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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

1.人間文化学部 英語英文学科 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 2012（平成 24）年度に向けて、人間文化学科との人間文化学部共

通教養科目案を作成 

2. 2012（平成 24）年度に向けて、英語英文学科のカリキュラムの改

正の検討 

3. 英語英文学会との共同主催による講演会を実施 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 人間文化学科と共に人間文化学部を魅力的にすることを検討 

              （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 英語英文学科のそれぞれの専門の科目を階層的に整えるための

検討            （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 人間文化学部の共通教養科目が、人間文化学科の協力により、完

成段階に入る。あとは他の科目との調整の仕事が残っている。こ

れで初年度教育の科目が用意できることになる。 

2. 英語英文学科のカリキュラムの簡素化に取り掛かっているが、も

う少し科目を減らすことが次のステップである。これでそれぞれ

の専門も段階的になり、学生側からすると達成感が感じられると

思う。 

3. 11 月 5 日（金曜日）、英語英文学会と共同で増田明美氏講演会を

開催し、約 150 名の来聴者があった。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. もう少し出口をはっきりさせるために人間文化学部としてプロ

グラムを考えている。エアーラインプログラムをモデルに資格、

職業へ向けた幾つかのプログラムを設けたい。 

2. 他の学科（特に人間文化学科）の科目を取りやすくするための準

備が必要である。  

評価専門部会 

からの評価 

カリキュラム改正の完成を目標に、人間文化学科と連携しての努

力を評価する。エアーラインプログラムに続く新プログラムの開発

が、資格取得、就業に連動するように構築されることを期待する。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

2.人間文化学部 人間文化学科 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 学生の単位履修が計画的系統的に行われるよう、丁寧で分かりや

すい指導を期す。 

2. 教員の研究活動をいっそう活発化させるため、具体的目標を掲げ

て取り組む。 

3. 学科開設 10 周年行事を成功させる。  

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 学生のニーズや現代的課題を考慮し、カリキュラムを改善し、教

育の質の向上を目ざす。   （達成年度 2011（平成 23）年度）

2. 研究活動の活発化を図る。  （達成年度 2011（平成 23）年度）

3. 新任教員の採用により、学科教員の年齢構成適正化を図る。   

（達成年度 2011（平成 23）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

単年度の課題・事業計画については、おおむね達成できたが、中

期計画については、なおひきつづいて取り組む必要がある。以下、

個別に記す。 

2010（平成 22）年度の課題と事業計画に関する取り組み状況 

1. 学生の単位履修については、4 月に 2 度にわたるオリエンテーシ

ョンを開き、個別相談も含む丁寧な指導を行っている。とくに、

次年度履修の学科必修科目については、12 月にクラス分けの説明

会を開き、計画的系統的な単位履修が行われるように配慮した。

履修に関する個別相談は、担任教員や資格課程担当教員が逐次行

っているが、学科として一斉に個別相談日を設けるなど、改善の

余地はあるかもしれない。 

2. 教員の研究活動については、本年度新たに科研費申請が採択され

た教員があり、学科教員 12 名のうち 6 名が同補助金に関与して

いることになり、きわめて高い受給率である。学科・専攻共催の

公開講演会や研究会の開催、ブックレットの刊行等、学科内の研

究活動は活発に行われている。ただし、科研費申請を全教員が行

ったわけではなく、次年度以降の課題とすべきである。また研究

活動の具体的目標は個々の教員が内々に掲げているが、点検対象

とするには、その明示化が必要かもしれない。 

3. 学科開設 10 周年行事は、10 月 31 日に同窓会と共催で記念コンサ

ートを行い、60 名の出席者を得て、一応成功を収めたと言えよう。

同時に、学科の沿革をまとめた 10 周年記念誌を 1,000 部発刊し、

今後の広報活動にも活用したい。 

中期計画に関する取り組み状況 
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1. カリキュラム改革については、2012（平成 24）年度施行に向けて、

鋭意検討しているところで、一層の学びやすさを追求すべく、学

科領域を「日本語と日本文化」「多文化理解」「芸術と思想」「読

書と情報の文化」に細分化するとともに、英語英文学科と共同で、

学部共通必修科目「学びの扉」を新設する予定である。また就業

力育成の観点からは、学科独自に「キャリアチャレンジプログラ

ム」を設定し、1 年次から学生個々の就業力や進路についてきめ

細かい指導を行う。課題としては、学部全体としての今後の動向

に不確定な側面があり、長期的展望を見定める必要があろう。 

2. 研究活動の活発化については、上記のごとく、順調に成果が上が

っている。全教員の科研費申請を来年度は是非実現したい。 

3. 来年度からの西洋美術担当教員として、年齢 30 代の専任講師を

採用することが決まり、学科教員年齢構成の適正化に向け、大き

く前進したと言える。  

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 学生の単位履修については、担当教員との連絡が疎遠になりがち

な 2 年次生を中心にいっそう指導を強化する余地がある。学科と

して一斉に個別相談を行うなど、何らかの取り組みを検討する。

2. 科研費申請を学科全教員が行うために、申請期間中の連絡・点検

を強化する。また、学科主催講演会や研究会を複数回行い、研究

活動の活発化を図るとともに、ブックレット刊行も継続して行う。

3. 今年度終了行事であり、改善点はない。「開設 10 周年記念誌」を、

今後の広報活動に活用する。 

中期計画 

1. 2012（平成 24）年度のカリキュラム改訂に向けて、内容を点検し、

遺漏がないようにするとともに、分かりやすい広報活動にもつな

がるよう、パンフレット等を作成する。新たに人間文化学部共通

科目が設定される予定であるが、その詳細は、なお今後の検討課

題である。 

2. 研究活動の活発化については、本学科は模範的と言えるが、さら

なる成果を上げるべく、取り組む。 

3. 次年度以降も、新任教員人事があれば、40 歳前後の若い教員を採

用する方向で臨む。 

評価専門部会 

からの評価 

 「学生が一層学びやすい単位履修やカリキュラム改革」に取り組

もうとする姿勢は評価できるが、資料やデータとして何を学生に呈

示または対応するのか、より具体的かつ客観的な枠組みの設定が必

要である。そうすることでその取り組みの効果が客観的になり、そ

の資料やデータの推移を明文化していくことが可能となる。 

 学科独自のキャリアプログラムを設定することは特に評価でき

る。これも具体化を期待したい。また教員の研究活動についての取

り組みも高く評価できる。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

3.生活福祉文化学部 生活福祉文化学科 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 外部向け事業 

外国人留学生三年次編入生および英語特色 AO 入学生の受け入れ

開始 

2010（平成 22）年 5 月 15 日（土）13:30～16:00「生活福祉文化

学部公開セミナー」 

第 1 部：高齢者の食生活 

（嚥下障害食とその物性を調整する素材） 

（とろみづけとしての米粉の利用） 

第 2 部：みやこの名産と商いファッション 

講演と同時開催 生活福祉文化学部入学何でも相談コーナー 

（高校生と保護者対象） 

2010（平成 22）年 6 月 5 日（土）13:30～16:00 

「女子高校生のための学びの体験」（食べ物の話題いろいろ）

（障いとは何だろう）（子どものまわりは危険がいっぱい）

2. ライフデザイン領域 

既存の衣食住の 3 本柱に加え、学部設立時から「京都」をキーワ

ードにした衣食住関連の科目展開を試み、この総仕上げとして

「京都生活産業実習」科目が軌道に乗り出している。内容に関し

ては試行錯誤中であるがさらに充実したものにする。 

女性の起業家を育てるための関連科目も完成年度を迎えるにあ

たり、卒業後の就業につなげるよう指導していく。 

3. ソーシャルワーク領域 

社会福祉士養成実習集中セミナー（3 年次生対象）を行う。 

前年度同様、新カリキュラムに対応しながら前期・後期にかけて、

社会福祉士国家試験合格率アップを目標に掲げ、受験対策講座や

勉強会等を開催する。 

前年度同様、2010（平成 22）年 6 月に 3・4 年次生対象に、社会

福祉士実習施設職員・学生・教員による実習報告会を開催する。

精神保健福祉士養成について、本学部改組以降初めて実際に現場

実習（4 年次生対象）を行う。 

前年度同様、全学部学生対象のホームヘルパー養成講座を開く。

4. 保育士養成課程 

保育士養成課程オリエンテーションキャンプを継続して実施する。

本年度、保育士養成課程修了学生が出ることから、保育士登録に
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関するオリエンテーションを実施する。 

北山ふれあいセンター内にある知的障害児通園施設「ポッポ」と

の連携協力事業に積極的に関与させる。具体的には、保育士養成

課程履修生による行事参加、遊びの企画・提供などを行う。 

4 年次生については、課程を修了するにあたって、学びの成果を

発表する「保育士養成課程卒業発表会」を開催する。4 年次生で

実行委員会を構成させ、その開催準備にあたる。 

保育士養成課程が 2～4 年次生まで揃う年度であることから一堂

に会するイベントとして「保育士養成課程スポーツナイト」と銘

打って、異学年の交流を深めること及び基礎技能体育の学びを生

かした実践力、企画力を向上させる機会を計画している。この企

画は 3 年次生を中心に運営することを予定している。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

学部完成年度 2010（平成 22）年度を迎え、幼保一元化を視野に入

れた学部の改組に向けてカリキュラムの効率化その他受験生確保の

ための改革をワーキングチームで検討する。 

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 外部向け事業 

外国人留学生 3 年次編入生および英語特色 AO 入学生の受け入れ

を開始したが、本年度の受験生はなかった。 

2010（平成 22）年 5 月 15 日（土）「生活福祉文化学部公開セミナ

ー」を開催した。（参加者 156 名） 

2010（平成 22）年 6 月 5 日（土）、第 1 回目初夏のオープンセミ

ナーを実施した。 

2. ライフデザイン領域 

「京都生活産業実習」（履修生 7 名）の授業内容に関しては昨年

同様、試行錯誤中であるがさらに充実したものを目指している。

女性起業家育成のための関連科目「女性起業論」（履修生 50 名）

も完成年度を迎えるにあたり、卒業後の就業につなげるよう指導

したが、就職氷河期にあって成果をみるに至らなかった。 

3. ソーシャルワーク領域 

2010（平成 22）年 5 月 22 日、社会福祉士養成実習集中セミナー

を実施した。（参加学生 17 名、教員 4 名） 

社会福祉士国家試験受験対策講座および勉強会の実施。 

前期 2010（平成 22）年 6 月 9 日から 7 月 21 日 

担当:専任教員   受験科目（19 科目）について（受講生 15 名）

後期 2010（平成 22）年 10 月 1 日から 12 月 8 日 

担当:専門機関の講師 受験科目について（受講生 29 名） 

さらに、全国統一模擬試験の受験を体験し、1 月すべての日曜日

に直前対策講座を実施した。（受講生 18～23 名） 

2010（平成 22）年 6 月 10 日（木）、社会福祉士実習施設職員・学

生・教員による実習報告会を実施した。 

第 1 部:学生報告 3 年次生 17 名、4 年次生 33 名。（発表者 16



- 6 - 
 

名を含む） 

第 2 部:学生による実習発表、現場指導者の助言、指導教員の

コメント 参加者は、現場実習指導者 30 名（発表者 3

名を含む） 

第 3 部:実習教育三者懇談会  参加者は 17 名 

2010（平成 22）年 12 月 9 日、精神保健福祉士養成現場実習報告

会を開催した。（参加者は教職員、学生を含め 24 名） 

ホームヘルパー養成講座を全学部の学生を対象に開催した。 

4. 保育士養成課程 

2010（平成 22）年 4 月 8 日、保育士登録に関するオリエンテーシ

ョン、6 月 10 日には保育士養成課程オリエンテーションキャンプ

を実施した。 

北山ふれあいセンター内にある知的障害児通園施設「ポッポ」と

の連携協力事業に積極的に関与した（月 1 回） 

2010（平成 22）年 9 月 30 日、「保育士養成課程スポーツナイト」

を開催した。 

2011（平成 23）年 3 月 8 日、「保育士養成課程卒業発表会」を開

催した。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 外部向け事業 

外国人留学生 3 年次編入生および英語特色 AO 入試については、

広報に努めなければならない。 

講演会、学部主催の初夏のオープンセミナーを開催するにあたっ

ては、全学的な日程調整の必要性に迫られている。 

2. ライフデザイン領域 

「京都」をキーワードにした「京都生活産業実習」および、女性

起業家育成関連科目は、今後、キャリアサポートセンターなどと

連携を深めた授業展開をしなければならないと考える。 

3. ソーシャルワーク領域 

社会福祉士および、精神保健福祉士養成への取り組みが積極的に

行われたが、今後とも社会福祉士および、精神保健福祉士国家試

験合格率アップをめざすことが不可欠である。 

4. 保育士養成課程 

保育士養成課程を履修する学生にあっては、子どもに関わる専門

職として、就職などの機会も多く恵まれている資格であることか

ら、今後、履修者の増加を図っていきたい。 

評価専門部会 

からの評価 

 ライフデザイン領域、ソーシャルワーク領域とも各領域の特色を

生かした学生育成および就業につながる積極的な取り組みは評価で

きる。今後、いっそう充実した対策により、実を結ぶことを期待す

る。 

 昨年度同様、「北山ふれあいセンター」との連携による社会貢献は

高く評価する。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

4.心理学部 心理学科 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 入学者および編入学者の定員充足率向上に向けて、改善に取り組

む。 

2. カリキュラムを再検討し、キャリア教育のより一層の充実を図

る。 

3. 4 年次生の年間履修単位の上限について検討する。 

4. 心理学部の教員選考基準を整備する。 

5. 心理学部独自の社会貢献のあり方を検討する。  

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 各専攻における学生定員と在籍学生数の適正化に向けて、改善方

策を検討する。       （達成年度 2014（平成 26）年度）

2. 教育改善への組織的な取り組みを行う。 

              （達成年度 2014（平成 26）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 高校訪問や出張模擬授業など広報活動に努めたことにより、2011

（平成 23）年度入試においては、志願者・受験者・入学予定者

数が昨年の同時点に比べてやや増加している。入学者の定員充足

率向上と教育改善への取り組みとして、3 専攻の改編、入学者の

募集方法の改善、カリキュラムの工夫について検討を重ねてお

り、心理学部改革案を作成中である。また、3 年次編入生をサポ

ートするため、編入生一人一人にサポート・チーム「Cocoro．（こ

ころ）」を結成した。専門教職員（5～6 名程度）と院生スタッフ

のチームにより、3 年次編入生の学生生活と進路をサポートでき

る環境を整えるよう取り組んだ。さらに、このことを周知するチ

ラシを作成して短期大学・専門学校に配布し、定員充足率向上を

目指した。現時点では編入学者の大幅な増加に至っていないが、

事前相談時にこの取り組みに対する評価を得ている。 

2. キャリア教育の一環として、新たな資格取得を支援するためのカ

リキュラムを検討した。発達心理専攻と臨床心理専攻で産業カウ

ンセラー受験資格を取得できるカリキュラムを設定した。また、

発達心理専攻・学校心理専攻・臨床心理専攻のすべてにおいて、

児童指導員、児童心理司、児童福祉司の任用資格を取得できるよ

うに整備した。 

3. 2011（平成 23）年度入学者より、4 年次生にもキャップ制を適用

することとし、4 年次生の履修登録単位数の上限を年間 50 単位

（前期 26 単位、後期 26 単位）に設定するよう改善した。 

4. 「京都ノートルダム女子大学心理学部教員選考内規」を制定し、
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心理学部を担当する専任教員の採用・昇任に関する選考基準と選

考方法を明文化した。これにより、心理学部の専門性に基づいた

教員の選考を行う体制が整備された。 

5. 心理学部独自の社会貢献として、次の事業を実施した。 

(1)9 月 25 日（土）に「子どものやる気と好奇心を育てる」と題

する公開講座を主催した。心理学部の教員 2 名が講師を務め、

各自の専門領域に関する講演を行い、約 110 名の参加者を得

た。また、10 月 23 日（土）に「現代若者のココロとコミュ

ニケーション」と題する公開講座を心理学研究科と共催し、

約 80 名の参加者を得た。これらの講座は「京の府民大学講座」

として登録された 

(2)心理学研究科および心理臨床センターとの連携のもと、こが

もクラブ特別プログラム「自然と遊ぼう！9」を 10 月 24 日（日）

に共催した（5 月 23 日（日）に企画した「自然と遊ぼう！8」は

荒天のため中止となった）。これは子育て支援の一環としての

取り組みで、29 家族 84 名の親子（子どもは 0 歳から 12 歳ま

での 49 名）が参加した。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 入学者および編入学者の定員充足率向上に向けて、改善方策を引

き続き検討する。 

2. カリキュラムを再検討し、キャリア教育をより一層充実させるよ

う取り組む。 

3. 心理学部独自のオープンキャンパスを実施し、心理学部の内容と

特徴を受験生および保護者により深く知っていただく取り組み

をする。 

4. 心理学部独自の社会貢献をさらに発展させることを目指す。  

評価専門部会 

からの評価 

2011（平成 23）年度入学者より、他学部同様、4 年次生の履修登

録単位数の上限を年間 50 単位（前期 26 単位、後期 26 単位）に設定

したことを評価する。 

3 年次編入生のための支援体制の整備も評価できる。次年度以降

の編入学者の増加を期待したい。 

キャリア教育の一環としての資格取得支援に加え、カリキュラム

の一層の充実を目指した努力が望まれる。 
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                                       5 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

