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1章 理念・目的 

1．現状の説明 

(1)大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか 

 ＜1＞大学全体 

1924(大正13)年、文京学園の創設者島田依史子は｢女性の自立｣を願って｢島田裁縫伝習

所｣を開設した。それは近代の自我に目覚めた一人の女性として、当時の社会の不利な立場

に立たされていた多くの女性が一人の自立した人間として尊重される社会の実現を願うも

のであると同時に、関東大震災の教訓から｢いざというときに独立できる経済的な力｣を持

った女性の教育を願ってのことであった。この教育理念は｢女子に対する商業教育の必要

性｣の高まりと共に、｢本郷家政女学校｣、さらに｢十佳女子高等職業学校｣の新たな教育目的

と教育目標へと発展した。｢女性の自立｣を願うこの女子教育は、同時に｢同性である女性の

味方になる仕事｣であり、｢仁愛｣が校訓として掲げられた。｢仁愛｣の精神は、おのれの｢自

立｣を願う者同士が、互いに慈しみ合い、支え合い、共に生きる｢共生｣の心である(資料1-1｢創

設者島田依史子自伝『私の歩んだ道』｣)。その後、保健医療系の専門学校1959（昭和34）年、英語

教育の短期大学1964（昭和39）年、保育・幼児教育の専門学校1967（昭和42）年、経営学

の短期大学1982（昭和57）年を加えて発展し、さらに1991(平成3)年、4年制の文京女子大

学へと至るに際し、本学の教育理念は｢自立｣から｢自立と共生｣へと深められた。2002(平成

14)年に校名を｢文京学院大学｣に変更した後、2005(平成17)年、共生社会の実現を願う本学

の教育理念は、男女が正しく交流する中で相互の理解を深め、互いに尊重し高め合う精神

を培うことを願って、男女が共に学び合う共学の文京学院大学へと生まれ変わった。現在、

大学4学部(9学科)、大学院4研究科(5専攻)となっている(資料1-2｢ホームページ『文京学院スタート

サイト』｣)。 

現在、本学は建学の精神である｢自立と共生｣の理念をよく理解し、校訓である｢誠実｣｢勤

勉｣｢仁愛｣を実践し、国際社会に通用する｢学士｣もしくは｢修士｣の学位に相応しい幅広い教

養と、実務社会の要請に適う技能を身につけて、21世紀の社会に貢献できる人材を育成す

ることを目標としている。 

 これらを具体化するために、本学では、各学部・学科、各研究科がそれぞれのアドミッ

ションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーにより、方針を明確に示し

て建学の精神に根差した教育を行っている。大学・学部・研究科等の理念・目的は、そ

れぞれ適切に設定されている。 (資料1-3｢文京学院大学学則｣、資料1-4｢文京学院大学大学院学則｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部は、本学の教育理念である｢自立と共生｣のもと、豊かな教養を身につけ、自立し

た人間として共生社会の実現に貢献できる資質と能力を備えた職業人（ビジネスマン）の

育成を学部教育の目的として1991(平成3)年4月1日に本学最初の学部として設置された。 

急速に国際化と情報化が進展している現代社会において活躍できるように、経営学の専

門知識やコミュニケーション能力、情報化社会に即応できる知識と技能を持った人材の養

成を目的としている。この理念・目的・目標のもとに、1)経営学を中心とした専門分野で

高い知識と技術、2)情報化社会に即応できる情報リテラシーと高いコミュニケーションス
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キル、3)チームの一員として協調・協働し、リーダーシップをとることができる能力、4)

自ら課題を立て、その解決を図ることができる能力を身につけさせることを目指している

(資料1-3｢文京学院大学学則｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部は、本学の理念である｢自立と共生｣、特に多文化多言語共生を目指して2001(平成

13)年4月1日に本学第3番目の学部として設置された。 

開設年は21世紀最初の年に当たり、グローバル化が進展する21世紀に国際的な舞台で活

躍できる人材の育成をその目標としている。この理念・目的・目標のもとに、英語コミュ

ニケーション学科の教育を行っている。具体的には、幅広い教養と国際的に通用する英語

の実践的コミュニケーション能力並びに高いIT活用能力を身につけ、さらには国際ビジネ

スコミュニケーション専攻国際ビジネスコース、国際教養コミュニケーション専攻国際協

力コース、英語教育コース、国際文化コースの2専攻4コースにおける専門知識を身につけ

させることを目指している(資料1-3｢文京学院大学学則｣)。 

 

＜4＞人間学部 

本学部は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、地域社会や自然環境と人間との関

わりに関する総合的な理論を学び、的確な知識と技術を身につけた実践力のある専門的職

業人、産業界をはじめ各分野において幅広い活動のできる人材、乳幼児から高齢者に至る

すべての人々の尊厳に相応しい自立生活を保障する共生社会の実現に貢献しうる多様な人

材の育成を目的として、1997(平成9)年4月1日に本学第2番目の学部として設置された。 

この理念・目的・目標のもとに、以下の4学科の教育を行っている。 

1)コミュニケーション社会学科は、人間学部の基本理念である｢共生｣の視点から、現代社

会が抱える諸問題に対して社会学・心理学的視点から実証的・実践的アプローチがで

きる人材の育成を目的としている。その目的を達成するために、コミュニケーション

能力、コーディネート能力、ファシリテート能力といった実践的な力の習得を重視し

ている。 

2)児童発達学科は、本学の｢自立と共生｣の理念を基礎に、子どもの発達とその援助に関わ

る知識・技能を身につけた職業人の育成が目的である。保育学・教育学の各分野の学

習を行い、人間の生涯にわたる発達を促進する能力と、お互いの個性を認め、助け合

うことで個人と社会の幸福を実現しようとする態度を育成することを目標としている。 

3)人間福祉学科は、社会の様々な場面で困難に直面している人々を、実践を通じて支えて

いく対人援助専門職の養成を主な目的としている。そこで基盤になるのがソーシャル

ワークにおける援助者の倫理観であり、それと共に社会・人・心に関する基礎的・専

門的な知識と、人と関わり・支える技術、それらを統合させて実践する力を育成する

ことを目的としている。 

4)心理学科は、心の成り立ちを主観性と客観性の両面から研究する手法を学ぶことで、心

に対する深い洞察力を身につけることを目的としている。個人と集団、親と子、男性

と女性といった立場の相違を越えて共生する方法を考察する能力を習得し、複雑化す

る社会の中で高まる心理学へのニーズに応える人材の育成を目的としている(資料1-3
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｢文京学院大学学則｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、豊かな教養を身につけた一人の自

