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4章 教育内容・方法・成果 

(1)｢教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針｣ 

1．現状の説明 

 (1)教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか 

＜1＞大学全体  

本学では、教育基本法および学校教育法に基づき、さらに本学の建学の精神である｢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｣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 (資料4(1)-1｢文京学院大学学則 第1

条｣、資料4(1)-2｢文京学院大学大学院学則第1条｣) 。 

したがって、本学では中央教育審議会答申｢学士課程教育の構築に向けて｣(2008(平成20)

年12月)によって示された｢学士力｣の修得を重視し、大学としてのディプロマポリシーを踏

まえて、以下の能力を身につけた者に文京学院大学の｢学士｣の学位を授与する。 

1)建学の精神および校訓をよく理解し実践することができる －態度・志向性－ 

2)幅広い教養と実務社会の要請に適う知識・技能を活用することができる －知識・理解、

汎用的技能、態度・志向性－ 

3)環境の変化に応じ柔軟に考え、チームで行動することができる －統合的な学習経験と

創造的思考力－ 

 教育目標に基づいた｢学位授与方針｣をホームページ、大学パンフレット等で明示してい

る(資料4(1)-3｢3つのポリシー(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.14)｣。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、学則に記載されている教育目標に基づき、ディプロマポリシー(学位授与方

針)として、下記内容を明示している(資料4(1)-1｢文京学院大学学則第1条｣、資料4(1)-4｢文京大学パンフレ

ット p.30｣、資料4(1)-5｢経営学部(文京学院大学ホームページ))。 

 具体的には、大学のディプロマポリシーを踏まえた上で、以下の能力を身につけた者に

｢学士(経営学)｣の学位を授与する方針である。 

1)経営学を中心とした専門分野で高い知識と技術を活用できる －知識･理解－ 

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キルを発揮できる 

－汎用的技能－ 

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 －態度・志向性－ 

4)自ら課題を立て、その解決を図ることができる －総合的な学習経験と創造的思考力－ 

 

＜3＞外国語学部 

本学部では、学則に定められている教育目標に基づき、以下のような学位授与方針(デ

ィプロマポリシー)を明示している(資料4(1)-1｢文京学院大学学則第1条｣、資料4(1)-4｢文京学院大学パン

フレット p.16｣、資料4(1)-6｢外国語学部(文京学院大学ホームページ)｣)。 

外国語学部の学位授与方針（ディプロマポリシー） 

「１・２年次において、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
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を養い、IT活用能力を高めるとともに、３・４年次において、国際ビジネス・国際協力・国際

文化・英語教育などの専門分野における資質・能力を磨き、現代社会で活躍できる“人間力”

を備えた人材の育成を目指す。 

具体的には、少人数制到達度別クラスにより、英語の実践的コミュニケーション能力を磨き、

各専攻・コース等における専門科目・内外フィールドワーク・ゼミナール・卒業研究等を通じ

て、国際ビジネスあるいは国際協力に積極的に従事することができる人材､グローバル社会に

必要な言語・文化あるいは国際英語教育に関する深い知識と理解力を有する人材を育成する。

なお、各専門教育課程で培った資質・能力については、各専攻・コース修了認定証等によって

証明する。したがって、大学全体のディプロマポリシーを踏まえたうえで、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、以下の専門的資質・能力を身につけた者に「学士（コミュニケーション）」の学位を授与

する方針である。 

１．国際ビジネスあるいは国際協力に積極的に従事できる専門的知識と問題解決能力、グロー

バル社会に必要な言語・文化あるいは初等中等教育における国際英語教育に必要な専門的知

識・理解力と英語の実践的運用能力を習得できる ― 知識・理解、汎用的技能、態度・志向

性 ― 

２．総合的かつ創造的なコミュニケーション力（資質・能力）を有し、現代社会で活躍できる

― 総合的な学習経験と創造的思考力 ― 

 

＜4＞人間学部 

本学部では、教育目標に基づきディプロマポリシーを定め、HPや大学入学パンフレット

に明示している。また、学部のディプロマポリシーのもとに各学科がそれぞれのディプロ

マポリシーを設けている(資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.44｣、資料4(1)-7｢人間学部(文京学院大学

ホームページ))。 

1)地域社会や自然環境と人間とのかかわりに関する総合的な知識を有する－知識・理解－ 

2)的確な知識と技術を持つ専門的職業人として人に接することが出来る －汎用的技能－ 

3)産業界をはじめ各分野において幅広い活動が出来る －態度・志向性－ 

4)児童から高齢者に至るすべての人々の尊厳にふさわしい自立生活を保障する、共生社会

の実現に貢献しうる能力を有する －総合的な学習経験と創造的思考力－ 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では、本学教育理念のもと、時代の要請に応え具体化したものを教育目的、教育

目標としている。学則に掲げる教育目標に基づき、学部としての学位授与方針(ディプロ

マポリシー)を定めて明示している(資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.70｣、資料4(1)-8｢保健医療

技術学部(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(1)-9｢保健医療技術学部履修要項｣)。 

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、保健・医療・福祉分野に貢献することができる高い倫理観を有する優

れた専門家を育成することを教育目標とする。専門職としての高い倫理観の下に、現代の

高度で多様な保健・医療・福祉分野における課題を積極的に探求し、その本質を見抜く感

性を有する人材を育てる。 
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したがって、大学のディプロマポリシーを踏まえた上で、以下の能力を身に付けた者に「学

士（理学療法学、作業療法学、臨床検査学）」の学位を授与する方針である。 

1）豊かな人間性と高いコミュニケーション能力を習得できる －知識・理解、態度・志向

性－ 

2）自らの技術や知識をチーム医療の中で十分に発揮できる －汎用的技能－ 

3）高い倫理観を有する専門職として保健・医療・福祉分野に積極的に貢献できる 

 －総合的な学習経験と創造的思考力－ 

4）創造性に富んだ思考能力を養うために生涯学習を継続することができる 

 －総合的な学習経験と創造的思考－ 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科は、学術の理論および応用を教授研究し、社会の発展に寄与することを目的と

しており、1)経営学分野における次世代の研究者の養成、2)高度な専門職業人の養成、3)

戦略的思考をもった上級管理職およびプロフェッショナルの養成、4)企業派遣の職業社会

人（中間管理職）の養成、5)高度な経営教育を望む社会人（一般社会人）の養成を到達目

標として掲げ、その目標に到達した者に学位を授与している。教育目標に基づく学位授与

方針を本学ホームページによって明示し、｢大学院経営学研究科要覧｣および本学入試広報

センターが作成するパンフレットを通じて公表している(資料4(1)-10｢経営学研究科(文京学院大学

ホームページ)｣、資料4(1)-11｢2012年度(平成24年度)大学院経営学研究科要覧 p.1-2｣、資料4（1)-12｢2012年度(平成

24年度)文京学院大学大学院パンフレット p.21｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科は、大学院学則において教育目標を｢高度の英語力、IT技能、専門的な知識をバ

ランスよくあわせもつ専門的職業人の育成｣、具体的には、｢国際機関、国際企業、国際協

力・貢献NGO等で活躍できる人材や、異文化理解の増進に貢献し得る人材、国際語としての

英語が使える日本人を効率的に要請できる教員｣の育成と定めている （資料4(1)-2｢文京学院大学

大学院学則 第3条｣)。この教育目標に基づき、以下の到達目標を達成した者に｢修士（英語コミ

ュニケーション)｣の学位を授与する方針である。 

①英語で専門的な知識や情報を得る能力と、英語で自らの考えを発信する能力の修得。 

②デジタルコミュニケーションとしてのIT技能を国際協力、国際ビジネス、教育・研究  

  等に実践的に活用する能力の修得。 

③国際協力、国際社会やビジネスでのコミュニケーション、英米の文化・社会・政治、 

 英語教育・英語学のいずれかについての専門的な知識と研究能力の修得。 

上記学位授与方針（ディプロマポリシー）は、「大学院外国語学研究科要覧」、本学入試

広報センターが作成する大学院パンフレット、および本学ホームページにおいて明示して

いる。（資料4(1)-13｢2012年度(平成24年度)大学院外国語学研究科要覧 p.1｣、資料4(1)- 12「2012年度(平成24年度)

文京学院大学大学院パンフレットp.13」、資料4(1)-14 文京学院大学外国語学研究科ホームページ｣) 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科修了の要件は、｢保育・社会福祉・心理・臨床心理の領域で高度な専門的知識を
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基礎として指導的立場に立てる専門職業人となりうること｣および｢保育・社会福祉・心理・

臨床心理に関する研究者となりうること｣である。教育課程においては、自立と共生の理念

に基づく人間観を確立し、各研究領域の基本を重視しつつ、専門職業人としての専門的知

識を修得すること、並びに人間学専攻・心理学専攻の各研究科目についても広く学び、人

間と社会に関する様々な問題を多元的に考え、共生社会の実現に貢献しうる人材の育成を

目的としている。以上、研究科要覧、大学ホームページ等を通して明示している(資料4(1)-15

｢2012年度(平成24年度)大学院人間学研究科要覧 p.2｣、資料4(1)-16｢文京学院大学人間学研究科ホームページ｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科修了の要件は、｢チーム医療に貢献できる医療技術の管理職・リーダー職の候補

者｣および｢医療技術研究者の候補者｣となることである。本学の教育手法としている｢理論

と実務の両面からの教育｣という方針と、本学の教員の｢きめ細かい指導｣により、1)保健医

療分野における質の高い、有能でかつ医療現場のリーダーとなる高度な専門知識を持ち、

問題を早期に発見し解決する能力を身につけた｢理学療法士｣｢作業療法士｣｢臨床検査技師｣

の養成、2)薬剤師・看護師・スポーツトレーナー等と、臨床現場で医療チームの一員とし

て活躍できる人材の養成、3)災害、パンデミック等の緊急時及びその後の経過時に必要と

なる病気の予防・診断、あるいは身体的および精神的コンディショニング等に適切かつ柔

軟に対処できる人材の養成、4)将来医療の専門分野における「研究者」の人材の養成を目

標としている。 

大学院保健医療科学研究科要覧にディプロマポリシーとして掲げられ、それをもとに入

学時オリエンテーションのときに説明しており、また要覧は電子化されているのでいつで

も見ることができるような体制を持っている(資料4(1)-17｢2012年度(平成24年度)大学院保健医療科学

研究科要覧 p.1｣、資料4(1)-18｢文京学院大学保健医療科学研究科ホームページ｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)

文京学院大学大学院パンフレット p.49｣)。 

 

(2)教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか 

＜1＞大学全体 

<教育課程の編成・実施のための五大方針> 

1)一人ひとりの学生の成長を促す教育 

2)初年次教育の重視とゼミナール主義 

3)職業人として必要な能力・技能・資格を身につけさせる教育 

4)キャリア教育 

5)国際化教育 

 

本学は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寄与することので

きる資質と能力とを備えた職業人の育成を大学の目的としている。そのため、幅広く教養

を学び、その上で深い専門性を磨いていくことを目指している。したがって、体系的に整

備された順次教育型コアカリキュラムの履修、特に本学の特徴として講義と共に演習を重

視している。少人数のゼミナールと卒業論文、卒業研究にウェイトを置き、｢理論と実践を

両面から学ぶカリキュラム｣が大学の生命と言える。同時に実社会で役立つ人材育成のため
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｢社会参加・実習を取り入れたカリキュラム｣の履修をそれぞれの学部・学科で展開してい

く。 

上述の教育目標に基づいた｢教育課程編成・実施の方針｣をホームページ、大学パンフレ

ット等で明示している(資料4(1)-1｢文京学院大学学則 第1条｣、資料4(1)-3｢3つのポリシー(文京学院大学ホーム

ページ)｣、資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.14｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、学則に記載されている教育目標に基づき、カリキュラムポリシー(教育課程

編成・実施の方針)として、下記の内容を明示している(資料4(1)-1｢文京学院大学学則 第1条｣、資料

4(1)-4 ｢文京学院大学パンフレットp.33,39｣、資料4(1)-5｢経営学部(文京学院大学ホームページ)｣)。 

 「経営学部は、高い倫理性をもって広くビジネスで活躍できる人材を養成することを主

眼にカリキュラム編成している。１年次では、初年次教育として「大学学」、「人間共生論」

「職業とキャリア」など職業倫理を中心とする教養性の高い科目と基礎的外国語科目、Ｐ

Ｃ機器を使用する情報リテラシー関連の科目と同時に、「経営学」「マーケティング」「簿記」

など専門性の高い科目を学習する。２年次以降は「経営コミュニケーション専攻」と「コ

ンテンツ・マーケティング専攻」の２専攻コースに分かれて、学生は比較的自由度の高い

履修が可能になる。経営学部カリキュラムの特徴は、専門演習での研究・学習が効果的に

行えるための編成になっている点と、企業インターンシップや学内外でのプロジェクト型

授業など従来の大学授業の枠にとらわれない科目を設置し、実社会とかかわった中から経

営を学ぶという柔軟な仕組みが取り入れられている点である。資格取得、留学制度、他学

部・他大学単位互換、飛び級制度などが提供されているのも特徴である。資格としては、

高等学校教諭一種免許状（情報）の他、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、旅

行業務取扱管理者、宅地建物取引主任者、ＩＴパスポート試験、経営学検定、簿記検定、

日商販売士検定などがある。卒業までに必修科目および選択科目 130 単位を修得する。」 

具体的な科目構成(科目区分・必修・選択の別、単位数等)については、学則および履修

規程で定めており、大学の理念を具現化した科目や一般教養的科目、外国語科目等から構

成する｢基本科目｣より30単位以上、経営学の学問領域に係る｢専門科目｣より100単位以上、

合計130単位以上取得することとしている(資料4(1)-1｢文京学院大学学則 第15条第1項第1号・第2項第1号

別表｣、資料4(1)-19｢経営学部履修要項 p.5-11｣、資料4(1)-20｢経営学部履修規程 第26条｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部では、学則で定められている教育目標に基づき、以下のような教育課程編成・実

施の方針(カリキュラムポリシー)を明示している(資料4(1)-1｢文京学院大学学則｣、資料4(1)-4｢文京学

院大学パンフレット p19,25｣、資料4(1)－6｢外国語学部(文京学院大学ホームページ)｣)。 

外国語学部の教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー） 

「学位授与方針で掲げる人材育成のために、１・２年次では、英語を中心に充実した外国語の

カリキュラムを編成するとともに、幅広い教養と高いIT活用能力を養うためのカリキュラムを

編成する。また、３・４年次の専門教育課程では、各専攻およびコースにおいて、専門的な 

知識・理解力ならびに汎用的技能、積極的な態度・志向性を養うとともに、内外におけるフィ

ールドワーク・ゼミナール・卒業研究を通じて、総合的かつ創造的な資質・能力を培うことで、
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学生一人ひとりの“個の確立”を図る。」 

具体的な科目構成(科目区分・必修・選択の別、単位数等)については、学則および履修

規程で定めており、大学の理念を具現化した科目や英語スキルを磨く科目、基礎総合的・

一般教養的科目、専門的科目などから構成され、それぞれ必修科目・選択必修科目・選択

科目に分かれ、合計128単位以上取得することとしている。(資料4(1)-21｢外国語学部履修要項

p.38-44｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 教育目標を達成するために、本学部では4学科がそれぞれの教育課程を編成・実施してい

る。履修プログラムに従って、必修および選択科目を含む124単位以上を習得させる。

2012(平成24)年度に教育課程をカリキュラムマップに示し、シラバスの到達目標に教育目

標が反映されるよう整備をした(資料4(1)-22｢人間学部履修要項 p.105-178｣、資料4(1)-23｢人間学部カリキ

ュラムマップ｣、資料4(1)-24｢シラバス｣)。 

1) コミュニケーション社会学科では、｢人間｣に関わる諸学を学習し、その上に｢コミュニ

ケーション｣｢社会｣｢環境｣｢メディア｣に関する諸理論を学習する教育課程編成になって

いる。大学特別科目および学部共通科目から6単位、学科基礎科目から24単位、専門科

目から40単位を必修・選択必修科目、それ以外を選択科目として54単位以上取得する。 

2) 児童発達学科では、保育学、教育学の分野を学習し、人間の発達を促進する能力と、お

互いの個性を認め個人と社会の幸福を実現しようとする態度を育成する教育課程編成

になっている。大学特別科目および学部共通科目から4単位、保育・教育専門科目から

11単位、卒業研究から9単位を必修科目、それ以外を選択科目として100単位以上取得す

る。 

3) 人間福祉学科では、ソーシャルワークにおける倫理観を基盤とし、社会・人・こころに

関する専門的な知識と、人と関わり・支える実践力を修得させる教育課程編成になって

いる。大学特別科目および学部共通科目から4単位、人間福祉基礎科目から7単位、社会

福祉専門科目から8単位を必修科目、それ以外を選択科目として105単位以上取得する。 

4) 心理学科では、広範な心理学領域を体系的に学び、多様な研究知見および手法を修得さ

せる教育課程編成になっている。大学特別科目および学部共通科目から4単位、専門基

礎科目から36単位、6領域の専門科目から30単位、専門演習科目から12単位を必修・選

択必修科目、それ以外を選択科目として42単位以上取得する。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では、自らの技術や知識をチーム医療の中で十分に発揮する能力を習得できるよう、

学年ごとに科目構成を配慮している。具体的には、科学的思考の基盤、人間と生活に関す

ることを学ぶ「基礎分野」、人間の身体構造や機能を学ぶ「専門基礎分野」、さらには学科

ごとの専門的知識・技術を学ぶ「専門分野」から構成して、学則および履修規程で定めて

いる。学科ごとに定められた必修科目及び選択科目 125 単位以上を修得することで、国家

試験受験資格が得られる。 

各学科における教育課程の実施方針はカリキュラムポリシーとして提示し、その編成に

ついてはカリキュラム・チェックリストやカリキュラムマップに示して明示している(資料
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4(1)-4｢文京学院大学パンフレットp.73,79,85｣、資料4(1)-8｢保健医療技術学部(文京学院大学ホームページ)｣、資料

4(1)-9｢保健医療技術学部履修要項｣)。 

保健医療技術学部の各学科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー） 

1）理学療法学科では、身体機能の専門職としての知識と技術を十分に発揮し、保健・医療・

福祉の分野に貢献できる理学療法士を養成することを目的としている。理学療法を行うに

は、身体機能の障害だけでなく、それに伴う心理的問題をはじめとする多様で複雑な要因

を考慮する必要がある。そのため、豊かな人間性を培い、科学的思考を基に、率先して問

題解決ができる人材を育成するためのカリキュラムを編成している。具体的には、理学療

法士養成規則に定められた教育科目に加えて、より実践的で自ら考える内容の科目を用意

している。また、初年次より学外見学・実習を行い、学内での学習と専門職養成に不可欠

な実践教育をバランスよく配置している。卒業までに必修科目及び選択科目125単位以上を

修得することで、理学療法士国家試験受験資格が得られる。 

2）作業療法学科では、大学の教育理念「自立と共生」に基づき、①人間性豊かで高いコミ

ュニケーション能力を備え、②小児から高齢者までの幅広い対象者への関わりができ、③

十分な専門的知識・技術を有し、④常に発展し多様化する医療・福祉・保健等の現場で積

極的に問題解決ができ、⑤チームの一員として貢献しうる人材育成を目的としている。作

業療法士の養成課程は「講義」「演習」「実習」を柱とするが、講義・演習では多様な知識

を習得し、作業療法実践の体験を通じて、作業の理解から評価、治療実施を段階的に進め

られる。特に、本学科の特色として、臨床実習は世界作業療法士連盟の資格基準を満たす1、

000時間以上を設定している。また、作業療法士の職域は各種病院、精神障害者社会復帰施

設、児童福祉施設、介護老人保健施設などを内包するため、様々な分野で実習が体験でき

るよう工夫している。卒業までに必修科目及び選択科目125単位以上を修得することで、作

業療法士国家試験受験資格が得られる。 

3）臨床検査学科では、人間性豊かで、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もっ

た優れた臨床検査技師になるためのカリキュラムを用意している。２年次～３年次前期に

学内実習、３年次後期に臨地実習（病院実習）を行い、４年次には卒業研究を行う。学内

で基本的知識・手技を習得した後、検査室現場で実際の業務を学び、さらに研究的視点を

併せ持つよう配慮されている。臨床検査技師養成指定規則に定める教育科目（専門科目）

を「講義」「演習」「実習」「卒業研究」等を通して修得させるなかで、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る。卒業までに必修科目及び選択科目125単位以

上を修得することで、臨床検査技師国家試験受験資格が得られる。 

 

＜6＞経営学研究科 

専門研究者および高度専門職業人の養成等を目的に、経営学の基礎と応用・ケーススタ

ディーの発展性を持った科目編成とし、カリキュラムは専門的な経営の理論と実践の融合

化を図っている。具体的なカリキュラム編成は、コースを横断する基礎科目群(2科目、4

単位選択必修)とコース科目群(2科目、4単位選択必修)を核に、4つのコースごとに選択科

目群(コース系列にかかわらず選択自由)が配置されている。論文指導科目(演習)は1科目の
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み選択必修で2年間継続的に8単位修得する必要がある。さらに同一指導教授の研究科目4

単位も必修である。コース別セミナー科目(1単位)および論文作成指導科目(1単位)は1年次

必修科目となっている。合計32単位が修了に必要な単位数である。教育課程の編成・実施

方針（カリキュラムポリシー）を本学ホームページにおいて明示し、大学院｢経営学研究科

要覧｣および本学入試広報センターが作成するパンフレットを通じて公表している(資料

4(1)-11｢2012年度(平成24年度)大学院経営学研究科要覧 p.5-6｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大

学院パンフレット p.21｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科では、｢高度の英語力、IT技能、専門的な知識をバランスよくあわせもつ専門的

職業人の育成｣という教育目標に基づき、教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシ

ー)を定めている。 

外国語学研究科は、高度の英語力、IT技能、専門的な知識の3つをバランスよくあわせも

つ専門的職業人を育成するため、効果的なカリキュラムを編成している。 

①英語コミュニケーション能力を研磨するため、｢英語表現研究｣を必修とし、洗練され

たIT技能を習熟するため、｢デジタルコミュニケーション研究｣を必修としている。 

②研究内容を専門化し、論証の方法論を学ぶための専門科目を、｢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｣の幅広い領域から選択できるように設

置している。 

③修士論文を完成させるための指導を受ける｢特別研究｣を必修としている。 

④社会人のために便宜を図り、講義を夜間開講。また在学期間を1～3年と柔軟に設定し、

入学者のスケジュールにあわせた、履修ペースを可能にしている。さらに各科目とも

担当者と履修者との間でe-learning等のシステムを取り入れ、遠隔指導を併用するこ

とを可能にしている。（資料4(1)-13｢2012年度(平成24年度)大学院外国語学研究科要覧 p.1｣、資料4(1)- 12

「2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パンフレットp.13」、資料4(1)- 14「 文京学院大学外国語学研究科

ホームページ｣) 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科では、｢自立と共生｣の理念に基づく人間観の形成並びに専門的知識の修得を目

的として、保育・福祉・発達支援・心理の各分野、並びに関連分野の理論と実践に関する

科目を幅広く配置している。修了までの学修により、各専攻の履修プログラムに従って、

必修および選択科目を含む32単位以上を習得することとしている。 

なお、各専攻・コースの教育課程の特徴は次の通りである。 

1) 人間学専攻保育学コースでは、保育学・教育学を基礎とし、乳幼児の発達、乳幼児の発

達臨床、保育内容、運営法等を学ぶ。 

2 )人間学専攻社会福祉学コースでは、社会福祉学研究を必修とし、児童・高齢者・障が

い児等の福祉やソーシャルワーク、福祉政策・社会保障、家族心理学等幅広く学ぶ。 

3) 心理学専攻心理学コースでは、研究法、心理学の基礎、社会や家族の心理学、アセスメ

ントやカウンセリングの技法等を学び、心の問題を個人と社会の両側面から学ぶ。 

4) 心理学専攻臨床心理学コースでは、臨床心理学に関する基礎をはじめ、広い分野にわた
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る心理学科目を網羅し、高度な専門知識と実践技法の修得を通して、心の健康を支える

知識・技術を持った臨床心理士の養成を目指している。 

以上、教育課程の編成・実施方針については、研究科要覧、大学ホームページ、またコ

ース別ガイダンスにより明示している。実験や観察、実習の事前事後学習など折に触れ明

示する機会がある(資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パンフレット p.33｣、資料4(1)-15

｢2012年度(平成24年度)大学院人間学研究科要覧 p.1｣、資料4(1)-16｢文京学院大学人間学研究科ホームページ｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

保健医療における高度な専門性とリーダー性を養うためには、健康推進・リハビリテー

ション分野と検査情報解析分野を横断する知識を獲得することが必要であるとの観点から

カリキュラムが編成されている。このために必修として医療倫理につながる｢医療マネジメ

ント｣と｢チーム医療｣を各2コマ、主分野の科目を8単位以上選択、主分野以外の他分野の科

目を4単位以上選択、その上に、基礎科目、実験・演習科目および特別研究を合わせて32

単位以上履修することが、各年度の履修要項に明記され、入学時前および直後のオリエン

テーションで学生には十分説明されている。講義内容や研究指導の内容はシラバスとして

履修要項およびホームページに明記されている(資料4(1)-17｢2012年度(平成24年度)大学院保健医療科

学研究科要覧 p.2-3｣)。 

 

(3)教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員(教職員お

よび学生等)に周知され、社会に公表されているか 

＜1＞大学全体 

 学士課程教育の構築、内部質保証システムおよび3つのポリシー、PDCAサイクルについ

て全学教授会を開催して全学専任教員に周知している。また、全学教職員研修会を開催し

ており、2011(平成23)年度は大学基準協会の工藤部長をお招きして研修を実施した。学生

に対しては講義要綱等で明示している。本学のステークホルダーに対しては、ホームペー

ジ等を活用し周知している(資料4(1)-25｢文京学院大学・短期大学全学教授会議事録(H24.04.03)｣、資料

4(1)-26｢教職員研修会のお知らせ｣、資料4(1)-3｢3つのポリシー(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(1)-27｢内部質

保証への取組み(学内イントラネット)｣)。 

2011(平成23)年度からは、｢外部評価懇談会｣を開催し、大学評価の専門家に本学の教育

目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針などについて説明し、評価・アドバ

イスをいただくことによって、社会に公表している。また、2012(平成24)年度からは、

｢大学評価懇談会｣を実施して、ステークホルダー(学生、卒業生、保護者、高校教員、就

職先人事担当者等)に、本学の理念や教育の実施内容を説明・報告し、評価をいただいて

いる (資料4(1)-28｢大学評価懇談会記録(H24.06.03)｣、資料4(1)-29｢外部評価懇談会記録(H24.03.06)｣) 。 

 

＜2＞経営学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、その策定にあたっては教

務委員会等関係教員を中心に検討され、教授会等を通じ、周知徹底されている。これらの

方針については、｢3つのポリシー｣(アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、デ

ィプロマポリシー)として、本学ホームページ、学生募集パンフレットに記載されており、
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広く公表されている(資料4(1)-30｢経営学部教授会議事録(H22.05.06)｣、資料4(1)-5｢経営学部(文京学院大学ホ

ームページ)｣、資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.30,33,39)｣。 

 

