に報告され、審議、決定される。 

教職員への情報共有については、大学運営会議及び学部長会で出されたものを各セン

ター内の会議や学部会及び学科会で報告されることにより、情報共有がなされている。 

大学運営に関するものは、常任理事会で審議され、理事会で決定される。 

以上のように本学の使命・目的は教育の現場に反映させるべく、学院全体では学院長

をトップに、大学においては学長をトップとして運営がなされている。 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の建学の精神、本学の使命・目的の根本であるキリスト教教育においては、学院

組織である「キリスト教教育センター」の責任者（大学宗教主任、中高宗教主任）を中

心に、中高から大学に至る一貫したキリスト教教育を行うべく、中高、大学でのカリキ

ュラムの継続性を検討する話し合いを進めて行く予定である。また、今年から大学宗教

主任が幼稚園園長も兼務することになったが、これは今後、中高、大学だけではなく、

幼稚園のキリスト教教育も見据えながら、学院全体のキリスト教教育のあり方について

検討をするためである。 

その他については、昨年度より IR に関する話し合いを進めてきており、来年度の改

組を踏まえて、今年度より IR の検討会を立ち上げ、建学の精神および大学の使命・目

的に基づいた大学の教育のあり方を再検討する予定である。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は、使命・目的及び教育目的を明確に定め、その教育目的に沿って、各学部学科、

各研究科専攻にて人材育成を行っている。スクールモットー（建学の精神）「光の子とし

て歩みなさい」とその理念である「強くしなやかな精神と、新しい世界を切り拓く能力

を、他者のために用いることのできる人間を育てる」は、大学の教育の使命・目的とし

て示され、学部教育だけではなく大学院の教育にも反映されている。 

また、下関開学 100 年を契機に、「梅光学院教育宣言」として記念祝典の席上、教職

員、学生、生徒、園児のみならず、来賓、同窓生、一般市民が参列する中で示された。 
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さらに、建学の精神や建学の理念は、受験生には「アドミッションポリシー」によっ

て、在学生には「カリキュラムポリシー」および「ディプロマポリシー」によって明示

され、それらによって教育の質保証がなされることを説明している。 

大学組織においては、建学の精神や建学の理念に基づいた組織運営がなされ、平成

26(2014)年度からは各センターから学生の教育をサポートする明確な目標設定がなされ

た。このように、教職員が協働しながら、それぞれの役割を担いながら前進している。

大学の教育の目的・使命が次第に学外へ周知されていることは、平成 25(2013)年度より

志願者増、入学者増からも明らかである。 

したがって、総合的に基準 1 を満たしている。 
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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 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

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 

本学は、建学の理念「強くしなやかな精神と、新しい世界を切り拓く能力を、他者の

ために用いることのできる人間を育てる。」を基本精神として大学の学科、大学院の専攻

ごとにアドミッションポリシー（入学者受入れの方針）を策定している。【資料 2-1-1】

本学のアドミッションポリシーでは、各学部の教育課程に適切に接続させミスマッチを

防止することを念頭に、「求める学生像」と「本学入学までに身につけておくべき教科等

の学力」を明示している。 

また、アドミッションポリシーは、大学案内【資料 2-1-2】、学生募集要項【資料 2-1-3】

またはホームページ（以下「HP」という。）【資料 2-1-4】【資料 2-1-5】に掲載し、志願

者等に告知している。 

さらに、入学金や授業料、教育研究料等の学納金、各学部・学科の修学内容や教育・

研究施設等の学習環境、あるいは各種奨学金、学生寮および相談窓口等の受け入れ後の

学生生活支援体制などに関する情報についても、大学案内、HP 等に掲載している。 

そして、オープンキャンパス、各種セミナー、高大連携などの各種取組み、あるいは

学校訪問の際に、高等学校、高校生、保護者等関係者に説明を行っている。 

 

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 

1) 学士課程 

本学では、入学者を受け入れるために、AO 入試、推薦入試、試験入試（個別試験・

センター利用入試）、外国人留学生入試等を実施している。 

ア AO 入試                                                                                                                                                                                                                                            

AO 入試は、平成 24(2012)年度より、学力試験では評価できない多様な能力や可

能性を見出すことを目的として大幅に改編した。審査方法は 1 次審査では体験授業、

清書ノート作成、講評というプロセスの中で、アドミッションポリシーに照らした

人物評価や学業への前向きな姿勢に対する評価を行い、2 次審査では面接により志

望学部学科への適正や修学のための資質を最終確認している。このように、本学の

AO 入試は 2 回の審査で体験授業による対話型の丁寧な選考を実施している。 

イ 推薦入試 

推薦入試は、本学のアドミッションポリシーに照らして、主に書類審査と面接に

よる人物評価により選考している。実施方式は指定校制、公募制、自己推薦制の 3
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方式としている。 

指定校制は、本学が指定する高等学校からの志願に限定し、調査書による書類審

査と面接により選考し、専願制としている。公募制は、指定校以外の高等学校から

も広く公募し、調査書による書類審査と面接により選考し、専願制としている。い

ずれの方式も高等学校長からの推薦書を要し、高等学校との信頼関係にもとづいて

選考を行っている。自己推薦制も指定校以外の高等学校からも広く公募し、調査書

による書類審査と面接により選考し、他大学と併願可能としている。自己推薦制は

高等学校長の推薦書を要せず、受験生自ら推薦書を作成することとしている。 

なお、指定校は、過去の志願者、入学者実績などにより毎年対象校、人数枠を見

直している。 

ウ 試験入試 

本学は、試験入試として、個別試験による選抜と大学入試センター試験利用によ

る選抜を実施している。個別試験入試は、A 日程、B 日程、C 日程、D 日程の 4 つ

の日程で、センター利用入試は、前期、中期、後期の 3 つの日程で志願期間を設定

し、国公立大学も含めて他の併願大学の入試結果に応じて志願できるよう配慮して

いる。出題科目は、個別試験入試は国語と英語の 2 科目(最後の D 日程のみ小論文、

面接)で選考し、センター利用入試は、必修科目と選択科目の 2 科目で選考する。

特に選択科目は、地歴、公民、数学、理科から幅広く選択できるようにして、複数

科目受験者は高得点科目を選出して選考するようにしている。試験入試の選考方針

は、アドミッションポリシーに照らして、志望学科の教育課程を履修する上で、そ

の基礎となる学力を備えているかを主眼としている。 

エ 外国人留学生入試 

外国人留学生入試については、選考試験を実施し、日本語能力試験 2 級相当以上

の試験を課すほか、面接試験等によって各学科への適性と修学のための資質を確認

している。 

オ 3 年次編入学試験 

3 年次編入学試験は、小論文と面接を行い、各学科への適性と修学のための資質

を確認している。 

入試選抜の方式、入試日程などについては、アドミッションセンターでの立案にも

とづいて、大学運営会議での審議を経て決定している。また、入試問題の作成と入試

運営業務は、アドミッションセンターが運営の中心となって各学部・学科の教職員と

協同して行い、アドミッションポリシーに適った学生を入学させている。 

入試の実施内容については、学生募集要項に詳細に記載するとともに、HP にも掲

載し、志願者に広く告知している。【資料 2-1-6】【資料 2-1-7】【資料 2-1-8】 

また、オープンキャンパス、各種高校生対象個別説明会、高大連携の各種取組み（高

校出前授業、高校生夏期集中講座、高校教員教育研究会）、あるいは学生募集のための

高校訪問の際に、高校進路指導教員、高校生、保護者にアドミッションポリシーと入

試要項を説明し、志願者等への周知に努めている。 

 

2) 大学院 



梅光学院大学 

18 

 

大学院においては、文学研究科修士課程および文学研究科博士後期課程の入学者の

選抜を実施している。選抜試験にあたっては、アドミッションポリシーに沿って入試

を行っている。4 月入学生のためには、秋 10 月と春 2 月の試験、10 月入学生のため

には、7 月または 8 月に試験を実施している。 

入試方式、入試日程などについては、アドミッションセンターが大学院委員会との

合議により立案し、大学運営会議で決定している。入試問題の作成と入試運営業務は、

アドミッションセンターと大学院委員会が連携して実施している。 

入試の実施内容については、「梅光学院大学大学院生募集要項」に記載するとともに、

HP にも掲載し、志願者等に広く告知している。【資料 2-1-9】 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

1) 学士課程 

本学各学部・各学科別の過去 5 年間の募集定員、志願者、合格者及び入学者は、

エビデンス集（データ編）表 2-1 のとおりである。 

本学周辺地域の 18 歳人口の減少および平成 20(2008)年のリーマンショック以降の

経済停滞に伴って、本学への入学者は減少傾向にあり、平成 23(2011)年および平成

24(2012)年には、定員充足率 70 %を割り込む状況に至った。 

このような状況のもと、平成 24(2012)年度、入学者の減少を食い止めるため、学生

募集・広報体制の刷新を図った。 

学生募集体制においては、平成 25(2013)年度 1 年次入学者の入試制度を大幅に見直

し、AO 入試の実施回数を前年比で 10 回増やした。また、出願期間についても、前年

比で約 2 か月間長く設定した。一方、推薦入試制度においても、本学では前年度まで

指定校推薦および公募推薦に限っていたが、自己推薦入試（他校と併願可能）を導入

した。このように、本学では受験生が本学受験のための機会拡大および動機創出に努

めた。 

学費についても、初年度納付金（入学金及び初年度授業料等）を平成 25(2013)年度

1 年次入学者からは前年度比で 205,000 円と大幅に減額した。これにより、我が国の

経済停滞によって傾向が強まった高学費負担に伴う、いわゆる「私学離れ」にも対処

した。 

また、平成 23(2011)年度までは、本学で積極的に行っていなかった高校および高校

生との関係構築体制も大幅に見直した。平成 24(2012)年度には学校訪問担当職員を 3

名配置、平成 25(2013)年度には 4 名の活動体制とした。これによって、高校訪問の頻

度は年間 1,000 回超となった。高校訪問の活動エリアも、従来からの重点エリアであ

った山口県、福岡県に加えて、大分県、佐賀県、熊本県、広島県に拡大した。また、

こうした体制の下、高校および外部会場で実施される学校説明会にも精力的に参加し

た。このように、質・量共に学校訪問業務が飛躍的に向上し、本学の情報を積極的に

発信した。【資料 2-1-10】 

また、広報活動の見直しにも着手した。平成 24(2012)年度には年 4 回であった「オ

ープンキャンパス」を、平成 25(2013)年度には年 11 回開催した。そして、HP のリ

ニューアルや広報チラシの配布なども行い、本学に対する高校生の認知、理解および
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興味・関心の獲得とその機会拡大を図った。【資料 2-1-11】 

この結果、平成 24(2012)年度 1 年次入学者では 67.8%であった定員充足率が、平

成 25(2013)年には 95.2%と飛躍的な結果を得た。平成 26(2014)年度においても 93.7%

と 2 年連続 90%超を実現した。 

 

表 2-1-1 過去 5 年入学者定員充足率 

区 分 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 

入学者数 224 名 181 名 183 名 257 名 253 名 

定員充足率 83.0％ 67.0％ 67.8％ 95.2％ 93.7％ 

 

以上のとおり、入学定員の適正化と学生募集体制・広報活動の整備・強化によって、

本学全体の入学定員充足率および収容定員充足率は、上昇傾向にある。 

2) 大学院 

平成 26(2014)年度の大学院入学者は、以下のとおりであった。博士後期課程は、日

本文学専攻は入学定員（2 名）に達したものの、修士課程は、入学定員（6 名）に対

して英米文学専攻が 3 名入学のみと定員割れとなった。これは学内外に対しての広報

活動の不足に起因しており、今後本学大学院教育の研究力の高さと教員の充実度を強

力に訴える必要がある。【資料 2-1-12】 

 

表 2-1-2 大学院入学者数 

区   分 2010 年度 2011 年度 2012年度 2013年度 2014年度 

修士課程 

（定員各 6名） 

日本文学 3 名 3 名 2 名 1 名 0 名 

英米文学 1 名 2 名 0 名 3 名 3 名 

博士後期課程 

（定員各 2名） 

日本文学 1 名 1 名 2 名 0 名 2 名 

英米文学 0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

 

（3）2-1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、平成 27(2015)年度に新学部を設置する（届出設置書類提出中）。これを契機

に、本学の長年の悲願である入学定員充足の実現に向けて、入学者受入れの改善・向上

のための方策を強力に推進していく計画である。 

学生募集体制においては、本学の特色・強みでもある日本文学科分野（平成 27(2015)

年度設置の新学部における「文学部人文学科日本文学・地域文化専攻」）の募集力強化、

試験入試の歩留率アップ、AO 入試・推薦入試への募集シフトを意識しなければならな

い。そのためには高校訪問、高大連携、各種個別説明会などでの高校生との接触により、

その進路意向や「日本文学科」への関心度合いを的確にキャッチして、教育内容や就職

指導にフィードバックすることにより、他大学との競争力を高めていく。とりわけ、オ

ープンキャンパス参加者は AO・推薦入試受験にストレートにつながるため、その動員
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力を高めるための広報強化、新企画開発にも注力することとしている。 

また、広報体制においては総合的な訴求力を高めることが火急である。特に、本学広

報における最大の課題は認知度を高めることで、今後、更なる 18 歳人口の減少が進行

する中、中長期視点に立った入学者受入れの改善・向上に向けて克服しなければならな

い重要な課題であることは疑う余地もない。また、募集広報手段として HP の重要性が

年々高まっていることは、本学入学者アンケートからも明白であり、コンテンツの充実

と、取り組みが遅れていたスマートホン対応にも取り組むこととしている【資料 2-1-13】。

そして本学では、こうした課題の克服に向けて、平成 26(2014)年度からは広報専従の職

員を配置し広報体制の強化に努めている。 

本学では、上記のような学生募集体制、広報体制を一層強化し、入学者受入れの改善・

向上につなげるものである。 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

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 

基準 1 で述べたとおり、本学は、各学部・学科ごとに教育研究上の目的を明確に定め

ている。 

本学は、この教育目的を達成するため、学位授与の方針を見据えた教育課程編成の方

針を各学部・学科ごとに明確に掲げている。この方針は、カリキュラムポリシーとして、

HP に掲載している。【資料 2-2-1】 

また、梅光学院大学学則（以下「大学学則」という。）第 8 条から第 10 条において教

育課程の基本構成を定めている。本学の教育課程は、この規定に基づき、教養科目と専

門科目に分けて編成し、授業は講義、演習、実験、実習、実技のいずれかにより、ある

いは併用して行っている。【資料 2-2-2】 

全授業科目について「シラバス」を作成している。「シラバス」は、学内の教務システ

ムおよび Web 上に公開している。【資料 2-2-3】 

教養教育は、聖書に基づく建学の精神を集約した言葉（スクールモットー）である「光

の子として歩みなさい」と、本学の教育理念「強くしなやかな精神と新しい世界を切り

拓く能力を、他者のために用いることのできる人間を育てる」を踏まえて編成されてい

る。ミッションスクールの理念にふさわしい教養教育の核を形成するものとして「キリ

スト教倫理Ⅰ・Ⅱ」をはじめ「聖書と人間社会Ⅰ・Ⅱ」、「音楽とキリスト教Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

の科目が 1 年前期から 3 年後期にかけて配置されている。また、「ボランティア論」、「ボ

ランティア実習Ⅰ・Ⅱ」は、本学の教育理念を実践で体得する科目として置かれている。

建学の精神や教育理念を踏まえた上で、本学の教養教育が目指すものは、どのような分
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野にも適応する普遍的で豊かな教養を備えた社会人養成の教育であり、全学部の共通科

目として設置されている。その編成を内容的に大別すれば、「キリスト教・ボランティア」、

「思想・芸術」、「社会・教育」、「生命・環境」、「情報・キャリアアップ」、「共通第 1 外

国語」、「共通第 2 外国語」となる。 

社会人養成教育については、B-Power（梅光学院大学の学生生活を通じて体得する社

会人基礎力。通常あげられる諸能力に、ミッションスクールならではの人間観と実践性

を加えたもの）が学生に身につくよう、担当教員は、B-Power を構成する 12 の能力要

素（主体性、巻き込み力、実行力、課題発見力、計画力、創造力、伝達力、傾聴力、規

律性、状況把握力、他者受容性、自己肯定力）と 36 のチェック項目を意識しながら、

講義や実習を試みている。【資料 2-2-4】 

本学の学修によって取得できる資格は、次のとおりである。 

 

表 2-2-1 取得できる資格 

資格・免許状の種類 

資格取得可能学科 

日本文学科 英語英文学科 
東アジア言語 

文化学科 

子ども未来 

学   科 

所
定
科
目
を
履
修
す
れ
ば
取
得
で
き
る
資
格 

幼稚園教諭一種免許状 
   

● 

小学校教諭一種免許状 
   

● 

中学校教諭一種免許状(国語) ● 
   

高等学校教諭一種免許状(国語) ● 
   

高等学校教諭一種免許状(書道) ● 
   

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(韓国・朝鮮語) 
  

● 
 

高等学校教諭一種免許状(中国語) 
  

● 
 

保育士資格 
   

● 

日本語教員養成課程修了認定 ● ● ● 
 

小学校英語指導者資格(Ｊ-SHINE 資格） 
 

● 
  

図書館司書資格 ● ● ● 
 

学校図書館司書教諭資格 ● ● ● ● 

学芸員資格 ● ● ● 
 

社会福祉主事任用資格 ● ● ● ● 

 

大学院においても、学位授与の方針を見据えた教育課程編成の方針を明確に掲げてい

る。この方針は、HP に掲載している。【資料 2-2-5】 
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表 2-2-2 大学院文学研究科カリキュラムポリシー 

博
士
前
期
課
程(

修
士)

 

日本文学専攻 英米文学専攻 

日本語・日本文学の専門科目・関連科目が、ジ

ャンル別（日本語学・古典文学・近現代文学・

漢文学・地域文化）・時代別（古代・中古・中世・

近世・近現代）に開講されている。  

修士号取得を目指す院生は、1年以上在籍し、指

導教員の担当科目を含め32単位以上（修士論文

を提出せず専修免許のみを目指す者は30単位以

上）を修得し、院生発表会で自己の研究成果を

発表しなければならない。  

英米文学専攻では、英文学・米文学・英語学・

英語教育の4領域からなるカリキュラムを設定

し、その授業を通して、専門分野における豊か

な学識とすぐれた研究能力を身に付けさせると

ともに、英語力自体の向上を図っている。英語

教育では、児童英語を含めた英語教育分野の実

践的科目を提供し、地域の英語教育の指導者と

して活躍できる 人材を養成している。修士号取

得を目指す院生は、指導教員の担当科目を含め

32単位以上（修士論文を提出せず専修免許のみ

を目指す者は30単位以上）を修得し、院生発表

会で自己の研究成果を発表しなければならな

い。 

博
士
後
期
課
程
（
博
士
） 

日本文学専攻 英米文学専攻 

日本語・日本文学・日本語教育の研究者・教育

者として極めて高い能力・教育力。識見を身に

付けるために、指導教員による徹底した指導を

受けることが課せられる。院生は指導教員の授

業に出席するとともに、年間数本の論文を書き、

学会発表をしなければならない。 

英米文学・英語学・英語教育の研究者・教育者

として極めて高い能力・教育力・識見を身に付

けるために、指導教員による徹底した指導を受

けることが課せられる。院生は、指導教員の授

業に出席するとともに、研究論文を作成して学

会発表を行わなければならない。 

 

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) 文学部 

ア 日本文学科 

複雑多岐をきわめる今日の情報化社会では、ますます高いコミュニケーション力

が求められている。そのためには、「読む・書く・話す・聞く」という基本的な日本

語運用能力が欠かせない。文学部日本文学科では、この「読む・書く・話す・聞く」

技術の習得で言葉の力を大きく育て、古今の名作をじっくり読むことによって豊富

な語彙力や鋭い感性を育て、文学の背景となる文化を学ぶことによって、柔軟で創

意工夫に充ちた発想力を養って、豊かな表現力に充ちた人間力を高めることに教育

の基本的な目標を定めている。 

文学部日本文学科の教育課程は、幅広い教養を習得させることを目的に開講され

る「教養科目」と学科固有の専門教育を授けるための「専門教育」に大別して編成

している。 

大学学則および学部履修規程では、卒業要件単位数を 124 単位以上と定め、その

内訳として、教養科目 34 単位以上（英語あるいは中国語の外国語を 4 単位以上）、

専門科目 90 単位以上と定めている。 

このうち教養科目は、本学の建学の理念を学ぶ「キリスト教・ボランティア」、広

く教養を深める「思想・芸術」、「社会・教育」、「生命・環境」、情報リテラシーを習

得し自己のキャリア形成を考える「情報・キャリアアップ」、外国語を学ぶ「外国語」
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に区分分けされている。【資料 2-2-6】 

文学部日本文学科には、教育目的を踏まえ、「文芸創作専攻」、「日本語・日本文学

専攻」、「地域文化専攻」の専攻制が敷かれており【資料 2-2-7】、専門科目は「専門

共通科目」と「専門専攻科目」に分けられている【資料 2-2-8】。なお、各専攻の専

門の学びを重視する観点から、卒業要件の専門科目 90 単位以上のうち、「専門共通

科目」と所属する専攻の「専門専攻科目」を合わせて 74 単位以上を履修するよう

に指導している。 

専門共通科目は、1 年次配当の「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ」、「日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ」、

「中国古典Ⅰ・Ⅱ」、専攻ごとの「入門」、2 年次配当の「文章表現法Ⅰ・Ⅱ」、「基

礎演習Ⅰ・Ⅱ」を必修とし、1 年次から 4 年次まで日本語・日本文学・日本文化に

ついての科目が内容の高度化に即して配置されている。 

文芸創作専攻の専門専攻科目は、「文章講座」や「文学理論」などの基礎的・概論

的な科目に加えて、「現代文学研究Ⅰ・Ⅱ」、「現代詩研究」、「現代短歌・俳句研究」、

「演劇論」、「演劇的表現の研究」、「ノンフィクション論」などのジャンル別の学習

が 2･3 年次に配置され、3･4 年次の「文芸創作演習Ⅰ・Ⅱ」、「文芸創作専門演習Ⅰ・

Ⅱ」では、卒業制作に向けて創作物の発表と批評が繰り返し行われている。 

日本語・日本文学専攻の専門専攻科目は、「上代文学作品研究」などの時代別の作

品研究や「日本語史」などの日本語研究が 2･3 年次に配置され、3･4 年次の「日本

語・日本文学演習Ⅰ・Ⅱ」、「日本語・日本文学専門演習Ⅰ・Ⅱ」では、卒業論文作

成に向けて研究発表、討議が繰り返し行われている。 

地域文化専攻の専門専攻科目は、「日本文化史Ⅰ・Ⅱ」や「民俗学」などの専門科

目と「関門の歴史や文化」や「関門文化特論Ⅰ・Ⅱ」などの関門学関連科目、実践

科目である「地域文化実習Ⅰ・Ⅱ」が 2･3 年次に配置され、3･4 年次の「地域文化

演習Ⅰ・Ⅱ」、「地域文化専門演習Ⅰ・Ⅱ」では、卒業研究に向けてフィールドワー

ク、研究発表、討議が繰り返し行われている。 

日本語・日本文学専攻と地域文化専攻では、卒業論文・卒業研究の制作を進める

ための中間発表が秋に開かれ、下級生や教員の前で発表をし、質問を受ける。文芸

創作専攻では、2 月に公開の文芸創作発表会が開かれ、各自 4 年間の成果を発表す

る。 

文学部・日本文学科の教育課程を年次ごとにまとめてみると、次のとおりである。

【資料2-2-9】 

1 年次～「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ」、「教養セミナーⅠ・Ⅱ」を通じて、大学生活や

社会人として必要な知識や思考力を身につける一方、「日本語・日本文学入門」、「文

芸創作入門」、「地域文化入門」などを少人数クラスで学ぶことによって、専門分野

の学習に必要な基礎力をつけさせている。 

2 年次～「文章表現法Ⅰ・Ⅱ」で大学生として必要な論理的文章力を実践的に身

につける。また、それぞれの専攻に分かれ、「基礎演習」などを通じて専門分野の基

礎について学ばせている。 

3 年次～「演習」を通じて専門分野についての学習を深める一方、各専攻の選択

科目を幅広く履修することによって、日本語・日本文学・日本文化に対する理解を
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深めさせている。 

