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3章 教員・教員組織 

1．現状の説明 

(1)大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか 

＜1＞大学全体 

本学が求める教員像としては、｢文京学院大学・短期大学の教員は、｢文京学園教職員倫

理憲章｣｢学校法人文京学園倫理綱領｣に則って、教育の崇高な目的を理解し、教育の当事者

となって学園の発展に寄与していくものとする。また、建学の精神である｢自立と共生｣の

教育を推進し、校訓である｢誠実｣｢勤勉｣｢仁愛｣の精神に共感を持ち実践していくものとす

る。そのため、教員には｢学生に対する態度｣｢教員という職業に対する責任感｣そして｢絶え

間ない自己研鑽｣の3つをバランスよく備えることが肝要である。｣と規定している(資料3-1

｢文京学院大学・文京学院短期大学教員像｣)。教員組織の編制方針の詳細は、別紙資料の通りである(資

料3-2｢文京学院大学・文京学院短期大学教員組織の編制方針｣)。 

簡潔にまとめると、以下の 4点である。 

（１）国の法律・法規に準拠すること 

a.教育基本法 、b.学校教育法、c.大学設置基準  

（２）建学の精神、自校教育を推進すること 

a.建学の精神「自立と共生」の理念を学生に教育していく教員組織の編制 

b.校訓である「誠実・勤勉・仁愛」の精神を教育する教員組織の編制 

（３）各学部の教員組織 

上記（1）（2）を踏まえ、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必

要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編制する。 

（４）本学規程の遵守 

a. 文京学園教職員倫理憲章、学校法人文京学園倫理綱領、大学学則及び教授会規程、

教育課程・カリキュラム（履修規程）、教員人事に関する諸規程等の遵守 

b.学部の目的・理念と方針や将来構想、教員構成、管理運営等の視点を考慮し、教育

研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の

年齢に著しく偏ることのないよう配慮、また教育の多様なニーズに応えうる教員組

織となるように男女比、年齢構成、外国人教員の割合、実務家の登用などについて

も考慮するものとする。 (資料 3-3｢教員選考基準｣、資料 3-4｢教員選考基準の運用に関する内規｣、資

料 3-5｢大学院教員資格基準｣)。 

なお、公募にあたっては、大学の教育理念・目的をよく理解し、それぞれの授業や担当

を通して学生の教育にあたることができること、さらに教員の基本的な資質として十分な

研究力と授業力があり、積極的に社会貢献に取り組む姿勢があることが求められ、近年は

応募条件として、1)博士の学位を有する者、もしくは同等以上の研究業績を有する者 2)

大学等における一定期間の教育歴を有する者、とする場合が多い(資料3-6｢公募書類事例(専任教員

の公募について(依頼))｣、資料3-7｢履歴書・教育研究業績書｣(CD-ROM))。また、外国語学部以外の学部にお

いても、英語で講義ができる程度の語学力があることが望ましい、などの付帯事項も挙げ

ている。また、大学、研究機関以外で多様な経験を積んだ社会人を、その職務経験や実績

と学部の教育方針等を慎重に照合した上で、教員として採用することもある。いずれの場
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合も、模擬授業および面接により、本学の求める教員像に合致しているかを吟味し、各種

委員会活動などの大学校務など大学全体の取り組みへのコミットメントについても理解を

求めている。選考は、｢書類選考｣、｢学部人事委員会での面接｣、｢理事会面接｣の手順で行

われる。教員組織の編制方針は、本学の教育理念実現のためより効果的・効率的な運用を

旨とする。教員組織は、大学運営会議、各学部教授会、学科会議、学部各種委員会および

全学委員会から構成されている(資料3-8｢大学組織職務権限規程｣)。学長から本学の教育理念・目

的を踏まえた当該年度のビジョンが示され、大学運営会議から下部組織に下ろされ徹底が

図られている。各学部の担当領域委員会(教務・学生・入試、キャリア、国際交流、実習、

図書情報等)は、学長からの当該年度のビジョンに基づき学部の担当領域の方針を決定し運

営している。各委員会は、委員会決定事項・協議事項を全学委員会(全学委員会がある委員

会のみ)で協議し、その決定を各学部教授会に提案し承認を得ている。各学部教授会決定事

項および全学的な協議事項は、大学運営委員会で協議し大学としての意思を決定している。 

 

＜2＞経営学部 

学部としては達成目標(DP)および教育課程・教育内容(CP)を十分理解した上で教育にあ

たる者を採用すると共に、各専門領域にわたってバランスよく配置され、教育研究業績や

年齢等を考慮し職位にも配慮している。 

 前記の教員像に適合すると共に、各種委員会活動などの大学校務や初年次教育、キャリ

ア教育、電子ポートフォリオなど学部全体の取り組みに対しても積極的に参加することを

確認している。また、教員の組織的な連携体制としては、学士課程教育委員会(経営学部運

営協議会)を設置し教育研究に関わる責任の所在を明確にしている(資料3-3｢教員選考基準｣、資料

3-4｢教員選考基準の運用に関する内規｣、資料3-9｢平成23年度文京学院大学経営学部人事教授会議事録｣)。 

 

＜3＞外国語学部  

本学部の教育上の達成目標(DP)および教育課程・教育内容(CP)を軸に、大学設置基準等

の関連法規および本学｢教員選考基準｣等の関連規程に則り、年齢構成、教授・准教授・助

教の職位のバランスを配慮しつつ、編制方針の明確化を図っている(資料3-3｢教員選考基準｣、資

料3-4｢教員選考基準の運用に関する内規｣、資料3-8｢大学組織職務権限規程｣)。すなわち、年齢構成について

は50歳を平均とする正規分布に近い構成を目指し、職位のバランスとしては教授・准教授・

助教の比率を大体5：3：2になるよう新規採用時に考慮することとしている。専門分野に関

しては、最も力を入れているコース共通の英語コミュニケーション科目の教員および4専門

コース(国際ビジネス、国際協力、英語教育、国際文化)の教員のバランスがカリキュラム

の構造に合致するよう配慮している。この英語コミュニケーション科目と4コースという専

門分野体制が、それぞれ委員会もしくはコース会議として教員の教育研究に関する組織体

を構成し、教育研究に関する責任体制をとっている。特に4コースに関しては、コース代表

者会議を設けコース間の連携をとり、全体としてバランスのよい教育研究に資するよう配

慮している。また、その編制を円滑に推進するために、教員の自己評価システムを導入し

ている。教員の職務を、教育、研究、社会貢献、大学運営(委員会活動等)の4つに分けて評

価している(資料3-10｢教育研究活動等評価表｣)。 
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＜4＞人間学部 

