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第３章 教育内容・方法 
Ⅰ．学士課程の教育内容・方法 
１．教育課程 
【学士課程の到達目標】 

外国語学部は８言語の学科を有する外国語学部の特性を活かし、核となる各学科での学
修と学科の枠を越えた多様な言語や文化に関する学修をとおして、高度な語学力、地域・
文化についての専門的知識及び国際社会で活躍するにふさわしい高い見識並びに豊かな教
養を身につけた人材を育成することを目的としています。また「外国語を学び、その地域
の文化に精通するとともに、豊かな教養に基づく公正な判断力を身につけ、さらに日本を
知り、世界に向けて日本を発信することのできる人材を育成する。」ことをカリキュラム・
ポリシーとして、教育研究活動を推進すべく、以下の事項を目標として、さまざまな教育
研究に関する工夫改善を行っている。 

① 多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備 
② 導入教育及び初年次教育の推進 
③ 少人数教育の実施・習熟度別のクラス編成及び学生に対する履修指導の充実 
④ 国内外の大学での学修の単位認定の推進 
⑤ 大学以外の教育施設等での学修と入学前既修得単位の認定 
⑥ 教育上の効果を測定するためのＧＰＡ評価 
⑦ 厳格な成績評価制度の推進 
⑧ インターンシップ・ボランティア活動等の単位認定 
⑨ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤの実施 
⑩ 学生による授業評価アンケートの実施 
⑪ 授業の方法及び内容ならびに授業の計画（シラバス）の充実 
⑫ 教員の国際交流の推進 
⑬ 学生の国際交流の推進 
⑭ 国内交流の充実 
⑮ マルチメディアを活用した専門教育の推進 
⑯ マルチメディアを活用した教養教育の推進 
⑰ インターンシップを通じて企業・団体の業務の実際を体験し、現実に立脚した職業

観・人生観を育成して就業意識の向上及びミスマッチの防止 
⑱ 学部卒業生の進路希望の達成と就職率の向上 

 
（学部・学科等の教育課程） 
教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第
1 項） 
【現状の説明】 

外国語学部の理念・目的については、第１章大学・学部等の理念・目的・教育目標で述
べたとおりである。2007 年７月の大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行を受け、
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2008 年３月に本学の学則改定を行い、学部の教育研究上の目的を定めるとともに、各学科
の目的についても、表３－１のとおり定めた。 

表３－１ 

 外国語学部 専攻する外国語の学修を通して、その地域・文化について教授し、
高度な語学力及び国際社会で活躍するにふさわしい高い見識並び
に豊かな教養を身につけた人材を育成することを目的とする。 

英米語学科 英語の学修を通して、国際事情・比較文化・言語・英語教育に関
する専門知識を教授し、確かな英語運用能力及び英語圏の諸事象
に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材を育成すること
を目的とする。 

スペイン語学科 スペイン語の学修を通して、スペイン語圏の語学・文学・地域に
関する専門知識を教授し、確かなスペイン語運用能力及びスペイ
ン語圏の諸事象に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材
を育成することを目的とする。 

フランス語学科 フランス語の学修を通して、フランス語圏の語学・文学・文化に
関する専門知識を教授し、確かなフランス語運用能力及びフラン
ス語圏の諸事象に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材
を育成することを目的とする。 

 

ドイツ語学科 ドイツ語の学修を通して、ドイツ語圏の語学・文学・地域に関す
る専門知識を教授し、確かなドイツ語運用能力及びドイツ語圏の
諸事象に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材を育成す
ることを目的とする。 

ブラジルポルト
ガル語学科 

 

ポルトガル語の学修を通して、ポルトガル語圏の語学・文学・歴
史・地域に関する専門知識を教授し、確かなポルトガル語運用能
力及びポルトガル語圏の諸事象に関する的確な分析・判断能力を
兼ね備えた人材を育成することを目的とする。 

中国語学科 中国語の学修を通して、中国語圏の言語・文学・文化・地域に関
する専門知識を教授し、確かな中国語運用能力及び中国語圏の諸
事象に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材を育成する
ことを目的とする。 

日本語学科 外国語としての日本語及び日本文化の学修を通して、日本語学・
日本文化・日本語教育に関する専門知識を教授し、国内外で日本
語を教える能力及び日本の諸事象に関する的確な分析・判断能力
を兼ね備えた人材を育成することを目的とする。 

 

イタリア語学科 イタリア語の学修を通して、イタリア語圏の語学・文学・文化に
関する専門知識を教授し、確かなイタリア語運用能力及びイタリ
ア語圏の諸事象に関する的確な分析・判断能力を兼ね備えた人材
を育成することを目的とする。 

今なお世界で戦争が絶えないのは、異なる言語や文化を持つ人と人との理解不足が大き
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な原因であろう。しかし言語のみならず、互いの文化を知り、相手を思いやる心を育むこ
とが大切であり、本学の建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS－言語を通して世界の
平和を－」は、以前にも増して大きな意味を持つようになっている。 

本学では、建学の精神に基づいて、「確かな語学力と専攻語圏の専門的知識を修得する」、
「複数の言語と文化への理解力を養成する」、「豊かな教養と公正な判断力を身につける」
を基盤とした教育を行っており、外国語学部における体系的な教育課程を編成している。 

世界のさまざまな言語と文化を学ぶことによって、生まれ育った国の伝統や文化に愛着
をいだきつつ、異なる背景を持つ人々を理解し、グローバルな社会に役立つ豊かな教養と
公正な判断力を持つ人材の育成を図っている。具体的には「建学の精神が現代世界の重要
課題であることを理解する」ために総合科目を、「確かな語学力と専攻語圏の専門知識の修
得」のために専攻語演習科目、専攻語基礎科目、専攻語研究科目を、「複数の言語と文化へ
の理解力の養成」のために第２外国語基礎科目、第２外国語研究科目、第３外国語科目、
専攻以外の学科の専攻語科目を履修する学科間開放科目を、「豊かな教養と公正な判断力の
修得」のために全学共通基礎科目、全学共通研究科目、保健体育科目を編成している。 

 
教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 
【現状の説明】 

豊かな教養と公正な判断力を身につけさせることを目標に、専攻語以外の言語を学ぶ外
国語科目、保健体育科目、一般教育的な全学共通科目を配置している。 

第２外国語は１・２年次に 11 ヵ国語の中から専攻語以外の言語を一つ選んで、第２外
国語基礎・研究科目として履修する。さらに多くの外国語の学習を希望する場合は、２年
次以降に 16 ヵ国語から第３外国語・第４外国語・第５外国語というように順次選択するこ
とが可能としている。 

保健体育科目は１年次に「健康科学の実践Ⅰ－1・Ⅰ－2」を必修科目として配置してお
り、テニス、サッカー、バレーボール、柔道、剣道等の中から、各自が興味のある種目を
選択できる。２年次以降も「健康科学の実践Ⅱ～Ⅳ」として、テクニカルスポーツ、ニュ
ースポーツ、シーズンスポーツから選択して履修できる。 

一般教育的科目は、プラクティカルなリベラルアーツをめざすとともに、「言語運用能
力と専門的知識の応用」に重点をおく専門教育との連携のもと、広く国際人として活躍し
得る知性と公正で的確な判断力を身に付けることを目標としている。そのため、全学共通
基礎科目は初年次教育と位置づけ、全学共通研究科目は初年次教育での基礎知識を前提と
する応用的科目とし、可能な限り学生参加型授業を展開している。全学共通研究科目の科
目は、国際関係・地域研究・平和研究の分野で系統的に学ぶ「国際関係領域」、文化の基軸・
交流・歴史・現在について系統的に学ぶ「地域文化領域」、情報・ビジネス・公共の貢献な
ど社会で必要な知識を実践的に学ぶ「現代社会領域」に分科している。前記３領域に属さ
ない科目として、学問分野の枠を超えて自らの必要に応じて自由に学ぶことを目標とする
「共通領域」に、「編入学時認定科目」・「キャリア開発」・「特殊研究」・「日本語表現研究」・
｢日本語教授法」・「地球の異文化理解」・｢海外・国内留学認定科目」・「学校教育支援」・「日
本語教育支援」・「インターンシップ」等を配置している。 
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全学共通研究科目の中に地元である京都の文化を学ぶ授業科目「京都文化論」を開講し、
本学の専門的研究と組み合わせ、比較文化的な視点から研究する「京都研究プロジェクト」
を実施し、学生がそれぞれの専攻する言語で情報発信し、地元である京都の外国人観光客
の誘致に協力している。この取組は、京都市と連携協力の協定を締結し、「官学連携による
観光振興－多言語で京都を発信する－」のテーマで 2004 年度に「現代的教育ニーズ取組支
援プログラム（現代ＧＰ）」に選定され、補助期間終了後の現在も継続し、京都の文化紹介
及び観光振興に寄与している。 

 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理
念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第 52 条との適合性 
【現状の説明】 

専門教育科目としては、各学科に専攻語演習科目（必修・選択）、専攻語基礎科目、専
攻語研究科目を区分とし、専攻語演習科目は専攻する外国語を演習形態の授業を通して学
ぶことによって、その言語に対する高度な運用能力（いわゆる「聞く・話す・読む・書く」
の４技能の統合的運用能力）の修得を目標としている。専攻語基礎科目は専攻語演習科目
で身につける実用的な語学力の土台となり、専攻する言語に関する研究科目を学ぶ上での
基礎となる知識を身につけることを目標としている。専攻語研究科目は専攻する外国語に
ついての言語・文学・社会あるいは文化に関する専門的知識を深めるとともに、その外国
語の運用能力を一層高め、広く国際人として活躍しうるだけの知性と公正で的確な判断力
を身につけることを目標としている。 

日本語学科は専攻語基礎科目と専攻語専門科目（必修・選択）とに区分し、専攻語基礎
科目は、将来、日本語教員、国語教員、日本文化の紹介者等として活躍できるように、日
本語・日本文化・日本語教育の基礎知識を修得させることを目標としている。専攻語専門
科目は、日本語教員、国語教員、日本文化の紹介者等として必要な日本語運用能力、日本
語研究能力、日本文化研究能力を講義・演習・特論・ゼミ等を通じて修得させることを目
標としている。 

専攻語科目は 21 世紀の多文化間コミュニケーションに欠かせない８言語とその言語圏
の文化等をそれぞれの学科で学べる科目編成となっており、また学生個々の目的・目標に
応じての研究ができるよう体系化を図り、４年次に卒業選択の科目区分を設けて卒業論文
もしくは卒業研究のいずれかを選択必修とし、４年間の学修の集大成を行うように 2006
年度にカリキュラム改定を行った。これに加えて専攻語以外の専門知識を深めたい場合は、
他の学科の専攻語科目を履修する学科間開放科目が用意されており、熱意のある学生にと
っては、高いレベルを設定できる教育課程となっている。 

英米語学科の専攻語演習科目（必修）は１年次から、大学で初めて学ぶ言語であるスペ
イン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語・中国語・イタリア語学科の専攻
語演習科目（必修）は２年次から習熟度別クラスを編成している。日本語学科を除くすべ
ての学科に習熟度別での授業を拡げて、4 年間の教育課程の中で、学生個々のレベルに合
わせた教育を展開し、レベルの高い学生にはより高い教育内容を提供し、一定レベルを下
回る学生に対しては、必要なレベルまで引き上げるように教育支援を行っている。 
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一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな
人間性を涵養」するための配慮の適切性 
【現状の説明】 

一般教養的科目は、全学共通基礎科目と全学共通研究科目を区分としている。全学共通
基礎科目は、専攻する外国語についての知識とその運用能力を支えるための豊かな教養を
身につけるとともに、研究科目を学ぶうえでの基礎となる知識を身につける事を目標とし
ている。全学共通研究科目は、専攻する外国語についての高い運用能力と知識に加え、そ
れに関連する国際関係領域・地域文化領域・現代社会領域・共通領域のそれぞれの領域に
ついての専門的知識を深め、広く国際人として活躍し得るだけの知性と公正で的確な判断
力を身につけることを目標としている。 

「国際関係領域」では、国際社会で活躍できる人材を育成することを目標とする。歴史
的視点から学ぶ「地域文化領域」では、確かな視点と理論を身につけることを目標とする。
社会で必要な知識を実践的に学ぶ「現代社会領域」では、豊かな感性と的確な判断力を身
につけることを目標とする。共通領域は学問分野の枠を超えて、自らの必要に応じて自由
に学ぶことを目標とする。 

また、国際コミュニケーション副専攻に７コースを設置するとともに、情報化社会に対
応できるコンピュータやネットワーク等の情報技術の仕組みを理解し、企業のＩＴ化を担
うことができる人材を育成することを目的とした情報コースを設定している。また、教員
をめざす学生を対象に、学校教育についての深い理解と教員としての資質を高めることを
目的とした教育研究コースを設定している。これらの副専攻ではコースごとに定めた所定
の単位を修得した学生に対して、所定の手続きのうえ副専攻コース修了証を発行している。
さらに、教育研究コースと関連させ、地元・京都と隣接する滋賀県の小・中・高の学校教
育及び日本語教育支援活動に学生を参加させる環境を整備し、教育活動の体験を通して学
生個々の資質の向上を図るとともに、ボランティア活動を推進させ、単位認定も行ってい
る。 