立した人間として、共生社会の実現に寄与することのできる資質と能力とを備えた専門的

職業人の養成を目指して、2006(平成18)年4月1日に本学第4番目の学部として設置された。 

この教育理念を時代の要請に応え具体化したのが本学部の教育目的であり、教育目標で

ある。この理念・目的・目標のもとに、理学療法学科、作業療法学科、臨床検査学科の教

育を行っている。すなわち、人間性豊かで、高いコミュニケーション能力を有し、チーム

医療の中で自らの技術や知識を十分に発揮し、健康と福祉に貢献することができる高い倫

理観を持った優れた専門職を育成することである。具体的には、理学療法士・作業療法士

養成指定規則、または臨床検査技師養成所指定規則に定められた内容と本学の独自の科目

からなるカリキュラムを｢講義｣、｢演習｣、｢実習｣、さらには｢卒業研究｣や学外での｢臨床・

臨地実習｣を通して修得させる。その中で、問題を探求する姿勢や、物事の本質を見ぬく感

性を育て、現代の高度で多様な医療と福祉における課題を自ら解決しうる判断力を身につ

けた人材を育てている(資料1-3｢文京学院大学学則｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、1)経営学分野における次世代の

研究者の養成、2)高度な専門職業人(実務家)の養成、3)企業派遣の社会人(中間管理職)の

養成、4)高度な経営教育を望む一般社会人の養成、5)コンテンツマーケティング管理職の

養成、6)コンテンツクリエイターの養成を目的として、1997(平成9)年4月1日に本学最初の

大学院研究科として開設された。これらの目的を達成するために、①ビジネス・マネジメ

ントコース、②コンテンツ・マネジメントコース、③医療マネジメントコース、④税務マ

ネジメントコースの4つのコースが開設されている(資料1-4｢文京学院大学大学院学則｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、英語コミュニケーション専攻と

してグローバル化・情報化が益々進展する国際社会において活躍ができる｢高度な英語力、

IT技能、専門分野の知識をバランスよくあわせもつ専門的職業人の育成｣を目指し、2005(平

成17)年4月1日に開設された。具体的には、1)国際機関、国際企業、国際協力・貢献NGO等

で活躍できる人材、2)異文化理解の増進に貢献しうる人材、3)国際語としての英語が使え

る日本人を効率的に養成できる教員の養成を目的としている。 (資料1-4｢文京学院大学大学院学

則｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、｢研究者の養成｣、｢高度な専門職

業人(実務家)の養成｣を行うことを目的として1999(平成13)年に設置された。その後、社会

福祉の領域、心理学の領域を加えて、現在、人間学専攻(保育学コース、社会福祉学コース)、

心理学専攻(心理学コース、臨床心理学コース)の2専攻4コースの構成となっている。幼児
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教育・保育、社会福祉、心理学、臨床心理学の分野で、共生理念を持った高度な専門職の

育成と研究者の育成を目的にしている。(資料1-4｢文京学院大学大学院学則｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科は、本学の理念である｢自立と共生｣に基づき、チーム医療におけるリーダーと

して率先して対応できる高度専門職業人の養成および先端的研究を推進する研究者の育成

を目指し、2010(平成22)年4月1日に設置された。健康推進・リハビリテーション分野、検

査情報解析分野の2つの履修分野に分けられているが、互いに他分野の科目を履修すること

を必須とし、チーム医療を基盤とした相互理解が可能な構成になっている。先端医療環境

でチーム医療体制の中の一員として活躍しながら、問題意識を持って高度な研究に取り組

もうとする医療人の学習意欲の要望に応え、科学的根拠に基づく応用科学を実学とし、臨

床現場で問題点を早期に発見し解決するための手法を身につけ、社会や地域の発展に寄与

することを目的とする(資料1-4｢文京学院大学大学院学則｣)。 

 