4 年次～「専門演習」通じて各自でそれぞれの興味に従ってテーマを定め、卒業

制作・卒業論文・卒業研究を制作・作成させている。 

これらの教育課程やカリキュラムポリシーについては、新入生・編入生にあって

はオリエンテーションにおいて教務担当者が説明し、その他の学生にあっては各学

期の冒頭に行われる履修ガイダンスにおいて専任教員が説明し、周知徹底を図って

いる。 

なお、文学部日本文学科では、中学校教諭一種免許（国語）、高等学校教諭一種免

許（国語・書道）の免許状が取得できる教職課程、司書・司書教諭の資格が取得で

きる図書館学課程、学芸員の資格が取得できる博物館学課程、書道課程を設置して

いる。【資料 2-2-10】 

2) 国際言語文化学部 

ア 英語英文学科 

グローバル化が進展し続ける社会では、高度なコミュニケーション力を土台とし

た実践的な英語運用能力が求められている。これを踏まえ英語英文学科では、入学

当初の集中英語講座（IEP）から、3 年次に選択履修する各専攻での専門科目まで、

すべての学びが英語のスペシャリスト養成に結びつく内容になっている。また、オ

ーストラリアへの短期（約 2 か月間）とアメリカ、アイルランドへの長期（約 10

か月間）の 2 段階留学、バレンシアカレッジを通じたアメリカディズニーワールド

での海外インターンシップなどの現地で学ぶプログラムを用意し、高度な英語運用

能力と異文化適応力、国際的な視野を備えた人材育成を目指している。【資料 2-2-11】

【資料 2-2-12】 

 

表 2-2-3 英語英文学科海外留学者数 

年 度 
第 1 段階（希望者全員） 第 2 段階（選抜） 

オーストラリア アメリカ アイルランド ディズニー 

2011 年度 37 名（90％） 5 名 0 名 0 名 

2012 年度 32 名（91％） 2 名 1 名 2 名 

2013 年度 27 名（64％） 0 名 1 名 2 名 

2014 年度 32 名（86％） 1 名 1 名 未定 

 

さらに、全学部・全学科対象のセブ島への短期留学も平成 25(2013)年度より導入

し、全学的な英語運用能力の底上げも目指している。【資料 2-2-13】 

英語英文学科の教育課程は、幅広い教養を習得させることを目的に開講される「教

養科目」と学科固有の専門教育を授けるための「専門科目」に大別して編成してい

る。 
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大学学則および学部履修規程では、卒業要件単位数を 124 単位以上と定め、その

内訳として、教養科目 34 単位以上（第 2 外国語を 4 単位以上）、専門科目 90 単位

以上と定めている。 

このうち教養科目は、本学の建学の理念を学ぶ「キリスト教・ボランティア」、広

く教養を深める「思想・芸術」、「社会・教育」、「生命・環境」、情報リテラシーを習

得し自己のキャリア形成を考える「情報・キャリアアップ」、外国語を学ぶ「外国語」

に区分分けされている。【資料 2-2-14】 

英語英文学科には、その教育目的を踏まえ、「英米文学専攻」、「英米語学専攻」、

「国際ビジネス専攻」、「児童英語教育専攻」の専攻制が敷かれており【資料 2-2-15】、

専門科目は「専門共通科目」と「専門専攻科目」に分けられている。【資料 2-2-16】 

専門共通科目は、1 年次配当の「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ」、「異文化理解」、「Oral 

CommunicationⅠ・Ⅱ」、「Reading & VocabularyⅠ・Ⅱ」、「TOEIC 演習Ⅰ・Ⅱ」、

「英文法Ⅰ・Ⅱ」を必修としている。また、2 年次配当の「Oral Communication

Ⅲ・Ⅳ」、「WritingⅠ・Ⅱ」、「Public SpeakingⅠ・Ⅱ」、「英語読解Ⅰ・Ⅱ」、「言語

文化基礎セミナー」を必修としている。1 年次から 4 年次まで英語・英米文学・異

文化についての科目が内容の高度化に即して配置されている。 

英米文学専攻では、「イギリス文学入門」、「アメリカ文学入門」などの基礎的な科

目に加えて、2 年次には「イギリス文学講読Ⅰ・Ⅱ」、3・4 年次には「アメリカ文

学講読Ⅰ・Ⅱ」を専門共通科目として配置している。専門専攻科目としては、「英米

文学と映像文化Ⅰ・Ⅱ」、「英語翻訳Ⅰ・Ⅱ」を配置している。3・4 年次の「言語文

化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究に向けて英米文学の演習が行われている。 

英米語学専攻では、1 年次配当の「英語音声学Ⅰ・Ⅱ」、2 年次配当の「英語学概

論Ⅰ・Ⅱ」、3・4 年次配当の「言語学概論Ⅰ・Ⅱ」を専門共通科目として配置して

いる。専門専攻科目としては、「英語学研究Ⅰ・Ⅱ」、「英語通訳Ⅰ・Ⅱ」が配置され

ている。3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究に向けて英語学や

通訳の演習が行われている。 

国際ビジネス専攻では、3・4 年次に「国際関係論」や「日本事情Ⅰ・Ⅱ」を専門

共通科目として配置している。「専門専攻科目」としては、「国際ビジネス研究Ⅰ・

Ⅱ」、「ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ」、「観光英語Ⅰ・Ⅱ」、「貿易論入門」が配置されている。

3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究に向けて貿易取引関連の演

習が行われている。 

児童英語教育専攻では、3・4 年次に「小学校英語活動指導法Ⅰ・Ⅱ」を専門共通

科目として配置している。専門専攻科目としては、「児童英語教育Ⅰ」、「英米の児童

文学」が配置されている。3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究

に向けた演習に加えて、小学校などでの実習が行われている。 

各専攻とも「ドラマプロダクション」を 3 年次に配置し、シェークスピアなどの

ドラマを実際に英語で上演する【資料 2-2-17】。また、4 年次には卒業研究の制作を

進めるための中間発表が秋に開かれる。2 月に卒業研究発表会が開かれ、各自 4 年

間の成果を発表する。 

英語英文学科の教育課程を年次ごとにまとめてみると、次のとおりである。【資料 
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2-2-18】 

1 年次～IEP 科目群と呼ばれる「Oral CommunicationⅠ・Ⅱ」、「Reading & 

VocabularyⅠ・Ⅱ」、「TOEIC 演習Ⅰ・Ⅱ」、「英文法Ⅰ・Ⅱ」によって英語の基礎

力を向上させている。また、「イギリス・アメリカ文学入門」や「英語音声学」など

によって、英文学や英語学への導入を行っている。 

2 年次～IEP 科目群により、英語力をさらに高め、夏季の 2 カ月間に及ぶオース

トラリア留学によって英語運用能力を実践的に学び、異文化理解を深める。「基礎セ

ミナー」によって専門分野への準備を行っている。 

3 年次～各専攻のゼミ「言語文化セミナーⅠ・Ⅱ」や専攻指定科目の受講により、

専門分野の理解を深めると同時に、実践的な英語諸能力の訓練を行っている。 

4 年次～「言語文化セミナーⅢ・Ⅳ」をとおして各自の専門分野での実践力を養

い、テーマを定め、研究を深め、「卒業研究」としてまとめることにより、4 年間の

集大成としている。 

これらの教育課程やカリキュラムポリシーについては、新入生・編入生にあって

はオリエンテーションにおいて教務担当者が説明し、その他の学生にあっては各学

期の冒頭に行われる履修ガイダンスにおいて専任教員が説明し、周知徹底を図って

いる。 

英語英文学科では、中学校・高等学校教諭一種（英語）の免許状が取得できる教

職課程、司書・司書教諭の資格が取得できる図書館学課程、日本語教員養成課程修

了証が取得できる日本語教員養成課程、学芸員の資格が取得できる博物館学課程を

設置している。【資料 2-2-19】 

イ 東アジア言語文化学科 

「日本に最も近い外国は？」との問いに、多くの人が韓国や中国と答えるのでは

ないだろうか。特に本学が所在する下関市や北九州、福岡は両国に近く、観光やビ

ジネスだけでなく、地域間交流も活発に行われている。近年は音楽やテレビドラマ

にふれ、韓国を身近に感じている人も多く、また日本企業の中国進出といった経済

交流を中心に、日中関係は今後も深まっていくことだろう。このように日本と両国

との関係が緊密化していく中、東アジア言語文化学科では、言語と文化の壁を乗り

越えるための専門的な教育を行っている。韓国・中国の言語と文化を専攻する学生、

日本の言語と文化を専攻する留学生、相互の「学びあい」や交流から、日・韓・中

の懸け橋となる人材の育成を目指している。 

東アジア言語文化学科の教育課程は、幅広い教養を習得させることを目的に開講

される「教養科目」と学科固有の専門教育を授けるための「専門科目」に大別して

編成している。 

大学学則および学部履修規程では、卒業要件単位数を 124 単位以上と定め、その

内訳として、教養科目 34 単位以上（英語を 4 単位以上、外国人留学生は母語以外

の外国語から 4 単位以上）、専門科目 90 単位以上と定めている。 

このうち教養科目は、本学の建学の理念を学ぶ「キリスト教・ボランティア」、広

く教養を深める「思想・芸術」、「社会・教育」、「生命・環境」、情報リテラシーを習

得し自己のキャリア形成を考える「情報・キャリアアップ」、外国語を学ぶ「外国語」
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に区分分けされている。【資料 2-2-20】 

東アジア言語文化学科には、その教育目的を踏まえ、「韓国語韓国文化専攻」、「中

国語中国文化専攻」、留学生対象の「日本語日本文化専攻」の専攻制が敷かれており

【資料 2-2-21】、専門科目は「専門共通科目」と「専門専攻科目」に分けられてい

る。【資料 2-2-22】 

専門共通科目は、1 年次配当の「日本語表現法Ⅰ・Ⅱ」、「異文化理解」を必修と

している。また、2 年次配当の「言語文化基礎セミナー」を必修としている。1 年

次から 4 年次まで韓国語・中国語・日本語ならびに異文化についての科目が内容の

高度化に即して配置されている。 

韓国語韓国文化専攻の専門専攻科目は、1 年次配当の「総合韓国語Ⅰ・Ⅱ」、「韓

国語初級会話Ⅰ・Ⅱ」、「韓国語初級作文Ⅰ・Ⅱ」を必修とし、2 年次には「総合韓

国語Ⅲ・Ⅳ」、「韓国語中級会話Ⅰ・Ⅱ」、「韓国語中級作文Ⅰ・Ⅱ」を配当している。

2 年次後期には全員が韓国に留学している。また、選抜された学生は 3 年次にも韓

国に留学している【資料 2-2-23】。 3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、

卒業研究に向けて韓国語韓国文化の演習が行われている。 

中国語中国文化専攻の専門専攻科目は、1 年次配当の「中国語初級Ⅰ・Ⅱ」、「中

国語初級会話Ⅰ・Ⅱ」、国語初級作文Ⅰ・Ⅱ」を必修としている。2 年次には全員が

中国に留学している。また、選抜された学生は 3 年次にも中国に留学している【資

料 2-2-24】。 3 年次には「中国語上級会話Ⅰ・Ⅱ」、「中国語上級作文Ⅰ・Ⅱ」が配

置されている。3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究に向けて中

国語中国文化の演習が行われている。 

 

表 2-2-4 東アジア言語文化学科海外留学者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語日本文化専攻の専門専攻科目は、1 年次配当の「日本語中級Ⅰ・Ⅱ」、「留

学生のための日本語表現法Ⅰ・Ⅱ」を必修としている。2 年次には「日本語上級Ⅰ・

Ⅱ」を必修としているほか、1・2 年次に「日本語能力試験対策講座」を配置してい

韓国語・文化研修 
  

年度  2012 年度  2013 年度 2014 年度 

参加者数 17 11 18 

長期留学者数 
  

年度  2012 年度  2013 年度 2014 年度 

韓国 11（内 5 か月 9 名） 18（内 5 か月 16 名） 24（内 5 か月 20 名） 

中国 2 7 3 

青島大学とのダブルディグリー取得者 
 

年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 

取得人数 0 2 未定 



梅光学院大学 

28 

 

る。 

3・4 年次の「言語文化セミナーⅠ～Ⅳ」では、卒業研究に向けて日本語日本文化

の演習が行われている。 

各専攻とも専攻外国語での「ドラマプロダクション」を行い、韓国語、中国語、

日本語によるドラマを英語英文学科とともに上演している【資料 2-2-25】。また、4

年次には卒業研究の制作を進めるための中間発表が秋に開かれる。2 月に卒業研究

発表会が開かれ、各自 4 年間の成果を発表する。 

東アジア言語文化学科の教育課程を年次ごとにまとめてみると、次のとおりであ

る。【資料 2-2-26】 

1 年次～少人数集中言語プログラム（韓国語・中国語・日本語）により、専攻す

る言語の基礎能力を高めるとともに、「教養セミナーⅠ・Ⅱ」、「東アジア学入門」な

どによって、東アジア社会への関心を深めている。 

2 年次～韓国語韓国文化専攻は半年間の全員留学により、中国語中国文化専攻は

1 年間の全員留学により、異文化理解と語学力の向上を図っている。日本語日本文

化専攻は、「日本語上級」などによりビジネス界で活躍できる日本語能力や実務能力

の獲得を図っている。 

3 年次～各専攻のゼミ「言語文化セミナーⅠ・Ⅱ」を中心に、韓国、中国、日本

の文化を深く理解するとともに、東アジア世界の問題点を探求させている。また、

韓国語検定試験、中国語検定試験、ビジネス日本語検定試験への対応を具体的に進

めさせている。 

4 年次～「言語文化セミナーⅢ・Ⅳ」をとおして、各自の専攻に従ってテーマを

定め、卒業研究を完成させている。韓国語検定試験、中国語検定試験、ビジネス日

本語検定試験で結果を出し、語学能力の到達度を明確にしている。なかでも全日本

中国語スピーチコンテストでは、優勝者を輩出した。【資料 2-2-27】 

中国語中国文化専攻の学生は、青島大学での 2 年間の留学で所定の単位を修得し、

青島大学・梅光学院大学に卒業研究を提出すると、両大学の学位を取得できる（ダ

ブル・ディグリー制度）。【資料 2-2-28】【資料 2-2-29】 

これらの教育課程やカリキュラムポリシーについては、新入生・編入生にあって

はオリエンテーションにおいて教務担当者が説明し、その他の学生にあっては各学

期の冒頭に行われる履修ガイダンスにおいて専任教員が説明し、周知徹底を図って

いる。 

東アジア言語文化学科では、高等学校教諭一種（韓国・朝鮮語ならびに中国語）

の免許状が取得できる教職課程、司書・司書教諭の資格が取得できる図書館学課程、

日本語教員養成課程修了証が取得できる日本語教員養成課程、学芸員の資格が取得

できる博物館学課程を設置している。【資料 2-2-30】 

3) 子ども学部 

ア 子ども未来学科 

少子高齢化社会を迎え、教育の質が大きく問われている。保育や教育の現場では

「新しい時代にふさわしい」さまざまな取り組みが求められ、それらに応えること

のできる保育者や教育者が必要とされている。そういったことを背景に、子ども学



梅光学院大学 

29 

 

部子ども未来学科では「子どもへの共感的まなざしのある人」、「子どもたちの未来

を見通す人」、「すべての子どもに優しく向きあって受けとめ共感する力をもつ人」

の育成を目指している。そのためにも、学生が「知を探究する人」や「自己創造が

できる人」となり、広く深く子どもに関する諸学を学び、専門家として自立するた

めの努力と研鑽を重ねるよう配慮している。【資料 2-2-31】 

子ども学部子ども未来学科の教育課程は、幅広い教養を習得させることを目的に

開講される「教養科目」と学科固有の専門教育を授けるための「専門科目」に大別

して編成している。 

大学学則および学部履修規程では、卒業要件単位数を 124 単位以上と規定し、そ

の内訳として、教養科目 34 単位以上（英語 4 単位を含めて外国語を 6 単位以上）、

専門科目 90 単位以上と定めている。 

このうち教養科目は、本学の建学の理念を学ぶ「キリスト教・ボランティア」、広

く教養を深める「思想・芸術」、「社会・教育」、「生命・環境」、情報リテラシーを習

得し自己のキャリア形成を考える「情報・キャリアアップ」、外国語を学ぶ「外国語」

に区分分けされている。【資料 2-2-32】 

子ども学部子ども未来学科は、その教育目的を踏まえ、「児童教育専攻」と「幼児

保育専攻」に分かれている。そのため、専攻科目は、「専攻共通科目」と「児童教育

専攻科目」、「幼児保育専攻科目」に分かれている。【資料 2-2-33】 

専攻共通科目は、1 年次配当の「教養セミナーⅠ・Ⅱ」、2 年次配当の「子ども未

来学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を必修とし、少人数によるコミュニケーションを重視した、

学生の主体性を育む教育を行っている。1 年次の「教育原理」「保育原理」、2 年次

の「教育心理学」、「発達・教育相談」、3~4 年次の「教育制度論」「子育て支援論」

「地域福祉論」などが設けられ、現場と理論を結びつけている。【資料 2-2-34】 

1 年後期には毎週金曜日 1 日を使って職場体験「フィールドワーク」を必修とし、

初年次から現場での実践と学内での理論的学びを並行して行っている。また、「子ど

も未来学入門」をはじめとして「人権教育論」、「自然フィールドワーク技法」、「地

域共生概論」などを設け、1 年次から 4 年次まで幅広い視野から子どもを取り巻く

社会と子どもの未来社会を考える科目を設けている。【資料 2-2-35】 

児童教育専攻科目は、3 年次に「科目別指導法」、「教職総合演習」、「介護等体験」、

4 年次に「教育実習Ⅱ（小学校）」、を設け、4 年間通しての現場実習を実施し、4

年次開講の「教職実践演習」において実践指導力の集大成を目指している。 

幼児保育専攻科目は、2 年次に「教育実習Ⅰ（幼稚園）」、3 年次に「保育実習 1A・

1B、保育実習Ⅱ」、4 年次に「教育実習Ⅱ（幼稚園）」、「保育実習Ⅲ」を設け、4 年

間通しての現場実習を実施し、「保育実践演習」において、実践指導力の集大成を目

指している。【資料 2-2-36】 

児童教育専攻と幼児保育専攻では、3～4 年次の「子ども未来学演習Ⅰ～Ⅳ」で少

人数ゼミを実施し、その成果として卒業研究・卒業制作を実施している。【資料

2-2-37】 

子ども学部子ども未来学科の教育課程を年次ごとにまとめてみると、次のとおり

である。【資料 2-2-38】 
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1 年次～～子どもについて知り、教育・保育・福祉の目的や体系的な知識を理解

し、具体的な課題を発見する。 

2 年次～子どもについて理解を深め、教育・保育・福祉に関する専門職としての

基礎的知識や技能を修得し、現場を意識した学びができる。 

3 年次～実践的体験を通して、子どもの教育・保育・福祉に関する様々な内容や

指導方法を理解し、技術の基礎を修得するとともに、研究的視点を持つ。 

4 年次～子どもや教育・保育・福祉に関する理念を統合的に活用し、解決すべき

課題を探究し、幅広い実践力を修得する。各自の専攻に従って卒業研究・卒業制作

を仕上げる。 

これらの教育課程やカリキュラムポリシーについては、新入生・編入生にあって

はオリエンテーションにおいて教務担当者が説明し、その他の学生にあっては各学

期の冒頭に行われる履修ガイダンスにおいて専任教員が説明し、周知徹底を図って

いる。 

子ども学部子ども未来学科では、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、

保育士資格、学校図書館司書教諭、社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修修

了者、児童指導員の資格が取得できる課程を設置している。【資料 2-2-39】【資料

2-2-40】 

子どもの発達を長く、広い視野で見通すことができる力を育むため、また、幼小

連携や幼保連携、認定こども園設置の拡大などの教育・福祉政策状況を鑑み、児童

教育専攻では幼稚園教諭一種免許状と小学校教諭一種免許状の取得を、幼児保育専

攻では幼稚園教諭一種免許状と保育士資格の取得を推奨している。【資料 2-2-41】 

4) 大学院   

大学院の教育目的は、「キリスト教の信仰に基づく人間形成を教育の基盤とし、専門

の学術的理論及び応用を教授研究し、その真実を究めて、文化の進展と人類の福祉に

貢献すること」である【資料 2-2-42】。また、修士課程は、「広い視野に立って、精深

な学識を授け、専攻分野における研究能力を養う」ことを目的とするものであり、博

士後期課程は、「専攻分野について、研究者として自立研究活動を行い、またはその他

の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊か

な学識を養うこと」を目的とする【資料 2-2-43】。この教育目的を踏まえた教育課程

の編成を以下のように行っている。 

ア 文学研究科修士課程 

a 日本文学専攻 

日本語・日本文学の専門科目・関連科目がジャンル別（日本語学・古典文学・

近現代文学・漢文学・地域文化学・国語教育）・時代別（上代・中古・中世・近世・

近現代）に開講されている。修士の学位を目指す院生は、2 年以上在籍し、指導

教員の担当科目を含め 32 単位以上を修得し、院生発表会で自己の研究成果を発

表しなければならない。修士論文を提出せず専修免許の取得のみを目指す院生は、

1 年以上在籍し、学科目「教職」の授業科目を含む 30 単位以上を修得しなければ

ならない。【資料 2-2-44】 

b 英米文学専攻 
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英文学・米文学・英語学・英語教育の 4 領域からカリキュラムを設定している。

英語教育では、中学校や高等学校での英語教育及び児童英語教育の実践的科目を

開講し、地域の英語教育の指導者として活躍できる人材を養成する。修士の学位

の取得を目指す院生は、2 年以上在籍し、指導教員の担当科目を含め、32 単位以

上を修得し、院生発表会で自己の研究成果を発表しなければならない。修士論文

を提出せず専修免許の取得のみを目指す院生は、1 年以上在籍し、学科目「教職」

の授業科目を含む 30 単位以上を修得しなければならない。【資料 2-2-45】 

イ 文学研究科博士後期課程 

a 日本文学専攻 

日本語学・日本文学・地域文化学・国語教育の研究者・教育者として極めて高

い能力・教育力・識見を身に付けるために、指導教員による徹底した指導を受け

ることが課せられる。院生は、指導教員の授業に出席するとともに研究論文を作

成して学会発表を行わなければならない。 

b 英米文学専攻 

英米文学・英語学・英語教育の研究者・教育者として極めて高い能力・教育力・

識見を身に付けるために、指導教員による徹底した指導を受けることが課せられ

る。院生は、指導教員の授業に出席するとともに、研究論文を作成して学会発表

を行わなければならない。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

急速なグローバル化や高度情報化、経済の低迷及び深刻な少子高齢化等により時代が

混迷する中、大学進学率は 5 割を超え、目的意識が希薄なまま大学に入学する者も増え

てきた。このような学生を、世界や日本の各地域に根差して活躍する人材に養成し、社

会に送り出す役割がますます強く大学に求められるようになった。それにともない、本

学では「教育改革検討グループ」を学内に立ち上げ、時代の要請に応える大学づくりを

目指して改革案をまとめた【資料 2-2-46】。この改革案をもとに、以下のように文学部

と国際言語文化学部の改組を計画した。 

1) 文学部および国際言語文化学部 

 現行の文学部日本文学科と国際言語文化学部英語英文学科および東アジア言語文化

学科を、文学部人文学科 5 専攻制（「日本文学・文芸創作専攻」、「地域文化専攻」、「英

語コミュニケーション専攻」、「国際ビジネスコミュニケーション専攻」、「東アジア言

語文化専攻」）に改組し、平成 27(2015)年 4 月から新たにスタートする予定である。 

改組の目的は、大学入学の理由や将来の進路が明確でない学生を、多様で幅広い学び

や体験を通して自ら主体的に学び、幅広い教養や「社会人基礎力」を身につけた人材

に養成することにある。新学科の養成する人材像を「キリスト教精神と深い人間理解

に支えられ、文学や言語・文化の学びを通して、他者に寄り添い、ユニバーサルな視

野をもって地域社会につなげることのできる人（ひと）を育てる。」とする。以下は新

学部の教育課程の特色である。 

高校教育から大学教育へのスムーズな移行が出来るよう、本学のキリスト教信仰に

基づく建学の精神や、教育理念を伝え、大学で何を学ぶべきかを学生に教えることを
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目的として、教養科目の領域のひとつとして「梅光コモンズ」の科目群を設置する。

梅光コモンズの科目群は「キリスト教倫理」、「梅光 BASIS」、「梅光プロジェクト」、

「ボランティア実習」、「梅光コモン」の 5 種類の授業からなる。【資料 2-2-47】 

さらに教授方法の工夫の一環として、双方向型、課題解決型、実践型授業の拡大、

学外授業の増加（海外語学研修、ボランティア実習、インターンシップ、ビジネス実

習等）を行い、学生が主体的に学び、積極的に社会や世界に踏み出していけるように

している。【資料 2-2-48】 

日本人学生だけでなく、留学生教育においても、日本語教育のさらなる充実に加え、

5 つの専攻から希望の専攻を選択でき、進路選択の幅が広がるようにしている。 

2) 子ども学部 

引き続き、保育士、幼稚園教諭および小学校教諭の養成の充実を図っていく。特に、

小学校における英語教育への対応のため、小学校教員と中学校教員の教員免許状が同

時に取得出来るようなカリキュラムを検討していく。 

保育士資格、幼稚園教諭および小学校教諭免許状取得のために入学してきた学生の

うち、学びを深めるにあたって、少数ながら進路変更する学生がいる。幼児教育や児

童教育を専門に学んだ学生が、その学びを生かした進路選択や就職が出来るよう、支

援体制づくりを検討していく。 

また、新学部（文学部）と共通したカリキュラムづくりも進めていく。 

3）大学院 

改組にあたって、新学部（文学部）と大学院教育の接続のあり方を検討していく。

また、近年、中学校教員及び高等学校教員志望者のうち、大学院において専修免許状

を取得したいと希望する者が増えてきている。この学生への英語教育、国語教育の充

実を図っていく。 

また、学部と同じく、大学院においても、基礎学力の低下による学生の学力不足の

課題がある。基礎学力の養成が出来るよう、カリキュラム改革を検討していく。 

 