 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展
に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 
【現状の説明】 

外国語大学としての本学の外国語科目は、バイリンガル、トライリンガル、マルチリン
ガルをめざす学生のニーズに応えるために、１年次で第２外国語基礎科目（11 ヵ国語）を
２年次で第２外国語研究科目を、２年次以降に第３外国語科目（16 ヵ国語）を開講してい
る。第２外国語基礎科目は、専攻する言語の他にもう一つの外国語に接することにより、
外国語の運用能力を高めることを目標としている。第２外国語研究科目は外国語基礎科目
を引き続き履修することによって、その外国語の運用能力をさらに高めるとともに、その
言語についての専門的知識を深める事を目標としている。第３外国語科目は、さらに他の
外国語にふれることによって、広く言語についての理解力と洞察力を身につけることを目
標としている。 
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外国語科目は、日本語学科に在籍する日本語を母語とする学生は、第２外国語基礎科目
11 ヵ国語から一つの言語を選択して４単位を、第２外国語研究科目でも基礎科目で選択し
た言語を２年次で４単位を修得することが卒業要件となっている。またさらに同じ言語を
３年次で外国語研究科目として履修することができる。専攻語及び第２外国語以外の言語
を履修したい場合は、第３外国語として 16 ヵ国語のうちから選択して２年次以降に履修す
ることができる。 

また、２～４年次には本学独自の制度である学科間開放科目を設けて、各学科専攻語科
目の大部分を所属学科以外の学生に対して開放しており、所属学科の学生と共に専攻語科
目としての語学・文学・政治・経済・歴史・文化等の科目を履修することができ、各学科
から提供されている科目は合計 512 科目にのぼる。この８学科を有するメリットを最大限
に生かしたシステムを利用することで、所属学科の学生と比肩する実力を身につけられる。 

国際コミュニケーション副専攻の英語コース、スペイン語コース、フランス語コース、
ドイツ語コース、ポルトガル語コース、中国語コース、イタリア語コースは、第２外国語
基礎科目、第２外国語研究科目、学科間開放科目で所定の単位を修得し、卒業年度の１月
末までに各コースに該当する外国語検定試験の単位認定基準に達した者に対して申請手続
きの後、副専攻コース修了証書を発行するもので、複数の言語と文化に精通した国際コミ
ュニケーションが図れる人材を養成するための支援として行っている。 

学生の資格検定試験合格またはスコアアップを図るため、在学中に資格検定試験等を受
験し、本学の定める基準に達した場合は、専攻語の検定試験に対する単位認定及び専攻語
以外の外国語の検定試験に対する単位認定を行っている。特に TOEIC（Test of English for 
International Communication）については、英米語学科は１～４年次の全員に対して、英
米語学科以外の学生は１年次の全員と２～４年次は希望者を対象として受験料は全額大学
負担で団体受験するシステムを導入している。2008 年度から英米語学科以外の学生につい
ても、入学時の TOEIC 受験を義務付け、第２外国語として英語を履修する者に対しても、
大学で学ぶ学習効果をはかり、実際の教育内容に改善を加えていく。 

また、外国語教育の新たな試みとして 2003 年度から開始した CALL（Computer Assisted 
Language Learning）を活用した英語を基軸とした二言語同時学習を目指す先駆的な教育プ
ログラムは、2006 年度には「ティームティーチングによる二言語同時学習」で特色ＧＰに
選定され、二言語の対照言語学的アプローチと比較文化を通して二言語の高い言語能力の
獲得を目指して展開している。現在では二言語同時学習は（英語－スペイン語）（英語－フ
ランス語）（英語－ドイツ語）（英語－ポルトガル語）（英語－中国語）（英語－イタリア語）
を開講し、マルチランゲージ・マルチカルチャーラーニング（多言語・多文化修得）を推
進している。 
 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業
科目・外国語科目等の量的配分とその適切性・妥当性 
【現状の説明】 

各学科の卒業要件単位数は表３－14 のとおりである。全学科（ただし、日本語学科の日
本語を母語としない学生を除く）の卒業要件単位は、専門教育科目として、専攻語(専攻語
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演習科目〔必修〕)、専攻語(専攻語演習科目〔選択〕、専攻語基礎科目、専攻語研究科目)、
関連(全学共通研究科目、第２外国語研究科目、学科間開放科目)、卒業選択の合計が 84 単
位、教養教育科目として全学共通基礎科目、第２外国語基礎科目、第３外国語科目、保健
体育科目の合計が 14 単位、重点履修科目が 22 単位、総合科目が４単位の合計 124 単位と
なっている。日本語学科については、日本語を母語とする学生と日本語を母語としない学
生の２つの区分があり、日本語を母語とする学生の卒業要件単位は、専門教育科目として、
専攻語(専攻語専門科目〔必修〕)、専攻語(専攻語専門科目〔選択〕、専攻語基礎科目、第
１外国語科目)、関連(全学共通研究科目、第２外国語研究科目、学科間開放科目)、卒業選
択の合計が 84 単位、教養教育科目として全学共通基礎科目、第２外国語基礎科目、第３
外国語科目、保健体育科目の合計が 14 単位、重点履修科目が 22 単位、総合科目が４単位
の合計 124 単位となっている。日本語を母語としない学生の卒業要件単位は、専門教育科
目として、専攻語(専攻語専門科目〔必修〕)、専攻語(専攻語専門科目〔選択〕、専攻語基
礎科目、第１外国語科目)、関連(全学共通研究科目、第２外国語研究科目、学科間開放科
目)、卒業選択の合計が 84 単位、教養教育科目として全学共通基礎科目、第３外国語科目、
保健体育科目の合計が 10 単位、重点履修科目が 26 単位、総合科目が４単位の合計 124 単
位となっている。 

本学は、外国語学部における高度な語学の運用能力の修得を基本に置きながら、専攻語
の専門的研究や外国語・教養教育の分野において学生個々の目的・目標に合わせて重点的
学習ができるような教育課程をめざしている。 

 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 
【現状の説明】 

基礎教育科目は専攻語科目と教養教育科目のそれぞれに含まれるが、適正に実施・運営
するために、専攻語の基礎科目については各学科会議または委員会において、教養教育科
目については教養教育等・資格保健科目担当者会議において協議・調整を行っている。ま
た、全体に関わる事項及び教育課程に関わる事項については、各学科の教員及び教養教育
担当の教員と教務部長、教務部の事務職員で構成する教務委員会において、各学科や教養
教育担当の教員あるいは教務部が提議した問題について協議・調整を行っている。委員会
で得た成案は、学科長会議を経て教授会で決定した後、各学科や教養教育の担当教員及び
教務部が連携しながら実施している。教養教育科目についても同様である。 

 
カリキュラム編成における必須・選択の量的配分の適切性、妥当性 
【現状の説明】 

 本学では専攻語の高度な語学力養成と学生の目的・目標に合わせた科目選択性の確保を
めざしている。現行のカリキュラムでは、各学科の専攻語演習科目（必修）及び専攻語基
礎科目の単位数は、英米語学科・フランス語・中国語学科は 48 単位、スペイン語・ドイツ
語・ブラジルポルトガル語・イタリア語学科は 46 単位、日本語学科は 42 単位となってい
る。専攻語以外の必修科目は、総合科目４単位、全学共通基礎科目の「情報技術の実践」
２単位、「健康科学の実践」２単位の計８単位であり、専攻語演習科目（必修）と合わせる
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と必修は 50 単位～56 単位の範囲である。選択必修は外国語科目の８単位、卒業選択４単
位の計 12 単位である。ただし、日本語学科は、日本語を母語とする学生は第１外国語が
12 単位、日本語を母語としない学生は外国語科目８単位の代わりに日本語 24 単位が選択
必修となる。 

カリキュラム編成における必修・選択の量的配分を単位数でみると、表３－２のとおり
学科によって多少異なるものの、平均的な必修の単位数は 54 単位（43.5％）、選択必修 14 
単位（11.3％）、選択 56 単位（45.1％）である。 

表３－２         卒業要件単位数内訳表             （単位） 
学科 

区分 英米語 スペイン語 フランス語 ドイツ語 ブラジル 
ポルトガル語 中国語 日本語 イタリア語

必 修 56 54 56 54 54 56 50 54 
選択必修 12 12 12 12 12 12 24 12 
選 択 56 58 56 58 58 56 50 58 

 
（カリキュラムにおける高・大の接続） 
学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行できるような教育指導上の配慮の適切性 
【現状の説明】 

新入生の多くは高等教育に初めて接することになり、大学が設定したプログラムの中で
専攻分野を定めて、自らを律しながら学修することに慣れていない。したがって、授業科
目の履修については、すべての年次について教務部とクラス担任が協力して授業科目オリ
エンテーションを実施し、問題なく授業が受講できるよう指導しているが、特に１年次生
については、登録のフローチャートを配布して指導している。また履修登録までの期間に
ついても、登録に関する相談日を複数日設定して指導を行っている他、履修登録日を授業
開始の１週間後に設定し、登録までの期間を授業科目ガイダンス週間としている。選択性
のある授業科目については学生が移動する時間の 10 分を挟んで、前半 40 分と後半 40 分
の２回、授業に関する説明を行い、学生の希望に合った授業科目を選択できるよう配慮し
ている。 

総合科目「言語と平和」は、建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS －言語を通し
て世界の平和を－」が現代世界の重要課題であることを理解することが目標で、「言語と
平和Ⅰ」（春学期）の授業は、学内外の講師によるオムニバス方式で行い、現代世界の抱
える問題に対する鋭い問題意識、高い課題設定能力の養成を目指す。「言語と平和Ⅱ」（秋
学期）の授業は、少人数の演習形式で行ない、「言語と平和Ⅰ」（春学期）の授業の中で見
出した自分の課題を、更に掘り下げることが求められ、文章作成能力、調査能力、発表能
力の養成に特に力点を置いている。2008 年度の「言語と平和Ⅰ」（春学期）の担当者及び
授業内容は、表３－３－１のとおりで、「言語と平和Ⅱ」（秋学期）は、表３－３－２の
とおりである。 
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表３－３－１ 言語と平和Ⅰ（春学期） 
月 日 担当者・授業内容 

16 

堀川徹志  本学学長 
     本学の建学の精神と「言語と平和」 

早瀬 明  京都外国語短期大学教授 
オリエンテーション１（総合科目「言語と平和」全体） 
総合科目「言語と平和」は、何を目指しているか？ 4 

23 
國安俊彦  京都外国語短期大学准教授 

オリエンテーション２（－「言語と平和Ⅰ」の目的と趣旨－） 
「問題」を発見し、分析し、解決しよう！ 

「言語と平和」特別賞受賞チームによるプレゼンテーション 
「言語は『平和』に貢献できるのか」 
4 30 相川真佐夫 京都外国語短期大学准教授 

なぜ外国語を学ぶのか 
7 岡本俊裕  本学教授 

      言葉の学習と平和の実現 
5 

14 
竹下 ルッジェリ アンナ 本学講師 
      日常的な平和に対する宗教の役割 

－イタリアと日本におけるいじめの問題を通して－ 
「世界と日本のつながり」 

21 藤本実千代 本学非常勤講師、元米系航空会社客室乗務員 
      言語と平和：元国際線客室乗務員が見た世界と平和 

5 
28 

日比野純一 株式会社「エフエムわぃわぃ」代表取締役 
吉富志津代 NPO 法人多言語センターＦＡＣＩＬ代表 

言語と多文化共生 
－情報提供から双方向のコミュニケーションへ－ 

 4 徳永瑞子  聖母大学看護学部教授、「アフリカ友の会」代表 
      アフリカでの医療活動を通して考えること 6 

11 古居みずえ ジャーナリスト 
      映画「ガーダ －パレスチナの詩－」ができるまで 

「日本の平和をふりかえる」 
18 梶川裕司  本学教授 

      人間は平和に向いているのか？－心理学から見た人間－ 
6 

25 
湯浅 誠  ＮＰＯ法人自立生活サポートセンター「もやい」事務局長、「反貧困ネット

ワーク」事務局長 
      現代日本の貧困について考える 

7  2 田上富久  長崎市長 
      被爆地の市長として －語り継がれる被爆体験－ 

まとめ 

7  9 
國安俊彦  京都外国語短期大学准教授 
      アメリカ大統領選挙と演説 
       －オバマ旋風とアメリカ社会の関係を分析する－ 

＊言語学習と地域研究の可能性を模索して 
 

表３－３－２ 言語と平和Ⅱ（秋学期） 
【第１回】 
Ⅰ．授業への導入 
 １．教員自己紹介 
  １）専門 
  ２）個人的なこと－自己開示 
  ３）『建学の精神』についての担当者の考え 
 ２．「言語と平和Ⅱ」のカリキュラムの紹介 
  １）この科目への理解の深化 
   ①他の科目との関連におけるこの科目の位置づけ 
   ②この科目の目的 
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   ③この科目の内容 
   ④この科目の評価の仕方 
  ２）授業のスケジュールについて解説 
Ⅱ．他己紹介 