 本学部が求める教員像は、学部の教育理念・目的をよく理解し、授業や担当を通して学

生の教育にあたることができること、さらに教員の基本的な資質として、十分な研究力と

教育力があることが求められる。さらに、人間学部は、それぞれ独自の特性を持つ4学科か

ら構成されていること、実習先との協力関係をとることや積極的に地域貢献に取り組むな

ど外部の他者との協同行為が求められるため、職業人としての社会性や協調性も必要とな

る。教員組織の編制方針として、職位(教授、准教授、助教)のバランスが取れ、効果的な

委員会や担当者会が組織・運営できること、さらに各学科の教育課程の履行にあたって、

重点分野に教員が適切に配置されるように組織されている。具体的には、各学科のカリキ

ュラム構成の中で必修授業、実習・実験は基本的に専任教員が担当できることを基準とす

るほか、教員免許状や国家資格等の取得に必要十分な専任教員数を置いている(資料3-3｢教員

選考基準｣、(資料3-8｢大学組織職務権限規程｣)。 

 新規採用にあたっては、各学科で年齢、性別、教育分野のバランスが維持できるよう判

断し、研究領域や担当授業等を明示して公募する。学科で組織された資格審査委員が面接

および模擬授業を行って選考し、人事委員会、人事教授会で上記の資質について審議して、

その結果を理事会に上げる。兼任教員との連携については、各学科会議において検討し、

十分な連携体制を維持できるように専任教員の責任で情報交換を行う。学部全体における

教員組織の整備および学科間の教員の連携については教授会が責任を負う。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

教員組織については、大学設置基準第7条に基づき、本学学則第4条および本学教員人事

選考基準等で詳細に規定している(資料3-11｢大学設置基準第7条｣、資料3-12｢学則第4条｣)。さらには、

教員人事委員会の定めに基づいて厳正に選考が行われ、学部の教育研究上の目的を達成す

るために相応しい教員の配置をしている(資料3-3｢教員選考基準｣)。 

選考にあたっては、医療専門職の教育を行う本学部の特性から、教育経験、研究業績、

保健医療分野での臨床経験等を考慮している。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科のDPおよびCPに基づき、大学院設置基準等の関連法規および本学の｢教員選考基

準｣並びに｢大学院教員資格基準｣に則り、編制方針の明確化を行っている(資料3-5｢大学院教員

資格基準｣)。大半の教員は、学部と兼担のため大学として求める教員像および教員組織の編

制方針は学部に準じている。ただし、専任教員は、全員十分な研究業績並びに教育経験を

有する教授・准教授により構成されている。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科のDPに基づき、高度の英語力養成、IT技能の養成、および国際協力、コミュニ

ケーション、英米文化理解、英語教育・英語学の4つの専門分野の教育に適した授業科目を、

年度ごとに教務委員会での見直しを経て、研究科委員会において決定し、それぞれの科目

に、｢大学院教員資格基準｣に定める研究業績、実務経験、教育経験を持つ教員を配置する

ことを方針としている(資料3-5｢大学院教員資格基準｣、資料3-13｢｢2013年度文京学院大学大学院パンフレット｣
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p.15 授業科目表｣、資料3-14｢｢大学院外国語学研究科要覧｣p.6 外国語学研究科 授業科目表｣)。また、DPに掲げ

ている専門分野での研究能力の修得を実現するため、修士論文の指導を行う｢特別研究｣担

当資格のある教員を、4つの専門分野それぞれに1名以上配置することを方針としている(資

料3-13｢｢文京学院大学大学院パンフレット｣p.15 授業科目表｣、資料3-14｢｢大学院外国語学研究科要覧｣p.6 外国語学研

究科 授業科目表｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科の教員は学部専任教員の兼担が大半である。学部の教員採用の際には、現教員

構成を鑑みて、研究科のDPおよびCPに基づいて大学院を教授できる教育研究の経験、およ

び専門領域、年齢等、応募条件として明確に示している(資料3-5｢大学院教員資格基準｣)。研究科

では、教授、准教授、その他必要な場合助教が教務委員会、研究科委員会の議を経て選考

される。各コースにおいて必要な教授科目に該当教員がいない場合は、人事委員会、研究

科委員会を経て非常勤教員・客員教授を少数(保育学コース1科目、社会福祉学コース5科目、

心理学コース3科目、臨床心理学コース3科目 実員10名)採用している。教員組織として、

各専攻、コースのそれぞれの特色を生かした高度な学識を有する者(博士・マル合等)と高

度な実務者(専門職業人)を配置して、理論と実践の両面から指導できる体制をとっている。

また、教員専修免許状や各種資格取得のために必要十分な教員数を置いている(資料3-7｢平成

24年度 教員調査・業績書(CD-ROM）｣、資料3-15｢平成24年度(2012年度)大学院人間学研究科時間割｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

大学院教員資格基準として(修士課程｢授業科目｣担当教員の資格)および(修士課程｢研究

指導(演習)｣担当教員の資格)を学則に明示し、業績についての基準を設けている。｢高度専

門職業人の育成｣および｢先端的研究を推進する研究者の育成｣に見合うよう、専攻内に置か

れた｢健康推進・リハビリテーション分野｣と｢検査情報解析分野｣に関わる教員に偏りなく

組織し、指導体制を編制している(資料3-5｢大学院教員資格基準｣)。 

 

(2)学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか 

＜1＞大学全体 

教員組織としては、教授会規程が整備されており学部・学科等の教育研究上の目的を達

成するために編制方針に沿った教員組織を整えている(資料3-16｢教授会規程｣、資料3-17｢教員組織

表｣)。授業科目と担当教員の適格性については、履歴書・研究業績書に基づき、それぞれ

の教員の専門性、実績を考慮するほかに、資格取得にも配慮し、各学部・研究科人事委員

会で原案を作成し、人事教授会で審議している。各分野の教員が相互に定期的に協議し、

カリキュラム構成に沿って配置されている科目相互の授業内容やシラバスの検討も行って

いる。さらには、クラスアドバイザー制、初年次教育の推進、ゼミナール主義を実施して

いるため、きめ細かい指導ができる体制をとっている。 

大学院においても大学院研究科委員会規程が整備されており研究上の目的を達成するた

めに編制方針に沿った教員組織を整えている(資料3-18｢研究科委員会規程｣)。大学院研究科につ

いては、｢大学院教員資格基準｣(資料3-5｢大学院教員資格基準｣)を定めており、｢授業科目｣担当教

員の資格、｢研究指導(演習)｣担当教員の資格、｢授業科目｣担当非常勤講師の資格について
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規程して、厳格に適用している。 

 