＜3＞外国語学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、本学ホームペー

ジで公表すると共に、教員に対しては、毎年4月初旬に開催される専任教員と非常勤教員

の合同ガイダンスにおいて周知を図っている(資料4(1)-6｢外国語学部(文京学院大学ホームページ)｣)。 

学生に対しては、新入生の学外研修、履修ガイダンス、初年次教育においても、学生

にその編成・実施方針を分かりやすく説明している(資料4(1)-21｢外国語学部履修要項 p.31-35｣、資

料4(1)-31｢大学入門・活用法ハンドブック｣)。 

また、教職員・学生を含めた社会一般に対して、大学入学案内パンフレットを通じて説

明・公表している(資料4(1)-4｢文京学院大学パンフレット p.16,19,21｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の公表については、ホームペ

ージで広く公表している。学生に対しては履修要項に明示し、学年度初頭の教務ガイダン

スで説明し周知を図っている。教職員に対しては、このほかに教授会において周知する機

会を設けている。入学希望者やその関係者に対しては、大学入学案内パンフレットを通じ

て説明・公表している (資料4(1)-7｢人間学部(文京学院大学ホームページ)｣)、資料4(1)-4｢文京学院大学パンフ

レット p.44,47,53,59,65｣、資料4(1)-22｢人間学部履修要項 p.105-111｣、資料4(1)-32｢人間学部教授会議事録

(H24.05.16)｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

履修要項に、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を記載している。また学生には、

履修ガイダンス等で紹介・説明をして周知している(資料4(1)-9｢保健医療技術学部履修要項｣、資料4(1)-33

｢保健医療技術学部履修ガイダンス予定(ふじみ野キャンパス)｣)。 

それ以外に、主に大学進学志望者並びにその関係者に向けて大学、大学院および短期大

学を紹介する｢パンフレット｣が毎年度更新されて刊行されているが、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、公表している(資料4(1)-4｢文京学院大学パ

ンフレット p.70,73,79,85,92｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、入学時のガイダンスにお

いて院生に周知されている。また、ホームページおよび｢大学院経営学研究科要覧｣および

広報センターが作成するパンフレットを通じて大学構成員および社会に公表されている

(資料4(1)-10｢経営学研究科(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(1)-11｢2012年度(平成24年度)大学院経営学研究科要

覧 p.1,2,5,6｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パンフレット p.21｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科が掲げる教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、毎年度
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発行され、学生と教員に配布される｢大学院外国語学研究科要覧｣に記載すると共に、2年生

以上の学生および教職員も参加する新入生ガイダンスにおいて説明を行い、学生および教

職員に対し周知を図っている。また、大学院パンフレットにより学内外に公表され、加え

て大学ホームページ内にも示され、誰もが知ることができるようになっている(資料4(1)-13

｢2012年度(平成24年度)大学院外国語学研究科要覧 p.1｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パン

フレット p.13｣、資料4(1)-14｢文京学院大学外国語学研究科ホームページ｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 学生については、｢大学院人間学研究科要覧｣、ホームページ、入学案内パンフレットに

て公表すると共に、各種ガイダンスの機会や授業の際に周知徹底している。教職員につい

ては、｢大学院人間学研究科要覧｣、ホームページにて周知している。社会に対してはホー

ムページやパンフレットにて広く公表している(資料4(1)-16｢文京学院大学人間学研究科ホームページ｣、

資料4(1)-15｢2012年度(平成24年度)大学院人間学研究科要覧 p.1-2｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大

学大学院パンフレット p.33｣) 。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科における、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーはアドミッションポリ

シーと共に3つのポリシーとして大学院ホームページに掲載されている。また｢大学院保健

医療科学研究科要覧｣および大学院パンフレットにも掲載されている。教育課程の編成につ

いても同様に上記に掲載され、これらの情報は学内外に配布し情報の周知を図っている(資

料4(1)-18｢文京学院大学保健医療科学研究科ホームページ｣、資料4(1)-17｢2012年度(平成24年度)大学院保健医療科学研究科要覧 

p.1-3｣、資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パンフレット p.49｣)。 

 

(4) 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか 

＜1＞大学全体 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、｢大学運営会議｣

｢全学教務委員長会議｣｢将来構想委員会｣｢内部質保証委員会｣等の全学的な組織においてそ

れぞれの立場・視点から検証が加えられており、それぞれの適切性について議論されてい

る。そこでの議論や検討事項が、全学および学部の関連委員会あるいは教授会に諮られる

ことにより、学部や学科としての検証も行っている (資料4(1)-34｢全学委員会組織表｣)。 

・大学運営会議 大学から、学長、副学長、学長補佐、学部長、大学院研究科委員長、学

生部長、事務局長、法人から理事長、副理事長、理事2名が出席。大学の運営調整機関で、

大学全体の方針を調整し各学部・大学院研究科に伝える機能を持っている。また各学部

から上がってくる提案を大学としてまとめて理事会に上申していく機能も持っている。

各学部、大学院研究科の教育目標、学位授与方針の適切性について、ここで検討される。 

・全学教務委員長会議 各学部に教育課程を掌る教務委員会があり委員長がいる。本学は4学 

部で構成しているので4人の教務委員長がいる。その4学部の教務委員長を教学担当の副学 

長がまとめて全学教務のリーダーとなり、全学的な立場から教育課程の検討を行ってい 

る。ここでは、主に、教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に検証を行っ 
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ている。 

・将来構想委員会 大学の将来構想について検討する委員会。4学部から選出された委員によ 

って構成される。ＰＤＣＡのＡ（アクション・改善）の部分も担当している。教学担当の副

学長が委員長となっている。教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針

の適切性についても学部での検討の他、ここでも改善方策が練られる。 

・内部質保証委員会 各学部から選出された委員によって構成され、教学担当の副学長が

委員長となっている。原則として毎月1回定期的に会議をもっている。ＰＤＣＡのＣ（チ

ェック・点検）の部分も担当している。教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・

実施方針の適切性については、各学部での点検の他ここでも点検が行われる。 

・ベンチマーク委員会 各学部から選出された委員によって構成され、副学長が委員長と

なっている。原則として毎月1回定期的に会議をもっている。ＰＤＣＡのＣ（チェック・

点検）の部分を担当している。入試、入学、在籍、退学・休学、卒業、就職、国家試験、

教育満足度、学生生活満足度、TOEIC得点など、数値で表せるとものについて目標と結

果をベンチマークとして点検している。教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・

実施方針の適切性についての材料を提供する仕組みとなっている。 

 

＜2＞経営学部 

｢＜1＞大学全体｣の内容に基づき、経営学部としての検証を行っている。教務委員会ある

いは教授会に諮られることにより、学部としての検証も行っている(資料4(1)-35｢全学教務委員長

会議議事録(H22.04.22)｣)。また、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシーとの関係で各科

目の到達目標が適切かどうか検討を開始している。 

 

＜3＞外国語学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性については、｢全学

教務委員長会議｣｢内部質保証委員会｣等の全学的な組織において、年度ごとにAP・DP・CP

に基づく教育観点から検証が加えられている(資料4(1)-35｢全学教務委員長会議議事録(H22.04.22)｣)。 

また、外国語学部PDCA委員会では、年度ごとに｢カリキュラムチェックリスト｣を作成す

ることにより、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性を検証

している(資料4(1)-36｢外国語学部カリキュラムチェックリスト｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 大学運営会議、全学教務委員長会議、内部質保証会議等から提起された教育課程の編成

および実施に関する検討事項は、教授会、教務委員会、各学科会議等で実態の検証や議論

を行っている。教育目標については、各学科会議において2011(平成23)年度より、年度末

にPDCA項目に基づいてチェックを行うと同時に、次年度に向けた改善策と新たな目標設定

を行っている(資料4(1)-37｢人間学部教授会議事録(H23.05.18)｣、資料4(1)-38｢人間学部教務委員会議事録

(H23.04.20)｣、資料4(1)-39｢コミュニケーション社会学科会議議事録(H23.04.25)｣、資料4(1)-40｢児童発達学科会議議

事録(H24.04.13)｣、資料4(1)-41｢人間福祉学科会議議事録(H23.11.30)｣、資料4(1)-42｢心理学科会議議事録

(H23.11.30)｣)。 
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＜5＞保健医療技術学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性については、教務委

員会で検証され、常に確認している(資料4(1)-43｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H23.04.27)｣)。ま

た、大学運営会議、全学教務委員長会議、内部質保証委員会においても、学部・学科での

取り組みを提示し、検証を受けている(資料4(1)-35｢全学教務委員長会議議事録(H22.04.22)｣、資料4(1)-44

｢内部質保証委員会議事録(H23.09.07)｣、資料4(1)-45｢大学運営会議議事録(H23.06.16)｣)。特に学部の教員研修

会(FD)では、教育の新しい情報を常に収集し、教育目標の達成に努めている。FDの実施結

果は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(資料4(1)-46｢保健医療技

術学部教員研修会(FD)報告書｣)。 

また、自己点検･評価委員会が行う学生による授業アンケートの結果は、学内イントラネ

ットにて公表されると共に各科目担当教員に配布され活用されている。アンケート結果は、

学生による授業アンケート報告書としてまとめている(資料4(1)-47｢保健医療技術学部 学生による授

業アンケート(学内イントラネット)｣、資料4(1)-48｢保健医療技術学部 学生による授業アンケート報告書｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

 研究科委員会および運営協議会並びに修士論文の判定会議において、教育目標、学位授

与の方針についての検証を行っている。さらに、FDを開催し教育課程の編成・実施方針の

適切性について検証を行っている(資料4(1)-49｢経営学研究科委員会議事録(H23.04.05)｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

 教育目標、学位授与方針の適切性については、研究科委員会において毎年、検証を行っ

ている(資料4(1)-50｢外国語学研究科委員会議事録(H24.03.03)｣)。教育課程の編成・実施方針の適切性

については、毎年、教務委員会が検証し、改定が必要と判断される場合には改定案を研究

科委員会に諮っている(資料4(1)-51｢外国語学研究科委員会議事録(H23.07.01)｣)、資料4(1)-52「研究科教務委

員会報告」、資料4(1)-50｢外国語学研究科委員会議事録(H24.03.03)｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科では、教育課程を適宜見直し、その改正の際は、各コース会議で審議の後、教

務委員会、運営委員会、研究科委員会の議を経る。カリキュラムの改善、および修士論文

発表会の実施・審査については、教務委員会等において定期的に検証を行っている。例え

ば、2013(平成25)年度カリキュラムより、心理学専攻心理学コースカリキュラムに他領域

にも資する新規科目(質的心理学特殊研究)を設置予定であり、現在その準備中である(資料

4(1)-53｢人間学研究科教務委員会議事録(H24.11.07)｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

2011(平成23)年度完成年度を迎えた本研究科においては教育目標、学位授与方針の適切

性の検証を逐次行っている。カリキュラムに関することは教務委員会において定期的に検

証を行い、シラバスの妥当性を含めて研究科委員会で報告されている。前期および後期授

業終了後に、大学院生に対して授業アンケートを行っており、その結果は各教員にフィー

ドバックされている。問題点が生じた場合には教務委員会が問題解決に対応するシステム
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をとっているが、現時点までこのような事態は生じていない。また修士論文作成について

も、作成のガイドを｢大学院保健医療科学研究科要覧｣に詳細に掲載した(資料4(1)-54｢保健医療

科学研究科 授業に関するアンケート｣、資料4(1)-17｢2012年度(平成24年度)大学院保健医療科学研究科要覧 p.64-69｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

本学では、｢教育目標に基づき学位授与方針｣、｢教育目標に基づき教育課程の編成・実施

方針｣を明示し、｢教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針｣を大学構成員

に周知・社会に公表し、｢教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切

性について｣定期的に検証することで、教職員の意識向上、学生の学習意欲の高揚、そして

教育の質の保証に一定の効果が出ている。これらは、GPA導入、ベンチマークの設定、カリ

キュラムチェックリスト・カリキュラムマップの策定、シラバスの改善、初年次教育の推

進等に表れている。 

 

＜2＞経営学部 

教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針については、いずれも教授会等を

経て策定されており、また、大学パンフレット・ホームページ等を通じ、学外学内に広く

公表されていることから、周知を含め適切に行われている。 

 

＜3＞外国語学部 

内部質保証委員会により定期的に検証を行うことで、教育目標に基づく学位授与方針・

教育課程の実施方針の明示、周知、公表、検証についての効果が上がっている。 

 

＜4＞人間学部 

2012(平成24)年度に各学科のカリキュラムマップを策定すると共に、専任教員が担当す

る全科目について、シラバスの記述に学科の教育目標が反映されるよう加筆を求めた。こ

のことにより、教育目標およびカリキュラム構造やがより明確になった(資料4(1)-23｢人間学部

カリキュラムマップ｣、資料4(1)-55「シラバス加筆のお願い」)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では、完成年度を迎えた2010(平成22)年4月より開設当初のカリキュラムを見直し

変更を行った。関連科目の配当時期(科目の順序性)等の問題があったため、教務委員会を

中心に検討しカリキュラム変更を行った経緯がある(資料4(1)-9｢保健医療技術学部履修要項 

p.121-135｣)。このことにより、正課外活動の時間を増やすことができた。 

学部の教員研修会(FD)では教員の資質向上並びに地域連携を課題としている。2012(平成

24)年度のFDでは、｢ふじみ野市健康医療部との地域連携｣をテーマとし、地域連携医療実現

に向けた具体案を策定した(資料4(1)-46｢保健医療技術学部教員研修会(FD)報告書｣、資料4(1)-56｢保健医療技

術学部教員研修会(FD)実施要領｣)。 
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＜6＞経営学研究科 

 高度専門職業人の育成の理念・目的を周知するために経営学研究科独自の説明会を5月と

8月及び12月に行っており、毎回多くの税理士志望の受験生が参加している(資料4(1)-57｢オー

プンキャンパス・大学院説明会報告｣) 。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教育目標は大学院学則に明示され、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は｢大

学院外国語学研究科要覧｣に明示されている。これらは、大学院パンフレットや大学ホーム

ページにも記載され、大学構成員に周知し、社会に公表されている。学位授与方針および

教育課程の編成・実施方針の適切性は、研究科委員会および教務委員会において定期的に

適切性の検証を行っている。この成果として、教務委員会における教育課程の編成・実施

方針の検証の結果、専門科目の領域の明確化が図られ、2012(平成24)年度より、教育課程

の編成・実施方針において示される専門領域が｢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カテゴリーに変更されると共に、科目も4カテゴリーに

分類されることとなった (資料4(1)-50｢外国語学研究科委員会議事録(H24.03.03)｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

教育目標や学位授与方針、教育課程については、大学院パンフレット、｢大学院人間学研

究科要覧｣やホームページ等で社会や、学内の構成員である教職員、学生に適切に周知を行

っている(資料4(1)-12｢2012年度(平成24年度)文京学院大学大学院パンフレット p33｣、資料4(1)-15｢2012年度(平成

24年度)大学院人間学研究科要覧 p2｣、資料4(1)-16｢文京学院大学人間学研究科ホームページ｣) 。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、教育目標、学位授与方針および教育課程の

編成・実施方針、大学構成員への周知や社会へ公表については、要覧の電子化、入学時直

後のオリエンテーションの実施、大学構成員の説明、修士論文ガイドの要覧への記載を行

った。また完成年度を迎え、研究科教員の変更について要覧の変更を行った。毎年、研究

科委員長、専攻主任を中心に研究科委員会において、要覧の改善を行っている(研究科委員

会議事録)。また修士課程修了時に教育評価アンケートを実施しており、在学生からの不満

は生じていない(資料4(1)-54｢保健医療科学研究科 授業に関するアンケート｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

学習に対するモチベーションを維持できず授業欠席を重ね、成績不良となる学生が存在

する。こうした学生は結果的に留年あるいは中途退学につながっていくため、初年次教育

の充実と個別面談の回数を増やすなどの取り組みが重要となる。 

 

＜2＞経営学部 

教授会並びに各種委員会において検証されているものの、非常勤講師への徹底および検

証はなされていない。 
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＜3＞外国語学部 

専任教員とは異なり、非常勤講師については、周知徹底されているとは言い難いことが

今後の課題である。 

 

＜4＞人間学部 

2012(平成24)年度に学部と4学科のディプロマポリシーを策定したが、明文化して日が浅

く、既にあるカリキュラムとの関連という観点で十分に検討がなされていない。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

保健・医療・福祉における制度が目まぐるしく変化するため、これに呼応した学部とし

ての対応が必要である。また、グローバル社会で活躍できる人材を養成するためのカリキ

ュラムの構築も必要となる。 

現在、2014(平成26)年度のカリキュラム変更を教務委員会で検討している。このことに

伴い、現行の学位授与方針(ディプロマポリシー)も変更する必要があり、教務委員会を通

じて各学科での検討を依頼している(資料4(1)-58｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.09.13)｣)。さ

らに、カリキュラムポリシーは当然ながら、カリキュラム・チェックリストやカリキュラ

ムマップの修正を行い、科目構成を学科単位で検討中である(資料4(1)-58｢保健医療技術学部教務委

員会議事録(H24.09.13)｣)。履修要項の内容については、次年度の原稿を作成する段階(11・12月)

で教務委員会において内容の確認、検討を行っている(資料4(1)-59｢保健医療技術学部教務委員会議事

録(H24.11.07)｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

留学生を対象とした経営学研究科の教育目標、学位授与方針及び教育課程についての周

知の方法を工夫する必要ある。 

 

＜7＞外国語学研究科 

大学院学則の外国語学研究科の｢目標とする人材｣の記述の一部が限定的過ぎるため、外

国語学研究科が養成を目指す人材をより適切に表す表現に改めることが望ましい。 

 

＜8＞人間学研究科 

昨今の社会人学生増加に鑑み、教育目標、学位授与方針、教育課程等について、現場の

経験を生かせるような視点からの記述も必要ではないかと考えられる。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

在学生の中には社会人が多く含まれるため、今後は在学生の勤務に関するニーズをとら

え、昼夜の教育課程の編成について考慮する必要がある。また入学者の中の要件にある｢薬

剤師・看護師・スポーツトレーナー等と、臨床現場で医療チームの一員として活躍できる

人材の養成｣の中の｢など｣という事項について曖昧な基準となっており検討を要する。 
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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 

現在効果は上がってきているが、教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針

については唯一絶対的なものではなく、常に点検して新たな目標を設定していくことが必

要であると考えている。 

 

＜2＞経営学部 

教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針については、今後も広く公開して

いくことを前提に、内容も適宜、見直しを含め検討する意識を保持していく。 

 

＜3＞外国語学部 

今後、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を検証する専門機関と 

して、PDCA委員会を位置づけ、ディプロマポリシー・カリキュラムポリシーの検証を毎年

度行うことにより、不断に 検証と改善を行うことで、将来に向けた発展方策とする。 

 

＜4＞人間学部 

2012(平成24)年度のシラバスの整備は専任教員のみにとどまるため、全科目のシラバス

に学科の教育目標や学習評価の方針が反映されるよう、教務委員会から2013(平成25)年度

の全担当予定の教員に対してシラバス入稿依頼時にガイドラインとモデルを提示し依頼す

る。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

今年度より、自己点検･評価委員会と教務委員会の合同会議を年度末に開催し、授業アン

ケートの結果に基づき検証を行う。今後は、｢個々の授業の成績評価｣を公正かつ客観的に

行うためのシステムづくりが必要であるため、シラバス作成のガイドラインの配布、依頼

を強化する(資料4(1)-60｢講義要綱(シラバス)作成のポイント｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

高度専門職業人の育成のための教育目標、学位授与方針及び教育課程を周知するために5

月と8月及び12月に行われている経営学研究科独自の説明会の内容を精査し、さらに充実し

たものにし、参加者が本研究科を受験してくれるよう、周知の効果を高めたい。 

 

＜7＞外国語学研究科 

引き続き、教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を、｢大学院外国語

学研究科要覧｣や大学院パンフレット、大学ホームページに明示し、大学構成員に周知し、

社会に公表すると共に、研究科委員会および教務委員会において適切性の検証を行ってい

く。 

 

＜8＞人間学研究科 



4 章 教育内容・方法・成果 

67 

 

本研究科への関心は、まずホームページの閲覧によることも多いと考えられるので、本

学の教育目標や教育課程の特色をより一層伝えられるように工夫したい。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

入学生はほぼ毎年定員を満たしていることから、現在の教育目標、学位授与方針、教育

課程の編成、実施方針については大きな変更は不要と考えられる。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

留年や中途退学者の発生防止のため、今後さらなる初年次教育の充実を図り、きめ細か

な学生対応を実施するよう努力する。 

 

＜2＞経営学部 

定期的な検証は専任教員のみ行っており、非常勤講師には行っていない。今後は非常勤

講師に対しても年度の初めに行う非常勤講師懇談会を通して検証を行う必要がある。 

 

＜3＞外国語学部 

非常勤講師へ徹底が十分ではないため、どのような具体的方策を講ずるべきか、担当専

門機関としてのPDCA委員会において、審議し、その方法を策定し、それに則った実行がな

されたかの検証を、常時行うことにより、徹底と検証を行っていく。 

 

＜4＞人間学部 

各学科のディプロマポリシーについては、学生の学修状況や成果と対照させ、各学科会

議においてカリキュラムとの対応を整備していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

医療制度と人口構成の変化に伴い、地域でのリハビリテーションのニーズが高まってき

ている。今後、将来の検証作業と同時に時代に則した新たなカリキュラム設定を学科教員

における作業グループで検討する。 

 

＜6＞経営学研究科 

留学生を対象にした経営学研究科の教育目標、学位授与方針及び教育課程の具体的な周

知方法として、中国での説明会にコンテンツマネジメントの教授を派遣する等について研

究科委員会で検討する。 

 

＜7＞外国語学研究科 

大学院学則の外国語学研究科の｢目標とする人材｣の記述を、教務委員会が主体となって

見直し、改定の提案を研究科委員会に諮る。 

 

＜8＞人間学研究科 
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社会人学生や異なる専門からの進学者も増加していることから、教育目標、学位授与方

針および教育課程の編成・実施方針の適切性についてそのニーズも踏まえた定期的な検証

が必要である。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

社会人入学生のニーズを入学前の相談時によくとらえ、時間割作成に反映させる努力が

必要と考えられる。また入学者の中の要件にある｢薬剤師・看護師・スポーツトレーナー等

と、臨床現場で医療チームの一員として活躍できる人材の養成｣の中の｢など｣という事項に

ついて基準を定める。 

 

4．根拠資料 

資料4(1)-1 文京学院大学学則(既出1-3) 

資料4(1)-2 文京学院大学大学院学則(既出1-4) 

資料4(1)-3 3つのポリシー(文京学院大学ホームページ) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/about/page/policy.html 

資料4(1)-4 文京学院大学パンフレット(既出1-6) 

資料4(1)-5 経営学部(文京学院大学ホームページ)(既出1-15) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/business/ 

資料4(1)-6 外国語学部(文京学院大学ホームページ)(既出1-16) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/foreign/ 

資料4(1)-7 人間学部(文京学院大学ホームページ)(既出1-17) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/human/ 
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 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/health/ 
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資料4(1)-13 2012年度(平成24年度)大学院外国語学研究科要覧(既出3-14) 

資料4(1)-14 文京学院大学外国語学研究科ホームページ(既出1-20) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/graduate-college/foreign-policy.html 

資料4(1)-15 2012年度(平成24年度)大学院人間学研究科要覧(既出1-25) 

資料4(1)-16 文京学院大学人間学研究科ホームページ(既出1-21) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/graduate-college/human-policy.html 

資料4(1)-17 2012年度(平成24年度)大学院保健医療科学研究科要覧(既出1-27) 

資料4(1)-18 文京学院大学保健医療科学研究科ホームページ(既出1-22) 
 http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/graduate-college/health-policy.html 

資料4(1)-19 経営学部履修要項 

資料4(1)-20 経営学部履修規程 

資料4(1)-21 外国語学部履修要項 

資料4(1)-22 人間学部履修要項 

資料4(1)-23 人間学部カリキュラムマップ 

http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/business/
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資料4(1)-24 シラバス 

資料4(1)-25 文京学院大学・短期大学全学教授会議事録(H24.04.03) 

資料4(1)-26 教職員研修会のお知らせ 

資料4(1)-27 内部質保証への取組み(学内イントラネット) 
 http://www.ell.u-bunkyo.ac.jp/PDCA-index/index.html 

資料4(1)-28 大学評価懇談会記録(H24.06.23) 

資料4(1)-29 外部評価懇談会記録(H24.03.06) 

資料4(1)-30 経営学部教授会議事録(H22.05.06) (既出1-31) 

資料4(1)-31 大学入門・活用法ハンドブック 平成24年度 

資料4(1)-32 人間学部教授会議事録(H24.05.16) 

資料4(1)-33 保健医療技術学部履修ガイダンス予定(ふじみ野キャンパス) 

資料4(1)-34 全学委員会 (既出2-22) 

資料4(1)-35 第５回教務委員長会議議事録(H22.04.22) 

資料4(1)-36 外国語学部カリキュラムチェックリスト 

資料4(1)-37 人間学部教授会議事録(H23.05.18) 

資料4(1)-38 人間学部教務委員会議事録(H23.04.20) 

資料4(1)-39 コミュニケーション社会学科会議議事録(H23.04.25) 

資料4(1)-40 児童発達学科会議議事録(H24.04.13) 

資料4(1)-41 人間福祉学科学科会議議事録(H23.11.30) 

資料4(1)-42 心理学科会議議事録(H23.11.30) 

資料4(1)-43 保健医療技術学部教務委員会議事録(H23.05.25) 

資料4(1)-44 内部質保証委員会議事録(H23.09.15) 

資料4(1)-45 大学運営会議議事録(H23.06.16) 

資料4(1)-46 保健医療技術学部教員研修会(FD)報告書 

資料4(1)-47 保健医療技術学部 学生による授業アンケート(学内イントラネット) 
 http://www.adm.u-bunkyo.ac.jp/~hstkyomu/ 

資料4(1)-48 保健医療技術学部 学生による授業アンケート報告書 

資料4(1)-49 経営学研究科委員会議事録(H23.04.05) 

資料4(1)-50 外国語学研究科委員会議事録(H24.03.03) 

資料4(1)-51 外国語学研究科委員会議事録(H23.07.01) 

資料4(1)-52  研究科教務委員会報告 

資料4(1)-53 人間学研究科教務委員会議事録(H24.11.07) 

資料4(1)-54 保健医療科学研究科 授業に関するアンケート 

資料4(1)-55  シラバス加筆のお願い 

資料4(1)-56 保健医療技術学部教員研修会(FD)実施要領 

資料4(1)-57 オープンキャンパス・大学院説明会報告 

資料4(1)-58 保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.09.13) 

資料4(1)-59 保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.11.07) 

資料4(1)-60 講義要綱(シラバス)作成のポイント 
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(2) ｢教育課程・教育内容｣ 

1．現状の説明 

 (1)教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的

に編成しているか 

＜1＞大学全体 

各学部・学科のカリキュラムは、教育課程の編成・実施方針に基づいて、授業科目を適

切に開設して教育課程を体系的に編成している。科目の難易度が明確に分かるように全開

講科目にナンバリングが行われている(資料4(2)-1｢科目コード一覧｣)。カリキュラムの構成およ

び変更に際しては、各学部の教務委員会、教授会を経て、大学評議会の議を経て承認され

る。大学評議会の議長は学長であり、学長が最終的にカリキュラムの承認を行って組織的

に各学部の教育が進められることになる。したがって、本学では適切に行われている(資料

4(2)-2｢評議会規程｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、前述の教育課程の編成・実施方針に基づき、以下のように授業科目を開設