１． ２人１組でペアを作る 
２．取材をする（５分×２） 

 ３．発表するためにポイントをまとめる  
４．内容を全員の前で報告する 

Ⅲ．次回授業内容の紹介 
【第２回】 
Ⅰ．「言語と平和Ⅰ」のレポートの講評 
 １．レポートの返却 
 ２．教員からのコメント・解説 
 ３．自分自身による振り返り 
Ⅱ．レポートの構成 
 １．論理的な文章作成に関する解説 
Ⅲ．次回授業内容の紹介 
 １．２分間スピーチの原稿作成要領について説明 

１）「言語と平和Ⅰ」で一番興味深かった内容について２分間にまとめる 
  ２）授業で聞いた内容を自分の言葉でまとめなおす 

３）「言語と平和Ⅰ」のレポートをもとに作成すればよい 
【第３回】【第４回】 
Ⅰ．２分間スピーチ 
 １．準備した原稿をもとにして、２分間のスピーチ（各回、受講生の半分ずつ行う） 
  １）発表 
  ２）評価 
   ①相互評価 
   ②自己評価 
Ⅱ．次回授業内容の紹介 
【第５回】 
Ⅰ．文章の要約 

１．要約に関する解説 
１）文章の流れを把握する 
２）段落の関係に注意しながら、文章の構造を把握する 
３）重要な部分をチェックして、キーワードやキーセンテンスを見つける 
４）キーワードやキーセンテンスを中心に、文章を整える 

２．課題文の要約 
Ⅱ．次回授業内容の提示 
【第６回】 
Ⅰ．文章を読んで意見を述べる 

１．論理的な思考・批判的な思考についての解説 
２．自分の意見をしっかりと表現するために 
 １）事実と意見を区別する 

２）意見を断定的に表現する 
３）意見を根拠づけて表現する 

３．練習問題 
１）課題文の読解 
２）自分の意見をまとめて文章にする 

Ⅱ．次回授業内容の提示 
１． 「言語と平和Ⅰ」の内容に関係する、興味のあるテーマについてまとめる 
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【第７回】 
Ⅰ．最終プレゼンテーションに向けて 
 １．今後（７回～１３回）の流れの説明 
 ２．グループの決定 
  １）個人の興味あるテーマを集める 
  ２）教員の指導のもと、近い内容のものを順次、統合していき、グループを形成 

３．グループテーマの決定  
 １）グループテーマの決定 
 ２）グループ作業の方針について議論 

【第８回】 
Ⅰ．課題探求のための情報収集技術について 
 １．インターネットの活用 
 ２．図書館の活用 
Ⅱ．課題に取り組む 
 １．グループごとに取り組み 
 ２．随時、質疑応答 
【第９回】 
Ⅰ．前項課題へ取り組む 

１．グループごとに取り組み 
 ２．随時、質疑応答 
Ⅱ．中間報告 
 １．各グループの中間報告（テーマ変更の有無、進行状況、問題点） 
 ２．各グループへの教員および TA からのコメント 
【第 10 回】 
Ⅰ．前項課題へ取り組む 
 １．グループごとに取り組み 
 ２．随時、質疑応答 
Ⅱ．次回からのプレゼンテーション順序の決定 
【第 11 回】【第 12 回】・【第 13 回】 
Ⅰ．グループごとのプレゼンテーション 
 １．発表 
 ２．評価 
  １）相互評価 
  ２）教員評価 
  ３）自己評価 
Ⅱ．最終個人レポートの書き方と提出方法の指示 
【第 14 回】【第 15 回】 
Ⅰ．個人レポートの提出 
【時間外】 
Ⅰ．優秀作品（グループ発表・個人レポート）の公開 
 
また、各学科では、英米語学科において入学時に TOEIC 団体受験を導入し、そのスコア

により「Reading Development」「Listening Development」を受講させるとともに、年間を
通してコンピュータを利用した自学自修型の授業科目「Ｅ-Learning（Tutorial Studies）」
で学修することを可能としている。スペイン語学科、フランス語学科、ドイツ語学科、ブ
ラジルポルトガル語学科、中国語学科、イタリア語学科においては、履修科目が年度の春
学期と秋学期で評価されるようになり、春学期の授業終了時点で進度が遅れている学生を
把握できるようになった。このため 2003 年度から専攻語リメディアル科目を開講し、進
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度の遅れを取り戻す機会を与えている。専攻語リメディアル科目は入学年度の春学期にお
いて、専攻語の文法・構文等の基軸となる科目の単位が未修得の者及びこれを含む２科目
以上の単位が未修得の者を所属の学科が指名し、本人に受講の意志がある場合に受講を許
可している。当該学生が授業にすべて出席し、期間内の試験及び最終試験に合格した場合
は、一部の科目の単位を追認している。2007 年度から２年次生に対しても、同様の専攻語
リメディアル科目を開講している。 
 
（カリキュラムと国家試験） 
国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の
適切性 
【現状の説明】 

直接国家試験につながりのある学部・学科はなく、正課の授業科目としては、国家試験
につながる科目は配置していない。専攻語学の資格検定試験に関連する科目として、
「English for Certified Test」、「資格スペイン語演習」、「資格フランス語演習」、「資格
ドイツ語」、「資格ポルトガル語演習」「資格中国語」、「資格イタリア語演習」「資格情報処
理」等の授業科目を専攻語科目等に配置し、学生に資格検定試験の受験を奨励するととも
に、高いレベルでの合格を目指させている。正課外で開設しているエクステンション講座
では、旅行業務に関する一定の知識と能力を国家試験により判定し、合格者に対して国土
交通大臣から与えられる国家資格である「旅行業務取扱管理者講座」を実施している。 

在学中に本学が定めた種類と基準の資格検定試験に合格した場合は、単位の認定を行っ
ており、所属する学科の専攻語に関連する検定試験と専攻語以外の検定試験を単位認定の
対象としている。TOEIC IP については、英米語学科は全学生、英米語学科以外の学科の１
年次生全員と２～４年次生の希望者を対象に、受験料を大学が全額負担して実施している。 

2008 年度より、本学後援会からの各種語学検定試験受験料の補助について、TOEFL iBT
を含めて、年間２回、全額が補助されることになった。これら資格検定試験は学生の学力
を客観的に判断する資料として有効なものであり、今後も受験を奨励して、合格レベルと
得点のアップを図っている。 

一方、質の高い旅行商品を消費者に提供していく旅行業のプロとしての「旅行業務取扱
管理者」の存在は重視され、旅行業は大学生の就職先として常に人気業種のトップ 10 にラ
ンク入りしていることからも、同資格の取得を奨励している。さらに、旅行業界以外にお
いても国家資格としての認知度が高く、民間企業就職対策としても、地理や英語の学習は
活用できる内容である。国内旅行業においては比較的高い合格率を収めているが、総合旅
行業になると難易度が高く、合格率アップを図るため、専門学校から講師を招いて、講座
を運営している。 

 
（医・歯・薬学系カリキュラムにおける臨床実習） 
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づけとその適切性 

本学は、該当なし 
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（インターンシップ、ボランティア） 
インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切
性 
【現状の説明】 

 本学では、学生が企業・団体等で業務を直接体験することにより、職業観・人生観の育
成、就業意識の高揚、自らの専門能力向上に繋げることを目的とした教育プログラムとし
て、2000 年度から「本学独自のインターンシップ」(２月～３月実施)、「(財)大学コンソ
ーシアム京都のインターンシップ」の２種類を実施している。過去３年間のインターンシ
ップの送出実績は、表３－４のとおりである。この制度で合格した学生は８単位を上限に
学生本人の申請に基づき、評価委員会・教授会で審議の上、単位を認定している。「本学独
自のインターンシップ」では、全学共通研究科目として１～４単位を認定、「(財)大学コン
ソーシアム京都のインターンシップ」では全学共通基礎科目として１～４単位を認定して
いる。インターンシップの単位数に関しては、就業体験期間及び事前・事後指導時間で異
なり、個々の就業体験、事後学習レポート及びインターンシップ先の評価票に基づいて認
定を行っている。なお、「本学独自のインターンシップ」の特徴としては、語学を活かせる
ホテル・旅行・運輸・出版等に多くの学生が実習していることである。 
 
表３－４      過去３年間のインターンシップ送出実績 

本学独自 (財)大学コンソーシアム京都 
受入企業数 実習企業数 実習生数 単位認定者数 単位認定者数 

2005 年度 39 29 51 51 21 
2006 年度 38 27 30 29 28 
2007 年度 42 33 40 40 17 

 
ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の
適切性 
【現状の説明】 

京都市教育委員会と協定により、同委員会が行っている学校サポート事業「学生ボラン
ティア」に学生を派遣している。本学では学生の主体的な取り組みに対しては積極的に評
価し、２単位を上限に学生本人の申請に基づいて、教授会で審議のうえ単位を認定してい
る。 

学生は事前登録し、学生教育研究災害傷害保険に加入したうえで、依頼のあった学校
（小・中・高）へ原則として放課後に定期的に出向き、児童・生徒に対して教科や部活動
の指導補助等を行っている。該当する学校からの活動期間・時間の証明書と事後報告書に
より、単位認定を行っている。派遣する学生は、教職課程または副専攻で教育研究コース
履修者であり、教職の担当教員が事前・事後指導にあたっている。この活動の単位は、全
学共通研究科目の「学校教育支援活動（１～２単位）」として認定している。 

また、本学は京都市から日本語指導講師派遣の派遣元団体の指定を受け、滋賀県と京都
府からは日本語だけでなく児童生徒の母語でも対応できる学生指導助手の派遣要請により、
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本学の日本語教員養成プログラムを履修している学生を中心に派遣している。 

学生は、学生教育研究災害傷害保険に加入したうえで、依頼のあった学校（小・中・高）
へ原則として放課後に定期的に出向き、児童・生徒に対して日本語指導を行っている。該
当する学校からの活動期間・時間の証明書と事後報告書により、単位認定を行っている。
派遣する学生は、日本語教員養成プログラム履修者がほとんどであり、日本語学科の教員
が事前・事後指導にあたっている。この活動の単位は、全学共通研究科目の「日本語教育
支援活動（１～２単位）」として認定している。 

単位の計算基準については、実習を「実習・実技」、事前・事後指導は「講義」の授業
時間で換算することを定め、適切に実施している。 

過去３年間の単位認定者数の実績は表３－５のとおりである。 

表３－５ 
単位認定者数  

学校教育支援活動 日本語教育支援活動
2005 年度 ３名 ９名 
2006 年度 ３名 ４名 
2007 年度 13 名     11 名 

 
（授業形態と単位の関係） 
各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方
法の妥当性 
【現状の説明】 

本学における授業の形態は、講義・演習・実習・実技の種類があり、学修期間は定期試
験期間を含めて春学期 15 週と秋学期 15 週としている。１単位あたり 45 時間の学修時間
と授業時間（教室内）・自学自修時間（教室外）の関係は、授業形態によって異なっている。 

各語学科における授業科目は、大きく専門教育、教養教育と総合科目の３つに分かれて
いる。専門教育においては、確かな語学力を養成することをめざしていることから、語学
の演習科目は授業時間（教室内）に重点を置く旧大学設置基準の単位計算を基本としてい
る。したがって、専攻語演習科目（必修）などの演習形式の授業科目（日本語学科は、科
目区分名称が多少異なる）は、１週１コマ（90 分）の授業を 120 分とみなし、各学期 15 週
実施で１単位とし、講義形式の授業科目は２単位としている。ただし、演習形式の科目の
中で教室外での自学自修時間を要する授業科目については、各学期 15 週実施で２単位とし
ている。例えば、英米語学科の必修科目をセミナー形式またはワークショップ形式の授業
とし、演習に加えて英文リポートの作成を課すなど総合演習形式をとり、教室内学修を 30
時間とみなし半期で２単位としている。また、2004 年度に新設したイタリア語学科におい
ても、週２回授業で講義と演習を合わせた総合的な演習科目を一部の授業科目に取り入れ、
同様に単位計算している。 

また、インターンシップやボランティア等は、実習時間は「実習・実技」で、事前・事
後指導は「講義」の単位計算基準で算出し、単位の認定を行っている。 
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（単位互換、単位認定等） 
国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第
28 条第 2 項、第 29 条） 
【現状の説明】 

①国内外の大学での学修の単位認定 

本学では、海外の大学へ国際交流協定に基づき積極的に学生を派遣し、また学生により
幅広い知識と教養を身につけさせることを目的として、京都地区の大学と協定に基づき単
位互換を進めている。国内外の大学等との単位互換制度としては、（財）大学コンソーシア
ム京都の単位互換制度、併設校である京都外国語短期大学への特別聴講（単位互換）制度、
そして千葉市にある神田外語大学との国内交換留学、海外の交流協定大学への派遣留学が
ある。（財）大学コンソーシアム京都の単位互換制度は、京都の地域を中心に 46 の大学・
短期大学が単位互換制度に参加して、2008 年度の提供科目数は 506 科目を数える。 

 

ア（財）大学コンソーシアム京都の単位互換制度 

2008 年度の本学学生の協定大学での受講許可人数は 231 名で、出願先大学は 36 校、受
講許可の延べ件数は 214 科目である。過去３年間の受講者数等は表３－６のとおりである。 