＜2＞経営学部 

教員組織の整備にあたっては、採用時に授業科目と担当者の整合性を教員人事委員会お

よび人事教授会にて十分に検証している。専任教員は22名(教授17名／准教授4名／助教1

名 70歳代1名／60歳代7名／50歳代11名／40歳代2名／30歳代1名)を擁し、教員一人当たり

の学生数は、45.6人である。年齢および職位のバランスは、現状、教授に偏りがちであり、

若年層が比較的、少数であるため、今後の採用計画等において是正していく予定である。

なお、新たに平成24年度より着任した2名は、40歳代と50歳代である。各専攻のもとに設置

されているコースは｢事業創造・人間関係マネジメント｣｢国際ビジネス・金融・会計｣｢マー

ケティング｣｢ビジュアルコンテンツ｣の4分野からなり、学生は必ずいずれかのコースを選

択することとしているが、各コースともそれぞれの分野を専門とする専任教員が2年次から

｢演習｣(ゼミ)を担当することで、体系的かつ一貫性のある指導が可能となっている。なお、

各コースに所属する教員の配置のバランスも考えている(資料3-17｢教員組織表｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

前項の学部の教員組織編制方針に沿った形で、教育組織を編制する努力をしている。専

任教員は21名で、その年齢構成は30歳代2名、40歳代9名、50歳代8名、60歳代2名という理

想形であり、職位構成は教授8名、准教授11名、助教2名で、教育目標に沿った教育課程を

円滑に運営するに十分な教員組織としている。1)英語スキル系のクラスやゼミナール、初

年次教育のグループアドバイザーなど、少人数制の授業を多く設定し、きめ細かい指導に

対応できるようにしている。2)各コースには、専門および専門分野に近い研究をする教員

を配置している(資料3-17｢教員組織表｣)。3)各コースでは、コース代表者が各教員の意見等を集

約することで相互の交流を円滑に図っている(資料3-19｢専門コース代表者会議議事録｣)。4)基礎区分

の英語コミュニケーション科目については、関連する複数の科目をいくつかのセクション

に統合し、セクションごとにコーディネーター教員を選出し、教材の選定や指導の在り方

と方法の検討、担当教員間の意思疎通を取りまとめる組織体制をとっている(資料3-20｢The 

Minutes of Skills/BLEC Meeting、2010年度English Skills / BLEC Report｣)。 

さらに、これら4コースと英語コミュニケーション科目群(英語教育総合委員会を構成)

がそれぞれの責任において授業科目と担当教員の整合性を判断している。 

 

＜4＞人間学部 

大学設置基準および教職課程認定および各国家資格養成校認定規則に基づき、専任教員

は、コミュニケーション社会学科11名、児童発達学科15名、人間福祉学科15名、心理学科

13名が配置されている。一人当たりの学生数は約30名であり(資料3-17｢教員組織表｣)、教員数は

設置基準を十分に満たしている。年齢構成で言えばバランスの取れた構成である(資料3-21

｢専任教員年齢構成｣)。授業科目の担当教員の配置については、それぞれの教員の専門性、実績

を考慮して配置している。また、各学科において定期的に協議し、分野に沿って配置され

ている科目の授業内容やシラバスの検討も行っている。 

 本学部で開設されている授業科目における専任教員の授業科目担当率は比較的高く、特
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に必修授業は必ず専任教員が担当するように配置している(資料3-22｢2012年度人間学部開設授業科

目における専兼比率｣)。ただし、同じ科目で複数のコマが開講される場合は兼任教員を配置す

る場合もある。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

大学設置基準および理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則、臨床検査技師学校養

成所指定規則に基づき、本学部の専任教員数は、理学療法学科11名および助手8名、作業療

法学科9名および助手4名、臨床検査学科10名および助手6名が配置されている(平成24年4

月1日現在)(資料3-11｢大学設置基準第7条｣、資料3-23｢理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則｣、資料3-24｢臨

床検査技師学校養成所指定規則｣)。医療技術を習得するための実技指導を行うこと、また過密な教

育スケジュールを余儀なくされる学生に対する心理的なサポートも含めた学生指導を行う

ことを念頭に置いた教員体制をとっている。また、医学教育では基礎科目から臨床科目へ

と順序性を考慮した授業実施が必要となる。設置科目のうち専門教育科目(専門分野および

専門基礎分野)の約80％を専任教員が担当し、さらに主要科目を専任教員が担当することで、

基礎から応用へのつながりを考慮した教育を行っている。 

 

＜6＞経営学研究科 

教員組織としては、本研究科の教育研究上の目的を達成するために必要とする教員組織

が整っている(資料3-17｢教員組織表｣)。4つのコースの専門性に対応した授業科目を担当できる

教員を配置している。1)ビジネス・マネジメントコースには専任教員が8名、客員教授が3

名、2)コンテンツ・マネジメントコースは専任教員が3名、客員教授が1名、講師が3名、3)

医療マネジメントコースは専任教員が1名、客員教授が4名、講師が2名、4)税務マネジメン

トコースは、専任教員が1名、客員教授が2名、講師が2名となっている。 

 

＜7＞外国語学研究科 

英語コミュニケーションの単独専攻に専任教員10名(教授5名、准教授5名)、特任教授1

名、特別招聘教授1名、客員教授2名、非常勤講師1名を配置して運営している。外国語学研

究科のDPに基づき、高度の英語力養成科目(共通選択必修科目)とコミュニケーションツー

ルとしてのIT技能養成科目(共通必修科目)に各1名、および国際協力、コミュニケーション、

英米文化理解、英語教育・英語学の4つの専門分野それぞれに3名以上の研究業績や国際的

実務経験、教育上の業績が豊かな教員を配置している。また、専門分野における研究能力

の養成のため、4つの専門分野それぞれについて、｢特別研究｣(修士論文指導)担当教員を1

名以上配置している。(資料3-25｢｢2013年度文京学院大学大学院パンフレット｣p.18 外国語学研究科 教員プロ

フィール｣、資料3-26｢｢文京学院大学ホームページ｣大学院外国語学研究科教員紹介ページ｣、資料3-7｢平成24年度 教員

調査・業績書(CD-ROM)｣、資料3-14｢｢大学院外国語学研究科要覧｣p.6 外国語学研究科 授業科目表｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 人間学研究科は、研究者および高度専門職業人の養成というDPに沿って、コースごとの

教育課程の種類、学生数との関係を考慮して、専任教員30名(教授24名、准教授5名、助教1

名)、客員教授・非常勤講師10名の合計40名で各コースを担当している。入学定員30名、収



3 章 教員・教員組織 

36 

 

容定員60名の学生を教育・指導していくには十分な配置である。さらに保育学(臨床発達心

理士)、幼児教育学(幼稚園教諭専修免許)、心理学(学校心理士)、臨床心理学(臨床心理士)

の各資格取得に向けての人材輩出が可能なカリキュラムとそれを担当する教員組織を備え

ている。授業科目の担当については、採用に当たって研究分野が適合する教員を入れた審

査委員会を設置、審査し、かつ人事委員会での審議を経て、研究科委員会で承認されている。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