し、教育課程を編成している。経営学部のカリキュラムは基本科目（３０単位）と専門科

目（１００単位）に大きく分けることができる。卒業に必要な単位数は１３０単位である。

基本科目は大学特別科目および基礎専門科目（合わせて１８単位）と外国語科目（１２単

位）である。一方、専門科目は「経営学」「マーケティング・流通」「会計」「経済・金

融と法」「経営情報・コンテンツビジネス」「経営情報」「コンピュータ・ＣＧ」「キャ

リア研究」「演習・実習」「海外留学」の各カテゴリーである。 

それぞれのカテゴリーに配置される科目は、学年が進行すると共に基礎から応用へと無

理なく学習が深化し、学習した内容が相互関連性を持つように配置されている(資料4(2)-3｢文

京学院大学学則 第1条第1項第1号・第2項第1号別表｣、資料4(2)-4｢経営学部カリキュラムマップ｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部では、教育課程の編成・実施方針に基づき、履修する科目を1)大学特別科目 2)

英語コミュニケーション科目 3)基礎総合力科目 4)専門科目 5)その他の5つの分野に

分け、それぞれの特色に応じて、ディプロマポリシーで目指す人材育成が可能なように編

成している(資料4(2)-5｢外国語学部履修要項 p.31-35｣)。 

とりわけ、国内外のインターンシップやフィールドワーク・留学制度等により、実体験

を通じて学ぶことによる成長を目指したカリキュラムは特徴的であり、学生がそれらを体

系的に履修できるように編成している(資料4(2)-6｢外国語学部カリキュラムマップ｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 各学科の教育課程のほかに、幅広い知識・教養を養うために学部共通科目を開設して

いるほか、他学科・他学部のカリキュラムから30単位を限度として修得できる。 

1) コミュニケーション社会学科では、学年進行と共に基礎から応用へと深化し、学習内容

が相互に関連するように科目を配列している。初年次に｢基礎演習(初年次教育)｣と基礎
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科目群でリベラルアーツを含む基礎諸学を学習し、2年次以降は専門科目群｢文化とメデ

ィア｣｢環境と地域｣｢仕事とライフスタイル｣に関する諸理論を学習する。ゼミナール教

育を2年次より開始し、早期から専門知識の実社会への応用を促す。さらに、｢共生社会

フィールドスタディズ｣等の実習・社会参加から実学を学び、社会人基礎力を育成する。 

2) 児童発達学科では、保育・教育の内容や方法、発達や臨床、児童福祉や養護原理、小児

保健に関する科目を基礎から応用へと学年配当している。2011(平成23)年度より1年次

に開設する｢実習基礎演習｣で対象者および現場の理解と社会人基礎力の育成を行い、2

年次以降の｢保育実習ⅠⅡⅢ｣｢教育実習ⅠⅡ｣において、教職員としての態度や知識を深

め具体的な実践力を培う。2年次より4年次までに保育所、施設、幼稚園・小学校におけ

る計5回の実習を系統的に行うように構成されている。 

3) 人間福祉学科では、人間福祉基礎科目、社会福祉専門科目を中心に、精神保健福祉・介

護福祉・保育の各専門科目、教職(福祉)科目を配置している。1年次の｢社会福祉基礎演

習｣から4年次の｢卒業研究｣までの科目群に、｢介護実技｣｢社会福祉史｣等の関連科目を系

列的に履修する専門分野と並行して、学生の選択に応じて保育、介護福祉、精神保健福

祉応用分野および教職(福祉)の科目系列を履修できるよう開設している。 

4) 心理学科では、広範な領域の知識と方法論を学習する専門基礎科目に加えて、専門性の

高い知識を学習する専門演習を開設している。1、2年次の｢心理学概論ⅠⅡ｣｢心理学統

計法ⅠⅡ｣｢心理学基礎実験ⅠⅡ｣等の基礎的な研究法・測定法を履修し、2、3年次には

認知・感情、生理・行動等の6分野から偏りなく履修し、3、4年次の｢心理学専門演習Ⅰ

～XⅡ｣｢卒業論文｣へと履修して専門性を高めていけるように構成している。 

 以上は履修要項に明示され、教務ガイダンスを通して周知される(資料4(2)-7｢人間学部履修要

項 p.105-178｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では教育課程を、基礎分野、専門基礎分野、専門分野の3種類に区分している。｢基

礎分野｣は共生の理念、人間理解や学力の基礎となっており、幅広い知識と教養を身につけ

ることを目的としている。また｢専門基礎分野｣は、基礎臨床科目として｢解剖学｣、｢生理学｣

等が、臨床医学科目としては｢整形外科学｣、｢精神医学｣等がある。また｢専門分野｣は学科

ごとに専門科目が設定されており、3学科共に卒業研究および臨床・臨地実習の学外実習が

設定されている。 

理学療法学科における専門科目では、理学療法士に必要な科目とさらにその幅を広げる

ための科目が設定されている。｢臨床実習｣については各年次の実習と学内での教育と連動

した方式で実施している。 

作業療法学科における専門科目では、様々な作業療法の実践を学ぶ｢基礎作業療法学演習

A～D｣を選択科目として設置している。2年次から4年次までにより、世界作業療法士連盟の

定める臨床実習時間の基準を満たしている。 

臨床検査学科における専門科目では、1年次にふじみ野キャンパスで｢基礎分野｣について

教育を行い、2年次より本郷キャンパスに教育の拠点を移し、教育を行っている。2年前期

からの授業では、臨床検査に関する基本的知識・手技の習得を図り、3年次後半には病院等

での｢臨地実習｣を行う。 
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4年次には｢卒業研究｣を学生に課し、卒業論文執筆、発表まで担当教員が指導する。その

評価については、学科ごとに設定した評価基準に基づいて行っている(資料4(2)-8｢理学療法学科

卒業研究要綱｣、資料4(2)-9｢作業療法学科卒業研究実施要綱｣、資料4(2)-10｢臨床検査学科卒業研究の手引き｣)。 

また、国家試験対策としては、学科ごとに対策を立案した上で、実施している。 

｢海外短期フィールドワーク｣は、海外での体験を通して、専門的職業人として幅広い教養

や判断力を養うように設置されている。この科目は、保健医療技術学部の学生を対象とし

ており、夏季休暇中にカナダ・セント・キャサリンズ市のブロック大学への留学を行って

いる。台湾医薬大学等、他国の医療関連養成校の学生と共に、4週間の研修を実施している

(資料4(2)-11｢｢海外短期フィールドワーク｣シラバス｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

 専門研究者および高度専門職業人の養成を目的に、経営学の基礎と応用・ケーススタデ

ィーの発展性を持った科目編成とし、専門的な経営の理論と実践の融合化を図っている。

具体的なカリキュラム編成は、コースを横断する基礎科目群とコース独自のコース科目群

を核に、コースごとの選択科目群が配置されている。ビジネス・マネジメントコース、コ

ンテンツ・マネジメントコース、医療マネジメントコースにおける基礎科目群は、経営学

研究Ⅰ・Ⅱとマーケティング研究Ⅰ・Ⅱからなり、税務マネジメントコースの基礎科目群

は、経営学研究Ⅰ・Ⅱ、マーケティング研究Ⅰ・Ⅱ、租税法研究Ⅰ・Ⅱ、法人税法研究Ⅰ・

Ⅱ、法人税法研究Ⅰ・Ⅱ、国際租税法研究Ⅰ・Ⅱ、所得税法研究Ⅰ・Ⅱから構成されてい

る。コース科目群は、各コースの中核的科目から構成されており、例えば、ビジネス・マ

ネジメントコースでは、経営財務研究Ⅰ、情報システムと管理研究Ⅰ、経営者研究Ⅰ、財

務諸表研究Ⅰ、人的資源管理研究Ⅰの5科目が設置されている。選択科目群は、各コースに

対応した専門知識を修得できるように設置されている。いずれの科目においてもⅠは基礎

的な講義内容から構成されており、Ⅱは応用・ケーススタディとなっており、順次性のあ

る体系的配置となっている (資料4(2)-12｢文京学院大学大学院経営学研究科要覧 p.7-14｣)。 

本研究科は、副専攻制度を2010(平成22)年度から導入した。上記4つの主専攻コースにお

ける研究領域以外の研究領域について学ぶことにより、さらに学問的視野を広げ、研究の

基礎となる知的興味に応えると共に、将来の研究活動を発展させる総合的知識と理解力を

育成することを目的としている。例えば税務マネジメントコースの院生がビジネス副専攻

の認定を受けるには、経営実践講座、情報システムと管理研究Ⅰ、経営者研究、人的資源

管理研究Ⅰ、会社法研究Ⅰ、戦略シミュレーションの指定6科目から4科目8単位以上を修得

することを要件としている (資料4(2)-13｢文京学院大学大学院経営学研究科副専攻規程｣)。 

  

＜7＞外国語学研究科 

本研究科の教育課程の編成・実施方針に基づき、高度な英語力とIT技能を養成する｢英語

表現研究A,B｣と｢デジタルコミュニケーション研究A,B｣の2科目を｢共通科目｣(前者は選択

必修科目、後者は必修科目)として設置すると共に、専門分野に関する知識と研究能力の養

成のために、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

門分野の科目を選択の｢専門科目｣として、さらに、専門分野での論文執筆の指導を行う｢特

別研究｣を選択必修科目として設置している。｢専門科目｣と｢特別研究｣については、専門分
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野ごとに、専門的な職業人として必要な専門知識と研究能力の育成に必要な科目を開設し

ている。必修の｢共通科目｣と選択の｢専門科目｣、選択必修の｢特別研究｣という体系的な編

成により、学位授与方針に掲げる3つの到達目標の達成を図っている(資料4(2)-14｢大学院外国語

学研究科要覧 p.4,5｣)。 

教育課程の適切性について、教務委員会を主体として毎年、検証を行い、必要な改定を

行っている。2012(平成24)年度より教育課程の編成・実施方針に示す専門領域を｢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カテゴリーに定めたこと

に加えて、専門知識と研究能力の獲得という到達目標をより確実に達成するためには専門

科目の専門性の明確化が必要との認識から、2012(平成24)年度より、専門科目を｢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つのカテゴリーに分ける

こととし、さらに、専門科目の名称および内容を一部変更し、専門科目の編成をより体系

的な編成としている(資料4(2)-15｢文京学院大学大学院パンフレット p.15｣)。また、共通科目｢英語表現

研究A, B｣は両科目を必修としていたが、入学前の経歴や学習歴の多様性により学生の英語

力のレベルに大きな差がある現状を考慮して、2012(平成24)年度より｢英語表現研究A｣を中

級者向け、｢英語表現研究B｣を上級者向けとし、選択必修に変更した。 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科においては、各専攻・コースの教育課程の方針に基づき教育課程を構築し、授

業科目を開設している。 

人間学専攻保育学コースでは、授業科目を｢保育の基礎理論｣｢保育の対象理解｣｢保育の内

容や方法｣｢保育の運営｣｢保育の探究｣｢実習｣｢専修科目(論文指導)｣に分け、コースの目指す

人材育成に沿った科目系列を構成している。社会福祉学コースでは、授業科目を社会福祉

の基礎理論やソーシャルワーク研究方法を学ぶ｢A群｣、社会福祉領域の各分野における研究

方法を学ぶ｢B群｣、社会福祉学を取り巻く周辺領域の学問について学ぶ｢C群｣に分け、必修

科目のほか、B群から6単位以上、C群より2単位以上取得しなければならない。選択科目は、

それぞれの専門性に合わせて履修できるように選択自由度を広げてあり、さらに特別研究8

単位(修士論文)の作成を要する。 

心理学専攻心理学コースでは、心理学の基礎・応用全般を学び、｢研究法｣｢心理学の基礎｣

｢社会・家族｣｢医療・福祉｣｢援助と技法｣に加え｢論文指導｣を置く。臨床心理学コースは、

臨床心理士としての基本的知識と経験を身につけるものとし、臨床心理士受験資格取得に

必要とされる科目群を設けている。在学中に受験資格に必要とされる科目F群の8科目16単

位の修得と、選択・必修科目A～E群より各2単位以上合計10単位以上の修得を必要とし、さ

らに特別研究8単位(修士論文)の作成を要する(資料4(2)-16｢大学院人間学研究科要覧 p.4,5｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

設置の認可後、開設するとした科目についてはすべて滞りなく実施されている。 

専攻に2分野を置くが、分野にまたがる共通基礎科目を必修とし、また各分野ごとに専門科

目を置くが、履修に於いては専門科目のほか他分野の科目の修得も必須とすることにより、

相互理解を深めるために組んだ編成当初の教育目標の計画に沿って着実に実施されている 

(4(2)-17｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.6-7｣)。 
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(2)教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか 

＜1＞大学全体 

本学の理念である｢自立と共生｣を涵養する科目として｢人間共生論｣、｢新・文明の旅｣｢地

球環境論｣を中心とした学部共通科目を設定している。1年次前期に少人数(15名程度)のク

ラスを編成し、そこに専任教員を言わばクラス坦当(アドバイザー)として割り当て導入教

育を実施する｢大学学｣あるいは｢大学入門活用法｣等は、新入生が大学生活へスムーズに移

行するための初年次教育の柱となっている。この初年次教育を重視して各学部の特徴に合

わせて力を入れている。本学に入学予定の高校３年生を対象として学部の授業科目を提供、

出席・成績評価試験など所定の要件を満たした生徒には、本学入学後に当該科目の単位を

認定する“単位認定プログラム”を2009(平成21)年度より実施している。 

本学では、経営学、人間学、外国語学、保健医療技術学の4分野で教育しており、教員養

成、保育士養成、社会福祉士養成、ほかにも理学療法士、作業療法士、臨床検査技師等専

門家の養成を行っている。そこで教員養成に関わる諸規則、基準および厚生省の指定規則

等に則り、授業科目を適切に配置している。各学部・学科のカリキュラムは、教育課程の

編成・実施方針に基づいて、授業科目を適切に開設して教育課程を体系的に編成し、各課

程に相応しい教育内容を提供している。2011(平成23)年度よりキャンパスごとに副専攻制

度も導入した。(資料4(2)-18｢経営学部履修要項｣、資料4(2)-5｢外国語学部履修要項｣、資料4(2)-7｢人間学部履修

要項｣、資料4(2)-19｢保健医療技術学部履修要項｣、資料4(2)-20｢文京学院大学副専攻規程｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、前述の教育課程の編成・実施方針に基づき、教育内容を提供している。 

学生は専攻ごとに設置されたコースを2年次に選択することにより、自らの興味・関心、

将来の進路希望に応じた比重で、専門性を深めることができる体系となっている(資料

4(2)-18｢経営学部履修要項 p.5-11｣、資料4(2)-4｢経営学部カリキュラムマップ｣、資料4(2)-21｢経営学部時間割｣)。 

また、高大連携の観点から、前述した“単位認定プログラム”を実施している(資料4(2)-22

｢文京学院大学女子高等学校生徒対象 特別プログラム｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部では、1・2年次においてDPに基づく1)英語によるコミュニケーション能力 2)

情報処理能力 3)第2外国語力 4)国際人として相応しい教養等を身につけるために必要

な教育内容を設置している。3・4年次においては、各コースの目標に相応しい教育内容

を設置して教育課程を運営している(資料4(2)-5｢外国語学部履修要項｣、資料4(2)-23｢外国語学部カリキュ

ラムチェックリスト｣、資料4(2)-24｢外国語学部時間割｣)。 

協力コースや国際文化コースでは、｢海外フィールドワーク｣という科目を設置し、多

様な国や地域での体験学習や研究を行う場を提供し、学生の｢主体性｣を養っている。 

また、英語教育コースにおいては、学校インターンシップや教育実習等の体験学習を

通じて将来の教育者としての素地および基礎を養成している (資料4(2)-25｢｢教育実習｣の記録｣、

資料4(2)-26｢教育実習報告集｣、資料4(2)-27｢教職履修カルテ｣)。 

さらには、3・4年次のゼミナールおよび卒業研究では、卒業論文および卒業作品を通

して、学生の自立を目指した教育を行っている(資料4(2)-28｢外国語学部卒業論文・卒業作品抄録集CD｣、
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資料4(2)-29｢外国語学部優秀論文・作品賞 リスト｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 教育課程の編成・実施方針に基づき、以下のような教育内容を提供している (資料4(2)-30

｢人間学部時間割｣)。 

1) コミュニケーション社会学科では、1年次の｢基礎演習Ⅰ｣の前期は、日本語リテラシー

の授業内容を提供し新聞投稿を含む取り組みを行っている。後期では、社会で働くこと

の意義や大学で何を学ぶかなどのテーマで企業経営者に講演を依頼し、学生が目的意識

を持って4年間の学習に取り組み、キャリアへつながるように授業を実施している。3

年次より履修可能な｢共生社会フィールドスタディズ｣では、関心や研究テーマにより異

文化・地域社会・自然環境分野の留学あるいは実習先を選択している(資料4(2)-31｢｢基礎演

習Ⅰ｣掲載投書｣、資料4(2)-32｢共生社会フィールドスタディズ実施要綱(異文化コース・自然環境コース・地域社会

コース)｣)。 

2) 児童発達学科では、2年次から4年次の保育・教育実習に備えて、1年次の｢実習基礎演習｣

では、子どもや現場を理解させ、プレゼンテーションや討議を取り入れて社会人基礎力

を育成している。2年次以降の｢保育実習ⅠⅡ｣｢教育実習Ⅰ｣では、現場の観察・参加を

経験させ実践力を培う授業を実施している。キャリア教育として、｢保育実習ⅡⅢ｣では

卒業生の就職状況を紹介し動機づけをしている。授業外においても、教員採用試験や公

務員試験等の対策講座等を行っている(資料4(2)-33｢｢教育実習Ⅰ｣シラバス｣、資料4(2)-34｢児童発達学

科会議議事録(H24.04.13)｣、資料4(2)-35｢人間学部教職委員会議事録(H23.07.20)｣)。 

3) 人間福祉学科では、対人援助専門職の育成のため、1年次に通常の初年次教育に加えて

｢社会福祉基礎演習｣を開設し、様々な方法で実践現場へ接近し、学生に福祉専門職の具

体的イメージを持たせ、社会福祉の理論学習に取り組む準備をさせている。また、各種

国家資格や教員免許の取得が求められるため、2011(平成23)年度には｢社会福祉士特講

ⅠⅡ｣｢精神保健福祉士特講｣を新設し、受験対策のための知識の徹底的な習得を図って

いるほか、授業外においても｢国家試験対策合宿｣を実施している(資料4(2)-36｢｢社会福祉基礎

演習｣シラバス｣、資料4(2)-37｢国家試験対策委員会議事録(H23.09.28)｣)。 

4) 心理学科では、1年次の｢心理学基礎演習ⅠⅡ｣では、論文検索や読み方、プレゼンテー

ション等の演習を実施し、｢心理学統計法ⅠⅡ・演習｣では研究データ分析に必要となる

統計学の基礎を修得させている。これらを踏まえて、2年次の｢心理学基礎実験ⅠⅡ｣で

は実験計画法、データ収集および分析、報告書の記述を習得させている。広範な心理学

領域の理論と研究手法を学習した上で、3、4年次に｢心理学専門演習Ⅰ～XⅡ｣｢卒業論文｣

で、学生がテーマを選定し測定したデータに基づいた論文を執筆する(資料4(2)-38｢人間学部

カリキュラムマップ｣)。 

  

＜5＞保健医療技術学部 

3学科共に、文部科学省の大学設置認可と厚生労働省が定める養成施設の指定規則を満た

しており、それぞれの国家試験の合格を目指して学生を教育している。具体的には、学科

ごとのカリキュラムマップにおいて、学生には年次配当、科目間の関連性について明示し

ている(資料4(2)-39｢保健医療技術学部カリキュラムマップ｣、資料4(2)-40｢保健医療技術学部時間割｣)。 
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1) 理学療法学科：理学療法士の養成については、理学療法士および作業療法士法第2条2

項に規定されており、上記の各分野全体で93単位以上を4年間で学生が修得することが

定められている。また、93単位を超えた部分でこれからの理学療法士養成に必要な科目

を設置し、医療施設だけでなく、スポーツ分野や保健・福祉分野で活躍できるように将

来に向けた対策を行っている。 

2) 作業療法学科：作業療法士の養成については、理学療法士および作業療法士法第3条2

項に規定されており、上記の各分野全体で93単位以上を4年間で学生が修得することが

定められている。また、93単位を超えた部分でこれからの作業療法士養成に必要な科目

を設置し、学生が医療現場だけでなく、保健、福祉など多様な分野、さらには国際的に

活躍できるような対策を行っている。 

3) 臨床検査学科：臨床検査技師の養成については、臨床検査技師、衛生検査技師等に関す

る法律第2条3項に規定されており、上記の各分野全体で93単位以上を4年間で学生が修

得することが定められている。また、これからの臨床検査技師養成に必要な科目を設置

し、学生が医療現場のみならず、多様な分野で活躍できるような対策を行っている。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科では、4つの各コースに相応しい教育内容を提供している。ビジネス・マネジメ

ントコースには、基本的な科目群として、経営における重要な資源である人・金・情報の3

つの側面に関連した科目を設置すると共に、経営のグローバル化に対応した科目を設置し

ている。コンテンツ・マネジメントコースには、コンテンツ・プロデューサーやクリエイ

ターを養成するためにビジュアルアートやコンテンツマネジメント、コンテンツプロデュ

ース、コンテンツ制作に関する科目を設置している。医療マネジメントコースには、医療

マネジメントに必要な医療制度論や戦略研究、さらに医療管理学を核に、医療社会保障や

介護ビジネスに関する科目を設置している。税務マネジメントコースは、税務に関する研

究者や高度専門職業人を養成するために、租税法、法人税法、所得税法、消費税法、相続

税法に関する科目が設置されている。また、隣接領域を視野に入れて研究を行うことがで

きるように副専攻制度を2009(平成21)年度より導入している。(資料4(2)-41｢経営学研究科時間割｣、

資料4(2)-13｢文京学院大学大学院経営学研究科副専攻規程｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

高度な英語力とIT技能、専攻分野に関する専門的な知識の3つを合わせ持つ人材育成のた

め、必修の共通科目｢英語表現研究｣においては英語のリーディング、ディスカッション、

プレゼンテーション、ライティングのトレーニングを通して高度な英語力養成を行ってい

る。同じく必修の共通科目｢デジタルコミュニケーション研究｣においては、マルチメディ

アを駆使したWebページ作成を通してデジタルコミュニケーションとしてのIT技能を養成

している。さらに2012(平成24)年度より、同科目においてCALLを利用した英語聴解力養成

教材の学習を課題の一部とすることとし、ITを活用した英語力の向上を図っている(資料

4(2)-42｢外国語学研究科時間割｣、資料4(2)-14｢大学院外国語学研究科要覧 p.4｣)。 

専門科目は、教育課程の編成・実施方針に基づき、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分野の科目で構成され、学生は指導教員の助言をもとに
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それぞれの関心と望む進路に合わせた科目選択ができるようになっている(資料4(2)-14｢大学

院外国語学研究科要覧 p.4｣)。いずれも学部教育で得た基礎力をベースにさらに深度を増した内

容としている(資料4(2)-43｢外国語学研究科英語コミュニケーション専攻授業科目シラバス｣)。選択必修の｢特

別研究｣における修士論文執筆の指導においては、主指導教員と副指導教員による複数指導

体制のもと、個々の学生の論文のテーマに合わせて研究の手法や論証の仕方等の指導を行

い、修士論文の完成に結びつけている(資料4(2)-44｢修士論文審査日程｣、資料4(2)-14｢大学院外国語学研

究科要覧 p.9-14｣)。 

 

＜8＞人間学研究科   

 本研究科では、特定の領域に偏ることなく教育内容を提供している。保育学コースでは、

基礎から応用的内容までカバーし、理論と実践の融合を図っている。社会福祉学コースで

は、社会福祉の基礎、各論を学び、かつ周辺領域についても講じている。心理学コースで

は、研究法を基礎に据えつつ、心理学の様々な分野をカバーする教育内容になっている。

臨床心理学コースでは、臨床心理士資格取得に対応しつつ、臨床心理学関連科目のみにな

らないようにしている。設置の科目については、すべてというわけではないが他コース科

目も履修可能であり、各自の興味関心に応じた学習を可能にすべく教育内容を提供してい

る。また、各コースとも実践を重視した教育内容になっており、加えて授業外においても

研究会、研修会などが適宜開催されている(資料4(2)-45｢人間学研究科時間割｣、資料4(2)-16｢大学院人間

学研究科要覧 p.8-16｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科では、基本的には理学療法士、作業療法士、臨床検査技師等の有資格者が入学

することが前提となっているため、これらの有資格者がさらに高度な専門的知識を学び、

チーム医療に積極的に関わる意欲と技能を身につけていく課程となっている。そのため、

専門科目の講義および演習・実験を通じて質の高い高度な専門知識を習得する。そのため

には専門分野のみならず他領域についても学ぶことが必要になる。具体的には｢健康推進・

リハビリテーション分野｣を主専攻とする学生は｢検査情報解析分野｣の科目を4単位以上修

得することを義務付け、｢検査情報解析分野｣もまた同様に｢健康推進・リハビリテーション

分野｣科目4単位以上を修得することを義務付けている。修士論文指導の｢特別研究｣のスタ

ート時に外部講師を招聘してチーム医療や医療裁判についての講義をしてもらいそれを通

じて医療に関する問題意識を高め、以降の研究の方向性を共有化するなど教育目標に沿っ

た環境を提供している。研究テーマについては1年次4月に研究計画書を提出し、早期から

具体的にテーマを決める仕組みをとっている(資料4(2)-46｢保健医療科学研究科時間割｣、資料4(2)-17

｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.6-7,43-56｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

本学では、教育課程の編成・実施方針に基づき授業科目を適切に開設し教育課程を体系

的に編成している。また各学科(課程)に相応しい教育内容を提供している。その効果は、
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各学部のディプロマポリシーに沿った人材を養成できていることに表れている。特に、保

育士、幼稚園教諭、社会福祉関連職、医療技術専門職においては、確実に社会に専門職を

輩出できている点に表れている。企業社会に輩出する人材養成についても本学の目標とす

る教育が実施されていることを裏づけている(資料4(2)-47｢3月卒の就職実績｣)。 

 