                

5.人間文化研究科 応用英語専攻 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 大学院入学者の確保 

2. 大学院入学試験時期や広報の検討 

3. カリキュラムの見直し 

4. 修士論文指導方法の検討 

5. 研究室を含む研究環境の検討 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. カリキュラムの大幅な見直し  （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 研究環境の改善        （達成年度 2012（平成 24）年度）

3. 博士課程の可能性についての検討 

（達成年度 2015（平成 27）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 大学院入学者確保のためにチラシを作成し、同窓会会員や英語英

文学科の 4 年次生に配布するなど広報に努めた。その結果 1 期受

験者はゼロであったが、2 期では 3 名になった。今回、長期履修

制度を利用する小説家の受験生や、外国人の受験生もあった。今

後は幅広く学生を確保するために制度改革が必要であると思う。

たとえば、現役の教員が 1 年間で修了できるようなプログラムや

主婦が長期履修できる制度などを考えていきたい。 

2. カリキュラムの検討をした。 

3. パソコンの増設など研究室の研究環境を改善するために努力し

た。 

4. 大学院研究指導担当資格判定基準について検討した。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 幅広い学生確保のために制度改革をしたい。たとえば、学部生の

取り込みとして、4 年次から大学院の一部科目を解放したり、社

会人のために 1 年で修了できるプログラムなども提供できるよう

検討したい。 

2. 大学院研究指導担当資格判定基準について規定を整備したい。 

評価専門部会 

からの評価 

 大学院入学者の確保について、広報への努力は分かるが、さらに

研究そのものと、キャリアや進学等との関連をより具体化する必要

があるといえる。カリキュラムの見直しも、どのような視点に立っ

て学生のニーズや研究者の養成に応えていくのか、量的だけではな

く、質的な観点からも具体化が望まれる。 
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                                        6 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

6.人間文化研究科 人間文化専攻 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 論文作成指導体制の一層の充実化をはかる。 

2. 院生の研究環境の充実化をはかる。 

3. 院生の学際領域への覚醒として、他専攻との研究交流を助長す

る。 

4. 大学院のカリキュラムを再検討する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 国内の教育・研究交流の推進をはかる。 

（達成年度 2011（平成 23）年度）

2. 国際交流を推進する。         （達成年度 2011（平成 23）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

例年、入学直後のオリエンテーションでは、新入生に対して人間

文化専攻の研究の諸理念とそれに基づき編成されたカリキュラム概

要や教学のスケジュールを詳しく説明している。2009（平成 21）年

に策定の「課題と事業計画」を継承した 1．論文作成指導体制の一層

の充実化と 2．院生の研究環境の充実化は、さらに改良すべく取り組

んでいる。 

1．上記オリエンテーションにおいて新入生に説明し理解させるにと

どまらず、本専攻の研究指導の核として引き続き充実化を図って

きた。結果として当然のことではあるが、今年度は M2 生の 2 名

の両方が修士課程を無事終了した。 

2．院生スタディールームに足を運び院生の声をくみ上げ、まず室内

のアメニティー面での改良に努めた。しかし、院生の研究に直接

関係するコンピュータの数はいまだ十分ではなく、逼迫予算の渦

中ではあるが今後も院生 1 人につき 1 台コンピュータが自由に使

用できるよう予算折衝をつづける。また、本専攻の研究の特質で

ある資料精査の重要性に配慮して、来年度予算でも院生 1 人につ

き 1,000 枚までのコピー使用を認める回答を得た。 

3．他専攻との研究交流では、人間文化研究科全体のシラバス改良作

業の一環として、従来より大きな交流の機運が生じたと言える。

本研究科の 3 専攻科間ですべて双方向の履修が可能になり、シラ

バスに明記されていれば、他専攻の学生しか受講者がない場合

でも、開講することも決定され、今後は少なくとも本研究科間

での院生の学際領域への覚醒を促す契機になることが期待され

る。 

4．大学院のカリキュラムは、再編成に向けて、目下、検討作業を続

行しており、再編検討の中核として、本専攻が目指す研究の本質
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の明確化を図っている。社会の現況では、大学院の修了後につい

ても「出口保障」が強く望まれており、本専攻大学院のカリキュ

ラムにも、職業を意識したものと研究を意識したものの両立の要

素を織り込むことを視座にして再編作業を進めている。その過程

で、今後、単に新しい資格課程設置の努力をするだけでなく、検

討中のカリキュラムが、資格取得者の現実的な職業選択にも資す

るものになることを考慮して、再編をさらに進める。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1．修士論文指導への副指導教員のさらなる有機的な関わり方を模索

していく。 

2．本専攻の研究の根底をなす文献資料精査の重要性については院生

たちにくり返し述べていることでもあるので、予算という基本的

なところでこのことの認識が途絶えないように努力をつづける。

3．学部カリキュラムにおいては、学際的な視野が決して十分とは言

えないが、今後は、教員にも横断的な研究を奨励し、科研にも応

募することでその種の研究プロジェクトを計画するように努力

する。 

4．充実した学部カリキュラムおよび教育に基づいて、研究への意識

と将来の職業への意識が有機的に両立する方向を探る。 

評価専門部会 

からの評価 

 論文指導体制の充実化および院生の学際領域への覚醒といった課

題は、大いに評価できるが、その具体策と定員充足との関連が資料

やデータとして見える形で融合することが期待される。また研究プ

ロジェクトのキャリア形成への努力が、見える形で現実化するよう、

更なる取り組みを期待する。 
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                                        7 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

7.人間文化研究科 生活福祉文化専攻 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 自己点検・評価（認証評価）の結果を踏まえて、改革を推進する

ための体制を検討する。 

2. 入学定員の充足に向けて、広報戦略などの方策を検討する。 

3. カリキュラムを見直し、独自性を追求する。 

4. 学位授与審査基準を大学院の学則に明示する。 

5. 公開講座など、大学院独自の社会貢献のあり方について検討す

る。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. カリキュラムの見直しをして、専攻で養成する人材についての方

向性を定める。        （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 大学院独自の社会貢献のあり方について検討する 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 生活福祉文化専攻の改革を推進するための体制として、専攻会議

の運営メンバーを組織し、そこで改革のための議案を検討する。

この運営会議は当初専攻会議を運営するために組織されたもの

であったが、そこで改革の新たなアイデアや従来の方向性の問題

点を挙げ、議論を重ねることでたたき台を作成して、専攻会議に

提案する。結果として、大変活発な議論ができ、新しい取り組み

を取り入れることができた。 

2. 広報戦略として、専攻独自の「大学院ガイド」を作成し、専攻全

体の方針を始め、担当教員の研究領域の内容の説明や、専攻で学

べることを解説している。また、同窓会において専攻独自のパン

フレットを配布し、卒業生に対してリカレント教育を広報してい

る。ホームページでは、専攻独自の大学院ガイドの内容と連動さ

せ、担当教員の研究と講義内容を分かりやすく示している。同窓

会からの問い合わせなど反応もあり、ホームページによる効果も

かなり見られている。 

3. カリキュラムの見直しとして、本専攻は、健康生活文化領域と生

活福祉領域から構成されているが、基本的な構成は崩さず、それ

ぞれの領域で取り組む。健康生活文化領域では、生活文化特論以

外のオムニバスの講義を単独の担当として科目を増やし、学部で

学んだことをより専門的に継続して学べるようにした。また、こ

れにより、学部から進学しやすくなるという効果も期待してい

る。生活福祉領域では、高齢者福祉・精神福祉・子どもの福祉・

スピリチュアルを 4 本柱として、従来の領域の内容を拡充させる。



- 13 - 
 

また、学部の保育士養成課程と連動させて、子どもの福祉をより

専門的に研究するために、平成 23 年度より「子どもの健康福祉

特論」の科目を配置する。 

4. 学位授与審査基準について、大学院要覧に以下のように記載して

いる。 

「１ 学位論文及び 終試験においては、次に掲げる観点から審査

を行う 

(1) 生活福祉文化専攻所定の単位を修得していること 

(2) 本専攻で得た生活と福祉の知識、技能、技術などの知見を生か

して、総合的、複合的に駆使できる高度な専門性及び課題解決

能力を有していること 

(3) 学位論文として、以下の項目のすべてを満たしていること 

ア 研究テーマの独創性、問題意識の明確さ、方法論的な一貫性、

先行研究との関連を含む論考等について、充分な論述がなさ

れていること 

イ 研究論文にふさわしい文章表現がなされていること」 

5. 大学院独自の社会貢献として、専攻主催の公開講座の開催を計画

している。これにより、学際的な発信ができ、地域の人々がこれ

らの情報により、生活の中で実践的に生かしていければ、有意義

な社会貢献が出来るものと考える。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 運営会議での議論をできるだけ情報を集めて密度をあげること

で、専攻会議自体が充実し、専攻が改革しやすくなると考える。

2. 広報戦略としては、引き続き「大学院ガイド」と「同窓会へのパ

ンフレット配布」、学部学生への大学院勧誘、とくに教職課程の

学生への勧誘を積極的に行う。 

3. カリキュラムの見直しについては、2 領域で引き続き検討する。

とくに生活福祉領域で科目の見直しを行っていく。 

4. 学位授与審査基準を学則に明記することが出来ていないので、早

急に実現させる。具体的には、学位規程に以下の文言を記載して

いくように進めている。 

「（学位授与審査基準の明記等） 

第 7 条 大学院修士課程は、学生に対して、授業及び研究指導の

方法及び内容並びに 1 年間の授業及び研究指導の計画をあらかじ

め明示する。 

2 修士課程は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了 

の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に

対して、その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従

って適切に行う。」 

また、シラバスの特別研究の評価内容を、学位規程と連動させ、

具体的な割合の明示を行うようにしていく。 
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5. 6 月の大学院説明会に合わせて専攻主催の公開講座を計画してい

る。今後、内容の詳細を詰めていく必要がある。 

評価専門部会 

からの評価 

学位授与審査基準については大学院要覧にすでに記載しており、

さらに学則に明記するための作業を現在進めていることを評価す

る。これらの改善により、学位論文審査の一層の客観性と厳格性の

確保を望む。 

公開講座の定期的な開催により、専攻の特色をより生かした地域

貢献の実現を期待する。 
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                                       8 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

8.心理学研究科 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 授業評価あるいは教育評価のあり方を検討・実施し、FD に対する

意識を高める様さらに努める。 

2. 大学院研究指導担当資格について明文化する。 

3. 心理学部との一貫教育における教職課程の位置づけを明確にす

るための検討を行っていく。 

4. 公開講座など大学院独自の社会貢献を継続・発展させていく。 

5. 博士後期課程の充足率を高めるための方策を引き続き検討する。

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 国外の大学・研究機関との組織的継続的な教育研究交流につい

て、その目的を明確にし、実施に向けての具体的な検討を行って

いく。            （達成年度 2013（平成 25）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 今年度は、従来の施設面を対象にした教育評価アンケートを廃止

し、授業ごとに授業の質的な側面に対する授業評価が実施され

た。すなわち、大学院では受講者が少数の科目が多いため、それ

に適するように作成された新たな評価票を用いて、授業ごとに授

業評価が行われた。14 科目において実施し、全科目で回収された。

3 月の研修会では、その結果に基づき、授業内容および教育方法

の改善にどのように結びつけていくかの検討を行う予定である。

2. ①大学院担当教員資格審査（内規）および②大学院研究指導資格

審査（内規）の作成に向けて検討を重ねてきた。すなわち、博士

前期課程 2 専攻のそれぞれの専門性、博士前期課程と後期課程と

の一貫性など、3 専攻の特徴を生かしながらも整合性のある内規

の作成に取り組んできた結果、現在、2011（平成 23）年度施行に

向けて、 終案の取りまとめ作業を行っているところである。 

3. 教職課程について心理学部と心理学研究科において一貫した教

育が行えるように、発達・学校心理学専攻に 2012（平成 24）年

度から専修免許課程を新設していく予定である。現在、平成 2011

（平成 23）年度を申請年度として、2011（平成 23）年 2 月末(平

成 22 年度)を目途に申請書類の作成作業を行っている。 

4. 大学院独自の社会貢献として、公開講座をはじめ(1)～(3)の事業

を実施した。 

(1)心理学研究科主催の公開講座を 10 月、共催の公開講座を 9 月

に実施した。10 月の公開講座では、心理学研究科の教員が講師

を担当し「現代若者のココロとコミュニケーション」というタ

イトルで青年心理学や情報教育という視点から児童期、青年期
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を中心とする若者の人間関係やコミュニケーションの実態に関

する研究成果を地域住民に披露し、約 80 名の参加者を得た。本

講座は、京都市教育委員会の後援を受け、また、「京の府民大学

講座」としても登録された。 

(2)発達・学校心理学専攻の教員を中心に、地域の乳幼児と親のた

めの子育て教室「こがもクラブ」第 8 期を年間 20 回実施した。

また、子育て支援の一環として、さらに広い層の親子を対象と

した特別プログラム「自然と遊ぼう！」を 2 回（5 月、10 月）

企画したが、5 月は雨天中止となった。10 月の京都御苑「母と

子の森」でのプログラムには総計 29 組 84 名の親子が参加した。

(3)京都府ひきこもり支援事業の一環として、京都府よりポータル

サイトを利用したメールによる相談事業の委託を受け、臨床心

理学専攻の教員を中心に事業を実施した。昨年度に比べ相談件

数の増加があり、4 月～12 月で既に 100 件を超えている。 

5. 博士後期課程の充足率を高めるための方策として、①前期課程の

活性化、②学習環境の改善、③社会人入学の促進、④長期履修制

度、⑤奨学金制度の充実等経済的支援を挙げている。このうち、

①については学内特別推薦入試の継続実施、入試Ⅰ期の早期実施

が行われた。学内特別推薦入試ではⅠ期で既に昨年度を上回る受

験者を得るなど、一定の効果が見られている。次年度には、発達・

学校心理学専攻においてさらに新たな選考基準（TOEIC を含む）を

導入し明示することとなった。②については、大学院生スタディ

ルームの拡充、院生一人に一つの机の割り当て、パソコン設置台

数の増加（2 台→10 台）、統計ソフトの充実（AMOS を 3 台に導入）

などの改善が行われ大学院生の要望に応えている。③④⑤につい

ては、現在、協議段階にあり、まだ具体的な実現には至っていな

い。 

中期計画に関する取り組み状況 

1. 国外の大学・研究機関との組織的継続的な教育研究交流につい

て、発達･学校心理学専攻において、現在、学長をとおして心理

学研究科(発達･学校心理学専攻)と米国ハワイ大学との大学間協

定を結ぶ準備に入っている。中期的には、2012（平成 24）年度か

ら新設科目として「(海外)社会調査演習」(仮称)を開講すること

になっていて、現在この計画を具体的な形として、カリキュラム

の中に組み込んでいる段階である。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 大学院研究指導担当資格を内規として明文化する。 

2. 今年度に引き続き、公開講座など大学院独自の社会貢献を継続・

発展させていく。 

3. 博士後期課程の充足率を高めるための方策を引き続き検討する。

次年度は特に、院生の経済的支援、社会人入学の促進、定員適正
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化などの議論を進める。 

4. 心理学部との一貫教育における教職課程の位置づけを明確にし、

その設置の準備を進める。 

中期計画 

1. 国外の大学・研究機関との組織的継続的な教育研究交流につい

て、その目的を明確にし、実施に向けての具体的な検討を行って

いく。 

評価専門部会 

からの評価 

 授業評価を踏まえた上での授業内容・教育方法の改善、および大

学院担当教員資格審査・研究指導資格審査の明文化への取り組み、

専修免許課程新設への準備は評価できる。 

 公開講座や子育て支援・ひきこもり支援など社会貢献も高く評価

する。 

 現在進行中の国際レベルでの教育交流計画の実現を期待するが、 

博士後期課程の定員充足率を高めるための方策は不充分といえるの

で抜本的な対策が必要である。 
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                                      9-1 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

9-1.学術情報センター 図書館 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. コレクションの充実 

（京都関係資料、カトリック関係資料、老年学関係資料他） 

経常予算図書費の内に上記 3 資料の購入費として予算枠を確保

し、重点的・意識的に収集につとめる。 

2. 図書登録システムの整備（蔵書冊数の増加） 

資料費予算の獲得が困難な中で、蔵書冊数の増加を可能とする図

書登録システムを引き続き検討する。 

3. 貴重書の整備 

本学図書館資料収集方針の V．「貴重資料取扱基準」と照合中。精

査して貴重資料の紹介につとめる。一方基準から外れ貴重資料と

ならない資料は、データの修正、装備の変更を行い、貸出を可能

としてより一層の利用の便をはかる。 

4. 視聴覚資料の保存に関する検討 

保存状態調査の結果をもとに必要な対策を検討する。 

5. 和装本の装備マニュアルの作成 

6. 北山新キャンパス学術情報センター構想の検討 

ラーニングコモンズ構想を取り入れた新しい研究・学習環境の提

供と、必要な図書、関連資料の充実した利用の提供をコンセプト

に北山新キャンパス学術情報センター構想の検討を行う。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. コレクションの充実 