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（事実の説明及び自己評価） 

1) チューター制度による学修支援および授業支援 

本学ではチューター制度を採り入れ、1 年、2 年生は教養セミナーの担当教員が、3

年、4 年生はゼミの担当教員が TS（ティーチングスタッフ。教員をいう。以下同じ。）

チューターとなり、学生の学業の進み具合を見守り、大学生活や卒業後の進路につい

ての相談などに応じ、指導をしている。平成 26(2014)年度からは学生支援センターが

作成した「チューター・ゼミ担当教員ハンドブック」【資料 2-3-1】を全 TS チュータ
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ーに配布し、TS チューターの役割や学生の対応の仕方等を確認し、学生のケアを行

っている。 

学期初めには履修ガイダンスを各学科、学年別で実施し、成績通知書を配付し、教

育課程および履修方法を説明している。その後個別に細やかな履修指導や履修相談が

できる時間も設けている。本学ではまだ CAP 制を導入していないが、学生が適切な

科目数を登録しているか個別に指導をしている。また、平成 25(2013)年度からウェブ

上（ポータルサイト）で履修登録ができるシステムになったため、学生支援センター

のスタッフがマルチメディア教室にて履修登録説明会を実施している。 

新入生に対しては、毎年 4 月に「自分を知る、仲間を知る、梅光を知る」をテーマ

に、上学年の学生「BUCHI（Baiko University Change Inspiration）サポーター」

による自己探求プログラムやアトラクション、また、1 年生担当チューターと BUCHI

サポーターとによる学科プログラムを宿泊型オリエンテーション「梅光 FMC

（Freshman Camp） in 西長門」として行っている。【資料 2-3-2】 

2) オフィスアワー 

これまでも学生と面談するオフィスアワーの時間を、週 1 回はもつように定められ

ており、教員は、1 週間の講義時間とオフィスアワーの時間を研究室の前に貼り出す

ようになっている。また、平成 25(2013)年度から日本文学科の教員が研究室を出て、

図書館でオープンオフィスアワーを実施し、学生がより相談にしやすい環境づくりを

実施している。【資料 2-3-3】【資料 2-3-4】 

3) 学習支援ボランティア、学習支援員の活用 

本学では、TA（Teaching Assistant）の代わりに学習支援ボランティアや学習支援

員による学習サポートを行っている。現役時代に英語を使って仕事をされていた方が

本学の学習支援ボランティアとして、英語英文学科 1 年生の補習授業（English Lab）

を担当し、英語の指導だけでなく、国際ビジネスの経験談を学生に伝えている。また、

要配慮学生に対する学習指導の経験を持つ学習支援員が、教員や学生の要請に応じて

授業に入り、学習の支援を行っている。 

4) 中途退学者、休学者への対応策 

中途退学者を減らす対策として、上述の「チューター・ゼミ担当教員ハンドブック」

を参考に TS チューターが主として学生の個別対応や細やかな指導を行っている。毎

年、4、5、6 月の 3 か月の間に TS チューターによる全学生の面談を実施するととも

に、授業を 4 回以上欠席している学生には警告を出している。【資料 2-3-5】 

また、1 年生の健康質問票に「学生相談室や保健室に相談したいこと」という項目

を設け、要配慮学生を早期に発見し、学科と学生支援センターとの連携による取組み

がなされている。【資料 2-3-6】 
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表 2-3-1 学部、学科別の退学者の退学理由（過去 3 年間） 

 

5) 学修支援および授業支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組み 

全学的には TS チューターと学生の個人面談を実施し、各学科会において情報を共

有した上で学修及び授業支援を行っている。さらに、必要に応じて学生支援センター

と連携し、学習支援員やカウンセラーに繋いで支援を行っている。また、平成 25(2013)

年度は、試験的に英語英文学科 1 年に MS（マネジメントスタッフ＝職員）チュータ

ーを付け、定期的に面談を実施し、学生の意見を汲み上げ、TS チューターと情報共

有した。年度末には学生にアンケート調査し、MS チューター制度のフィードバック

を行った。【資料 2-3-7】 

もう一つの仕組みとしては、従来より実施している学生による授業評価アンケート

の自由記述欄が学修および授業支援に対する意見等を把握する手段となっている。【資

料 2-3-8】 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

新しく導入した教務システムを更に活用することで、より早く連続欠席者や要配慮

学生を把握し、教職協働でサポートするシステムを構築していく。 

また、平成 26(2014)年度にはウェブ上（ポータルサイト）で授業評価アンケートを

実施する予定であるが、学生満足度アンケートも同時に実施し、授業以外での学修支

援に対する意見も汲み上げ、対策の参考としていく。 

アンケート調査の他にも、学生 FD を中心とした学生の意見交換会を実施し、生の

学生の声を聞くことにより、学生参画型の FD を目指す。 
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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） 

1) 学士課程 

  各学部の「履修規程」で履修科目の年次配当や進級要件、卒業要件などを規定して

いる【資料 2-4-1】。本学は、1 年間に履修できる単位の上限を定めていないが、学生

が適切な科目数を登録しているか個別に指導をしている。進級要件に関して、文学部

と国際言語文化学部では、教育的指導の観点から、2 年次から 3 年次に進級するため

の要件として、全学共通科目および専攻科目のうち、文学部と国際言語文化学部では、

合計 52 単位以上を、子ども学部においては合計 62 単位以上を修得しておかなければ

ならないと定めている。各学部の修業年限は 4 年とし、8 年を超えることはできない。

本学に 4 年以上在学し、学部・学科ごとに定める卒業に必要な科目を 124 単位以上修

得することが卒業要件である。（表 2-4-1 を参照） 

 

表 2-4-1 3 年次への進級に必要な単位数および卒業に必要な単位数（学部） 

区  分 

   学部 

    

学科 

修得 

すべき 

科目区分 

文学部 
国際言語文化

学部 
子ども学部 

日本文学科 

英語英文学科 

東アジア言語

文化学科 

子ども未来学科 

3 年次への進級

に必要な単位数 

教養科目およ 

び専門科目 
52 単位以上 52 単位以上 62 単位以上 

卒業に必要な単

位数 

教養科目 34 単位以上 34 単位以上 34 単位以上 

専門科目 90 単位以上 90 単位以上 90 単位以上 

合計 124 単位以上 124 単位以上 124 単位以上 

 

学科ごとの科目および単位数の詳細は、大学学則の別表に示されている【資料 2-4-2】。

学生は、毎年の年度初めの履修科目の登録の前に、オリエンテーションで教務指導が

あり、履修について詳しく知ることができる。個別の相談もできるようになっている。 

  試験や成績評価に関しては、大学学則第 11 条、12 条、13 条に記してある。詳しく

は、各学部の履修規程の「試験及び成績（単位認定）」という章の中で基準が示されて

いる。その規程によって、教育・学習結果の評価は、適切かつ公平に行われている。 

履修科目の成績評価の仕方については、シラバスに、それぞれの科目の成績の出し

方（基準）が書かれている。出席状況・学習状況・レポート・試験の成績を加味して、
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各科目担当者が評価する。定期試験をやむを得ない理由で受けることができなかった

学生は、追試を受けることができる。ただし、成績はその得点の 8 割となる。成績評

価は、表 2-4-2 に示すとおりである。S、A、B、C を合格として所定の単位を与えて

いる。 

 

表 2-4-2 評価点数に対する評価および単位認定（学部） 

 

  大学学則第 18 条に「学生は、学長の承認を受けて、他の大学又は短期大学の授業

科目を履修することができ」、「1 年以下であるときは、30 単位を超えない範囲で本学

において修得した単位とみなすことができる」とある。これは留学する場合にも準用

される。同様に第 19 条に、「学生は、学長の承認を受けて、短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を行うことができる。

この場合、当該学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがで

きる。」とある。この規定が適用され、学生が、在学中に、他の大学の授業科目を履修

するものとして、単位互換制度がある。【資料 2-4-3】 

  本学は、下関市内の大学（梅光学院大学、下関市立大学、東亜大学）の間で単位互

換の協定を結び、それぞれの大学が提供する授業科目について、自由に履修できる取

り決めをしている。その修得した単位の扱いについては、それぞれの大学で決めてい

る。【資料 2-4-4】 

留学の場合は、交換留学制度や派遣留学制度がある。英語英文学科の 2 年生は希望

者全員、夏に約 2 か月オーストラリアの南クイーンズランド大学へ語学留学するが、

そこで修得した科目は本学の単位として認定される。その後 3 年次に交換留学制度を

締結しているアメリカのテキサス州立女子大学、カリフォルニア州立大学フレズノ校、

インディアナ州立大学へ 1 年間派遣される学生は、留学先での単位が認められ、本学

在籍 4 年で卒業できる。また、中国の青島大学、台湾の国立高雄第一科技大学、輔仁

大学、韓国の啓明大学校と交流協定を結び、交換留学制度を確立している。この場合

も、留学先での単位が認められる。【資料 2-4-5】 

授業科目以外で資格を取得したとき、授業科目として単位認定する場合もある。こ

れについては、各学部学科で協議・決定し、学部教授会に報告する。 

2) 大学院 

  修士課程の修了要件は、「大学院に 2 年以上在学し、所要の授業科目を 32 単位以上

修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格する

評価基準 評価基準に対する評価 単位認定 

100～90 点 S 

合格 
89～80 点 A 

79～70 点 B 

69～60 点 C 

59 点以下 D 不合格 
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こととする。」と梅光学院大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 16 条に

明示してある。【資料 2-4-6】 

  博士課程の修了要件は、「本大学院に 5 年（前期課程を修了した者にあっては当該

課程における 2 年の在学期間を含む。）以上在学し、所要の授業科目を 32 単位以上修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格するこ

ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげた者については、大

学院研究科委員会が認めた場合に限り、大学院に 3 年（前期課程を修了した者にあっ

ては、当該課程における 2 年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。」

と大学院学則第 17 条に明示してある。加えて、文学研究科履修規程第 8 条には、「博

士後期課程の院生は、指導教員の担当する研究、又は演習科目の授業を履修しなけれ

ばならない。また、指導教員が院生の研究上、特に必要と認めた授業科目も履修する

ものとする。」と定めてある。【資料 2-4-7】【資料 2-4-8】 

大学院の単位修得の認定などについては、梅光学院大学大学院文学研究科履修規程

第 8 条～第 12 条に明示してある。【資料 2-4-9】 

成績評価は、表 2-4-3 に示すとおりである。優（A）、良（B）、可（C）を合格とし

ている。 

 

表 2-4-3 評価点数に対する評価および単位認定（大学院） 

評価基準 評価基準に対する評価 単位認定 

100～80 点 優（A） 

合格 79～70 点 良（B） 

69～60 点 可（C） 

59 点以下 不可（D） 不合格 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

  各学部・学科の掲げている教育目的は、教育課程や教育方法を絶えず検討し改善す

る中で、十分自覚されている。平成 27(2015)年 4 月には、文学部、国際言語文化学部

は統合・再編成を予定しており、子ども学部もカリキュラムの見直し、実習時期と科

目の年次配当の見直しを行い、より内容のある、効率的な教育課程にする。同時に、

教養教育の在り方についても検討され、読書指導や学生の学ぶ姿勢の確立、キャリア

指導について、新しい提案をする予定である。文学部、国際言語文化学部を統合した

新しい学部では、卒業した学生が社会の要望に応えることができるよう、これまで以

上に一般教養・語学教育を強化する教育課程となるよう検討している。子ども学部も、

子育て支援事業、多世代交流活動、児童の課外活動支援など、梅光多世代交流支援セ

ンターを中心に、大学と地域を結ぶ働きを更に推し進める予定である。 

  大学院文学研究科の日本文学専攻では、学生のニーズの高い地域文化研究科目を設

置し、学生のニーズに対応した変更を行っている。英米文学専攻でも学生のニーズに

応える形で児童教育研究科目を設置を設置している。 

  GPA については、現在試験運用の段階であるが、運用方法の詳細、基準作成等の最
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終調整を行うなど、次年度の本学運用に向けて準備を進めている。 

 

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） 

教育課程の内外を通して、社会人や職業人として自立できる能力を学生に身に着け

させることは大学の責務である。そういった観点から、本学では、教育課程内および

教育課程外において様々なキャリア教育・就業支援を展開している。 

キャリア教育・就業支援を行う組織として、キャリア支援センターが設置されてい

る。センター長 1 名、副センター長 1 名、事務部長 1 名、MS（マネジメントスタッ

フ。職員を言う。以下同じ。）5 名を配置し、学生からの日常の就職相談、採用情報の

提供、キャリア教育関連授業、就業支援関連事業などを行っている。事務部長とキャ

リア支援センターMS 1 名はキャリアカウンセラーの資格を有している。 

このキャリア支援センターを支える教員組織としてキャリア支援サポートグループ

がある。キャリア支援サポートグループは、各学科から選出された TS とキャリア支

援センターMS で構成され、毎月定例会議としてキャリア支援サポート会を実施し、

大学としてのキャリア教育の在り方および学生の就業支援に関する事項について教職

員共同で協議している【資料 2-5-1】。さらに、教職、保育士、学芸員、司書等の資格

を生かした専門職就職希望者、あるいは大学院進学希望者に対する支援は、それぞれ

学生が所属する学科の TS が中心となって行っている。 

1) 教育課程内の取り組み 

教育課程の中では、1 年次には「キャリアデザインⅠ」、2 年次には「インディペン

デントスタディーⅡ」、3 年次には「キャリアデザインⅡ」、「インディペンデントスタ

ディーⅢ」をキャリア支援関連授業として開講し、入学時から本格的な進路決定に入

る 3 年次まで体系的なキャリア教育を実施している。【資料 2-5-2】 

1 年次の「キャリアデザインⅠ」では、現代地域社会の中で働くことの意義を講ず

ると同時に、働く自分へと自分を育てていく計画を立てさせている。【資料 2-5-3】そ

の計画を立て、また、実行したことを書き溜めていくために、電子ポートフォリオを

大学として準備している。1 年前期については、この授業の中で記入させるが、1 年

後期以降は、学生が個々で記入することになっている。また、記入されたものは、TS

チューターが中心に点検し、学生との個別面談等に生かしている。また、地元産業界

より外部講師を招へいし、働くことの喜びを実感させ、就業意識の醸成に取り組んで

いる。【資料 2-5-4】 

2 年次の「インディペンデントスタディーⅡ」では、地元企業である「（有）もずく

センター」と共同で PBL 型の授業を実施し、よりリアルな形で企業を知るとともに
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社会人基礎力の育成を図っている。このもずくプロジェクトは、平成 24(2012)年度に

採択された文部科学省の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」

の取組みの一つである。【資料 2-5-5】 

3 年次の「キャリアデザインⅡ」、「インディペンデントスタディーⅢ」では、実際

の就職活動をするために必要な知識や技能を身に着けさせることを目的に設置されて

いる。ここでは履歴書やエントリーシートの作成、面接練習など、より具体的・実践

的に就職活動のスキルを指導している。 

また、インターンシップでは、それまでの学修を踏まえて、実際に就業体験を行う

ことによって、社会人基礎力と就業意識を高めることを目的としている。この目的を

実現するために、学内での事前指導においては、ビジネスマナーを学ぶだけでなく、

各自のインターンシップの目的を明確化させるように心がけて指導している。5 日程

度の実習を経ての事後指導では、それぞれの学びを自己の目的と結びつけながら言語

化させている。事後指導を行った後には、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実

体制整備事業」の取組みとして、受け入れ先企業を招いた研修報告会とワークショッ

プを実施している。【資料 2-5-6】 

この他、子ども学部では 1 年後期に「フィールドワーク」で毎週金曜日に大学外の

小学校や保育所等で 15 回実習を行うことをはじめ、2 年次から 4 年次まで教育実習・

保育実習等を継続的に実施している【資料 2-5-7】。また、文学部・国際言語文化学部

においては、教職課程履修者は 4 年次に教育実習を、博物館学課程履修者は 3 年次に

「博物館実習」を行っている。 

2) 教育課程外の取り組み 

キャリア支援センターでは、教育課程外のキャリア支援の取組みとして、企業・団

体の活動や求人の情報、就職活動の情報、大学院や専門学校等各種学校の情報を収集

し、学生に提供している。また、キャリア支援センターでは、キャリアカウンセラー

の資格を有する MS を中心に、学生の相談や履歴書・エントリーシートの作成指導、

模擬面接などの具体的な支援を行っている。 

以上のような日常の活動の他、キャリア支援センターでは、次のようなサポート事

業を展開している。 

ア 各種就職支援対策講座の開講 

教育課程外において、学生の学力および社会人基礎力の向上を目的に、各種就職

支援対策講座を開講している。平成 25(2013)年度は、一般就職志望の学生対象に「簿

記 3 級講座」、公務員志望と大手企業志望学生対象に非言語を中心とした「筆記試験

対策講座」を実施した【資料 2-5-8】。各講座とも、学生の金銭面での負担軽減とモ

チベーションアップを目的に「皆勤賞」、「合格賞」の学業奨励金を付与しており、

簿記講座受講者 15 名のうち直後の検定で 3 名が簿記 3 級に合格した。 

また、本学では理数系に弱い学生が多いことから、学年学科を問わず受講できる

選択科目として「SPI 講座」を開講しており、さらに自宅で PC またはスマートフ

ォン等を使って自学自習できるように、SPI と一般常識のドリルができる e-ラーニ

ング教材「梅ドリル」を全学生に提供している。【資料 2-5-9】【資料 2-5-10】 

また、具体的な就職活動に向けた講座として「スーツ着こなし講座」、女子学生対
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象の「メイクアップ講座」も実施した。【資料 2-5-11】 

イ 就職オリエンテーションの実施 

学生の就職に対する意識を高め、実際の就職活動に向けて取り組むべきことを理

解させるために、就職オリエンテーションを実施している。平成 25(2013)年度卒業

生に対しては、3 年次に 3 回、4 年次に 1 回の計 4 回実施した。第 1 回目の 3 年次

10 月には、既に内定を得ている 4 年生に就活の体験を話してもらった。第 2 回目の

11 月には、合同企業説明会に出席する際の注意と今後の就職活動の進め方を中心に

実施し、第 3 回目の 2 月には就活を中心とした春休みの過ごし方について実施した。

第 4 回目の 4 年次 4 月には、これからの就職活動本番に向けて、就職活動がスムー

ズに進むように確認と激励を行った。【資料 2-5-12】 

ウ 学内合同企業説明会、個別企業説明会の開催および学外合同企業説明会への参加 

学生の企業・団体への関心を高め、職業選択の幅を広げることを目的に、企業・

団体の担当者による研究会や説明会を実施している。就職活動の始まる前の 2～3

年生対象には、業界を取り巻く環境や今後の課題等について説明する業界研究会を

実施した【資料 2-5-13】。12 月以降の 3 年生と 4 年生対象にはそれぞれの企業の具

体的な職務内容等について説明する個別企業説明会と学内合同説明会を実施した

【資料 2-5-14】【資料 2-5-15】。実際に働いている社会人と近い距離で語り合うこと

で、業界や職業に対する理解が深まり、就職に向けた自分の課題等が確認できてい

る。 

学内合同企業説明会では、平成 24(2012)年度より本学体育館を使用して規模を拡

大し、平成 25(2013)年度は関門エリアの 26 社・団体に参加いただいた。2 年生・3

年生合わせた参加学生の 9 割が、自分の進路を考える上で「大変役立った」、「役立

った」と感じている。【資料 2-5-16】 

また、平成 25(2013)12 月 1 日に開催された福岡地区での大規模な学外合同企業

説明会には、バス 2 台で学生 61 名を引率した【資料 2-5-17】。参加学生は、大手企

業のブースを訪問し、他大学の学生と交流することで就職活動の状況を把握し、就

職活動へのさらなる意欲付けとなった。 

エ 保護者への説明会、相談会の実施 

学生の就職活動の現状について保護者の理解と協力を求めることを目的として 5

月の保護者会で外部講師による講演会を実施している。平成 25(2013)年度は、春秋

の 2 回、保護者の立場でできる支援について就活関連講演会を実施した【資料

2-5-18】。参加者は 31 名であった。 

また、4 年次の夏期休業中には未内定者の保護者との三者相談会を実施している。

平成 25(2013)年度は 7 組の保護者の相談を受け、学生と保護者、教職員とで、就職

に向けて一歩を踏み出すことについて話し合った。 

オ 外部組織との連携 

外部の就職支援組織であるハローワークや若者ジョブサロンと積極的に連携を図

っている。すなわち、それらの組織から求人情報を定期的にいただくだけでなく、

それぞれの組織の職員に定期的（授業期間中の毎週水曜日と木曜日）に大学へ来校

してもらい、学生の就職相談および就職支援を実施している。その利用者は、平成
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25(2013)年度には延べ数 111 名であり【資料 2-5-19】、利用した学生からは、大学

職員とは相談しにくいことを相談できてよかったなどの評価を得ている。 

カ 就職を意識した学生活動の支援 

平成 25(2013)年度は、学生活動の支援に力を入れた。3 年生有志 9 名による「合

同企業説明会プロジェクト」は、従来キャリア支援センターの MS が企画・運営し

ていた「学内合同説明会」を全て学生が手掛けた。企業への電話依頼や訪問の方法

等の具体的なマナー、企画の進め方、スケジュール管理などをキャリア支援センタ

ーの MS が指導した以外は、企画、準備、運営を全て学生が行い、社会人としての

立居振る舞いや考え方を体得する良い機会となった。【資料 2-5-20】 

また、インターンシップへの参加の少ない日本文学科 1・2 年生を対象に、春休

みを利用した「春期読書合宿」を実施した。大学生の就職活動を題材にした石田衣

良著『シューカツ』を講読し、ゲストとして招いた編集者と働くことについて語り

合った【資料 2-5-21】。12 名の参加学生からは、社会人として働くということが身

近に感じられるようになったとの評価を得た。【資料 2-5-22】 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

学生の進路決定（社会的自立）を促進させるために、すべての TS が、社会人に必要

な基礎的能力を学生に身に付けさせるという意識を持って授業を行い、すべての MS が

日常接する様々な面で学生へマナー等の指導を行うといった、大学全体での進路決定に

向けた支援が重要である。このため、本学独自の社会人基礎力「B-Power」の詳細を全

教職員が再確認し、各学部・学科がそれぞれの教育課程を通じて、どの基礎的能力をど

のように身に付けさせるのか、専門に応じたキャリア教育の在り方を作り上げていく必

要がある。キャリア支援センターとしては、MS に対する面談スキルの勉強会実施、専

門職員の増強、ハローワーク等外部機関からの支援を得ることで、相談機能の充実を図

っていく。 

 

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 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

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） 

学修状況の把握と教育目的の達成状況の点検・評価方法として「学生による授業評価

アンケート」を毎年、毎学期実施している。アンケート項目には、学生本人の受講姿勢

（出席状況、シラバス利用状況、予習・復習状況）および授業に対する評価（授業内容、

授業方法、授業進度、教材の適切性等）をマークシート方式で 5 段階で評価する形式と、

自由記述で良い点または改善してもらいたい点をより詳細に聞き出す形式をとっている。

なお、平成 25(2013)年度前期の授業に対する総合評価は 4.0 であった。【資料 2-6-1】【資
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料 2-6-2】 

フィードバックの方法は、「学生による授業評価アンケート」の結果をデータに集計し、

各授業担当者へ報告する。各授業担当者は、アンケート結果の数値部分と自由記述部分

の記述を考察したうえで、授業改善の方法を報告している。これら一連の授業評価資料

は、学生、教職員が自由に閲覧できるよう公開している。【資料 2-6-3】【資料 2-6-4】 

本学では職業に直結したスペシャリストを育成すべく、様々な免許・資格が取得でき

る教育課程が編成されている。この各免許・資格の取得状況を通じて、教育目的の達成

状況を把握し、点検・評価の指標の一つとして活用している。【資料 2-6-5】 

各免許・資格の取得状況は、次のとおりである。 

 

表 2-6-1 2013 年度における免許・資格取得者の人数 

資格・免許 人数 

幼稚園教諭一種免許状 66名 

小学校教諭一種免許状 35名 

中学校教諭一種免許状(国語) 4名 

高等学校教諭一種免許状(国語) 4名 

高等学校教諭一種免許状(書道) 2名 

中学校教諭一種免許状(英語) 3名 

高等学校教諭一種免許状(英語) 3名 

保育士資格 46名 

日本語教員養成課程修了認定 11名 

小学校英語指導者資格(Ｊ-SHINE資格）  4名 

図書館司書資格 8名 

学校図書館司書教諭資格 20名 

学芸員資格 16名 

訪問介護員(ホームヘルパー)２級 29名 

上級情報処理士 1名 

情報処理士 7名 

 