単位認定は、12 単位を上限として全学共通基礎科目の中に認定科目を設けて行っている。
単位認定の申請書類は出願書類受付時（４月）に提出させ、認定手続きの迅速化を図って
いる。 

表３－６ 
 受講者数（名） 合格者数（名） 受講科目数

（科目） 
合格科目数 
（科目） 

2006 年度 156 64 146 64 
2007 年度 190 80 180 88 
2008 年度 231 ----- 214 ----- 

 
イ 特別聴講制度 

特別聴講制度は京都外国語大学と京都外国語短期大学が単位互換協定を締結し、相互に
学生の履修を認めるものである。京都外国語短期大学で開講されている授業科目のうち、
特定の授業科目について授業の運営に支障のない限り聴講を認めている。単位認定は 12
単位を上限に全学共通基礎科目の中に認定科目を設けて行っている。過去３年間の京都外
国語短期大学生が大学の特別聴講を申請した者の数と科目数は、表３－７のとおりである。 

表３－７  短期大学から大学への特別聴講申請者数及び科目数 
春学期 秋学期  申請者数（名） 科目数（科目） 申請者数（名） 科目数（科目） 

2006 年度 32 138 21 48 
2007 年度 36 127 36 119 
2008 年度 40 142 25 103 
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また、過去３年間の京都外国語大学生が短期大学の特別聴講を申請した者の数と科目数
は、表３－８のとおりである。 

 
表３－８   大学から短期大学への特別聴講申請者数及び科目数 

春学期 秋学期  申請者数（名） 科目数（科目） 申請者数（名） 科目数（科目） 
2006 年度 12 19 ３ ４ 
2007 年度 ７ 10 ０ ０ 
2008 年度 ６ ９ ２ ５ 

 

ウ 神田外語大学との国内交換留学 

本学と神田外語大学とは、両大学の教育・研究をより一層充実・発展させることを目的
として「学生の国内交換留学制度に関する協定」を締結し、2002 年４月から大学間の学生
交流を図っている。異なる環境での学修・交流の機会を提供する「国内交換留学生制度（留
学期間：１年間、毎年度２名以内）」により、神田外語大学で修得した単位は、包括的な認
定により 45 単位を上限として単位認定している。過去３年間の相互の派遣人数は、2006
年度５名、2007 年度３名、2008 年度１名である。 
 

エ 海外の交流協定大学への派遣留学 

派遣留学とは、本学と国際交流協定を締結している 20 ヵ国 45 大学へ学生を選考のうえ、
派遣する制度である。留学先で修得した単位は、後述の海外の大学との学生交流協定の締
結状況とそのカリキュラム上の位置づけで述べているように原則として包括的な「一括認
定方式」により科目区分ごとに単位を認定している。 

 

オ 認定留学 

認定留学とは、事前に学生自身が留学大学の教育課程等を本学の承認を経た上で、留学
する制度である。留学先で修得した単位は、事前に承認した大学のカリキュラムにそって
履修した場合は、原則として包括的な「一括認定方式」により科目区分ごとに単位を認定
している。 

 

②入学前の既修得単位認定 

ア 本学に入学する前に他大学等で修得した単位の単位認定 

30 単位を上限として入学時の４月初旬に申請の受付を行い認定している。過去３ヵ年
の単位認定の実績は、表３－９のとおりである。 

表３－９ 

 

 

 

 

 認定者数（名） 認定科目数（科目）
2006 年度 ０ ０ 
2007 年度 １ １ 
2008 年度 ０ ０ 
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認定方法は、本学で開設する教養科目の中で類似した科目がある場合に限り、各学科長
がシラバス等により講義内容を確認して科目対科目の振替認定を行っている。 
 
イ 他大学または短期大学等からの編入学生が本学入学前に修得した単位の認定 

本学で修学に必要な能力等を編入学試験で課しており、包括的な一括認定で、原則とし
て２年次編入 32 単位、３年次編入 62 単位を教授会の承認を得て認定している。ただし、
本学での修学が必要とする第２外国語基礎・研究科目及び総合科目は科目対科目の振替認
定で行っている。また、編入学に伴う教職課程科目の単位認定は、教職に関する科目のみ
「科目対科目」の振替認定を行っていたが、2004 年度からは編入学後の学習を考慮して「全
学共通科目」に含まれる教科･教職に関する科目についても振替認定を行っている。 
 

③大学以外の教育施設等での学修の単位認定 

大学以外の教育施設等での学修を評価して本学で単位認定している制度等は、インター
ンシップ・ボランティア（学校教育支援・日本語教育支援）以外では、在学中の資格検定
試験等における優秀な成果である。それぞれの学習内容によって適正かつ柔軟な認定方法
をめざしている。単位認定方法は次のとおりである。 

ア. 資格検定試験の単位認定は、専攻語科目で認定するものと専攻語以外の外国語科目で
認定するもの、全学共通研究科目で認定するものの３種類がある。検定試験の種類・
基準及び認定単位等については表３－10－１～４のとおりである。認定基準は概ね各
科目区分における到達目標の数値とし、認定単位数は一律２単位としている。認定方
法は、合格証等の写しを申請書に添付させ、学科長会議を経て教授会で承認を得て認
定している。 

表３－10－１ 専攻語の検定試験の単位認定 
学   科 学修(資格検定試験)の種類 資格・点数   単位 

TOEIC ７７０以上 
実用英語技能検定試験 準１級以上 英 米 語 学 科
TOEFL ２２０(５６０)以上 
ｽﾍﾟｲﾝ語技能検定試験 ３級以上 ス ペイ ン 語 学 科 D.E.L.E. 中級以上 

フ ラ ン ス 語 学 科 実用ﾌﾗﾝｽ語技能検定試験 ２級以上 
ド イ ツ 語 学 科 ﾄﾞｲﾂ語技能検定試験 ２級以上 

国際ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語検定試験 初級以上 ブラジルポルトガ
ル語学科 ブラジル教育省外国人のため

のポルトガル語検定試験 中級以上 
実用中国語技能検定試験 ２級以上 中 国 語 学 科 HSK（中国語能力認定試験） ５級以上 

日 本 語 学 科 日本漢字能力検定 準１級以上 
イ タ リ ア 語 学 科 実用イタリア語検定試験 ３級以上 

２ 

（  ）は TOEFL（ＰＢＴ）のスコア。TOEIC IP 及び TOEFL ITP は除く。 
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表３－10－２ 専攻語以外の外国語の検定試験の単位認定【英米語・ｽﾍ゚ ｲﾝ語・ﾌﾗﾝｽ語・ﾄ゙ ｲﾂ語・ﾌ゙ ﾗｼ゙ ﾙﾎ゚ ﾙﾄｶ゙ ﾙ語・
中国語・ｲﾀﾘｱ語学科用】 

外 国 語 学修(資格検定試験)の種類 資格・点数   単位 

TOEIC ７７０以上 

実用英語技能検定試験 準１級以上 英 語 

TOEFL ２２０(５６０)以上 

ｽﾍﾟｲﾝ語技能検定試験 ４級以上 ス ペ イ ン 語 D.E.L.E. 初級以上 

フ ラ ン ス 語 実用ﾌﾗﾝｽ語技能検定試験 ３級以上 

ド イ ツ 語 ﾄﾞｲﾂ語技能検定試験 ３級以上 

国際ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語検定試験 準初級以上 

ポルトガル語 ブラジル教育省外国人のためのポル
トガル語検定試験 

中級以上 

実用中国語技能検定試験 ３級以上 中 国 語 HSK（中国語能力認定試験） ４級以上 

イ タ リ ア 語 実用イタリア語検定試験 ４級以上 

２ 

（  ）は TOEFL（PBT）のスコア。TOEIC IP 及び TOEFL ITP は除く。  

 

表３―10－３ 専攻語以外の外国語の検定試験の単位認定【日本語学科用（外国人留学生は
除く）】 

外 国 語 学修(資格検定試験)の種類 資格・点数   単位 

TOEIC ７７０以上 

実用英語技能検定試験 準１級以上 英 語 

TOEFL ２２０(５６０)以上 

実用中国語技能検定試験 ３級以上 中 国 語 HSK（中国語能力認定試験） ４級以上 

２ 

（  ）は TOEFL（PBT）のスコア。TOEIC IP 及び TOEFL ITP は除く。  

 

表３－10－４ 情報処理検定試験の単位認定 

 学修（資格検定試験）の種類 単位 申請年次 認定する科目区分と認定科目名 

初級システムアドミニストレータ ２ ２年次 
全学共通基礎科目 

情報処理検定試験１ 

基本情報技術者試験 

（第２種情報処理技術者試験） 
２ ３年次 

全学共通研究科目 

情報処理検定試験２ 

 

 
（開設授業科目における専・兼比率等） 
全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 
【現状の説明】 

本学はセメスター制度を導入し、授業科目の開講形態は「週１回授業の半期完結型」、「週
２回授業の半期完結型」に大別される。それ以外に、特別に一定の期間に集中して行う集
中講義がある。さらに同じ科目を複数の教員が担当している場合も多いため、科目数では
専・兼比率を単純に計算できない。したがって、外国語学部及び留学生別科の春学期と秋
学期を合わせると、授業の総コマ数が 3,548 コマ、そのうち専任教員の担当分が 1,424 コ
マとなり、40.1％を専任教員が担当していることになる。 
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外国語学部の単科大学である本学は、専攻語科目の多くが演習形態であることと、専攻
語演習科目で習熟度別のクラスを編成しているため、必然的に開講コマ数が多くなり専任
教員が担当する比率が低くなる。したがって兼任教員が多いという問題点はあるが、開講
が必要なコマ数を考慮すればやむを得ない。規模の大きい英米語学科では他の学科と比較
すると、外国人教員の非常勤講師も多く、学科の方針との間に齟齬が生じないように専任
の外国人教員がコーディネーターとして連携にあたっている。 
 
兼任教員等の教育課程への関与の状況 
【現状の説明】 

新年度授業科目担当者打合せ会を毎年３月上旬に開催して、本学の教育方針や教育課程
について詳細に打合せを行い、兼任教員との間に齟齬が生じないように図っている。また
打合せ会の前後に各学科や教養教育科目、保健体育科目、資格課程科目等の担当者による
担当分野ごとの専任教員・兼任教員合同ＦＤを実施し、研鑽を積んでいる。 

授業科目担当者打合せ会及びこれに伴うＦＤでは、各学科、教養教育担当者、情報教育
担当者、総合科目担当者、保健体育科目担当者別に専任教員・兼任教員合同ＦＤを実施し、
兼任教員からも担当分野に関しての提言が出され、教育課程に生かされている。また英米
語学科においては専任外国人教員がコーディネーターとなって、専任及び兼任の外国人教
員間で教育課程に関して調整を行っている。教育方針に資するような提言があれば、コー
ディネーターを通じて学科長や教務部に伝えられ、しかるべき委員会に諮られることにな
る。 

 
（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 
社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程構成上、教育指導上の配慮 
【現状の説明】 

社会人学生に対しては、入学前に他大学等で修得した単位は既修得単位として認定をし
ている。この単位認定については、社会人学生に限らず希望する新入生に対して行ってい
るものであるが、特に社会人学生の場合、新しい知識・教養の修得に集中させることが重
要と考えて行っている。本学で学ぶうえでの必要な語学の適性を入学試験で判定しており、
教育課程構成上特別の配慮はしていない。しかし、大学から専門として初めて学ぶ言語に
ついては、専攻語リメディアル科目を開講し、必要があればその科目を履修させている。 

外国人留学生に対しては、年度初めの授業科目オリエンテーションを、日本語を母語と
する学生とは別に行って周知徹底に努めている。外国人留学生が所属する日本語学科では、
教育課程の中で１年次から３年次まで日本語の音声・表現・語彙・理解能力等を養う科目
24 単位を必修としている。また、外国人留学生に対しては履修計画や日本語の学修方法
等、学科の教員を中心に個別に履修相談に応じている。希望すれば日本語教員養成プログ
ラムも履修できるよう、また国語の教職免許状の取得も可能にしている。 

帰国生徒に対しては、専攻語の能力や日本語の能力に応じて、特別の措置を講じ、履修
特例として制度化している。この履修特例制度は、専攻語の能力が特に優れている学生に
ついては１・２年次で履修しなければならない科目に振り替えて２～４年次の科目を履修
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でき、日本語・日本事情に関する能力が不十分な場合には、日本語学科の科目を履修する
こともできるものである。 

多彩な経験を持つ外国人留学生・帰国生徒をカリキュラムや履修特例等の制度上の配慮
により積極的に受け入れることは、本学の教育の幅をより一層拡大し、他の学生の向学心
にさまざまな形で刺激を与えている。また、社会経験に裏付られた的確な判断力や柔軟性
をもつ社会人を受け入れることは、多様な視点から新たな研究領域を発見させることにつ
ながり、大学全体の活性化につながっている。 

 