(2)大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員(教職員および学生)に周知さ

れ、社会に公表されているか 

 ＜1＞大学全体 

本学では毎年、全新入生に学園創設者島田依史子の自叙伝『私の歩んだ道』を配布する

ほか(資料1-1｢創設者島田依史子自伝『私の歩んだ道』｣)、毎年度初頭に学長からメッセージが出され(資

料1-5｢学長メッセージ｣)、｢自立と共生｣の理念に基づく各年度の教育目標が全教職員に対し通達

されている。また毎年、大学・大学院および短期大学を紹介する｢要覧(パンフレット)｣が

刊行されている(資料1-6｢2012年度(平成24年度)文京学院大学パンフレット｣)。これは主に大学進学志望

者並びにその関係者に向けて本学・各学部等を紹介するものである。そこには本学の教育

理念である｢自立と共生｣が、学園長、学長をはじめ学部長・学科長等によってそれぞれの

観点から解説され、紹介されている。この内容は、インターネットのホームページにおい

ても紹介されている(資料1-7｢文京学院大学ホームページ｣)。その他、高等学校の教員や高校生並び

に保護者に向けた各種の進学雑誌、一般向けには新聞広告、電車の車内広告等を利用して

本学が｢自立と共生｣を旨とする大学であることを周知するよう努めている(資料1-8｢各種広報

資料｣)。学内向けには｢文京学院(新聞)｣(月刊)、｢ぶんきょう春秋｣(年2回)が刊行され、｢自

立と共生｣の精神に基づいた様々な学内外における学生・教職員の活動の様子を紹介してい

る(資料1-9｢文京学院｣｢ぶんきょう春秋｣)。特に学生には｢キャンパスガイド｣(学生便覧)を配布し(資

料1-10｢キャンパスガイド2012｣)、理念・目的・教育目標の周知を図っている。 

特に、本学では｢自立と共生｣の教育理念に直接関わる授業科目をすべての学部で必修科

目に定め、すべての学生にこの理念を周知徹底させるように努めている。｢人間共生論｣が

これに該当する。｢自立と共生｣の理念のもとに人間性豊かで、高い倫理観を持って社会で

活躍する人材の育成を目標に教育を実践している(資料1-11｢人間共生論統一教科書『人間共生学への招

待』｣)。本学の理念・目的・教育目標等の周知とその方法が有効であるかは、如何なる人材

が実社会に巣立っていったかを点検することによって検証される。また、2010(平成22)年

には冊子『てっぺん』が制作された。これは、建学の精神を体現し活躍するOB・OG・在学

生、教職員を取り上げ、それぞれが目指す自分の目標｢それぞれのてっぺん｣を特集し全学
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生・教職員に配布している(資料1-12｢2012冊子『てっぺん』｣)。 

2011(平成23)年から｢てっぺんフォーラム｣を開催して、建学の精神を体現してそれぞれ

の目標をクリアした学生による教育力発表会を開催している(資料1-13｢てっぺんフォーラム・プロ

グラム｣)。なお、毎年卒業式では、建学の精神を持って社会に貢献した者、建学の精神を持

って学内で活躍した者に｢仁愛賞｣が贈られる(資料1-14｢仁愛賞受賞者一覧｣)。 

 

＜2＞学部 

経営学部、外国語学部、人間学部、保健医療技術学部、各々の理念・目的さらにアドミ

ッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーは、文京学院大学学則に

明記され(資料1-3｢文京学院大学学則｣)、本学インターネットホームページで公開され(資料1-15｢文

京学院大学経営学部ホームページ｣、1-16｢文京学院大学外国語学部ホームページ｣、1-17｢文京学院大学人間学部ホーム

ページ｣、1-18｢文京学院大学保健医療技術学部ホームページ｣)、さらに本学を紹介する入試広報に関する

資料にも掲載している(資料1-6｢2012年度(平成24年度)文京学院大学パンフレット｣)。すなわち、教職員

および学生はこれらすべての資料によって周知され、社会に対しては本学インターネット

ホームページと本学を紹介する入試広報に関する資料によって公開している。また、学生

にはさらに入学年度4月のガイダンスを中心として、大学の理念から各々の学部の理念・目

的を説明し周知徹底を図っている。なお、人間学部に附設されている環境教育研究センタ

ー、保育実践研究センター、地域連携センター、心理臨床・福祉センターの4センターは、

学部の教育理念・目的に基づいた、学校、行政、企業、NGO、NPO、地域住民と学生との活

動、教員による公開講座、市の研修講座等を行っているほかに、ホームページ、市広報紙

等を通して広く周知している。 

 

＜3＞大学院研究科 

経営学研究科、外国語学研究科、人間学研究科、保健医療科学研究科、各々の理念・目

的は、文京学院大学大学院学則に明記され(資料1-4｢文京学院大学大学院学則｣)、本学インターネッ

トホームページで公開され(資料1-19｢文京学院大学経営学研究科ホームページ｣、1-20｢文京学院大学外国語学

研究科ホームページ｣、1-21｢文京学院大学人間学研究科ホームページ｣、1-22｢文京学院大学保健医療科学研究科ホーム

ページ｣)、さらに本学を紹介する入試広報に関する資料にも掲載している(資料1-23｢2012年度(平

成24年度)文京学院大学大学院パンフレット｣)。さらには各研究科の院生および教員に毎年度初めに

配布される『大学院研究科要覧』(資料1-24｢2012年度(平成24年度)大学院経営学研究科要覧｣、1-25｢2012年

度(平成24年度)大学院人間学研究科要覧｣、資料1-26｢2012年度(平成24年度)大学院外国語学研究科要覧｣、1-27｢2012年

度(平成24年度)大学院保健医療科学研究科要覧｣)にも掲載している。すなわち、教職員および院生は

これらすべての資料によって周知され、社会に対しては本学インターネットホームページ

と本学を紹介する入試広報に関する資料によって公開している。また、学生にはさらに入

学年度4月のガイダンスを中心として、大学の理念から各々の研究科の理念・目的および3

つのポリシーの説明を行い周知している。一方、学部学生は大学院生がTAなどとして授業

に関わっているため、大学院生と学部学生の直接的な交流を通して、学部学生に研究科の

理念が伝わっていると考えられる。 

 

(3)大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか 
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＜1＞大学全体 