＜2＞経営学部 

開設科目、教育課程については、｢カリキュラムマップ｣｢カリキュラムチェックリスト｣

を活用した点検を実施、その結果、2012(平成24)年度に2科目を新設するなど、適宜、改善

を図っている(資料4(2)-4｢経営学部カリキュラムマップ｣、資料4(2)-48｢経営学部カリキュラムチェックリスト｣、

資料4(2)-49｢経営学部教授会議事録(H23.12.01)｣)。  

初年次教育の核となる｢大学学｣については、通常の授業アンケートとは別に、初年次教

育の効果を測定する観点から、独自の質問項目によるアンケートを実施している。その結

果、担任(アドバイザー)や担任制(アドバイザー制)への肯定感が、5段階評価で4.3と非常

に高く、｢大学学｣そのものも平均4.0と高くなっており、効果を上げていると言える(資料

4(2)-50｢｢大学学｣アンケート調査結果の報告｣) 。 

2年次以降に開設されている専門科目については、2年次のコース選択と密接な関係を有

するが、結果として、特定のコースに偏ることなく、バランスよくコースが選択されてい

るため、教育内容(開設科目)の妥当性が伺える(資料4(2)-51｢経営学部教務委員会議事録(H24.05.23)｣)。 

経営学部ではゼミナール主義のもとゼミナールを特に重視して、その成果をゼミナール

オープン大会にて発表している。参加ゼミも増加しており他大学とのディベートも盛んに

行われるようになってきている。 

毎年夏休みには、企業と協働でプログラムを作成する短期インターンシップに約50名の3

年生の学生が参加し、様々な力を身につけDP到達に役立っている。 

キャリア教育においても、キャリアセンターと連携してキャリアデザインの授業を展開

し、特に3年生の授業については、就業教育面接などを実施し、学生の就職活動をサポート

していく教職協働体制の構築を進めている。 

高校生を対象とした特別プログラムは、参加生徒は全員、途中脱落することなくプログ

ラムを終了しており、導入教育としての役割を十分、果たしていると同時に、入学後の十

分な学修時間の確保にも寄与している(資料4(2)-52｢経営学部単位認定プログラム参加者数｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に編

成しているかに関しては、学部の各専攻・コースごとに、教育課程を体系的に編成するた

めの｢カリキュラムマップ｣を作成し、それに基づく授業科目の見直しや専門コースの再編

成・ゼミ内容の見直し等を行っている。また、各課程に相応しい教育内容の提供について

も、各教員に｢カリキュラムチェックリスト｣を作成してもらい、各教員による自己点検お

よび第三者としての教授会によるチェックを通して、教育内容の適切性を検証している。

資料4(2)-53｢｢専門コース・ゼミ案内(平成24年度開講)｣および｢専門コース・ゼミ案内(平成25年度開講)｣｣、資料4(2)-54

｢｢平成24年度カリキュラム表｣および｢平成25年度カリキュラム表｣｣)。 
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＜4＞人間学部 

1) コミュニケーション社会学科では、｢共生社会フィールドスタディズ｣で、夏と春に二度

実習に参加する学生が増え、その効果が学生にも浸透してきたこと、キャリア教育が徹

底され、早期から卒業後の将来を考えるようになったことが挙げられる(資料4(2)-55｢コミ

ュニケーション社会学科会議議事録(H23.04.25)｣)。 

2) 児童発達学科では、現場実習報告書からも学生が保育・教育実習を順調に終えたと言え

る。現場実習を通して適性や進路選択を考え、高い比率の学生が専門職につくという成

果を上げている。｢実習基礎演習｣では、学生のレポートが保育・教育現場への理解を示

しており、キャリア意識の向上につながっている。(資料4(2)-56｢｢保育実習Ⅱ｣実習体験報告書｣、

資料4(2)-57｢ふじみ野就職状況表(H24.03.31現在)｣)。 

3) 人間福祉学科では、2011(平成23)年度に｢社会福祉士特講ⅠⅡ｣｢精神保健福祉士特講｣

を新設し、国家試験対策を行うほか学内での模擬試験の数も増やした。その結果、資格

を目指すほとんどの学生が履修し、夏季の国家試験対策合宿への参加率も高くなった。

地域連携センター(BICS)と連携したボランティア活動への参加は、学生のキャリアイメ

ージの構築に成果を上げた(資料4(2)-58｢人間福祉学科国家試験対策委員会議事録(H23.09.28)｣)。 

4) 心理学科では、｢卒業論文｣を4年間の知識・技能習得の集大成としており、その内容は

多岐にわたる。このことは、心理学の多領域の知識や理論の理解と方法論の習得を図る

教育課程と学生指導が、成果を上げていることを示唆している(資料4(2)-59人間学部第3回FD

資料（卒業論文アンケート集計結果｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部では、2011(平成23)年度より授業内容の自己点検・評価を行うため、授業アンケ

ート結果配布後に｢教員による授業自己評価表｣を作成・提出することにしている。その中

で｢シラバスに沿って授業が行われたか｣についての質問項目があり、5段階評価で自己評価

を行なっている(資料4(2)-60｢教員授業自己評価表(保健医療技術学部)｣)。各教員は、自己分析した結果

をもとに、次年度の授業計画を立てるようになっている。 

また、成績評価の具体的内容に関しては、シラバスに明確に記載し、学生へ周知してい

る(資料4(2)-61 シラバス)。また、昨年度に引き続きカリキュラムチェックリストの作成を行い、

各科目とカリキュラムマップとの整合性を教務委員会で行っている。(資料4(2)-62｢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 

税務マネジメントコースは、税務に関する研究者や高度専門職業人を養成するために、

租税法、国際租税法、法人税法、所得税法、消費税法、相続税法等の税法科目が配置され

ており、充実した教育課程の編成となっている(資料4(2)-12｢大学院経営学研究科要覧 p.13-14｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教育課程および教育内容の適切性についての教務委員会を主体とする毎年度の検証は効

果を上げている。2012(平成24)年度より、専門科目を｢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つのカテゴリーに分け、専門科目の名称および内
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容を一部変更したことにより、専門科目の編成が、専門分野の専門知識と研究能力の育成

のためにより適切かつ体系的な編成となった。また、専門分野を明確にしたことにより、

開講科目および教育内容の適切性の検証が、専門分野ごとに、より確実に行えるようにな

った。また、共通科目｢英語表現研究A, B｣を、2012(平成24)年度より｢英語表現研究A｣を中

級者向け、｢英語表現研究B｣を上級者向けとし、選択必修に変更したことにより、入学時点

で既に高い英語力を有する学生は｢英語表現研究B｣のみ受講し、そのほかの学生は両科目を

受講するなど、各自のレベルに合わせた履修ができるようになった。 

教育内容に関しては、学生の英語力の向上をさらに図るため、2012(平成24)年度より共

通科目｢デジタルコミュニケーション研究｣において課題の一部としてCALLを利用した英語

聴解力養成教材の自習と学習達成度を測る試験の定期的受験を課した結果、学生は計画的

に学習を進めている。受講生の中には、入学前にはTOEIC700点に届いていなかったにもか

かわらず、入学後に受験した公開テストで800点を超えるスコアを取得した者もいる(資料

4(2)-63｢TOEIC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科の授業科目や教育内容については、実践と理論が幅広くバランスを持って構成

されている。高度な職業人の養成の一環として、幼稚園、中高教諭専修免許の取得、臨床

心理士、臨床発達心理士、学校心理士の受験資格や単位取得も可能な授業展開になってい

る。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

研究テーマについては1年次4月に研究計画書を提出し、早期から具体的にテーマを決め

る仕組みをとっているため、現在まで修士論文が期限までに提出されなかった例は見られ

ない。さらに他領域の履修についても問題が生じていない。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

学習に対するモチベーションを維持できず授業欠席を重ね、成績不良となる学生が存在

する。さらに、教育内容と方法の充実を図ることが必要である。 

 

＜2＞経営学部 

教育課程については、十分な学修時間の確保の観点からすれば、現状の卒業要件単位数

130単位が適切であるか、検討する余地が残されている。また、非常勤教員担当科目につい

ても｢カリキュラムチェックリスト｣の作成が必要である。 

初年次教育の｢大学学｣の運営については、かなり改善が見られているが、担当者によっ

て、その指導方法にまだ若干のばらつきが見受けられるので、その改善をさらに推し進め

る。また、経営学部では、初年次教育・ゼミナール・キャリア教育を電子ポートフォリオ

でつなぎ、一体として学士課程教育の向上を目指している。ゼミナールにおいてもある程

度キャリア教育の一端を担ってもらうようにしているが、教員間で若干の温度差が見られ

るので、その改善をさらに進めたい(資料4(2)-64｢平成23年度(2011年度) 経営学部 演習の手引き｣、資料
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4(2)-65｢経営学部教授会議事録｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

各教員が作成した自己の担当科目の｢カリキュラムチェックリスト｣は、科目数が膨大で

あるため、その検証・チェックに十分な時間をかけて精査することができない点が課題で

ある。 

 

＜4＞人間学部 

1) コミュニケーション社会学科では、2年次のゼミ開始時点で学生の専門分野の選択が必

ずしも適切とは言えない、人数の関係から本人の希望のゼミへ入室できない、さらに、

｢共生社会フィールドスタディズ｣の実習先が不足してマッチングがうまく行かないな

どの問題があり、その結果、モチベーションが下がりGPAが低くなる学生も出ている。 

2) 児童発達学科では、保育・教育実習において、数名の学生が現場から資質や態度の面で

指摘を受けるケースがあった。また、1年次の｢実習基礎演習｣の中で、意識が低いこと

や基礎学力が不足することが顕著になった学生も数名いた。小学校の教員採用試験の結

果を総括して、学生の論文作成力に課題のあることが判明し、その改善に努めたい。 

3) 人間福祉学科では、対人援助専門職の養成を目指す以上は、学生の国家資格取得は必須

であり、社会福祉士および精神保健福祉士の合格率の向上は継続的な課題である。一方

では、それらの資格のほかに介護福祉士、保育士、高校教員免許(福祉)の資格、免許の

取得が可能で、目指す方向性が多岐にわたり将来設計に難しさを生み出したことは否め

ない。 

4) 心理学科では、卒業論文の執筆形式や先行研究レビューの質の面で学生間に格差が出て

いることが問題となった。また、卒業論文口述試験の評価は、主査および副査の2名で

行われるが、その基準について見直しが必要であるという指摘も出ている。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

｢教員による授業自己評価表｣は、｢学生による授業アンケート｣の結果を把握した上で教

員自身が行っている。しかし、その内容を第三者が確認し、分析・評価するには至ってい

ない。また、カリキュラムチェックリストについても、詳細な分析はなされてない。これ

らの分析作業を学部内で行う必要がある。 

 

＜6＞経営学研究科 

医療マネジメントコース募集停止に伴いコース科目群並びにコース系列科目群の該当科

目が開設されないことによる、副専攻制度の見直しが必要である。 

 

＜7＞外国語学研究科 

学生の専門知識と研究能力の獲得を確実に達成するために、指導教員が履修するべき科

目について指導を行っているが、履修の｢指導｣は拘束力を持たないため、指導の通りに科

目履修が行われるとは限らない。体系的な科目履修が確実に行われるようにするためには、

研究科として一律に必修科目や選択必修科目を定めるのではなく、専門分野ごとに専門知
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識と研究能力の獲得に必要な必修科目、選択必修科目、選択科目を定める仕組みに変更す

ることが望ましい。 

修士論文に関しては評価基準や枚数等の詳細が定められているが、修士論文の代わりと

して提出できる｢課題研究｣(大学院学則第21条4項、6項および外国語学研究科履修および課

程修了規程第18条)については詳細が定められていない。｢課題研究｣による修士修了の希望

者はこれまではなかったが、今後、多様な経歴・目的を持つ学生を受け入れ、それらの学

生のニーズに応えられるように、｢課題研究｣の詳細を定める必要がある。 

 

＜8＞人間学研究科 

社会人学生や他の専門領域からの進学者等に対しては、教育目標や教育課程に照らして、

基礎力において心配な点があり、必要ならば学部の授業も聴講することを勧めている。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

同一時間帯に授業が重複し、受講できないことを防ぐため、他分野の科目の履修希望に

関して、在校生の意見および新入学者の履修科目希望を入学前に調査し、時間割の編成に

柔軟性を持たせるようにすることが、申し合わされている。保健医療分野の従事者が興味

を持つ科目はおおよそ予想できるので、それらの担当教員には、担当時間の変更があるこ

とを事前に周知する必要がある。また修士論文提出に関する時系列的ガイドラインは、研

究科委員会で承認されたが、中間報告や最終試験に関する在学生へのガイドラインが要綱

には記載されていない。 

 

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 

教育内容・方法について学士課程教育の質保証を行っていくため、GPA導入、3年次進級

判定、TOEIC試験での最低基準設定、国家資格・国家試験受験資格の設定、あるいは卒業論

文等を科すことで、学生に目標を与え、教育の質、学士の質の保証を行っており、全体的

な底上げを行うことで一定の効果を上げている。 

 

＜2＞経営学部 

開設科目、教育課程については、｢カリキュラムチェックリスト｣｢カリキュラムマップ｣

も定期的に点検することで、改善を図る。 

教育課程については、現行の教育課程は2010(平成22)年度入学者から適用されているカ

リキュラムであり、2013(平成25)年度に完成年度を迎えることから、そのタイミングで、

基本科目、専門科目とも改めて検証を行う予定である。また、高校生を対象とした特別プ

ログラムは、特定の科目・分野に偏ることなく、継続して実施していく。 

以上の取り組みは、運営協議会、教務委員会、併設高校連携教育委員会等関連委員会等

を中心に行う。 

 

＜3＞外国語学部 
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｢カリキュラムマップ｣｢カリキュラムチェックリスト｣を毎年度見直すことで、前年度の

不十分な点を翌年度に活かし、さらなる発展を期す。 

 

＜4＞人間学部 

1) コミュニケーション社会学科では、｢共生社会フィールドスタディズ｣の事前授業をさら

に徹底し、実習の自己評価と他学生との体験の共有を報告会で図ると共に、このプログ

ラムとキャリア形成との関係をさらに深めること、また、実習先となる企業の新たな開

拓や、学生と実習先とのマッチングをさらに図っていく。 

2) 児童発達学科では、保育・教育実習の成果を生かし、課題提示を工夫し知識や体験の共

有の機会を多くしていく。2011(平成23)年度より小学校実習を開始したため、実習指導

教員が現場の情報収集を行い、学生が現場での指導にとまどうわないよう準備をさせる。

さらに、1年次の｢実習基礎演習｣の担当教員と実習担当教員と情報の引継ぎを徹底する。 

3) 人間福祉学科では、学生の国家資格取得率のさらなる向上に向け、受験直前の試験対策

を強化するため、2012(平成24)年度より｢社会福祉士特講Ⅲ｣を新設し、具体的な方策を

練っていく。また、学生の学習状況を精査していく。 

4) 心理学科では、教育課程をさらに充実させると同時に、卒業研究に際して、学生が授業

で修得した知識を十分に活かし、データ収集・分析やより質の高い論文執筆ができるよ

う、それぞれの学生の能力や研究の進度に対応した個別指導の支援体制を提供していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

国内の医療・保健・福祉分野のみにとどまらず、国際的にも活躍できる人材を輩出する

ことを勘案し、カリキュラムの再編について教務委員会を中心に検討している。具体的に

は、英語力、学内実習、臨地実習、卒業研究の充実を図り、グローバル社会で活躍できる

基礎を築く方向性を考案している。 

また、｢海外短期フィールドワーク｣に関しては、2013(平成25)年度以降の渡航先の新た

な選択肢の確保として、マレーシア国民大学との提携を進めているところである。このこ

とは、将来的な就職先の開発といった観点からも大きな意味を有している。 

 

＜6＞経営学研究科 

税務マネジメントコースの税法科目については、環境変化に迅速に対応して科目構成が

さらに充実したものとなるよう、経営学研究科委員会で検討していく。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教務委員会が主体となって、4つの専門分野ごとに、到達目標を定め、それに基づき、開

講科目および教育内容の適切性の検証を定期的に行い、改善が必要な場合は改善策を考え

る。2013(平成25)年度に向けて、各専門分野の科目の充実と体系的編成をさらに進めるべ

く、カリキュラム改定案を教務委員会において検討している (資料4(2)-66｢外国語学研究科委員会

議事録(H24.07.25)｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 
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本研究科では、各教員が細やかに学生とコンタクトを取っているので、授業科目や教育

内容については意見を聴取しており、さらに次年度の授業展開に役立てていきたい。また、

その中で、各個人の研究計画や資格取得への相談が行われ、効率的な学修計画が立てられ

ている。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

在校生の意見および新入学者の履修科目希望については、2年間の在学中に履修できない

ために修了の要件を満たさなかった事例はない。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

近年、大学全体の傾向として、学生の学力が低下傾向にあるので、個別対応および指導

を必要とする学生について改善の検討を要する。また、少人数教育としての演習(ゼミ)に

入室していない学生への対応も担当教員を明確にすると共に、年に数回の個別面談を実施

する等の方策を行う。目下、学習サポートセンターが、英語、数学、レポートのサポート

を行っており、指導の効果について期待している。 

 

＜2＞経営学部 

教育課程については、大学設置基準に定める必要卒業要件単位数124単位適用の可能性に

ついて、運営協議会、教務委員会等関連委員会を中心に検討を進める方向である。 

 

＜3＞外国語学部 

｢カリキュラムチェックリスト｣の検証・チェックを、時間的・物理的に制約のある教授

会にのみ委ねるのではなく、PDCA委員会も関わることで、時間的制約の課題を克服する。 

 

＜4＞人間学部 

1) コミュニケーション社会学科では、ゼミへの不適応を改善するために、1年次から指導

を行い専門科目に触れる機会を増やす。さらに、3年次のゼミ変更をある程度可能にし、

学生の関心に沿った専門を学べるようにする。｢共生社会フィールドスタディズ｣に関し

ては、キャリアデザインと直結するよう、実習・留学先を開拓してミスマッチの解消を

図る。 

2) 児童発達学科では、保育・教育実習において現場から指摘を受けた学生について、個別

面談をして改善を図る方策をとる。学生の小論文作成能力については、教職課程センタ

ーとも議論を重ね、対策講座の内容を一部変更する。また今後、4年次後期に｢教職(保

育)実践演習｣並びに履修カルテに基づく個別指導を通じて、資質・能力の定着を図る。 

3) 人間福祉学科では、学生自身のキャリアイメージづくりの支援に向けて、1年次の｢社会

福祉基礎演習｣や地域連携センター(BICS)で取り組みを強化していく。一方で、教員に

よる個別対応も欠かせないため、3年次の｢卒業研究(研究法演習)｣や4年次の｢卒業研究

(卒業論文)｣において、学生自身の将来設計の個別サポートも積極的に行う。 

4) 心理学科では、卒業論文の執筆要綱の再整備と、卒業論文口述試験の統一基準の再検討
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に入るために、原案づくりを早急に行うこと、また、論文の研究レビューの質を向上さ

せるために、学生が過去の卒業研究に容易にアクセス可能となるよう工夫していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

国際的にも活躍できる人材を輩出することを考慮した科目をカキュラムに取り入れ、グ

ローバル社会で活躍できる基礎を築く方向性を早期に確立する必要がある。また日本国内

においても、社会事情を考慮したカリキュラムを構築し、実践・活躍できる人材の育成に

努めなくてはならない。 

 

＜6＞経営学研究科 

医療マネジメントコースの募集停止に伴う副専攻制度の見直しについて経営学研究科委

員会で審議を行う。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教務委員会が主体となって、4つの専門分野ごとに、到達目標の達成に必要な必修科目、

選択必修科目、選択科目を検討しており、この結果を2013(平成25)年度のカリキュラムに

反映させる予定である。また、課題研究の詳細を明確化するため、各専門分野で課題研究

の要件や評価基準等を検討し、教務委員会において案を取りまとめることとなっている 

(資料4(2)-66｢外国語学研究科委員会議事録(H24.07.25)｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

入学した学生の中には、研究科における学修と修士論文執筆に対する基礎的な能力にば

らつきがあるので、そのことを考慮した研究法に関する科目の充実や授業展開について、

学部授業聴講を含めた検討が必要と思われる。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

時間割については、同一時間帯になるべく授業が重複しないように、在校生の意見およ

び新入学者の履修科目希望を詳細に聞き取り、時間割編成に反映させる。また担当教員に

は、担当時間の変更があることをさらに周知する。また修士論文提出に関する時系列的ガ

イドラインについて要綱に記載する。 

 

4．根拠資料 

資料4(2)-1 科目コード一覧 

資料4(2)-2 評議会規程 

資料4(2)-3 文京学院大学学則(既出1-3) 

資料4(2)-4 経営学部カリキュラムマップ 

資料4(2)-5 外国語学部履修要項(既出4(1)-21) 

資料4(2)-6 外国語学部カリキュラムマップ 

資料4(2)-7 人間学部履修要項(既出4(1)-22) 

資料4(2)-8 理学療法学科卒業研究要綱 
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資料4(2)-9 作業療法学科卒業研究実施要綱 

資料4(2)-10 臨床検査学科卒業研究の手引き 

資料4(2)-11 ｢海外短期フィールドワーク｣シラバス 

資料4(2)-12 大学院経営学研究科要覧(既出1-24) 

資料4(2)-13 文京学院大学大学院経営学研究科副専攻規程 

資料4(2)-14 大学院外国語学研究科要覧(既出1-26) 

資料4(2)-15 文京学院大学大学院パンフレット(既出1-23) 

資料4(2)-16 大学院人間学研究科要覧(既出1-25) 

資料4(2)-17 大学院保健医療科学研究科要覧(既出1-27) 

資料4(2)-18 経営学部履修要項(既出 4(1)-19) 

資料4(2)-19 保健医療技術学部履修要項(既出 4(1)-9) 

資料4(2)-20 文京学院大学副専攻規程 

資料4(2)-21 経営学部時間割 

資料4(2)-22 文京学院大学女子高等学校生徒対象 特別プログラム 

資料4(2)-23 外国語学部カリキュラムチェックリスト(既出4(1)-36) 

資料4(2)-24 外国語学部時間割 

資料4(2)-25 ｢教育実習｣授業の記録 

資料4(2)-26 教育実習報告集 

資料4(2)-27 教職履修カルテ 

資料4(2)-28 外国語学部卒業論文・卒業作品抄録集CD 

資料4(2)-29 外国語学部優秀論文・作品賞 リスト 

資料4(2)-30 人間学部時間割 

資料4(2)-31 ｢基礎演習Ⅰ｣掲載投書 

資料4(2)-32 共生社会フィールドスタディズ実施要綱(異文化コース・自然環境コー

ス・地域社会コース) 

資料4(2)-33 ｢教育実習Ⅰ｣シラバス 

資料4(2)-34 児童発達学科会議議事録(H24.04.13) 

資料4(2)-35 人間学部教職委員会議事録(H23.07.20) 

資料4(2)-36 ｢社会福祉基礎演習｣シラバス 

資料4(2)-37 国家試験対策委員会議事録(H23.09.28) 

資料4(2)-38 人間学部カリキュラムマップ(既出 資料4(1)-23) 

資料4(2)-39 保健医療技術学部カリキュラムマップ 

資料4(2)-40 保健医療技術学部時間割 

資料4(2)-41 経営学研究科時間割 

資料4(2)-42 外国語学研究科時間割 

資料4(2)-43 外国語学研究科英語コミュニケーション専攻授業科目シラバス 

資料4(2)-44 外国語学研究科修士論文審査日程 

資料4(2)-45 人間学研究科時間割 

資料4(2)-46 保健医療科学研究科時間割 

資料4(2)-47 3月卒の就職実績 
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資料4(2)-48 経営学部カリキュラムチェックリスト 

資料4(2)-49 経営学部教授会議事録(H23.12.01) 

資料4(2)-50 ｢大学学｣アンケート調査結果の報告 

資料4(2)-51 経営学部教務委員会議事録(H24.05.23) 

資料4(2)-52 経営学部単位認定プログラム参加者数 

資料4(2)-53 専門コース・ゼミ案内(平成24年度開講・平成25年度開講) 

資料4(2)-54 外国語学部カリキュラム表(平成24年度・平成25年度) 

資料4(2)-55 コミュニケーション社会学科会議議事録(H23.04.25) 

資料4(2)-56 ｢保育実習Ⅱ｣実習体験報告書 

資料4(2)-57 ふじみ野就職状況表(H24.03.31現在) 

資料4(2)-58 人間福祉学科国家試験対策委員会議事録(H23.09.28) 

資料4(2)-59 人間学部第３回FD資料(卒業論文アンケート集計結果) 

資料4(2)-60 教員授業自己評価表(保健医療技術学部) 

資料4(2)-61 シラバス(既出4(1)-24) 

資料4(2)-62 保健医療技術学部カリキュラムチェックリスト 

資料4(2)-63 TOEIC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE 

資料4(2)-64 平成23年度(2011年度)経営学部 演習の手引き 

資料4(2)-65 経営学部教授会議事録(既出1-31) 

資料4(2)-66 外国語学研究科委員会議事録(H24.07.25) 
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(3) ｢教育方法｣ 

1．現状の説明 

 (1)教育方法および学習指導は適切か 

＜1＞大学全体 

学部では、理論と実践の両面から修得させる科目を配置し、社会で必要な知識を学ぶ科

目を配置している。1年次から職業意識とキャリア概念を醸成させる目的から、通常の講義

の枠にとらわれないゼミナールフィールドワーク、インターンシップや資格を取得するた

めの｢演習・実習｣を配置している。特筆すべきは、少人数の学生を対象とした演習(ゼミナ

ール)で専門教育を行い、真の実力をつけるという教育が本学の目指す目標の一つである。

ほとんどの学生はどこかのゼミナールに所属することになる。また、ゼミナールでは｢外国

書講読の履修｣を推奨し、また｢卒業論文の提出｣を重視していることも、実力をつける手段

としては有効に機能していると言えよう。また、インターンシップについては、一般的な

短期のみならず、数ヵ月の長期間にわたり、学内外の様々なプロジェクトに参画したり、

海外企業などで実習を行う長期インターンシップの科目を設定する学部もある。実社会と

の関わりの中で専門知識を活用する術を実体験することが可能となっている。 

具体的にはこうした一連の指導の実施を担保する仕組みとして、初年次教育を重視して

いる。教育目標の達成に向けた授業形態を図るためにシラバスの義務化を行っている。シ

ラバスに到達目標、授業概要を明記して学生に予習、復習を課している。そのため今年度

より｢予習・復習｣の個所の記述を詳細なものにした。また、適切な履修を促すために、前

期・後期に履修ガイダンスを実施しており、成績不振者や留年生へは個別ガイダンスを実

施している。そのほか、学生が適切な学習の課程を踏めているかどうか、定期的・継続的

にチェックしている。必修科目の出席不良者や成績不良者を調べ、クラスアドバイザーや

卒論指導教員が個別指導にあたっている。そして、その指導内容を学部長へ報告すると共

に、事務局にて学生指導調書を保管し、情報の共有化を図っている。教育目標の達成に向

け、シラバスにおいて授業内容の狙いと具体的な到達目標を設定している。また、少人数

クラスできめ細かな指導を行っていることも特徴の一つである。 

さらには、学生が順調に科目履修できるよう、定期的な学生面談や必要なときに随時、

面談指導を実施している。そのほかオフィスアワー制度を設け、自由に研究室を訪問でき

るようにしている。全体的な履修に関しては、教務グループの職員や教務委員の教員がい

つでも相談に応じる体制をとっている。科目履修や出席状況に問題のある学生をなるべく

早く把握し、面談や指導を行い、学習に取り組めるよう努力している。授業へ欠席の多い

学生に対しては、広い視野で面談指導を行っている。授業への出席は重要視されている(資

料4(3)-1｢経営学部履修要項｣、資料4(3)-2｢外国語学部履修要項｣、資料4(3)-3｢人間学部履修要項｣、資料4(3)-4｢保健

医療技術学部履修要項｣)。 

また、学生が主体的に授業に参加するための方法を議論するため、年数回のファカルテ

ィ・ディベロップメント(FD)や教職員研修会への積極的な取り組みを図ってきた。教育目

標を具現化するために、とりわけ授業改善に重点を置いて取り組んでいる。また各学部で

は学部独自のFDとして、年1回程度、外部有識者(他大学教員等)を招聘する形式で講演会お

よびワークショップを実施している。大学全体としては年3回(4月・9月・12月)実施してい
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る。4月は、非常勤教員にも参加していただき、年度初めにあたり各教科に分かれて綿密な