２ 教育方法等 
（教育効果の測定） 
教育上の効果を測定するための方法の有効性 
【現状の説明】 

本学では授業科目の成績評価方法として、①平常試験、②定期試験及び③論文審査及び
口述試問の３つを設けている。語学の修得を目標とする本学では、上記の平常試験を推進
するとともに、客観的に教育の効果を測定するために、本学が実施する試験制度に総合試
験を設け、各学科独自に試験を実施している。英米語学科では、各学年末に TOEIC IP の受
験を義務付け、フランス語学科・ドイツ語学科においても学科独自に総合試験を課してい
る。英米語以外の学科で、第２外国語で英語を履修している１年次生にも TOEIC IP の受験
を義務付け、教育の効果を測定している。 

さらに、単位あたり成績評価の平均値を示すＧＰＡ（Grade Point Average）評価を導
入しており、全体的な教育効果を図るうえでは有効な方法である。 

 なお、英米語学科における入学年度別での TOEIC スコアの推移は、表３－11 のとおりで
あり、この表が示すとおり、教育効果は、上がっている。 
 
表３－11 英米語学科入学年度別 TOEIC スコア（平均点）一覧 
入学年度 入学時４月 1 年次終了時 ２年次終了時 ３年次終了時 ４年次終了時
2004年度入学生  － 529 564 623 666 
2005年度入学生 457 527 593 624 ― 
2006年度入学生 480 557 592 ― ― 
2007年度入学生 474 564 ― ― ― 

 
卒業生の進路状況 

【現状の説明】 
 2007 年度の進路状況については、卒業者数 1,045 名に対して民間企業・官公庁・教員そ
の他への就職は 776 名で卒業者数の 74.3％が就職をした。 
 進学については、本学大学院と他大学院合わせて 21 名で、他大学編入は２名、海外留学
が 21 名、専門学校が 23 名である。 
 一方、卒業後も就職活動を継続している学生は 53 名、公務員や教員再受験・講師登録・
大学院や他大学進学受験準備・科目等履修生が 58 名、アルバイト・パート・人材派遣と一

―3 4 ―



時的就業者は 48 名、進路未定者が 43 名という内訳になっている。 
 
（成績評価法） 
厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 
【現状の説明】 

厳格な成績評価を行うために、本学では以下の３つを柱とし、さらにその周辺整備を行
っている。 

①平常授業内での多元的な成績評価の推進 
②ＧＰＡ評価と履修取消し制度の導入、不合格科目の成績証明書への記載 
③専攻語演習科目の必修科目における習熟度別クラス編成の推進 
2002 年度以降の入学者にＧＰＡ制度を導入し、専門・教養など科目区分別に学期ごと

と通算のＧＰＡを成績表に記載している。ＧＰＡを記載した成績表を学生本人だけでなく
保護者へも郵送することで、本学での学修状況を正確に把握してもらうとともに教員の綿
密な学修指導につなげている。 

また、ＧＰＡ等を基に必修の専攻語演習科目において習熟度別クラス編成を推進し、上
記①～③が有機的に関連することで厳格な成績評価を行う仕組みを構築している。さらに
講義概要を充実させる中で「評価についての留意点」の項目を設け、成績評価に関して学
生に理解が得られるよう配慮している。 

評価方法は教育上の効果を測定するための方法の有効性の項で述べたとおり、「平常試
験」、「定期試験」、「論文審査及び口述試問」の３つがあり、担当教員の裁量によって評価
している。成績評価の基準は、100 点を満点として評価し、60 点以上を合格、59 点以下
を不合格としている。また、出席不足（実質全授業回数の３分の２以上の出席を原則）や
点数による評価に不可欠なリポートの未提出や試験の欠席等の場合、失格 (評価はＦ) と
なる｡ 

成績評価の成績証明書への記載方法は表３－12 のとおりである。 
表３－12 

成績評価 2004 年度以降
100 点～90 点 Ａ＋ 
89 点～80 点 Ａ 
79 点～70 点 Ｂ 
69 点～60 点 Ｃ 
59 点～0 点 Ｄ 

失 格 Ｆ 
 
各授業科目の成績評価方法については、講義概要の「評価方法」欄に明記しており、講

義概要は本学ホームページ上からも参照できるようにし、受講する学生へ周知徹底を図っ
ている。さらに詳細な内容については、授業開始時のガイダンス授業で担当教員から指示
している。 

また、厳格な成績評価の仕組みをさらに確固たるものにするために、2004 年度から不
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合格科目を成績証明書に記載し、ＧＰＡ評価を有効なものとする。また授業評価アンケー
トの分析を継続することで、学生との相互理解のもとでの成績評価がなされるようなシス
テムをめざす。 

平常試験を厳格に実施するため、受講者数が多い授業科目では、事務職員を試験監督の
補助につけている。平常試験を全学的に推進することは、実質授業日数の確保につながり、
セメスター制における教育を有効なものとしている。2004 年度から定期試験期間を短縮し
て、定期試験科目をできるだけ減少するように努めている。 
 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 
【現状の説明】 

本学は、学生の主体的学習を促し、教室における授業時間と学生の教室外学習を合わせ
た充実した授業を展開することを目標としている。2006 年度以降の入学者から、年間履修
登録単位の上限を１・２年次生にはそれぞれ 48 単位に設定している。ただし、卒業要件
単位に含まない教職課程等の科目を対象としていない。また、２年次には前年度全体のＧ
ＰＡが優秀な学生（2.7 以上の場合）の制限を解除し、より充実した学修が行えるように
配慮している。 

また、成績不振者（ＧＰＡが 1.0 以下の場合）に対しては、登録の目安を年間 40 単位
程度に制限し、学修が散漫にならないよう指導している。履修登録後約１ヵ月が経過した
段階で、登録科目の取消しを認め、ＧＰＡ評価を有効なものとしている。 
 
各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 
【現状の説明】 

本学では卒業時における学生の質的な水準を確保することから、各学科で進級のための
基準を各年次に設け、修得単位に基づいて毎年進級の可否を判定する制度をとっている。
また、2006 年度入学者から進級基準、卒業要件区分の見直しを行い、学生の目的、目標に
合わせて履修できるよう専門・教養のそれぞれの分野で今まで以上に重点的な学習を可能
にしている。 

さらに英米語学科では、学科の総合試験として入学時から卒業時まで TOEIC IP の受験
を義務付け、フランス語学科においても学科独自の総合試験を実施し、学習達成度の検証
を行っている。これら以外にも 2003 年度から初習言語の学科において１年次の第１セメ
スターにおいて学力の進み方が遅いと思われる学生には、各学科が実施する専攻語リメデ
ィアル科目への参加を求め、秋学期に基礎的学力の補強を行っている。 

単位制と学年制（進級制）を併用し、各年次に進級基準を設けていることは、卒業年次
まで段階的に学生の学習達成度を確認することができる。また、総合試験等で客観的な語
学力を確認することや学習初期段階での学力不足の学生に対する支援も行っている。一方、
既習言語の英語における基礎的学力については、入学時点で水準に差があることから、2006
年度から補習のための科目を配置している。また、編入学者等の学修負担も考慮し、進級
基準の一部においては、柔軟な運用を行っている。 
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（履修指導） 
学生に対する履修指導の適切性 
【現状の説明】 

本学では可能な限りきめ細かな履修指導を心掛けるとともに、選択の幅を広げるために
副専攻コース等を設定して学生の目的、目標にあった履修をさせている。履修登録に際し
て年度始めに学年ごとに授業科目オリエンテーションを実施し、単位修得要領、シラバス
（CD－ROM）、授業科目時間割表等を配布し、それに則って教務部長以下の教務部職員とク
ラス担任教員が中心となって説明・指導を行っている。 

特に新入生に対しての授業科目オリエンテーションでは、「履修登録のフローチャート」
を配布し、登録に必要な事項を分かりやすく時間をかけて説明している。また、新入生に
は一泊二日の学外でのオリエンテーションを実施し、そこで教員からの履修を含めた学生
生活全般の指導も行っている。さらに資格課程（教職・学校図書館司書教諭・図書館司書・
博物館学芸員）履修者には、それぞれの課程で学年ごとにオリエンテーションを実施し、
履修状況の報告と綿密な履修指導を行っている。これら以外にもさまざまな制度について
のオリエンテーションを実施し、該当する学生が混乱することなく履修登録を行えるよう
にしている。 

オリエンテーション期間終了後には、授業開始前に履修登録に関する相談日を設定し、
教務部職員が中心となって履修登録等に関する学生の相談に対応している。また、科目選
択に際しても必修科目以外の科目は、授業開始から１週間を「授業科目ガイダンス週間」
と定め、担当教員から授業内容の説明等を受けた後に履修登録できるようにしている。そ
の間も教務部窓口やクラス担任の教員の研究室で学生が随時履修に関して適切な指導が受
けられるようにしている。特に編入学生には、学科別でオリエンテーションを実施し、履
修に支障を来たさないように新入生同様に基本的事項を含めた履修指導を行うとともに、
教員が個別に面接を行い、今後の履修計画を踏まえて登録指導を行っている。 

また、本学では学生一人ひとりに対応した教員サイドからのきめ細かい学習指導体制の
確立をめざしている。学生が所属するクラスごとにクラス担任制度を設け、それぞれ週２
回（２コマ）を研究室での学生指導時間に充てている。学生指導時間は、単位修得要領等
で学生だけでなく保証人にも周知している。学生はクラス担任の研究室を訪ねて、学習や
学生生活についてのアドバイスが受けられるようになっている。 

なお、シラバスと授業科目時間割については、オンライン化を進め、３月中旬にホーム
ページ上で公開し、在学生には、できる限り早期の計画が立てられるよう配慮している。 

 
留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 
【現状の説明】 

本学では卒業時における学生の質的な水準を確保するために進級制度をとっている。各
年次に進級基準を設け、基準を満たしていない学生は原級に留め、該当者に当該年度内に
クラス担任が面談による修学指導を行っている。本学では留年者に対して、進級基準の緩
和など特に配慮はしていないが、ＧＰＡ評価を活用した履修登録制限や専攻語リメディア
ル科目を実施するなど、学生が留年となる前に教育指導上の配慮を行っている。留年した
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場合は、翌年度の履修登録で、年間 40 単位程度の登録に抑えるよう指導し、学習が散漫
にならないようにしている。また、卒業に際してのみ一定の範囲内で再試験を実施すると
ともに、特定の科目で卒業が延期となった場合は、可能な限り翌年度の９月に卒業できる
よう履修上の配慮を行っている。 

本学では、大学と保証人とで連携して留年しないように対策を講じている。春学期と秋
学期に必修科目の多欠席調査を行い、欠席が一定日数を超えた場合には保証人通知し、２
年以上続けて留年した場合には、保証人とともにクラス担任の修学指導を受けさせる等、
面談を主とした指導を強化している。 

 
科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 
【現状の説明】 

シラバスをホームページ上で公開し、情報を迅速に提供するとともに、授業開始までに
受講オリエンテーションを実施し、随時履修相談に応じている。実際に授業を受講した後
に、授業の内容が履修者の希望に沿わない場合は、担当教員とも相談のうえ、履修科目を
見直し、登録を変更できるように配慮している。また、2002 年度から休講情報の Web 配信
を開始し、キャンパス内の掲示板による休講情報のみならず、自宅からインターネットを
通じて休講情報を確認できるようにしている。また、携帯電話のインターネットを使って、
大学の休講情報にアクセスすることも可能としている。 

オリエンテーションや履修相談などは、関係部署が連携して対応し、教育指導上の配慮
という面からは、それぞれ受講する担当教員に委ねている。履修等における情報が Web 上
で得られる点や受講に際して担当教員と相談して履修科目を変更できる等の配慮がなされ
ている。 

2004 年度からは時間割からシラバスの内容を検索できるシステムを構築している。毎
年３月中旬にはホームページ上で公開し、科目等履修生等に早期の情報提供を行うことが
できるようにしている。また、教育指導上の配慮という点については、2006 年度にポータ
ル機能を持たせた「京都外大 WEB CAMPUS」により、授業科目担当者ともコミュニケーショ
ンを図れるようにしている。 

 
（教育改善への組織的な取り組み） 
学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（Ｆ
Ｄ）およびその有効性 
【現状の説明】 

学生の多様な要求に応え、学生自らが「学ぶ主体」を形成するために、専攻語演習科目
の必修科目においては、クラスの少人数化を推進し、また習熟度別クラス編成を取り入れ
るなど、語学学習により集中できる環境を提供している。カリキュラム内には、資格検定
試験のレベルに応じた対策科目を設け、さらに受験した資格検定試験の成果を一定の基準
に基づき専攻語・外国語それぞれの区分で単位認定を行っている。また、検定試験の成果
は、学生情報データベースに履歴管理し、クラス担任教員等の学生に対する個別学習指導、
効果的な語学教育を行うための基礎資料として活用している。 
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また、ＧＰＡ評価を導入し、本学での取り組みと学習成果を有機的に結びつけている。
さらに教職・学校図書館司書教諭・図書館司書・博物館学芸員の資格課程に加え、日本語
学科の専攻語専門科目を土台とする日本語教員養成プログラムを他の学科の学生にも提供
している。さらに、教養科目の第２外国語を基礎としながら所属学科以外の専攻語科目を
受講し、さらにその語学の検定試験で基準を満たした場合に、国際コミュニケーションの
副専攻コースとして履修証明を与えるようにした。 