大学の理念・目的の適切性については、大学運営会議(学長、副学長、学長補佐、学部長、

学生部長、理事長、副理事長、理事、大学事務局長、法人事務局長らで構成)で定期的に検

証している。また、大学運営会議で議題とした事項については、学部の教授会で報告され

ている。その他、全学組織である、｢自己点検･評価委員会｣、｢内部質保証委員会｣、｢ベン

チマーク委員会｣で定期的に検証を行う(資料1-28｢平成23年度(2012年度)大学運営会議議事録｣)。各学部

のFD(ファカルティ・ディべロップメント)を通して教育の新しい情報を常に収集し、所期

の目的･教育目標の達成に努めている。FDの実施結果はその都度冊子として刊行され、教職

員に配布し認識の共通性を図っている。具体的には、理念・目的記載の1)は、初年次教育

からキャリア教育をPDCAサイクルで検討して改善を図り、2)は、フィールドスタディズ、

ゼミナール、実習、資格教育等をPDCAサイクルで検討して改善を図っている。また3)は、

国際化に対応できる人材を育成するために留学制度や海外インターンシップ、新たにスタ

ートさせた新・文明の旅プログラム等を継続的に実施して、その実績と効果をPDCAサイク

ルで検証して、改善を図っている(資料1-29｢自己点検ホームページ｣、資料1-30｢2010年(平成22年)保健医療

技術学部・人間学部FD資料｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部の理念・目的の適切性については、各委員会の長(原則・教授)から構成される経

営学部運営協議会(学士課程教育委員会)において、毎月1回、必要な範囲で協議している。 

各年度初めには、こうした協議の内容を踏まえて、理念や目的を達成するための具体的な

施策を反映させた、各委員会によるレビューと年度目標を教授会で報告している。また、

大学運営会議の意向を受けて教授会においても検証され、全学的な組織である｢内部質保証

委員会｣や｢教務委員長会議｣等に委員を選出し、大学全体の動きと連動する形で、理念・目

的および｢3 つのポリシー｣の再検討やカリキュラム改編等についても検討されている。主

要科目についてはカリキュラムチェックリストを作成し、カリキュラムマップの作成も試

みた。 (資料 1-31｢経営学部教授会議事録｣、資料 1-32経営学部カリキュラムチェックリスト、資料 1-33経営学部カ

リキュラムマップ)。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部の理念・目的の適切性については、主要委員会の長から構成される運営委員会を

始めとして、各委員会において必要に応じて協議されている。2011(平成23)年度からは主

として学部内の自己点検・自己評価委員会から改称したPDCA委員会および教授会において

検証され、また大学運営会議や各種全学委員会の動きとも連動し、必要に応じて改定され

ている(資料1-34｢PDCA委員会議事録｣、1-35｢外国語学部教授会議事録｣)。現在の理念自体は不変だが、目

的に関しては絶えず検証し、学部開設以来数年ごとにコース制の導入、専攻制の導入と学

部構造の整備につなげてきた(資料1-35｢外国語学部教授会議事録｣)。 

 

＜4＞人間学部 

本学部の理念・目的の適切性については、学部の教授会、教務委員会、自己点検･評価委

員会により検証され、大学運営会議や各種全学委員会の動きとも連動しつつ確認されてい
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る。学部のFDを通して教育の新しい情報を常に収集し、所期の目的･教育目標の達成に努め

ている。FDの実施結果はその都度、冊子として刊行され、教職員に配布し認識の共通性を

図っている。2010(平成22)年のFDでは、ポートフォリオを取り上げ、学部の教育理念・目

的の検証を行った(資料1-36 ｢平成22年度第3回人間学部FD会議 会議録｣、資料1-37 ｢2011年度版(平成23年度)人

間学部初年次教育ワークブック｣、資料1-38｢文京学院大学人間学部4学科ポートフォリオ])。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部の理念・目的の適切性については、学部の教授会・教務委員会・学部FD等により

検証され、大学運営会議や各種全学委員会の動きとも連動しつつ確認されている。特にFD

では、DPや教育目標を達成するよう、それを踏まえた内容で行われている。また、他学部

同様全学教務委員長会議からの要請で、カリキュラムチェックリストの作成により各科目

とDPの整合性、適切性について見直している (資料1-39｢保健医療技術学部FD資料｣、資料1-40｢保健医療

技術学部カリキュラム・チェックリスト｣) 。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科の理念・目的の適切性については、主として研究科委員会およびFDにおいて定

期的に検証され、改善策が講じられている(資料1-41｢経営学研究科委員会議事録｣)。2011(平成23)

年度からは、大学院の四研究科合同協議会が設置され、大学院として共通する諸問題や研

究科の在り方について協議し、同時に理念・目的の適切性についても検証している(資料1-42

｢大学院４研究科合同協議会議事録｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科の理念・目的の適切性については、毎年度、研究科の教務委員会および研究科

委員会において検証し、確認している(資料1-43｢平成23年度(2011年度)第10回外国語学研究科委員会議事

録｣)。2011(平成23)年度からは、大学院の四研究科合同協議会が設置され、大学院として

共通する諸問題や研究科の在り方について協議し、同時に理念・目的の適切性についても

検証している(資料1-42｢大学院４研究科合同協議会議事録｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科の理念・目的の適切性については、研究科の研究科委員会、教務委員会、研究

科FD等により検証され確認されている(資料1-44｢平成24年度第7回大学院人間学研究科委員会議事録｣、資

料1-45｢平成24年度第7回大学院人間学研究科教務委員会議事録｣、資料1-46｢平成24年度第1回大学院人間学研究科 FD

会議議事録｣)。全学の｢将来構想委員会｣や｢内部質保証委員会｣においては、全学的な重要課

題や時代に即した新しい組織的取り組みについて学部と連携して検証を行っている。

2011(平成23)年からは、大学院の四研究科合同協議会が設置され、大学院として共通する

諸問題や研究科の在り方について協議し、同時に理念・目的の適切性についても検証して

いる(資料1-42｢大学院４研究科合同協議会議事録｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科は2011(平成23)年に完成年度を迎えたところであるが研究科委員会、教務委員
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会、研究科FD委員会等により、研究科の理念および目的の適切性について検証され確認さ