保健医療科学研究科教育組織として専任教員14名を｢健康推進・リハビリテーション分

野｣と｢検査情報解析分野｣に各7名ずつ配置し、加えて5名の兼任講師を招聘している

(2011(平成23)年度)。現在3名が教員資格の規程条件を満たしたため、増員となり、｢健康

推進・リハビリテーション分野｣8名と｢検査情報解析分野｣9名、5名の兼任講師を招聘して

いる(2012(平成24)年度)。すべての教員が博士号を有し、それぞれの研究領域において豊

富な業績を持つ人員配置を行っている(資料3-27｢2011年度大学院保健医療科学研究科要覧｣、資料3-28

｢2012年度大学院保健医療科学研究科要覧｣) 。 

 

(3)教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか 

＜1＞大学全体 

 教員人事に関する事項は学則第10条の教授会の審議事項において、｢教員人事の発議に関

する事項｣として定められおり、学部人事は学則の｢教員人事委員会規程｣、｢教員選考基準｣、

｢教員選考基準の運用に関する内規｣に準拠して進められている(資料3-29｢学部専任教員人事委員

会規程｣、資料3-3｢教員選考基準｣、資料3-4｢教員選考基準の運用に関する内規｣) 。 

 教員人事に関して発議する必要が教授会において承認された場合、人事委員会において

採用・昇任等の原案が策定され、教授のみによって構成される人事教授会に提案される。

人事教授会の審議結果は助教以上の教員によって構成される教授会に報告される。教授会

のコンセンサスを得た後、人事委員会において｢教員人事委員会規程｣の第7条に基づき資格

審査委員会が設置され、その結果は人事教授会の承認を得た後に、教授会に報告される。

なお本学の採用人事は公募制をとっており、公募要項は教授会の承認を得た後に、

｢jREC-IN(研究者人材データベース)｣や本学ホームページ上で公開している。また、公募要

項を遵守して採用人事の手続きを進めることが、教授会の申し合わせ事項として確認され

ている。 

 

＜2＞経営学部 

教員の募集・採用・昇格に関しては前記｢＜1＞大学全体｣の内容を踏まえて行われている。

学部の教員の募集・採用・昇格に当たっては公募を原則とし、その上で教員人事委員会に

おいて人事案を作成している。その後、人事教授会で審議し、承認後さらに教授会で報告

されるという経過で決定されている。 

  

＜3＞外国語学部 

教員採用については、学部の教育目標に基づく教育課程を円滑に運営するために相応し

い人材を公募により採用している。また、昇格については、｢教授会規程｣｢教員人事委員会
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規程｣｢教員選考基準｣｢教員選考規準の運用に関する内規｣に基づき、適切に行っている(資

料3-16｢教授会規程｣、資料3-29｢学部専任教員人事委員会規程｣、資料3-3｢教員選考基準｣、資料3-4｢教員選考基準の運

用に関する内規｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 教員の募集・採用・昇格に関しては、前記｢＜1＞大学全体｣に準拠している。学部長を委

員長とし、学科長4名、教務委員長によって構成された人事委員会において原案が策定され、

教授のみによって構成される人事教授会に提案される。人事教授会の審議結果は教授会に

報告され、コンセンサスを得た後、人事委員会において資格審査委員会が設置される。そ

の結果は人事教授会の承認を得た後に教授会に報告される。なお、採用人事は公募制をと

っており、公募要項は教授会の承認を得た後に、ホームページおよび研究者人材データベ

ースに公開している。また、公募要項を遵守して採用人事の手続きを適性に進めている。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

教員の募集・採用・昇格に関しては、前記｢＜1＞大学全体｣に準拠している。 

教員人事に関しては、人事委員会において採用・昇任等の原案が策定され、さらに｢教員

人事委員会規程｣の第7条に基づき資格審査委員会が設置され、審査報告に基づき審議され

る。その結果は人事教授会の承認を得た後に、教授会に報告される。なお、本学の採用人

事は原則公募制をとっており、公募要項は教員人事委員会の承認を得た後に、インターネ

ット上の教員公募サイトにて公募条件を広く公表している。また場合によっては公募条件

に相応しい大学院、研究所等に配布することもある。また、公募要項を遵守して採用人事

の手続きを進めることが、教授会の申し合わせ事項である。 

 

＜6＞経営学研究科 

専任教員の募集・採用・昇格は学部が主体となり実施している。学部の教授・准教授職

にある者から本研究科人事委員会が選考を行い、本研究科委員会に人事案を提示し、審議

が行われる。大学院独自の配当科目については、客員教授・非常勤講師が担当しているが、

その募集・採用は研究科委員会独自で行っている。 

 

＜7＞外国語学研究科 

学部を担当する教員の大学院授業科目担当への兼担起用および客員教授・非常勤教員の

採用については、研究科が独自に｢文京学院大学大学院学則｣｢教員選考基準｣｢教員選考基準

の運用に関する内規｣および｢大学院教員資格基準｣に従って行っている(資料3-3｢教員選考基準｣、

資料3-5｢大学院教員資格基準｣)。 

研究科委員会で候補者の審査を行うことが承認された場合に、研究科教員人事委員会が

審査委員長と審査委員を選出、審査委員会は候補者の教育・研究上の業績を審査し、｢審査

報告書｣を作成。教員人事委員会は｢審査報告書｣の内容を確認し、任用が妥当と判断した場

合に研究科委員会に｢審査報告書｣を提出し、研究科委員会にて審議、承認を行っている。

なお、審査に際し、研究科内に当該分野を専門とする教員がいない場合には、学外の適任

者に研究業績の審査を依頼し、審査の適切性を確保している(資料3-30｢外国語学研究科教員任用対
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象者審査報告書、非常勤講師任用対象者審査報告書｣)。 

なお、学部担当専任教員や非常勤講師の修士論文副指導および副査担当については、資

格基準を定めた規程が存在しないため、｢大学院教員資格基準｣の｢授業科目担当資格｣基準

を準用して審査を行っている(資料3-31｢平成24(2012)年度外国語学研究科修士論文題目一覧表｣、｢外国語学研

究科・論文指導進行表｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 大学院人間学研究科は、人間学部を基礎学部としているため、専任教員の募集・採用・

昇格に関しては、学部の人事と一体的に行っている。すなわち、大学院独自での専任教員

の募集・任免・昇格は原則として行っていない。ただし、学部を担当する教員の大学院授

業科目担当への兼担起用および客員教授・非常勤教員の採用については、研究科委員会で

独自に行っている。｢文京学院大学学則｣｢文京学院大学大学院学則｣｢学部教員人事委員会規

程｣｢教員選考基準｣｢教員選考基準の運用に関する内規｣および｢大学院教員資格基準｣に従

って適切な教員人事の運営を行っている(資料3-32｢平成22年度第7回大学院人間学研究科委員会議事録｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