教育指導方法改善をめざし、本学のＦＤ活動の中でも随時テーマとして取り上げ、教職
員全体で取り組んでいる。これらの内容は、学科会議、教務委員会等でさらに議論を重ね、
実施に至ったケースも数多い。また、学術研究振興資金を得て進めている「海外における
外国語教育システムの研究プロジェクト」においても教育指導方法の改善を検討している。
さらに教育指導方法改善のために実施している「学生による授業評価アンケート」の結果
を担当教員へフィードバックし、個々の教員による授業改善に役立て、次年度のシラバス
に反映できるようにしている。 

学生が常に意欲的に学ぶ姿勢を持たせることができるようこれら取り組みを継続して
いく。さらに学生の多様な要求に応えられるよう、2007 年度から従来のアンケート項目以
外に、記述式のものを加えて実施し、担当教員の授業改善に役立てている。 

また、本学は、学則第 20 条（「本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的
な研修及び研究を実施するものとする。」）に基づき、本学の教育活動の質的向上と発展を
図るため、ＦＤ特別委員会を 2008 年４月に設置し、以下の任務を遂行している。 
（1）全学のＦＤ活動の企画・実施に関する事項 
（2）全学のＦＤ活動の評価に関する事項 
（3）学科等が行うＦＤ活動の支援に関する事項 
（4）授業評価アンケートの実施に関する事項 
（5）授業評価アンケート結果の管理・フィードバックに関する事項 
（6）ＦＤ活動及び授業評価アンケートに関する情報の収集と提供 
（7）ＦＤ活動に関連する他の委員会等との連携に関する事項 
（8）その他、ＦＤ活動及び授業評価アンケートに関する事項 
 
 教育内容・方法の改善のための組織的な取り組みとして、夏期休暇を利用して学外での
合宿形式による専任教員研修会を実施し、12 月に学内で授業科目担当者の合同セミナーを
実施している。過去３年間の専任教員研修会（学外ＦＤ）の講演・分科会等の主なテーマ
等は、表３－13 のとおりである。 

表３－13              学外ＦＤ 
年度 開催日・場所 テーマ等 
2006 ７月30日～31日 

 
大津プリンス
ホテル 

特別講演 
「外国語大学のめざすもの －地域学と語学教育の狭間で－」 
 姫路獨協大学外国語学部教授・神戸市外国語大学名誉教授 (前学長) 
   東谷穎人 先生 
合同研修「本学の現状」 

１.「英米語学科における事例－“Academic English Skills”、 
   “English Workshop”授業を中心に」（下村・相川） 

２.「教養教育における共通教材の必要性」（早瀬） 
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３.「マルチメディア教育研究センターによる教材開発支援」（梶川・中曽） 
分 科 会 
  第１分科会 
    「教材を考える －教科書を中心に－」 
 第２分科会 
    「教材を考える －教科書以外の教材について－」 
 第３分科会 
    「『言語と平和』の授業展開－『建学の精神』に基づく大学の独自像を模索

して－」 
 第４分科会 
    「『言語と平和』の授業展開『真の』教養の育成－『言語と平和Ⅱ』の学生

参加型授業を通して」 
 第５分科会 
    「キャリア教育の展開」 

2007 ７月30日～31日 
 
大津プリンス
ホテル 

特別講演 
「授業改善のあり方について」 

講師 京都大学高等教育研究開発推進センター長 
教授 田中毎実 先生 

合同研修 
報告１「日米の大学での学習支援の取り組みについて」（奥川） 
報告２「授業評価アンケート調査での『自由記述回答』について」 

（平山・村上） 
報告３「導入教育としての『言語と平和』－ 学習支援の新しい可能性を求

めて」（早瀬・國安） 
分科会 共通テーマ「学習支援について」 
 第１分科会 「『主体的学習の促進』をめぐる学習支援 (1)」〈語学教育を中

心に〉 
学生の主体的な学習(“大学生としての勉強のしかた”)を促すための工
夫。例えば文献の探し方、読み方、レポート作成、授業時間外の学習促
進、研究会等への学生参加促進についての工夫など 

  第２分科会「『主体的学習の促進』をめぐる学習支援 (2)」〈教養教育を中心
に〉 

  第３分科会「『基礎学力の補強』をめぐる学習支援 (1)」〈語学教育を中心に〉
   授業実践の場での基礎学力不足や成績不振学生等に対する支援。また例

えば日本語表現方法についての指導のための工夫など  
  第４分科会「『基礎学力の補強』をめぐる学習支援 (2)」〈教養教育を中心に〉
  第５分科会「短期大学での学習支援」 
      短期大学キャリア英語科がスタートし、新しく観光文化コースも設けら

れた。短期大学のさまざまな面での学習支援には学部にはない難しさも
あるだろうが、授業実践の場でそれをどうすすめていけばよいのか等 

2008 ７月30日～31日 
 
琵琶湖ホテル 

基調講演 
「入試結果に見る外国語系学部及び京都外国語大学・短期大学の動向」 
講師 ゴートゥースクール・ドット・コム株式会社西日本支社 支社長 満渕匡彦 氏 

学内教員発表・問題提議 
「TOEIC プレイスメントテストに見る京都外大生の動向」 

 （倉田・柳田・西元） 
指定討論 

「ミクロ（授業運営、授業設計）、カリキュラム」（舟杉・竹内） 
ラウンドテーブルＡ「学科ＦＤについて」 
ラウンドテーブルＢ「読書マラソンについて」 
ラウンドテーブルＣ「専門教育と教養教育との連携」 
分科会 テーマ「３つのポリシーを巡って～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～」 
分科会Ａ「京都外大の生き残り戦略の構築に向けて」 

大学を取り巻く状況は年々厳しくなってきている。特に、ここ数年の本学
の志願者数の減少を真摯に受け止め、魅力ある大学ひいては魅力ある教育
内容をどう構築していくのかについて真剣に考える時期に来ている。そこ
でこの分科会では，まず指定校、自己推薦等による入学生を対象とする入
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学前指導をどう展開していくのかを発端に、学生に魅力ある教育を提供す
るためにできることについて議論したいと考える。 

 分科会Ｂ「外国語大学におけるリメディアル教育のあり方」 
近年リメディアル教育の重要性が指摘されている。実際、さまざまな要因
から学習困難に陥る学生は多く、学習意欲の低下を招くこうした「つまず
き」に対する適切なフォローが必要である。この分科会では、「リメディ
アル的」授業の現状を踏まえて、「補習授業」の形式に限らない学習支援
の可能性や語学習得のための基礎能力の問題も視野に入れながら、外国語
大学に即したリメディアル教育のあり方について議論したいと考える。 

 分科会Ｃ「『実際使用』をめざした『多様（マルチ）な』外国語教材の開発・
発信」 
大学を取り巻く状況は年々厳しくなってきている。そんな中で，大学は，
国際化・多様化する社会のニーズに応じた人間力のある学生の育成をめざ
して教材を開発・発信していかなければならない。この分科会では，海外
在住の外国語学習者・仕事をもつ学習者・大学を受験する高校生にも使え
るような「実際使用」をめざした「多様（マルチ）な」外国語教育の教材・
コンテンツの開発・発信について議論する。 

 分科会Ｄ「多様化する学生への支援の在り方について」 
教育の世界において「多様化」は過去には肯定的なキーワードとして認識
されていた。しかし今日、それは「問題への対処の」という修飾がつく概
念となった。本学における多様化した学生への学習支援、そして人間的成
長への支援のための方策を探ることを本分科会の目的としたい。 

 分科会Ｅ「学習到達目標の設定と専攻語検定試験及び教養教育の役割」 
多様な生徒が入学する今日、従来通りの教育の仕方では、教育効果を上げ
ることが困難になってきたのは周知の通りである。特に「ゆとり教育」を
受けてきた彼らに顕著なのは、一般常識の欠如と国語力の低下である。こ
の分科会では、教育効果を上げるための学習到達目標の設定として、専攻
語検定試験の位置づけ及び教養教育の役割について考えて行きたい。 

 
過去３年間の大学・短期大学授業科目担当者合同セミナー（学内ＦＤ）の主な発表テー

マ等は、表３－14 のとおりである。 
表３－14 
年度 時期 開催日 主な発表テーマ等 
2006 秋学期 12 月７日 

15:10～ 

１.文部科学省採択の本学ＧＰについて 
  ①「入学者の質的変化に対応する学習支援－学びの環境づくり－」

(柳田) 
  ②「官学連携による観光振興－多言語で京都を発信する－」(平山)
  ③「ティームティーチングによる二言語同時学習－外国語教育の

新たなる教授形態－」(石川) 
２.教養教育の授業改善について 
    －総合科目「言語と平和」における導入教育の展開を中心に－

(早瀬・國安・村上・梶川)  
2007 秋学期 12 月６日 

15:30～ 

１.卒業論文必修選択化を前に、今なすべきこと (岡部) 
２.プロゼミ授業をふりかえる 
  －いかにして、学生にテーマを見つけさせるか－(竹内) 
３.学習支援あれこれ (三角) 

2008 秋学期 12 月 11 日 
15:30～ 

１．本学学生の抱える心理的問題の特質と教職員の対応 
①梅本 直（本学 学生相談室インテーカー） 
②向出佳司（本学 学生相談室長） 

２．授業改善を支援するために 公開授業･ＦＤネットワーク 
杉原真晃（山形大学高等教育研究企画センター講師） 
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シラバスの作成と活用状況 
【現状の説明】 

本学のシラバス（講義概要）では、個々の授業の質の向上を図るために、各授業科目に
講義目標を設定し、講義題目、授業内容・計画、授業での予定項目、授業・評価について
の留意点、教科書、参考文献、評価方法、履修条件等を記載している。特に各回の授業の
主な予定項目等シラバスとしての内容充実に努めている。さらに評価方法についても、「授
業・評価についての留意点」の項目を設け、学生が教室外における自学自修に対する指示
や受講学生への要望事項を記載し、授業の取り組みへの意識を喚起している。これらシラ
バス内容は、すべてデータベース化を進め、2002 年度には CD-ROM による配布に加えて、
本学のホームページ上からの閲覧を可能にしている。ホームページ上での公開に際し、個々
の科目内容を検索できるよう HTML 形式をとっている。また、参考文献については本学の図
書館のデータベースと連携し、学生が文献を検索しやすいように情報提供を行っている。 

2004 年度には担当教員が Web 上から直接入力・校正可能になるようシステムを構築し
ている。また、検索のスピードアップ等を図るため、2006 年度から PDF 形式から HTML 形
式へ変更し、さらに授業開始後も教材の登録・配信等も Web を活用することで、マルチメ
ディアを活用したシラバスとしての機能を充実させている。また、講義概要の記述の内容
や量に差がでないように、シラバス作成段階で、毎回の授業内容に記載されていないもの
については、更新できないシステムとしている。 
 
学生による授業評価の導入状況 
【現状の説明】 

本学では自己点検・評価の一つとして学長より各授業担当教員へ「授業内容・授業方法
等の点検に関するアンケート」実施を依頼してきたが、あくまで教員各自の判断によって
の点検であり、実施報告のみを大学へ提出するにとどまっていた。自己点検・評価の義務
化を踏まえ、全学的な取り組みとして 2002 年度に「自己点検・評価運営委員会」内に「授
業点検・評価実施のための小委員会」を設置し、開講科目すべてにおいて年次計画で「学
生による授業評価アンケート」を実施した。また、2008 年度４月に、「授業点検・評価実
施のための小委員会」を改組し、「ＦＤ特別委員会」において「学生による授業評価アンケ
ート」を実施している。 

開講科目数（コマ数）の多い本学では、１回のアンケート調査実施ですべての授業科目
の点検を行うことは困難であるため、科目区分ごとに学期を分けて実施している。計画的
に行い、全授業科目に対して実施し、実施率はほぼ 100％である。2003 年度からは、集計
結果を大学で取りまとめ、授業科目区分ごとの平均値を参考資料として組み入れたグラフ
にして担当教員に返却する。当該科目の内容や教育方法に工夫・改善が図れるよう、2004 年
度からアンケートの実施サイクルを短くし、できる限り早い時期に集計結果を担当教員に
フィードバックし、翌年度のシラバス等への工夫・改善に反映できるようにしている。2007
年度からは従来のアンケート項目以外に記述式を加えて実施している。 
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教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 
【現状の説明】 

教育内容・方法の改善のための組織的な取り組みとして、夏期休暇を利用して学外での
合宿形式による専任教員研修会を実施し、12 月に学内で授業科目担当者の合同セミナーを
実施している。また、非常勤講師に至るまでの全教員に本学の教育改革に向けた動機付け
となるような研修会等を実施することを検討し、３月には翌年度の授業科目担当者打ち合
わせ会と学科別での研修会の実施し、教員全体に本学の教育改善方法の認識を促し、教員
間の信頼関係の構築を果たしている。さらに、担当者打ち合わせ会終了後に学科の枠を越
えた公開ＦＤを開催し、専任・非常勤、日本人・外国人教員を問わず多くの教員が参加し
ている。このように１年を通してＦＤ活動を行っている。 