れている(資料1-47｢平成24年度(2012年度)第２回保健医療科学研究科委員会議事録｣)。特にFD委員会におい

ては、研究科の将来構想を踏まえた討議がなされている(資料1-48｢平成23年度(2011年度)保健医療科

学研究科教員研修会(FD)報告書｣)。また全学の｢将来構想委員会｣や｢内部質保証委員会｣においては、

全学的な重要課題や時代に即した新しい組織的取り組みについて各学部と連携して検討検

証を行っている。2011(平成23)年からは、大学院の四研究科合同協議会が設置され、大学

院として共通する諸問題や研究科の在り方について協議し、同時に理念・目的の適切性に

ついても検証している(資料1-42｢大学院４研究科合同協議会議事録｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

｢自立｣という理念は、｢巣立ち｣という言葉にも表されているように、生きとし生けるも

のに共通の願いであり、教育という人間の意図的な営みの究極的な目標である。また如何

なる｢自立｣も互いに支え合い、｢共に生きる(共生)｣ことなしには不可能である。特に｢共生｣

の理念が、21世紀における人間の在り方を示す基本的な指針であることは、広く容認され

ているところである。本学の｢自立と共生｣という教育理念は時代の要請に呼応する適切な

理念である。現在、本学は経営学部、人間学部、外国語学部、保健医療技術学部の4学部と、

経営学研究科、人間学研究科、外国語学研究科、保健医療科学研究科の4大学院研究科を擁

している。いずれも｢自立と共生｣の教育理念を学部並びに大学院教育の根幹に置き、それ

ぞれの分野における教育目的・教育目標に相応しい人材の養成に努め、学部からは教養豊

かな職業人を、大学院からは高度専門職業人を社会に送り出し、共生社会の実現に大きく

寄与している。また、学生生活意識調査の｢本学でよいと思うこと｣で、｢アットホームな雰

囲気である｣(前年度53％から2010(平成22)年度は、56％)と｢学生が主体となって活動する

機会がある｣(前年度48.2％から2010(平成22)年度は、52.5％)と肯定率が5割を超えている。

この数値はまた前年度より増加しており、本学の建学の精神｢自立と共生｣の精神が周知さ

れてきていると言える。学生が自主的に活動する機会を与え、学生はそれに応えて活動し

ていると思われる(資料1-49｢平成22年度(2010年度)学生生活に関する意識調査｣)。 

 

＜2＞経営学部 

理念・目的については、学則はじめ様々な媒体によって公表されており、経営学部に関

わる大学構成員の間で認識を共有できるようになっている。 

また、カリキュラムチェックリストおよびカリキュラムマップの作成を進めており、各

科目とDPの関連性、整合性について見直すことによって、各教員が理念・目的について理

解を深めている。 

 

＜3＞外国語学部 

学部の教育目標が明記されることによって、学生の勉学に対する意識が上がってきたよ

うに思われる。特に、国際協力コースを中心に始まった海外フィールドワークに対する学

生の参加数は増加の一途をたどり(資料1-50「海外フィールドワークへの参加人数)、今は全コースで
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開講されると共に、この海外フィールドワークに触発された学生が大学院に進み、まさに

多文化多言語共生に適合する修士論文を執筆する事例も数例に達している(資料1-51｢平成24年

度(2012年度) 外国語学部履修要項｣、資料1-52｢平成23年度(2011年度) 外国語学研究科修了判定会議議事録｣)。英語

教育の分野では、中学・高校の英語教員として現役で合格する者も出だしており、英語コ

ミュニケーション力養成においては、全学生に課しているTOEICの平均点が3年連続で上昇

し、2011(平成23)年度には800点以上の取得者数も過去最高と並んだ(資料1-53｢2011年度 English 

Skills / BLEC Report｣)。大学進学率の上昇と共に入学者の学力低下がささやかれる中、建学の

理念と学部の目的から導かれる一貫したカリキュラムと教育による成果と言える事例が多

く見られる。 

 

＜4＞人間学部 

本学部の理念･目的については、ホームページ等で公開され社会的にも定着しつつある。

学部に関わる大学構成員の間では、FD活動等を通して共通認識が向上している。学生につ

いては、4学科共通して、地域・NPO・企業との連携活動、教育機関との連携活動、まちづ

くり活動、障がい児の余暇活動などに、人間学部の理念･目的が反映され、効果が上がって

いる。また、児童発達学科、人間福祉学科は理念に基づいた教育成果として、多くの保育、

教育、福祉の専門家を輩出している。コミュニケーション社会学科は一般企業のほかにも、

人間学部の理念に基づいた就職をしているほか、心理学科においては人間学部の理念をさ

らに探求するため、大学院修士課程へ進学し臨床心理士を目指す学生も増加するなど、効

果が上がっている(資料1-54｢2011年度(平成23年度)人間学部4学科就職状況(就職内定率))。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

理念・目的については、学則をはじめ様々な形で公表されており、学部に係る大学構成

員の間で共通認識を保持できている。また、カリキュラムチェックリストの作成により、

各授業とDPの整合性、適切性について見直すことで各教員が理念・目的を含め、DPについ

て理解を深めつつある。学生の就職率も高く雑誌等の就職ランキングでは常に上位にラン

クされている。これらはPDCAサイクルに基づく見直しを繰り返すことで効果を上げつつあ

り、今後もこの方法で質の高い内容を目指す所存である(資料1-40｢保健医療技術学部カリキュラムチ

ェックリスト｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科の理念・目的は、学則をはじめ大学院経営学研究科要覧、大学院パンフレット

等で公表されており、教員並びに院生に周知されている。このことによって、理念・目的

の明確化および適切性が、高度職業人の養成に結びついていると言える。ちなみに、税務

マネジメントコースの修了者は、修士論文による税法科目の免除を受け税理士となる割合

が非常に高い。ちなみに年度別の修了者数は、平成19（2008）年度18名、平成20（2008）

年度17名、平成21（2009）年度16名、平成22（2010）年度17名、平成23（2011）年度18名、

平成24（2012）年度12名である。 

 