専攻内に置かれた｢健康推進・リハビリテーション分野｣と｢検査情報解析分野｣に関わる

教員大学院教員資格基準として(修士課程｢授業科目｣担当教員の資格)および(修士課程｢研

究指導(演習)｣担当教員の資格)を学則に明示し、業績についての基準を設けている。保健

医療科学研究科は、基礎学部として保健医療技術学部を有しているため、専任教員の募集・

採用・昇格に関しては、学部の人事と一体的に行っている。研究科人事委員会で候補者の

審査を行うことが承認された場合に、研究科教員人事委員会が審査委員長と審査委員を選

出して、審査委員会を設け候補者の教育・研究上の業績を審査し、｢審査報告書｣を作成す

る。教員人事委員会は｢審査報告書｣の内容を確認し、任用が妥当と判断した場合に研究科

委員会に｢審査報告書｣を提出し、研究科委員会にて審議、承認を行っている。完成年度で

あった2011(平成23)年度を終え、2012(平成24)年度から、(修士課程｢授業科目｣担当教員の

資格)が14名から17名へ、うち(修士課程｢研究指導(演習)｣担当教員の資格)が10名から15

名と増加した(資料3-5｢大学院教員資格基準｣、資料3-4｢教員専攻基準の運用に関する内規｣、資料3-27｢2011年度大

学院保健医療科学研究科要覧｣、資料3-28｢2012年度大学院保健医療科学研究科要覧｣)。 

 

(4)教員の資質の向上を図るための方策を講じているか 

＜1＞大学全体 

教員の資質の向上を図るために本学では学期ごとに学生による｢授業アンケート｣｢学生

生活調査｣｢授業公開アンケート｣を実施し、各教員にそれぞれの授業科目に関する評価結果

を伝達し、各自の教育改善に生かしている。授業も定期的に公開し学部全体の教育改善に

努めている(資料3-33｢‘11学生による授業アンケート報告書｣、資料3-34｢平成23年度学生生活に関する意識調査報

告書｣、資料3-35｢平成24年度授業公開｢アンケート｣のお願い｣)。 

また、学部・学科ごとにカリキュラムマップを作成して、学部全体の教育の中での当該

教員の授業の位置づけを明確にし、ＤＰにどのように関連していくのかを確認している。

さらに、カリキュラムチェックリストを作成し、自身の授業が学生の成長にどのようにか
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かわってくるのかもわかるように工夫している。各学部の教育全般について、ＰＤＣＡサ

イクル図を作成し、計画・実施・点検・改善の回転をシステム化して、どこに問題があっ

たか、どのような改善が必要かを見直していくようにしている。授業アンケートの中には

資料の活用方法、講義の声のバランス、板書の効果、シラバスどおり授業が実施できたか

などの項目も入れて、教員の授業の工夫に役立つようにしている。年に一度、高等教育の

専門家（外部）を招いて「外部評価懇談会」を開催して、本学の教育について客観的に評

価いただくことも行っている。井の中の蛙とならないように、ここでのアドバイスを真摯

に受け止めて改善につなげている。ＦＤについては、基準4（3）で詳しく述べることとす

る。 

専任教員の研究については、研究紀要への発表、『ぶんきょう春秋』によるタイトルと概

要の公開、ホームページでの教員総覧での公開、共同研究発表会(年1回)、教員の自己点検・

評価票の提出(年1回)等を行って、これを人事評価に組み入れることで啓発を図りPDCAサイ

クルを動かしている。 

 

＜2＞経営学部 

教員の資質の向上を図るため、外部の研修会に積極的に教員を派遣している。｢SPODフォ

ーラム｣｢第16回FDフォーラム｣｢The 22nd International Conference on The First-Year 

Experience｣等、外部団体が主催するFDフォーラム・FD研修等にも専任教員を派遣し、その

内容について関連委員会や教授会等で適宜報告をしている。教員個人の啓発を促す効果が

あるのは、学生による授業アンケートであり、前期・後期の1回ずつ行っている。カリキュ

ラムマップの作成、カリキュラムチェックリストの作成、外部評価懇談会（年1回）、大学

評価懇談会（年1回）も改善を促す良い機会となっている。そのほかにも、教員評価制度を

2011(平成23)年度に試験的に実施し、2012(平成24)年度からは本格的に実施している (資料

3-36｢文京学院大学・文京学院短期大学教員評価実施規程、他｣) 。 

 

＜3＞外国語学部 

教員の資質の向上を図るため、外国語学部では様々な取り組みを行っている。英語スキ

ル委員会では、PD(Professional Development)として、年に2回、英語教育分野の専門的な

研究者による講演会を開催している。学生による授業アンケート実施、カリキュラムマッ

プの作成、カリキュラムチェックリストの作成、外部評価懇談会（年1回）、大学評価懇談

会（年1回）も改善を促す良い機会となっている。そのほかにも、教員評価制度を2011(平

成23)年度に試験的に実施し、2012(平成24)年度からは本格的に実施している。さらには、

教員の研究上の質を保つために、「文京学院大学外国語学部・短期大学紀要(年1回発行)」

への論文投稿を促すと共に、その紀要論文については、論文の質を保つために学内外での

査読を実施している(資料3-37｢文京学院大学外国語学部研究紀要内規｣)。紀要論文は、著書や他の学術

論文と共に、任期制や昇任に関する審査において重要な評価対象の一つとなっている。 

 

＜4＞人間学部 

人間学部では教員の資質の向上を図り教育目標を具現化するために、年数回のFDにおい

て、とりわけ教育力の向上に重点を置いて取り組んできた。また、地域連携・地域貢献に



3 章 教員・教員組織 

40 

 

係る４センターの運営・管理業務にも教員の参加を奨励してきた。FD・教職員研修会共に

高い出席率を保っており、継続して教員の資質向上に役立たせている(資料3-38｢人間学部FD実施記

録(コミュニケーション社会学科、児童発達学科)｣)。 

研究面としては、学会誌や｢文京学院大学人間学部紀要｣への投稿、学会での成果報告、

フィールドワークへの参加、各分野の作品制作、競争的研究資金への応募などを奨励して

いる。これらは各教員が、毎年度当初に｢教育研究活動計画・状況評価表｣に活動計画を記

載し、年度末に活動結果および自己評価を記載して提出し、学部長がその点検を行ってい

る(資料3-39｢人間学部教育研究活動計画・状況評価表等関連資料｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