打ち合わせを行っている。9月、12月は、職員も含めて行われており、学園が掲げる重要テ

ーマについてのFD・SD研修＝教職員研修会という形式で開催されており、専任教職員は全

員、出席が義務付けられている。また、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・職員を積極的に派遣している(資料4(3)-5 FD議事録・研修会資料)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、専門科目を各カテゴリーの中に位置づけ、講義、演習、実習等それぞれに

相応しい形態で開講している(資料4(3)-6｢文京学院大学学則 第15条第1項第1号・第2項第1号別表｣)。 

 特にゼミナールについては、1991(平成3)年の学部創設以来、ゼミナール主義を掲げてお

り、小人数の学生を対象とした演習で専門教育を行い、真の実力をつけるという教育が経

営学部の目指した目標の一つである。 

 高等教育へのスムーズな移行を図る上で重要な初年次教育を目的とした｢大学学｣につい

ては、これまでは方法や詳細なプログラムは教員ごとに委ねられていたが2010(平成22)年

度より各クラスの標準化を図るため、ほぼ統一したプログラムで行うように変更した。(資

料4(3)-7｢｢大学学｣授業予定表｣)。 

履修科目登録単位数の上限設定については、大学設置基準と単位制度の趣旨を踏まえ、

1・2年次には年間44単位(前期・後期各22単位)、3年次は年間42単位(前期22単位・後期20

単位)をキャップ上限とし、事前事後の学習時間を確保することで、単位制度の実質化を図

っている(資料4(3)-8｢経営学部履修規程 第3条｣)。 

 学習指導の充実については、成績優秀な学生には上記キャップ制の適用を緩和するなど、

より学習意欲を高める方策を実施する一方、単位取得数が少ない成績不良学生には、1・2

年次に、学部長による退学勧告を制度的に実施、また、2年次末の時点で所定の単位数(55

単位)を取得していない学生は3年次に進級できず、2年次に留年する制度を導入している。

これらの制度はいずれも、早期に自らの置かれた状況を保護者を含め認識することで、4

年次になってから、最終的に卒業要件を満たすことができずに学習を放棄することがない

よう、2007(平成19)年度に設けたものである(資料4(3)-8｢経営学部履修規程 第24条・第25条｣)。 

以上のような取り組みを支援するツールとして、経営学部が独自に構築したクラウドコ

ンピューティングによる電子ポートフォリオを活用している。 

中央教育審議会答申(平成24年8月29日)に指摘されているが、経営学部では、ゼミナール、

インターンシップはもちろん、キャリア教育の授業においても、学生の主体的参加を促す

ようにグループワークなども積極的に取り入れて授業展開をしており、効果を上げている

が、さらに拡大していく方向で検討していく。 

また、学生が主体的に授業に参加するための方法を議論するため、学部独自のFDとして、

年1回程度、外部有識者(他大学教員等)を招聘する形式で講演会およびワークショップを実

施している。近年、実施したFDの主なテーマとしては｢協同学習の理念と技法を学ぶ－活動

性を高める授業づくり｣(2009年2月)、｢ディプロマポリシーを達成するためのカリキュラム

ポリシーの構築について～愛媛大学の経験から～｣(2010年9月)、｢学士力向上と職業人意識

の醸成に向けたＥ-ポートフォリオの展開｣(2011年9月)等が挙げられる。 
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＜3＞外国語学部 

教育目標を達成するために、ディプロマポリシーの観点から 教育方法および学習の在

り方と方法を策定している。 

具体的には、まず、英語コミュニケーション科目、情報処理科目、第2外国語科目等で

は、少人数制により学習者一人ひとりの個を育むため、学習者が主体的に参加できる授業

を行っている(資料4(3)-9｢2010 English Skills / BLEC Report｣)。 

また、初年次教育科目として｢大学入門・活用法｣により、大学での基本的な学習方法を

指導する(資料4(3)-10｢大学入門・活用法ハンドブック｣)。 

さらに、卒業要件の一部(TOEIC500点以上)に満たない学生に対して、｢英語アドバイザ

ー｣による英語学習指導を実施(2012(平成24)年度後期授業開始前より、学生の希望に対し

て随時)している。 

教職課程履修生に対しては、教職カルテを配布し、ポートフォリオによる学習方法を指

導し(資料4(3)-11｢教職履修カルテ｣)、2012(平成24)年度からは、教職課程履修生の1・2年を対象

に 教職分野の科目に関する学習方法等のガイダンスを実施している。 

また、学校インターンシップ参加の学生、教育実習参加の学生に対し、事前指導および

事後報告会を実施している(資料4(3)-12｢学校インターンシップガイダンス記録｣、資料4(3)-13｢学校インター

ンシップ報告書｣)。 

3年次においては、14名までを定員とする少人数制のゼミナールを必修とし、これが4年

次における｢卒業研究｣に連なり、学生に対して調査・研究の方法から論文執筆に至るまで、

一人ひとりに対し丁寧かつ的確に指導することで、｢卒業論文・卒業作品(必修)｣に向けて

学生の自立を目指した教育を行っている(資料4(3)-14｢外国語学部卒業論文執筆要領｣、資料4(3)-15｢外国

語学部卒業論文・卒業作品抄録集CD｣、資料4(3)-16｢外国語学部優秀論文・作品賞リスト｣)。 

履修科目登録単位数の上限設定については、大学設置基準と単位制度の趣旨を踏まえ、

また、学士課程質保証の観点から1・2・3年次に前・後期それぞれ22単位をキャップ上限と

し、事前事後の学習時間を確保することで、単位制度の実質化を図っている(資料4(3)-17外国

語学部履修規程 第3条｣)。 

さらに、授業の改善に重点を置いた教員研修に取り組んでいる。具体的には、学部独自

のFDとして、授業検証の研修を実施している。また、2011(平成23)年度よりPDCA委員会で

の活発な討議を通して、教員の教育理念と実践に関わる教育の意識改革を試みている。 

 

＜4＞人間学部 

 本学部では、年度初頭に教務ガイダンスを実施し学生の適切な履修を促進するほか、免

許、資格等の科目を除いて、年間の履修単位数を45単位に制限している。シラバスには授

業の目的や到達目標、時間外学習の課題等など、学修の指針が示されている。編入生や留

年生へは個別ガイダンスを実施している。そのほか、学生が適切な学習過程を踏めている

かを継続的にチェックし、必修科目の出席や成績の不良者にはクラスアドバイザーや卒論

指導教員が個別指導にあたり、その内容を学部長に報告する(資料4(3)-18｢人間学部前期履修ガイダ

ンス｣、資料4(3)-3｢人間学部履修要項 p.4｣、資料4(3)-19｢シラバス｣、資料4(3)-20｢出席不良者・単位不足者学生指導

調書｣)。 

前期と後期の1回ずつ学生による授業アンケートを実施して、担当教員の授業改善に役立
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てると共に、報告書として冊子を図書館に置くほかイントラネットへも公開している。初

年次教育(｢初年次演習｣｢基礎演習Ⅰ｣)では、10数名の少人数制の授業体制をとり、大学で

学習することの意義やキャリア形成について動機づけを行っているほか、読む、書くなど

のリテラシーの実習を通して基礎力充実を図り、初年次教育委員会およびFDにおいて授業

内容の妥当性を定期的に検討している(資料4(3)-21｢2011年度学生による授業アンケート報告書」、資料

4(3)-22｢｢初年次演習｣シラバス｣、資料4(3)-23｢人間学部初年次教育ワークブック｣、資料4(3)-24｢初年次教育委員会議

事録(H21.12.12)｣、資料4(3)-25｢人間学部FD会議資料｣)。 

2012(平成24)年8月の中央教育審議会答申に示された｢教育の能動的学修への転換｣への

対応策については、現在検討中である。人間学部は、それぞれの専門領域の立場から、地

域社会や人と関わる知識、技能の獲得を目標としており、演習、実習という参加型の授業

が多く組み込まれている。さらに学生の能動的学修のための環境をつくり、自らが問題を

発見し解決する力を修得させる具体的方策について各学科で検討を開始する。 

1) コミュニケーション社会学科では、2年次より少人数のゼミナール教育を行い、専門教

育を早期から始め研究力を養う。また、学生が適切な学習過程を踏めているか、学習態

度に問題や意欲の低下はないかなど、ゼミ単位できめ細やかに指導している。｢共生社

会フィールドスタディズ｣では、問題発見から解決能力を確実に身につけさせるため、

事前授業では、各自のテーマで研究・調査の目的設定、事後授業では、調査研究の分析

と報告書の作成と報告会での発表をさせている(資料4(3)-26｢｢共生社会フィールドスタディズⅠ｣

実習報告書)。 

2) 児童発達学科では、保育・教育実習の各授業で併設幼稚園や保育実践研究センターにお

ける観察・参加については、学年進行に合わせて学習が深められるように、課題や観察

の観点を設定している。また、学生の主体的な取り組みを促すように、課題の提出期限

や観察観点を学生自身が設定する形式になっている。事前指導では、少人数制の授業体

制を組み、保育・教育対象者や現場理解を深め、保育技能の獲得も図っている。事後指

導では、学生が相互に学習経験を共有し、指導内容が定着するよう配慮している。学生

の状況に応じて実習担当教員が個人面談を行い、学習の促進や進路指導をする(資料

4(3)-27｢保育実習・教育実習 個別面接・指導 記録シート｣)。 

3) 人間福祉学科では、｢社会福祉基礎演習｣で実践家を迎えたり、地域在住の福祉対象者に

関わるなど、学生に福祉専門職の具体的イメージを持たせ、理論学習への準備をさせる。

また、｢社会福祉士特講ⅠⅡ｣｢精神保健福祉士特講｣では、国家試験のための知識の徹底

的な習得と対応、模擬試験の実施など対策を行っている。また、地域連携センター(BICS)

と連携して、学生がボランティア活動に参加できる機会を提供し、実践力の養成を図っ

ている(資料4(3)-28｢国家試験対策委員会(H23.07.27)資料｣、資料4(3)-29｢地域連携教育 JOURNAL OF COMMUNITY 

SUPPORT AND LEARNING｣)。 

4) 心理学科では、研究の体系的な知見・手法を修得させるために｢心理学概論ⅠⅡ｣におい

て基礎的な知識を学習し、選択必修授業により広範な心理学領域の知識を修得させる。

｢心理学統計法演習｣や｢心理学基礎実験ⅠⅡ｣等の実習授業では、パソコンを前に具体的

な統計課題を実施させ、小グループに分けて毎週異なる実験テーマを実施・分析・報告

書を作成させる。3年次は学生に4つの｢心理学実験｣と12の｢心理学専門演習｣からそれぞ

れ1つを選択させ、研究の実施経験を積ませ、最終的に｢卒業論文演習｣｢卒業論文｣の個
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別指導のもとで、学生が研究テーマの選択とデータ収集・分析および論文執筆を行う。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

年度初めに各学年の履修ガイダンスを実施している。各学年にクラスアドバイザーの教

員を配属し、定期的な学生面談を行い、学生の科目履修の状況(前年度の成績確認)を確認

している。科目履修や出席状況に問題のある学生をなるべく早く把握し、面談や指導を行

い、学習に取り組めるように指導している。また、オフィスアワーを明示し、必要に応じ

て学生が希望して面談に訪れることができるようにしている。 

学科において定期的に学科会議を開き、学生の履修状態を把握し、必要に応じて指導で

きる体制を構築している。授業へ欠席の多い学生が見られる場合には、学科会議で協議を

行う。将来は医療関係での専門職となるため、学科の特性や学生の適性等も考慮し、単に

履修の継続だけを指導するのでなく、広い視野での指導を行う。 

 医療関連専門職を養成する本学部では、国家試験合格が中核目標となっている。そのた

め各専門職の養成施設指定規則に従った分野ごとの授業科目の大枠のほか最低取得単位数

が定められている関係で、4年間を通じ基礎分野から専門分野へと履修すべき科目を順次積

み上げてゆく教育方法をとっている。こういった観点から事実上、履修科目登録の上限設

定が困難である(資料4(3)-4｢保健医療技術学部履修要項 p.54,73,93｣)。 

授業の出席に関しては、講義・演習科目については3分の1以上、実習科目については5

分の1以上の欠席があると、定期試験の受験資格を失い単位取得が認められない。本学部で

は、必修科目の単位取得がされなかった場合、履修規程により進級できないシステムとな

っている。そのため通常の定期試験の不合格には再試験、さらに再試験不合格者に対して

は再々試験に相当する最終試験を行うことにより、学生の学習の機会を可能な限り設ける

よう配慮している。 

専門科目においては専任教員による授業以外に、非常勤講師による専門性の高い授業、

授業内講師招聘制度、オスキー(Objective Structured Clinical Examination：OSCE)、模

擬患者(SimulateｄPatient：SP)実習も実践し、学生の主体的参加を促す授業方法を取り入

れている。さらに臨床・臨地実習においては、各学科と密なる連携を有する医療機関を中

心とした実習施設の協力を得ている。 

さらに学生の主体的参加を促す教育の一環として医療者に必要なコミュニケーション能

力の向上のための教育を、各科目内で工夫を凝らして行っている。例えば、臨床場面を想

定した実技試験の実施を、複数の教員によって実施したり、また接遇面での演習について

も、学外実習前に講義と演習を行うなどの教育を行っている。臨床検査学科のＳＰ実習後

には、学生アンケートの集計結果から実習評価を行って教育成果の分析に活用している(資

料4(3)-30｢臨床検査学科ＳＰ実習関連資料｣)。 

また、学生が主体的に授業に参加するための方法を議論するため、FD・教職員研修会を

実施し教員の資質向上に役立せている。教育改善に組織的に取り組むために、学科間で共

通する内容をテーマとして外部講師による講義、学部教員での討議などの内容で学部FDを

実施している。学部開設の2006(平成18)年度から毎年度原則1回実施しており、助手を含め

た専任教員の出席を義務付けている。 
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＜6＞経営学研究科 

本研究科では、入学直後のガイダンスにおいて、必修科目並びに選択科目の選定の指導

を行っている。演習選択の指導は入学時に行い、2年間の演習指導を通じて、修士論文の

作成ができるよう計画的な指導が行われている。入学直後に、2日間にわたり必修科目で

ある論文作成指導科目を開講し、修士論文作成上の基本的な事項を詳説する。1年次の4月

末には修士論文計画書を提出させ、9月の中間報告会への出席を義務づけている。2年次に

は5月末に修士論文概要書、7月末に修士論文進捗状況報告書の提出を行わせ、9月に中間

報告会での報告、11月に修士論文半完成論文の提出を義務づけている。これらのステップ

をクリアできない院生は、修士論文を提出することはできない。提出後には、主査・副査

合計3名からなる口頭試問が実施され、その後審査委員3名で協議の上、合否の原案が作成

される。演習指導教授に対して2年次における指導記録の提出を学年末に義務づけている。

(資料4(3)-31｢大学院経営学研究科履修および課程修了規程｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科では、新入生ガイダンスにおいて教育課程の編成・実施方針および科目の編成、

各授業科目の目的と内容を説明し、それを受けて、指導教員が各学生の研究テーマを考慮

し履修科目の選択の指導を行い、研究および修了後の進路において必要な専門知識と研究

能力が得られるような履修ができるようにしている(資料4(3)-32｢外国語学研究科新入生ガイダンス

資料｣)。 

研究の指導は次のようなプロセスと指導体制により、計画的かつ効果的に行っている。 

4月に修士論文作成ガイダンスを実施し、論文の意義、情報収集の方法、論証の方法、修士

論文の評価基準、出典の明示の必要性と方法等について説明を行う(資料4(3)-33｢文京学院大学大

学院｢研究行動規範と修士論文執筆要領｣(外国語学研究科修士論文作成ガイダンス資料)｣)。1年次前期に論文テ

ーマを収斂し、計画を定める。1年次後期初めに提出される｢研究計画書｣に基づいて、主指

導教員に加えて副指導教員を定め複数指導体制をつくり、1年次後期より｢特別研究｣の授業

で指導を開始する。2年次7月には中間報告会での報告が義務付けられ、各学生の報告につ

いて全教員がコメントをすることとしている。この後、審査体制(主査1名、副査2名)が定

められる。副査のうち1名は指導教員以外の教員が選ばれる。11月には半完成論文の提出が

求められ、主査と副査2名が半完成論文を読み、指導をする。この指導の結果は、指導教員

が｢進捗状況報告書｣にまとめ、教務委員会に提出することとなっている。(資料4(3)-34｢外国語

学研究科修士論文審査日程｣)。副査の意見も参考としながら、指導教員は論文の完成まで指導を

行う。 

社会人の学生が修学しやすいよう夜間開講を実施し、e-Learningのシステムもすべての

科目において学生の希望により取り入れている(資料4(3)-35｢大学院外国語学研究科要覧 p.3｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科では、年度初頭に総合ガイダンス(総合履修指導)とコース別ガイダンス(履修指

導)を行い、授業科目の履修登録を行う。研究指導については、コース主任が将来の希望、

研究の方向性を確認する。指導教員(特別研究の主査)は、最終的には研究科委員会を経て

決定し、修士論文の作成等に向けて個別の指導を行う。指導教員の決定は、できる限り学
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生の希望に沿うよう配慮しており、研究テーマに応じて主査が副査2名を指名している。一

定の基礎教育を受け、その一方で自身の研究を進めながら、1年次に｢研究計画書｣を提出、

2月に｢研究計画発表会｣を行い、2年次には｢中間発表会｣でのプレゼンテーション、｢修士論

文｣の提出、｢修士論文最終発表会｣にて口述試験を行うといった一連の研究が効果的に行わ

れるようなシステムを取り入れている。授業形式は、講義／演習／実験実習形式で行われ

ている。大学院は2年間の教育研究を標準としているが、既に研究計画が構築され、材料(調

査、教材開発等)がそろっていて短期間の研究指導で修士論文としてまとめることが可能な

場合には、1年間の在学で修了となることもある。ただし、臨床心理学コースは、臨床心理

士受験資格の取得が前提であり実習もあるので、1年間での修了はあり得ない(資料4(3)-36｢大

学院人間学研究科要覧 p.22-27｣、資料4(3)-37｢大学院人間学研究科履修および課程修了規程｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科では、入学前に研究を指導する指導予定の教授による事前指導がスタートし、

入学後研究科委員長と専攻主任によるオリエンテーションおよび各科目担当教授の授業

解説があり、研究テーマに則した指導教授が確定すると共に、正式な修士論文計画書が履

修と共に提出され、論文指導が始まる。1年次5月までに倫理委員会を経て、2年次には論

文進捗報告(6月)、中間報告(7月)、12月に修士論文提出、その後、公開の場での修士論文

発表となる。論文作成については主査、副査が決まった後、修士論文審査委員会が設置さ

れ、修士論文の査読、最終試験を行うシステムとなっている。最終試験までに論文修正が

加えられ最終試験の結果を踏まえて修士論文審査結果報告書が提出され、最終的には修士

論文最終審査(合否判定)を研究科委員会において行う(資料4(3)-38｢保健医療科学研究科委員会議事

録(H24.03.14)｣)。講義では、専門性およびリーダー性を養うための履修を課しているが、東

日本大震災等の緊急時への対処も重大な課題であり、これに対する能力を向上させるため

に、2012(平成24)年度から感染学、免疫学、薬理学等の関連分野の講義で緊急時への対処

を扱うことにしている(資料4(3)-39｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.8｣)。以上の教育および指導は

特別研究を主担する主任教授が担当するが、2012(平成24)年度からは副査となる教員2名

を2年次初頭から指名し、教育の進捗状況を少なくとも複数の教員で検証できる体制をと

っている(資料4(3)-38｢保健医療科学研究科委員会議議事録(H24.03.14)｣)。 

 

 (2)シラバスに基づいて授業が展開されているか 

＜1＞大学全体 

シラバスについては、｢全学教務委員長会議｣で検討を重ね、全学的に記載項目・内容等

の統一を図った。｢授業の目的・到達目標(評価基準)｣｢授業概要｣｢予習・復習｣｢成績評価基

準｣等必要な要素を明記したシラバスを各科目について作成している。すべての授業がシラ

バスに基づいて行われており、シラバスの記載に関するチェックは、各学科の教務委員が

中心となって行っている。従来のシラバスとは異なり、現在は到達目標や予習・復習の内

容に重点が置かれるようになり、より重要度が増したと思われる。今年度より｢予習・復習｣

の個所の記述を詳細なものに修正した。シラバスに基づいて授業が展開されているか否か

は、学生による授業アンケートからも総合的に把握できるようになっている。従来の書式

に比べより具体的に記載することとなったため、教員自身が当該科目について事前によく
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計画検討し、実際の授業展開に活かしている。 

担当教員は試験実施後学内システム｢Campus @venue｣にて成績入力する際、｢シラバス通

りに実施したかどうか｣を必ず回答し自己点検することにしている(資料4(3)-40｢シラバストップ

ページ(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(3)-19｢ シラバス｣、資料4(3)-41｢Campus@venue｣成績登録画面｣)。 

 

＜2＞経営学部 

｢授業の目的・到達目標(評価基準)｣｢授業概要｣｢予習・復習｣｢成績評価基準｣等の必要な

要素を明記したシラバスを各科目について作成している。また、教員が成績評価を行う際

に、電子アンケート形式で｢シラバス通りに授業を実施したか｣を確認、また、学生に関し

ては、授業アンケートにおいて総合的に反映される仕組みとなっている。(資料4(3)-19｢シラバ

ス｣、資料4(3)-41｢｢Campus@venue｣成績登録画面｣、資料4(3)-42｢学生による授業アンケート集計結果表(科目別)｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

教員がシラバスに基づいた授業を行ったか否かについては、成績を入力する際に自己点

検することになっている(資料4(3)-41｢｢Campus@venue｣成績登録画面｣)。 

また、このことについては、毎学期実施する学生による授業評価結果からも情報を得ら

れるようになっており、シラバスに基づいた授業が行われているかを総合的にチェックす

ることができ、教員への規制効果をもたらしている(資料4(3)-42｢学生による授業アンケート集計結果

表(科目別)｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 すべての授業が全学的に設定されている電子シラバスに基づいて行われている。記載内

容は、授業の目的、到達目標、授業概要や予習・復習の内容に重点が置かれている。学生

に対しては、教務ガイダンスにおいてシラバスを確認した上で履修を進めるよう指導をし

ているほか、シラバスに基づいて授業が展開されているかどうかは、学生による授業アン

ケートによって総合的に評価されるようになっている(資料4(3)-18｢人間学部前期履修ガイダンス｣、

資料4(3)-19｢シラバス｣、資料4(3)-42学生による授業アンケート集計結果表(科目別)｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

シラバスは、本学部の開設の当初から電子化している。シラバスは学内システム｢Campus 

@venue｣に担当教員が直接入力して、学生がシステム上より参照するシステムとなっている

(資料4(3)-40｢シラバストップページ(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(3)-19｢シラバス｣)。シラバスの内容

の中でも、｢授業の目的・到達目標｣は学生に授業の必要性を知らせる上で重要である。期

待される学習成果を記述した一般目標 (GIO)では、学習者を主語にして記すことで、何の

ためにどのような能力を習得するかを包括的に示すようにしている。一方の行動目標 

(SBOs)では、学習者が一般目標を達成できたとき、どのようなことができるようになって

いるかを具体的に記述している。学習者を主語にして記し、一般目標を達成するにはどん

なことができるようになるべきかを具体的に示している。 

担当教員は、試験実施後に学内システム｢Campus@venue｣にて成績入力する際、｢シラバス

通りに実施したかどうか｣を必ず回答し自己点検することにしている。また、学生の授業ア
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ンケートにおいても、｢シラバスに沿って授業が行われたか｣というアンケート項目を徹底

しており、教員は学生の回答(解答)を参考に点検することができる。さらに本学部では、

2011(平成23)年度より授業内容の自己点検・評価を行うため、授業アンケート結果配布後

に｢教員による授業自己評価表｣を作成・提出することにしている。その中で｢シラバスに沿

って授業が行われたか｣についての質問項目があり、5段階評価で自己評価を行っている(資

料4(3)-43｢教員授業自己評価表(保健医療技術学部)｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科では、シラバスをWeb上に公開しており、シラバスに基づいて半期15回の授業

が行われている。休講した場合は、必ず補講することが義務づけられている。シラバスは、

各講義科目の授業の目的到達目標、授業概要、授業方法、成績評価の基準、教科書等の項

目より構成されている(資料4(3)-19｢シラバス｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科では、シラバスを大学ホームページで公示し授業内容を共有化すると共に、年

度初めに行う新入生ガイダンス(2年次以上の学生および教員も出席)において、全科目のシ

ラバスを学生および教員に配布し、担当教員が説明を行っている。授業はシラバスに基づ

いて展開されており、学期末には受講生に授業アンケートを実施し、授業がシラバスで公

示された内容に合致していたかを確認している(資料4(3)-44外国語学研究科授業アンケート｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科では、全科目のシラバスが作成されており、大学ホームページにて公開を行っ

ている。各授業の｢授業の目的到達目標(評価基準)｣｢授業概要｣｢予習・復習｣｢授業方法｣｢成

績評価の基準｣｢教科書｣｢参考文献｣等の項目をあらかじめ学生に示し、事前の予習や調査、

事後の復習や仕上げなどを促し、質の高い教育を実現しようとしている(資料4(3)-40｢シラバス

トップページ(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(3)-19｢シラバス｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科では、シラバスをホームページで公示し授業内容を共有化すると共に年度初め

に各授業担当教員より、｢大学院保健医療科学研究科要覧｣に書かれたシラバスをもとに、

オリエンテーションが行われ、授業開始に向けて同じスタートラインから始められるよう

調整されている。また授業アンケート内項目では｢進度｣について問う内容を含んでおり、

教員にフィードバックするシステムとなっている(資料4(3)-40｢シラバストップページ(文京学院大学

ホームページ)｣、資料4(3)-19｢シラバス｣、資料4(3)-39｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.8-56｣)。 

 

(3)成績評価と単位認定は適切に行われているか 

＜1＞大学全体 

成績評価方法はシラバスに明記されており、そこで明示された基準に基づき、各担当教

員の責任の下、厳格に行われている。特に、十分な学習時間確保の観点から、出席につい

ては、ＩＣカードによる認証システムを一部教室で導入するなどの方法で厳格に管理して
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おり、時折抜き打ちの小テストを実施したり、出席カードによる出席確認を合わせて行う

などして、出席状況の確認を厳格に行っている。所定の回数以上に欠席した学生は、失格

となり、単位を取得することができない。また、平成21年度より導入しているGPA制度は、

卒業要件には直接関与しないものの、留学許可の決定、奨学金の選考など学生の能力や学

習成果を客観的に判断する際の基準として活用している。編入学、入学前の学習に係る単

位認定、所定の資格取得による単位認定を実施する際には、その根拠となる書類・資料(成

績証明書、当該科目認定に係るシラバス、合格証)の提出を求め、本学の単位認定基準と照

合し、時間数あるいは内容等が合致しているか、教務委員会等で精査している(資料4(3)-1｢経

営学部履修要項｣、資料4(3)-2｢外国語学部履修要項｣、資料4(3)-3｢人間学部履修要項｣、資料4(3)-4｢保健医療技術学部

履修要項｣)。 

 