＜7＞外国語学研究科 



1 章 理念・目的 

15 

 

本研究科の理念・目的は、学則、大学院外国語学研究科要覧、大学院パンフレット等に

おいて公表されるだけでなく、外国語学研究科の新入生ガイダンスにおいても述べられて

おり、カリキュラムとの関係が説明されたりすることにより、外国語学研究科の学生に周

知が進んでいる。また、教務委員会や研究科委員会においては、理念・目的の検証・確認

を行うと共に、理念・目的に照らして、カリキュラムや授業内容の見直し等を行っており、

教員の間で理念・目的に関する認識の共有が十分になされている(資料1-43｢平成23年度(2011年度)

第10回外国語学研究科委員会議事録｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科の教育目標や人材養成の目的については、以下のように各コースの教育および

人材の輩出の現状から、理念・目的の適切性が大学構成員や社会にも理解され、その周知

もまずできていると考えられる。保育学コースでは、幼稚園教諭、保育士の現職者再教育

が達成されており、専修免許状を得て多くの学生が巣立っている。現職教員(幼稚園、保育

所の現職者)も毎年数名入学している。社会福祉学コースについては、既に社会福祉士の有

資格者が、本研究科に学びに来ており、より高度なソーシャルワーカーの育成、また、福

祉領域における教育研究者の養成ができている。心理学コースでは、臨床発達心理士、お

よび心理学研究者等の心理の専門職の養成を目指しており、専門を生かした一般企業への

就職のほか、他大学の大学院博士課程への進学者も出ている。臨床心理学コースでは、臨

床心理士試験に多くが合格し、主として臨床現場に多くの人材を輩出している(資料1-55｢就

職・進学者リスト｣、資料1-56｢幼稚園教諭専修免許状、臨床発達心理士資格取得者リスト｣、資料1-57｢臨床心理士資格

試験 総合格者数一覧表｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本来、保健医療科学研究科が目指す高度専門家養成には｢自立と共生｣の概念と合致する

ことが多く、入学者が全員医療国家資格を有していることから、その教育理念は馴染みや

すいものであった。研究科は2011(平成23)年度に完成年度を迎えたところである。研究科

の理念・目的に基づいて23名の修了生の進路を検証すると、｢健康推進・リハビリテーショ

ン分野｣では全員が社会人であったが、博士課程へ進学したものが1名、大学の助手として

教職・研究職へ転職したものが2名であり、｢検査情報解析分野｣ではストレートマスターで

あったため、修了後の勤務先は15名全員が大学附属病院等の医療機関に就職できた。研究

成果については、2010(平成22)年度に既に数編の学会発表があり、2011(平成23)年度には

国内および国際学会での発表も数多くされ、国内の学会賞を獲得した例もあった。さらに、

それらの研究成果は学術論文として、逐次刊行されつつあり、一部は既に学外に公表され

ている。以上のように、研究科さらには大学の理念および目的の達成は、順調に遂行され

つつあると考えられる。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

毎年調査を行っている、学生生活意識調査に｢大学の理念目的が理解できているか｣の項

目を入れ、周知徹底がされているか直接検証できるようにすることが必要であると考えら
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れる。 

 

＜2＞経営学部 

理念、目的については、全学教育科目に加えて入学ガイダンス、新入生キャンプや｢大学

学｣でも取り上げているが、個々の科目の授業の中で、その到達目標とDPとの関係について

も理解を促す機会を設けるなどの工夫が必要と考える。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部は多文化多言語共生という理念のもとに学士課程教育を進めており、開設以来前

項のような成果を上げてきた。そのような教育の成果を学生のキャリアにどのように結び

つけていくかという点においては、必ずしも十分に成功しているとは言えない面もある。

特に、国際協力分野においては、学部卒の段階で公的な国際機関に就労できるものは数少

なく、経済的基盤の確かなNPO／NGO等を開拓していく。 

 

＜4＞人間学部 

本学部の教育理念･目標について、教員への周知は徹底され成果が上がっているが、学

生に対する広報･周知については、十分かどうかの検証に必要な資料がそろっていない。今

後検証方法を模索して、適切な方法で検証を行い学生及び受験生に対する啓発を行ってい

きたい。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

大学構成員の学生への理念・目的を周知するよう努めているものの、十分に理解されて

いるか検証を行う必要がある。大学理念の｢自立と共生｣が保健医療技術学部においては国

家資格取得による自立とチーム医療の一員として共生できることにつながるが、そのこと

が現在のDPには具体的に記載されていないため、大学の理念と学部のDPとの関連性が明瞭

に把握しにくい。FD委員会等を介してDP記載内容を見直し改善を図る。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科の教育理念・目的の適切性について定期的に現在行われている検証方法は、十

分なものとは言えず、今後検討する必要がある。今後検証方法を模索して、適切な方法で

検証を行い学生及び受験生に対する啓発を行っていきたい。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科の理念・目的について検証を定期的に行ってきたが、大学員学則における記述

の表現面での適切性の検証が十分ではなく、改善の余地がある。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科では、人間学専攻(保育学コース、社会福祉学コース)、心理学専攻(心理学コー

ス、臨床心理学コース)の2専攻4コースで教育研究を行っているが、臨床心理学コース以外

は応募者が少なく、定員を満たしていない。いずれも必要な研究領域なので、今後さらに
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教育理念・教育目標、人材養成の目的等の周知を図りたい。一方で、臨床心理学コースに

おいても受験者は減少傾向にあるため、積極的な広報活動を展開していく。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