就職率は、平成 23(2011)年度から平成 25 (2013) 年度までにかけて、全学平均 90％

以上を維持している。また、平成 25(2013) 年度には各学部とも就職率約 90％以上を達

成している。 

各年度の就職の状況は、次のとおりである。 
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表 2-6-2 就職の状況 

1) 平成 23(2011)年度 

学部 学科 
卒業者 

数 

就  職 

希望者数 

就職者 

数 

就職率 

(％) 

求人 

社数 

文学部 
日本文学科 54 36 28 77.8  

英文学科 10 7 5 71.4  

学部 計  64 43 33 76.7  

国際言語文化学部 
英米語学科 42 30 28 93.3  

東アジア学科 17 9 9 100.0  

学部 計  59 39 37 94.9  

子ども学部 子ども未来学科 64 59 57 96.6  

学部 計  64 59 57 96.6  

合    計 187 141 127 90.1 457 

 

2) 平成 24(2012)年度 

学部 学科 
卒業者 

数 

就  職 

希望者数 

就職者 

数 

就職率 

(％) 

求人 

社数 

文学部 日本文学科 65 48 40 83.3  

学部 計  65 48 40 83.3  

国際言語文化学部 
英語英文学科 44 40 36 90.0  

東アジア学科 24 11 10 90.9  

学部 計  68 51 46 90.2  

子ども学部 子ども未来学科 66 58 56 96.6  

学部 計  66 58 56 96.6  

合    計 199 157 142 90.4 588 

 

3) 平成 25(2013)年度 

学部 学科 
卒業者 

数 

就  職 

希望者数 

就職者 

数 

就職率 

(％) 

求人 

社数 

文学部 日本文学科 63 50 47 94.0  

学部 計  63 50 47 94.0  

国際言語文化学部 
英語英文学科 44 33 31 93.9  

東アジア学科 24 12 11 91.7  

学部 計  68 45 42 93.3  

子ども学部 子ども未来学科 73 68 61 89.7  

学部 計  73 68 61 89.7  

合    計 204 163 150 92.0 810 

 

公立学校教員採用試験についても成果をあげている。平成 24(2012)年度の合格実績は

16 名であった。その中で 11 名が小学校教員として合格している。 
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表 2-6-3 平成 24 年度 公立学校教員採用候補者選考試験合格者（教諭） 

自治体名・校種・教科（科目） 
在学生 卒業生 

計 
大学院 大学 大学院 大学 

福岡県 中学校 英語  1  1 2 

北九州市 中学校 英語    1 1 

小学校   4  2 6 

宮崎県 中学校 英語    1 1 

高知県 中学校 英語   1  1 

神奈川県・相模原市 小学校   1   1 

東京都 小学校   2   2 

千葉県・千葉市 小学校     2 2 

合    計 0 8 1 7 16 

※延数  ※卒業生は、報告があった者のみ 

 

平成 25(2013)年度の合格実績は 14 名で、その全員が小学校の教員として合格してい

る。一次試験のみの合格者は 20 名となっている。 

 

表 2-6-4 平成 25 年度 公立学校教員採用候補者選考試験合格者（教諭） 

自治体名・校種・教科（科目） 
在学生 卒業生 

計 
大学院 大学 大学院 大学 

山口県 

小学校   2(2)   2(2) 

中学校 
国語  (1)  (1) (2) 

英語    (3) (3) 

高校 英語    (1) (1) 

福岡県 小学校   1  1 2 

福岡市 小学校     1 1 

北九州市 
中学校 国語  (1)  (1) (2) 

小学校   3(1)  4 7(1) 

大阪府 高校 国語  (1)   (1) 

京都府 小学校   (2)   (2) 

神奈川県 
小学校     (1) (1) 

中学校 国語  (1)   (1) 

横浜市 小学校   (1)   (1) 

東京都 
中学高校 国語  (1)   (1) 

小学校   1(2)   1(2) 

千葉県・千葉市 小学校     1 1 

合    計  7(13)  7(7) 14(20) 

※延数  ※( )は 1 次試験のみの合格者外数 
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平成 26(2014)年度の合格実績は 17 名で、その 8 名が小学校教員に合格している。一

次試験のみの合格者は 14 名であった。 

 

表 2-6-5 平成 26 年度 公立学校教員採用候補者選考試験合格者（教諭） 

自治体名・校種・教科（科目） 
在学生 卒業生 

計 
大学院 大学 大学院 大学 

山口県 

小学校   2(2) 1 2 5(2) 

中学高校 国語    1 1 

中学高校 英語 1  1 1(2) 3(2) 

福岡県 中学高校 国語    1(1) 1(1) 

中学 英語 1    1 

北九州市 

小学校   1(3)  1 2(3) 

中学校 国語  (1)  1 1(1) 

 英語    1 1 

広島市  英語    1 1 

横浜市 中学校 国語  (1)   (1) 

東京都 
中学校 英語    (1) (1) 

千葉県・千葉市 小学校   (1)   (1) 

合    計 2 4(10) 2 8(4) 17(14) 

※延数  ※( )は 1 次試験のみの合格者外数  ※卒業生は、報告があった者のみ 

 

 本学はミッションスクールとしての建学の精神に基づき、月曜日から金曜日までの毎

日、学院礼拝を行っている。この学院礼拝に出席した学生には、礼拝レポートを記入さ

せており、建学の精神が学生たちの心に育まれるよう努めている。この礼拝レポートは

礼拝内容の検討にも役立てている。【資料 2-6-6】【資料 2-6-7】 

1) 文学部日本文学科 

文学部日本文学科では、初年次の「教養セミナー」において学生に文集を作成させ、

文章能力の検証を行っている。卒業年度には、卒業論文等を完成させ、発表、口頭試

問と合わせて集大成の検証評価を行っている。最も秀逸な卒業論文等を書いた学生に

は学長賞を授与し、学位記授与式（卒業式）において顕彰している。【資料 2-6-8】【資

料 2-6-9】 

2) 国際言語文化学部 

国際言語文化学部では、全学部全学科対象の英語短期留学（セブ島留学）と韓国語・

文化研修を夏季に実施している。これらの留学、研修では参加学生にレポートを課す

ことにより、学生の成長を検証している。また、セブ島留学では TOEIC を留学前後

に受験させることにより、英語力の進捗度を測り、プログラムの有効性を評価してい

る。【資料 2-6-10】【資料 2-6-11】 
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ア 英語英文学科 

英語英文学科では、学生に TOEIC の受験を義務付けることにより、英語力の伸

びを検証している。東アジア言語文化学科とともに外国語スピーチコンテストとイ

ンターナショナルデー（外国語劇の上演）を毎年実施し、スピーチとドラマ上演と

いう形で英語コミュニケーション能力を検証している。オーストラリア留学では留

学の前と後とでレポートを課し、参加学生の成長を検証している。この留学では学

生へのアンケートだけでなく、学生の保護者へのアンケートも実施し、プログラム

の検証と学生の成長の確認を行っている。長期のアメリカ、アイルランド留学にお

いてもレポートを課し、学生のさらなる成長を確認している。学部で最も秀逸な卒

業研究を書いた学生には学長賞を授与し、学位記授与式（卒業式）において顕彰し

ている。【資料 2-6-12】【資料 2-6-13】【資料 2-6-14】【資料 2-6-15】【資料 2-6-16】

【資料 2-6-17】【資料 2-6-18】 

イ 東アジア言語文化学科 

東アジア言語文化学科では、英語英文学科とともに外国語スピーチコンテストと

インターナショナルデー（外国語劇の上演）を毎年実施し、スピーチとドラマ上演

という形で韓国語、中国語、日本語（留学生）のコミュニケーション能力を検証し

ている。本学科の学生は、学外のスピーチコンテストでも優秀な成績を収めており、

全日本中国語スピーチコンテストでは、全国優勝や全国 3 位となっている。韓国語

専攻と中国語専攻の学生が参加する留学においてもレポートを課し、学生の成長を

検証している。学部で最も秀逸な卒業研究を書いた学生には学長賞を授与し、学位

記授与式（卒業式）において顕彰している。【資料 2-6-19】【資料 2-6-20】【資料 2-6-21】

【資料 2-6-22】【資料 2-6-23】 

3) 子ども学部子ども未来学科 

子ども学部子ども未来学科では、学生の模擬授業を評価・指導するとともに、TS

自らの教育内容にフィードバックさせている【資料 2-6-24】。また、実習前後に学生

の個別指導・個別面接を行い、実習の効果を検証するとともに、TS の教育改善に役

立てている。最も秀逸な卒業研究、卒業制作を行った学生には学長賞を授与し、学位

記授与式（卒業式）において顕彰している。 

4) 大学院 

大学院においては、修士課程および博士後期課程共に学生の研究の内容により、主

査・副査を決め、個別指導を行っている。論文のテーマが決定した段階で、大学院研

究科委員会に報告がなされ、研究が進んだ段階で、大学院担当者が出席する中、各学

生の論文の中間発表が実施されている。 

入学試験を受けたが、日本語能力や基礎学力等の点で不合格になった学生で研究生

として大学院で学びたいとの希望が出た学生に対しては、研究の内容によって指導担

当教員が決定され、日本語能力や基礎学力の向上を視野に入れた個別指導がなされて

いる。これが次の大学院の入学試験に向けての準備となっている。 

また、専修免許状取得希望者には、実習前後に学生の個別指導・個別面接および模

擬授業の指導を実施することにより、実習に対応することにしている。また、教員採

用試験前には採用試験対策も個別に実施している。平成 25(2013)年度は大学院修士課
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程在学中に 2 名の学生が教員採用試験に合格している。 

授業評価に関しては、学期末に授業評価アンケートを学生に個別に配布、回収し、

その内容については学長が確認している。また、学生の要望を聞くために研究科主任

が連絡会（学生との意見交換会）を実施している。【資料 2-6-25】 

本学は、全国大学生活協同組合連合会による調査で、学生生活の充実度全国 1 位と

なった。国立大が上位を占める中、地方の小規模私立大学が成しえた快挙である。【資

料 2-6-26】 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

2-3 でも述べたとおり、平成 26(2014)年度にはウェブ上（ポータルサイト）で授業評

価アンケートを実施する予定である。学生満足度アンケートも同時に実施し、授業以外

での学修支援に対する意見も汲み上げ、対策の参考としていく。 

アンケート調査の他にも、学生 FD を中心とした学生の意見交換会を実施し、学生の

生の声を聞くことにより、学生参画型の FD を目指す。 

大学院は受講者が少ないため、授業評価アンケートに関しては、従来通りのものを実

施するが、今まで研究科主任が行っていた連絡会（学生との意見交換会）を平成 26(2014)

年度は学長主導で実施し、学生の意見を大学院の教育や運営に反映する予定である。 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

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 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 

1) 学生生活を支援するための組織 

学生生活を支援するための組織として、学生支援センターを設置し、学生が安定し

た学生生活を送ることができるように、生活支援や学生相談、厚生補導等に関するあ

らゆる学生サービスについて、企画・協議し、その執行にあたっている。学生支援セ

ンターには、センター長以下、学生支援担当副学長（国際交流室長兼務）、事務部長、

事務副部長などの責任者の他に、MS と嘱託職員、非常勤スタッフが配置され、学生

をサポートしている。【資料 2-7-1】 

また各学科と協働するための組織として、学生支援センター長のもとに、各学科か

ら選出されたサポーター教員と学生支援センターの MS から成る学生支援サポートグ

ループが設置されている。学生支援サポートグループは、学生支援センターが行って

いる施策・事業について提言したり、大学としてなすべき学生支援・学生指導の在り

方などについて協議したり、特別な支援を必要とする学生に関して情報を共有する目

的で、必要に応じて招集されている。 
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2) 生活支援 

学生の福利厚生のためのサービス拠点として梅光学院大学生活協同組合（以下「生

協」という。）がある。生協の運営にあたっては、学生の声が反映されるように、生協

の食堂で毎日寮食を摂っている女子寮の代表者や学友会の代表者が学生理事として参

加している。また、大学当局や各学科と連携して学生支援センター長や各学科の TS

も教職員理事として加わることにより、利用者である学生や教職員の福利厚生の向上

を図っている。【資料 2-7-2】 

自宅からの通学が難しい学生のために、キャンパス内に女子学生寮（スタージェス

寮）を設けている。女子学生寮は、寮監指導のもとに、寮生がキリスト教の精神に基

づく基本的生活習慣を身につけ、充実した学生生活を営むことができるように支援し

ている。部屋は合計 46 部屋あり、原則として 2 名で 1 部屋を利用することになって

いるが、特別な配慮が必要な学生も増えてきており、事情に応じて 1 名での使用も認

めている。女子学生寮に関する日常業務は、寮監・副寮監（大学職員）が担っている

が、寮の環境改善や寮生を取り巻く諸問題に関しては、学院長、学長、学生支援セン

ター長、宗教主任、学生支援センター事務部長および寮監・副寮監で構成される寮務

委員会が協議・決定し、運営に当たっている【資料 2-7-3】【資料 2-7-4】。また、5)

で後述する学生支援コンシェルジュが毎日定期的に寮を訪問し、学生個人の不安解消

や学生間のトラブル解消などの個別相談や特別な配慮の必要な学生への起床支援や片

付け支援などの生活改善支援を実施している。【資料 2-7-5】 

男子学生や一人暮らしを希望する女子学生には、学生支援センター窓口において大

学周辺のワンルームアパートなどの学生向け物件を取り扱っている市内の不動産業者

を紹介している。 

学費や生活費をまかなうためにアルバイトをする学生のためには、就業体験や社会

体験のためにも有益なことから、学生支援センター窓口でアルバイトを紹介している。

紹介する際には、アルバイト内容が学生の学業に障害とならないものであるかなどを

担当職員が確認した上で掲示している。 

外国人留学生支援のため、学生支援センター内に副学長を室長とする国際交流室を

設置して、国際交流担当 MS が国際交流担当教員と緊密に連携し、生活全般にわたっ

てきめ細かい支援を実施している。 

3) 課外活動支援 

文科系や体育系のクラブ・サークルは、学生の自治的組織である学友会に設けられ

ているクラブ委員会に属して活動を行っている。クラブ委員会には、クラブ・サーク

ルばかりでなく、学友会総務部、宗教委員会、大学祭実行委員会などの各種学生委員

会をはじめ、図書館を中心に活動する図書館サポーター、留学生との交流を行ってい

る留学生サポーターなどの学生ボランティア団体も加わっている。 

学生支援センターは、これら課外活動団体への支援、指導、窓口相談等を行ってお

り、大学当局やクラブ顧問との連絡調整等は、副学長、学生支援センター長、学生支

援センター事務部長が担当している。 

4) 経済的支援 

学生に対する経済的な支援については、日本学生支援機構や地方自治体、財団法人、
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民間団体等の外部からの各種奨学金と、本学独自の奨学金制度がある。これらの奨学

金については、専用掲示板で随時学生に対する情報提供を行っており、学生支援セン

ター窓口において、担当の MS が相談、手続き等の支援を行っている。特に経済的に

厳しい学生に対しては、授業料の納入延期や分割納入を案内したり、緊急度に応じて

日本政策金融公庫の教育一般貸付（国の教育ローン）や民間金融機関の学費サポート

プラン（民間の教育ローン）等を案内したり、手続き等を支援している。【資料 2-7-6】 

本学独自の奨学金制度としては、第 1 に、経済的に困難な状況にある学生に対する

支援として、経済援助特待生と緊急貸与奨学金などがある。経済援助特待生は入学前

の特待生試験を通じて選抜され（20 名程度）、経済的な困窮状態が続いている場合は、

4 年間学費の 3 分の 1 が免除される。緊急貸与奨学金は、経済状況の急変により学費

納入が困難になった者が対象で、申請により 50 万円が貸与される。無利子分割返済

で、採用は若干名である。 

第 2 に、学業成績および品行が優れている者への支援として、特待生Ⅰと特待生Ⅱ、

教職特待生がある。特待生および教職特待生は、入学時には特待生試験を行って選抜

されるが、年度ごとにその資格を見直し、2 年目以降は給付を申し出た学生の中から

入学後の成績等により選抜する。特待生Ⅰ（各学年 5 名程度）は学費の 2 分の 1 が免

除され、特待生Ⅱ（各学年 10 名程度）は学費の 4 分の 1 が免除される。教職特待生

は教職をめざす学生が対象で、2 年目以降は給付を申し出た学生の中から各学年 5 名

程度が選抜され、学費の 2 分の 1 が免除される。 

第 3 に海外の大学等に留学する学生に対する経済支援がある。本学では語学専攻の

学生たちの全員留学制度があり、オーストラリア、中国、韓国で 2 か月から 1 年間の

語学研修留学を実施しているが、参加学生全員に対し、派遣先教育機関の授業料に相

当する 15 万円から 20 万円の奨学金が支給されている。また、いわゆる交換留学生の

場合は、派遣学生全員が派遣先大学の授業料を免除されている。【資料 2-7-7】 

これ以外にも、保護者会による課外活動等奨学金と課外活動等育成金があるが、こ

れらの学内への告知および給付対象団体の選抜の諸手続きも学生支援センターが行っ

ている。保護者会課外活動等奨学金は、課外活動において特に優秀な成績をあげた個

人または団体に給付され、1 件当たり 10 万円から 15 万円程度、総額 50 万円が毎年

給付されている。保護者会課外活動等育成金は、クラブ・サークルの遠征にかかる費

用（旅費・宿泊費）を支援するために、毎年総額 100 万円の範囲内で給付されている。

【資料 2-7-8】 

5) 学生相談および要配慮学生に対する支援等 

学生の不安や心配を解消するために、本学では TS によるチューター制度（担任制）

を設けている。学科ごとに 15 名から 20 名程度の学生を単位に、1 年生は教養セミナ

ー、2 年生は基礎セミナーという授業が設定されており、それぞれの担当の TS がチ

ューターを務めている。3 年生、4 年生の場合は、専攻ごとに設けられたゼミの担当

の TS がチューターを務める。チューターは、授業の運営の他に、学生に対する相談

や緊急時の対応、学生の出席・成績状況の把握、休学・退学希望学生への対応、学生

の保護者に対する対応、要配慮学生への教職協働での支援などの学生支援を行ってい

る。 
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 チューターTS による日常的な学生支援活動を補完する機能として、学生支援セ

ンターが所轄する保健室、学生相談室、学生支援コンシェルジュ、学習支援員などが

設けられている。 

保健室には専任の保健師 1 名が常駐し、学生の健康管理を行い、健康相談に応じて

いる。また、必要によって後述する学生支援コンシェルジュや学生相談室と連携し、

学生のメンタルケアを担うこともある。 

昨年度より設けている学生支援コンシェルジュ（非常勤 2 名）の役割は、支援が必

要な学生の振り分けである。学生の支援はその状況に応じて、すべての学生に対し教

職員全員で対応する 1 次支援、特定の対処を必要とする学生に対し学生支援コンシェ

ルジュと担当の教職員で対応する 2 次支援、心身に疾患等のある学生に対し保健室や

学生相談室で対応する 3 次支援に分けられる。学生支援コンシェルジュは、1 次支援

と 2 次支援を担当している。学生支援コンシェルジュは、学生支援センター前の学生

ロビーに設けられた専用カウンターや学生の談話・学習スペースである学生ラウンジ

などの場所に居て、学生に声掛けをし、支援の必要な学生を状況に応じて各学部・学

科、学生支援センターやキャリア支援センター、保健室や学生相談室などに繋いでい

る。また、寮生が帰寮する時間帯である夕方の１時間程度女子学生寮を訪問し、進路

相談やキャリア相談等の個別面接を実施したり、起床支援や片付け支援といった生活

支援を行っている。これらの働きによりこれまで学部・学科の TS や学生支援センタ

ーなどが見落としていた支援が必要な学生が、その必要に応じた支援を受けられるよ

うになっている。 

学生相談室では、臨床心理士の資格を持つ非常勤のカウンセラー4 名が、毎日交代

で 4 時間から 6 時間程度、3 次支援にあたる心理的支援を必要とする学生に対し心理

カウンセリングを実施している。基本的には予約制で、保健室でも予約を受け付け、

個人情報の取り扱いに注意しながら必要に応じて保護者とも連絡を取り、心療内科等

の医療機関に繋げることもしている。 

また、学生の中には授業の履修が困難な学生がおり、睡眠障害や発達障害等の課題

を抱えるなど、通常のカリキュラムや集団での一斉指導のような授業形態では、授業

内容の理解や技術の習得が困難な場合がある。その結果、授業への参加意欲を減退さ

せ、単位取得が困難になるケースもある。そのため学生支援センターでは、教科担当

教員のアドバイスを受けて、非常勤の学習支援員を授業に参加させて、TS の補助を

しつつ、要支援学生の学習支援を行っている。【資料 2-7-9】【資料 2-7-10】 

この他に、平成 26(2014)年度新学期からは、「学生の、学生による、学生のための

学生支援」として、上級生の新入生応援サポーター「BUCHI サポーター」34 名がピ

アサポーター活動を行った【資料 2-7-11】。BUCHI サポーターは、平成 25(2013)年

度から新入生の学外オリエンテーション「梅光 FMC in 西長門」を学生主体で運営す

るために、ラーニングバリュー社の体験学習型研修プログラムを経験させながらファ

シリテーターとして養成してきた学生たちである。学生支援センターでは、平成

26(2014)年度から BUCHI サポーターを学生支援活動のより重要なパートナーとして

位置づけている。特に新入生の新生活支援に積極的に関わることで、新入生が快適な

大学生活をスタートするための梅光 FMC in 西長門でのファシリテーターとしての
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働きと、通常は新入生の不慣れや不安に耳を傾けたり励ましたりするピアサポーター

としての働きを担っている。具体的には、新学期当初オリエンテーションでの教室案

内、マルチメディア教室で実施されたコンピュータアカウンティング作業、履修登録

説明会でのコンピュータ操作の補助、空き時間を利用した学生ロビーでのよろず相談

などを実施した。【資料 2-7-12】 

 

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 

学生生活全般に関する学生の意見・要望は、様々な機会を通して収集、把握している。 

まずチューター教員は、ホームルームの役割も果たしている教養セミナーやゼミなど

の授業を通じて学生の声を聞いたり、毎学期当初に実施するゼミ生との個人面談、オフ

ィスアワーなどで日常的に学生との直接の対話を通じて意見・要望を聞いたりしている。 

学生支援センターでは、教務や生活支援あるいは国際交流を担当する MS が、窓口や

相談カウンターでの学生対応を通して、学生それぞれの意見・要望を聞いている。学生

の自治的組織である学友会からは、学生支援センターが学友会役員の学生と定期的に月

1 回合同部会を開いて、学生からの大学への意見・要望を聴き取っている。また、年に

1 回開かれる学友会総会にも学生支援センター長がオブザーバーとして参加して、直接、

学生の要望に応えるようにしている。 

また、学生が日頃よく利用する生協の食堂や店舗に対する要望については、生協理事

会に伝統的に学生代表して学友会の役員や寮生の代表を送り出すと共に、学生支援セン

ター長をはじめ各学部・学科の TS も理事として参画し、できる限り学生の意見・要望

が日常的に生協の運営に反映できるように努めている。 

ハラスメント防止対策委員会では、投書箱を設置して学生からの相談、申し立てを受

け付けている。投書があったときは、相談者のプライバシーを守りながら調査、報告、

改善措置あるいは調停を行っている。【資料 2-7-13】 

以上のような機会に把握できた学生の意見・要望は、各学部・学科の TS の会議や学

生支援センター、学生支援サポートグループ等で協議・検討され、大学当局の判断や決

定が必要な場合には、各学部長や学生支援センター長が大学運営会議に上程するように

している。 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の学生サービスの中心的役割を担う学生支援センターでは、平成 26(2014)年度の

重点目標として、事務員から支援員への変革、学習支援活動の始動・強化、情報の速や

かな収集と活用の 3 点を掲げて、学生サービスの改善・向上に努めていく。 

1) 事務員から支援員への変革 

学生支援センターの MS は、これまで培ってきた事務スキルの専門性を高めること

はもちろん、学生支援関連の外部研修会への参加や内部での勉強会を実施するなどし

て、学生サービス拠点としての学生支援センターの MS として、相談活動を伴う学生

支援活動のスキルを高め、この部門での本学学生の満足度を上げていく。 

2) 学習支援活動の始動・強化 

学生支援センターでは、学生支援コンシェルジュを設置したり、学生相談室での専
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門カウンセラーによる相談活動を毎日実施できるようにしたりするなど、いわゆる支