       （達成年度 2010(平成 22)年度～2014(平成 26)年度）

2. 蔵書冊数の増加 

（達成年度 2011(平成 23)年度～2014(平成 26)年度）

3. 閲覧席の増設（収容定員の 1 割以上）を含む館内利用環境の整備

                （達成年度 2012(平成 24)年度）

4. 視聴覚資料の保存        （達成年度 2014(平成 26)年度）

5. 機関リポジトリの検討・構築  （達成年度 2014(平成 26)年度）

6. 北山新キャンパス学術情報センターの整備等 

（達成年度 2014(平成 26)年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. コレクションの充実 

（京都関係資料、カトリック関係資料、老年学関係資料他） 

予算削減のため予算枠の確保は断念せざるを得なかったが、2011

（平成 23）年 1 月 18 日現在で寄贈と購入を合わせて以下を受け

入れた。特別な貴重資料はないが、これらに関係する基本的図書
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の収集は本学図書館蔵書の特色の一つでもあり、年度内において

も引き続き収集に努める。 

 冊数 金額 

京都関係資料 91 冊 303,398 円 

カトリック関係資料 50 冊 218,572 円 

老年学関係資料 43 冊 118,586 円 

2. 図書登録システムの整備（蔵書冊数の増加） 

2011（平成 23）年 1 月 18 日現在で寄贈と購入を合わせて以下を

受け入れた。 

予算削減のため年々増加冊数が減少しているが、年度内において

引き続き収集に努めると共に、寄贈の受入体制を整備するなど蔵

書冊数の増加を可能とする図書登録システムを引き続き検討し

ている。 

 和図書 洋図書 視聴覚他 合計 

購入 3,601 冊 599 冊 175 点 4,375 冊・点

寄贈 581 冊 480 冊 21 点 782 冊・点

合計 4,182 冊 1,079 冊 196 点 5,157 冊・点

（2009（平成 21）年度増加冊数 6,951 冊・点） 

3. 貴重書の整備 

2011（平成 23）年 1 月 18 日現在、貴重書室に収める資料は和図

書 1,165 冊、洋図書 292 冊、計 1,457 冊である。本学図書館資料

収集方針の V．「貴重資料取扱基準」と照合を進めている。収集方

針基準をさらに細分化し、貴重資料、準貴重資料の取扱基準を作

成し、あわせて資料保存の観点から装備方法に関しても検証中で

ある。 

4. 視聴覚資料の保存に関する検討 

保存状態を引き続き調査中である。結果をもとに必要な対策を検

討する。 

5. 本の装備マニュアルの作成 

和装本の装備について、概ね検討を纏め上げた。マニュアルを作

成中である。 

6. 北山新キャンパス学術情報センター構想の検討 

マイクロフィルム 婦人世界.（近代文芸・文化雑

誌マイクロ版複製双書 第一

次） 

69 本 

マイクロフィッシュ Bibliotheca Shakespeariana 41 シート

レコード 全集世界の大音楽 23 枚 

スライド 有職故実ほか 27 点 

VHS ビデオ 史料管理の達人ほか 217 本 
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北山新キャンパス学術情報センター構想について図書館職員及

び関係教員と協議を重ね、学術情報センター運営委員会、新ユー

ジニア館検討委員会に具体的提案を行っている。 

7. 機関リポジトリの検討・構築 

本学の研究成果等知的生産物をデジタル化して保存し、インター

ネットを通じて外部に発信することを目的に、機関リポジトリの

構築を検討している。関連する研究会に積極的に参加し、実現に

向けて、システム管理課と共に具体的な調査と検討を進めてい

る。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. コレクションの充実 

図書予算削減のため、一つに特価したコレクションの構築、高額

資料の受入は難しいが、計画的なプログラムをもって、補助金等

外部資金を効果的に利用する。一方、これまでと同様に本学の教

育研究に根ざした基本図書の収集を継続し、バランスを考慮した

蔵書構成を目指す。 

2. 図書登録システムの整備（蔵書冊数の増加） 

寄贈図書の受入体制を確立し、周知徹底して蔵書冊数の増加に努

める。 

3. 貴重書の整備 

貴重書室に配置する資料について、2010（平成 22）年度に検討し

た一定の基準に基付き、貴重資料、準貴重資料、一般図書（別置）

にデータの修正、再装備を行う。2011（平成 23）年においては、

貴重資料、準貴重資料を随時展示し紹介するなど、広報を強化す

ることによって、図書館利用の促進につなげるべく活動する。 

4. 視聴覚資料の保存に関する検討 

2010（平成 22）年度実施の保存状況調査結果から必要な対策をま

とめ、2012（平成 24）年度の予算計画に反映させる。 

5. 北山新キャンパス学術情報センター構想の検討 

引き続き、北山新キャンパス学術情報センター構想について、学

術情報センター運営委員会、新ユージニア館検討委員会に具体的

提案を行う。またラーニングコモンズ構想など、新しい研究・学

習環境や充実した図書、関連資料の提供の必要性について、教職

員に積極的に情報を発信する。 

評価専門部会 

からの評価 

北山新キャンパス学術情報センター計画により、ラーニングコモ

ンズ構想を取り入れた新しい研究・学習環境の提供および充実した

図書、関連資料の提供を行おうとしていることを評価する。特に、

同計画のなかで、学生の収容定員に対する閲覧席座席数の割合の増

加を実現させていくような環境整備を引き続き行うべきである。 
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                                      9-2 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

9-2.学術情報センター システム管理課  

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 教育・研究環境の改善 

（教員研究室の PC23 台・プリンタ 22 台の更新） 

（事務系 PC10 台の更新） 

（大学院生の PC の更新） 

2. メーカー保守の提供期間が終了するサーバ 3 台の買い換え（非武

装地帯設置外部サーバ 2 台、e メールウイルスチェックサーバ 1

台） 

3. 教学システム導入・後期に一部稼動・2011（平成 23）年 4 月から

学務系事務システム、学生支援 Web システム（学生、教員、事務

局全体）本稼動 

4. 北山新キャンパス学術情報センター構想の検討 

5. 京都工芸繊維大学構内に建設するノートルダム館の機器備品等

選定（法人の計画） 

6. 北山キャンパス LAN と京都工芸繊維大学内ノートルダム館 LAN の

VPN 接続（法人の計画） 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. LAN 全面リプレイス。学外回線については帯域拡充と冗長構成を

導入し高速で安定した環境を実現する。学内については全域をギ

ガビットイーサネット化し、さらに無線 LAN アクセスポイントを

増設し高速かつ利便性の高いネットワーク環境を構築する。 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

2. 教育・研究環境の改善は、新キャンパスと連動する計画である。

機器の耐久使用年数 5 年以上のものは随時更新していく方針であ

る。また、学内全教室の AV 機器を初めとする授業補助教材を充

実させ、操作用インターフェイスの統一化をはかる。 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

3. 学生証と教職員証を IC カードに変更する。各種の認証に利用す

ることはもとより、認証時の安全性が向上するため学生と教職員

に提供するサービスを拡充することが可能である。 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

4. 経年劣化により動作速度に問題のある情報演習室 PC を買い換え

る。2004（平成 16）年に導入した情報演習室 1 の PC を 2011（平

成 23）年度に、2006（平成 18）年に導入した情報演習室 0 と情

報演習室 2 の PC を 2012（平成 24）年度に買い換える。 

     (達成年度 2011（平成 23）年度、2012（平成 24）年度)
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5. 事務システム導入に向けて計画立案（予算執行・会計・管財・人

事・給与等システム）    （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

2010（平成 22）年度の課題と事業計画の取組み結果 

1. 教員研究室 PC について 

2006(平成 18)年以前に導入した教員研究室 PC23 台とプリンタ 22

台の更新が 2010（平成 22）年 4 月初旬に完了した。 

事務室 PC について 

デスクトップ PC6 台（学生相談室・広報課×2・医務室・企画調整

課・映像編集室）とノート PC4 台（システム管理課・総務課・キ

ャンパスミニストリー・広報課）を買い替えた。 

大学院生用 PC・プリンタ（両面ユニット）の増設について 

各スタディルームに PC を新たに 10 台の PC を設置した(英文 1

台・人文 1 台・生福 1 台・心理 7 台)。総設置台数は既存の PC と

合わせて 19 台となり 1 台に対する院生数は平均 2.4 人となった。

両面ユニット 4 台も設置し、学習環境の整備をおこなった。 

保護者会から寄贈を受けた 5 台のノート PC を後期から 4 台を聴

覚障害者のパソコンテイク用として運用することになった。バザ

ーの収益から学生のプレゼンテーション用としてプロジェクタ

ー2 台を購入した。 

2. 武装地帯設置外部サーバ買い替えについて 

2010(平成 22)年 8 月に買い換えを実施した。目的であるハードウ

ェアとソフトウェアに関するメーカー保守サービスを受けられ

るようになった。また DMZ サーバの e メールサービスを冗長構成

化したので買い換え以前より耐障害性が強化された。 

3. 教学システム(新事務システム)導入について 

システムと導入業者の選定が完了し導入を進めている。 

2010(平成 22)年度中に導入が完了するシステムは出席管理など

の教務系、入試系、広報系、学納金などの財務系である。ウェブ

系サービスではポータル機能の一部とウェブ履修が利用可能と

なる。当初の計画通り進捗している。 

4. 北山新キャンパス学術情報センター構想の検討 

学術情報センターとしてラーニングコモンズ構想を取り入れ

た学習環境に ICT 環境を融合させ、充実した教育環境を北山新キ

ャンパス学術情報センターの構想として検討する。 

5. ノートルダム館の機器備品等の選定について 

2010（平成 23）年 1 月検収分に含まれる機器備品の選定作業を実

施した。選定対象は AV 機器とネットワーク機器で、実機による

デモストレーションやテストで選定を繰り返し、結論を出した。

6. 北山キャンパスとノートルダム館間の VPN 接続について 

2011(平成 23)年 2 月中に作業が完了しているが、導通確認や通信
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速度の検証は今後実施する予定である。 

7. ICT を活用した授業の取り組みについて 

(1)e－Learning について 

心理学部学校心理専攻の科目「情報教育」において、本学のサ

ーバおよび Adobe Presenter を使用した、オンデマンド教材

による e－Learning の授業を 2 回実施した。この授業とのブ

レンディッド・ラーニングとして実践しており、学生の理解度

の進化に効果があった。学術情報センターの今後の取り組みと

して教員に e－Learning の作成方法等を公開し、研修するため

の講習会の開催も計画していく方針である。 

(2)クリッカーについて 

講義者と学習者の双方向コミュニケーションを可能にするコ

ミュニケーションツールの 1 つであるクリッカーを使って、教

職課程の「教育課程論」および「教職教養ゼミナールⅡ」、ま

たオープンキャンパスでの心理学部の公開授業での授業を行

った。このツールにより、授業内の双方のやり取りが可能にな

り、学生の理解度に合わせた授業展開をその場で行うことがで

きた。2009(平成 21)年度の間接経費でクリッカーを購入した。

クリッカーを取り入れた授業の取り組みを始めたばかりであ

るが、学生とのコミュニケーションツールの教材として普及さ

せたい。 

中期計画の取組みについて 

1. LAN(学術情報ネットワーク)全面リプレイスについて 

ネットワーク機器とサーバ機器のリプレイスを 2011(平成 23)年 8

月中旬に実施する予定である。2011(平成 23)年 1 月現在、技術仕

様書を作成中であり、LAN とサーバ設定は現状維持を基本として、

機器の高性能化を 大の目的として仕様を検討している。本件で

調達した機器は新キャンパスでも利用する。また印刷管理システ

ムは 2012(平成 24)年度導入を目標に準備を進めている。無線 LAN

アクセスポイントの増設、全域のギガビット化は新キャンパスで

実現する予定である。 

2. 教育・研究環境の改善について 

新キャンパスと連動した計画を行う。現状は、機器の老朽化と機

器を使用した授業の増加のため、予算の範囲内で出来る所から取

り組んでいるが、機器の更新に係る経費の確保が急務である。 

3. 学生証、教職員証の IC カード化について 

早急に出席管理を IT 化するため、学生証の IC カード化を実施す

ることとなった。段階的に実施する計画で、第 1 次ステップで

2011(平成 23)年度入学生に配る学生証を IC カード化する。在校

生には旧来の磁気カードを使い続けてもらい IC カードと交換す
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ることはない。第 2 ステップで学生生活サポートの充実・事務処

理の効率化を目的としたサービスの充実等、出席管理以外の利用

方法や教職員証について検討する予定である。 

4. 経年劣化により陳腐化した PC の買い替えについて 

情報演習室 1 の PC を 2011(平成 23)年 3 月初旬に買い替える。教

卓用 2 台、学生用 48 台、予備機兼検証機 3 台の合計 53 台の PC

を買い替える予定で、3 月下旬に実施されるウェブ履修登録作業

より使用する。 

5. 事務システム導入に向けた計画立案（予算執行・会計・管財・人

事・給与等システム）について 

2010(平成 22)年度中には立案できていない。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 教員研究室 PC について 

2006(平成 18)年以降に設置した PC について 2011(平成 23)年 9 月

までに買い替えを実施する。 

2. 学術情報ネットワーク全面リプレイスについて 

新キャンパスでは、学内全域で LAN に接続可能な環境を実現した

いと考えている。PC だけではなく、スマートフォン等の 新情報

機器にも対応可能な環境を構築する予定である。また、帯域を大

量消費する通信(動画コンテンツ等)に備えて末端までのギガ化

が必須であると考えている。前回 2004(平成 16)年のネットワー

クリプレイス時には高価であったギガビット対応のネットワー

ク機器類だが、現在は価格が下がっており容易に導入できる見込

みである。 

3. IC カード化について 

教務学事課、学生課と連携して導入を推進している。2011（平成

23）年度は、学生の出席管理にとどまっている利用目的を拡充す

べきであると考えている。 

4. 教育環境の改善 

新キャンパス完成までの既存の建物の情報機器の改善について

は、優先順位に基づき授業時間の確保を考え、限られた予算の中

で更新を行う。事務処理の効率化を進めるための事務システム導

入は、大学の規模を考え慎重に検討する必要がある。 

評価専門部会 

からの評価 

 種々の具体的な対応は、大いに評価できる。ただ、大学内外の LAN

による情報の安全性と開示性の双方向にネットワークを分岐して、

より効率の良いギガビットによる高速の環境づくりを期待したい。

現状はやや処理能力が遅い。また、e-learning の活用も計画されて

いることは評価できる。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

                

10.言語学習センター 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. AV ルーム資料在庫目録より、旧式メディアの処置 

（廃棄・再購入・コピー）を決定する。 

2. 言語学習相談サービス(LLCS)の計画に基づき、経過観察をする。

3. 嘱託英語教員評価方法の検討と実践を行う。 

4. 共通教育科目を多様化した結果を考察し、次年度計画案に反映さ

せる。 

5. 北山キャンパス統合整備計画に沿う形で、AV ルームと他の言語学

習センターのサービスを含め、言語学習センター運営委員会で議

論し、検討する。 

6. 大学事務組織改革案に沿って、国際交流センターとの事務組織統

合を計画する。  

中期計画 

（3～5 年計画） 

 

1. AV ルーム内、旧式メディアの処置を継続して行う。 

（達成年度 2011（平成 23）年度）

2. 共通教育科目の更なる多様化を検討する。 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 旧式メディアの処置（廃棄・再購入・コピー）を完了した。 

2. 次期英語嘱託講師の協力を得て、嘱託英語教員のより具体的な職

務内容を整えることとなった。 

3. 現嘱託英語教員評価方法は前年度の通り踏襲し、実施した。 

4. 共通教育科目を多様化した結果概ね好評であったが、時間帯によ

っては少人数になったため、教務学事課と協議の結果次年度時間

割を変更することとなった。 

5. 言語学習センター運営委員会で議論・検討した結果、国際教育セ

ンター規程、国際教育センター運営委員会規程を作成した。 

6. 2012（平成 24）年 4 月に国際交流センターと言語学習センターと

の統合決定を受け、国際教育センターとして二部門間でのスムー

ズな協働をはかる。現在実務者レベルでの話し合いを重ねてい

る。 

 

改善の方法・ 

次年度への課題 

 

 

1. 嘱託英語教員の詳細な勤務内容を整える。 

2. 言語学習相談サービスを再開する。 

3. 嘱託英語教員を募集し採用する。 

4. AV ルームの所属について学術情報センターと協議を進め、決定

後は移行への準備に取り掛かる。 

5. 学部と協議しながら共通教育科目の更なる多様化を検討する。 
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6. 学部と協働しながら、大学全体の言語教育に貢献できるプログラ

ムを企画する。 

評価専門部会 

からの評価 

旧式メディアの処置、国際教育センター規程、国際教育センター

運営委員会規程作成など、課題を順調に達成していることを評価す

る。 

共通教育科目の時間割変更によって、履修生の平均化が達成でき

ることを期待する。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

11.国際交流センター 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. 国際交流センターと言語学習センターの業務統合を視野に入れ