＜2＞経営学部 

成績評価方法はシラバスに明記されており、そこで明示された基準に基づき、各担当教

員の責任の下、厳格に行われている。特に、十分な学習時間確保の観点から、出席につい

ては、ICカードによる認証システムを一部教室で導入するなどの方法で厳格に管理してお

り、所定の回数以上に欠席した学生は失格となり、単位を取得することができない。また、

平成21年度より導入しているGPA制度は、卒業要件には直接、関与しないものの、留学許

可の決定など、学生の能力や学習成果を客観的に判断する際の基準として活用している。

(資料4(3)-1｢経営学部履修要項 p.16-20｣、資料4(3)-45｢教員ハンドブック(本郷キャンパス) p.19｣)。 

ゼミは｢演習Ⅰ｣(2年次配当・4単位)と｢演習Ⅱ｣(3年次、4年次2年間配当・8単位)に分か

れ、後者については卒業論文(約15,000字)を提出し、かつ一定の基準に達しないあるいは

未提出の場合は単位を出さないとのゼミ担当教員の事前のコンセンサスが得られている。

当該基準は数値化され(20点満点で5点以下は不合格、18点以上は優秀論文として表彰)、

客観化されている(資料4(3)-46｢卒業論文(制作)審査報告書｣)。 

編入学、入学前の学習に係る単位認定、所定の資格取得による単位認定などを実施する

際には、その根拠となる書類・資料(成績証明書、当該科目認定に係るシラバス、合格証)

の提出を求め、本学の単位認定基準と照合し、時間数あるいは内容等が合致しているか、

教務委員会等で精査している(資料4(3)-47｢経営学部教務委員会議事録(H24.03.01)｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

成績評価については、シラバスに担当科目の教員が評価の在り方と方法等について明示

している(資料4(3)-19｢シラバス｣)。 

学生の出欠も成績評価の一資料であるが、授業日数の3分の2以上の出席を必要としてい

る。英語コミュニケーション科目においては、さらに出席基準を厳しくし、週1回開講の

科目については前期・後期とも3回を超えて欠席すると定期試験の受験資格を失うことに

している(資料4(3)-2｢外国語学部履修要項 p.7｣)。 

成績は、複数の評価観点から評価することを推奨し、また、GPA制度を導入して成績採

点表のオンラインシステムで制御するなどして、成績評価分布の適正化を図っている。 

また、留学した学生に与えられる科目については国際交流委員会が一定の時間をかけて

学生を指導した後、単位認定の原案づくりを行い、それを教務委員会に提案して教授会で
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審議するという2段構えで単位を認定している(資料4(3)-48｢外国語学部国際交流委員会(H23.12.27)資

料｣、資料4(3)-49｢外国語学部教授会議事録(H24.01.20)｣)。 

編入学、入学前の学習に係る単位認定、所定の資格取得による単位認定等を実施する際

には、その根拠となる書類・資料(成績証明書、当該科目認定に係るシラバス、合格証)の

提出を求め、本学の単位認定基準と照合し、時間数あるいは内容等が合致しているか、教

務委員会等で精査している。特に短期大学等からの3年次編入の場合は、62単位を上限と

して単位認定を実施している。(資料4(3)-50｢文京学院大学編入学規程｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 成績評価の方法は、科目担当者が定めて到達目標(評価基準)をシラバスに掲載している。

定期試験、レポート、授業内の発表、実習の参加態度等の項目を挙げ、評価の割合を明示

している。単位認定は履修規程に基づき、合格点(60点：｢C｣評価)に達することで行われる。

授業実施回数の3分の1を超えて欠席した者には単位認定はしない。2011(平成23)年度のGPA

対象科目は498科目で、演習・実習等の68科目と履修者が15名以下の科目は成績分布から外

した。AAおよびAの数が全体の30％を超える場合は、成績入力時理由を記することを課して

おり、成績評価が適切に行われている(資料4(3)-3｢人間学部履修要項 p.105-178｣、資料4(3)-51

｢Campus@venue成績登録(定期試験)｣)。 

編入学生の入学前の学修の単位認定については、根拠資料となる成績証明書、当該科目

のシラバスの提出を求め、本学の授業内容や時間数との合致および単位認定基準との照合

を教務委員会で精査し、教授会で審議している(資料4(3)-52｢人間学部教務委員会議事録(H24.04.18)｣、

資料4(3)-53｢人間学部教授会議事録(H24.05.16)｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

 2009(平成21)年度から、国際的成績基準GPAを導入した。成績評価は、学生が履修した科

目について、試験の成績、実技、レポート、平常の学習態度(含む出席時数)等に基づき行

われる。担当教員が試験・レポート等の結果を統合し、各授業科目の総合評価を行う。 

 成績評価は、学生が履修した科目について、試験およびレポート等の成績、実技試験の

成績、平常の学習態度(含む出席時数)等をもとに行っている。学生に手渡す通知表は学期

ごと履修科目成績通知表にて合格か不合格で表示し、学年末に保護者に送付する成績通知

表はGPA制度に基づき、AA、A、B、C、Fの評価を表示し発行している。 

単位認定は成績評価に基づき行われる。他学部・他大学等で習得した単位も認定される

が、資格に関する科目については認定されない。既修単位の認定については、学則第22条

に定められた通り、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他大学・学部・

短期大学等で修得した単位を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修

得したものとみなしている。既修単位認定制により与えることのできる単位数は編入学、

転入学の場合を除き、他大学で修得した単位数の合計が30単位を超えないものとしている。

編入学、転入学の場合には62単位を限度に単位認定を行っている。 

 

＜6＞経営学研究科 

成績評価は、講義科目と演習科目では評価方法が異なる。講義科目の成績評価は、担当
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教員がレポートもしくは試験の結果により、出席状況等も勘案し行う。演習科目の成績評

価は、修士論文の審査結果、すなわち主査および2人の副査の判定結果による。本学大学院

研究科の科目等履修生として履修した科目については、10単位を限度として、他大学院で

履修して修得した単位は8単位を限度として認定する。既修得単位の認定は、修得先の大学

院の当該科目のシラバスおよび成績を教務委員会で検討し、妥当性を判断し、研究科委員

会に認定原案を提示し、審議を経て単位認定の承認を得ている。このように成績評価と単

位認定は適切に行われていると言える(資料4(3)-31｢大学院経営学研究科履修および課程修了規程｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

科目の担当教員は｢外国語学研究科履修および課程修了規程｣第15条に従い、シラバスに

あらかじめ記載された成績評価基準に基づいて成績評価を行っており、単位認定は、その

成績評価に基づいて行われている(資料4(3)-54｢大学院外国語学研究科履修および課程修了規程｣)。 

修士論文指導を行う｢特別研究｣の成績評価・単位認定に結びつく修士論文の審査は、｢外

国語学研究科履修および課程修了規程｣第18条に示される方法で、あらかじめ定められた5

項目の評価基準(｢大学院外国語学研究科要覧｣に記載)に基づいて行われている(資料4(3)-54

｢外国語学研究科履修および課程修了規程｣、資料4(3)-35｢大学院外国語学研究科要覧 p.21｣)。外国語学研究科の

科目等履修生として履修した科目については10単位を限度として、また、研究科委員会が

認めた国内および外国の大学院および本学他研究科の授業科目履修によって取得した単位

は合計8単位を限度として、本研究科において修得した単位とみなすことが大学院学則第16、

17、19条および大学院外国語学研究科履修および課程修了規程第10条、13条において定め

られている(資料4(3)-55｢文京学院大学大学院学則｣、資料4(3)-54｢大学院外国語学研究科履修および課程修了規

程｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 人間学研究科では、成績評価については文京学院大学大学院学則および履修規程によっ

て定めている。評価方法についてはあらかじめシラバスに成績評価の基準を示し、それに

基づいて現在では、少人数ということもあって基本的には絶対評価で行っている。各専攻、

コースとも、通常の科目の評価は、レポートの提出やプレゼンテーション、ディスカッシ

ョン等をもとに行っている。このほかに、臨床心理学コースにおいては、実習科目では実

習記録提出も求めており、出席状況、内容に基づいて評価がなされ、問題が生じた場合は

コース会議において判断が下される。特別研究(修士論文)に関しては、個別的な研究指導

の過程を踏まえ論文の評価がなされる。主査1名・副査2名による査読をベースに、論文の

中間報告および最終発表会等を加味した評価がなされるが、場合によってはコースにおい

て判定会議等を開催し、評価の最終決定を行っている。なお、既習単位の入学時における

認定は、教務委員会にて審査し、研究科委員会で承認されれば、当大学院においての既習

は10単位まで、他大学院での既習単位の読み替えは8単位まで認められる。(資料4(3)-55｢文京

学院大学大学院学則 第16,17,20条｣、資料4(3)-19｢シラバス｣、資料4(3)-56｢臨床心理士実習記録｣、資料4(3)-57｢人間

学研究科修士論文審査報告書・人間学研究科修士論文評価基準｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 
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修士論文評価は、修士論文審査委員会によって選出された教授による主査1名と指導教授

または准教授も含む修士論文審査委員会が選出した副査2名の審査委員が行い、口頭試問を

経て修士論文審査報告書が提出され、研究科委員会の中で判定を行い公正な評価環境とし

ている。各科目は担当教員の評価によるもので、シラバスの｢成績評価の方法｣に公示され

た方針に従って行われ、その評価結果は研究科委員会で承認されている(資料4(3)-58｢保健医療

科学研究科委員会議事録(H24.03.14)｣)。さらに、講義や研究指導に関しては、大学院生からのアン

ケート評価を実施し、その結果は各教員に通知されているが、これまでのところ、受講生

からは問題点は指摘されていないことから、成績評価および単位認定は公正に行われてい

ることが示されている。 

 

(4) 教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善

に結び付けているか 

＜1＞大学全体 

全学的にPDCAを意識した項目に統一を図った無記名アンケート形式による｢学生による

授業評価｣を、前期後期に各1回実施し、その結果を各教員にフィードバックすると共にイ

ントラネット上に開示し、図書館にて閲覧できるようにすることで、教育内容・方法の改

善に結びつけている(資料4(3)-59｢学生による授業アンケート集計結果表(科目別) 冊子｣)。 

学部独自のファカルティ・ディベロップメント(FD)として、年1回程度、外部有識者(他

大学教員等)を招聘する形式で講演会およびワークショップを実施している。学部独自のFD

以外にも、年2回(9月・12月)、学園が掲げる重要テーマについてのFD・SDが教職員研修会

形式で開催されており、原則、出席が義務づけられている。授業公開期間を設け保護者に

も授業を見学してもらい、アンケート集計結果を教授会でも報告している (資料4(3)-60教職員

研修会のお知らせ｣、資料4(3)-61｢本郷キャンパス授業公開報告｣)。 

 

＜2＞経営学部 

無記名アンケート形式による｢学生による授業アンケート｣を、前期後期に各1回実施、そ

の結果を各教員にフィードバックすることで、教育内容・方法の改善に結びつけている(資

料4(3)-59｢学生による授業アンケート集計結果表(科目別) 冊子｣)。 

学部独自のファカルティ・ディベロップメント(FD)として、年1回程度、実施している。

一例として、2011(平成23)年には日本高等教育開発協会(JAED)に本学が機関会員として加

入したが、経営学部では、同年8月に開催された第1回FDコンサルテーションで｢電子ポート

フォリオを通じた学士課程教育強化を目指して｣と題して発表を行い、専門家であるJAED

会員より貴重なコメントを得た。また、積極的に教員が外部FD研修会(初年次教育学会、大

学コンソーシアム京都のFDフォーラム)に参加したり、あるいはその教育上の取り組みを事

例研究として発表し外部コメントを得るように勧めている(資料4(3)-62｢第1回高等教育開発フォーラム

案内｣)。 

この他、FD全般について年報の作成を開始している。 

 

＜3＞外国語学部 

教育成果についての定期的な検証と教育課程・教育内容・方法の改善への反映について
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は、以下のような実践を行っている。 

1) 基礎科目区分の｢英語コミュニケーション科目(必修)｣においては、｢英語スキル委員

会｣で決定した事項に沿ってレッスン毎に定期的に教育成果の測定を行っている。ま

た、その結果については、各セクション・コーディネーター教員がまとめ、定期的に

開催する教員間の打ち合わせ会合において、本分野の教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけている(資料4(3)-9｢2010 English Skills/BLEC Report｣)。 

2) ｢卒業研究(必修)｣においては、毎年、｢優秀論文発表会｣を開催し、研究成果と教育成

果について検証している(資料4(3)-63｢外国語学部優秀論文及び作品に関する発表会の記録｣)。 

3) BLEC(Bunkyo Language Education Center：文京語学教育センター)では、学生が年2

回受験するTOEIC IPテストの結果をテストごとに分析し、その結果英語スキル系科目

の教育課程や教育内容の改善に結びつけている(資料4(3)-9｢2010 English Skills/BLEC Report｣)。 

4) 全学的にPDCAを意識した項目に統一を図った無記名アンケート形式による｢学生によ

る授業アンケート｣を、前期後期に各1回実施、その結果を各教員にフィードバックす

ることで、教育内容・方法の改善に結びつけている(資料4(3)-59｢学生による授業アンケート集

計結果表(科目別) 冊子｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 本学部では、教務委員会、各学科会議、FD等で教育成果について定期的な検証を行って

いる。特にFDにおいて、学生による授業アンケートの集計結果を踏まえ、教育内容の方法

の改善に努めている。そのほか、2010(平成22)年度から授業公開期間を設け、公開授業ア

ンケート集計結果を教授会でも報告している。ベンチマーク委員会での集計結果で、退学

率や卒業率、保育・教職免許取得率や国家資格取得率、卒業論文提出率等と照らし合わせ

て改善のための基礎資料としている(資料4(3)-64｢人間学部FD会議録(H23.11.09)｣、資料4(3)-59｢学生によ

る授業アンケート集計結果表(科目別) 冊子｣、資料4(3)-65｢人間学部【授業公開】アンケート結果｣、資料4(3)-66｢ベ

ンチマーク 人間学部｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部は医療関連の技術職を養成することを目的としているため、認知領域、情意領域、

精神運動技能領域における教育効果を測定し、その結果を検討して教育効果の向上を図る

必要がある。本学部で養成している理学療法士、作業療法士、臨床検査技師には国家試験

があり、画一した外的な評価基準がある。そのため、教育環境・方法自体の評価も教育効

果の向上には欠かせない。 

認知領域の教育効果の測定には、筆記試験、レポート、国家試験や国家試験の模擬試験

等がある。認知領域の教育効果の測定は、各教員が科目の特性に応じて実施している。臨

床・臨地実習において、教員以外の第三者的視点からの評価を受けることが有用と思われ

る。精神運動技能領域の教育効果の測定には、実技試験、臨床・臨地実習での評価で実施

している。 

教育環境、教育方法に関する評価・検証として、学期末に履修学生に対する授業のアン

ケート調査を実施している。また、2009(平成21)年度に本学部初めての卒業生を輩出して

以来、国家試験の合格率についての対策も検証し、合格率100％を目標に改善を図っている



4 章 教育内容・方法・成果 

102 

 

(資料4(3)-67｢保健医療技術学部 学生による授業アンケート報告書｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

 修士論文の作成および評価は、教育成果において大きな比重を占めるため、この数年改

善を積み重ねてきた。2007(平成19)年度より論文作成指導科目を1年次の必修科目として開

設し、併せて卒業生による公開論文報告会への新入生の出席を義務づけた。また、2年次の

演習科目についての指導教員による｢指導記録｣の提出を求めるようにした。指導記録の作

成を通して、修士論文の進捗状況を把握することができ、修了できない院生の防止につな

げている(資料4(3)-68｢経営学研究科修士論文指導記録｣)。さらに、審査基準の明確化を図り、文献性、

論理性、独自性、有用性、発展性の5つの審査基準を定め各基準につき5段階で評価するこ

ととした。修士論文提出の前提条件として、1年次の4月末に修士論文計画書の提出、2年次

の5月末の修士論文概要書の提出、7月末の修士論文進捗状況報告書、9月の中間報告会での

報告、11月末の半完成修士論文の提出を義務づけた。なお、中間報告会では副査より必ず

コメントをもらい、報告会後にコメント部分の修正およびさらなる内容の充実を図ってい

る。2011(平成23)年度には、修士論文の形式的評価基準と実質的評価基準を定め、研究科

要覧に明示した。あわせて、論文審査の流れの再検討並びに主査・副査の役割分担の明確

化を図った(資料4(3)-69｢大学院経営学研究科要覧 p.36｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

修士課程を修了する学生に対して教育評価アンケートを毎年実施し、その結果を研究科

委員会において提示し、教育課程や教育内容・方法等の改善を検討している(資料4(3)-44｢外

国語学研究科授業アンケート｣、資料4(3)-70｢外国語学研究科委員会議事録(H24.04.05)｣)。また、前期授業終了

後、後期授業終了後にそれぞれの科目を履修した学生に授業アンケートを実施し教務委員

会において改善するべき事項を検討している。必要に応じて、改善提案が教務委員会から

発議され、研究科委員会で審議される。授業アンケート結果は各教員に直接フィードバッ

クも行っている。授業アンケート結果は年度末に集計している(資料4(3)-71｢外国語学研究科授業

アンケート結果｣、資料4(3)-72｢外国語学研究科授業アンケート集計｣)。 

上記アンケート結果も参考にしつつ、教務委員会を主体として毎年、教育成果と教育方

法の適切性の検証を行っており、特に、修士論文の質と指導の向上のために、様々な改善

を行い、成果を上げている。まず、中間報告会の実施時期を、2011(平成23)年度から、2

ヵ月早めており、これにより、問題設定や研究およびデータ収集の方法、論証の方法、論

文の構成等に関する教員からのコメントを、その後の論文執筆に生かせるようになってい

る。また、2011(平成23年度)後期より、全教員に中間報告会への参加およびすべての論文

に対するコメントを求めている(やむを得ない事情により欠席する場合には、修士論文概要

書についてのコメントを求めている)(資料4(3)-73｢外国語学研究科委員会議事録(H24.04.05,H23.10.29)｣)。

専門分野の異なる教員がそれぞれの視点から、問題設定や研究およびデータ収集の方法、

論証の方法、論文の構成、出典の明示方法等についてコメントをすることにより、修士論

文の指導が充実し、修士論文の質の向上につながっている。また、修士論文執筆に必要な

専門知識が確実に得られるようにするために、新入生ガイダンスの際に、指導教員による

履修指導(履修するべき科目についての助言)を行うこととしている(資料4(3)-32｢外国語学研究
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科新入生ガイダンス資料｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科では、教務委員会、コース会議、FDにおいて定期的な検証を行っている。また、

指導教員との面談等を通じて、学生からの要望や問題点の抽出を行うことにより、個々の

学生のニーズを把握し、それらを、教育課程、教育内容や方法の具体的な改善に活かす資

料としている(資料4(3)-74 人間学研究科FD会議議事録(H23.11.02))。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

前期および後期授業終了後に、授業科目のアンケートが行われる。これは｢授業時間はき

ちんと守られたか｣｢話し方は明瞭で聞き取りやすかった｣｢質問に適切に答えてくれた｣｢熱

意を持って取り組んだ｣｢対応に問題(セクハラ、差別発言等)はなかった｣という教員に関す

る項目と｢進度は適切であった｣｢受講生のレベルを考慮した授業であった｣｢専門性が高く、

より高い知識を得た｣｢資料、文献等は事前に十分準備されていた｣｢総合的に見て満足のい

く授業であった｣という授業内容についての項目からなり、結果が教員にフィードバックさ

れるシステムとなっている。改善すべき内容がある場合には、教務委員会を通じて、研究

科委員会で審議される(資料4(3)-75｢保健医療科学研究科 授業に関するアンケート｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

本学では、各学部のカリキュラムポリシーに沿った教育方法および学習指導を実施して

おり、詳細なシラバスを公表してそれに基づいて授業を展開している。またGPAに基づく成

績評価と単位認定を適切に行い、教育成果の定期的な検証を行っている。そして、その結

果を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけている。また、外部評価懇談会(大学評価

の専門家による懇談会)および大学評価懇談会(大学ステークホルダー(高校教員、就職先人

事担当者、卒業生、在校生保護者父母)による懇談会)を開催し、専門家や関係者のコメン

トを得て効果を上げている(資料4(3)-76｢外部評価懇談会記録(H24.03.06)｣、資料4(3)-77｢大学評価懇談会記録

(H24.06.23)｣)。 

 

＜2＞経営学部 

全学生に占めるゼミナール所属率は90％を超え、ほとんどの学生はいずれかのゼミナー

ルに所属することになる (資料4(3)-78｢演習(ゼミナール)申込者・合格者数一覧｣)。このゼミナールで

は｢外国書講読の履修｣を推奨し、｢ゼミナール・オープン大会｣(学内)や｢インナー大会｣(学

外)といった発表会や討論会への参加も奨励している。さらに、｢卒業論文・卒業制作の提

出｣を義務づけている(資料4(3)-79｢演習の手引｣、資料4(3)-80｢経営学部ゼミナール・オープン大会最終論文集｣、

資料4(3)-81インナー大会第51回日本学生経済ゼミナール中央大学大会(プレゼンテーション部門)｣、資料4(3)-82｢経営

学部卒業論文・制作集DVD｣)。 

履修科目登録単位数の上限設定については、履修科目単位数に占める平均単位取得率が

78.1％であることから、概ね有効に機能していると言える(資料4(3)-83｢ベンチマーク 経営学部｣)。 
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学習指導の充実については、退学勧告、2年次留年制度の導入以降、留年者(卒業不可者

数)に減少傾向が見られる(資料4(3)-84｢経営学部留年者数推移｣)。 

シラバスについては、全学的な記載項目・内容等の統一を図ったことで執筆者間での記

載内容のばらつきがなくなり、また、教務委員会等による確認により、学生に均質な情報

を提供することができるようになった(資料4(3)-19｢シラバス｣)。 

経営学部生履修科目の成績評価分布は、ほぼ基準内にあり、成績評価については適切に

行われていると言える(資料4(3)-85｢経営学部成績評価分布｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

教育方法および学習指導は、授業アンケートや授業公開を実施して、教員にフィードバ

ックすることで、その適切性の向上につき 効果が上がっている。 

また、シラバスは、WEB上に公開することにより 外部からの閲覧が可能となっている。 

特に、学生が主語となる｢授業の目的・到達目標｣を明記し、｢予習・復習｣についても記載

することで、外部からの第三者によるチェックが働き、効果が表れている。 

 

＜4＞人間学部 

2009(平成21)年度より初年次教育を授業科目に組み入れたが、後期にFDにおいて初年次

教育の授業改善が検討され、2011(平成23)年度は学生の満足感が5段階評価で4～5の評定が

90％以上と高い評価を得ている上、学生の授業への出席率も前年度と比較して高くなった。

この授業は大学1年生を対象に、日本語リテラシーの向上と大学教育課程への適応を目的と

するものであり、効果が上がっていると言える(資料4(3)-86｢人間学部初年次演習アンケート調査報告｣)。 

2012(平成24)年度に専任教員の全担当科目のシラバスの書式および内容の適切性につい

て、教務委員会で評価し、整備・修正を依頼した結果、授業の到達目標、授業内容、評価

基準等を学生にさらに明示できるようになった(資料4(3)-19｢シラバス｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

年度初めの各学年履修ガイダンスを予定通り実施している。各学年にクラスアドバイザ

ーの教員を配属し、定期的な学生面談を行っている。また全体的な履修に関しては、教務

グループの職員や教務委員の教員がいつでも相談に応じる体制をとっている。また、定期

的な学科会議により、学生の履修状態を把握し、指導できる体制を維持している。欠席の

多い学生の対処は、学科会議で検討している(資料4(3)-87｢理学療法学科会議議事録(H24.07.25)｣、資料

4(3)-88｢作業療法学科会議議事録(H24.07.25)｣、資料4(3)-89｢臨床検査学科会議議事録(H24.07.25)｣)。必修科目に

おいて、欠席過多で定期試験の受験資格を失うケースは見られない。 

初年次教育については、各学科1年次科目に必修として設置しており、大学生として必要

な学習技術についての基本事項の修得を図っている。昨年度から開講している｢ラーニング

スキルズ｣(理学療法学科)は学生からの好評を得ている(資料4(3)-90｢｢ラーニングスキルズ｣学生ア

ンケートの結果｣)。 

授業に関連して、臨床検査学科では、臨床場面を想定したコミュニケーション能力向上

のための授業を実施し、実技試験において評価よび学生へのフィードバックを行なってい

る。さらには、SP実習後に学生アンケートの集計結果から実習評価を行っているが、前向
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きな意見が多い(資料4(3)-30｢臨床検査学科ＳＰ実習関連資料｣)。 

学生による授業アンケートの結果については、各担当教員にフィードバックしている。

また、自己点検･評価委員会において分析し、学部長に報告している。特に改善が必要な場

合に、学部長より指導して改善を求めるようにしているが、このようなケースはほとんど

見られない(資料4(3)-91「保健医療技術学部自己点検･評価委員会議事録｣、資料4(3)-67｢保健医療技術学部 学生に

よる授業アンケート報告書｣)。 

シラバス(講義要綱)については、電子化により、随時、場所を選ばずに閲覧可能となっ

ている。また、授業の目的、到達目標を明示し、予習・復習も随時確認できるようになっ

ている(資料4(3)-19｢シラバス｣)。また、全科目シラバス作成後、授業目標、到達目標の記載が

あるかどうかを含め、各学科教務委員会が確認し、追加・修正の必要な場合には、適宜、

科目担当者に依頼を行っている(資料4(3)-92｢講義要綱(シラバス)記載内容確認依頼文書｣)。 

臨床実習・臨地実習では、各学科の実習委員会にて評価基準を検討した上で外部の実習

指導者に成績評価を依頼している(資料4(3)-93｢保健医療技術学部実習委員会議事録(H24.07.18)｣)。その

ため年1回開催する臨床実習指導者会議において、臨床実習の意義、目的・内容についての

合意形成を行っている(資料4(3)-94｢理学療法学科臨床実習指導の手引き 第3版｣、資料4(3)-95｢臨床実習指導者

会議議事録｣)。また、臨床実習・臨地実習の担当者と面談を行い、実習指導者と教員、さら

には学生とのコミュニケーションを良好なものとしている。 

卒業研究では、少人数制のゼミナール形式で実施し、発表会において相互の評価・フィ

ードバックを実施し、論文集を作成している(資料4(3)-96｢理学療法学科卒業論文抄録集CD｣、資料4(3)-97 

｢作業療法学科卒業論文集CD｣)。また、卒業研究の成果を学会で発表する学生もおり、中には学会

賞を受賞する学生が出るなど卒業研究指導面での効果は上がっている(資料4(3)-98｢文京学院第

656号｣)。 

国家試験対策としては、各学科の国家試験対策計画表を教務委員会に提出して、内容の

確認を行っている(資料4(3)-99｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.06.06)｣)。本学部における教育