援が必要な学生を対象とした生活支援活動を徐々に強化してきた。しかし、学習不振

学生や障がい特性のある学生への学習支援活動はまだまだこれからの段階にある。そ

のため平成 26(2014)年度は、学生の要望を把握し、学習不振学生の状況調査等に努め

ていく。授業アンケートやインタビュー、教務事務支援システム等を活用する他、学

習支援に関連した相談を学生が気軽にできる環境を整えていく。 

3) 情報の速やかな収集と活用 

それぞれの教職員が経験知として身に付けてきた学生支援のスキルに加え、本学の

学生に関する情報（具体的な実数や統計などの数値データ等）を速やかに正確に収集

し、学生サービスに関する様々な施策の根拠をそこに求めるように努める。平成

25(2013)年度より運用を始めた教務事務支援システム（CampusMagic）により、学

生の学籍、履修、出欠席、成績等の情報がスムーズに事務管理できるようになった。

このシステムの最大利点であるデータ分析機能を活用して、そこから得られる分析情

報が本学の学生サービスを含めた教育活動全般に反映され、質の向上につながるよう

にする。 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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 

本学は 3 学部 4 学科から構成されている。本学の教員組織は、大学設置基準の定める

ところにより、エビデンス集（データ編）表 F-6 のとおり、各学部・学科に必要な TS

を配置している。この表に示すとおり、大学設置基準上必要な専任教員数は、47 名に対

し、現員は 54 名であり、必要な専任教員数を確保している。大学院については、専攻

の種類及び規模に応じて、教育研究上、特に支障がないこともあり、学部の専任教員 10

名がこれを兼ねており、専任扱いとしている。 

兼任(非常勤)教員数は、エビデンス集（データ編）表 F-6 のとおりである。 

専任教員 1 人当たりの在籍学生数は、エビデンス集（データ編）表 F-6 のとおり、文

学部では 17.0 人、国際言語文化学部では 13.0 人、子ども学部では 19.1 人となっており、

学生へのきめ細やかな対応を可能としている。 

専任教員の年齢構成は、エビデンス集（データ編）表 2-15 に示すとおりである。36

～45 歳が 25.9％、46～55 歳が 24.1％、56～65 歳が 24.1％、66 歳以上は 20.4％となっ

ており、各年齢別構成はバランスが取れている。 
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以上のことから、各学科には必要な数の専任教員が配置され、専門分野が適切に教育

できる体制が整えられている。 

本学の教員配置の特色として、ネイティブ・スピーカー専任教員 5 名、兼任教員 5 名

を擁し、教育効果を高める配置をしている。 

 

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 

1) TS の採用・昇任 

TS の採用については、学内規程「教員選考に関する手続」により、教員採用の必

要があるときについての手続きが決められている。【資料 2-8-1】 

TS の採用は、原則として公募により行っている。公募は、(独)科学技術振興機構

が運営する研究者データベース（JREC-IN）、キリスト教学校教育同盟および必要に

応じて専門分野の学会等のウェブサイトを通して広く一般に呼びかけ、また、本学ウ

ェブサイトにおいても公募案内を掲載している。公募に際しては、必要書類の他、教

育・研究に対する抱負（1,000 字以内）の提出を求めている。審査にあたっては、担

当分野の研究業績および教育研究業績等を書類審査し、面接および模擬授業によって

人物および授業評価を行い、総合的な判断のもとに採用を決定している。 

TS の昇任については、学内規程「昇任規程」及び「昇任規程に関する内規」に基

づき、昇任委員会組織のもとに勤続年数、研究業績、教育指導及び大学への貢献度に

ついて審議されている。大学への貢献度には、学部・学科あるいは各種委員会等にお

ける活動の成果や責務が十分であるかが問われている。審査は、毎年厳格に行われて

いる。【資料 2-8-2】【資料 2-8-3】 

2) 教員評価、研修、FD をはじめとする教員の資質・能力向上への取組み 

授業改善に向けた学生の意見の反映システムとして、本学では、各学期末に学生に

よる授業評価アンケートを実施している。授業評価の集計結果は各教員に手渡し、そ

れらを参考に授業の改善を促進してきた。また、集計結果および担当教員コメントを

学生、教員が図書館で自由に閲覧できるようになっている。【資料 2-8-4】【資料 2-8-5】 

FD 活動の一環として、本学ではこれまで FD 研修会を実施してきた。過去 2 年間

の実施状況は下記のとおりである。 
 
 

≪平成 24(2012)年度≫ 

 
教職員研修会（講演） 

 
【日 時】2012 年 6 月 20 日(水) 17：00～18：00 

 
【内 容】講演：生き残る大学と生き残れない大学の教育力   

 
【講 師】河合塾大学教育力調査プロジェクトメンバー  

 
     教育ジャーナリスト 友野伸一郎氏 

 
【参加者】教員、職員 

  
 

チームビルデイング研修（ワークショップ） 

 
【日 時】2012 年 8 月 9 日(木)・10 日(金) 8：30～17：00 

 
【目 的】自己理解・他者理解・相互理解の促進 
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【講 師】(株)ラーニングバリュー 

 
【参加者】教員、職員、学生が共に研修に参加した。 

  
 

教員研修（講演） 

 
【日 時】2013 年 2 月 26 日(火) 14：30～ 

 
【講 師】日本私立学校振興共済事業団  

 
          私学経営情報センター長 山本雅淑氏 

 
【内 容】講演：学校法人を取り巻く環境と経営課題 

 
【参加者】教員 

  
 

教職員研修（講演及びワークショップ） 

 
【日 時】2013 年 3 月 25 日(月) 13：00～15：00 

 
【講 師】九州産業大学 基礎教育センター 准教授 鬼塚淳子氏 

 
【内 容】講演：九州産業大学に於ける学生支援体制 

 
     ワークショップ：グループに分かれて各学部の事例検討及び報告 

 
【参加者】教員、職員 

  ≪2013 年度(平成 25 年度)≫ 

 
教職員研修会（第 1 部：講演、第 2 部：ワークショップ） 

 
【日 時】2013 年 9 月 19 日（木） 

 
     第 1 部：10：00～12：00 、第 2 部：13：00～15：00 

 
【講 師】第 1 部：共愛学園前橋国際大学副学長 大森昭生氏 

 
    第 2 部：大正大学人間学部教授、 

 
                  前私学事業団私学経営情報センター長 山本雅淑氏 

 
【内 容】第 1 部：「地域に愛される大学のススメ 

 
                   ～小規模校をメリットに転換する取組～」 

 
    第 2 部：「本気で改革を進めるには 

 
                    ～学生が主役の大学へ変わるには～」 

 
【参加者】教員、職員 

  

 
教職員研修会：教育サロン in 関門 

『社会人基礎力が身につく』取り組みとは？～学生支援のヒントを探る～ 

 【日 時】2014 年 2 月 15 日（土） 

      第 1 部：13：10～14：50、第 2 部：15：00～15：50 

 【講 師】第 1 部：ラーニングバリュー 本田貴継 氏 

     第 2 部：梅光学院大学理事長 本間政雄 

 【内 容】第 1 部：体験学習プログラム 「あなたの学習スタイル」「記者会見」 

      第 2 部：「教職協働で育てる学生の学びと成長」 

                     ～社会人基礎力を育てる～ 

 【参加者】教員、職員、他大学教職員 

  

 
「授業力向上」研修会（ワークショップ） 

 
【日 時】2013 年 3 月 17 日(月)～3 月 18 日(火) 

 
     1 日目：9：00～17：15 2 日目：9：00～17：00 

 
【目 的】① 学生理解－コーチングの学び(対話によって相手の成長を促す) 

 
  ② 傾聴力向上－チームビルディング 

 
  ③ プレゼンテーションの技術向上 
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  ④ ファシリテーションスキルの学び 

 
【講 師】Ena Communication Inc.代表 樋栄ひかる氏 

 
【参加者】40 歳以下の教員全員、各学部長・学科主任、希望者 

 
※この研修は、平成 26(2014)年 3 月より 1 年に数回行う通年研修となっている。 

 

本学では学長主導のもと、大学運営会議が FD 活動を推進する母体となり、教員の

資質・能力向上に努めている。今年 3 月より授業改革のための研修として、「授業力

向上研修会」を開催している。対象者を 40 歳以下の若年層の TS および役職者として

いるが、参加を希望する TS は誰でも参加することが可能である。研修会の中で、参

加者 1 人あたり 2 回の授業コンサルティングが実施される。講師による授業見学後は

フィードバックを受け、今後の授業力向上に役立てていく。その他には、3 回（全 8

日間）のワークショップを通して、さらなる授業力・教育力の向上に役立てていく。 

この授業力向上研修会の他にも、梅光学院大学改革フォーラムを開催する。このフ

ォーラムはシリーズ化し、本学の教職員だけでなく、現場で働いている高校の先生の

研修としても広く開放していく。 

今年度の実施予定は下記のとおりである。 
 
 

≪2014 年度(平成 26 年度)≫ 予定 

 
授業力向上研修会（ワークショップ） 

 
【講 師】Ena Communication Inc.代表 樋栄ひかる氏 

 
【対象者】40 歳以下の教員全員、各学部長・学科主任、希望者 

 
 ※この研修は、平成 26 年 3 月より 1 年に数回行う通年研修となっている。 

   
 

 ★ スケジュール（予定） 

 

（実施済） 
3 月 17 日・18 日 

 Facalty Development Training 

 
 7 月 1 日～4 日 

 講師による授業コンサルティング ＊期間内に 1 回実施 
 (授業参観後、フィードバックを実施) 

 
 9 月 8 日～10 日  研修（3 日間） 

 
 11 月 11 日～14 日 

 講師による授業コンサルティング ＊期間内に 1 回実施 
 (授業参観後、フィードバックを実施) 

 
 3 月 3 日～5 日  研修（3 日間） 

   

 
大学改革フォーラム 第 1 部 

 
【日 時】2014 年 6 月 19 日(木) 15：00～15：45（予定） 

 
【内 容】講演：大学入試改革のゆくえ 

 
             ～高大接続と大学入試センター試験の議論から～ 

 
【講 師】(株)リクルートマーケティングパートナーズ 

 
    リクルート進学総研所長 小林 浩氏 

 
【参加者】教員、職員、高校の教員 

 
 ※この研修は、シリーズ化して実施する。次回は、8 月又は 9 月に開催予定。 
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2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

教養科目を全学部・学科の共通科目として置いている。本学の建学の理念である「強

くしなやかな精神と、新しい世界を切り拓く能力を、他者のために用いることの人間を

育てる」のもと、ミッションスクールとしての本学の教養教育科目（「キリスト教倫理」、

「聖書と人間社会」、「音楽とキリスト教」）をはじめ、人文社会と外国語の幅広い分野を

網羅し、さらに、本学独自の「教養セミナー」や「キャリアデザイン」、「自然参入実習」、

「インディペンデントスタディー」等によって、自己の人間観や世界観を深め、大学生

活の充実と教養・社会人基礎能力、社会に役立つ技能を養う教育を進めている。これら

を梅光コモンズと呼び、平成 27(2015)年度より実施していく。【資料 2-8-6】【資料 2-8-7】 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

TS の研究活動を推進するものとして、外部研修（国内外留学を含む。）、資格取得の

ための奨学金を設定しており、学術研究、学術図書出版に対して助成を行っているが、

今後も教職員の資質向上のためにこれらの奨学金および助成を推奨していく予定である。 

FD 研修会としては、今年度より始めた「大学改革フォーラム」は、教職員だけでは

なく、近隣の中学校・高等学校の教員を対象としたものであるが、年に 2～3 回程度実

施して行く予定である。また、TS の教育力向上に関しては、平成 26(2014)年 3 月より

実施している「授業力向上研修会」を継続して行っていく予定である。 

教員評価に関しては、平成 26(2014)年度より学生のスマートフォンからポータルサイ

ト（教務システム）にアクセスし、授業評価を実施することによって、学生の授業に対

する満足度をすぐに把握することができるようにした。これによって、TS もその授業

評価に対して迅速にフィードバックをすることができるようになる。なお、今後の授業

評価に関しては、平成 26(2015)年度の改組を前に IR 検討グループの中で授業評価の質

問事項、実施時期等をさらに検討を重ね、教育改革の一環としていく予定である。 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

 

2-9-② 

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 

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 

1) 教育環境の整備の現状 

本学の校地は、下関市の交通の要所である東駅にあり、多くの高等学校・中学校・

小学校が集合する文教地区にある。また、下関市の体育館・陸上競技場・運動公園の

隣地に位置する。本学のキャンパスは、平成 10(1998)年に第 3 回下関都市景観賞を受
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賞しており、大学キャンパスとして恵まれた環境にある。【資料 2-9-1】 

本学の校地等および校舎は、エビデンス集（データ編）表 2-18 のとおり校地等面積

は 19,824 ㎡、校舎面積は 13,959 ㎡で、設置基準上必要な校地等面積 11,140 ㎡以上、

校舎面積は 7,824 ㎡以上を充たしている。 

また、教育目的を達成するために、講義室、演習室、学生自習室、学部の学生用実

験室、実習室、附属校および併設校、附属機関およびその他の施設を整備し、教育研

究に有効に活用している。スタージェスホールはフランスのステンドグラス作家によ

る大ステンドグラス 4 面を配し、本学の建学の精神であるキリスト教の礼拝を行うチ

ャペルや宗教行事の他、演奏会・演劇をはじめとする各種発表会や学会総会等で活用

されている。 

図書館、博物館、体育施設および情報サービス施設その他の施設の概略状況は、以

下のとおりである。【資料 2-9-2】 

ア 図書館 

  教育研究活動の中心である図書館は、キャンパスの中央にあり、学生、教職員の

ほかに、地域住民を含む一般にも開放している。 

エビデンス集（データ編）表 2-24 のとおり、平成 25(2013)年度は、年間 250 日

以上、平日は午前 8 時 50 分から午後 7 時（夜間貸出午後 9 時）まで、土曜日は午

前 9 時 00 分から午後 4 時 30 分まで開館しており、年間延べ約 2 万 3 千人が利用し

ている。 

建物は鉄筋コンクリート 4 階建、閲覧座席数は 488 席あり、この中に博物館を併

設している。平成 26(2014)年 3 月末の蔵書数は約 33 万冊、定期刊行物は内国書、

外国書合計 3,481 種、視聴覚教材は CD・CD-ROM・DVD・マイクロフィルム等合

わせて約 3,800 となっている。 

イ 博物館 

博物館は、図書館内に設置されており、平成 7(1995)年に山口県から「博物館相

当施設」として指定された。【資料 2-9-3】 

維新の英傑らの資料（井上文庫）、キリスト教関係資料（広津コレクション）、日

本および台湾の考古・民族資料（国分コレクション）等、特色ある所蔵資料が多数

ある。毎年 2 回から 3 回企画展を行っており、平成 24(2012)年からは「山口県大学

ML（博物館・図書館）連携企画展」、「UMM（地域博物館）連携展」などを継続的

に開催している。【資料 2-9-4】【資料 2-9-5】 

ウ 体育施設 

  体育館は、鉄筋コンクリート 2 階建で、1 階はバスケットボールの場合はコート

2 面、バレーボールの場合はコート 2 面のどちらかが使用出来るスペースがある。2

階には壁に鏡を設置したダンスレッスン場を設置している。体育館の隣に 2 面のテ

ニスコートを設置し、体育授業やクラブ・サークル活動に活用されている。 

エ 情報教育センター 

  本館 4 階に情報教育センターを置き、情報教育機器管理や視聴覚教材の管理活用

を図っている。 

  4 室のマルチメディア教室には、学生用に 180 台（うち 10 台は e‐ラーニング用）
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のコンピュータを設置し、学生貸出用ノートパソコン 10 台・iPad 60 台の合計 250

台を設置し、視聴覚教材も配備している。それらは学内 LAN を利用して常時接続

できる環境にしている。 

オ EEC(English Education Center) 

EEC では、気軽に学生がネイティブ・スピーカー教員と英語で会話することがで

きる。 

またコンピュータや洋書、DVD、TOEIC 関連書籍を配備しており、学生の学習

を支援している。 

カ 東アジア教育センター 

東アジア教育センターにおいては、韓国語、中国語を学ぶ学生や外国人留学生が

交流や自習のできるスペースを提供している。 

キ その他の施設 

平成 17(2005)年度の子ども学部の設置に伴って、演習・実習の授業に対応できる

調理室、ミュージックラボラトリー（以下「ML」）教室、合奏室、リトミック室、

ピアノ練習室、図工教室、介護実習室、などの施設を整備し、技術の向上や資格の

取得に必要な設備・備品を整えた。ML 教室には 40 台の電子ピアノを揃え、ピアノ

練習室には 12 部屋を区切って、それぞれピアノを置いている。また、造形表現の

教育研究のために、図工教室には木工機器を備え、陶芸電気窯も設けている。 

またキリスト教教育センターでは、学院のキリスト教教育の中心として、礼拝、

ボランティア活動、募金活動などを行っている。 

2) 教育環境の管理・運営 

ア 建物の整備、日常的な維持管理 

営繕担当者による日常的点検整備を通し、維持管理を行っている。 

イ 施設の安全確保 

エレベータ定期点検、消防設備の定期点検、定期的な水質検査、貯水タンクの定

期清掃、電気設備の法定検査、教職員中心に年 1 回の防火訓練、避難訓練を行うと

ともに、校舎内要所と図書館内に防犯カメラの設置、警備会社による夜間警備等、

安全確保に努めている。また、スタージェス寮（女子学生寮）では、防犯カメラ設

置、年間 2 回の防火訓練、避難訓練の実施のほか、寮内への入退出は、学生個人別

にＩＤを付与し、カードキーによる電子錠方式を採用している。 

ウ コンピュータシステムのセキュリティ対策 

サーバーにファイアーウォールを設け、運営は外部業者に委託してセキュリティ

対策を行っている。 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

1 年次の「教養セミナー」「日本語表現法」については全ての学部で 20 名程度の少人

数クラスを編成し、細やかな指導がなされている。そのうち英語関連の授業については

英語のプレイスメントテストを実施し、習熟度別に 20 名程度のクラス編成を行ってい

る。 

外国語を専攻とする国際言語文化学部では、1 年次に少人数集中言語プログラムによ
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り専攻する言語の基礎能力を高めている。また、3 年次ならびに 4 年次の「言語文化セ

ミナー」も一つのゼミに大人数が偏らないよう、調整を行っている。 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 27(2015)年度の改組を前に、学部・学科を超えた幅広い学び、PBL 型の授業、

および学外体験重視型の授業の増加に伴い、学内の ICT 化の推進、グループ学習の場所

の確保等が課題となってきている。昨年度より補助金獲得（ICT 活用教育設備整備およ

び教育ネットワーク高速化、私立大学等教育研究活性化設備整備事業、大学改革推進等

補助金等）により ICT 化が進み、グループ学習ができる場所も増えた（本館 1 階学生ロ

ビー、本館 4 階マルチメディア室、本館 5 階学生ラウンジ）。今年度は学びの場の提供

を拡大するために、図書館の本の除籍を進める中で、図書館の 1 階がより活用できるよ

うに場所の確保をしていく予定である。加えて、学内の全体の利活用についても平成

25(2013)年度より検討しており、今後も継続して検討する予定である。 

また、今後も ICT 化を進めることにより、大学全体にインターネット環境を整えるこ

とによって学生の学びの場の保証をしていく予定である。 

また、子ども学部の平成 25(2013)年度および平成 26(2014)年度の入学者増に伴い、

実習室・演習室等の活用方法や施設・設備の整備が課題となっている。1 クラスの学生

数、クラス編成等も配慮しながら、ハード面での整備をしていく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本学は「光の子として歩みなさい」を建学の理念とし、各学部・大学院においてこれ

を達成するために、それぞれが「３つのポリシー」を明確にし、多様な入学者選抜、充

実した学修・学生生活環境の整備、充分な TS の配置、きめ細やかな進路指導を行って

いる。 

学生の受け入れについては、建学の理念に基づき、各学部、大学院がアドミッション

ポリシーを明確に掲げ、学内外にその周知に努めている。また、アドミッションポリシ

ーに則って面接および入学試験を適切に実施している。平成 22(2010)年度、平成

23(2011)年度は入学者が大幅に減少したが、学生募集体制の整備、広報活動の見直しを

実施したところ、平成 24(2012)年度、平成 25(2013)年度と入学者は急増し、定員確保

まであと一歩のところである。 

教育課程及び教授法については、建学の理念に基づき各学部、大学院がカリキュラム

ポリシーとして教育課程編成・実施の方針を明らかにし、この方針に従って各学部、大

学院の特色を出した体系的な教育課程を編成している。なお、学部・学科改組について

は、「教育改革検討グループ」による教育内容の検討が実施され、平成 27(2015)年度に

スタートする新学部・新学科においてはその検討を踏まえた教育課程が編成されている。 

学修および授業の支援に対しては、チューター制度を採り入れ、1 年次から卒業まで

細やかな指導がなされると共に、学習支援ボランティアや学習支援員、学生による学生

のサポート体制および学生支援センターとの連携もあり、学生に対して充分な指導体制

が整えられている。 

単位認定、進級および卒業認定等に関しては、各学則、各履修規程等によってその各
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学部、大学院ともに基準を明確にし、合同教授会で 2 年次から 3 年次への進級、卒業お

よび学位授与を審議し、適切に処理している。 

キャリアガイダンスについては、キャリア支援センターを設置し、担当者が体系的に

設定されたキャリア関連科目を担当すると共に、具体的な個別の就職・進路指導、各種

就職支援講座の開講、合同企業説明会の開催、インターンシップのとりまとめ等を行っ

ている。このような入念な指導体制が就職率の高さに反映されている。 

教育目的の達成状況は、図書館司書、学芸員、教職等の免許または資格を取得する学

生の数や就職状況および公立学校教員採用試験合格者数にも反映されていると言える。

これは各チューター(TS)と学生支援センターおよびキャリア支援センターとの密な連

携により、学生一人一人の学修状況を的確に把握し、きめ細やかな指導を行っているこ

とによるものである。フィードバックについては、毎年、毎学期実施している「学生に

よる授業評価」において、その結果に対して TS がフィードバックし、授業改善に努め

ている。 

学生サービスについては、学生支援センターを設置し、学生が安定した学生生活を送

ることができるように、生活支援や学生相談、厚生補導等に当たっている。また、本学

独自の奨学金や各種奨学金の受給手続き、女子学生寮の設置など生活支援や経済支援を

行っている。学生の課外活動に関しては、体育系・文科系のサークルに顧問をおいて指

導を行うなどその支援に努めている。学生からの要望は、チューターや学生支援センタ

ーが把握したものを学生支援センターのサポートグループ、大学運営会議および合同教

授会で報告、審議し、学生生活の向上のために、できうる限り応えている。 

TS の配置・職能開発等については、大学設置基準に則り、教育目的および教育課程

に即した教員数を確保し、これを適切に配置している。TS の採用・昇任に関しては、「梅

光学院大学教員選考に関する手続」および「梅光学院大学昇任規程」に基づき適正に運

用している。TS の能力向上に関しては、学長主導のもと、毎年いろいろな形の FD 研修

会が実施され、TS の職能開発を行っている。特に、昨年度から今年度にかけては、授

業見学が行われる「授業力向上研修会」を定期的に実施することにより、授業をよくす

る取り組みが本格的になされる。 

教育環境の整備については、大学設置基準が定める校地・校舎の用件を満たしている

ほか、講義室、演習室、学生自習室、学部の学生用実験室、実習室等を整備し、教育研

究に有効に活用している。施設・設備の安全性に関しては、営繕担当者および専門業者

に委託することにより施設・設備を適切に維持・管理している。コンピュータシステム

のセキュリティに関しては外部業者に委託し、セキュリティ対策にも取り組んでいる。

さらに、PBL 型の授業や自修学習の確保に対応するため、平成 24 年(2012)年度より学

内の ICT 化および学びの場の整備を進め、教育活動の発展・充実に努めている。 

以上のように、本学は、基準 2 すべてを満たすと自己評価するものである。 
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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 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

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 

環境保全、人権、安全への配慮 

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 

学院は「学校法人梅光学院寄附行為」に基づき経営し、大学は学則などの各種規程に

より学内の管理運営体制を整備して適切に運営されている。 

学院の経営方針は、学院経営の代表者たる理事長が諮問をしたことについて答申する

常任理事会【資料 3-1-1】によって議論され、さらにもう一人の経営代表者である学院

長がその諮問機関として持つ経営諮問会議【資料 3-1-2】によって、外部有識者（地域

の行政、金融、企業経営経験者）の提案・提言を参考として最終的には理事会で決定し

ている。 

監事に企業経営経験者と税理士をお願いし、学院経営に規律と誠実さが担保されるよ

う専門的な知識と経験に裏付けられた監査を実施している。【資料 3-1-3】 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