た 

(1)事務の効率化 

(2)統合の狙いを反映した英語プログラム案の提起 

2. 海外協定大学の見直しと新規協定校の開拓 

現在、全くプログラムが動いていない協定大学及びサービスのお

もわしくない協定大学があるのでこれらを総点検し、新たに良質

なプログラムと責任ある学生サービスを提供している大学を協

定先として開拓する。 

3. 外国人留学生募集にかかる広報戦略の見直し 

外国人留学生からの情報をもとに、広報媒体、留学フェア、進学

フェアなど、より本学の認知度と評価が上がるよう、費用対効果

を考慮しつつ、広報戦略を立て直す。 

4. 姉妹大学留学及び学部留学レベルのセメスター留学派遣者数の

の増加（または毎年確実に一定数を派遣できることを目指す） 

短期の海外研修、または語学研修中心の海外派遣から、より本格

的な留学プログラムに学生が応募できるよう、１学年のうちから

モチベーションを上げ、計画的に留学を準備するための指導プロ

グラムを作成する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 国際社会に通用する人材育成プログラムの推進 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

2. キャリア戦略としての英語運用能力の強化 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 国際交流センターと言語学習センターの業務統合 

(1)センター統合に伴い、両センターの業務を部門の垣根を越え

て互いに補い合う。これにより業務量を均し、業務の繁忙期と

閑散期の差を失くすことにより個人の負担を減らし、残業時間

数を減らすことが期待できる。 

(2)コピー機等 OA 機器・設備、文具など、共同で使用できるもの

があるので、事務に係る支出を多少なりとも減らすことが可

能。 

(3)留学プログラムは言語の習得と切り離せないので、今までの

語学学習に「留学」または「国際交流」というモチベーション

付けをすることができる。学生に明確な学習の目標を持たせる

ことで、英語学習を学問の域から実践に転換することを狙う。
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(4)センターの統合は来年度からなので計画段階であり、結果及

び評価については今年度報告することはできない。 

2. 海外協定大学の見直しと新規協定校の開拓 

新しい協定先大学をいくつかピックアップしており、先方の大学

からもいくつか打診を受けているが、海外となると実際に現地を

訪問するスケジュールや予算がなかなか取れない状況である（本

学学校行事、欧米の休暇時期との調整、航空券のシーズン価格、

出張に要する日数等の問題による）。 

サービス面、施設面、治安面等で満足のいく新しい協定先となる

かどうか現在のところ判断できず、協定先大学として絞れていな

いのが現状である。ただ、セメスター認定留学で人気大学への集

中が起こっており、派遣先大学を第二、第三希望に回した例もあ

り、学生の留学先選択の要望に応えることが困難なケースも出て

きている。 

3. 外国人留学生募集にかかる広報戦略の見直し 

外国人留学生向けの広報媒体として、今年は学生の目にとまりや

すいメジャーなフリーペーパー1 紙（広告費は有料）を追加し、

A4 カラー1 ページを占有して、本学外国人留学生インタビュー記

事を掲載した。また韓国、台湾の留学フェア参加、昨年度訪問で

きなかった地方の日本語学校を訪問するなど、本学の特色や奨学

金制度について説明した。また留学生に分り易く A4 判 4 ページ

にまとめた大学案内ダイジェスト版を作成し、入試スケジュール

や奨学金制度等をひと目で分り易くしたものを広報物に加えた。

その結果、昨年に比して留学生の国内出願は増加しており、訪問

した日本語学校から着実に受験生を得ている。海外出願も昨年が

0 だったのに対し今年度は 4 名の出願を得た。また、新規に募集

開始した外国人留学生 3 年次編入も 2 名の合格者を出している。

今までなかったマレーシア、ミャンマー、香港からの出願もあり、

東南アジア諸国ばかりとはいえ、例年になく受験生の国際色が豊

かになった。 

昨年は開始したばかりで広報の十分でなかった留学生の全学部

受入についても浸透してきており、今年度は学校心理を除くすべ

ての学部学科に留学生の出願がある。 

現時点では外国人留学生国内Ⅲ期入試が残っており正確な出願

者数は出せないが、広報の効果は上がってきていると思われる。

4. 姉妹大学留学及び学部留学 

今年度は TOEFL-iBT（米国留学のための公式テスト）にて姉妹大

学留学レベルのスコアを挙げた学生が 4 名おり、うち 3 名は既に

米国姉妹大学に渡航済みである。来年は今年体調不良で留学延期

をしている学生が渡航予定であるが、今回の募集で TOEFL 公式テ
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ストを受けた学生が現在のところいないので、姉妹大学留学該当

者が出るかどうかは不明である。 

学部留学レベルの派遣留学者を継続的に出すためには、国際交流

課の職員の努力だけでは到底数字が上げられない。基本的な英語

能力の底上げが必要であり、これは上記の取組１とも共通する課

題である。来年度以降言語学習センターとの統合を機に、留学を

実現するための英語教育プログラムを、教員・講師の先生方を交

えて練っていきたい。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

来年度から国際交流センターと言語学習センターが統合すること

により、今年度とは違った課題や諸問題へのアプローチが出てくる

と思う。英語は社会で通用するツールとして時代が求めており、国

際交流課を相談に訪れる学生たちのほとんどが、将来英語を使った

職業及び国際交流関係の仕事に就きたいと希望している。 

大学は研究機関であると同時に、社会に貢献できる人材を輩出す

る役割を担っているので、学生の希望を後押しできるような、授業

とは異なる実践的なプログラムを提供するセンターとしたい。 

また、英語を身につけるために、英語で考え行動する環境が必要

と思われることから、学内に英語を公用語とする空間を作りたいと

考えている。 

 今年度の入試では、生活福祉文化学部、心理学部に多くの外国人

留学生の出願があり、日本語による大学の講義についていくために

も、外国人留学生の日本語能力向上を図る課外プログラムを作りた

い。これは外国人留学生に対する手厚いサポートのひとつとして広

報的にアピールすると思われるので、近い将来プログラム化できれ

ばと考えている。 

海外協定校の開拓は、魅力ある留学プログラムのラインアップと

して重要だと思われるので、来年度も引き続き取り組むべき課題と

したい。正確な情報のない大学に安易に学生を派遣することは、派

遣元大学としての責任上避けたいところである。 

外国人留学生獲得に係る広報戦略については、来年度も外国人留

学生の動向について情報を集めつつ、有効な媒体を選んでいきたい。

評価専門部会 

からの評価 

 海外研修プログラムの実施に向けて、初年次からの指導プログラ

ムを作成していることを評価する。とくに、次年度からは言語学習

センターと国際交流センターの統合により、留学のための英語教育

プログラムが迅速に実現できることを期待する。これらの取り組み

によって、「英語のノートルダム」の復活を熱望する。 
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2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

12.カトリック教育センター 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 一昨年度退職者の後任人事を行う。シスター1 名の 2011（平成 23）

年 4 月からの任用を目指す。 

2. 宗教科目担当者の会議をもち、クラス指定必修科目「人間と宗教」

の講義内容、成績評価基準を統一、その他の宗教科目の教育目標、

個別課題等の調整を図り、シラバスに反映させる。 

3. 「ノートルダム学」における本センターの担うべき役割を明確に

し、自校教育、キャリア教育に資するべく内容を見直す。 

4. 土曜公開講座を、より一層学外に開かれたものとする。1 講義平

均 30 名参加を目指す。 

5. 教職員向けの建学の精神に関する研修会を少なくとも 1 回、企画

し、開催する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 本学の建学の精神に直接関わる教科を担当する機関であること

を改めて自覚し、一方では、現代の学生の理解度、ニーズに応え

ることのできるカリキュラムを検討する。 

               （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 所属教員の退職を見据え、新たな体制の構築を図る。 

               （達成年度 2012（平成 24）年度）

3. 新図書館完成を目途に、キリスト教関係図書（特に聖書関係）お

よび視聴覚資料の充実を図る。 （達成年度 2013（平成 25）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 人件費抑制の立場から新任の採用に疑問を挟む声もあったが、

終的には、カトリックのミッションスクールにとって、聖職者乃

至修道女の存在が不可欠であることが理解され、聖ドミニコ女子

修道会のシスターの任用が承認された。加えて、聖書学の専門家

でもあり、本学の将来にとって貴重な存在となることが期待され

る。 

2. 前期の終わり 8 月 6 日外部講師 3 名と、センター所員の会合を持

ち、講義内容、成績評価、学生の理解度等について意見交換を行

った。所期の目的は概ね達せられた。 

3. 河原町教会でのミサの企画進行、設立母体であるノートルダム教

育修道女会担当のコマの取りまとめ、纏めの講話担当者の依頼等

を担当した。 

4. 16 講座を開講し、毎回 10 数名から 80 名の参加者があった（延べ

360 名、学外者のみ）。府民講座に登録し、京都新聞社の後援も受

け、新しい聴衆も増えた。 



- 31 - 
 

5. 12 月 15 日全学集会において理事長にミッションイメージ、特に

今年のテーマである「対話する」について話して戴いた。大学評

議会の前の開催で、質疑の時間が取れなかった。 

6. シスターをキャンパスミニストリー室に配属した効果もあり、連

日学生が集まるようになった。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 前記 2．でも話題になったが、学生のニーズ、関心に応える科目、

講義内容を検討する。特に、新カリキュラム構想における宗教科

目、「ノートルダム学」における役割を、継続して検討する。 

2. 2 名の所員が退職するが、その後任採用の目途が立っていない。

少なくとも、宗教音楽、典礼音楽の専任教員採用について学内の

理解を得るよう努力する。 

評価専門部会 

からの評価 

 宗教科目の教育内容の検討および「ノートルダム学」でのカトリ

ック教育センターの役割は依然として充分とはいえないが、新たに

シスターを採用したこともあり、カトリック教育の更なる充実を期

待する。 

 土曜公開講座の継続(16 講座)は高く評価する。 

 退職に伴う後任人事は、本学の規模、全体のバランスから見て、

検討する必要がある。  
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13.心理臨床センター 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 組織体制について検討を加え、より適切な運営を図るよう努め

る。 

2. 職員の配置について検討し、体制の強化を図る。 

3. センターに所属する発達相談室、心理相談室は、教育・訓練の実

習施設としての質を高めつつ、地域にも貢献できるよう、外来利

用者の増加を図り、既存のプログラムを充実させる。 

4. センターに所属する学生相談室は、学生支援の強化のために①メ

ンタルヘルス支援が必要だと思われる学生へのグループワーク

の実施、②外部および内部講師による全教職員対象の学生支援に

関する研修会の実施、③新入生対象のメンタルヘルス・スクリー

ニングの実施および改良を行う。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 専門事務職員、専門相談員、専任相談員それぞれの職務を検討し、

適正に配置する。      （達成年度 2013（平成 25）年度）

2. 外来プログラムの増加により地域貢献を充実させる。 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

3. センターに所属する学生相談室は、学生及び学内教職員の支援を

担っていることから、専門相談員、専任相談員（教員）のあり方

を全学的視野から検討し、適切な運営を図る。 

              （達成年度 2013（平成 25）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. センターの各相談室が適切に運営されるよう、特に学生相談室の

位置づけについて、全学的キャンパスサポートチームのメンバー

であることの確認が行われた。 

2. 専門事務職員の配置人数については、昨年度と同様に研修生ら代

替業務が可能なアルバイト要員を確保したが、インフルエンザ対

応も含む職員の欠勤には対応できない状況である。教員の交替に

よる対応、院生の臨時アルバイト対応など検討中であるが、限界

がある。 

3. 心理相談室は、個別の事例において専門機関との連携強化、系列

校との連絡調整や共同でのカンファレンスなどを実施した。また、

包括協定を締結している京都総合福祉協会との関連で、現在、京

都市発達障害者支援センター「かがやき」との連携を行うべく、

覚書の締結を準備中である。発達相談室は、心理学研究科と共催

で、乳幼児と親のための子育て教室「こがもクラブ」第8期を年間

20回実施し、また、子育て支援事業の一環としてこがもクラブ特
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別プログラム「自然と遊ぼう」を2回（5月、10月）にわたり心理

学部、心理学研究科と共催で企画した。5月は雨天中止となったが

10月の京都御苑「母と子の森」でのプログラムには総計29組84名の

親子が参加した。外来利用者の増加策としては、京都新聞折り込

み誌とタウン誌に当センターの紹介記事を掲載した。その結果、

現時点で心理相談室の受理件数は昨年度受理数の1.3倍に増加し

ている。また、地域に開かれた心理臨床センターとして、9月、10

月に心理学部、心理学研究科主催の公開講座実施の後援を行った。

地域住民を中心に200名近い参加者があった。 

4. 学生相談室については、これまで学生への個別支援が中心であっ

たが、つながる力の弱い学生へ向けてグループでの取組みを企画

し、1学期5回1クールで前期・後期と各1グループずつグループワ

ークを実施した（実施回数：10回+OG会4回 計14回 参加延べ参

加者：11名+OG会12名 計23名2011年1月末時点）。前期に参加した

メンバーから継続の希望があったため、後期からOG会として月1

回メンバーが集まれる場を提供することとなった。また、学生相

談室主催の教職員研修会を今年度も2回実施し、そのうち1回は外

部講師の講演を予定し、他大学の取組みも研修する企画をしてい

る。そのほかに新入学生へのメンタル面の支援として、早期発見

・早期介入を目的に健康診断時スクリーニングを実施した。この

取組は、退学者率減への予防ネットとなり、学生相談室来談者数

の増加の成果にもつながった（延べ来談者数：960名（2009 

（平成21）年度）→993名（2010（平成22）年度）いずれも1月末

時点）。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 専門事務職員の増員等につき、全学的視野から検討を加え、特定

の教職員に過重な負担がかからないようにする。また、必要に応

じて、大学院生の起用など柔軟な対応を検討する。 

2. 心理相談室および発達相談室では、外来利用者の増加、地域貢献

の活性化のため、既存のプログラムを充実させるとともに、利用

者のニーズを捉えながら必要な特別プログラムの開発・実施を検

討していく。また、引き続き公開講座を開催するなどして、利用

しやすいセンターとして知名度を上げていく。 

3. 学生相談室における次年度の課題としては、①新入生対象のメン

タルヘルス・スクリーニングを継続して実施、②個別対応ととも

にグループでの関わりが必要な学生へのグループワークの継続

実施、③学外および学内講師による全教職員対象の学生支援に関

する研修会を前期・後期と 2 回継続実施、④次年度は校舎が 2 ヵ

所に分かれることになるが、これまでのメンタル・サポート機能

を維持した学生相談室体制作り、⑤学内各部署において新たに始

まるチーム制に学生支援の一端を担っている学生相談室も担当
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部署と協働して適切な支援をしていけるよう、学内組織との連携

を検討・構築していくことが課題である。 

評価専門部会 

からの評価 

 心理臨床センターに所属する心理相談室、発達相談室、学生相談

室が、それぞれに機能を発揮している。広報により、外来者が増加

するなど、心理相談室と発達相談室の地域貢献度は評価に値する。

心理相談室と京都市発達障害者支援センター「かがやき」との連携

が実現することを期待する。 

 学生相談室についても、個人からグループワークへの転換、教職

員研修会の開催など、ニーズに対応した取り組みは評価できる。 
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14.キャリアセンター（2010 年度前期まで 就職課） 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 低学年からのガイダンスを実施する。 

2. 3 年次生の就職ガイダンス参加人数の増加をはかる。 

3. 4 年次生の就職活動モチベーションアップをはかる。 

4. 本学学生の希望する企業を開拓する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 学生の基礎学力向上     （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 学生のキャリア意識の構築  （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

 今秋、就職課は、就職支援業務にキャリア教育の機能を強化して、

キャリアセンターとして再出発した。キャリアセンターには学部代

表の併任教員と事務室長以下の職員からなるキャリアセンター員が

配置された。本キャリアセンターでは、当面、従来からの就職支援

業務に加え、今年度採択された「就業力 GP」（大学生の就業力育成支

援事業）を遂行していく。この「就業力 GP」に基づく今年度の取り

組みは以下の 5 点である。 

1. 共通教育検討小委員会によって体系化された「キャリア形成カリ

キュラム」を構成する新設科目「女性とライフキャリア」「キャ

リア形成ゼミ」をはじめ、キャリア教育科目を担当するキャリア

センター付教員を新たに採用、本教員を中心にキャリアセンター

によるキャリア教育科目の授業提供の体制を整備した。同時に、

これら正課授業と連動して、学生のキャリア形成への啓発と大学

授業への積極的な取り組み姿勢の涵養のため、正課授業外のキャ

リア形成プログラムの整備に着手した。 

2. 英語英文学科 GP による「キャリア形成データベース」システム

を基盤として、そのうえに就職支援機能を付加させた「キャリア

自己評価システム」の構築をすすめるとともに、本システムを使

った学生のキャリアガイダンスのための体制整備をすすめた。 

3. 「キャリア形成カリキュラム」における実践科目「キャリア形成

ゼミ」の 2012（平成 24）年度開講に向け、キャリアセンター員

のはたらきかけにより、各学科からプロジェクト案が提出され、

それらの試行準備をすすめた。 

4. キャリアセンター発足と、「就業力 GP」の事業開始を記念し、学

生のキャリア形成支援の方向性と、ライフキャリアの概念に対す

る全学的共通理解を促すことを目的に、外部講師によるキックオ

フセミナーを開催した。 

5. キャリアセンターによるキャリア形成支援のあり方の検討に資
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する目的で、学生就業先企業を対象とし、本学学生の能力や気質