教員の教育能力、学生に対する指導力を向上させるためには、授業アンケートを活用す

ることが必要である。学生による授業アンケートは年2回実施され、その結果は科目担当教

員に伝達されている。教員はその結果を確認し、教育改善をするための｢教員による授業自

己評価表｣を提出している。また授業アンケート結果は学内のイントラネットで公開してい

るほか、報告書としてまとめられ、学生が閲覧できるよう図書館にて公開されている。カ

リキュラムマップの作成、カリキュラムチェックリストの作成、外部評価懇談会（年1回）、

大学評価懇談会（年1回）も改善を促す良い機会となっている。また、教員評価制度を2011(平

成23)年度に試験的に実施し、2012(平成24)年度からは本格的に実施している。 

さらに、全学的には本学のホームページの｢教員紹介｣にて教員各自が研究業績等を公表

し、他の教員の教育・研究活動の状況を知ることによって、教育および研究活動を改善す

る意識を高めている (資料3-33｢‘11学生による授業アンケート報告書｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

教員の資質向上を図るために、構成員全体で協議の時間を持っている。ちなみに2011(平

成23)年度のテーマは｢修士論文審査の流れと方法の検討｣で、主査と副査の審査基準の整合

性を図ることを目的に意見交換が行われ、その結論は2011(平成23)年度の修士論文審査に

活かされた。また、学期終了時に開講科目すべてについて受講している院生による授業評

価を行い、その結果を科目担当者にフィードバックし、講義の質を高める努力を求めてい

る(資料3-40｢経営学研究科24年度前期授業に関するアンケート｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科の専任教員は全員学部兼担教員であることから、学部FDと合同開催としている。

また、外国語学研究科では、論文指導および審査に関する資質の向上のため、2011(平成23)

年度後期より、修士論文の中間報告会において教員全員が、学生が提出した修士論文概要

書と資料、および発表の内容についてコメントをすることとし、やむを得ない事情により

中間報告会を欠席する場合は、文書でコメントを提出することとしている(資料3-41｢平成

24(2012)年度第1回文京学院大学外国語学研究科委員会議事録｣、資料3-42｢外国語学研究科修士論文中間報告会平成24

年2月実施資料｣)。 

さらに、2012(平成24)年度前期より、文京学院大学生涯学習センターにおいて研究科教

員が担当する講座を開講しているが、大学院の科目として単位履修できることを踏まえ、
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教員の教育に関する資質向上のための機会として活用している。全教員が講座のいずれか

の回に出席して、講義の進め方、教材提示方法などについて、改善の提案をしたり、参考

になったことを自らの授業に生かしたりすることとしている(資料3-43｢｢生涯学習センター24春夏

パンフレット｣p.9 文京学院大学大学院外国語学研究科連携講座｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科の教員は人間学部の専任教員でもあることから、大学および大学院におけるFD

に参加し、報告とディスカッションを積極的に行っている(資料3-44｢平成23年度第1回大学院人間学

研究科FD会議議事録｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科では、毎年教員研修を開催してきた。また専任教員は全員学部教員であること

から、全員が保健医療技術学部教員研修会にも参加して資質向上を図ってきた。その成果

は報告書として冊子にして公表している(資料3-45｢文京学院大学大学院保健医療科学研究科平成23年度教

員研修会(FD)報告書｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

新たに専任教員を採用するにあたっては、公募を原則としており、教員の年齢構成のみ

ならず、教育・研究の両面から求められる資質を十分に考慮して、要件を定めている。応

募資格として①博士の学位を有するもの、もしくは同等以上の研究業績を有するものとし

ており、入職後であっても博士学位あるいはPh.D.などの学位取得を推奨しており、有望な

人材が徐々に集まってきている。 

 

＜2＞経営学部 

専任教員21名中、大学または研究機関以外の就労経験者は9名であり、その他は12名であ

る。また2012(平成24)年度より、2名の専任教員(教授1名、准教授1名)が着任したが、2名

とも過去に大学・研究機関以外の経験のある者である。このように公募による効果は出て

いると思われる。 

 

＜3＞外国語学部 

教員の教育力向上に関しては、毎学期、学生による｢授業評価アンケート｣を実施し、そ

の結果を教員にフィードバックしている。また、アンケートの結果をまとめた報告書は、

本郷図書館に保管し閲覧が可能であると同時にイントラネットにて公開している。その際、

アンケート結果に対する教員からのコメントも公開し、授業等の改善に向けた教員の意識

改革に役立てている(資料3-46｢文京学院大学外国語学部短期大学2011年度後期学生による授業アンケート集計

結果表｣)。さらには、教員は、FDへの参加とそこでの議論および教職員研修会での情報交換

を通して、教育の在り方に関する意識改革を図っている。(資料3-47｢コロキアムおよび懇親会のお知

らせ｣)。 
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＜4＞人間学部 

開設授業科目における専兼比率について、専門教育の専任教員の割合は、人間学部全体

で約70％であり、専任教員の担当比率が高い状況である。教員公募の際、担当科目を明示

しており、専門教育の運営のための適切な採用が保たれ、教員組織の整備が図られている

と言える(資料3-48｢科目別担当者表｣、資料3-6｢公募書類事例(専任教員の公募について(依頼))｣)。 

初年次教育に関する学生および教員による授業アンケート集計結果のFDおよび初年次教

育委員会における検討により、教員間の授業内容の改善および均一化、初年次教育ワーク

ブックの改良がなされている(資料3-49｢2011年度版人間学部初年次教育ワークブック｣、資料3-50｢初年次演習

アンケート調査報告｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では学生に対する学習サポートだけでなく心理的なサポートも重要視し、クラス

アドバイザーによる学生面接、必要に応じて保護者面接等も行っている。2011(平成23)年

度の学生生活に関する意識調査においても、授業以外でのコミュニケーションがとれると

いう肯定的な意見が多く、教員によるサポート体制が機能している(資料3-34｢平成23年度学生生

活に関する意識調査報告書｣)。 

学生による授業アンケートについては2011(平成23)年度からマークシート方式に変更し

たことでアンケート回収率は90％程度に改善した。このため教員に対して多くの学生の意

見を反映したフィードバック情報を提供できている。 

学部FDでは、学科間に共通する内容をテーマとして取り上げており、学科間の理解を深

めることや教育成果を高めるための方法について情報交換の場としても有効に機能してい

る。 

 

＜6＞経営学研究科 

授業評価結果を有効活用するよう努め、評価の低い教員に対しては研究科委員長もしくは

専攻主任が対応に当たることにより資質の向上が図られ、院生の授業満足度が上昇傾向に

ある。(資料 3-40「経営学研究科授業に関するアンケート」) 

 