学院の使命と目的は、学校法人梅光学院寄附行為（以下「寄附行為」という。）第 3

条に「この法人は、キリスト教の信仰に基づく人格教育を基盤とし、教育基本法、学校

教育法及び私立学校法に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を養成することを目

的とする。」とあるように、キリスト教信仰に基づく人格教育をその柱としている。さら

に、この建学の精神は、寄附行為第 38 条に「この寄附行為を変更しようとするときは、

理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受け

なければならない。ただし、第 3 条は、キリスト教の精神により教育を施す趣旨を変更

してはならない。（以下略）」とあるように、学院の存在がある限り、存続・継承されて

いくものとして規定されている。 

こうした本学における、その教育の使命と目的は、日々本学で行われている学院礼拝

によって、学生、教職員や一般の来校者に伝えられている【資料 3-1-4】。本学院と本学

が創設されて以来、一日も欠かさず行われてきた礼拝に、この学校法人が目指してきた

教育の使命と目的への継続的な実現意志が具現化されている。 
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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 

大学の設置、運営に関連する法令の遵守については、学則、各種規程とも教育基本法、

学校教育法、私立学校法、大学設置基準に適ったものを作成し、適切に実行されている。

特に法令の遵守に関しては、主に学院顧問弁護士の指導により、厳重にチェックされて

いる。【資料 3-1-5】 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全に関しては、下関市主導の「ノーマイカーデー」運動に本学院をあげて参加

しており、また、冷暖房におけるエコ対策を実施し、地域の環境に配慮した勤務のあり

方を追究してきた【資料 3-1-6】。さらに、梅ケ峠キャンパスでは平成 22(2010)年度より、

子ども学部が「梅ケ峠の森のフィールドワーク」【資料 3-1-7】というゼミを行っており、

大学が所有する里山を保全する作業などを通して、環境問題をテーマに取り上げてきた。

このように、大学では、その勤務態勢だけでなく、教育プログラムの中でも環境に対す

る意識を醸成してきた。 

人権や安全に対する配慮では、必要な規程を設け、適切に実施している。ハラスメン

トの防止対策として、「学生相談室・保健室」が学生と教職員の心と体の悩み相談に対応

している【資料 3-1-8】【資料 3-1-9】。さらに、育児休業や介護休業などが整備され、安

心して働くことができる環境を実現している。【資料 3-1-10】【資料 3-1-11】 

教職員中心に年 1 回の防火訓練、避難訓練を行い、受け入れ留学生、派遣留学生、学

生への安全対策の説明として、防犯講習会を実施している。女子学生寮「スタージェス

寮」の避難訓練、防火訓練は年 2 回行っている。個人情報保護については「梅光学院個

人情報の保護に関する規程」を定め、個人情報を適切に保護している。【資料 3-1-12】 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

教育情報については、本学のホームページ上に、教育上の目的、教育研究上の基本組

織、教員組織ならびに各教員が有する学位および業績、入学者に関する受入方針、入学

者数、収容定員、在学者数、卒業者数、進学就職状況、授業科目授業方法、年間授業計

画、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー、教育研究環境、大学が徴収する費用、

学生の就学進路選択、心身の健康等に関する支援状況、国際交流社会貢献事業に関する

ことに分類し、公表している。これらの情報は、大学のホームページトップの大学概要

バナーを選択し、大学概要ページに梅光学院大学情報公開のリンクを設定することで、

必要な情報を閲覧できる体制を整えている。【資料 3-1-13】 

財務情報については、教育情報ページに財務情報ページへのリンクを設定するととも

に、梅光学院ホームページのトップに梅光学院法人概要へのリンクを設定することで、

法人全体の財務情報を容易に閲覧することが可能である。また、経年推移のグラフ、財

務比率、勘定科目の概略を示し、公開する内容の工夫を行っている。【資料 3-1-14】【資

料 3-1-15】【資料 3-1-16】 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 
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経営や教育の使命、目的の継続的な実現努力として、現在「学院報」が準備されてい

る。これは学院の建学の精神の浸透と継続をその中心的使命として活動している「キリ

スト教教育センター」が作成するもので、学院報の定期的発行により、本学院の経営や

教育の使命、目的が学院内外の人々にさらに明確に伝わることを企図している。 

環境保全、人権や安全への配慮という点では、環境に配慮した施設や勤務や教育のあ

り方の指針を示す文書や、危機管理マニュアルなどの改訂を、総務部を中心に計画して

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性 

（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） 

1) 理事会 

理事会は、私立学校法のとおり、寄附行為第 14 条第 2 項において、「理事会は、学

校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する」と本学院の最高決定機関として

位置づけられている。理事会の重要な審議事項として次のように定めている。 

(1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び

基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

(2) 事業計画 

(3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

(4) 寄附行為の変更 

(5) 合併 

(6) 目的たる事業の成功の不能による解散 

(7) 寄附金品の募集に関する事項 

(8) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの 

「法令及び寄附行為の規程により理事に委任することができない事項を除き、その

業務を含めた全ての事項を学院長に専決させるものとする」と「梅光学院理事会業務

の取扱いに関する規程」第 2 条において、学院長への委任を定めている。【資料 3-2-1】 

現在の理事、評議員、監事の人数と構成は、次のようになっている。 

理事 11 人は、学識経験者、同窓会、学内関係者から選任されているが、ミッショ

ンスク－ルの性格上、クリスチャン条項の規定がある。従って、現員 11 人中 8 人は

クリスチャンである。これは本学の建学の精神とも深くかかわっている。なお、学内

関係者 6 人を除いて、理事長以下 5 人は非常勤である。 

監事 2 人は、民間の会社の顧問、税理士事務所経営者から選出されているが、非常

勤である。 

評議員 23 人のうち、11 人は理事と兼ねており、他の評議員は、いずれも地域の財
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界、金融関係経営者、企業経営者および同窓会、学内関係者から選出されている。学

内関係者を除く 8 人は非常勤である。【資料 3-2-2】 

理事会の開催は、寄附行為に「理事会は、年 2 回以上定期にこれを開催する。ただ

し、理事長は、必要に応じて臨時理事会を招集することができる。」と定めている。平

成 25(2013)年 4 月 1 日から平成 26(2014)年 3 月 31 日までの理事会、評議員会を次の

とおり開催した。 

 

表 3-2-1 理事、監事出席状況表 

理事会 開催日 
理事の 

現員数 

理事の 

出席人数 

監事の 

出席人数 

理事会 平成 25(2013)年 05 月 24 日 11 11 2 

臨時理事会 平成 25(2013)年 07 月 03 日 12 12 2 

理事会 平成 25(2013)年 11 月 25 日 12 12 2 

臨時理事会 平成 25(2013)年 12 月 13 日 12 12 2 

臨時理事会 平成 26(2014)年 01 月 22 日 12 12 2 

臨時理事会 平成 26(2014)年 03 月 25 日 12 12 2 

 

また、学院長は理事長とともに、この法人を代表して、この法人の業務を掌理する

ことになっている。「梅光学院理事会業務の取扱に関する規程」では、委任業務につ

いて定めている。 

2) 常任理事会 

理事会のもとに理事長、学院長、学長、高等学校長、中学校長、幼稚園長、統轄本

部長、理事長または学院長が指名した者で構成する常任理事会を置き、「梅光学院常

任理事会規程」により､本学院の将来計画、自己点検・評価、予算その他本学院の運営

等に関する重要な課題および基本方針等について、理事長の諮問を受け、これに答申

している。 

常任理事会は、毎月 1 回以上定期的に開催している。【資料 3-2-3】 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、大学を取り巻く状況の変化に迅速に対応すべく、理事を 11 人以上 14 人から

9 人以上 13 人に、また、評議員を 26 人以上 29 人から 19 人以上 27 人に、全体の定数

をそれぞれ変更し、平成 26(2014)年 3 月 5 日より施行している。 

 

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 

3-3-② 

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 

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 
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（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 

大学の意思決定組織については、大学運営会議、合同教授会、学部教授会がある。 

大学運営会議は、学長が円滑で機動的な業務遂行を可能にするとともに各部署間にお

ける情報共有等を目的として設置されている組織である。その構成は学長、学院長、統

轄本部長、統轄本部次長、大学事務長、大学事務次長、総務部長、各センター長（各セ

ンターとは、学生支援センター、アドミッションセンター、キャリア支援センター、学

術情報センター、キリスト教教育センターの 5 つのセンターをいう。以下同じ。）、各セ

ンター事務部長、各学部長、その他学長が必要と認めた者となっている。週に 1 度開催

され、情報共有と大学の運営方針を検討する場となっている。規程上、学長の諮問機関

として定められているが、実質的に教員、職員の責任者が集うことで合同教授会の議題

を整理決定する場としての機能も有している。【資料 3-3-1】 

合同教授会については、月に 1 度定例で開催しており、教授、准教授に講師を加えた

構成となっている。それに加え職員の責任者も陪席として出席している。合同教授会は、

大きく審議事項と報告事項に議題を分けて行っている。審議事項については、主に学校

教育法施行規則第 144 条にある「学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業」を中

心としており、報告事項については、各学部・学科や各センターからのお知らせや情報

共有となっている。【資料 3-3-2】 

学部教授会については、月に 1 度の頻度で定例開催しており、教授、准教授に講師を

加えた構成となっている。主に学部の教学に関する事項および学生の動向について審議

および情報共有がなされている。【資料 3-3-3】 

その他に規程化されていないが、学部長会と称し週に 1 度の頻度で、学長と副学長、

各学部長で会議を開き、教学に関する問題点を学長が把握する場となっている。 

 

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 

大学の意思決定組織については、3-3-①の中で述べているとおりであるが、大学運営

会議、合同教授会、学部長会の議長は学長自らが務めることにより、学長自身による積

極的な情報の把握が行われている。また、管理運営の側面においても、週 2 回行われて

いるセンター事務会議に出席し、情報の把握を行っている。このように教学、管理運営

の両面において情報を掌握することにより、学長による意思決定がなされる体制となっ

ており、適切なリーダーシップが発揮されている。 

副学長により国際交流および学生支援面、各学部長により教学面、統轄本部長により

管理運営面と、学長が適切なリーダーシップを発揮することができるよう、様々な側面

から学長を支える体制が構築されている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

中央教育審議会の大学分科会において、学長のリーダーシップや教授会の役割につい
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ての方向性（「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まとめ）（平成 26(2014)年 2

月 12 日 大学分科会））が示されているとおり、本学においても、学長を中心に大学改

革を強力に推進していく。学長のリーダーシップが発揮されるよう、組織的な支援体制

の構築およびガバナンス改革の推進という観点より規程等の整備を進めており、教職員

への理解・浸透を図っていく予定である。 

 

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 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

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 

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間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

本学を設置する学校法人梅光学院は、その寄附行為の第 11 条のとおり、理事長と学

院長に代表権を設定している【資料 3-4-1】。理事長は、当然にして法人の最高責任者で

あり理事会の統轄者である。一方、理事会業務の取扱いに関する規程の第 2 条にも明記

されているとおり、学院長については、法人の最高経営責任者、最高執行責任者という

位置付けであり、学院内における大きな権限と責任が理事会から委任されている【資料

3-4-2】。この学院長の権限の一部が、学院長業務の委任に関する規程のとおり、学長に

委任されている【資料 3-4-3】。学長は、学院長に随時、報告・連絡・相談を行っており、

学院長も前述の大学運営会議や合同教授会に出席しているため、法人と大学とのコミュ

ニケーションは高いレベルで保たれている。 

さらに、平成 26(2014)年 5 月 1 日現在、理事 11 人のうち学長を含め 5 人が大学の教

職員であることも、大学と理事会との情報の共有と意思決定の円滑化に貢献している。

【資料 3-4-4】 

 

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 

法人の最高意思決定機関である理事会には、原則 2 名の監事が出席し、学校法人の業

務について意見を述べている。監事の選考に関しては、寄附行為第 7 条に規定している

とおり、理事会において本学院の理事、評議員および教職員以外から適任者を選出し、

その候補者について評議員会の同意を得たうえで、理事長が選任している。その職務に

ついても、同条第 2 項に規定されているとおり、私立学校法第 37 条第 3 項に掲げられ

た業務を遂行している。平成 25(2013)年度における監事の理事会への出席状況について

は、以下のとおりである。 

平成 25(2013)年 05 月 24 日：監事 2 名中 2 名出席 
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平成 25(2013)年 07 月 03 日：監事 2 名中 2 名出席 

平成 25(2013)年 11 月 25 日：監事 2 名中 2 名出席 

平成 25(2013)年 12 月 13 日：監事 2 名中 2 名出席 

平成 26(2014)年 01 月 22 日：監事 2 名中 2 名出席 

以上のとおり、監事が全回に出席しており適切な理事会運営がなされていると言える。 

さらに平成 25(2013)年度は、本学院の経営諮問会議にも監事 2 人は出席している。経

営諮問会議は、学院長が経営全般に対して、学院外の有識者から助言を得ることを目的

とした会議体であり、そこで協議される議題・交わされる情報も監事の監査業務に役立

っている。【資料 3-4-5】 

また、法人業務の日常的な案件を協議する場として学院運営会議、重要案件を協議す

る場として常任理事会が設置されており、この中で率直な意見交換が行われることによ

り相互チェックが行われる体制が整備されている。 

評議員会については、寄附行為「第 4 章評議員会及び評議員」にて定められている寄

附行為第 20 条に定められているとおり理事長からの諮問事項をあらかじめ審議し、理

事会に意見を具申している。また、本学院の業務もしくは財産の状況、役員の業務状況

についても理事会にて意見を具申することができる。評議員は、寄附行為第 22 条に基

づき、平成 26(2014)年 5 月 29 日時点では、評議員会で選任した教職員 6 人、卒業生 2

人、理事のうちから 3 人、本学院の教育に理解があり協力する者のうちから 8 人、福音

キリスト教会の教職にあるもの 1 人、本学院の設置する学校の長であるもの 3 人とあわ

せて 23 人で構成されている。【資料 3-4-6】 

平成 25(2013)年および平成 26(2014)年の評議員会の出席状況は表 3-4-1のとおりであ

る。 

 

表 3-4-1 評議員、監事出席状況表 

評議員会 開催日 
評議員 

の現員数 

評議員の 

出席人数 

監 事 の 

出席人数 

評議員会 平成 25(2013)年 05 月 24 日 22 22 2 

評議員会 平成 25(2013)年 11 月 25 日 23 23 2 

臨時評議員会 平成 25(2013)年 12 月 13 日 23 23 2 

臨時評議員会 平成 26(2014)年 01 月 22 日 23 23 2 

評議員会 平成 26(2014)年 03 月 25 日 25 25 2 

 

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 

本学院の重要案件を協議する場である常任理事会の構成メンバーは、理事長、学院長、

各学校の長及び統轄本部長、さらに客観的な視点からの意見を求める必要から、外部理

事 1 名が加えられている。この場では、理事長のリーダーシップが発揮されるとともに、

各セクションからの要望や報告が行われ、各事案について率直な意見交換が行われてい

る。 

また、同様に本学院の日常的な案件を協議する場である学院運営会議の構成メンバー
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は、学院長、学長、高等学校長、中学校長、幼稚園長、統轄本部長及び各学校の事務長

であり、学院長のリーダーシップのもと実務的な協議がなされ、各セクションからの要

望や報告が把握される場ともなっている。 

大学に視点を移すと、3-3-①で述べた大学運営会議、合同教授会では学長の方針が伝

達され、同時に各セクションおよび教員の意見が交わされる。また、各学部教授会、各

学科会では教員の意見がボトムアップされ、MS 研修会やセンター事務会議では職員の

意見がボトムアップされている。また、各センターには、教員のサポートグループがあ

り、各センター主催のサポートグループ会議において、教員視点の意見も各センター内

で集約されるシステムとなっている。【資料 3-4-7】 

このように、リーダーシップとボトムアップがバランスよく発揮される体制が幾重に

も構築されている。 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

先に述べてきたように、コミュニケーションとガバナンスが発揮される体制が整備さ

れている。これは、迅速に学校運営がなされるために理事長、学院長のリーダーシップ

の下、本学院の方針として、組織改革を推進してきたものであり、具体的には、数十近

くあった小委員会や小会議体をいったん廃止し、センター中心の運営体制への転換であ

る。しかし、細かい部分においてはまだ調整が必要である。今後は規程のさらなる整備

や研修会を通して、この組織改革をより推進させていく。 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

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 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

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

業務の効果的な執行体制の確保 

学院の組織については「梅光学院組織規程」、事務組織および分担業務については「梅

光学院事務分担規程」に定め、適切な運用を行っている。【資料 3-5-1】【資料 3-5-2】 

学院および大学の使命、目的の実現のために、統轄本部の下、総務部およびキリスト

教教育センター、アドミッションセンター、学生支援センター、キャリア支援センター、

学術情報センターの 5 つのセンターを配置し、教職員が一体となって重要な機能を果た

している。教職員が一体となり教職協働で運営することを狙い、総務部および各センタ

ーの長は、教員であるか職員であるかによらず、選任されている。平成 26(2014)年度に

おいて、総務部および各センターは、3 つは職員が、3 つは教員が長として選任されて
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梅光学院管理組織図

評議員会 経営諮問会議（学外委員）

理事長 学院長 梅光学院100周年記念事業推進室

（室長）

（室長）

理事会

監事

常任理事会

文学研究科

（主任）

（統轄本部長）

秘書室

（学院長）

統轄本部

（総務部長）

キリスト教教育センター

総務部

（委員長） （センター長）

（センター長）

大学院 アドミッションセンター

（学長） （事務長) （センター長）

大学 梅光学院大学事務局 学生支援センター

（副学長）

国際交流室

文学部 （室長）

国際言語文化学部 教職指導室

（学部長） （室長）

学術情報センター

日本文学科 （センター長）

（学科主任）

（学部長）
キャリア支援センター

（館長）

英語英文学科 （センター長）

（学科主任）
図書館

子ども未来学科
アルス梅光（生涯学習推進室）

（学科主任）
（室長）

学院資料室

東アジア言語文化学科
博物館

（学科主任）
（館長）

子ども学部
地域文化研究所

（学部長）
（所長）

幼稚園 事務室

（園長）（副園長）（教頭）

高等学校

（校長）（副校長）（教頭)
図書館

（事務長）

（司書長）

（室長）

梅光多世代交流支援センター

（センター長）

中学校
（校長）（副校長）（教頭) 事務室

いる。これにより各担当に応じた適切な課題の検討および業務の遂行がなされる体制と

なっている。また、セクションによっては法人組織と大学組織の両方の側面を持つ部署

もあり、業務の集中による効率化を図っており、大学と法人の担当間のコミュニケーシ

ョンは円滑に行われ、適切に運営されている。 職員の配置については、業務内容および

業務量の変化と、職員一人一人のキャリアと能力に応じ、適切な人員および人数を配置

している。 

 

表 3-5-1 梅光学院管理組織図 
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3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

業務執行の管理体制については、「梅光学院組織規程」および「梅光学院事務分担規程」

によって定められており、学内に明示され、適切に運用されている。また、本学の定員

確保および本学のミッション・目的を実現するための各種取り組みによる業務負荷や人

員増に対し、更なる適切な業務配分を実現するため、新たな職務権限の整理に向けた取

り組みを行っている。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

平成 25(2013)年度に、長く課題とされていた給与に連動する人事評価を行うことを決

定し、平成 26(2014)年度から実施している。それに際し、人事考課にあたっての評価項

目についての内容検討を、職員全員によるワークショップや管理職のみのワークショッ

プで行った。 

このワークショップを通して、各スタッフが自らの業務を見つめ直し、部署内の重点

目標の設定と共有化を行うことができた。【資料 3-5-3】 

また、学院長、学長から常日頃より積極的な外部研修への参加が促されており、管理

職に限らず、一般の職員であってもその機会が与えられている。さらに、平成 24(2012)

年度からは「梅光学院教職員奨学金規程」が定められ、教職員の業務知識・技術の習得

に対し、奨学金貸与による援助が行われるようになった。これは、研修の受講費に要す

る費用の範囲内で無利息にて貸与されるものであり、その後 3 年間継続して本学院に勤

務していた場合には返済義務が免除されるというものとなっている。【資料 3-5-4】 

その他にマネジメントスタッフ研修会を、月 1 回、報告会・連絡会を兼ねて実施して

いる。職員が外部研修で学んだ内容をマネジメントスタッフ研修会で発表を行うことで、

他の職員へフィードバックをしている。このフィードバックは発表を行う側にとっても、

聞く側にとっても有意義な SD の機会となっており、マネジメントスタッフの資質・能

力の向上に役立っている。【資料 3-5-5】 

 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

先に述べたとおり、職員の資質・能力向上の機会という面において、本学職員はかな

り優遇されているといえる。しかし、実際には日常業務の処理に追われて、上手に研修

の機会を利用できていない職員が多い。この問題の解消のためにも、平成 26(2014)年度

から導入された人事評価において、これを有効に活用し、日常業務だけではなく、研修

等への積極的参加を評価することを明示し、職員の資質・能力向上を促す計画である。 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立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。 
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（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 

本学院は、幼稚園、中学校、高等学校、大学、大学院を擁し、その財務運営は法人全

体で行っている。したがって、課題がある場合、本来的には大学の財務計画だけでは、

それは解決しない。ただし、大学の帰属収入は法人全体の帰属収入の 8 割弱となってお

り、非常に大きなウェイトを占めていることは事実であり、大学の財務の健全化を本学

院全体の財務運営の中でも重要な課題として捉えている。【資料 3-6-1】 

本学では、平成 23(2011)年度入学生が、定員 270 名に対して 180 名台に落ち込み、

それが翌年度の平成 24(2012)年度入学生にまで 2 年連続で続いた【資料 3-6-2】。これに

より、それらの 2 学年が卒業するまでの 3、4 年間、大学部門のみでの帰属収支差額の

赤字化が必至となった【資料 3-6-3】。帰属収支差額だけでなく、大学単体が生み出す資

金（キャッシュフロー）に関しても、赤字化が必至となる事態となった。 

このような事態の中で、学院長は新たに平成 23(2011)年 12月に学院改革室を設置し、

まず、本学院の経営状態の分析と、それに基づく改革案の立案に着手した。そこで出て

きた実態は悲観的なものであった。本学院全体と本学の状況は危機的なものであり、10

年以内に経営破綻することが強く懸念された【資料 3-6-4】。その時点で、本学院全体の

消費収支差額は 3 年連続で赤字であった。土井省吾(2005)「大学の財務と建学の精神」

（四国学院大学キリスト教教育研究所編『大学とキリスト教教育』新教出版社 105 頁）

によれば、3 年連続で消費収支と帰属収支がマイナスになれば資産が減り始め、5 年続

けば倒産の可能性が大と言う。本学院はまさにそうした破綻の危機の瀬戸際にあるとい

うことがわかった。 

平成 23(2011)年 12 月に総務部から出された財務分析レポートによれば、本学院の総

収入に占める学生納付金の割合が 66％で、補助金が 22％の現状からすれば、財務の健

全化は、ひとえに生徒、学生の定員充足にあると結論づけている。したがって、財務の

適正化を企てるならば、生徒、学生の募集状況を改善することが第一優先課題であるこ

とが確認された。【資料 3-6-5】 

その第一優先課題を克服するために、学院長は、本学の学生募集改善を目標に改革を

スタートさせた。そのために組織的な改変を行った。学長と、学院長を兼務していた中

野学院長兼大学長が、学長職を退き、学院長として経営に専念できるようにした。さら

に、それまでの事務局長というポジションは、主に事務職のトップという位置付けであ

ったが、幼稚園から大学院まである学院組織を統轄し、教職協働の要として位置付け、

新たに「統轄本部長」と名付けた。 

それまで大学では、大小様々な委員会が設置され、議事録も取らずに毎日のように会

議を繰り返し、誰が決定権者なのかわからず、意思決定の過程も、またその結果も不明

確なことが多かった。多くのことは教員が主メンバーの会議で決められ、職員はそれを

齟齬無く行うことがその仕事とされた。職員が主体となって大学を動かすということは

観念としてあり得なかった。この改革では、そこを変えた。学長が代わり、事務局長が

統轄本部長となったのは、単にひとつの人事というより、象徴的な意味があった。学院

長と学長と統轄本部長が、ひとつの目的に向かって一致して進まなければ、速やかで効

果的な改革はできないからである。それは、教員と職員が一致して行動しなければ、効
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果ある改革は実行できない、という認識に基づいている。【資料 3-6-6】 