への評価と企業が求める人材像を探るためのアンケート調査を

実施した。 

以上の就業力育成のための教育的取り組みのほか、従来の就職支

援業務について、今年度 7 月に就職委員会において設定した計画・

課題に対する結果および評価は以下のとおりである。 

1. 低学年からのガイダンスを実施する 

平成 22 年度は、低学年向けに前期 2 回、後期 1 回のガイダンス

を実施した。前期の内容は、①4 月 28 日開催 1 年生対象「大学

生活の過ごし方について」、②6 月 16 日開催 2 年生対象「グルー

プワークについて」であったが、双方とも出席者は少なかった。

7 月 8 日には 1、2 年次生合同で「メイクアップ講座」を開催し

た。これについては、各学科 1、2 年次生の必須科目に出向き、

呼びかけを行った。外部講師による「メイクアップ講座」である

が、内容については単にメイクの仕方ではなく、健康的な美しさ

を表現するには基本的な生活習慣が必要で、規則正しい生活や時

間の管理および喫煙の害を内容に組み込んだ。出席者は 69 名と

なった。2 年次生対象に 22 年度 5 月に「キャリア・デザイン・

ノート」をキャリアセンターで作成した。これは、本学入学前か

らの自分を振り返ることによって、自分と向き合い、今後の大学

生活のあり方を自ら考え、卒業後どのような生き方をしていくの

かを学生がライフプランニングしていくツールとなることを目

的とした。後期は「キャリア・デザイン・ノート」に沿って、1

月にガイダンスを実施した。 

2. 3 年次生の就職ガイダンス参加人数の増加をはかる。 

2009（平成 21）年度と 2010（平成 22）年度を比較してみると、

以下のとおりとなった。 

                  【21 年度】  【22 年度】  

(1) 就職オリエンテーション ： 135 名 → 243 名 

(2) 公務員セミナー ： 119 名 → 127 名 

(3) SPI 模試・筆記対策講座 ： 146 名 → 226 名 

(4) 自己ＰＲ   （1） ： 193 名 → 268 名 

  〃     （2） ： 161 名 → 142 名 

(5) 業界セミナー （1） ： 137 名 → 210 名 

  〃     （2） ： 112 名 → 151 名 

(6) 福祉セミナー ：  63 名 → なし 

(7) OG パネルディスカッション ： 126 名 → 115 名 

(8) ビジネスマナー講座 ： 151 名 → 172 名 

(9) メイクアップ講座 ： 145 名 → 94 名 

(10) 夏休み前ガイダンス ：  95 名 → 174 名 
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(11) 就活キックオフ ： 120 名 → 163 名 

(12) 履歴書とエントリーシート ： 199 名 → 230 名 

(13) 時事問題 ： 147 名 → 126 名 

(14) ND 業界研究セミナー（5 回）： 606 名 → 663 名 

(15) 就活直前講座 ： 105 名 → 174 名 

(16) 就活実践講座 ： なし → 172 名 

上記のように、多くは前年度より参加数は増加した。22 年度は 3

年次生対象に「就職ガイドブック」をキャリアセンターで作成し

た。これは就職活動の流れから、履歴書・エントリーシートの書

き方、本学の就職に関する事務手続き一般等の内容で、ガイダン

ス出席には持参することを呼びかけ、ほぼ浸透した。 

3. 4 年次生の就職活動モチベーションアップをはかる 

景気の低迷により、就職環境は極めて厳しい。このことを鑑み、

2010（平成 22）年度は様々な 4 年次生向けてのガイダンスを早

期から開催した。（下記参照） 

(1)未内定者セミナー ：7 月 

(2)未内定者企業魅力体験ツアー 

（京都府学生支援プロジェクト主催） 

：9 月 

(3)未内定者就職登録会 

（京都府学生支援プロジェクト主催） 

：10 月 

(4)就活フォローアップ講座 ：11 月、12 月 

(5)ハローワーク使い方セミナー ：1 月 

また、未内定者対象に学内で「選考を伴う就職説明会」を２社実

施し、うち 1 名が内定に繋がった。 

4. 本学学生の希望する企業開拓 

前期にはキャリアセンター事務室長が企業開拓し、61 社を訪問

した。このうちの２社に 2 名の 4 年次生が内定した。後期からは

企業開拓を行う専門職員を増員した。11 月から実施し、12 月末

時点で 118 社の企業訪問を実施した。そのうち 2 社は事務室長が

再度訪問し、4 年次生に向けて求人を獲得し応募学生を出してい

る。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

 本学学生の基本的な就業への関心や意欲を高めるには、表面的、

単発的なキャリアガイダンスプログラムの提供ではなく、充実した

正課授業とそれに連動した正課外プログラムによる、有機的なはた

らきかけが必要である。このことから以下の取組を次年度への課題

とする。 

1. キャリア教育関連の授業科目を提供する機関として、学生の基盤

教育としてのキャリア教育指導を積極的にすすめる。 

2. 正課授業と連動させた低学年向けガイダンスの充実化とそれへ

の積極的参加をはかる。 
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3. キャリア自己評価システムを用いた学生のキャリアガイダンス

を定着させる。 

4. 以上より、新入生のキャリア形成への意識啓発、および 4 年次生

の「就職希望率」アップをはかる。 

評価専門部会 

からの評価 

今年度採択された「就業力 GP」に基づいた、キャリアガイダンス

やセミナーの実施等を通してさまざまな新しい取組を行っているこ

とを高く評価する。 

大学生の就職状況が年々厳しくなっているなか、本学独自の学生

のキャリア力を養成するために、正課授業と正課外プログラムを有

機的に連動させたキャリアプログラムのさらなる充実をはかること

が求められる。 
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                                       15 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

15.入試委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 英語を主とした特色ある入学試験の導入 

2. 公募制推薦入学試験の内容検討 

3. カトリック系短期大学推薦入学試験の導入 

4. 外国人留学生三年次編入学試験実施の導入 

5. 大学院入学試験実施時期の検討  

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. AO 入学試験専願制についての検討 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

2. インターネット出願の検討   （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 英語を主とした特色ある入学試験の導入 

本学が「英語のノートルダム」と呼ばれていることに加え、海外

研修や留学制度が充実していることから、英語を主とした特色あ

る入学試験を実施することを検討した。その結果、大学入学まで

に身につけた英語運用能力を活かし、海外での学習体験を望む受

験生に対し、大学が定める各種英語検定試験の基準を満たして入

学した学生は、4 年間の在学中に本学の留学制度・海外研修に参

加する際には、費用の全学または一部を免除する「留学サポート

英語特色入学試験」を 2011（平成 23）年度入学試験より導入し

た。 

2. 公募制推薦入学試験の内容検討 

公募制推薦入学試験は基礎能力検査（「英語 50 点満点」、「国語 50

点満点」および評定平均値（10 倍）の総合判断で合否を決定して

いたが、受験生の得意分野での配点を考慮し、出願時に各自で配

点を申請できる（英語重視型配点、国語重視型配点、スタンダー

ド型配点）制度を設けた。2010（平成 22）年度入学試験の出願者

数は 104 名であったが、2011（平成 23）年度入学試験の出願者数

は 109 名と微増した。 

3. カトリック系短期大学推薦入学試験の導入 

本学がカトリック精神に基づいて教育を行っていることに対し、

より一層の連携を強めたいとの考えから、カトリック系の短期大

学を対象に、入学試験制度を導入した。 

4. 外国人留学生三年次編入学試験の導入 

三年次編入学試験は日本国内の短期大学を対象としていたが、外

国人留学生および日本語学校からの問い合わせがあり、2011（平

成 23）年度入学試験から外国人留学生を対象とした三年次編入学
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試験を実施した。その結果、3 名の受験者があり、2 名合格した。

外国人留学生から関心が高いため、来年度は出願増と考えられ

る。 

5. 大学院入学試験実施時期の検討 

他の大学院入学試験日程を参考に、前期の入学試験日程を 9 月上

旬から 8 月下旬に変更した。出願者数は、ほぼ昨年と同数であっ

た。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 英語を主とした特色ある入学試験の実施 

出願資格や実施時期の検討を行う。 

2. カトリック系短期大学推薦入学試験の検討 

早期に入学試験内容等を当該短期大学に通知することや、カトリ

ック系短期大学推薦入学試験での利点を PR することに努める。 

3. 大学院入学試験実施時期の検討 

大学院入学試験の出願期間が事務一斉休暇中であるため、受験生

への対応が大変であったことから、再度出願期間を見直す。また、

各専攻によって研究会や発表会等で繁忙期があるため、全ての専

攻が同一日である必要性がないとの意見があり、各専攻で出願期

間、入学試験日を設けることで検討する。  

評価専門部会 

からの評価 

英語を主とした特色ある入学試験やカトリック系短期大学推薦入

学試験の制度を新たに導入したことは評価できる。ただし、次年度

以降出願者が増えるような方策をとる必要がある。 

外国人留学生三年次編入学試験実施の検討によって、来年度の出

願増を見込めることも評価する。 

各学部・専攻との連携を通して、学部、大学院ともに入学定員充

足に向けたさらなる改善策を見出していくことが期待される。 
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                                       16 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

16.広報委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 大学公式ホームページ構造改革とモバイルサイトの充実強化 

2. 公式ホームページへのアクセスを伸ばすためのシステム導入 

3. 学生募集に関する分析の強化 

4. 高校生向け進学媒体、保護者層を狙った広報媒体の増強 

5. オープンキャンパスの開催回数の増加（目標総来場者数 1,300 名）

6. 徹底したフォローによる志願者増強対策 

7. 戦略的な高校訪問計画と高校進路指導担当者に対する対応強化 

8. 高校進路指導部への大学案内パッケージの一斉発送等を行い、受

験者確保につながる広報活動を展開する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 高校 1～2 年生に対する早期広報活動の強化と潜在的受験者層の

拡大            （達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 学生募集分析システムの導入に基づく的確な広報活動の構築 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

3. 大学院入試に対する広報活動の改善と志願者数の増強 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 大学公式ホームページ構造改革とモバイルサイトの充実強化 

2010（平成 22）年度は本学公式ホームページの制作委託業者を変

更して構造改革を実施し、新システムを導入してサイトの全面的

なリニューアルを行った。また、ホームページ更新システム

（CMS：コンテンツ更新システム）を導入し、ニュース等の 新情

報掲出を業者に任せず独自で敏速に更新管理できるようにした。

その他、ログ解析ツールを導入し、どのページからどのように検

索されているかを分析し本学のホームページの有効性を検証す

るシステムを導入した。また、高校生は、PC サイトの 2 倍の頻度

でモバイルサイトにもアクセスしていることから、急速に需要が

高まっている iPhone やスマートフォンにも対応できるよう、PC

サイトを携帯インターネットへ自動変換する「2 モバイル」シス

テムを導入し、従来の「携帯サイト」更新の手間とコストを削減

した。 

2. 公式ホームページへのアクセスを伸ばすためのシステム導入 

公式ホームページへのアクセスを伸ばすための高度な SEO 対策を

導入し、検索エンジンの 適化、検索エンジンからクロールされ

やすくインデックスされやすいサイトを作成して本学 Web サイト

の効果的な運用を強化し、アクセシビリティを考慮したホームペ
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ージの構造改革を行った。これにより、2010（平成 22）年は、1

月から 12 月までの 1 年間に本学のホームページを訪問したアク

セス件数が 238,603 件に上り、前年同時期アクセス件数（202,463

件）の 117.8％に増加した。また、2010（平成 22）年度の本学へ

の資料請求者数は、毎月 230～650 件近くあり、前年度（年間約

4,000 件）対比 116%増で確実に上昇している。 

3. 学生募集に関する分析の強化 

月別資料請求者数の推移、オープンキャンパス参加者数の推移、

オープンキャンパス参加者アンケート集計結果、高校訪問実績校

からのオープンキャンパス参加率、出張模擬授業・学外進学説明

会等の月別参加者数の推移、高校訪問実績校からの出願・入学者

数の推移等、過年度までは正確な数値を集計分析していなかった

環境を改善し、学生募集につながる要素を分析するための情報を

収集・分析して広報委員会に諮り対策強化に努めた。 

4. 高校生向け進学媒体、保護者層を狙った広報媒体の増強 

現役高校生の自宅へ宅配される「進学雑誌」（リクルート、日本

ドリコム、進研アド、ディスコ、JS コーポレーション等）やイン

ターネット上の「進学サイト」やテレメール等、高校生を対象と

したさまざまな進学媒体に過去 大の経費を投じて学生募集広

報を行った。また、新聞連合広告等、保護者層を狙った広報媒体

にも広告を掲出し、本学の知名度高揚と受験生獲得に努めた。 

5. オープンキャンパスの開催回数の増加（目標総来場者数 1,300 名）

2010（平成 22）年度はオープンキャンパスを年間 11 回（前年度

は 7 回）に増強して実施したほか、毎年実施している ND 女学院

対象説明会に加え高校別にグループで実施する「大学見学会」を

増強して実施した。その結果、オープンキャンパス参加者は年間

1,300 名となり、大学見学会を含めると年間 1,355 名の参加者を

得て、前年度参加者数(1,017 名)の 133%に増加した。 

6. 徹底したフォローによる志願者増強対策 

資料請求者、オープンキャンパス等による来学者、学外進学説明

会での面談者等のフォロー対策（ハガキ、DM リーフレット等）、

高校訪問後の進路指導担当教諭への礼状や当該高校出身の本学

在学生からメッセージ入りクリスマスカード、出願直前案内、合

格者に対する「歩留まりリーフレット」等、本学に関心を示した

潜在的入学希望者に対して徹底したフォロー対策と出願・入学へ

導くためのきめ細かな対応を行った。 

7. 高校訪問計画と高校進路指導担当者に対する対応強化 

教職員による高校訪問の方法を見直し、ゼミ生の出身校を訪問し

て高校進路指導部とのパイプを強化するとともに、訪問時期を 7

月末までとし、夏のオープンキャンパスへの動員を促進したこと
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により、実際に訪問した近畿地区では高校訪問の効果が出て、オ

ープンキャンパスへの動員数が前年度対比 121.4%に増加する堅

実な成果を得ることができた。また、学生募集マネジャーを中心

に、年間を通して計画的な高校訪問を実施した。2010（平成 22）

年 4 月から 12 月までの高校訪問実績は、北海道から鹿児島まで、

全国 28 道府県において延べ 660 校に及び、そのうち、教職員は

308 校、広報担当者は 352 校を訪問した。また、高大連携を進め

るとともに、高校内ガイダンスや出張模擬授業、学外進学説明会

等についても、年間 100 件以上、約 2,000 名の高校生・保護者と

の対面指導を行った。 

8. 高校進路指導部への広報活動の展開 

大学案内等資料一式を 15 セットずつファイルボックス形式の段

ボール箱に梱包した「大学案内パッケージ」を本学への志願者が

多い指定校の中から重点校 300 校を抽出し、進路指導部宛に一斉

発送して、高校進路指導室で高校生が本学の大学案内等を直接手

に取り持ち帰ることができるようにした。また、オープンキャン

パスへの動員促進のためのポスターやチラシ配付、歩留まり率を

上げるための DM、リーフレットの送付、在学生が出身高校への直

筆メッセージを入れたクリスマスカードの送付、一般入試出願促

進用特別封筒の作成等、限られた予算の中で創意工夫を活かして

高校進路指導担当者へアプローチを試みた。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. オープンキャンパス動員数の増強と効率的な運営 

2. 受験生確保を意図した保護者向け情報・広報対策の強化 

3. 3 年次編入、大学院募集の強化  

評価専門部会 

からの評価 

 オープンキャンパスの開催やホームページ等の充実にといろいろ

努力されている点は、評価できる。事業計画と今後の課題を考える

にあたっては、より客観的なデータの分析が必要である。 
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17 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

17.教務委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

本年度は通常の教務業務に加え、中期目標に掲げた成績評価の厳格

化、単位制度の実質化、教育課程の体系化・構造化の推進等の課題に

ついて、本学の教育改革の重要な部分と位置づけ、GPA 制度やキャッ

プ制の導入等を通して内外にわかりやすく示す方策を検討し実施す

る。また、大学設置基準の改正を受け、共通教育検討小委員会におい

てキャリア教育の充実を中心とした共通教育カリキュラム改革に取

り組む。具体的には下記の計画を実行する。 

1. 北山キャンパス総合整備計画に伴う京都工芸繊維大学仮校舎使用

に係る時間割・教室配当等の課題について 優先で取り組み、2011

（平成 23）年度から 3 年間の円滑な授業実施を確実にする。 

2. 大学設置基準の改正を受け、共通教育検討小委員会においてキャ

リア教育の充実を中心とした共通教育カリキュラムの見直しを行

い、2011（平成 23）年度入学生から実施する。 

3. 評価等小委員会において、これまで成績評価基準の望ましい記載

方法等について取り組んできたが、客観的な評価が難しいと考え

られる科目における厳格性・妥当性の確保等の問題についてなお

検討し、一定の結論を得る。GPA 制度については 2011（平成 23）

年度からの新教務システムに合わせて導入するため、各学部学科

からの意見を聞き運用方法等を具体的に定めるとともに、4 年次

生の登録単位上限数についても 2011（平成 23）度入学生から設定

する。また、新教務システムの利点を生かしたシラバスのあり方

についてさらに研究し、運用に反映する。 

4. 大学院各専攻における研究指導計画については、大学院要覧に既

に記載しているが、より適当な明示の方法について更に検討する。

5. 教職課程小委員会において、「教職実践演習」の新設に伴い 2010

（平成 22）年度入学生から義務づけられる履修カルテについて検

討し、新教務システムを活用した運用体制を整備する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 2009（平成 21）年度策定の中期計画において、共通教育科目等に