志願者の中でストレートマスター(学部新卒者)と現職者(医療機関で働く医療技術者)の

割合は領域で格差がある。受け入れ時の医療資格について入学希望者のニーズを把握し、

幅広い受け入れを討議している。さらに、在学生および修了生の中に大学院博士課程への

進学希望者があること、また、学外者から博士課程の有無が志願意欲に影響するとの声が

あることなどを考慮し、保健医療科学研究科としても博士課程の開設も討議している。 

 

3．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

専任教員が共同で行うオムニバス授業科目｢人間共生論｣では、｢建学の精神、教育理念・

目標、人材養成の目的｣について講義をしている。本学ではこれをすべての学部に共通の｢必

修科目｣と位置づけており、私立大学の使命である｢自校教育｣を行っている。共通のテキス

トも作成しており、いずれの学部に所属していてもこの建学の精神を伝える授業を必ず受

講する体制ができている。｢自立と共生｣の理念を徹底して教育していきたい(資料1-58｢人間共

生論シラバス｣)。 

現在、学部横断的なプログラム｢グローバルキャリア・インスティテュート(GCI)｣構想を

推進している。これは、国際舞台で活躍できる力、国際性を身につけた人材を育成するこ

とを目的としている。そこでは、専門教育と国際教育間の融合、他学部の学生と共に学ぶ、

学部横断性、英語と専門分野、日本人としてのアイデンティティ、学生と海外大学学生と

の異文化交流と相互発信を特徴として、各学部の専門分野の学習に加えて、より実践的な

英語運用力とグローバル英語、国際教養を身につけることができるプログラムである。こ

のプログラムに所属する学生は、英語力と専門知識を生かして、グローバル企業で活躍で

きるような将来を目指すことが可能となる。このGCIを導入することによって、学力的に上

位層にいる学生の高度なニーズに応えることができるばかりではなく、学部全体への波及

効果(底上げ)も期待できる(資料1-6｢2012年度(平成24年度)文京学院大学パンフレット｣、資料1-59｢GCI関連資

料｣)。 

 

＜2＞経営学部 

 経営学部の初年次教育では、電子ポートフォリオを用いて、目標設定を行ったり、将

来の夢を含め大学生活計画表での記述をもとに、教員が早い段階で個人面接を実施し、コ

メントについては電子ポートフォリオを介して双方向のコミュニケーションを行っている。

学生それぞれが持つ将来の夢について面接で取り上げ、その夢の実現のために何が必要か

といった内容の面接を行うようにしており、個々の学生の｢自立｣を意識させている。キャ

リア教育では、3年前期の段階で学生は｢プログレスファイル｣を作成し、ゼミの担当教員が

必要に応じて指導を行っているが、学生達の多くがゼミ活動を取り上げている。これをそ

の後のキャリアセンターによる指導につないでいる。このように、初年次教育・ゼミ教育・
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キャリア教育をつなぐ一貫教育での電子ポートフォリオの利用については、学生指導調書

の電子化などさらにクラウド・システムでの新たな展開を視野に入れた方策を推進してい

く必要がある。それによって、DPを意識しながら個々の学生の成長を後押しする仕組みが

強化されると考える。 

 

＜3＞外国語学部 

英語力の向上については英語スキル委員会／BLEC委員会を中心として(資料1-53｢2011年度 

English Skills / BLEC Report｣)、英語教員養成では教職課程委員会を中心として(資料1-60｢2011年度

(平成23年度)春の英語学習講座(ガチトレ)開講案内｣)効果をさらに伸長させる取り組みを行う。 

本学部では、開設以来数年ごとにコース制の導入、専攻制の導入と学部構造の整備を行

ってきた。それに伴って、入学定員も140名、180名、200名と増加させてきている。今は、

2012(平成24)年度から導入した2専攻4コース制の運用に集中しているが、上述のように、

本学では学部横断組織として2013(平成25)年度より新たにGCI(グローバルキャリア・イン

スティテュート)を設置する予定であり、その中核を外国語学部が担うことになる。GCIは

外国語学部の理念である多文化多言語共生を全学部に広げるものであるとも言え、外国語

学部が中核としてその40名分を引き受け、入学定員を240名に増加させる(資料1-59｢GCI関連資

料｣)。このことは、現在の海外フィールドワーク参加意欲に拍車をかけ、フィールドワー

クのみならず留学やインターンシップ等海外志向を高める効果がある。GCI準備委員会と連

携の上、この効果を伸長させていく。 

 

＜4＞人間学部 

大学構成員への人間学部の理念および教育目標の周知は行われ、学生への周知はこれま

でも十分に行われてきたが、カリキュラムおよび授業の中でそれらが提示され、学生に理

解されてキャリア計画に反映されていくように、さらにFD等の機会を使って教員ひとり一

人に徹底していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

カリキュラムチェックリストの作成により、各科目とDPの整合性、適切性の検討やDPに

ついての見直しを通して、各学科のカリキュラムや授業に反映がなされている。今後もこ

れらの効果を維持しさらなる質の向上につなげたい(資料1-40｢保健医療技術学部カリキュラムチェッ

クリスト｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科の理念・目的にうたわれている、高度専門職業人の養成のためにカリキュラム

や授業方法をさらに工夫する。 

 

＜7＞外国語学研究科 

引き続き、本研究科の理念・目的の検証を教務委員会および研究科委員会において定期

的に行うとともに、各種媒体を通して学生や教員への周知および社会への公表も行う。 
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＜8＞人間学研究科 