事務系と呼ばれていた職員を新たにマネジメントスタッフと呼び、「事務職員」という

呼称にある、与えられた事務仕事を黙々とこなすという職員像を払拭しようとした。マ

ネジメントスタッフは大学の企画、運営のむしろ主役と位置づけた。教職協働は、教員

と（事務系）職員との協働を普通意味するが、今回の改革においては、むしろ、マネジ

メントスタッフが、教育の仕掛けも含めて、大学のあり方そのものを主導することを企

図した。そのために、混在していた「課」「部」「センター」などをセンター制に統一し、

統轄本部と総務部を除き、すべて「センター」組織に改編してそこに管理職として「セ

ンター長」と「事務部長」を置いた。センター長は「教員職員」を問わずその任には適

任者を配置した。また、それまで慣行として行われていた、高等学校の校長経験者など

を、各部署の管理職に付けることを改め、年齢は若くても実行力のある生え抜きの人材

を中心に、センター事務部長にした。その結果、センター事務部長は 1 人を除き、すべ

て 40 代の女性となり、活力を生かした改革を行う素地を作った。  

このような組織改編を行い、センター主導で課題克服を行う土台作りができた。第一

優先課題は「大学入学者数改善」である。平成 24(2012)年 4 月に発足した新執行部（＝

常勤の経営責任者：学院長、学長、統轄本部長）は、3 年以内に大学入学定員の 270 名

確保を公約として掲げた。それまで 2 年間大学入学者数は 180 名台を低迷し、それが今

後も続けば本学院全体が破綻する危機的状況の中で、まず何よりも学生数確保を最優先

課題に掲げ、それに向かって全リソースを集中して克服しようとした。したがって、そ

の時点での中期目標は、大学入学者数 270 名であった。それは、それ以前 10 年間以上

一度も成し遂げられなかった数字であり、平成 14(2002)年からその時点までの最高値が

228 名だったことを考え合わせると、その数値目標は非常に困難であることが予想され

た。中長期の数値目標として平成 25（2013）年度より 3 年間で定員を確保するという

ことをあげた。これが当時から今に至るまでの基本的な本学院と本学の状況だった。 

その難行を成し遂げるためには、それまでの募集方法を大胆に変えた。それまで、地

道に高等学校を訪問してリクルート活動をすることはさほど行われて来なかった。高校

訪問を通して高校の先生への本学の魅力のアピール、教育現場における情報交換の機会

を増加させていった。地域的にも下関近隣の高校だけでなく、山口県や九州北部の各地

域の高等学校を訪問した。そこでわかったことは、本学のことがあまりにも知られてい

なかったということだった。 

この徹底的な高校訪問と相俟って、オープンキャンパスの回数を大幅に増やし、さら

に、入試方式の見直しを行い、AO 入試や指定校推薦入試の日程を前倒ししたり、回数

を増やして、競争力を増した。また、授業料を大幅に下げることなどにより結果として、

平成 25(2013)年 4 月入学生は 257 名となり、定員充足率が 9 割を超えた。さらに、平

成 26(2014)年 4 月入学生も 253 名となり、2 年連続で 9 割を超え、経営の安定化に貢献

した。 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

高等教育機関として教育研究活動を継続的に発展させるためには、経営が安定し財務

状況が健全であることが必要である。 
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本学院では、財務状況の現状確認と経年比較を目的に、平成 25(2013)年 5 月に梅光学

院収支概略表を作成した【資料 3-6-7】。この資料では、平成 20(2008)年度から平成

24(2012)年度までの決算額の比較、学生生徒園児数、専任教職員数の比較を行っている。

平成 20(2008)年度以降、学生生徒数の減少により、本学院全体の帰属収支差額の赤字幅

は、ほぼ毎年 1 億円を超えている。 

本学においては、平成 25(2013)年度、平成 26(2014)年度の入学者が増加し、定員充

足率 90％まで持ち直したことにより、学生納付金の増加が見込まれ、また、在籍学生数

の増加に伴い経常費補助金の交付額の増額が見込まれることにより、平成 27(2015)年度

より帰属収支差額が黒字に転換する。平成 25(2013)年度 1 年次入学者より、学生納付金

の金額を引き下げたため、消費収入は大幅な増加はしないものの、在籍学生数に比例し

て私立大学等経常費補助金の増加が見込まれ、消費支出比率は平成 24(2012)年度と比較

すると改善する予定である。また、寄付金においても特定公益増進法人の認可を受けた

こと、租税特別措置法の改正により、有利な税額控除の適用を受けることが可能である

ことを活用した寄付金募集活動を展開している。補助金においても、大学改革推進等補

助金 1,060 万 4,000 円、私立学校施設整備費補助金 1,955 万 5,000 円、私立大学等教育

研究活性化設備整備費補助金 1,847 万 9,000 円（平成 25(2013)年度実績）の採択を受け

ることで、教育活動教育設備充実の際の経費負担を軽減している。 

それに伴い、本学院全体では平成 28(2016)年度に帰属収支差額が黒字に転換する予定

である。本学院全体の平成 26(2014)年度の財務状況は、短期の支払能力を示す流動比率

は 811％であり、一般的な指標 200％を大きく上回っている。さらに、退職給与引当特

定資産を 4 億 5,285 万 3,000 円、教育振興基金として第 3 号基本金引当預金として 3 億

6,309 万 1,000 円、将来の設備投資に備えるために減価償却引当特定預金を 1 億 4,639

万 8,000 円積み立てている。さらに、平成 25(2013)年度末の現金預金は 16 億 1,215 万

4,000 円であり、人件費や教育研究経費等経常的な支払い、教育施設設備の継続的な整

備に対して十分な支払能力を有している。【資料 3-6-8】 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

現在はまだ本学単体でも、あるいは本学院全体でも赤字経営である。しかし、本学に

おける学生募集活動がこの 2 年間順調に推移しており、それがもし今後も続けば、上記

のレポートにもあるように平成 27(2015)年度には黒字化する見通しがついている。この

ためには、この 3 年間と同様、学生数確保に注力するとともに、一方で当然のことなが

ら、大学の魅力作りに力点を移していかなくてはならない。大学の魅力作りとは、学生

の満足度の向上によって測られる。学生が満足し、その家族が満足することによって、

次世代の学生が集まる。では、学生の満足はどのようなことで得られるのか。それは、

(1)学生生活の充実(2)教育内容と成果の充実(3)希望する進路を実現すること、の 3 つに

集約されると考える。 

これらについて、平成 24(2012)年に発足した新執行部は、学生募集の改善とともに、

中心的課題の一つとして取り組んできた。その際、学生生活や教育内容の充実は、大学

学部、学科の組織的な問題として浮かび上がった。学部、学科は、その専門性を追究し、

同じ大学と言いながら、協働して学生の教養基礎教育や、あるいはまた就職支援も十分
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にできなかった。本学に入学してくる学生の中には、専門性を深く追究したいと思って

入ったのではなく、様々な興味を抱きながら、差し当たり学科を決めた、という者も少

なくない。1 年次から専門科目が目白押しのカリキュラムで、しかも、専門性を担保す

るために、多くの授業を置いて、それらを必修か、必修に近い選択にしている場合が多

かった。学生の履修単位数は膨れ上がり、キャップ制も敷いていないので、低学年では

毎日を授業で埋め、大学から帰ればアルバイトに精を出すという学生も少なくない。授

業は教員からの知識伝達型、一方通行型が多い。十分な予復習時間も確保できず、主体

的な学びとは言い難い学びの実態が浮かび上がった。 

 これらの課題を解決するために、学部・学科の改組が必要であると執行部は決断した。

平成 24(2012)年度は、新執行部にとっては初年度であり、学生募集改善に全力を注いだ

ため改組に踏み切ることはできなかった。平成 25(2013)年度になり、もうこれ以上改組

を遅らせることは、「2018、19 年度問題（＝18 歳人口急減期）」への対処と言う観点で、

是が非とも避けなくてはならない事態だった。従来 3 学部 4 学科だった学部、学科編成

を、2 学部 2 学科に改組することとした。これには大きく 2 つの理由、意図があった。 

現今の学生の教育ニーズに合った大学作りをするという目論みがこの改組の背景にあ

る。学部、学科の壁を越えた、共通教養教育の充実は、学部と学科を統合することによ

って達成される可能性が大きくなる。今までは、比較的狭い専門性の中で思考しがちだ

った教員は、共通教養科目や、共通専門科目が大幅に増えたことでその殻から出て、学

部や学科を超えて、全学協力して学生の教育にコミットすることとなる。そうした企図

がこの改組には込められている。そうすることで、同時に、学生の、本学の教育方法と

内容への満足度が高まることにより、効果を現す。現に、改組を前に、こうした努力が

すでに学生の生活に変化をもたらしたのか、平成 27(2015)年度版の「大学ランキング

2015 」（朝日新聞出版）では、「学生生活充実度」が全国 1 位となった。 

第二に、さらなる人口減の時代を迎えるにあたり、学生不足に耐えられる構造にして

おかなくてはならない。3 学部 4 学科から 2 学部 2 学科になることで、いつでもスリム

化に対応できる態勢となり、経営的な安定をはかることができる。 

こうして、「文学部日本文学科」と「国際言語文化学部英語英文学科と東アジア言語文

化学科」は合併して「文学部人文学科」へと再編される見通しがたった。平成 25(2013)

年度内に改組案を練り、文部科学省に事務相談を繰り返し、ついに平成 26(2014)年 3 月

に「届出の事前相談」が了承され、平成 26(2014)年 5 月末に間に合わせて、届出の最終

書類を文部科学省に提出した【資料 3-6-9】。現在は、その承認、認可を待っている状況

である。これが認められれば、平成 27(2015)年度入学生から 2 学部 2 学科体制になり、

教育的な魅力を増すとともに、財務的な安定をもたらすこととなる。 

学生満足度を上げるためのもう一つの鍵は卒業後の進路の確保である。これについて

は、本学の就職率（就職希望者に対する就職決定者の割合）は連続して 90％を超えてお

り、本学進学を考慮する高校生には十分魅力的な実績を積み重ねてきている。今後は、

就職率だけにこだわらず、3 年離職率を下げたり、卒業生分母の就職率の向上にこれま

で以上に取り組み、さらなる満足度向上を目指す。 

財務の健全化には、人件費等、固定費の削減が重要となる。本学院では、平成 25(2013)

年度から平成 26(2014)年度にかけて、マネジメントスタッフ（事務系職員）の人事・給
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与改定を行った。これにより、マネジメントスタッフに関わる人件費は、今後 5 年間で

5,000 万円以上の削減が見込まれる。平成 26(2014)年度から翌平成 27(2015)年度にかけ

ては、教員の人事、給与改定を行う予定であり、人件費の最適化を行い、さらなる財務

運営の適正化を進める。【資料 3-6-10】 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

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 会計処理の適正な実施 

本学院では、会計処理に係る主な機関・組織として理事会、評議員会、理事長、学院

長、統轄本部総務部がある。予算の作成にあたっては、前年度の収支実績をもとに各部

署から提出された予算申請書に基づき、統轄本部総務部で取りまとめている。作成した

当初予算案は、毎年 3 月開催の評議員会に提出して評議員の意見を聞いた後、同時開催

の理事会の議決を受けている。 

予算の執行において、支出については、予算執行部署の担当者が、調達決裁願（物品

購入決裁願、営繕工事決裁願）、出張伺書（旅費計算書）等の諸決裁願書を作成し、これ

に見積書等の関係書類を添付して統轄本部総務部に提出し、学院長の決裁を受けて行っ

ている。諸決裁願の回議は、予算執行部署の長、統轄本部総務部長、統轄本部長（事務

局長）、学長、学院長の順に行い、決裁後、統轄本部総務部から予算執行部署の担当者に

決裁済の通知を行う。支払は、統轄本部総務部で、請求書と決裁済の諸決裁願書および

添付諸書類を照らし合わせ、適正であることを確認して、起票責任者（起票者）が会計

伝票を作成し、出納責任者（総務部副部長）、会計担当組織の長（総務部長）、経理責任

者（学院長）の順に査印して決裁する。原則として毎月 25 日を請求書の締切日とし、

27 日から月末までを支払日として統轄本部総務部で支払処理を行う。予算の執行に際し

ては、原則として、転用、増額および追加は認めていない。ただし、予備費を計上して

いるので、稟議書としての決裁願を統轄本部総務部に提出し、学院長の決裁を受けて、

予備費の範囲内での充当が可能である。予備費で対応できないものがあるときは、補正

予算を編成し、11 月または 3 月に開催される評議員会及び理事会で議決を受け、これを

執行している。【資料 3-7-1】 

決算については、会計年度終了後、2か月以内に財産目録、決算書類（資金収支計算

書、消費収支計算書、貸借対照表および付属明細表）を作成し、公認会計士および監事

の監査を受けて、5月の評議員会および理事会に事業報告書と財産目録および決算書類

を提出し、承認を得ている。また、これらの事業報告書と財産目録および決算書類を私

立学校法第47条第2項の規定による閲覧に供するともとに、これらの書類に基づいて財

務情報公開資料を作成し、ホームページに掲載して公開している。【資料3-7-2】 
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3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学院では、公認会計士による会計監査と監事による監査を行っている。 

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく公認会計士による会計監査は、2

名の公認会計士と契約し、平成 25(2013)年度実績で本学院での監査実施時間 312 時間、

うち本学院に出向いての監査実施時間 162 時間となっており、理事会の議事録や取引証

憑、会計帳簿、月次決算書類および年度末決算書類などを対象に監査が行われている。

また、監査手続きの一つであるコミュニケーションが本学院の監事及び理事長を対象に

行われている。【資料 3-7-3】【資料 3-7-4】【資料 3-7-5】【資料 3-7-6】 

私立学校法第 37 条第 3 項の規定に基づく監事による監査は、1 名が株式会社顧問、他

の 1 名が税理士である非常勤の監事 2 名により、本学院の業務及び財産の状況の監査を

行っており、年度末決算に対しては監査報告書を作成し、理事会および評議員会に提出

している。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

会計処理の適正な実施および会計監査の体制整備と厳正な実施については、今後も、

公認会計士による会計監査と監事による監査による検証をはじめ、月次決算等を通じて

理事長および学院長による検証を適切に行うとともに、会計事務に携わる教職員に対し

て、内部統制の意義やコンプライアンス意識の向上等について周知徹底していく。また、

学校法人としてのアカウンタビリティを果たすため、法定された閲覧に供すべき事項の

みならず会計処理の透明性に寄与する事項を選別して、積極的に公開することができる

よう、また、公開に当たっては、多くの図やグラフを活用する等、より分かりやすい内

容となるよう創意工夫し、改善を図る。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

私立学校は、その特性から自主性が重んじられ、公共性を高めることが求められてい

ることから、社会経済情勢の変化等への対応力を養い、様々な諸課題に対して自主的か

つ機動的に対処できる体制を築くことが求められている。 

本学においては、関係法令、寄附行為、学院諸規程等に基づく管理運営が適切に行わ

れているが、少子化等の社会的要因をはじめ厳しい経営環境の中で、教育研究活動を永

続的に行っていくために、ガバナンスの強化及びマネジメント機能の強化の方策を模索

しているところである。管理運営体制を見直し、統轄本部を設置して学校法人全体の管

理運営の機動性を高めるとともに、統轄本部長、学生支援センター長および学術情報セ

ンター長に教員を起用し、教学現場への効果的な対応の実現に努めている。また、各部

署における実施業務について、本学全体での円滑で機動的な業務遂行および各部署間に

おける情報共有等のために、大学運営会議を設置し、毎週1回開催して、本学の教員採

用や学則に関する事項等について学長が諮問する事項を協議し、答申する場として、各

学部や事務部門との情報交換の場として、有効に機能している。また、本学院の経営全

般について外部の有識者から助言を得ることを目的に、経営諮問会議を設置し、隔月1

回の会議開催により、12名の経営諮問委員から様々な意見を収集し、本学院の経営に係

る問題点の抽出に活用している。 
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 本学の経営環境は、人口が30万人に満たない地方都市という立地から、恵まれてい

るとはいえず、大学部門の帰属収支差額比率の過去5年間の動向をみると、次の表のと

おりである。 

 

年 度 
帰属収入 

（千円） 

消費支出 

（千円） 

帰属収支差額 

（千円） 

帰属収支差額 

比率  （％） 

平成21年度 1,165,876  1,126,265  39,611  3.40   

平成22年度 1,168,846  1,160,974  7,872  0.67   

平成23年度 1,117,201  1,106,463  10,738  0.96   

平成24年度 1,065,298  1,141,248  －75,950  －7.13   

平成25年度 1,179,734  1,190,869  －11,135  －0.94   

 

平成24(2012)年度の落ち込みが著しく、その低下した主な要因としては、入学者数の

減少に伴い、最大の収入源である学生納付金や経常費補助金が減少したことにある。平

成25(2013)年度は、入学学生数増加に伴う学生納付金や経常費補助金の増加により、帰

属収支差額が前年度に比し増加してはいるが、マイナスの状況であり、強い決意のもと

に今以上に無駄を省き、より効率的な管理運営を行っていくことにより、本学院の財務

の一層の健全化を図っていくこととしている。 

以上のように、本学院及び本学においては、管理運営についての改善方策を積極的に

講ずるとともに、財務の健全化に向けて入学者の増加を柱に改善努力も続けており、適

正な管理運営のもとに諸活動が行われており、基準 3「経営・管理と財務」の基準は満

たしていると判断する。 
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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 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

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） 

 平成 8(1996)年度に、本学は大学基準協会の「相互評価」を受け、基準に適合して

いるとの判定を受けた。その後、平成 15(2003)年に梅光学院大学自己評価報告書をまと

め、平成 19(2007)年度には、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、基準に適合しているとの判定を受けた。 

自己点検・評価委員会組織を平成 8(1998)年度に立ち上げ、学校教育法第 109 条に則

り、その後平成 23(2011)年度まで毎年、自己点検・評価委員長と委員が中心となり、大

学全体の自己点検を促し、毎年度、各セクションで独自の自己点検（業務総括）を実施

し、報告書を作成した。 

平成 24(2012)年度に、学長のリーダーシップ強化に伴い、学内に多数存在した委員会

組織の整理を行なう一環として、自己点検・評価委員会も委員会組織でなく、担当責任

者を据え、法人本部や各学部・各学科・事務組織の各セクションと連携し、従前の任務

を遂行している。これに加えて、平成 24(2012)年度には、前期終了後学長が全教職員を

集めて総括を行い、年度末には各学部と各センターの責任者がその後の状況を全教職員

の前で報告を行った。 

平成 25(2013)年度の自己点検（業務総括）は、各部署の提出物の形式を揃え、各学部

とセンター等を対象に、今年度何を計画し（重点目標と具体的方策＝Plan）、どのよう

に実行し（取組み＝Do）、それをどのように評価し（自己評価＝Check）、今後の改善に

役立てていくか（改善の方策＝Act）と言ういわゆる「PDCA サイクル」を意識した業

務総括の提出を依頼した。【資料 4-1-1】 

また、既に平成 23(2011)年度からは、年度末に各教員自らを評価する「教員自己評価

シート」【資料 4-1-2】の提出を求めている。その内容は社会貢献活動、担当授業、学内

での役職、教育上の配慮点等の報告に加え、梅光学院大学学則第 1 章第 1 条に定められ

ている教育の目的「高い教養と専門的知識、技能を教授研究し、キリスト教の信仰に基

づく人格教育を基盤とし、愛と奉仕に生きるよき社会人を育成すること」を達成するた

めの、毎日の学院礼拝や年に 2 回ある宗教講演会および年末にあるクリスマス礼拝等へ

の出席状況も問うものとなっている。これに加えて、センター事務会議を週に 2 回、大

学運営会議を毎週行って、Plan・Do・Check・Act のサイクルに基づく業務の確認が行

われている。 

教育活動においても、学期末ごとに学生による授業評価アンケートを実施し、それに

対して教員が教科ごとにコメントを作成し、学生支援センターに提出させ、授業改善を
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するよう促している。結果は学長がすべて目を通し、授業評価の低い教員に対しては、

呼び出して注意をうながし、次の学期の授業改善につなげている。 

この学生による授業評価アンケートは、平成 25(2013)年度までは授業評価を紙ベース

で行っていたため、結果が出るのも遅く、それに対する教員へのフィードバックにも時

間がかかっていた。その改善として、教務システムに連動した IR システムを平成

25(2013)年度に導入することによって、ネットワーク上で授業評価をすることができる

ようにした。これにより、平成 26(2014)年度からは学生にいち早く授業評価アンケート

の結果を知らせるとともに、学生の評価に対する教員の感想や意見、改善方法等を提示

したフィードバックを迅速に行うことができるようになった。 

また、この学生による授業評価アンケートについては、現在の質問項目および実施時

期、実施回数、実施方法等が適切か否かを平成 25(2013)年度後半より検討を重ねてい

る。 

研究活動においては、毎年教員の研究業績、学外での社会活動（審議会・委員会及び

ボランティア団体等）について報告書を作成しており、これを研究業績報告書として取

りまとめている。【資料 4-1-3】 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、大学の運営・教育・サポート体制の向上に資するために、平成 24(2012)

年度末より話し合いを重ねている。各センターおよび各部署から提出された業務目標(重

点目標と具体的方策＝Plan）を基礎に、今年度何をどのように実行し（取組み＝Do）、

それをどのように評価し（自己評価＝Check）、今後の改善に役立てていくか（改善の

方策＝Act）といういわゆる「PDCA サイクル」を意識した業務総括は定期的に実施さ

れており、今後も確実に進めていく。 

学生による授業評価については、この 3 年間その内容についての検討がなされてこな

かった。平成 26(2014)年度、質問項目および実施時期、実施回数、実施方法等の内容の

見直し検討を行い、教育の向上に資するための新たなシステム作りを進めていく。 

また、平成 25(2013)年度後半、IR システムの導入に当たり、IR の活用方法について

検討を重ねているが、結論に至っておらず、これは今年度も継続して行い、IR システム

の活用方法について早い時期に結論を出す予定である。 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

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） 

平成 19(2007)年度に作成された、「自己評価報告書」は、日本高等教育評価機構の評
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価基準及び評価項目に従っており、今回の取り組みの基礎データにもなっている。勿論

説明されている資料、関連データ、また各種アンケート、関連規程等のエビデンスデー

タに基づいた自己点検・評価としてその後も高く評価されてきている。 

本学は小規模校であるため、独自の IR を専門とした部署は存在しないが、常日頃か

らセンター事務会議(週 2 回実施)では行事、注意事項、課題等が報告され、情報共有が

なされている。また、大学運営会議(週 1 回実施)においては、会議の冒頭、学生数、退

学者数・休学学者数等、高校訪問回数、入学志願者数・受験者数・合格者数、就職内定

者数・就職者数・就職率等が報告され、これらの基礎データを確認している。本自己点

検評価書においても、エビデンス（データ編）は、大学事務局の日常のデータ収集・整

理に基づいて取りまとめられている。これらのデータは各部署の責任者によって大学運

営会議で報告がなされ、教育改革・改善や学生募集、就職支援等の戦略に役立てている。 

また、毎年学期の終わりに実施している学生による授業評価アンケートは、授業ごと

に取りまとめ、授業対する評価を数値化し、授業に対する個々の意見も含めて各教員に

配布している【資料 4-2-1】【資料 4-2-2】【資料 4-2-3】。これに対して各教員は担当授業

ごとに授業改善計画をしるしたものをまとめて提出し、それを公表している。これは学

生の閲覧も可能である。各教員の授業評価の結果は学長に報告され、特に評価の低い教

員に対しては、学長に直接口頭による改善計画を報告させている。授業評価の結果は、

次の授業のシラバスに反映させ、授業改善に努めている。 

このほか、オリエンテーションで新入生に対して行う「新入生アンケート」【資料 4-2-4】、

オープンキャンパスに参加した生徒に対して行うアンケート等を実施し、学生の実態把

握、教育の改善、学生募集のために役立てている。 

教員自ら自己評価を行う「教員自己評価シート」は、平成 23 年(2011)年度より実施さ

れ、教員の教育活動、学内貢献及び地域貢献に対する 1 年間の振り返りとなっている。

これは学長に提出され、教員の 1 年間の活動を確認するものである。加えて、教職員の

学会や研修会等の出張については、その都度「出張報告書」を学長に提出することによ

って把握に努めている。 

自己点検・評価に関しては、当該年度の報告書をベースにした「業務総括」を年度ご

とに整理ファイリングして、自己点検・自己評価の責任者が保管し、要望があれば公開

している。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後とも学生数や志願者数、就職率等は大学運営会議の場で、毎週情報収集を行い、

基礎データとして分析し、自己点検・評価にいかしていく。 

学生の現状および教員の業績・教育活動については基礎データを収集・分析し、自己

点検・評価に生かしていく。また、毎年実施している「新入生アンケート」、「オープン

キャンパスアンケート」、「学生による授業評価アンケート」は継続して行い、自己点検・

評価の基礎資料として有効に活用する。これをもとに教員の教育の質向上に役立てるシ

ステム作りが今後の課題である。平成 25 年(2013)年度に教務システムに連動する IR シ

ステムを導入したが、今後本学の IR のあり方を検討しながらシステム作りを行うこと

が課題である。また、全学の現状をエビデンスに基づいて総体として把握するためには、
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調査データを集約・分析するための IR 機能を持つ全学的な部署の設置が必要であり、

そのための整備を進めている。今後も自己点検・評価担当者を中心に、それぞれの部署

が出した結果を公表することを積極的に進めていく。 

なお、平成 26(2014)年度作成の認証評価に向けた自己点検評価書については、学内

HP への掲載、理事会・評議員会の構成メンバーへの配布など、高等教育機関としての

社会的責任を果たすために、大学諸活動について広く学外に説明し、質の高い自己点

検・評価活動につなげていく。 

 