おける初年次教育・自校教育の成果と課題を検証し 2012（平成 24）

年度入学生からの教育課程編成の検討材料とすることを掲げた

（達成目標 2011（平成 23）年度）が、大学設置基準の改正を受け、

キャリア教育の充実方策について共通教育検討小委員会で優先的

に取り組み、2011（平成 23）年度入学生から実施する。 

（達成年度 2010（平成 22）年度）
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2. 成績評価の厳格化、単位制度の実質化、教育課程の体系化・構造

化の推進等の課題について総合的に検討し、具体的方策を各学

部・学科に提案する。     （達成年度 2011（平成 23）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 北山キャンパス総合整備計画に伴う京都工芸繊維大学仮校舎使用

に係っては、各学部学科の教務委員と打合せ会を行うなど連携を

密にして本学キャンパスと京都工芸繊維大学キャンパスとの授業

の割り振りを決定し、1 月時点で 2011（平成 23）年度時間割・教

室配当等をほぼ確定した。これに基づき、キャンパス間の移動等

の諸課題について他部署と連携協力して２キャンパス授業の実施

に備えている。 

2. 就業力 GP の採択を受け、共通教育検討小委員会を中心にキャリア

教育の充実を中心とした共通教育カリキュラムの見直しを行っ

た。検討の結果、大幅な変更は 2012（平成 24）年度入学生からと

し、2011（平成 23）年度入学生からはキャリア形成科目２科目を

新設することとした。 

3. 評価等小委員会及び教務委員会において GPA 制度及び 4 年次生を

含む年間・学期の履修登録上限単位数について具体的運用方法を

まとめ、各教授会・大学評議会の承認を得て 2011（平成 23）年度

入学生から実施することとなった。シラバスについても、新教務

システムの導入に伴い、授業の各回の内容や使用機器を必ず記入

する項目とするなど統一的記載方法を充実させた。成績評価基準

の望ましい記載方法等について特段のルール等は設けなかった

が、システムの運用により未記入を防ぐ等の改善を図った。 

4. 大学院各専攻における研究指導計画の明示については、各専攻に

より適切に対応がなされた。 

5. 教職課程小委員会において、「教職実践演習」の新設に伴い 2010

（平成 22）年度入学生から義務づけられる履修カルテについて検

討し、新教務システムの活用を想定して記載内容等を定めた。 

6. 感染症により公認欠席を認める場合について学生便覧に記載して

いるが現状に合わない部分があり、混乱を避けるため「学校保健

安全法施行規則第 18 条に定める」ものと改めた。 

改善方法・ 

次年度への課題 

1. 2012（平成 24）年度入学生からの共通教育カリキュラムの変更に

ついては、2011（平成 23）年度の早い時期に結論を得られるよう、

キャリアセンターとも連携して審議を進める必要がある。 

2. GPA 制度やキャップ制を整備し一定の成果を得たことを受け、制

度を活用した成績評価の厳格化、単位制度の実質化についてさら

に検討を進めるとともに、カリキュラム改革とも連動して、教育

課程の体系化・構造化の推進策についても併せて検討する。 

評価専門部会 

からの評価 

共通教育カリキュラムの見直し、GPA 制度の導入など、積極的に取

り組んだ成果が顕著である。さらに、2011（平成 23）年度から３年

間、北山キャンパス総合整備計画に伴って、二つのキャンパスで円滑

な授業が実施されるよう、今後も努力することを期待する。 
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18.学生委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 近年の経済状況を反映し、給付奨学金の希望者が増加している。

学生への経済的支援をするため、奨学金の原資の増額を図り、給

付奨学金支給者の拡大を検討する。 

2. さらに給付奨学金制度の充実のため、同窓会からの寄付金を原資

としたマリアンスカラシップを給付奨学金に制定し、経済的に修

学困難な学生に対し奨学金を支給する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 大学院生の経済的支援を図るため、給付奨学金制度について検討

する。            （達成年度 2011（平成 23）年度）

2. 奨学金制度の全容を網羅した冊子の内容を整え、支援を必要とし

ている学生が各奨学金の内容を十分理解をしたうえで、利用でき

るよう検討する。       （達成年度 2012（平成 24）年度）

3. 各奨学金の募集、説明会等を掲示だけでなくメール配信で周知で

きるよう検討する。      （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 2010（平成 22）年度学部学生給付奨学金の採用者は、京都ノート

ルダム女子大学支給奨学金 31 名、特待生奨学金 15 名、保護者会

特別援助奨学金 5 名、テレジアン課外活動給付奨学金 3 名、マリ

アンスカラシップ 2 名の 56 名に奨学金を給付した。昨年と比較

して京都ノートルダム女子大学支給奨学金は昨年度より 193 万

円、給付額を増額した。また、保護者会特別援助奨学金とテレジ

ア課外活動給付奨学金の原資は、保護者会とノートルダム修道女

会から大学への寄付金とすることを制度化した。 

2. 昨年度まで、マリアンスカラシップは貸与奨学金であったが、同

窓会の寄付金を原資とした給付奨学金に改定した。その結果、2

名の 4 年次生に一人年間授業料の半額（375,000 円）を給付する

ことができ、給付奨学金の原資として 75 万円の増額となった。 

3. 奨学金原資を寄付金に制度化することにより、給付奨学金の原資

を確保した。そして、各学生の状況に応じた奨学金制度を整え、

学生の修学意欲を高めるとともに学生生活が充実するように支

援した。 

4. 4 月に 3 回と 9 月に 1 回の奨学金説明会を実施した。説明会には

昨年と同様、全学生の 7％の学生が出席した。 
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改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 大学院生の給付奨学金制度について検討する。 

2. 学生の経済状況や学生生活に応じて対応できるように貸与奨学

金制度と給付奨学金制度の運用について検討する。 

3. 奨学金説明会の周知をするとともに、個別説明会の充実を図る。

評価専門部会 

からの評価 

 学生への経済支援のための給付奨学金の充実に努めたことは評価

できる。更なるきめ細かな制度運用を期待する。 

 学生生活の満足度をさらに高めるためには、経済支援以外の事項

も委員会の課題と事業計画に記載することを望む。 
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19.学生寮委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. 2011（平成 23）年夏に予定されているキャロライン寮の完成に伴

い、学生寮規程及び細則の再点検 

2. 寮生の規範意識及び自治意識を向上させるための指導の徹底 

3. 派遣職員の資質の向上 

4. 入寮手続きの明確化（入寮面接による入寮の可否の基準設定） 

5. 既存の学生寮と計画中の新学生寮に関する広報活動の強化  

中期計画 

（3～5 年計画） 

 

1. 寮生の規範意識及び自治意識を向上させるための指導の徹底 

              （達成年度 2015（平成 27）年度）

2. 2013（平成 25）年 3 月でマーガレット寮の賃貸契約が終了するこ

とに伴い、その時点で居住している学生への対応として、京都市

内に寮タイプ居住施設の設置の検討 

              （達成年度 2013（平成 25）年度）

3. 学生寮全般の広報活動の強化 （達成年度 2015（平成 27）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 2010（平成 22）年 12 月にユージニア寮、マーガレット寮共に細

則を改定した。キャロライン寮の完成に伴い学生寮規程、キャロ

ライン寮の細則の変更を検討している。 

2. 規範意識：教育寮としての性格を再確認し、門限、外泊、消灯時

間等に関して指導をしたが、一部の学生については指導が徹底で

きていない事実もある。またユージニア寮ではエコ教育、生活習

慣のため 2 週間に 1 度部屋の点検を行っている。自治意識の向

上：寮生たちの住居である寮の運営に寮生たちが積極的に関与す

るよう、寮自治会の機能を明確にし、自治会役員に対する指導を

している。 

3. 寮事務室職員の減員に対処するために、寮務の実質を徹底的に検

討し、効率的な寮運営を行った。派遣職員の資質の向上としては

教育寮の管理運営に携わる職員としての意識を涵養するために、

寮生への接し方、問題解決の方法を具体的に指導した。 

また、寮生の生活に対する寮事務室職員の意識の向上のために、

研修として寮職員にも 10 月 5 日(火)に行なわれた水谷修氏によ

る「薬物乱用防止に関する講演会」、10 月 19 日(火)の土井裕明氏

による「キャンパス・ハラスメントを起こさないために」に出席

してもらった。 

4. 学生部長、寮務主幹、寮委員会委員で入寮面接を行い、面接終了

後、学生寮委員会で検討し、入寮か否かを決定した。 
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5. 学生寮パンフレットを作成し、ホームページを有効に利用し広報

を行った。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 寮生が学生寮の細則を十分に理解し、実践しているとは言い難い

ので、新入寮生はいうまでもなく、上級生たちに対してもオリエ

ンテーションや自治会ミーティングにおいて規則の遵守の徹底

を促す。このことを通して寮生の規範意識の向上及び自治意識の

向上を図る。 

2. 魅力のある学生寮パンフレットを作成し、また大学のホームペー

ジを利用し、学生寮の効率的な広報・宣伝を行い、本学全体の広

報に寄与する。 

評価専門部会 

からの評価 

規範意識を向上させるための取り組みは評価できるが、入寮生が

主体であるから自発的なものとなるようにと願いたい。さらに、規

範意識向上の達成度は、調査によって測定すべきと考える。 

学内寮（教育寮）としての魅力をアピールすることによって、大

学全体の広報につなげられることを熱望する。 
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20.研究活動推進委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. 科学研究費補助金申請の説明会の充実を図り、学内申請件数の目

標を前年対比 20％増の年間 25 件とする。 

2. 学内研究助成制度から科研費申請へと、研究の連動性、発展性を

強化する。 

3. 学内研究助成プロジェクト報告会を行う。併せて学長統括プロジ

ェクト研究懇話会の実施にも協力することで、本学の研究活動の

活性化を図る。 

4. 教員データベースの「研究業績欄」のチェックを行い、研究業績

の少ない教員に対する研究活動の活性化を促す。 

5. 学内研究助成制度に 2009（平成 21）年度に設けた「国外研修助

成金（短期）」等を活用し、海外協定大学等との交流を活発化す

る。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

 

1. 学部横断的な研究会や研究プロジェクトを持続的に運営する。当

面は学長統括プロジェクト「ジェロントロジー」「言語・コミュ

ニケーション研究」へのバックアップを行う。 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

2. 科学研究費補助金の年間申請数を全教員の半数に引き上げる。ま

た、科学研究費補助金に採択された研究成果を社会へ公開する。

（達成年度 2011（平成 23）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 2010（平成 22）年度は、「平成 23 年度科学研究費補助金説明会」

を 9 月に 2 回開催し、応募要領に関する説明だけではなく、過年

度に科研費に採択された学内の教員による申請書類作成上のア

ドバイス等、新たな試みを加えて説明会の充実強化を図った。 

科研費申請を促進するため、研究活動推進委員会では、学部学科

別に前年度の申請・採択状況をまとめ、学部学科別の申請目標数

を定めて応募を促したところ、説明会参加者（当日は出席できな

いため資料のみ受領または個別説明を含む）は計 30 名に上り前

年対比 8 名増（36%増）の関心を集めた。しかし、 終的な学内

申請件数は、（専任教員計 69 名中）計 20 件で、前年（2010（平

成 22）年度）の学内申請件数計 23 件の 87%に留まり、「学内申請

件数の目標を前年対比 20％増の年間 25 件とする。」とした当初の

目標値を達成することはできなかった。科学研究費補助金説明会

の参加者数及び申請件数の過去 3 年間の推移は以下のとおりであ

る。 
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 H21 年度 H22 年度 H23 年度 前年対比

説明会参加数 19 名 22 名 29 名 132%

新規申請件数 17 件 23 件 20 件 87%

新規採択件数 5 件 5 件 H23 年 4 月

発表 

― 

2. 「京都ノートルダム女子大学研究助成規程」にもとづく学内助成

制度の申請要件では、申請前年度に科学研究費補助金の申請を行

った者を対象としているが、その中で唯一「萌芽研究奨励費」に

ついては申請要件に科研費申請を義務付けていないため、採択さ

れた年度の研究成果をもとに、萌芽研究奨励費を受給した次年度

には科研費申請を義務付けるよう規程を変更し、学内研究助成制

度から科研費申請へと研究の連動性、発展性を強化させる施策を

行った。 

3. 2010（平成 22）年度は、学内研究助成制度に基づく研究成果を発

表する機会として「第 12 回研究プロジェクト報告会」を 2011（平

成 23）年 2 月 22 日に開催し、継続的に研究活動の活性化を図る

とともに一般へも公開して積極的な地域貢献に努めた。 

また、学長統括プロジェクト主催の研究懇話会については、3 月

3 日、5 月 27 日、6 月 25 日、12 月 9 日、1 月 13 日に開催された

「ことばの研究会」に協力し、学内における領域横断的な研究の

基盤形成に係る活動の支援を行った。 

4. 教員の研究業績については毎年「教員データベース」を更新して

当該年度の研究業績を記録していく仕組みとしているため、FD 委

員会で管理するデータの更新状況を確認後、2011（平成 23）年 1

月にすべての教員の研究業績欄をチェックして研究業績の少な

い教員については、委員会より各学部教授会を通して研究活動の

活発化を促した。 

5. 2010（平成 22）年度は、「国外研修助成金（短期）」に申請・採択

された活動は 2 件であり、海外における学会活動に活用された。

しかし、大学基準協会による認証評価で指摘された「国内外研修

制度を実際に利用した教員が年間 1 ないし 2 名にとどまり、申請

件数が少ない」及び「全研究科とも国際交流を推進するとの基本

方針が十分達成されていない」との助言に対する改善策として

2009（平成 21）年度に設けた「国外研修助成金（短期）」の目的

に掲げた「海外協定大学等との交流を活発化する」とした趣旨は

未だ達成されていない。2010（平成 22）年度は、大学運営の観点

から、研究助成金も当初予算の 85%に減額して執行額を抑える必

要が生じたため、海外での研究活動や新規交流を活性化させる土

壌が十分でないことも考慮せざるを得ない。  
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改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 2011（平成 23）年度から改正される「個人研究費規程」との連関

により、学内の科学研究補助金への申請者数は増加する可能性が

高いため、申請率を高めるだけではなく、採択率が高まるよう、

学内における申請書のチェック機能を高めるとともに、過年度の

採択経験者による科研費申請に対する実践的なアドバイスが行

える機会を研究活動推進委員会として構築する。 

2. 科学研究費補助金による研究成果発表の機会を増強し、大学報で

の発表のみならず、研究成果報告会を開催して、研究活動推進委

員会が積極的に科学研究費補助金に対する支援体制を整備する。

3. 「国外研修助成金（短期）」の申請者を増加させるため、2011（平

成 23）年度は、学部学科別に申請枠を設けて積極的に応募する体

制を整え、2012（平成 24）年度に提出する認証評価の改善報告書

に応えられるよう全学的な理解と改善努力を要請する。 

評価専門部会 

からの評価 

 いろいろな角度から研究を推進する試みがなされていて、高く評

価できる。過去 3 年間にわたる科研費等の説明会への参加者推移デ

ータは、今後も続けて明らかにする必要があるとともに、その内訳

を具体的に検討することも研究推進には必要であろう。 
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21.ＦＤ委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. これまでは、年1回後期に実施してきた大学院生による「教育評価アンケー

ト」に替えて、大学院の全研究科においても「授業評価アンケート」を前

期・後期にわたり継続的に実施し、その結果を教育方法の改善へ活用する

ための組織的な取り組みを実施する。 

2. 「教員データベース」の更新状況をチェックし、未記入、未更新の教員に

対して、研究業績等の記入を行うよう依頼し、委員会として定期的な更新

を促す管理体制を構築する。 

3. 大学設置基準で義務化された「組織的な教員の研修」を実施するため、外

部講師を招いて「FD講演会」を実施するとともに、全学の教員が参加して

FDに関する共通認識の共有を図る。 

4. 授業評価アンケートの集計結果をもとに「全学教員研修会」を開

催し、学部（学科）・研究科（専攻）別に、当該年度の現状と課

題について話し合い、改善方策等を「授業評価報告書」にまとめ

て公開する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 共通教育科目の授業評価結果に対する対応方法について、組織的