本研究科の理念および教育目標については、FDの活用等によって教育内容により反映さ

せられるよう教員同士の情報交換を行っていく。さらに、学生の実習、資格取得、研究活

動や発表の機会を徹底して支援していくことにより、研究者および高度な専門職業人の養

成を行っていく。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

定員をほぼ満たし、医療技術分野での大学院教育の必要性も理解されてきている。本研

究科の大学院生の多くが学会発表を行っており、また査読付きの学術雑誌への投稿を行っ

て採択されているケースも多くなってきている。大学院博士課程への進学希望者へ本研究

科としての可能性を討議している。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

特に｢共生｣という理念は、20世紀が置き残した人類の深刻で様々な課題を解決すべく、

21世紀の人類の生き方を導く重要な基本理念として改めて見直され、生まれ変わりつつあ

る。それだけに計り知れない可能性を秘めたuniversalな理念であり、普遍的な理念ともな

りうる大きな可能性を秘めている。本学においてもこの理念のもとに、｢自立と共生｣の教

育をさらに発展・充実させていくことは、本学のこれからの最も重要な課題であり、将来

においても引き続き周知していくものである。 

学生生活意識調査・授業評価等で｢学部・研究科の理念目的が理解できているか｣の項目

を入れることで、このことが周知できたか直接検証できるようにすることが必要と考える。

また、今後さらに｢国際性・グローバル化｣を大学全体の目標に掲げてより積極的に教育の

中で展開していきたい。 

 

＜2＞経営学部 

退学率が若干高めなので、それを減少させるため、学生募集の段階での教育理念の周知

を徹底させ、進路選択にミスが生じないように工夫する。また、入学後には、学生相談室

の充実化、専任教員による担任制、専任教員によるオフィスアワー設置、少人数で行う初

年次教育の推進、大学院生らで担当する学習サポートセンターの充実、ゼミ教員を中心に

関連する職員も連携して個々の学生を指導する体制を構築し、一層電子ポートフォリオの

利用推進を行うなど様々な工夫を行って、学生に対する相談、アドバイスなどを向上させ

る。 

経営学部では年間5％前後の退学者がおり、経営学部の理念や目的の一層の周知徹底を図

り、個々の学生についての指導情報共有機能を強化することによって電子ポートフォリオ

の機能を駆使し退学率の上昇に歯止めをかけていくことにしたい (資料1-49｢平成22年度(2010年

度)学生生活に関する意識調査｣、資料1-31｢経営学部教授会議事録｣) 。 

 

＜3＞外国語学部 

｢点検・評価｣で述べた国際協力分野での就職先開拓に関しては、ここ数年NGO／NPOと太
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いパイプを持つ教員を採用してきており、これらの教員を中心にNGO／NPO関連への就職を

強化していく予定である。また、キャリア委員会でも推進していくが、GCIとの関連も重要

になるため外国語学部将来構想委員会でも対応していく。 

一方、GCIの開設は、外国語学部が新しい規模に成長し、それに適合した新しい構造が必

要となることを意味している。GCIとの関係で考えなければならないのは、GCIと外国語学

部の理念と目標をどのように差別化するかということである。理念は重複するところがあ

ったとしても、教育目標は明確に区別すべきであり、外国語学部生でGCIに参加する者とし

ない者との違いが曖昧になるようなことは避けねばならない。そのことは、GCIの理念・目

的を明確にするのみならず、外国語学部の理念・目的をも変更する必要に迫られる可能性

も秘めている。その模索の中で、新しい外国語学部の構造を見据え、次なる発展につなげ

る努力をする。そのために、GCI準備委員会と連携を図りながら外国語学部将来構想委員会

でこの問題に取り組んでいく。 

 

＜4＞人間学部 

理念および教育目標について学生の意識調査を行い、その結果をFD等の機会に検討し、

大学構成員への理解・説明をさらに徹底していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

大学の理念が学部のDPに反映され、DPに基づくカリキュラムポリシー、カリキュラムチ

ェックリスト、カリキュラムマップ、シラバス作成へとつながる一貫した教育方針を明確

にし、それを教職員、学生に提示することが必要であるが、未だ不十分である。今後、教

務委員会、将来構想委員会、FD委員会等で論議し明瞭で一貫性ある学部の教育方針を示し、

実行していく。さらに学生生活意識調査項目に｢学部の理念・目的の理解｣に関する項目を

入れることで、大学・学部の理念・目的の理解度を把握した上で、学部の教育方針をガイ

ダンス等での説明に反映させていく。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科の理念・目的の適切性についての定期的な検証の改善策として、２年生を対象

に卒業時に行われる「教育評価アンケート」の項目の見直しを行う。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教務委員会が中心となって、本研究科の理念・目的の大学院学則における記述の表現面

での適切性の検証を行い、本研究科の理念・目的をより適切にあらわす表現に改める。 

 

＜8＞人間学研究科 

人間学専攻(保育コース、社会福祉学コース)での受験者が少ないので、各コースの特色

を踏まえ、大学および本研究科の理念をもっと広く社会に知ってもらえるようコース会議

等で検討していく。その際、人間学専攻のコースは学習環境の整備を検討し、リカレント

教育にもさらに力を入れて科目等履修制度の周知を図る、臨床心理学コースは大学院予備

校に働きかけるなどの積極的広報活動も行う。 
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＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科は設置されて約3年と歴史が浅いので、本学の建学精神および本研究科の理念を

さらに高めるためには、大きくは二つの課題がある。一つは、大学院と学部の教員のより

密接な連携を図ることである。特に、健康推進・リハビリテーション分野では社会人とな

った卒業生からの志願が増えているので、検査情報解析分野と同様に学部学生への本研究

科の存在意義と理念を徹底するのに教員相互の連携は必須である。もう一つは、志願者お

よび在学生の意識をさらに高めるための博士課程の設置であり、その高みを実現する準備

をスタートさせる段階に来ていると考えられる。各教員は、教育・研究活動をさらに活性

化させ、博士課程設置に相応しい能力を備える努力をしなければならない。 
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