＜7＞外国語学研究科 

教員の兼担起用や非常勤講師採用にあたっては、研究分野が適合する審査委員が加わっ

て構成される審査委員会において教育研究両面について審査を行い、審査結果を審査基準

に沿って｢審査報告書｣にまとめている(資料3-30｢外国語学研究科教員任用対象者審査報告書、非常勤講師

任用対象者審査報告書｣)。教員人事委員会および研究科委員会では、各種規程および｢審査報告

書｣に基づき資格審査を行っている。この結果、授業科目担当、修士論文副指導・副査担当

として適切な教員の起用・採用が実現している。 

修士論文中間報告会で各論文について教員全員がコメントをするという取り組みでは、

各教員が、論文のテーマ、問題設定、データ、研究方法、構成、論証の仕方等に関する問

題点の指摘や改善のための助言を積極的に行っており、教員の論文指導・審査に関する資

質の向上に効果が上がっている。生涯学習センターとの連携講座をFDに活用する取り組み
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では、講義の進め方、教材提示方法等において、他の指導教員からのコメントを得たり、

助言に従ったりすることによる改善が見られたり、参加者が講義の進め方や教材提示方法

について学ぶことがあるなど、指導上の効果が上がっている(資料3-43｢｢生涯学習センター24春夏パ

ンフレット｣p.9 文京学院大学大学院外国語学研究科連携講座｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

学部での教員採用の際に、研究分野が適合する教員を入れた審査委員会を設置し、大学

院でも教授できる研究力と教育力を持った教員の採用を行っている。その際カリキュラム

充実の方向、年齢構成を考慮した選考などで、教員組織および教授内容のバランスを図っ

ており、授業担当、修士論文審査において適切な教員配置となっている(資料3-7｢平成24年度 教

員調査・業績書(CD-ROM)｣、資料3-15｢平成24年度(2012年度)大学院人間学研究科時間割｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科を担当する教員は学部教員を兼任しているため、各年度の業績は｢保健医療学部

紀要｣に掲載され、点検されている(資料3-51｢文京学院大学保健医療学部紀要第4巻2011｣)。学生に対す

る授業の評価は、授業科目についてのアンケート結果が、研究科委員会での確認後、教員

本人へフィードバックされることにより実施され、各教員の意識向上に有益であると考え

られる(資料3-52｢保健医療科学研究科23年度前期授業に関するアンケート［結果］｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

｢授業評価アンケート｣が恒常化している状況にあった。質問項目については今まで学部

間での調整を全くしていなかったが、2011(平成23)年度より全学共通コア項目(R1)を組み

込んだので、今後の授業改善に役立てたい。 

 

＜2＞経営学部 

前述のように、年齢および職位のバランスは、現状、教授に偏りがちであり、若年層が

比較的、少数である。そのため、2012(平成24)年度より40歳代・50歳代の専任教員を各1

名採用したが、今後の採用計画等においても、さらに是正していく予定である。 

 

＜3＞外国語学部 

教員編制に関しては、特に職位編制において、教授の定年退職等があり理想的な編制か

ら若干ずれ、教授数が少し少なくなっている。 

前項で取り上げた｢授業評価アンケート｣については、PDCAサイクルによる教育改革、と

りわけチェック、アクション重視の観点から、これまで学部間での調整を図ってこなかっ

た｢授業評価アンケート｣の質問項目について、2011(平成23)年度、全学共通コア項目を組

み込み、｢教育力日本一｣を目指した教育の成果と課題を明確化するための改善を図った(資

料3-46｢文京学院大学外国語学部短期大学2011年度後期学生による授業アンケート集計結果表｣)。また、今後、そ

の改善されたアンケート内容や結果を参考に、教員が授業を実践する際には、学生にとっ

て単位が取りやすい授業が学生から高い評価とならないように｢指導と評価の在り方｣に関
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する工夫が必要である。 

 

＜4＞人間学部 

学生による授業アンケートに2011(平成23)年度より全学共通コア項目を組み込んで、全

学での統一基準で評価がなされるようにし、学部独自項目をあわせて作成して実施してい

るが、導入から日が浅く内容についてはまだ十分に検討されていないため、これらの新項

目による各授業遂行の結果や年度比較を精査していく必要がある。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

学生アンケート結果から分かりやすい講義が求められているが、全教員がそれに即した

講義に変更できているとは言えない。それに対応するには学生アンケート結果に基づく自

己評価のみでは不十分で、今後は優れた講義を行っている教員の授業方法などを他の教員

も参考にできる等のシステム導入を検討する必要がある。 

 

＜6＞経営学研究科 

専任教員は担当する授業科目に相応しい十分な研究業績もしくは実務経験と研究指導能

力を有する教授により構成されているため年齢構成がやや高めである。今後、研究業績並

びに研究指導能力を兼ね備えた若手の教授を補充することが望ましい。 

 

＜7＞外国語学研究科 

｢大学院教員資格基準｣に修士論文の副指導・副査担当資格は定められていないため、現

在は副指導・副査担当資格の審査に｢授業科目担当資格｣の基準を準用している。研究科委

員会で副指導・副査担当資格に関する規程を追加する｢大学院教員資格基準｣改定案を策定

し、4研究科合同会議に提案する(資料3-53｢平成24(2012)年度第5回文京学院大学大学院外国語学研究科委員

会議事録｣、資料3-54｢平成24年度第5回大学院外国語学研究科委員会配布資料｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

学部・大学院を兼担する教員の負担が増加していることが問題である。特に社会人学生

の増加による夕方、夜間の開講、およびふじみ野キャンパスと本郷キャンパスの短時間で

の移動を余儀なくされる場合の負担については、コース会議において適正な時間割等の改

善を図り、教務委員会、研究科委員会において審議する。(資料3-15｢平成24年度(2012年度)大学院人

間学研究科時間割｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

全国の保健医療領域のレベルが向上している中で、本研究科の教員の教育・研究能力の

向上のために、十分な実験時間を確保することが必要で、その一つとして、実験棟の閉門

時間の延長を図る。 

 

3．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 
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＜1＞大学全体 

新たに専任教員を採用するにあたっては、公募を原則としているため公平な審査により

必要・有望な人材が集まってきている。近年教員の教育力が問われているため公募に当た

っては模擬授業を取り入れ、授業の分かりやすさ、授業の工夫、指導力等を審査している。

大学運営会議においてさらに教員の教育力に重点を置いた教員採用の仕組みづくりを検討

していく。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、新たに専任教員を採用するにあたっては、英語力を重視、すなわち英語に

よる専門授業が可能な教員であることを条件とし、採用の際の面接にあたっては、英語力

を確認するために英語による質疑応答等も行っている。 

 