また、ＦＤ活動を支えるもう一つの仕組みとして、2002 年度に「自己点検・評価運営
委員会」内に「授業点検評価実施のための小委員会」を設置し、「授業内容・授業方法等の
点検に関するアンケート」を見直し、項目の再検討から実施に至るまでを全学的な取り組
みとして再構築し、「学生による授業評価アンケート」を全授業科目で実施している。 

更に、本学では教育活動の質的向上と発展を図るため、「ＦＤ実施準備委員会」及び「授
業点検評価実施のための小委員会」を改組し、2008 年４月に「ＦＤ特別委員会」を設置し
た。ＦＤは、組織的かつ全学的な取り組みとして認識され、教職員全体に本学の現状認識
とそれを取り巻く社会情勢の再認識、教員間の信頼関係の構築、本学の教育改善に向けて
の検討、事務職員を含む教育支援体制の確立などに対する意識改革が進み、提案された改
善項目のいくつかは学長所管の各種委員会等で検討し、実行に至っている。 

 
（授業形態と授業方法の関係） 
授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
【現状の説明】 

各学科の専攻語の授業において、特に必修科目での少人数教育と習熟度別クラス編成の
推進を図り、語学を学ぶ上での４技能「聞く・話す・読む・書く」の学習効果が十分に得
られるようにしている。これにより日本語学科以外のすべての学科で導入している。また、
学年が上がるにつれて、会話等のコミュニケーションに限らず、作文や総合演習形式の科
目においても外国人教員による授業科目を配置している。また、演習形式の選択科目でも
必要に応じて事前申し込みにより受講者数を調整している。所属学科以外の学科の専門科
目を履修する場合は、各学科の実施する受講オリエンテーションへの参加と事前申し込み
を義務付けている。さらに演習形式の選択科目等で受講者が多く授業運営に支障を来たす
ような場合、学科で検討し、科目数を増やして対応している。 

本学は教養科目についても開講コマ数を多くすることにより、学生の履修における選択
性を高めるとともに受講者が極端に多くならないよう配慮している。 

すべての授業科目で授業形態に応じた適正な受講者数で授業を行うことは、現実には困
難であるため、時間割上での工夫で可能な限り実現している。万が一受講者が多く授業に
支障を来たすような場合には、開講コマ数を増やすなどカリキュラム上の工夫によって対
応している。 
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多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 
 本学の授業におけるマルチメディア活用の目標は、急速な進歩をとげる情報機器、マル
チメディア機器、情報技術・理論を活用し、本学の専門語学教育及び教養教育の効果を最
大限に引き出すことにある。この目標達成のために、2002年、マルチメディア教育研究セ
ンターを発足させ、上記目標の実現のための教育研究及び教育支援を行ってきた。マルチ
メディア教育研究センターは教務部等の関連部署との連携の中、５年を区切りとして中期
計画を立て、マルチメディア教育研究センター運営委員会での議論と承認のもと、教育・
研究におけるマルチメディア活用の方向性を決定している。 

 本学におけるマルチメディアを活用した教育は、(1)マルチメディアを活用した専門教育、
(2)マルチメディアを活用した教養教育に区分されるため、以下、それぞれについて述べる。 
 
(1)マルチメディアを活用した専門教育 

【現状の説明】 

 英米語学科が1999年度に初めてコンピュータを利用した専門科目を開講し、その後、コ
ンピュータのCAI（Computer Assisted Instruction）機能を利用した専門科目の授業が増
加していった。これらの授業実践の報告から、コンピュータを活用した授業は、LL以上に、
専門語学教育に資するものであることが確認された。その後、CAI以上にコンピュータが語
学教育に貢献するものとしてCALL（Computer Assisted Language Learning）の導入に関し、
利用可能性を検討した結果、教育効果の高さが確認され、2003年、初めてのCALL教室の設
置を行った。 
 設置後、CALL活用に関する教育研究活動を組織化するためマルチメディア教育研究セン
ターにCALLに関するプロジェクトチーム（CALLプロジェクト）を設置し、担当教員がCALL
を使用した授業を行う中で、問題点、改善点を洗い出し、その報告会・研修会を開くとい
う体制を構築した。CALLプロジェクトを中心とした報告の中で、CALLの本学専門語学教育
への貢献の可能性が高いことが確認され、マルチメディア教育研究センター運営委員会に
おいて、CALLを活用した教室を増設することが、教務部との連携のもと決定された。その
後、2004年に１教室、2005年に１教室を増設し、2008年現在、CALL教室は３教室となった。
2008年度春学期、CALL教室での授業は、27科目、55コマという高い利用率を示している。 

 この間、専門語学教育でのマルチメディアの活用についてのノウハウの蓄積を行ってき
たが、CALL導入後は、『専門教育』としての語学教育における活用という観点でCALLの効
果を検討してきた。この流れの中で、マルチメディア教育研究センター所管のCALLプロジ
ェクトの教員・職員の議論から、既存の形態の専門語学の授業にCALLを利用するというの
ではなく、CALLを活用して二言語を同時に学習するという構想が2002年度に提出された。
CALLを活用した一言語を学習する科目に加え、専攻語ともう一つの言語を同時に学習する
科目を設置することにより、二言語の比較及び専攻語で、もう一つの言語を学ぶという高
度な言語使用体験が可能となる。その際、一言語の学習以上に学生への個別対応が必要に
なるが、その支援を行うのがCALLであるという認識のもとにCALLと二言語同時学習が一体
化した。その構想に沿った科目として、2003年度は、英語とフランス語の連携した科目で
ある「CALL英語・フランス語」を開講し、そこでのノウハウの蓄積をもとに2004年度には、
新たに英語とドイツ語の「CALL英語・ドイツ語」、英語とスペイン語の「CALL英語・スペ
イン語」を開講した。これらの科目はCALLの活用と同時に、２語学科の専任教員のティー
ムティーチングという革新的な特徴を持っている。その後、上記の言語の組み合わせから
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拡大し、英語と中国語、英語とポルトガル語、英語とイタリア語の科目を開講した。2006
年度に文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）」に選定された。 
 なお、CALLで使用するコンテンツ及び、その他数多くの授業で使用するマルチメディア
教材の作成のために、2007年度にスタジオを設置した。 

 
(2)マルチメディアを活用した教養教育 

【現状の説明】 

 本学では、2005年度まで、情報化した国際社会の中でマルチメディアを活用する能力の
育成が学生には必須であるとの考えから、マルチメディア活用能力を「情報リテラシー」
という語で表すこととし、その能力育成のための科目を必修としてきた。しかし、2006年
度から高等学校における選択必修科目『情報Ａ・Ｂ・Ｃ』の履修者の大学入学により、大
学における情報に関する教育は「リテラシー」教育から脱却する必要があることがマルチ
メディア教育研究センター運営委員会で確認された。 
 教務委員会との連携の上で、旧・情報リテラシー関連科目の改革を議論した結果、それ
まで１年次生を対象とした、実習を通して広く情報リテラシーの基本を知り、コンピュー
タの操作の基礎技能を習得する目的の科目「情報リテラシーⅠ（半期）」及び「情報リテ
ラシーⅡ（半期）」の選択必修科目を改組し、2006年度より、第１セメスター完結の必修
科目「情報技術の実践」を設置した。「情報技術の実践」は、大学入学後、専門科目及び
教養科目の学習の際、必ず必要となる情報技術を、各自が設定したテーマを探求するなか
で身につけさせるものとした。このことによって総花的に、情報技術を教えるのではなく、
大学における知的探求・研究の手順を体験する中で、探求し、発表するための必須の道具
として情報技術を獲得させることをめざしている。「情報技術の実践」については、2008
年度開講授業科目数は、22コマと多数にのぼるため、13名の教員が担当している。このた
め授業内容の統一と授業の質を確保するため、シラバスをより詳しくした授業達成目標表
を協議のうえ作成し、春学期開講前に打合会を行い、すべての担当教員が、それに準拠し
た授業を行っている。また、担当教員はメーリングリストによって日常的に意見交換して
おり、授業上、生じた問題は早い時点で解決できる体制を整えた。さらに全学で実施して
いる授業評価アンケートとは別に、｢情報技術の実践｣の授業達成目標表に対応した評価項
目で学生による授業評価を受け、次年度の授業改善の資料とする取り組みを行っている。 

 また、情報技術・情報理論をさらに進んで身につけたい学生のために全学共通研究科目
として「映像メディアの制作」「マルチメディアの制作」「経営情報システムⅠ・Ⅱ」「情
報コミュニケーション技術の活用Ⅰ・Ⅱ」「資格情報処理Ⅰ・Ⅱ」「情報社会論」「比較
情報産業Ⅰ・Ⅱ」「情報倫理」を開講し、これらの科目群を一定条件のもと履修した場合
に「副専攻・情報」履修証明を発行し、学生への就職支援及びインセンティブとしている。 

 
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の
運用の適切性 
【現状の説明】 

 本学では、「京都外国語大学学則」第 13 条第２項により、「前項の授業は、多様な教育
情報機器を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。」
と規定しているが、現在、「遠隔授業」は提供していない。その理由としては、本学キャン
パスが一地域集約型であるため、大学内で遠隔授業の必然性がなかったことがあげられる。 
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しかし 2008 年度、会津大学との交流協定により、教員間、学生間の交流が行われるこ
ととなった。この交流の中で、京都と会津の郷土の文化を学び合う遠隔授業を行う可能性
が出てきた。 

 まず国内の交流協定大学との遠隔授業、そして単位認定の可能性を検討する。特に本学
が古都、京都に立地することから、英語を媒介とした相互の郷土の紹介と、比較文化的考
察のバーチャルゼミ等の構想を検討する。ついでそこで得られた運用ノウハウをもとに、
時差の影響のない国際交流協定校のある国、中国とオーストラリア等における同期型遠隔
授業の構想を検討する。 

 
３．国内外との教育研究交流 
(国内外との教育研究交流) 
国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針 
国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 
国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 
【現状の説明】 

本学では開学以来、高度な語学力と国際社会で活躍するにふさわしい常識と教養を身に
つけた「真の国際人の育成」をめざしている。 

したがって、これらの目標を達成するために、学生の海外への送り出し、海外からの留
学生の受け入れを中心に、積極的な国際交流活動を推進している。 

教員レベルでは、短期を中心に人的国際学術研究交流を行っており、シンポジウム、学
会、講演会を海外の協定大学等と企画し、共同研究を実施している。 

さらに、外国人教員を授業科目担当者として海外の協定大学等から１年または２年間招
聘している。 

また、学生レベルでは、国外の 20 ヵ国 45 大学（2008 年３月現在）と、国内においては
神田外語大学及び会津大学の２大学との学生交流を中心とした協定に基づき、短期及び長
期の留学制度を確立している。 

実績等については、次のそれぞれの表３－15－１～６のとおりである。 
表３－15－１ 学術交流協定締結状況一覧 

交流協定大学 国名 締結内容 締結年月 
州立サンフランシスコ大学 アメリカ 教員・学生の交流 1974 年１月 
フルミネンセ連邦大学 ブラジル 教員・学生の交流、刊行物の交換 1974 年２月 
グアダラハラ自治大学 メキシコ 学生の交流 1974 年７月 
ナバラ大学 スペイン 学生の交流 1976 年５月 
マンハイム大学 ドイツ 教員・学生の交流 1977 年４月 
アンジェ･カトリック大学 フランス 教員･学生の交流、図書･資料の交換 1980 年５月 
クイーンズランド大学 オーストラリア 学生の交流 1980 年 11 月
セントラルワシントン大学 アメリカ 教員･学生の交流、図書･資料の交換 1981 年４月 
北京第二外国語学院 中国 教員･研修教員と学生の交流、中国セミナーの

実施に対する協力、図書･資料の交換等 1981 年６月 
モンス大学 ベルギー 教員・学生の交流、図書･資料の交換 1982 年 12 月
上海外国語大学 中国 教員・研修教員と学生の交流、調査・研究教

職員の相互派遣、図書・資料の交換 1984 年４月 

ベルグラーノ大学 アルゼンチン 
教員・学生の交流、セミナー・学会・講演会
の共同企画、研究施設・図書館の相互利用、
教育・研究に関する交流、図書・資料の交換 

1987 年６月 

ブルゴーニュ大学 フランス 教員･学生の交流、図書･資料の交換 1987 年６月 
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キール大学 イギリス 教員・学生の交流 1990 年４月 
ブラジリア大学 ブラジル 教員･学生の交流 1990 年 11 月

バルセロナ自治大学 スペイン 
教員・学生の交流、学会・講演会の共同企画、
研究施設・図書館の相互利用、教育・研究に
関する交流、図書・資料の交換 

1991 年５月 

ダグラスカレッジ カナダ 教職員・学生の交流、図書･資料の交換 1992 年４月 

復旦大学 中国 
教員･研修教員と学生の交流、調査･研究教職
員の相互派遣、学術研究の相互協力、図書･
資料の交換 

1992 年５月 

オーストラリア国立大学 オーストラリア 教職員・学生の交流、図書･資料の交換 1992 年５月 
チューリヒ大学 スイス 学生の交流 1992 年 11 月
コインブラ大学 ポルトガル 教員・学生の交流 1993 年 11 月
テキサス大学サンアントニオ校 アメリカ 教員・学生の交流、セミナー・学会・共同研