評価(成果)の判定の目安としては、国家試験合格率と就職内定率が挙げられるが、具体的

目標数値は関連委員会で検討しベンチマーク委員会で取りまとめている(資料4(3)-100｢ベンチ

マーク 保健医療技術学部｣)。その結果として、2010(平成22)年度、2011(平成23)年度の卒業生に

ついても、高い国家試験合格率、就職内定率を保持している (資料4(3)-101｢保健医療技術学部(文

京学院大学ホームページ)｣、資料4(3)-102｢文京学院大学パンフレット p.73,79,85｣、資料4(3)-103｢ふじみ野就職状況

表｣)。 

｢海外短期フィールドワーク｣には毎年10名前後が参加し、参加後は海外との交流を継続

している。獲得した補助金は教育運営に活かされている(資料4(3)-104｢海外短期フィールドワーク報

告書・体験記｣、資料4(3)-105｢留学生交流支援制度(ショートステイ、ショートビジット)奨学金支給状況報告書｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

修士論文提出の前提条件として、1年次の4月末に修士論文計画書の提出、2年次の5月末

の修士論文概要書の提出、7月末の修士論文進捗状況報告書、9月の中間報告会での報告、

11月末の半完成修士論文の提出を義務づけているため、脱落者を未然に防ぐ効果が上がっ

ている。 
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＜7＞外国語学研究科 

教育方法の適切性および成果の検証は、教務委員会を主体として毎年行っており、特に、

修士論文の質と指導の向上・充実のために行われた様々な改善は、成果を上げている。中

間報告会の実施時期の繰り上げと、中間報告会における全教員のコメントは、問題設定や

研究およびデータ収集の方法、論証の方法、論文の構成、出典の明示方法等、多くの面で

の修士論文の質の向上と修士論文指導の充実につながっている。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科では、各指導教員が学生とコンタクトをとっており、その中で本研究科の履修

指導の在り方についても意見を聴取している。各コースでの人材の養成、すなわち研究者、

教育現場、官公庁・団体の職員、医療機関・福祉施設の職員等の将来の専門職業に向けて

教育・研究の確認を行っており、これらの目標を見据えた履修指導を行っている。少人数

のメリットを生かし、教員と学生との密な交流が行われ、それを基盤に研究、進路等諸側

面に好影響がもたらされていると言える。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

指導教授との事前指導、研究科委員長と専攻主任によるオリエンテーションおよび各科

目担当教授の授業解説により、履修できないような誤りは見られていない。また主査、副

査および修士論文審査委員会が設置され、修士論文の査読、最終試験を行うシステムにつ

いても円滑に施行できている。授業アンケート内項目では｢進度｣について問う内容を含ん

でおり、教員にフィードバックが行われ、教員の授業改善の機会が与えられている。(資料

4(3)-39｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.8-56｣)。前期および後期授業終了後の授業科目のアンケー

トによって、大幅に改善すべき内容が現状では見られない(資料4(3)-75｢保健医療科学研究科 授業

に関するアンケート｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

ゼミ、演習、実習、インターンシップ、留学等学生が意欲を持って臨める授業形態を多

く取り入れて、学生の意欲を高揚させ学生が主体的に学べる教育方法を試みている。しか

しそれでも、学習に対するモチベーションを維持できず授業欠席を重ね、成績不良となる

学生が存在する。こうした学生に対する教育方法についてさらに検討を進めたい。 

 

＜2＞経営学部 

ゼミナールについては、少数ではあるがいずれのゼミナールにも所属しない学生が存在

するため、学生指導の面からも、この未所属学生の数を限りなくゼロに近づけることが必

要である。 

 シラバスに基づく授業展開については、教員自身によるチェック体制は電子アンケート

により担保されているが、学生側の視点からすると、必ずしもシラバス通りに授業が実施

されているとは言えず、さらなる改善を図る必要がある(資料4(3)-106｢学生生活に関する意識調査報

告書 p.24｣)。 
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＜3＞外国語学部 

本学部独自の教育方法および学習指導について、大学全体との整合性について検証する 

ことや教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているかを、より精査できるようにすることが課題である。 

 

＜4＞人間学部 

2009(平成21)年度生よりGPA制度を導入しているが、この数値が現在は十分に活用されて

いるとは言えない。近年、学生の学力が低下傾向にあり、GPA値の低い学生への個別指導を

行う基準値とするなど、問題点と可能性を具体的に検討していく必要がある。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

臨床実習・臨地実習といった学外実習を体験することで、自分の適性を見直す学生も少

なくない。OSCEやSP実習の充実、早期体験(Early Exposure)学習の導入により、入学して

早い段階で適性の自己評価を促す。 

 

＜6＞経営学研究科 

卒業生の公開論文報告会を新入生が聴講できるように4月に開催してきたが、卒業生が仕

事の関係で参加できにくいので、開催時期を再検討する必要がある。 

 

＜7＞外国語学研究科 

修士論文の中間報告会での報告が修士論文執筆にとって有意義となるためには、指導教

員の指導を事前に十分に受けていることが必要であるが、中間報告会での報告を行うため

の条件が定められていないため、学生が指導教員の指導を十分に受けずに中間報告会で報

告をしてしまうという事例が生じた。指導教員の指導を十分に受けた上で中間報告会での

報告がなされることを徹底するための方策を考える必要がある。 

 日本語および英語以外の言語を母語とする留学生が修士論文を書く際に、母語で書かれ

た文献やデータを使用すると、剽窃の有無の確認が難しいという問題がある。剽窃が起き

る可能性を低くし、また剽窃の有無が確認できるようにする必要がある。 

 

＜8＞人間学研究科 

社会人学生の中でも現職の教員・企業人にとっては、仕事をしながらの大学院での学修

は大変厳しいものであり容易ではないが、1年間の修業での修士課程修了を果たすことがで

きれば、社会人にとっては大変有意義なものとなる。とはいえ、現行のカリキュラムでは、

1年間での修了は実質的に困難である。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

授業アンケートの教員へのフィードバックが施行され、教員の授業改善の機会が与えら

れはいるが、その結果を年度別に調査し、改善が見られているか調査する必要がある。 
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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 

さらに学生の能力を引き出すため、多様な国々の異文化を受け入れ、共に考え、外に向

かって自己と日本について発信し、多様な情報をキャッチし、新たな創造ができる人間を

養成する教育プログラムとして、｢新・文明の旅プログラム｣を立案・実施した。真に豊か

な人間力と国際感覚のある人材を同時に養成する新たな教育モデルとして、本学の取り組

みが先例になるものと確信する。この学園創立100周年事業の一環としての｢新・文明の旅

プログラム｣に連動する形で開設された｢新・文明の旅｣関連科目は、グローバル意識を醸成

する授業構成であり、訪問予定国の大使館関係者による講義や｢インターネット電話｣を利

用した訪問予定国とのリアルタイムのやり取りなどもあり、学生の学習に対する意欲や満

足度も高く、教育効果の面から今後の展開に大いに期待できる。(資料4(3)-107｢｢新・文明の旅｣

報告書｣)。 

今後も、そのほか様々な将来に向けた発展方策を学士課程教育に反映させて、各学部・

学科のカリキュラムマップとカリキュラムチェックリストの作成を行い、PDCAサイクルで

改善を行いながら有効に展開していく。 

 

＜2＞経営学部 

ゼミナール未所属学生を減らすため、ゼミナール選択のためのガイダンスや相談会を、

今以上の頻度で実施することを検討すると共に、それでも結果的に所属しなかった学生に

ついては、ゼミ指導教員に代わるアドバイザーの配置を組織的に行っていく。 

教育方法・学習指導に関連して、優秀な卒業論文・卒業制作を表彰する制度として設け

られている｢代表論文・制作｣｢優秀論文・制作｣について、選出基準をより精緻化し、一層

の権威づけを行うことで、専門教育に関する真の力をつけたことの証としたい。 

 学習指導の充実については、退学勧告、2年次留年制度が適用になった学生(あるいは適

用になる可能性のある学生)への指導を徹底していく。 

 履修科目登録単位数の上限設定については、卒業要件単位数の見直しと併せて、必要な

範囲内で再検討を行う予定である。 

シラバスについては、記載内容について情報量の不足等がないよう、点検を継続して実

施していく。 

成績評価については、毎年、年度当初に実施している専任・非常勤教員合同会議におい

て、成績評価の方法・基準等について、教務委員長等による説明を、今後も実施していく

ことで、教員間で差異が生じないようにしていく。 

以上の取り組みは、運営協議会、教務委員会、初年次教育委員会等関連委員会等を中心

に行う。 

 

＜3＞外国語学部 

今後は、 FD委員会が、教育方法についての専門機関として、学習指導の在り方やシラバ

スに基づいて授業の適切性につき、さらに精査を行うことで、教育方法の改善・発展を図

る。 
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＜4＞人間学部 

既に効果が認められている初年次教育については、FDでも初年次教育演習アンケート調

査報告を実施しており、さらにその内容の充実を図ると共に、活用・利用方法を広げるた

めの検討を行い、教育・研究のバランス確認と意識の向上を図っていく。今後は初年次教

育の中で学生に記述を求めているポートフォリオについても引き続きFDにおいて具体的な

討論を行い、さらなる活用に向けて改善していく。2013(平成25)年度に向けて、教務委員

会から全開講科目の担当教員に対してシラバス記述の整備を依頼する。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

一部の選択科目を除き、途中で履修を放棄する学生はほとんどいない状況である。学生

が目的意識を持って積極的に学習に取り組めるよう、クラスアドバイザー制や小グループ

による学習指導制を活用し履修の適切性を確保している。出席管理に関しては非常勤講師

も含めた形でより十分な管理を行い、単位修得できない学生を極力少なくしている。 

本学部では保護者の力も重要であると考え保護者会が結成されおり、保護者も交えた大

学教育を進めている(資料4(3)-108｢文京学院大学保健医療技術学部保護者会会則｣)。保護者とクラスアド

バイザーが面談する機会を設けているが、前向きな意見を多くいただいている(資料4(3)-109

｢保護者会個別面談実施報告(保健医療技術学部)｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

卒業年次の２年生を対象に「教育評価アンケート」を実施しているが、アンケート結果

を踏まえて、時間割構成や研究指導教員及びその指導内容について、さらなる改善を行っ

て行きたい。（資料4(3)-110「経営学研究科 教育評価アンケート（２年生対象）」） 

 

＜7＞外国語学研究科 

修士論文作成指導をさらに充実させるため、2012(平成24)年度までは4月に半日で行って

いた｢修士論文作成ガイダンス｣の内容を充実させ、2013(平成25)年度より｢修士論文作成指

導｣という科目として単位化する方向で、科目の内容を教務委員会で検討している(資料

4(3)-111 外国語学研究科委員会議事録(H24.07.25))。 

 

＜8＞人間学研究科 

本研究科では、各指導教員が直接学生から授業内容についての意見を聴取しており、教

育内容の改善には一定の成果を上げている。しかしながら、今後は、その中で得られた情

報を教員間で差し支えない範囲で共有することで、さらに研究科全体として教育内容等の

発展を考えていく必要もあろう。 

科目等履修生の単位認定制度を利用し、事前に単位を修得することによって、正式入学

時に修了要件単位として認めており、現職教員へのリカレント教育にも配慮している 

(資料4(3)-112｢人間学研究科 修了後の進路(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(3)-113｢人間学研究科大学院生学会

活動・投稿活動｣、資料4(3)-114｢人間学研究科院生研究業績報告書(学会参加)｣、資料4(3)-115｢人間学研究科院生研究

業績報告書(紀要等の執筆)｣、資料4(3)-116｢人間学部研究紀要｣、資料4(3)-117｢文京学院大学総合研究所紀要｣、資料
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4(3)-118｢査読付き専門誌論文｣、資料4(3)-119｢大学院科目等履修生規程｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

修士課程修了時に実施した教育評価アンケートにおいては、本研究科で学んだことにつ

いて学生自身の満足度は高いという結果が出ている。大学院に入学した目的・動機につい

ては｢幅広い視野や専門的知識を身につけるため｣という回答が、本学大学院を選択した理

由については、｢指導を受けたい教員がいたから｣という回答が、研究指導(特別科目)の内

容および指導教員について｢非常に満足｣とする回答が最も多かった。また本学大学院に来

て良かったと思いますかという設問には｢非常に良かった｣とする回答が最も多かった。大

学院修了後の博士課程に進学したり、研究職についたものもいることは当初の目的を満た

していると言える(資料4(3)-120｢保健医療科学研究科教育評価アンケート集計結果｣)。 

また、教員研修会(FD)では、分野間に共通する内容をテーマとして取り上げており、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(資料4(3)-121

｢保健医療科学研究科教員研修会(FD)報告書｣)。 

教育方法の効果判定は在学時だけではなく、在学中に行った研究を論文として採択され

たのち実施されるところまで見なければならない。完成年度を迎えたばかりであるので、

現状の把握はできていない。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

｢アクティブラーニングスタジオ構築｣を計画している。学生の学習意欲の向上、グローバ

ル人材の育成等を目的に、施設を活用した教育で学生が意欲的かつ主体的に学ぶ教育シス

テムを導入していく。｢アクティブラーニングスタジオ｣は3つのエリアから構成する。一つ

目は、本学が進める英語教育メソッドである｢三ラウンドシステム｣を学習するのための 

【ｅ‐learningゾーン】、二つ目は、学生が主体的に活動できる場所、ディベートや話し合

いのできる場所【learning‐commonゾーン】、三つ目は、アニメーションやデザインの作成

等も可能な【multimediaゾーン】である。本郷キャンパス東館北校舎1階(約115.2㎡)ワン

フロアー全面をこれらのスペースとして設計し、学生が授業の予習、復習はもちろん、授

業外にも自由に学習や創作活動が展開できる空間・学習の場として活用していく考えであ

る(資料4(3)-122｢アクティブラーニングスタジオ配置図｣)。 

 

＜2＞経営学部 

シラバスについては、毎年、年度当初に実施している専任・非常勤教員合同会議におい

て、シラバスの意義、記載内容の確認およびその遵守と共に、シラバスに対する学生から

の評価についても、教務委員長から説明をし、理解を求めるようにする。また、授業評価

および教育内容・方法の改善をテーマとした総括的な意見交換も同会議にて実施する予定

である。 

 

＜3＞外国語学部 

本学部独自の教育方法および学習指導について、大学全体との整合性について検証する
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という課題を受け、FD委員会を拡大・充実させることにより、検証と改善の徹底を図る。 

また、教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の

改善に結びつけているかをより精査するために、FD委員会による定期的な検証に加えて、

さらにPDCA委員会とも協力して、さらに発展を期す。 

 

＜4＞人間学部 

今後の数値の活用方法を検討すると共に、GPA値の低い学生のフォロー体制をつくる。学

部の現在の学習支援サポート体制をさらに強化するための具体的検討が求められるため、

まずは教育推進委員会を中心に現状の学生の成果や問題との関連から調査を開始する。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

基礎教育・倫理性を培う科目の配置については、学部共通科目で十分か、学科の特徴に

より基礎教育が異なった方がよいのか、などの検討を行うためには、カリキュラム検討委

員会(仮称)の設置が急がれる。臨床実習施設との連携を強固にしていくため、今後も臨床

実習指導者会議へのより多くの臨床実習施設からの参加を呼びかけていく。 

 

＜6＞経営学研究科 

卒業生の修士論文報告会の開催時期を次年度から変更できるように、早急に研究科委員

会で検討することにする。 

 

＜7＞外国語学研究科 

学生が指導教員から十分に指導を受けた上で修士論文中間報告会の報告を行うことを徹

底するため、指導教員から中間報告をする承認を得ることを、報告を行うための条件とす

ることを、教務委員会から研究科委員会に提案をする予定である。 

 留学生が英語・日本語以外の言語で書かれた文献やデータを修士論文作成に使用すると

剽窃の有無が確認困難であるという問題の解決策を教務委員会で検討する。修士論文のテ

ーマが、指導教員が責任を持って指導できるテーマであるかを教務委員会および研究科委

員会において検討し、必要に応じてテーマ変更を提案することや、留学生の母語が理解で

きる人材の支援を得る可能性を教務委員会で検討している。 

 

＜8＞人間学研究科 

現職教員・企業人にも門戸を開くために、1年間の修業での修士課程修了を果たすことが

できるような研究指導、修士論文審査、所定単位の修得等のシステムについて、教務委員

会を中心に検討していく。ただし、これは例えば事前に十分な研究材料を持っている現職

教員等を対象にしており、研究内容の充実や十分なレベルの修士論文を前提とするもので

ある。実習を前提とした資格取得を目標とする臨床心理学コースの学生は対象とはならな

い。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 
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本研究科を修了した後に、どのような研究成果について一般に公表できたかについて調

査を行う必要がある。 
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(4)  ｢成果｣ 

1．現状の説明 

(1)教育目標に沿った成果が上がっているか 

＜1＞大学全体 

教育の質を確保するためカリキュラムの改編を重ね、時代を先取りしたカリキュラム編

成をとってきた。教室での講義だけでなく、インターンシップやフィールドワーク等の生

きた学問を学ぶチャンスを与え、社会的貢献値の高い人材を育成している。国際化に備え

てインターンシップやフィールドスタディズも海外で行えるようその機会を増やしており、

海外スタディツアーも多くしてグローバル化社会に対応している。出席重視の体制も教育

の質の確保に貢献しているものと思われる。なお、上記のいずれにおいても、教育効果の

検証には、主に期末の定期試験、レポートを用いている。教育目標に沿った成果について、

履修単位に対する取得率、卒業論文提出率、学生の授業満足度率、就職率、退学率等の多

角的側面から測定している。これらの成果については、教務委員会、学生委員会、キャリ

ア委員会、などの各種委員会が必要に応じて評価・点検を行っている。その取りまとめを

ベンチマーク委員会が担当している(資料4(4)-1｢べンチマーク委員会議事録(H24.06.20)｣)。 

 

＜2＞経営学部 

本学部では、教育の質を確保するためカリキュラムの改正を重ね、コンテンツ関連科目

をいち早く開設する等、時代を先取りしたカリキュラム編成をとってきた。教室での講義

だけでなく、企業とプログラム内容についてすり合わせした上で｢短期インターンシップ｣

｢長期フィールドワーク実践｣を実施することにより、生きた経営学を学ぶチャンスを与え、

また会計・コンピュータ･英語等の資格取得を多方面から支援し、社会に貢献できる人材を

育成している。個別の教育(授業)効果の検証には、主に期末の定期試験あるいは成績評価

レポート等により、図ることとしている。また、教育目標に対する成果は、最終的にはゼ

ミの単位取得のために必要な卒業論文・卒業制作に集約されていくと考えられる。さらに、

各種資格の取得状況(情報処理分野の資格であるMicrosoft Office Specialist(M.O.S.)や

簿記会計関連資格である日商簿記検定等からも、ある程度確認することができる。また、

ゼミナール協議会の自治運営によりゼミナール・オープン大会が実施され、研究成果を集

約した最終論文集の発行がなされている。また、前期および後期の終了時に実施している

学生の授業評価の中の自己評価や卒業時に実施している卒業生評価、さらにはキャリアセ

ンターが実施している就職先の評価などを通して、教育成果を確認している(資料4(4)-2｢ベン

チマーク 経営学部｣、資料4(4)-3｢経営学部ゼミナール・オープン大会最終論文集｣、資料4(4)-4｢学生による授業アン

ケート集計結果表(科目別)｣、資料4(4)-5｢文京学院大学・文京学院短期大学 卒業生意識調査｣、資料4(4)-6｢文京学院

大学の教育と卒業生についてのアンケート調査(一般企業用)｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

次の1)～3)において、教育目標に沿った成果が見られる。 

1) 2011(平成23)年度の本学部の成績優秀者の卒業時における成績の平均点は、90点以上。 
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2) 毎年、TOEICの成績上昇者(150点以上のスコア上昇者対象)は、BLECより表彰(例、2010

年度：51名、2011年度：64名)。 

3) 2009(平成21)年度、TOEICの満点取得者(1名)を輩出。また、800点以上の取得者につい

ては、11名(2008年度)、10名(2009年度)、4名(2010年度)、12名(2011年度)。 

 (資料4(4)-7｢外国語学部学年別成績順位一覧表・学長顕彰受賞者リスト・BLEC所長顕彰該当者数｣)  

特に、TOEIC高得点取得学生の学習体験は、一冊の冊子にまとめられ在学生に公開してい

る(資料4(4)-8｢『文京学院でかなえた夢』文京語学研究所(BLEC)編｣)。 

 学生の自己評価に関しては、｢授業評価アンケート｣の一部項目で学生自身の努力と積極

性について質問している。また、学生の就職先アンケート、保護者アンケートを実施し、

教育目標の成果が上がっているかをチェックしている(資料4(4)-4｢学生による授業アンケート集計結

果表(科目別)｣、資料4(4)-6｢文京学院大学の教育と卒業生についてのアンケート調査(一般企業用)｣、資料4(4)-9｢文京

学院大学・文京学院短期大学 保護者意識調査｣)。 

 

＜4＞人間学部 

卒業論文提出率、授業満足度、免許・資格取得者数、国家試験合格者数、就職内定者数、

退学者数を測定している。これらについては教務委員会、学生委員会、就職委員会、国家

試験対策委員会、入試委員会が評価・点検を行っている。授業アンケートの中に学生自身

の取り組みや授業の理解の程度について自己評価される。就職状況や卒業時の学生・保護

者アンケート結果は、教育成果が上がっていることを示している。就職先にもアンケート

調査を実施し、外部からも教育成果について把握している(資料4(4)-10｢人間学部学生委員会議事録

(H23.05.25)｣、資料4(4)-11｢人間学部就職委員会議事録(H24.04.04)｣、資料4(4)-12｢卒業生就職状況(キャリア委員会

資料)｣、資料4(4)-13｢学生生活に関する意識調査報告書 p.24-25｣、資料4(4)-4｢学生による授業アンケート集計結果表

(科目別)｣、資料4(4)-5｢文京学院大学・文京学院短期大学 卒業生意識調査報告｣、資料4(4)-9「保護者アンケート｣、

資料4(4)-14｢文京学院大学の教育と卒業生についてのアンケート調査(幼稚園・保育園・福祉施設用)｣)。 

1) コミュニケーション社会学科の2011(平成23)年度の卒業率は98.2％と高い。また、この

年度の就職希望者44名中内定者は37名(内定率84.1％)と比較的高い。毎年92%以上の学

生が履修している｢共生社会フィールドスタディズ｣の履修者から4名実習先に就職した

学生がおり、キャリア教育の成果が上がっている(資料4(4)-15｢卒業生の声・在校生の今(文京学院

大学ホームページ))。 

2) 児童発達学科の2011(平成23)年度卒業生120名のうち、小学校免許取得者は55名、幼稚

園免許は112名、保育士免許は116名であった。専門職に就いた学生は99名(87.6％)、公

立保育所24名、その他保育所15名、施設6名、私立幼稚園34名、小学校11名、その他(チ

ャイルド産業等)9名と、多くの学生が学びを生かした進路選択をしていると言える。 

3) 人間福祉学科の2011(平成23)年度卒業生115名のうち、社会福祉士の合格者は104名の受

験者中50名(48.1％)、精神保健福祉士は18名中13名(72.2％)であり、これは全国平均合

格率26.3％、62.6％と比べても髙い数値である。福祉専門職についた学生は、高齢者施

設31名、知的障がい者施設19名、病院12名、福祉産業11名、教職2名、その他(社協、事

業団等)14名と、高い比率の学生が学科の学びを生かした進路選択をしていると言える。 

4) 心理学科の2011(平成23)年度卒業生は79名(88.8％)であり、就職希望者52名中45名

(86.5％)が内定を取っている。ここには中高教員(社会・公民)2名、法務教官1名も含ま
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れる。そのほかに大学院進学者も10名おり、一定の教育成果を上げていると言える。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

理学療法士、作業療法士、臨床検査技師には国家試験があり、学生に身につけさせるべ

き学習成果 (Learning Outcome)を検証する最も重要な根拠となっている。本学部では

2009(平成21)年度に初めて国家試験に臨み、結果として全国平均より高い合格率を残すこ

とができた(理学療法士、作業療法士、臨床検査技師)。また、2010(平成22)年度、2011(平

成23)年度の卒業生についても、全国平均より高い国家試験合率を保持している(資料4(4)-16

｢保健医療技術学部履修要項｣、資料4(4)-17｢保健医療技術学部(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(4)-18｢文京学院

大学パンフレット p.73,79,85｣)。 

 学生の自己評価、卒業後の評価においては、卒業生に対して学位授与式の際にアンケー

ト調査を行い、自身の成長度合い、大学教育に対しての満足度などの集計結果から教育の

成果を分析し、成果の上がった部分、今後の改善を要する部分を明らかにしている(資料

4(4)-19｢卒業生｢アンケート調査のお願い｣様式｣、資料4(4)-5｢文京学院大学・文京学院短期大学 卒業生意識調査｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

本研究科は、税務コースに所属する修士論文による税法科目の免除を目的としている院

生の比重が高い。入試倍率も他コースに比べ高いため、能力的に優れた院生が多く、留年

率は低めである。高度専門職業人の育成という教育目標に沿った成果が上がっていると言

える。また、近年、中国からの留学生の就職状況が良好で、1部上場企業に内定する院生

も出てきており、実務家の育成においても成果が上がっていると言える。また、3月の卒

業時点で行われる卒業生に対するアンケートからも教育目標に沿った成果が上がってい

ることが伺える (資料4(4)-20｢経営学研究科教育評価アンケート結果｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

学位授与方針で掲げている3つの目標に関して、次のような成果が上がっている。 

1) 高度な英語力の修得については、入学時のレベルに差があるため、一律に一定のレベル

に達するところまでは行かないものの、全員が選択必修の共通科目｢英語表現研究 

A,B ｣を履修し、英語のリーディング、ディスカッション、プレゼンテーション、ライ

ティングのトレーニングを通して、つたなくはあっても学術英語を使える能力を習得し

ている(要求されるレベルに達しない場合は、不合格となり、再履修となる)。 

 2012(平成24)年度からは、｢デジタルコミュニケーション研究｣の課題の一部としてIT

を利用した英語聴解能力養成教材の学習と学習内容の理解確認テストの受験を義務付

け、英語聴解能力も向上させている(資料4(4)-21｢大学院LTM学習計画・LTMテスト結果｣)。 また、

専門科目の履修により英語で書かれた専攻分野の文献や資料を読む能力を習得してい

る。これらの結果として、最終的に全員が、研究に必要な英語の資料を読みこなしたり、

英語のデータを活用したりすることができるようになると共に、英語で修士論文あるい

は論文概要書(論文概要書は全員が英語で執筆することを義務づけている)を書けるよ

うになっている。 

2) ITの活用能力については、必修共通科目｢デジタルコミュニケーション研究｣の履修を通
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して、全員がマルチメディアを駆使したWebページの作成ができるようになると共に、