に取り組む方策を決定する。（達成年度 2012（平成 24）年度） 

2. 研究会、フォーラム、協議会等へ参加を強化し、FD に関する研究

や情報交換等を推進する。（達成年度 2012（平成 24）年度）  

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 大学院における授業評価アンケートの実施 

2010（平成 22）年度からは、大学院の全研究科において、履修者

数に関わらず、開講している全授業科目（ゼミを除く）に対して

「大学院生による授業評価アンケート」を実施した。2010（平成

22）年度の大学院における授業評価アンケートは、年間 2 回（前

期：7 月 8 日～21 日、後期：1 月 8 日～24 日）にわたり、前期 44

科目、後期 43 科目、年間合計 87 科目、受講延人数計 345 名を対

象に実施した。（参考：学部における「学生による授業評価アン

ケート」は、前期 411 科目、後期 408 科目、受講延人数計 30,658

名を対象に実施した。）また年度末には、研究科（人間文化研究

科においては各専攻）別に教員研修会を開催し、各研究科（また

は専攻）別の専門科目に対する授業評価の集計結果をもとに分析

と課題について話し合いを行い、改善点や改善の方策、今後の課

題について報告書をまとめてホームページ上に毎年公表するこ

ととした。これにより、学部のみならず大学院の全ての授業科目

においても授業評価が継続的に実施されるようになり、認証評価
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で助言を受けた授業評価に対する組織的な取組に対する積極的

な改善が着実に行われたと評価できる。 

2. 「教員データベース」の定期的な更新・管理体制の構築 

本学専任教員の教育・研究業績の公表を目的として 2009（平成

21）年度に立ち上げ稼働を開始した「教員データベース」につい

ては、蓄積情報の更新が課題となっていたが、2010（平成 22）年

度からは定期的に FD 委員会で定期的にチェックする管理機能を

取り入れ、毎年 3 月と 8 月に全教員（計 68 名、産休を除く）へ

情報更新を促すとともに、9 月から 10 月にかけて未更新の教員へ

対する督促を行うこととした。2010（平成 22）年度は、9 月以降

3 回にわたり更新促進を行ったところ、9 月は 51.4%であった更新

率が、1 月には 79.4％へ上昇した。毎年 4 月には、新任教員のデ

ータページ開設や人事異動・役職変更等に該当する教員のデータ

ベースを更新して 新の情報を提供するよう努めた他、委員会と

して定期的に学部・学科へ呼びかけたことにより、教員データベ

ースの更新や情報公開に対する意識と理解が深まるとともに、委

員会による定期的な管理体制が構築できた。 

3. 「組織的な教員の研修」の実施 

大学設置基準で義務化された「組織的な教員の研修」の一環とし

て、2010（平成 22）年度は、6 月 24 日に日本私立大学連盟教育

研究委員会 FD 運営委員会委員長（同志社大学文学部教授）の圓

月勝博先生を迎え、「新たな大学教員像の構築に向けて―学士課

程教育と FD―」を演題に「FD 講演会」を開催した。講演内容は、

①学士課程教育と FD、②大学教員像の変容、③新たな大学教員像

の構築に向けて、という 3 つのテーマに沿って進められた。講演

会出席者 71 名のうち教員の出席は 61 名で出席率 89.7％、また、

講演会後のアンケート調査では、出席者の約 84％が講演について

「有意義であった」と回答し、FD に関する共通認識の共有を図る

という目標を概ね達成することができた。 

4. 「全学教員研修会」の開催と「授業評価報告書」の公開 

2010（平成 22）年度の授業評価アンケートの集計結果をもとに、

2011（平成 23）年 3 月 9 日に「授業改善のための全学教員研修会」

を開催し、学部（学科）別に分科会を開いて授業評価アンケート

に関する課題と改善策について話し合いを行い、授業の内容や方

法に関する課題と改善策を検討した。なお、学部、大学院とも、

この全学教員研修会の結果に基づき「学生（または院生）による

授業評価アンケート実施報告書」にまとめ、冊子印刷及びホーム

ページ上で公開し、当初の計画を達成する予定である。 

5. FD に関する研究や情報交換等の推進 

中期目標に掲げる「研究会、フォーラム、協議会等へ参加を強化
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し FD に関する研究や情報交換等を推進する」ことについては、

㈶大学コンソーシアム京都が主催する「FD フォーラム」の企画検

討委員会に本学の FD 委員が参加して分科会のコーディネート等、

積極的な活動や情報交換を行うとともに、学内の教職員へも「FD

フォーラム」への参加を促し、FD 活動に対する研究や理解を深め

る機会を提供するよう努めている。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 授業評価アンケートの実施結果をどのように授業の改善につな

げ、教育の質の向上に活かしていくかが課題である。また共通教

育科目や非常勤講師による授業科目については、全体教員研修会

の開催だけでは課題の認識や改善方策の検討ができないため、共

通教育科目に関する点検評価体制を整備することも早急の課題

である。 

2. 「組織的な教員研修」の実施が求められる中、「FD 講演会」が定

着してきたことを受けて、今後は、嘱託講師や非常勤講師にも「FD

講演会」参加への門戸を開け、専任/非専任を問わず、本学の教

育に関与するすべての教職員が FD 講演会の内容を共有できる環

境を整えていきたい。 

評価専門部会 

からの評価 

全学部・研究科の授業評価が継続的に実施されるようになり、組

織的な教育改善への体制が整ったことを大いに評価する。今後は、

この授業評価の実施結果が実際の授業の改善に結びつくような仕組

みの設置・運営が期待される。 

FD 委員会は、組織的な教員の研修により多くの教員が参加できる

ような環境を整備し、FD 活動にかかわる情報開示を進めながら、さ

らに活発な FD 活動を推進していくべきである。 
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                                                                              22 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

22.施設・設備開発委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

 

1. 自主学習室や自主学習専用の LAN 設備のある演習室の設備に

ついては、現在進めている「北山キャンパス総合整備計画」の設

計においてもこれらの設備を充分に取り入れた基本設計を今年 9

月までにまとめる。特に LAN 設備においては全体的なシステムの

検討が必要であり、学術情報センター・システム管理課と共に検

討する。 

2. 教員研究室の狭隘と静粛さの改善については、１と同じく「北

山キャンパス総合整備計画」の設計において一室 20 ㎡～24 ㎡

で計画中であり、基本設計が今年 9 月に完了する。 

3. 耐震補強については、テレジア館は補強工事までを今春に完了

しており、ソフィア館は現在進めている「北山キャンパス総合整

備計画」の設計において、改めて劣化度調査・診断・構造補強工

法等を検討中であり、ソフィア館全体の設計と共に計画を進めて

ゆく。 

4. 大学院生対象による教育評価アンケートでは、〈必要な図書、関

連資料の用意〉〈学内の研究・学習環境の整備〉〈キャリア形成に

関する指導体制〉の 3 項目の評価が極端に低く、学術情報センタ

ーのラーニングコモンズ構想による学習スペースの設置も含め

た教育施設においてもこれらの項目の向上を図れるよう、基本設

計を今年 9 月までにまとめる。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

 

いずれも北山キャンパス整備を待たなければならない。 

1. 自主学習室や自主学習専用の LAN 設備のある演習室の整備完了 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 教員研究室の狭隘と静粛さの改善完了 

（達成年度 2013（平成 25）年度）

3. 耐震補強完了         （達成年度 2013（平成 25）年度）

4. 現代の大学教育に資することのできる教育施設・設備の充実 

（達成年度 2013（平成 25）年度）
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取り組み結果と 

点検・評価 

1. 自主学習室や自主学習専用の LAN 設備のある演習室の設備に

ついては、計画を「北山キャンパス総合整備計画」の設計におい

て学術情報センター・システム管理課と共に進めているが、一部

配置変更（正門位置・プロムナード位置）や予算調整のため、9

月までにまとめる予定であった基本設計が現在も続いている。こ

の延長期間が当検討を進めるには都合良く、また、既設サーバー

の契約更新が来年度草々に迫っており、当該キャンパス計画に対

応できる機種を選定中である。予算調整は 3 月までに決定する見

込みであり、予算決定と共に実施設計を進める。 

2. 教員研究室の狭隘と静粛さの改善については、1 と同じく現在、

既設のソフィア館・テレジア館・ユニソン会館を改修して一室 20

㎡～24 ㎡で平面計画を進めている。 

3. 耐震補強については、現在、ソフィア館は内部の機能改修や設

備改修において、比較的制限が少ないアウトフレーム工法で計画

を進めている。 

4. 大学院生対象による教育評価アンケートで特に評価の低かった 3

点、①〈必要な図書、関連資料の用意〉、②〈学内の研究・学習

環境の整備〉、③〈キャリア形成に関する指導体制〉はいずれも

施設の整備によってもいくらかの改善をはかれるものであり、①

充実したコレクションを配架できるスペースを持つ大学図書館

の設置、②院生スタディルーム、図書館、情報演習室、LAN 環境

の整備、③キャリアセンターの機能を考えた施設の設置などを考

慮しながら、1 と同じく新しいキャンパス計画を進めている。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

現在進行している北山キャンパス総合整備計画の中で、多くの課

題を解決したいと考えているが、建設できる施設の面積が限られて

いるため、余裕のある新キャンパスを建設することは困難である。

よって、各機能を見直し、たとえば国際教育センターと学術情報セ

ンター間の連携協力による機能の強化のための施設上の工夫など、

新しい視点のもとに、施設の機能改善をめざしていく必要があると

考えている。 

評価専門部会 

からの評価 

「北山キャンパス総合整備計画」の一部である寮を含む複合教育

施設「キャロライン館」は既に着工されている。自主学習室や自主

学習室専用の LAN 設備のある演習室の設備、教員研究室の狭隘と静

粛さの改善など教育研究環境の改善整備はこの計画の推進により実

現される見通しであり、その計画実現への努力は高く評価する。 

 この総合整備計画の実現は皆の期待と同時に膨大な費用をかける

ので、くれぐれも計画に手落ちや反省点のないよう 大限の努力を

お願いする。 
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23 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

23.全学行事委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 後継者の養成 

入学式、物故者追悼ミサ、卒業式等での役割を複数の教職員で担

当し、後継者を養成する。特にミサ、あるいは聖体賛美式の侍者

ができる職員を養成する。 

2. 年間行事予定の作成 

各部署、委員会と連携をとりながら、来年度の年間行事予定を作

成し、12 月の管理運営会議での承認を受ける。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 後継者の養成 

年に 1 回しか実施されない行事については、複数年をかけて後継

者の養成を行う。       （達成年度 2012（平成 24）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 後継者の養成 

入学式、物故者追悼ミサ、卒業式等の担当者は実施の前に、十分

な時間的余裕を持って決定・通知しており、更に式次第、マニュ

アルがほとんど完成していることから、これらの行事は滞りなく

実施された。ミサ、あるいは聖体賛美式の侍者ができる職員の養

成については、年間 3 回と回数が少なく、実施はできなかった。

2. 年間行事予定の作成 

予定通り、12 月の管理運営会議において次年度の年間行事予定を

提出し、承認を受けた。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 各学期 15 回の授業確保や入試の増加、多様化により、年間行事

予定表を作成するにはこれまで以上に多くの部署・委員会との調

整が必要である。 

2. 全学行事委員会が取り扱う行事には、本学の伝統と個性を際立た

せるものが多い。そのことを踏まえて、各行事を円滑に遂行する

ことを目指すばかりでなく、それぞれの行事の意義を教職員に伝

えるように努める。 

3. 侍者の養成については、男子職員 2 名を選抜し、卒業式では式全

体の流れを十分観察してもらい、うち 1 名には入学式に実際に侍

者として、役割を担当してもらうこととする。 

評価専門部会 

からの評価 

 年間行事予定作成にあたり、他部署・委員会と調整しながら本学

伝統の各行事を組み込み、各々の行事の指導的役割を果たしてきた

ことは評価できる。 

 ミサなどの侍者ができる職員の人選は慎重に行うことを望む。 
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24 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

24.キャンパス・ハラスメント防止・対策委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 学生・教職員の学習、教育、研究および就業の公正な機会ならび

に権利を保障するために、規程・ガイドラインを現実に即して検

討していく。 

2. 教職員・学生ともに、特にアカデミック・ハラスメントに重点を

置いた研修を深めるとともに、より望ましい研修のあり方を検討

する。 

3. キャンパス・ハラスメント相談員の研修を深める機会を設けるた

めに、研修に参加しやすい環境整備を図る。 

4. 教職員・学生間に定着するよう啓発活動を行う。 

5. 委員会とキャンパス・ハラスメント相談員との適切な関係のあり

方を検討する。  

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 啓発活動 

(1)教職員に対して 

教職員のキャンパス・ハラスメントに関する認識・理解を深め

るための対策として、全体研修会、小集団の研修会のあり方を

検討し、両パターンを実施していく。また、参加者の評価をも

とに有効性を検証し、啓発活動をより充実したものとしてい

く。          （達成年度 2012（平成 24）年度）

(2)学生に対して 

学生のキャンパス・ハラスメントに関する認識・理解を深める

ための対策として、オリエンテーション・ガイダンス・セミナ

ーでの啓発活動のあり方を検討し、充実させていく。 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 報告書、規定、ガイドラインについて 

初回相談報告書の取り扱い（提出時期、提出方法、緊急時の判断

方法）について検討していくとともに、より適切な報告書の在り

方を考え、充実させていく。 （達成年度 2011（平成 23）年度）

さらに、規定、ガイドラインの適切さについて検討を重ね、充実

させていく。         （達成年度 2013（平成 25）年度）

3. 専門性を高める研修について 

相談員の専門性を高めるための研修を模索する。また、相談員が

参加しやすい研修のあり方を検討し、充実させていく。 

（達成年度 2012（平成 24）年度）

4. 相談員と委員（会）との関係性について 
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被害者の安全を確保するために、相談員と委員（会）は、どのよ

うに関係を保つべきかを検討し、ほどよい関係性を構築してい

く。             （達成年度 2013（平成 25）年度）

5. 調査員の選出方法について検討していく。 

(達成年度 2013（平成 25）年度)

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 初回相談報告書の取り扱い 

相談報告書の取り扱い(提出時期・提出方法・緊急時の判断)を明

確にした。すなわち、「相談員から提出の初回相談報告書は、委

員長が受け取る。次に委員長は、委員会を開催し、緊急保護の有

無について審議する」ことを委員会において明確にした。今後、

規定、ガイドラインへ追加するべきかの検討が必要である。相談

員が提出すべき書類について一覧表を作成し、相談員に配布し

た。これにより提出時期・提出方法・緊急時の判断過程が明確に

なった。相談報告書・報告書用紙中の規定番号を確認し訂正した。

2. 規程・ガイドラインの改正 

規程とガイドラインの整合性について検討し、規程およびガイド

ラインの改正を 2 月の管理運営委員会で提案する。2 次被害の防

止、学内での事案件数公開、モラルハラスメントの定義を規程に

盛り込む等の提案が出され、これについては継続して検討してい

く。 

3. 研修のあり方 

教職員に関しては、全教員が一堂に会しての講演会を実施した。

11 月 19 日実施。参加者：教員 43 名（教員の 63％）、職員 61 名

（職員の 62％）、法人 4 名（職員の 40％）さらに、教員に対して、

学部または学科別での研修会を、職員に対して、職員集会の時間

を利用しての研修会を実施した。様々な形の研修会を繰り返し実

施していくことが必要であることが示唆された。 

4. 相談員の研修 

有料のハラスメント研修会(料金は、委員会の予算から)を全相談

員に紹介した（8 月 2 日・9 月 13 日・11 月 25 日の計３回）また、

講演講師との懇親会への参加を相談員に対して呼びかけた。有料

研修会への参加希望者はなく、懇親会へ参加した学内相談員は 4

名（学内相談員の 57％）であった。春休み中にウィメンズカウン

セリング京都より講師を招いて、相談員対象の研修会を開くこと

を計画中である。 

5. 啓発活動 

教員と事務職員に向けて弁護士による講演会(11 月 19 日実施)を

計画し、開催連絡のプリントの配布とメール送信により参加を呼

び掛けた。ハラスメントについての事前アンケートを行い、意識

を高めてもらう工夫をするとともに、アンケート内容をまとめて
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講演当日配布し、意識が高まるようにした。事後アンケートも実