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） 

平成 24(2012)年度からは自己点検・評価委員会組織でなく、担当責任を置いて、学長

のリーダーシップのもと、本学院および各学部・学科、各事務組織と連携をしながら自

己点検・評価を実施している。これにより、センター事務会議では週に 2 回、大学運営

会議では週に 1 回情報の収集・共有化がなされると共に業務の点検が実施されることに

より、日常的に PDCA ができるようなシステムづくりがなされてきており、これがより

よい教育活動、組織運営につながっている。 

「学生による授業評価アンケート」に関しては、各教員の授業改善の具体策が報告さ

れ、それを公表し、学生の声を授業改善に結びつけるシステムを整備してきた。評価の

結果は、学長に報告され、特に評価が低い教員に対して、授業改善の計画を直接口頭で

報告させている。 

年度末には自己点検・評価が各学部・各学科、各事務組織及び各委員会から出され、

それが次年度の改善につながるようにしている。また、平成 24(2012)年度末には、新し

い取り組みの成果として各学部各センターの責任者から全教職員の前で各部署の報告が

なされることによって自己点検・評価が行われた。その後も業務総括という形で自己点

検・評価がなされている。 

初めての試みとして平成 25(2013)年度末から平成 26(2014)年度初めにかけて事務組

織全体でワークショップ型の研修を行い、次の年度の活動目標を設定した。これは目標

設定を周知・徹底することにより、PDCA サイクルを仕組みつくりをより確立させるた

めの取組みである。 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

今後、地方都市にある小規模大学としてを安定的な経営を行うためには、主体的に教

育改善を行わなければならない。そのためには、自己点検・評価のためのスケジュール

や方法等の検討を重ね、活用のための環境を整備し PDCA サイクルの有効な仕組みをづ

くりを実施していく。 
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また、IR システムの導入にともない、IR を担当する部署を決め、PDCA サイクルを

有効に実施し、自律的で計画的な大学改善・改革につなげていく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

大学は高等教育機関として、建学の精神を土台として教育・研究活動がなされている

かどうかという自己点検に加えて、経営そのものに対する定期的な自己点検も実施しな

ければならない。そのような観点から、平成 24(2012)年度、現在の新執行部になってか

ら、平成 24(2012)年度には教職員の前で半期ごとに振り返りを実施したこと、平成

26(2014)年度から人事評価による給与制度導入するに当たり、平成 25(2013)年度は MS

を中心として研修会を行い、学院全体の方向性を見据える中で各センターの目標を明確

化することによって自己点検・評価をより組織的に実施できるような体制を組んだ。平

成 25(2013)年度は「経営諮問会議」を立ち上げることによって外部評価の観点も入れ、

自己点検・評価を実施してきた。加えて、平成 26(2014)年度には年度当初に日経 BP コ

ンサルティングの「大学ブランドイメージ調査」を実施し、中四国の大学の中での本学

の実態と評価を明らかにした。 

このような観点から組織的・多面的・恒常的に自己点検・評価を行っていると判断し

ている。 

今後は、IR システムを用いた全学的な自己点検・評価の方法を構築し、実施すること

によって教育改善・改革、教育の質保証、大学のブランディングおよび経営の向上のた

めにその方策を明確にしていく。 
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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 

（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 

本学の建学の精神には、「身につけた精神や能力を、自分のためだけでなく、他者や社

会のために用いる」ことが謳われている。これに基づき、昭和 46(1971)年から長きにわ

たり、本学は教授陣の研究成果を市民に提供してきた。中でも、福岡・小倉・福山等で

毎年開催されてきた公開講座と、学内で開催されてきた公開セミナーとの成果を踏まえ、

平成 12 (2000)年に設立されたのが梅光学院生涯学習センター「アルス梅光」（以下「ア

ルス」という。）である。【資料 A-1-1】 

アルスは平成 26(平成 2014)年に 15 周年目を迎え、学内で開催される公開セミナーに

ついては、現在 30 教室以上にわたる講座に、600 人程度の実受講者数を数え、延べに

すると 900 人近い市民が受講登録している。【資料 A-1-2】 

 

表 A-1-1 梅光学院生涯学習センター（アルス梅光）活動状況表 

実施年度 開講講座数 
受講者数（登録者数） 

    単位：人 

受講者数（延べ） 

    単位：人 

平成 22(2010)年度 34 684 949 

平成 23(2011)年度 34 640 885 

平成 24(2012)年度 32 652 909 

平成 25(2013)年度 31 604 881 

平成 26(2014)年度 33 585 878 

 

そのほか、毎年春季・秋季二度開催される小倉公開講座、また、梅光学院大学地域文

化研究所や梅光学院大学博物館と共催する特別講演会などを通じ、多くの市民に本学の

生涯学習事業が認識されている。【資料 A-1-3】 
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表 A-1-2 梅光学院生涯学習センター（アルス梅光）小倉公開講座実施状況 

実施年度 季 講座数 講座テーマ 受講者数（人） 

平成 21(2009)年度 

春 6 太宰治再読―生誕 100 年記念― 737 

秋 6 人間と神―文学から、歴史からー 438 

平成 22(2010)年度 

春 6 三島由紀夫とその時代 752 

秋 6 
読書 ことば 心―国民読書年によせ

て 431 

平成 23(2011)年度 春 6 時代を問う文学 715 

平成 24(2012)年度 春 6 日本女流文学の潮流 590 

平成 25(2013)年度 春 6 文学の力 618 

※平成 23(2011)年度以降、秋季講座は関門おもしろ学に移行 

 

アルス受講者に対しては、大学図書館、博物館を開放している。特に大学図書館につ

いては、アルス受講者証の提示で入館・閲覧が可能となり、登録すれば貸出サービスも

享受できる。また、一般社会人に対しても開放しており、平成 26(2014)年より無料で利

用できるようにした。文学・語学分野の専門書においては、山口県立、下関市立、北九

州市立の 3 図書館をしのぐ充実度を誇る蔵書群が、市民に開架式で開放され、生涯学習

や趣味の教養を深めるための自学自習の機会を提供している。博物館では毎年、地元・

関門地域の文化を伝えるテーマの企画展示を行い、生涯学習受講生が一層地域の文化の

魅力に興味を持つよう工夫している。【資料 A-1-4】 

平成 26(2014)年 4 月にはアルスで使用する教室がある本館の 1 階学生ホールと、5 階

の学生ラウンジの椅子・机をアクティブ・ラーニングに対応できるものに一新し、学生

とアルス受講生（市民）との交流の場、アルス受講生のやすらぎの場へと進展させた。 

また、文部科学省の私立大学等教育研究活性化設備事業として採択されたことにより、

100 名以上の収容人数がある教室には、最新の AV 機器が整備され、PC 利用環境を充実

させた。これらはアルスの大人数の講座でも使用される教室で、学生教育のみならず、

アルスの講座においても、映像・音楽を利用した講義を展開できるようになった。【資料

A-1-5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開セミナー授業風景 
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アルスでは、小倉公開講座秋季の部に、「関門おもしろ学」と称して、地域文化研究を

テーマとした講座群を北九州市立生涯学習総合センターとの共催で行っているように、

関門地域の文化への興味を持ち続ける機会を提供している【資料 A-1-6】。過去 5 年間の

実施状況は表 A-1-3 のようになっている。 

 

表 A-1-3 関門おもしろ学実施状況 

実施年度 開講数（回） 講座テーマ 受講者数（人） 

平成 21(2009)年度 5 女流文学の潮流 301 

平成 22(2010)年度 6 関門のミュージアム 353 

平成 23(2011)年度 6 関門海峡の歴史―その光と影 563 

平成 24(2012)年度 6 北九州の文化 いま・むかし 276 

平成 25(2013)年度 6 関門を訪れた人々 627 

 

本学内で開催される公開セミナーにおいても、金子みすゞ、平家物語、長州の古文書・

絵図、下関偉人列伝など、地域文化を学ぶ講座が設定されている。その中から、講師陣

による地域文化研究の成果もあらわれていて、みすゞ伝、壇ノ浦の戦い、映画興行史と

いった多彩なテーマで、著作や研究論文が発表されている。 

 一方、これらのアルスと文学部を中心とした地域貢献活動とは別に、本学では子ども

学部を中心とした子育て支援を通じての地域貢献活動を行ってきた。 

 その活動の一つとして、梅光多世代交流支援センターの活動がある。 

平成 17(2005)年に子ども学部が新設され、その付属施設として梅光多世代交流支援セ

ンターが梅光学院幼稚園に隣接して設置された。その主な目的は「「大学力」を積極的に

発信し、地域において世代を超えた人のつながりを作り出す」ことであると「梅光多世

代交流支援センター規程」に明記されている。【資料 A-1-7】 

 梅光多世代交流支援センターの主な業務は次の 7 つである。 

1) 子ども学部に関わる教育活動 

2) 子どもに関わる総合的な調査・研究 

3) 子育て支援 

4) 学生起業支援 

5) 地域との交流並びにボランティア活動 

6) 公開講座、セミナーの開催 

7) 会報の発行 

これらの活動を通して、子ども学部の学生は子どもや子育ての環境を肌で感じ、大学

での学びを子育ての現場で活用することによって実践力を身に付け、子育てする親や環

境づくりの手助けをしている。また教員は学生とともに調査・研究・実践を行うことに
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よって研究を深め、その研究成果を子育ての現場にフィードバックして子育てを支援す

ることにより地域に還元している。【資料 A-1-8】 

 またこの他の活動として、子ども学部の学生が月 1 回発行される下関市の市報「市報

しものせき」の中で、小・中学生向けの「しものせきキッズページ」の取材、編集をボ

ランティアとして担当している【資料 A-1-9】。このボランティア活動は、平成 22(2010)

年 5 月号から現在まで継続して行われ、平成 26(2014)年 2 月には下関市から感謝状が贈

られ、地域貢献活動として着実に根付いている。【資料 A-1-10】 

また、大学が県や市などの自治体が行う事業や活動に協力することは、大学が持つ知

的財産を社会に還元する方法の一つと捉える。本学では山口県、下関市および近隣の市

での審議会や協議会での委員に本学教員を参画させている。【資料 A-1-11】 

 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

全国的に注目されている生涯学習事業であるが、課題は学生教育とアルス講座との更

なる連携である。アルスを学生教育の場として周知し、新たな世代の受講生獲得と、認

知度を更に高める広報戦略を打ち出していく。 

また子ども学部の活動としては、2-4 の改善・向上方策でも触れたように、梅光多世

代交流支援センターを中心に、大学と地域社会をより結びつける連携活動を推進してい

く。 

 

A－2 社会連携活動の教育現場における有機的活用 

≪A－2 の視点≫ 

A-2-① 学生の教育カリキュラムとの連携 

（1）A－2 の自己判定 

基準項目 A－2 を満たしている。 

 

（2）A－2 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

本学には博物館学課程開講に伴い、昭和 59 (1984)年に地域文化研究所が設立された。

続いて平成 6(1994)年には、「梅光女学院大学付属資料館」が設置され、翌平成 7(1995)

年には山口県から博物館相当施設に認定された。平成 13(2001)年より「梅光学院大学博

物館」に改称された。昭和 59 (1984)年以来、本学は地域文化研究へのアプローチを重

視し、平成 6(1994)年以降は両施設を核に、本学が立地する関門地域の文化事象を中心

として、様々な研究調査を積み重ねてきた。その成果を建学の精神に則り、紀要掲載論

文や博物館展示の形で地域社会に公開した。研究成果は博物館学課程教育に活用され、

学芸員として近隣のミュージアムで活躍する卒業生を輩出するのに成果があった。平成

22(2010)年からは下関市立美術館の秋の特別展において学生ボランティアが募られ、本

学博物館学課程履修生を中心とした学生有志が毎年参加している。【資料 A-2-1】 

梅光学院生涯学習センター(アルス梅光)が設立され、教員の多くがアルス梅光の講師

となった。平成 14(2002)年に、前記「関門おもしろ学」講座が始まり、これがきっかけ

となり、平成 20(2008)年度、文学部日本文学科に「地域文化専攻」が設けられ、文学部・

国際言語文化学部向けの選択教養科目「関門学」を設置し、地元地域の文化を体系的に
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学ぶ関門学関連科目群が整備された。 

平成 19(2007)年に、山口県国際総合センターと包括的連携協定【資料 A-2-2】を結び、

以来、毎年秋季に「海峡ゆめタワー」通訳ガイド研修会(現在、「外国語ガイド実習」と

称す)を本学と山口県国際総合センターとの共催で行ってきた。これには関門学や地域で

の国際交流に関心を持つ、国際言語文化学部 2 学科の留学生・日本人学生を毎回定員 30

名で受け入れてきた。研修会(実習)の内容は、学内事前学習と現地踏査学習を経て、山

口県国際総合センター管轄施設「海峡ゆめタワー」での観光通訳ガイド実習に臨み、レ

ポートを提出するまでを集中講義化したもので、単位が与えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学は、平成 20(2008)年に「関門アートサミット～文芸の章～」を山口県国際総合セ

ンターとの共催で行い、地域在住の小説家(芥川賞もしくは直木賞受賞作家)3 名による

シンポジウムを開催して、200 名ほどの参加者の中には、創作活動に関心を持つ日本文

学科の学生も参加した。また、平成 19(2007)年から 2 年連続で、山口県国際総合センタ

ー管轄施設「海峡メッセ」で生涯学習講座「関門学講座」を開催した。 

また、平成 20(2009)年には国際言語文化学部選抜の学生 4 名が山口県国際総合センタ

ー職員と意見交換会を行い、そこで提案されたアイデアは「海峡ゆめタワー」運営に反

映され、それにより、タワー入場者数が増えるという結果を生んだ。【資料 A-2-3】 

 文学部日本文学科地域文化専攻では、前記関門学関連科目群を開講している。当専攻

では、映像メディアによって学生の地域文化への関心を高めるだけでなく、地域文化を

顕彰する映像作品の企画・制作に学生を巻き込むことで、有効なアクティブ・ラーニン

グを模索してきた。平成 19(2007)年には、映像制作に関心を寄せる学生を指導し、テレ

ビ山口主催「山口県ふるさと CM 大賞」にオリジナル CM を出品し、3 位相当の賞を受

賞した。これに刺激された他の学生を巻き込み、平成 20(2008)年、山口県文化振興財団

の補助のもと中編映像エッセイ「冴かへる」を完成させるに至った。【資料 A-2-4】 

 このことをきっかけに、本学には平成 20(2008)年に「映像制作サークル デジタル

／ヘブン」が立ち上がり、これが「放送研究部」と合併して、「放送研究(BBC)」クラ

ブとなった。平成 25(2013)年にはテレビ山口主催「山口県ふるさと CM 大賞」準グラン

プリ受賞作を制作した。現在、部員の多くは文学部と国際言語文化学部の学生から成っ

ている。 

 以上のごとく、本学の社会連携のための機関や文学部日本文学科を中心に、地域社会

 

「海峡ゆめタワー」通訳ガイド

研修会 
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の文化を掘り起し、そこに新たな魅力を発見して、地域振興に活かす試みが一定の成果

を見せてきた。 

 

（3) A－2 の改善・向上方策(将来計画) 

地域（関門地域を核に、広域では山口県域と北九州市をはじめとする北部九州域）で

の貢献活動の実効性、成果を求め、地域社会・地域住民の信頼を得ていく。産官学民に

よる社会連携をめざし、その活動が学生の人間的成長とキャリアデザインにもつながる

よう工夫していく。文系大学ならではの地域貢献・社会連携のありかたを模索して、そ

こに本学の特色をアピールしていく。これを全教職員が十分に認識し、一丸となって貢

献（連携）活動にあたることができるよう組織改革を行っていく。 

 

［基準 A の自己評価］ 

以上のように、本学は、大学の使命・目的を踏まえて、長きにわたり社会連携を進め

てきた。地域に公開したセミナーも参加人数が増加し、地域に根付いてきたと言える。

官との連携により、セミナー・シンポジウムを開催し、そこには本学学生も多数参加し、

大学教育の効果も現れてきている。今後は、梅光学院生涯学習センター「アルス梅光」

を核として全学を挙げて地域連携活動を進めていく。 
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【表 2－21】 附属施設の概要（図書館除く）   

【表 2－22】 その他の施設の概要   

【表 2－23】 図書、資料の所蔵数   

【表 2－24】 学生閲覧室等   

【表 2－25】 情報センター等の状況   
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【資料 2-6-20】 インターナショナルデー 資料 2-6-14 と同じ 

【資料 2-6-21】 

HP 東アジア言語文化学科学外スピーチコンテスト結果 

http://www.baiko.ac.jp/university/department/ 

language/asia/speech 

 

【資料 2-6-22】 

HP 留学レポート（短期留学）

http://www.baiko.ac.jp/university/ 

international/abroad/chinese/1st  

 

【資料 2-6-23】 

HP 留学レポート（長期留学）

http://www.baiko.ac.jp/university/ 

international/abroad/mine/koreanreport2 
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【資料 2-6-24】 模擬授業会実施計画  

【資料 2-6-25】 梅光学院大学大学院「大学院生による授業評価」アンケート  

【資料 2-6-26】 
学生生活の充実度資料（全国大学生活協同組合連合会調査） 

『大学ランキング 2015』 
資料 1-2-1 と同じ 

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 学生便覧 2014 年度 12～14 頁 資料 F-5 の写し 

【資料 2-7-2】 梅光学院大学生協 2014 年度役員名簿  

【資料 2-7-3】 梅光学院 スタージェス寮規程  

【資料 2-7-4】 2013 年度スタージェス寮運営会議議事録  

【資料 2-7-5】 
平成 25 年度 学生支援活動報告：学生支援センター（コン

シェルジュ関係） 
 

【資料 2-7-6】 学費・奨学金のご案内   

【資料 2-7-7】 学費・奨学金のご案内 5 頁 資料 2-7-6 と同じ 

【資料 2-7-8】 梅光学院大学保護者会課外活動等育成費供与決定について  

【資料 2-7-9】 2014 年度学生相談及び学生支援体制  

【資料 2-7-10】 
特別な配慮を要する学生に対する基礎教育科目に関する学習

支援について 
 

【資料 2-7-11】 
2014 年度梅光 FMC in 西長門の実施と Buchi サポーター養

成について 
 

【資料 2-7-12】 2014 年度 ピアサポート実行計画表  

【資料 2-7-13】 STOP!HARASSMENT  

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 梅光学院大学 教員選考に関する手続  

【資料 2-8-2】 梅光学院大学 昇任規程  

【資料 2-8-3】 梅光学院大学 昇任規程に関する内規  

【資料 2-8-4】 梅光学院大学学生による授業評価アンケート 2013 年度前期 資料 2-6-1 と同じ 

【資料 2-8-5】 2013 年度前期授業評価アンケート報告書 資料 2-6-2 と同じ 

【資料 2-8-6】 大学案内 2015 6～7 頁 資料 F-2 の写し 

【資料 2-8-7】 大学案内 2014 26～27 頁 資料 F-2 の写し 

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 
HP 梅光学院大学アクセスマップ 

http://www.baiko.ac.jp/university/outline/access 
 

【資料 2-9-2】 
HP キャンパスマップ 

 http://www.baiko.ac.jp/university/campus/map 
 

【資料 2-9-3】 博物館に相当する施設の指定について  

【資料 2-9-4】 山口県大学 ML(Museum・Library)連携事業報告  

【資料 2-9-5】 UMM 連携企画巡回展 「記憶をつなぐ」  

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 梅光学院常任理事会規程  

【資料 3-1-2】 梅光学院経営諮問会議規程  

【資料 3-1-3】 学校法人梅光学院監事名簿  

【資料 3-1-4】 2013 年度礼拝出席数  

【資料 3-1-5】 顧問契約書  

【資料 3-1-6】 2013 年度冷房の使用・照明、暖房・照明の使用  

【資料 3-1-7】 シラバス 「子ども未来学演習Ⅰ」「子ども未来学演習Ⅱ」  

【資料 3-1-8】 
梅光学院大学セクシャル・ハラスメントの防止と対策に関す

る規則 
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【資料 3-1-9】 平成 25 年度年間学生相談室利用状況（3 月 31 日現在）  

【資料 3-1-10】 梅光学院育児休業に関する規則  

【資料 3-1-11】 梅光学院介護休業に関する規則  

【資料 3-1-12】 梅光学院個人情報の保護に関する規程  

【資料 3-1-13】 
HP 梅光学院大学情報公開

http://www.baiko.ac.jp/university/information 
 

【資料 3-1-14】 
HP 財務情報

http://www.baiko.ac.jp/university/outline/financial 
 

【資料 3-1-15】 学校法人梅光学院 事業報告書の閲覧に関する内規  

【資料 3-1-16】 学校法人梅光学院 積極的な情報公開に関する内規  

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 梅光学院 理事会業務の取扱いに関する規程  

【資料 3-2-2】 役員名簿 資料 F-10 と同じ 

【資料 3-2-3】 梅光学院 常任理事会規程  

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 

【資料 3-3-1】 梅光学院大学 大学運営会議規程  

【資料 3-3-2】 梅光学院大学 合同教授会規程  

【資料 3-3-3】 梅光学院大学 学部教授会規程  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人梅光学院寄附行為 資料 F-1 と同じ 

【資料 3-4-2】 梅光学院 理事会業務の取扱いに関する規程 資料 3-2-1 と同じ 

【資料 3-4-3】 梅光学院 学院長業務の委任に関する規程  

【資料 3-4-4】 役員名簿 資料 3-2-2 と同じ 

【資料 3-4-5】 梅光学院 経営諮問会議規程  

【資料 3-4-6】 学校法人梅光学院寄附行為 資料 F-1 と同じ 

【資料 3-4-7】 学生支援サポートグループ会議  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 梅光学院 組織規程  

【資料 3-5-2】 梅光学院 事務分担規程  

【資料 3-5-3】 人事考課表  

【資料 3-5-4】 梅光学院 教職員奨学金規程  

【資料 3-5-5】 2013(平成 25)年度 MS の研修一覧  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 2013 年決算および監査報告書に関する件  

【資料 3-6-2】 学生等募集一覧表  

【資料 3-6-3】 平成 24 年 11 月 26 日理事会資料：財務予想表  

【資料 3-6-4】 梅光学院の改革と学院改革室の設置  

【資料 3-6-5】 学院全体の財務状況について  

【資料 3-6-6】 2012 年 3 月 6 日臨時理事会資料：組織改革について  

【資料 3-6-7】 梅光学院概略収支表（大学院・大学）、（法人合計）  

【資料 3-6-8】 2013 年決算および監査報告書に関する件 資料 3-6-1 と同じ 

【資料 3-6-9】 設置に係る事前相談の結果について  

【資料 3-6-10】 マネジメントスタッフ人事制度改定説明会資料  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 梅光学院経理規程  

【資料 3-7-2】 
HP 財務情報 

http://www.baiko.ac.jp/university/outline/financial 
資料 3-1-14 と同じ 

【資料 3-7-3】 監査契約書（平成 25 年度）  

【資料 3-7-4】 独立監査人の監査報告書（平成 25 年）  
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【資料 3-7-5】 公認会計士監査時間通知書（平成 26 年）  

【資料 3-7-6】 公認会計士コミュニケーション実施通知書（平成 26 年）  

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 2013(平成 25)年度の総括のお願い  

【資料 4-1-2】 2013(平成 25)年度 梅光学院大学教員自己評価シート  

【資料 4-1-3】 研究業績報告書  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 授業評価アンケート用紙 資料 2-6-1 と同じ 

【資料 4-2-2】 2013 年度前期授業評価報告書 資料 2-6-2 と同じ 

【資料 4-2-3】 授業評価アンケート集計結果サンプル 資料 2-6-3 と同じ 

【資料 4-2-4】 2013 年度新入生アンケート 資料 2-1-13 と同じ 

4-3．自己点検・評価の有効性 

基準 A．社会連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

【資料 A-1-1】 2013 年度アルス梅光パンフレット  

【資料 A-1-2】 梅光学院生涯学習センター（アルス梅光）活動報告書  

【資料 A-1-3】 アルス梅光小倉公開講座ちらし  

【資料 A-1-4】 梅光学院大学博物館の展示活動一覧  

【資料 A-1-5】 平成 24 年度私立学校施設整備費補助金の額の確定通知書  

【資料 A-1-6】 関門おもしろ学ちらし  

【資料 A-1-7】 梅光学院大学子ども学部 梅光多世代交流支援センター規程  

【資料 A-1-8】 大学案内 2014 53 頁  

【資料 A-1-9】 市報しものせき 平成 26 年 4 月号 28 頁  

【資料 A-1-10】 市報しものせき 平成 26 年 4 月号 26 頁  

【資料 A-1-11】 公的機関における活動（研究団体・各種協会・審議会など）  

A-2．社会連携活動の教育現場における有機的活用 

【資料 A-2-1】 梅光学院大学×下関市立美術館ワークショップ  

【資料 A-2-2】 
梅光学院大学と財団法人山口県国際総合センターとの包括的

連携協力に関する協定書 
 

【資料 A-2-3】 山口新聞、読売新聞 平成 21(2009)年 8 月 29 日記事  

【資料 A-2-4】 冴かへる（デジタルヘヴンちらし）  

 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 