ITの運用能力を論文作成や中間報告会、修士論文報告会で活用できるようになっている。 

3) 専門的な知識と研究能力の獲得については、専門科目および修士論文指導を受ける｢特

別研究｣の履修を通して達成され、その成果が修士論文に反映されている。修士論文は、

①研究目的の明確さ・妥当性、②研究分野に対する知識、先行研究の十分な検討、③情

報・資料の充足性、分析方法や考察の適切さ、④体系的な論文構成、明確で一貫した記

述の4項目の評価基準を満たす場合に合格となる(資料4(4)-22｢大学院外国語学研究科要覧 p.21｣、

資料4(4)-23｢外国語学研究科修士論文審査所見書｣、資料4(4)-24｢外国語学研究科修士論文審査報告書｣)。 

なお、合格論文のうち主査・副査が特に優秀と認める論文(原則として審査基準4項目す

べてが80点以上である論文)は、｢優秀論文｣候補として論文審査委員会に推薦され、論文審

査委員会委員全員が候補論文を読み、｢優秀論文｣あるいは｢最優秀論文｣として認定されて

いる(資料4(4)-25｢研究科優秀論文推薦書・外国語学研究科論文審査委員会記録｣)。 

これらの教育の成果として、修士課程を修了する学生に対して毎年実施している教育評

価アンケートにおいては、外国語学研究科で学んだことについて学生自身の満足度が高い

という結果が得られている(資料4(4)-26｢外国語学研究科教育評価アンケート結果｣)。また、国際協力等

のNPO や国際的な事業を行う企業で活躍する者、学位に基づき専修免許を取得して教職へ

進む者、研究成果を教室運営や教材作成に生かす現職教員、外国語学研究科の研究生とな

って研究を続ける者、大学の非常勤講師の職を得る者など、教育目標に掲げる人材を修了

生として輩出している(資料4(4)-27｢外国語学研究科修了生進路一覧｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

人間学専攻保育学コースでは、幼稚園教諭専修免許取得のほかに臨床発達心理士資格の

取得の支援を行っている。修了生は保育者養成の専門学校、短期大学などの非常勤講師、

および専任教員となる者もいる。社会福祉学コースでは、社会福祉専門職養成として福祉・

医療・保健の現場と連携して実習を行い、学問体系とソーシャルワーク実践との融合を図

っている。社会福祉系の大学および短期大学の教員も排出している。心理学専攻心理学コ

ースにおいては、学部授業のTAとしての役割を促したり、教員と共に研究的活動を行う機

会を設ける一方、高等学校専修免許(公民)取得や学校心理士資格の取得のための支援も行

っている。修了生の中には企業の人事企画課で活躍して、その様子が会社のホームページ

に掲載されている者もいる。臨床心理学コースは、臨床心理士受験資格に伴う第一種指定

大学院としてコースの指定を受けており、教育目標に沿った資格取得支援を導入しており、

毎年、臨床心理士試験合格者を出している。｢文京できっちり心理療法を学べてよかった｣

と言う修了生の声を聴いている。一方、研究においては、学会に参加する学生、そこで研

究発表を行う学生も多く、また、本学紀要など、論文の執筆もなされているが、査読付き

の専門誌に採択される学生も出てきたことは注目に値する (資料4(4)-28｢人間学研究科大学院生学

会活動・投稿活動｣、資料4(4)-29｢人間学研究科院生研究業績報告書(学会参加)｣、資料4(4)-30｢人間学研究科院生研究

業績報告書(紀要等の執筆)｣、資料4(4)-31｢人間学部紀要｣) 。 

  

＜9＞保健医療科学研究科 

完成年度を迎えた2011(平成23)年において、博士課程へ進学した者、大学の助手として
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研究職へ転職した者、研究所へ就職した者を初年度に輩出した。研究者の養成の意味で成

果が上がっていると考えられる。高度専門職業人の養成の意味では新規に医療職として就

職したばかりで、リーダーとして活躍しているかどうかについては今後追跡調査する必要

がある(資料4(4)-32｢保健医療科学研究科就職、進学状況｣)。 

また、本研究科では毎年教員研修会(FD)を開催しており、教育改善を図ってきた。その

成果は報告書として冊子にして公表している(資料4(4)-33｢保健医療科学研究科教員研修会(FD)報告

書｣)。 

 

(2)学位授与(卒業・修了認定)は適切に行われているか 

＜1＞大学全体 

本学では、国際的成績判定基準であるGPAによる厳格評価を行っている(資料4(4)-34｢文京学

院大学・短期大学GPA制度の導入とその成果｣)。学部によっては、保健医療の分野においては学年制

を導入し、一定の科目の履修ができなければ進級できないシステムとしている。経営学部

においては、3年次進級時に一定の単位に満たない者に対して｢退学勧告｣を行い、学生のレ

ベルの確保を行っている。外国語学部については、TOEIC試験で最低基準を設けて、基準得

点に満たない者の卒業を認めない。人間学部においては、国家資格(教員免許や、保育士資

格)、国家試験受験(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士)の指定履修科目を課して学

生の質の確保を行っている。また、卒業論文(経営学部、人間学部、外国語学部)、卒業研

究(保健医療技術学部)を課すことで一定のレベル、学士としての質の保証を行っている。

卒業年次にある学生の成績を、学則および履修規程に定める卒業要件に基づいて厳正に確

認した上で、教務委員会において卒業判定の原案を作成、その原案をもって教授会にて審

議の結果、学位授与を行っている(資料4(4)-35｢文京学院大学・短期大学学位規程｣)。 

 

＜2＞経営学部 

卒業年次にある学生の成績を、学則および履修規程に定める卒業要件に基づいて厳正に

確認した上で、教務委員会において卒業判定の原案を作成、その原案をもって教授会にて

審議の結果、学位授与を行っている(資料4(4)-36｢文京学院大学学則 第24条｣、資料4(4)-37｢経営学部履修

規程 第26条｣、資料4(4)-38｢経営学部教務委員会議事録(H24.03.01)｣、資料4(4)-39｢経営学部教授会議事録

(H24.03.08)｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

学位授与(卒業)に関わる判定は、教務委員会から提出された資料をもとに、卒業判定会

議(教授会)において、学則や履修規程に定める卒業要件に関する単位の質・量等について、

厳正かつ慎重に審議して、行っている(資料4(4)-36｢文京学院大学学則 第24条｣、資料4(4)-40｢外国語学

部履修規程 第16条｣、資料4(4)-41｢外国語学部教授会議事録(H24.03.07)｣)。 

 

＜4＞人間学部 

 学位授与に関しては、卒業要件を充足しているかを教務委員会で審議し、教授会(卒業判

定会議)で承認している。卒業要件については、学則によって124単位以上を修得すること

が定められており、それに従って適切に行われている(資料4(4)-36｢文京学院大学学則 第24条｣、資料
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4(4)-42｢人間学部履修要項 p.35｣)。 

卒業論文の審査にあたっては、全学科で卒業論文口述試験を行い口頭発表および質疑応

答を課している。主査・副査の2名が論文を読み、口述試験においても指導を行った上で、

各学科で判定会議により客観的評価を行っている(資料4(4)-43｢人間学部卒業論文口述試験資料｣、資料

4(4)-44｢人間学部卒業論文審査基準｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

本学部の卒業要件単位は、理学療法学科125単位(うち必修単位114単位)、作業療法学科

125単位(うち必修単位117単位)、臨床検査学科125単位(うち必修単位124単位)としており、

履修要項で明示し履修ガイダンスで説明を行っている(資料4(4)-45｢保健医療技術学部履修要項 p.4｣、

資料4(4)-46｢保健医療技術学部ガイダンス予定(ふじみ野キャンパス)｣)。 

卒業要件に基づき、各学科会議での検討・審議を経て教務委員会にて審議、その後、卒

業判定会議を開催し教授会での審議・承認を経ることとしている。最終的に学長が卒業を

認定する(資料4(4)-47｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.02.15)｣、資料4(4)-48｢保健医療技術学部教授会議

事録(H24.02.15)｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

3月に開催される修士論文合否判定会議では主査・副査からの合否判定を明確にすると

共に3名全員の合否が一致しない場合には、出席者全員の合議に基づいて判定を行う。さ

らに、修士修了判定会議において、修了要件の32単位以上が修得されているかどうか厳格

な審議が行われる。毎年、残念ながら数名が不合格となっている(資料4(4)-49｢経営学研究科修士

修了判定会議議事録(H24.03.01)｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

本研究科の修了要件は、｢大学院に2年以上在籍し、32単位以上修得し、かつ必要な研究

指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文または特定の課

題についての研究の成果の審査および試験に合格すること｣(文京学院大学大学院学則第21

条4項)となっている(ただし在籍期間の短縮が研究科委員会の承認によって行われる場合

がある(同条項))(資料4(4)-50｢文京学院大学大学院学則｣)。 

修士論文の審査は、大学院学則第 22 条および｢外国語学研究科履修および課程修了規程｣

第 18条に基づき｢指導教員を含め、研究科委員会で選定する 3名の教員｣(主査および副査

2名)により行われている。論文の評価は、主査と副査による口頭試問を経て、あらかじめ

定められた5項目の論文評価基準に基づいて行われている(資料 4(4)-22｢大学院外国語学研究科要覧 

p.21｣、資料 4(4)-51｢文京学院大学大学院｢研究行動規範と修士論文執筆要領｣(外国語学研究科修士論文作成ガイダンス

資料)｣)。2011(平成 23)年度より、修士論文の提出先を教務委員会とし、修士論文の審査の

適切性の保持に教務委員会が責任を持つことができるようにしている。また、主査と複数

の副査の口頭試問後の独立評価を徹底し、公正および公平を保っている(資料 4(4)-23｢外国語学

研究科修士論文所見書｣、資料 4(4)-24｢外国語学研究科修士論文報告書｣)。修士論文の合否は、主査・副査

および教務委員が出席する修士論文合否判定会議において審議、決定している資料 4(4)-52｢修

士論文合否判定会議議事録(H24.02.17)｣)。 
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修士論文中間報告会、完成後の修士論文報告会は公開で行われ、評価の適切さを保持す

るものである(資料4(4)-53｢修士論文中間報告会掲示・修士論文報告会掲示｣)。 

修士修了の可否については、修士修了判定会議(研究科の全教員で組織)において修了要

件が満たされているかを審議している(資料4(4)-54｢外国語学研究科修士修了判定会議議事録(H24.02.23)｣)。

学位の授与については大学院学則第23条に基づき研究科委員会において審議、決定してい

る。修了が認定された者には、修士(英語コミュニケーション)の学位が授与される(資料

4(4)-50｢文京学院大学大学院学則｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

 本研究科の修了要件は、2年以上在学し、32単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受け

た上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文(または特定の課題についての研究)が審査さ

れ、最終試験に合格することである。修了者には、修了と同時に修士の学位が授与されて

いる。特に学位論文の審査においては、学位規程に基づき、研究科委員会にて学位授与の

可否について審議し適切な認定を行っている。学位論文審査にあたっては、修士論文発表

会を経て、主査1名、副査2名が審査を行っている(資料4(4)-55｢大学院人間学研究科履修および課程修

了規程｣、資料4(4)-56｢人間学研究科修士論文審査報告書・人間学研究科修士論文評価基準｣)。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

本研究科修了をするためには文京学院大学大学院学則第21条第7項に基づき、2年間在学

し所定の授業科目について、32単位以上を修得しかつ必要な研究指導を受けた上、修士論

文を提出して、その審査および最終試験に合格しなければならないと定められている。 

また学則第23条に基づき、修士論文の審査および最終試験に関する規定に基づき、修士

論文の審査は、指導教員を含め、研究科委員会で選定する3名の教員(主査および副査2名)

により行われている。学位の授与については大学院学則23条に基づき研究科委員会におい

て審議を行っている。 

保健医療科学研究科修了者に授与する学位は、修士(保健医療科学)とするとされており、

完成年度の修了者は23名であった(資料4(4)-57｢大学院保健医療科学研究科要覧 p.87｣、資料4(4)-58｢保健医

療科学研究科委員会修士論文最終審査・合否判定会議議事録(H24.02.16)｣)。 

 

2．点検・評価 

①効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

本学は、｢自立｣した人間として、共に支え合う社会の実現に寄与することのできる人材

の養成が組織的に展開している初年次教育授業を含め、制度的に定着してきている。教育

目標に沿った成果について、履修単位に対する取得率、卒業論文提出率、学生の授業満足

度率、就職率、退学率等の様々な面で測定している。これらの成果については、教務委員

会、学生委員会、キャリア委員会、などの各種委員会が必要に応じて評価・点検を行って

いる。その取りまとめをベンチマーク委員会が担当しており、入学前教育や入学後の初年

次教育等を通じ、大学で学習することの意義やキャリア形成について動機づけを行ってい

る。点検方法で述べたように、GPA導入、3年次進級判定、TOEIC試験での最低基準設定、国
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家資格、国家試験受験資格の設定、あるいは卒業論文等を科すことで、学生に目標を与え、

教育の質、学士の質の保証を行い、一定の効果を上げている(資料4(4)-1｢ベンチマーク委員会議事

録(H24.06.20)｣)。 

 

＜2＞経営学部 

卒業者に占める卒業論文・卒業制作提出者数は90％を超えており、学習成果を測る指標

としての機能を有効に果たしうると考えられる(資料4(4)-2｢ベンチマーク 経営学部｣)。 

経営学部が目標としている｢経営と情報に関わる専門分野の知識と技術を修得し、国際

化、情報化社会に貢献できる人材の育成｣の成果は、高い就職率となって現れている(資料

4(4)-2｢ベンチマーク 経営学部｣)。特に、コンテンツ分野においては、学生が制作したコンテンツ

(CG作品・商品デザインetc.)が一般企業に採用される事例も増えてきており、実績の点か

ら見ても成果が上がっていると言える(資料4(4)-59｢産学連携プロジェクト実績(文京学院大学ホームペー

ジ))。 

 

＜3＞外国語学部 

教育目標に沿った成果につき、特に学生の英語コミュニケーション能力が、TOEICの成績

上昇者数、高得点者数において、効果が表れている(資料4(4)-60｢ベンチマーク調査報告(BLEC・英語

スキル委員会))。 

 

＜4＞人間学部 

卒業論文(卒業研究)は、学士課程教学改革ガイドラインに基づいて、人間福祉学科では

2008(平成20)年度入学生より、コミュニケーション社会学科では2010(平成22)年度入学生

よりカリキュラム上での必修化を行い、卒業時の教育成果測定の面からもひとつの成果と

考えられる。2012(平成24)年度卒業予定学生に卒業論文を必修科目として課している人間

福祉学科と心理学科を含め、本学部の卒業論文提出者は休学中を除く340名の在籍数のうち

293名(86.2%)と高い。内容についても主査・副査による審査体制を構築実施してきている。

また、資格取得を含む専門家養成を教育目標に掲げる児童発達学科と人間福祉学科では、

高い資格取得率、国家試験合格率および就職内定率をあげている。 (資料4(4)-42｢人間学部履修

要項 p.169-169,p.170-175｣、資料4(4)-61「ベンチマーク調査報告人間学部」)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

成績評価については、教務委員会および教授会にて進級・卒業判定により厳格に評価を

行っている。また本学部では、開設以来、高い国家試験合格率・就職内定率を維持してい

る(資料4(4)-47｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H24.02.15)｣、資料4(4)-18｢文京学院大学パンフレット｣、資料

4(4)-17｢保健医療技術学部(文京学院大学ホームページ)｣)。単位取得ができず留年になった場合には、

取得できなかった科目の単位従量制の学納金規程を設定している。このことにより、精神

的、経済的負担の軽減が図られている(資料4(4)-62｢留年生の学納金納付および徴収に関する内規｣)。 

本学部では、完成年度以降、卒業生を3年間輩出している。地域医療に関連した雇用が出

てきており卒業生の就職先にもなっている。またスポーツ分野やNPO法人、福祉施設等への

就職も見られる(資料4(4)-18｢文京学院大学パンフレット｣)。 
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＜6＞経営学研究科 

税務コースは、税法科目がバランスよく配置されているため、院生には一定の評価を得

ている。国税局の資格免除申請において平成19年以降申請者全員が科目免除となっており、

本研究科の教育水準の高さの証左と言える。また、税務マネジメントコース以外の院生の

就職も良好であり、教育内容のある程度の成果が上がっていると言える(資料4(4)-63｢修了生(本

郷・大学院)就職(勤務)状況｣)。 

 

＜7＞外国語学研究科 

教育の成果は、教育課程や教育内容、教育方法の適切性を検証し、改善を図るために、

教務委員会で定期的に検証をしている。学位授与方針に掲げる3つの到達目標(高い英語力、

IT技能、専攻分野に関する専門的な知識と研究能力)それぞれについて、教育の成果が上が

っており、修了予定生の教育評価アンケートでは｢外国語学研究科で学んで良かった｣とい

う評価を得ると共に、外国語学研究科が育成を目標としている人材を輩出している(資料

4(4)-26｢外国語学研究科教育評価アンケート結果｣)、 資料4(4)-27｢外国語学研究科修了生進路一覧｣)。 

修士論文の審査は、副査に指導教員以外の教員が加わることや、主査と副査それぞれが

統一評価基準に基づいて評価をして所見書を作成し、それをもとに主査が報告書を作成し、

合否は教務委員が出席する合否判定会議で審議をする等の方策により、公平かつ公正に行

われている。また、修士論文報告会は公開で行い、評価の適切性が検証される仕組みとし

ている(資料4(4)-22｢大学院外国語学研究科要覧 p.21｣、資料4(4)-51｢文京学院大学大学院｢研究行動規範と修士論文

執筆要領｣(外国語学研究科修士論文作成ガイダンス資料)｣)。 

 

＜8＞人間学研究科 

修士論文の指導経過や口述試験の内容や在学中の論文発表や査読付き論文の公刊など、

また修了生の進路等から、人間学研究科の教育は学生の要望に応え、その成果は一定水準

にあると思われる。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

途中で退学した大学院生は非常に少なく、ほぼ全員が研究科修了者に授与する修士(保健

医療科学)号を取得している。さらに、在学中の学会発表、論文投稿も数多くある。｢健康

推進・リハビリテーション分野｣において2011(平成23)年度、学会発表10件、採択された論

文は2件と｢検査情報解析分野｣においては学会発表29件、採択された論文は3件であった 

(資料4(4)-64｢保健医療科学研究科院生研究業績報告一覧[健康増進・リハビリテーション分野] [検査情報解析分野]｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

専門職の育成、TOEIC試験の向上、各種資格試験修得、国家試験の合格率、国家試験受験

資格取得率、卒業論文提出率等での教育成果をさらに上げていきたい。 

 

＜2＞経営学部 
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授業に対する学生満足度が、2011(平成23)年度実施調査では十分とは言えず、授業に対

する教員の工夫や改善へ向けた各々の取り組みが、必ずしも学生に理解されているとは言

えないのが現状である(資料4(4)-13｢学生に関する意識調査 p.24｣)。 

 専門分野の知識修得の目安となる資格取得の一つである日商簿記検定については十分

な結果を出しているとは言えない状況である(資料4(4)-2｢ベンチマーク 経営学部｣)。 

 

＜3＞外国語学部 

教育目標に沿った成果の検証のために、学生の｢授業評価アンケート｣、学生の｢就職アン

ケート｣、｢保護者アンケート｣を実施しているが、アンケート項目の検討、分析などを行い、

さらに教育目標に沿った成果が確認できるようにすることが課題である。 

 また、卒業論文の審査基準に関し、具体的基準が明示されていないため、早急に対応す

る必要がある。 

 

＜4＞人間学部 

卒業論文の審査基準およびその判定について、また基準の学生への公示については各学

科会議に任されており、学部としての統一基準を持たない(資料4(4)-44｢人間学部卒業論文審査基

準｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

単位取得ができず留年になった学生に対しては、取得できなかった科目以外の聴講を計

画的に行うよう勧めているが、拘束力がないために途中で聴講しなくなる学生が少なくな

い。定期的にクラスアドバイザー面談を行うなどして、学生とのコミュニケーションをよ

り深める必要がある。 

 

＜6＞経営学研究科 

現在実施されている院生による授業評価にはシラバスに関する項目が入っていないので、

付加する必要がある。 

 

＜7＞外国語学研究科 

修士論文執筆の言語を日本語と英語に限っているため、日本語と英語以外の言語を母語

とする留学生が言語のハンディにより、当初本人が予定した修了までの期間内に修士論文

を執筆できないという事例が生じている。 

 

＜8＞人間学研究科 

社会人学生、特に現職の教員、企業人にとっては規定の修了単位の取得が2年間では難し

く、3年、4年と長期化する傾向がある。研究活動については、上記の様に活発な学生がい

る反面、学会発表までに至らない学生もいるので、さらに指導を重ねる必要がある。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

定員確保について現状の努力を続けることが重要であると思われる。大きな改善点は見
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当たらない。 

 

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 

教育内容・方法・成果について学士の質保証を行っていくため、GPA導入、3年次進級判

定、TOEIC試験での最低基準設定、国家資格・国家試験受験資格の設定、あるいは卒業論文

等を課すことで、学生に目標を与え、教育の質、学士の質の保証を行っており、全体的な

底上げを行うことで一定の効果を上げている。さらに学生の能力を引き出すため、多様な

国々の異文化を受け入れ、共に考え、外に向かって日本を発信し、多様な情報をキャッチ

し、新たな創造ができる人間を養成する教育プログラムとして、｢新・文明の旅プログラム｣

を立案・実施した。今後も、その他様々な将来に向けた発展方策を学士課程教育に反映さ

せて、各学部・学科のカリキュラムマップとカリキュラムチェックリストの作成を行い、

PDCAサイクルで改善を行いながら有効に展開していく。 

 

＜2＞経営学部 

教育目標に沿った成果に関連して、卒業論文・卒業制作の審査判定基準の厳格化を図る

ことで、学習成果の指標としての信頼性をより高めていく予定である。また、産学連携に

ついても、ホームページ等を通じてこれまでの実績をアピールすることにより、より多く

の機会を獲得することを目指す。 

以上の取り組みは、運営協議会、教務委員会、長期インターンシップ委員会、コンテン

ツ多言語知財化センター等関連委員会等を中心に行う。 

 

＜3＞外国語学部 

今後、英語コミュニケーション能力については、英語スキル委員会を中心に、学生個人

に対するきめ細かで、かつ 継続的な指導を行うことにより、その成果をさらに飛躍させる。 

 

＜4＞人間学部 

卒業論文の必修化を行った2学科について、必修化に伴う学修成果の変化と、それに対す

る教育体制のさらなる整備について学科会議で検討していく。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

2011(平成23)年度卒業生の国家試験合格率は、2010(平成22)年度と比較して高いもので

あった(資料4(4)-17｢保健医療技術学部(文京学院大学ホームページ)｣、資料4(4)-18｢文京学院大学パンフレット｣)。

これは、各学科で立案している国家試験対策計画が大きな役割を果たしている(資料4(4)-65

｢保健医療技術学部教務委員会議事録(H23.07.06)｣)。 

 

＜6＞経営学研究科 

税務マネジメントコースにさらに優秀な院生が入学するように対策を講じ、高度な専門

職業人としての多くの税理士の育成を目指す。学部の中国人留学生の本研究科への進学を
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促進し、実務家として養成することに傾注し、より一層の教育的成果を上げる。 

 

＜7＞外国語学研究科 

引き続き、教育課程や教育内容、教育方法の改善を進めながら、教務委員会を主体とし

て、教育の成果の検証を行い、さらに必要な改善策を検討する。また、修士論文の質や評

価の適切性をさらに高めていくため、完成した論文について報告が行われる修士論文報告

会においても、中間報告会と同様に、全教員が積極的に質問やコメントをするよう、教務

委員会から研究科の教員に働きかける。 

 

＜8＞人間学研究科 

大学院修了後の進路を明確にしながら、そこへ向けての学修、研究および論文指導を行

うことによって、在学中の学会発表も含めた、より計画的な成果を上げることができると

考える。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

専門分野ごとの学会発表や専門誌への採用が多くなってきている。研究の進捗がそれぞ

れの分野で進んでおり、研究活動が活性化してきている。｢健康推進・リハビリテーション

分野｣において2011(平成23)年度、学会発表10件、採択された論文は2件と｢検査情報解析分

野｣においては学会発表29件、採択された論文は3件であった。在籍人数から考えて成果が

上がっていると言える(資料4(4)-64｢保健医療科学研究科院生研究業績報告一覧[健康増進・リハビリテーション

分野] [検査情報解析分野]｣)。 

 

②改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

2009 (平成21)年度生よりGPA制度を導入しているが、今後のGPA値の活用方法を検討する

と共に、GPA値の低い学生のフォロー体制が重要である。したがって、この数値を今後どの

ように活用するかを再度検討する必要がある。GPAを卒業要件、留学や就職の基準としてい

る大学もあるが、本学としてどのように対応するかを検討していく。近年、学生の学力が

低下傾向にあるので、個別対応および指導を必要とする学生を知る手がかりのひとつとも

なると考えられ、検討を要する。また、少人数教育としての演習(ゼミ)に入室していない

学生への対応も担当教員を明確にすると共に、年に数回の個別面談を実施する等の方策を

行う。目下、学習サポートセンターが、英語、数学、レポートのサポートを行っており、

指導の効果についての検証も行う。 

 

＜2＞経営学部 

授業に対する学生満足度向上については、シラバスの充実等これまで実施してきた方策

を継続すると共に、FDにおいても喫緊の課題として取り組んでいきたい。 

教育目標に沿った成果に関連する資格取得については、合格者へのインセンティブ(単位

認定・奨励金支給)等を既に導入しているが、今後は、さらに検定対策講座の拡充などを検

討する。また、資格取得の意義や重要性について、関連授業等を通じて、今以上に浸透さ
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せる啓蒙活動を実施していく。 

以上の取り組みは、運営協議会、教務委員会等関連委員会を中心に行う。 

 

＜3＞外国語学部 

教育目標に沿った成果の検証のために、アンケート項目の検討、分析という課題を受け、 

それを担当する機関として、FD委員会とPDCA委員会が合同で、不断に検証・提言を行う体

制をとることにより、将来に向けた発展方策とする。 

卒業論文の審査基準については、既に原案を作成、検討が進められており、2013(平成25)

年度から適用予定である(資料4(4)-66｢外国語学部卒業論文判定基準｣)。 

 

＜4＞人間学部 

卒業論文の統一基準を設けることについて、教務委員会および教務委員長会議において

審議中である。また、卒業論文の審査基準の学生への提示方法について、教務委員会が各

学科会議を連携して検討していく(資料4(4)-67｢人間学部教務委員会議事録(H24.07.18)｣、資料4(4)-68｢教務

委員長会議議事録(H24.07.25)｣)。 

 

＜5＞保健医療技術学部 

ここ数年における国家試験合格率の変動は大きい。内容としても、臨床で経験・体験す

る内容にまで踏み込んだ問題の出題が増えている。過去の国家試験の分析をより細かに行

うだけでなく、既存の知識を応用できるような学習を意識させる必要がある。そのために

は、問題解決型の能動的学修の促進を学部・学科全体で取り組まなくてはならない。 

 

＜6＞経営学研究科 

授業評価項目の見直しが必要な時期に来ているので、シラバスの実施状況についての質

問項目を付加することを検討し、2013(平成25)年度から実施できるようにしたい。 

 

＜7＞外国語学研究科 

留学生が言語のハンディにより本人が当初予定した期間内に修士論文を執筆できないこ

とがあるという問題への対応について、教務委員会において検討し、募集案内および入学

試験の面接時に修士論文は日本語あるいは英語で執筆する旨を明確に示すこととすると共

に、検討を継続する。 

 

＜8＞人間学研究科 

現職の教員、企業人に対して、入学前の科目等履修制度を利用しての入学後の単位履修

の軽減に関する広報や3年間、4年間をかけての長期履修制度の検討などが課題である。 

さらに研究活動を活発化させるために、在学中に毎年学会発表をするよう働きかけること

も有効であろう。 

 

＜9＞保健医療科学研究科 

さらに、学会発表や論文投稿を増やすため、研究科卒業生の動向を調査する。 
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