施し、ハラスメントに対する意識向上を図った。さらに、事後ア

ンケートの結果もまとめて、教職員に配布した。なお、事後アン

ケートは、以下の研修でも利用した。 

(1)＜教員に対して＞学科別に、C・H 委員の計画の下、研修会を

実施した。(英文科 11 月 3 日、人文学科 11 月 10 日、生活福祉

文化学科 11 月 24 日、心理学部 11 月 30 日)。各学科の委員が

意見をまとめ、委員会に報告をした。参加者は、英語英文科教

員 13 名（100％）、人間文化学科教員 11 名（92％）、生活福祉

文化学部教員 16 名（100％）、心理学部教員 15 名（83％）であ

った。 

(2)＜職員に対して＞11 月 9 日、16 日の二度の場を設定し、いず

れかに参加するように呼びかけた。合計 64 名（77％）の参加

があった。課長職以上とそれ以外の職員とを分けて、7～8 名

の集団におけるハラスメントに関するディスカッションを行

った。職員研修では、各グループで出された意見を文書で提出

するよう依頼した。これらは委員長が記録、整理するとともに、

今後の啓発活動に資することができるよう委員会で配布した。

教職員への啓発活動は一定の成果を収めることができたとい

える。参加者からの意見として、さらに具体的な事例を知りた

いということが挙げられた。また、教職員の中にはハラスメン

トに対する意識の低さも感じられ、繰り返し、啓発活動を行う

必要性が示唆された。 

(3)＜学生に対して＞4 月のオリエンテーションでのリーフレッ

トの配布と説明を実施。今後新たな形での啓発活動を計画する

必要がある。 

6. 相談員との適切な関係 

現状では、相談内容と関連することに関しては、委員長のみが相

談員と接触している。相談件数が少ないため、現実に即した対応

しかできないという現状がある。 

7. その他 

事務系の相談員が、いつでも相談を受けられる場所の確保を行

い、相談環境の改善を図った。調査員の負担を少なくするため、

記録者を外部の専門家に依頼することとした。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 啓発活動 学生に対して 

4 月のオリエンテーションにおいて、ガイドラインやリーフレッ

トの配布を行うことと、対象学年を絞ってセミナー実施に向けて

計画中である。 

2. 報告書、規定、ガイドラインについて 

慎重に決定していく必要があるため、今後も審議を継続してい
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く。 

3. 専門性を高める研修について 

有料の研修会に参加しにくい現実的問題を明らかにする必要が

ある。このための解決策として、相談員に直接意見を聴くことが

必要と考えられる。 

4. 相談員と委員会の関係性 

ほどよい関係を保持していく。 

5. 調査員の選出方法について 

調査員の選出は、事案と関係のない学部から選出する必要があ

る。また、学部長、管理職は日々多忙であることから、避ける必

要がある。調査員を選出することは委員会が教職員の素質、能力

を判断することに繋がる。故に慎重に決定せねばならない。すな

わち、形式的に選出方法を決定することは不可能である。その都

度事案と向き合いながら、ふさわしい人を選出することが要求さ

れているということが事案を通して示唆された。したがって、こ

の目標は、絶えず、その場に応じて行っていくことが適当である

と考えられる。 

評価専門部会 

からの評価 

相談報告書の取扱や規程、ガイドライン等の整備は評価できるが、

相談員の専門性や調査員の選出方法は、事案ごとの分類を明確化す

ることが期待される。また、大学の教職員がより客観的に何を調査

対象の事例とすればいいのかということも含めて、分かりやすく明

文化することが望まれる。 
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                                                                              25 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

25.財務委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 決済限度額の設定 

法人及び学内での調整を経て、予算執行に伴う決済限度額を設定

し、物品等の購入・発注手続きを整備して事務の透明化、簡素化

を図る。 

2. 中間決算の実施 

前学期の終了時を目途に中間決算を実施し、後期については予算

の補正を通じて冗費を抑制し、適性かつ計画的な予算の執行を目

指す。 

3. 財務委員会の強化 

財務委員会の構成員を見直し、役割を強化することにより、財務

面から大学運営の適正化を図る。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 人件費比率（人件費÷帰属収入）の健全化 

2. 本学の人件費比率は、2007（平成 19）年度は 54％、2008（平成

20）年度は 57％、2009（平成 21）年度予算段階では 58％と、上

昇傾向にある。これを 2 年後には 54％、4 年後には 52％を目標に

削減する。そのために大学評議会とも連携をとりながら、本学に

とっての適正な教職員数を算出し、計画的に減員できるよう提言

する。           （達成年度 2014（平成 26）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 決済限度額の設定 

法人及び学内での調整ができず、本年度においては実施できなか

った。統一性を図るためにも、来年度以降の課題としたい。 

2. 中間決算の実施 

補正予算作成時、法人本部・理事会からの要請もあり、9 月末で

の中間決算書を作成した。ただ、予算執行状況は別途把握してい

るうえ、補正予算の作成により同年度の決算に近い数字が可能で

ある。他方、中間決算の作成にはかなりの事務量を要することか

ら、来年度以降の必要性については再検討の余地がある。 

3. 財務委員会の強化 

本年度 7 月の管理運営会議において「京都ノートルダム女子大学

財務委員会規程」の改正を行い、学長、副学長、学部長・学科長

を構成員に加える等の見直しを行い、学長を委員長として委員会

機能を強化した。今後、大学の財政状況が一層厳しくなることが

予想されるに伴い、財務委員会の果たすべき役割もさらに重要と

なり、委員会機能の強化は不可欠である。 
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改善の方法・ 

次年度への課題 

次年度以降も予測される厳しい財政状況の中で、財務委員会を従

来に比して一層重要性のある委員会と位置づける。その上で、財務

委員会は支出の見直し・削減等の課題を検討する場にとどまらず、

大学の財務的課題について適切な提言・決定を行うことにより、大

学運営に関する一定の方向性を示していく。 

中期計画の人件費比率の健全化については、収入の確保、適正な

今日職員数及び人件費の調整を通じて、目標達成に努める。 

評価専門部会 

からの評価 

大学の財政状況を鑑み、中間決算の実施、財務委員会が強化され

たことは、評価に値するものである。大学評議会と連携をとりなが

ら、人件費比率の健全化、決済限度額の設定という目標が達成され

ることを期待する。 
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26 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

26.創立 50 周年記念事業委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 「推進室」の設置 

創立 50 周年記念事業委員会の円滑な運営を支援するため、「創立

50 周年記念事業推進室」を設置する。 

2. 記念事業の予算を策定するほか、必要に応じて各小委員会から報

告を受け、遺漏のない事業の推進を指揮する。 

3. 創立 50 周年記念北山キャンパス整備事業小委員会 

設計会社との打合せを経て、「複合施設」の建設に着工し、「新館」

の実施設計に取り掛かる。 

4. 創立 50 年史編纂小委員会 

創立 50 周年記念日までに余裕を持って発行できるように予算、

依頼業者、内容等を決定する。 

5. 創立 50 周年記念式典等実行委員会 

決定された予算に基づき、記念式典等の具体案を作成、速やかに

実施する。 

6. 記念募金 

法人本部と連携を取りながら、企業等法人からの募金を開始す

る。 

7. その他 

シンポジウム、後援会、その他のイベント等、小委員会で取り扱

わない事業等の実施の可否、予算、担当者等を決定する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 創立 50 周年記念事業委員会及び各小委員会は記念事業の完遂に

向けて、それぞれの計画に基づき、着実に課題を実施していく。

              （達成年度 2014（平成 26）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 「推進室」の設置 

すでに総務課、事務支援室を中心とし、副学長を室長とした「創

立 50 周年記念事業推進室」を設置し、ほぼ毎週 1 回、定期的に

会合を開いて、創立 50 周年記念事業関連の諸案件を取り扱い、

委員会に上程できるよう、調整を行っている。 

2. すでに記念事業の予算は 2011（平成 23）年度予算に計上し、承

認を受けた。ただし、北山キャンパス整備事業の事業費について

は、法人との折衝及び理事会決定を残している段階である。 

3. 創立 50 周年記念北山キャンパス整備事業小委員会 

「キャロライン館」（複合教育施設）の建設に着工した。「新館」

建築に先立って埋蔵文化財調査を行った結果、本掘調査が必要と
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なり、着工が数ヶ月遅れることとなった。本小委員会では「新館」

建築ワーキンググループを立ち上げ、設計会社とも頻繁に会合を

重ねて、限られた条件の下で 善のキャンパス建設を目指してい

る。 

4. 創立 50 年史編纂小委員会 

予算、依頼業者、内容等は決定済みであり、作業日程に従って執

筆が進められている。 

5. 創立 50 周年記念式典等実行委員会 

決定された予算に基づき、記念式典等の素案を作成した。そのほ

か、「ホームカミングデー」と「学生イベント」を当委員会で担

当することとなった。 

6. 記念募金 

大学が単独で募金を行う。次年度は募金の 2 年目に当たることと

なる。 

7. 創立 50 周年記念事業として実施する事業はおおむね決定し、予

算の配分も終えた。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 創立 50 周年の年に当たり、「創立 50 周年記念事業委員会」のリ

ーダーシップの下で記念事業が円滑に、遺漏なく実施できるよ

う、「推進室」において十分な支援を行う。 

2. 次年度中に「新館」の建築着工に備え、引き続き学内での検討、

設計会社との調整を行うほか、法人及びノートルダム学院小学校

との協議・調整を行う。また、厳正な方法で「新館」の建築に当

たる業者を選定する。 

3. 「創立 50 年史」は作業日程に従って業務を進め、予定通りの完

成を目指す。 

4. 次年度当初には 12 月 10 日の「記念式典」および「ホームカミン

グデー」が円滑に実施できるよう、事業の素案を作成し、余裕を

持って個々の課題を解決し、細部の調整を終える。 

5. 積極的な募金活動を行う。 

評価専門部会 

からの評価 

創立 50 周年記念事業計画が着実に推進され、実行に移されつつあ

ることを大いに評価する。次年度は実施年度にあたるので、北山キ

ャンパス整備事業と合わせて、予定されている各記念事業が遺漏な

く執り行われ、大きな成果をあげることを期待する。これら事業の

遂行が、大学の広報活動ならびに大学全体の発展にも寄与すること

を切に望む。 
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                                                                              27 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

27.高大連携推進委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. カトリック系高等学校との高大連携を活発化するため、協定の締

結を推進する。3～5 校程度を目途とする。カトリック系高等学校

以外についても、協定の適否を適宜判断しつつ、積極的に連携を

進める。 

2. 教育課程の連続性について、高等学校との協議を含めて検討を進

める。教務委員会とも連携しつつ、高校生が科目等履修生として

単位修得することの意義や条件等を明らかにし、必要に応じ規程

の整備等を行う。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 高等学校と大学との段差を緩和し、生徒が学生としての学修に移

行しやすい体制を構築する。 （達成年度 2014（平成 26）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. カトリック系高等学校１校と協定に向けての協議を行ったが、締

結にまでは至らなかった。別の 2 校について、現在協議を進めて

いる。 

2. 他大学の事例等を参考にしつつ、協定校の高校生が「特別科目等

履修生」として単位修得できるよう科目等履修生規程の改正、特

別科目等履修生に関する細則の制定を行い、まずは受入れ体制を

整えた。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 近隣地域を中心に協定候補を絞り込み、計画的に働きかけを行う

とともに、現在の協定校やノートルダム女学院高校との教員懇談

会の実施など実質的な連携に向けた取り組みを進める。 

2. 特別科目等履修生受入れのための授業科目を検討し、実施に向け

て協定校等と協議を開始する。 

評価専門部会 

からの評価 

 高大連携は、本学にとって重要な課題である。現在進行形である

ことは了解できるとしても協議の進捗状態はもとより、｢受け入れ体

制｣をどのように整えていくのか、機動的な取り組みが急務な課題で

あり、早急の対策を明示する必要がある。 
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                                                                              28 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

28.事務局 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 学長に関する規定を制定する。 

2. 現在の部課制を基本とした事務組織を見直し、柔軟で融通性

のある事務組織を編成する。  

3. 職員研修に関するワーキンググループを立ち上げ、計画的に職員

研修を立案、実施する。 

4. 残業を極力減らして超過勤務手当を昨年度の 4 分の 3 まで削減す

る。 

5. 学務系事務電算システムを更新し、増大化・複雑化する業務に対

応できる体制を整備する。 

中期計画 

（3～5 年計画） 

1.  原則として退職教員の補充を控えることとし、大学設置基準

に定める教員数を目標に、教員数を削減する。同時に、教員

数の 80％を目安に、専任職員数を調整する。  

             （達成年度 2014（平成 26）年度）

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 現在、本法人の内規、教育基本法、他大学の規程等を基に素案を

作成中であり、年度内もしくは来年度早々にも管理運営会議に諮

る。 

2. 部課制は維持しつつも、グループ制、チーム制を導入し、各

部署の業務状況、それぞれの職員の能力・経験を生かして、

期間を限定して職員の配置を行った。ただし、まだ緒につい

たばかりであり、所期の効果を発揮するにはさらに時間と試

行および事務職員の意識改革が必要である。  

3. 職員研修に関するワーキンググループは発足せず、来年度に持ち

越しとなった。ただ、職員研修の観点から、毎週実施されている

職員定例集会が、大学及び大学を取り巻く状況の現状認識、情報

の共有に大きな役割を果たしてきた。 

4. ノー残業デーの実施、超過勤務承認申請手続きの明確化等によ

り、超過勤務手当は昨年度に比して約 20％の削減が達成できた。

5. 学務系事務電算システムを更新するにあたり、競争入札を実施し

て業者を選定し、作業に取りかかった。一部の部署を除いて、来

年度早々からの稼動が可能な状態にある。新たなシステムの導入

と併行して、新 1 年生の学生証の IC カード化を図ることにより、

出席管理システムの導入を可能にした。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 事務組織改革と併せて、業務の見直しを行う。各部署で行われて

いる業務については、精度やサービスの質を落とすことなく、更
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に簡略化、迅速化を図り、職員の負担を軽減すると同時に、超過

勤務の一層の削減を行う。 

2. 各職員が更新された事務電算システムの取り扱い、運用に習熟

し、余裕を持って業務の遂行に当たり、良質のサービスを提供す

ることを通じて教員、学生その他本学関係者の満足度の向上に努

める。 

3. 2010（平成 22）年度には実施できなかった、組織的、計画的職員

研修を実施する。各部署の業務と関連する外部研修への参加は、

業務と予算、期待される成果等を考慮して、各所属長が判断して

決定しているが、次年度は学内研修、職階別研修を充実していく。

4. 認証評価で助言を受けた事項の改善計画を遂行し、改善報告書

（案）の作成に取り掛かる。 

評価専門部会 

からの評価 

 学長の権限・職務などに関する規定は早急に制定することを望む。

 職員定例集会が毎週実施されているのは評価でき、それが職員の

さらなる意識改革につながることを期待する。 

 業務の簡略化・迅速化を目指した事務組織の抜本的改革はまだ実

現しておらず、残念である。社会的現状を踏まえ、学部数ではなく

総学生数をもとにした本学の規模を考慮した上で、他大学の同規模

の職員数を参考にしつつ検討することを望む。 
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29 

2010（平成 22）年度 自己点検評価報告書 

 

29.安全衛生委員会 

2010（平成 22）年

度の課題と事業計

画 

1. 環境衛生 

複合教育施設建設中も、学生・教職員にとって安全で健康的なキ

ャンパス環境づくりの観点から、騒音・化学物質・工事中の埃な

どの防止について提言を行う。 

2. 感染症対策 

各行政機関から発信される感染症に関する情報を収集し、適宜迅

速に対応することで、学内における感染症の集団感染を防止す

る。 

3. キャンパス整備計画 

新キャンパス計画の中に安全・衛生に関する配慮を反映させる。

中期計画 

（3～5 年計画） 

1. 安全・衛生面から、大規模自然災害時や感染症発生時等における

個別対応マニュアルを策定する。（達成年度 2012（平成 24）年度）

2. 工事中の安全・衛生の確保   （達成年度 2013（平成 25）年度）

創立 50 周年記念北山キャンパス整備事業小委員会等と連携をと

りながら、キャンパス整備工事中の安全・衛生を確保する。 

取り組み結果と 

点検・評価 

1. 環境衛生 

複合教育施設（キャロライン館）建設工事に伴う騒音について、

騒音測定器の購入を検討し、騒音により授業への支障の発生が予

測される場合の対応に備えた。 

2. 感染症対策 

総務課長のほか医務室職員が各行政機関において実施する感染

症関連の研修会等に出席し、学内ネットを通じて情報を発信した

ほか、予防接種の呼びかけ、休暇中の海外での感染予防に関する

注意喚起を行った。また、2010（平成 22）年度に引き続き、マス

ク、医薬品等を備蓄した。今年度は学内における感染症の集団感

染は発生していない。 

3. キャンパス整備計画 

京都工芸繊維大学キャンパス内のノートルダム館には医務室を

設け、京都工芸繊維大学の保健管理センターの協力も得ながら、

本学学生の保健・安全の確保を図ることとした。 

改善の方法・ 

次年度への課題 

1. 京都工芸繊維大学キャンパス内にノートルダム館が竣工し、運用

を開始することに伴い、当地での学生の保健・安全の確保に十分

配慮し、必要に応じて京都工芸繊維大学の支援と協力が得られる

よう調整する。 
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2. キャンパス整備計画の推進に伴い、騒音、粉塵、振動等により、

授業もしくは業務に支障が出ないよう、良好な環境衛生の保持に

努める。 

3. 次年度も感染症対策には万全を期し、円滑な大学運営が行えるよ

う、委員会として提言する。 

評価専門部会 

からの評価 

本年度は複合教育施設（キャロライン館）建設工事が着工し、騒

音、粉塵、振動などの環境衛生の保持が現実のものとなったが、十

分な対応がなされていることを評価する。 

 また、昨年度同様、感染症対策が功を奏しているが、次年度から

京都工芸繊維大学キャンパス内ノートルダム館での授業開講に対応

して、京都工芸繊維大学の支援と協力により円滑に対策がなされる

ことを期待する。 
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