＜3＞外国語学部 

新たに専任教員を公募する場合、教員の年齢構成に配慮しつつ、教育・研究の両面より

求められる資質と能力を十分に考慮し、その要件を定めている。応募資格として、大学教

員としての質を保つ観点から、博士の学位を有するもの、もしくは同等以上の研究業績を

有するものを原則としている(資料3-3｢教員選考基準｣、資料3-4｢教員選考基準の運用に関する内規｣)。よっ

て、入職後であっても博士の学位あるいはPh.D.等の学位の取得を推奨し、研究者としての

資質を保っている。これによって、既に述べたように教員の年齢構成が理想形になってき

た。また、若手教員の多くが博士号を有する状況になってきた。 

 

＜4＞人間学部 

 教員組織については、今後の教員採用に際して人事委員会、各学科が教育目標・人材育

成目標の達成のために優秀な人材確保に努めていく。同時に、中長期的な職位別専任教員

年齢構成や専門領域のバランスを考慮し、安定かつ充実した教育課程の提供につなげてい

く。また、教員組織構成員の資質については、初年次教育をはじめとする授業アンケート

をさらに生かし、自己点検・評価委員会が中心にFDの運営や議論の場をつくり、大学およ

び学部の教育目標および教育方法についての個々の教員間の共通理解の形成とさらなる教

育力の質の向上を図っていく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

学生生活に関する意識調査の結果からも、本学部では学生へのサポート体制が機能して

いる。学生の学習を支援するためには、学生の心理的側面を踏まえたサポート体制を継続

していくことが必要である。さらに、学生サポートについて、先進的な取り組みを行って

いる他大学の取り組み等も参考にしていくことが必要である。 

授業アンケートを教員に対する有効なフィードバック情報として提供するためには、高

いアンケート回収率を維持することが重要である。 

 

＜6＞経営学研究科 

現在実施されている授業評価の項目を再検討し、院生の授業満足度のさらなる向上を図
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れるよう対応する。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教務委員会を主体として、研究科のDPに沿って教育課程や科目編制を見直し、それぞれ

の科目に適した学部担当教員の新規兼担起用や非常勤講師新規採用を行うことにより、研

究科の教育目標により相応しい教員組織の構築を図る。また、学部担当教員の兼担起用や

非常勤講師採用にあたっては引き続き、研究分野が近い教員が研究科内にいない場合に学

外の適任者に研究業績の審査を依頼するという方法を教員人事委員会で継続していく(資料

3-30｢外国語学研究科教員任用対象者審査報告書、非常勤講師任用対象者審査報告書｣)。 

外国語学部との合同FDの実施継続に加え、修士論文中間報告会において、各論文につい

て全教員がコメントをすることを継続し、論文指導・審査に関する教員の資質のさらなる

向上を図る(資料3-53｢平成24(2012)年度第5回文京学院大学大学院外国語学研究科委員会議事録｣)。また、

2012(平成24)年度後期開催の生涯学習センターとの連携講座においても、FDの一環として、

全教員がいずれかの回の講義に出席することとし、講義の進め方等の授業運営の資質向上

に向けて、さらなる効果を上げようとしている(資料3-53｢平成24(2012)年度第5回文京学院大学大学院外

国語学研究科委員会議事録｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

教員採用の際に教育と研究両方の高い質を確保していることにより、教員の入職後の博

士号取得も増加している。FD、修士論文中間発表会、最終口述試験のコメント等を通し、

各自の専門性の向上と教員間の連携により、授業や研究指導が効果的に行われている(資料

3-7｢平成24年度 教員調査・業績書(CD-ROM)｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

｢健康推進・リハビリテーション分野｣と｢検査情報解析分野｣における教員間の相互交流

は定期的な研究科委員会、教員研修会等で実現され理学療法士、作業療法士、臨床検査技

師の業務についての相互理解が深まっている。このことは大学院生からの授業アンケート

に満足度が高いものが多いことに反映されていると考えられる。一方で、教員組織が安定

し、研究指導に力が入ってきたため2011(平成23)年度には大学院生の学会発表、投稿論文

も増大してきている(資料3-55｢保健医療科学研究科平成22/23年度院生研究業績報告一覧｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

授業アンケートの結果を受けて、これをさらに進めて、例えば良い事例を研究し、全教

員が共通認識のもとで、授業を工夫するための研修会を行うなどに発展させていきたい。 

 

＜2＞経営学部 

現在、専任教員の募集は公募で行い、厳格な業績審査および模擬授業や面接にて採用し

ている。広範囲から人材を集めるのには最適な方法である。経営学部の専任教員の平均年

齢が若干高めであるため、今後は教育に熱意があり研究能力も高い若手の研究者を積極的
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に補充していく必要がある。 

 

＜3＞外国語学部 

｢点検・評価 ②改善すべき事項｣で述べたように、現在教員の職位構成が教授数におい

て若干理想形からずれている。これはしかし、准教授に教授昇任審査対象者が数名いるこ

とから1～2年の間に解消される予定である。職位構成も理想形に近付けば、年齢構成と共

にそれを維持しつつ、有能な若手教員の採用を目指していく。 

｢授業評価アンケート｣の質問項目改善については、学士課程質保証の一環であるGPA制度

との関係で成績分布が改善されてきており、それとの相乗効果を狙いPDCA委員会とFD委員

会を中心に推進していく。 

 

＜4＞人間学部 

学生による授業アンケートについて、2011(平成23)年度より導入した全学共通コア項目

および学部独自項目の結果の検討を行い、これをどのように授業改善に活用するか、また

学部独自項目の内容改訂の必要性を含め、自己点検・評価委員会で議論を重ね見直してい

く。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

将来さらに重要視されるであろう学生のサポート問題をこれまで取り上げたことはなく、

現在問題となってきている学生のサポートシステムの向上について全教員共通の認識が乏

しかったように思われる。今後の改善課題となろう。 

 

＜6＞経営学研究科 

現在の人事規定では、若手の担当者を採用することが難しいので、研究科委員会で人事

規定の見直しを検討する。 

 

＜7＞外国語学研究科 

｢大学院教員資格基準｣に修士論文の副指導・副査担当資格の基準が定められていないた

め、平成24年度7月に教務委員会で副指導・副査担当資格の基準案を作成し、研究科委員会

で承認を得た。この案を4研究科合同委員会に提案する予定である(資料3-53｢平成24(2012)年度第

5回文京学院大学大学院外国語学研究科委員会議事録｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

学部・大学院を兼担する教員負担軽減については、時間割上のより効果的な科目配置、

委員会業務の分担等を今後各コース会議、教務委員会等で検討する。さらに助手、非常勤

講師の活用についても検討する。大学院FDについても、募集戦略、社会人学生に関する大

学院教育等を題材として開催するなど工夫を図っていく。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科の教員はすべて博士号を取得しているが、さらにグローバルに情報を発信して
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いかなければならない。各教員は有効な研究時間の確保に努め、博士課程の資格以上の資

質を有することを常に念頭に置かなければならない。 
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