究の実施、教育・研究に関する情報の交換 1995 年９月 
西安外国語大学 中国 教員・学生の交流、刊行物の交換 1995 年 11 月
ザルツブルク大学 オーストリア 学生の交流 1996 年２月 
サンパウロ大学 ブラジル 教員・学生の交流 1996 年５月 

ﾛﾝﾄﾞﾝ大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ研究学院 イギリス 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1997 年５月 

シドニー工科大学 オーストラリア
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1997 年５月 

サラマンカ大学 スペイン 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1998 年５月 

オランダ国立南大学 オランダ 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1998 年７月 

ジョージア大学 アメリカ 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1999 年１月 

ヒューロン・ユニバーシティカレッジ カナダ 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1999 年１月 

ウエスタンオンタリオ大学 カナダ 
教員・学生の交流、シンポジウム・学会・研
修会の共同企画、教育・研究に関する情報交
換、刊行物・図書の相互交換 

1999 年３月 

広東外語外貿大学 中国 学生の交流 1999 年３月 
パリ政治学院 フランス 学生の交流、刊行物の交換 1999 年６月 
ダブリンシティ大学 アイルランド 学生の交流 1999 年７月 
ペルー・カトリック大学 ペルー 教員・学生の交流 1999 年 10 月
トリノ大学 イタリア 学生の交流、刊行物の交換 2004 年４月 
ナポリ東洋大学 イタリア 学生の交流、刊行物の交換 2004 年７月 
バリャドリード大学 スペイン 教員・学生の交流、刊行物の交換 2004 年 10 月
上海杉達学院 中国 学生の交流、刊行物の交換 2004 年 10 月
フィレンツェ大学 イタリア 学生の交流、刊行物の交換 2004 年 12 月
ブリュッセル外国語大学 ベルギー 学生の交流、刊行物の交換 2006 年１月 
仁川大学校 韓国 学生の交流、刊行物の交換 2006 年 10 月
マカオ大学 中国 学生の交流、刊行物の交換 2006 年 11 月
釜山外国語大学校 韓国 教員・学生の交流 2008 年３月 
 

３－15－２ 交流協定に基づく受け入れ（2005 年度～2007 年度実績） 
種別 派遣元機関 国名 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

ダグラスカレッジ カナダ １   
サラマンカ大学 スペイン １ １  

教員 

サンパウロ大学 ブラジル  １ １ 
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中国教育国際交流協会 中国 １ １ １ 
北京第二外国語学院 中国 １ １ １ 
上海外国語大学 中国 １ １ １ 
復旦大学 中国 １ １ １ 
ﾛﾝﾄﾞﾝ大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ研究学院 イギリス   ２ 
セントラルワシントン大学 アメリカ ３ １ ９ 
ジョージア大学 アメリカ ５ ５ ２ 
マサチューセッツ大学アーモースト校 アメリカ １ １ １ 
州立サンフランシスコ大学 アメリカ ４ ４ ２ 
テキサス大学ｻﾝｱﾝﾄﾆｵ校 アメリカ   １ 
ダブリンシティ大学 アイルランド ２ ２ ２ 
ダグラスカレッジ カナダ   １ 
ﾋｭｰﾛﾝ・ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｶﾚｯｼﾞ カナダ ２ ２ ２ 
ウエスタンオンタリオ大学 カナダ １ １ １ 
オランダ国立南大学 オランダ  ８ ８ 
シドニー工科大学 オーストラリア １ ２  
オーストラリア国立大学 オーストラリア ３ １ ２ 
クイーンズランド大学 オーストラリア １ １  
バルセロナ自治大学 スペイン ２ ３ ３ 
サラマンカ大学 スペイン １ １  
ナバラ大学 スペイン  １  
グアダラハラ自治大学 メキシコ ２ ２ ２ 
ペルー・カトリック大学 ペルー   １ 
パリ政治学院 フランス １ １ １ 
ブルゴーニュ大学 フランス   １ 
マンハイム大学 ドイツ ３ ２ １ 
チューリヒ大学 スイス ２ ２ ２ 
コインブラ大学 ポルトガル  １ ２ 
西安外国語大学 中国 ２ ３ ２ 
北京第二外国語学院 中国 １ ２ １ 
上海外国語大学 中国 １ ２ １ 
広東外語外貿大学 中国 ２ ２ ４ 
マカオ大学 中国   ２ 
仁川大学校 韓国   ２ 
トリノ大学 イタリア ２ ３ ３ 
フィレンツェ大学 イタリア ３ ３  

 
学生 

(研究教員
を含む) 

ナポリ東洋大学 イタリア １ １ ３ 
 

３－15－３ 国際交流関係来学者一覧（2007 年度実績） 
月日 来学目的 来学者 

４月 17 日 表敬訪問他 州立サンフランシスコ大学 国際交流ｾﾝﾀｰ 青島 宏一郎氏 
４月 18 日 第 13 回陝西省大

学生日本語弁論
大会優勝者 

陝西教育国際交流協会 会長 戴 居仁氏〈引率〉 
陝西教育国際交流協会 顧問 王 軍哲氏〈引率〉 
西安交通大学 于 淼氏 
西安外国語大学 陳 寧氏 

４月 23 日 表敬訪問他 ヨーク大学 英語部長 カーム マッケニー氏 
ヨーク大学  日本事務所長 松元 昇氏 
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４月 25 日 表敬訪問他 メキシコ国際大学 タマオ シンヤ氏 
６月 18 日 表敬訪問他 西安外国語大学 校務委員会委員・対外交流担当 党 金学氏 

西安外国語大学 東方語言文化学院長 張 升余氏 
７月 11 日 表敬訪問他 グアダラハラ自治大学 学生３名 
７月 13 日 表敬訪問他 仁川大学校 准教授 全 鉉善氏 
７月 25 日 表敬訪問他 慶一大学校 総長 金 成東氏 

慶一大学校 日本語教授 河 泰厚氏 
９月 13 日 表敬訪問他 京都外国語大学ドイツ語学科卒業生 エレナ ビノグラドワ氏 
９月 22 日 表敬訪問他 グアダラハラ自治大学 副学長 ｱﾝﾄﾆｵ ﾚｱﾆｮ ﾃﾞﾙ ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ氏 

グアダラハラ自治大学 副学長夫人 ｱﾅ ｿﾌｨｱ ﾌﾚｺﾞｿ氏 
グアダラハラ自治大学 国際交流部長 ホセ ルイス氏 

10 月 10 日 表敬訪問他 ダブリン・シティ大学 国際事務局助手 他１名 
10 月 16 日 表敬訪問他 ブラジリア大学 准教授 デボラ デニス氏 
10 月 25 日 表敬訪問他 イタリア国立ペルージャ外国人大学 講師 東城 健志氏 
10 月 30 日 表敬訪問他 キューバ共和国科学技術評議会補佐官 ﾌｨﾃ ﾙ゙ ｶｽﾄﾛ ﾃ ｨ゙ｱｽー ﾊ゙ ﾗﾙﾄ氏 

キューバ共和国科学技術評議会補佐官夫人 ﾘｱ ﾋﾞｸﾄﾘｱ ﾊﾞﾚｲﾛ ﾃ  ゙ｶｽﾄﾛ氏 
駐日キューバ共和国大使 ﾎｾ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ﾃﾞ ｺｼｰｵ ﾛﾄﾞﾘｹﾞｽ氏 
駐日キューバ共和国大使夫人ﾀﾆｱﾄﾞﾐﾝｹﾞｽ ﾃﾞ ｺｼｰｵ氏 
サンパウロ大学教授 イサオ ミナミ氏 

11 月 9 日 表敬訪問他 駐日メキシコ大使 ﾐｹﾞｰﾙ ﾙｲｽｶﾊﾞｰﾆｬｽ ｲｽｷｴﾙﾄﾞ氏 
メキシコ大使館 経済担当参事官 アルマンド アリアガ氏 
メキシコ大使館 公使 ラウル ウルテアガトラニ氏 

11 月 10 日 第 39 回全日本学
生フランス語弁
論大会 

フランス大使館 フランス語担当特別任務官 ｻﾝｿﾝ ｼﾙｳﾞｧﾝ氏 
在大阪フランス総領事館 副領事 ｱﾝﾘｯｸ ﾁﾞｭﾌﾟﾗﾀﾆﾓﾄ氏 
東京日仏学院 教務部長 ジャンフィリップ ルース氏 
関西日仏学館 教授 ポールアンリ コンベ氏 

11 月 21 日 表敬訪問他 仁川大学校 教授 李 健相氏 
11 月 24 日 第 21 回全日本学

生中国語弁論大
会 

上海教育国際交流協会 理事 呉 小蕾氏 
華東理工大学外国語学院 講師 蒋 青氏 
普陀区教育学院教研室 研究員 陳 非氏 

11 月 28 日 表敬訪問他 仁川大学校 学生部長 辛 元汰氏 他 17 名 
11 月 29 日 表敬訪問他 クイーンズランド大学 交換交流ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 内山加代子氏 
12 月１日 第７回全日本学

生ドイツ語弁論
大会 

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 副総領事 ｴﾙｹ ﾃｨｰﾄ氏 
京都ドイツ文化センター 館長 ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ ｼｰｺｰﾌｧｰ氏 
大阪ドイツ文化センター 語学部長 ﾘﾀ ｻﾞｸｾﾝ ﾄｩｰｻﾝ氏 

12 月１日 第１回全日本学
生イタリア語弁
論大会 

イタリア文化会館 京都館長 グラツィア ボッツォリ氏 
イタリア東方学研究所 所長 シルヴィオ ヴィータ氏 
在大阪イタリア総領事館 総領事 ダヴィデ ジッリオ氏 
ｲﾀﾘｱ大使館 文化・学術担当官（ｲﾀﾘｱ大使代理）ｺｯﾗｰﾄﾞ ﾓﾙﾃｰﾆ氏 

12 月５日 表敬訪問他 西安外国語大学 国際交流処 張 明利氏 
12 月６日 表敬訪問他 ヨーク大学 ﾁｰﾌ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 曽我部 知子氏 他１名 
12 月８日 第 10 回全国高校

生中国語スピー
チコンテスト 

中華人民共和国駐大阪総領事館 領事 游 衣明氏 

12 月 13 日 表敬訪問他 陝西省教育庁 庁長（教育長） 楊  希文氏 
陝西銀行學校 校長 劉  勝輝氏 
西安交通大學付属中學校 校長 王  佩東氏                       
西北大學附屬中學校 校長 楊  曉雲氏 
陝西省西安中學校 校長 王  蘭君氏 
西安小學校 校長 程 弘氏 
陝西省教育廳辦公室 主任 王  海波氏 
陝西教育國際交流協會 秘書長 孫  建寧氏 

12 月 15 日 ペアで紹介する
日本文化プレゼ
ンコンテスト 

毎日デイリーニューズ 記者  キャンベル ハンリー氏 
立命館大学 准教授 イアン ホサック氏  
演劇プロデューサー、俳優 マイケル ジャクソン氏 

2008 年 
３月７日 

表敬訪問他 マカオ大学 学長 イユ ペイ ピン氏 

３月 19 日 卒業レセプショ
ン 

スペイン特命全権大使 ﾐｹﾞﾙ ｱﾝﾍﾙ ｶﾘｴﾄﾞ ﾓﾝﾋﾟﾝ氏夫妻 

３月 20 日 卒業式来賓 スペイン特命全権大使 ﾐｹﾞﾙ ｱﾝﾍﾙ ｶﾘｴﾄﾞ ﾓﾝﾋﾟﾝ氏夫妻 
在大阪・神戸フランス総領事館 総領事 アラン ナウム氏 
関西日仏学館 館長  ジャンポール オリビエ氏 
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３月 22 日 上海日本語弁論
大会優勝者 

上海教育国際交流協会理事 上海市教育委員会主任科員 卢 惠氏(引率) 
上海対外貿易学院日語系 冯 叶氏 
上海外国語大学日本文化経済学院 刘  丽氏 
華東師範大学日語系 许 欣斐氏 

 

表３－15－４ 本学学生の送り出し①（派遣留学 2005 年度～2007 年度実績） 
派遣先大学 国名 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

セントラルワシントン大学 アメリカ ５ ４ ４ 
州立サンフランシスコ大学 アメリカ ２ ２ ２ 
テキサス大学サンアントニオ校 アメリカ １   
ジョージア大学 アメリカ ２ １  
ウエスタンオンタリオ大学 カナダ ２ ２ ２ 
ヒューロン・ユニバーシティカレッジ カナダ １ ２ ２ 
ダグラスカレッジ カナダ １ １ １ 
キール大学 イギリス ３ ３ ３ 
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院 イギリス ２  １ 
ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校 イギリス  １  
ダブリンシティ大学 アイルランド ２ ２ ２ 
クイーンズランド大学 オーストラリア ２ ２ ２ 
シドニー工科大学 オーストラリア ２ ２ ２ 
オーストラリア国立大学 オーストラリア １ ２  
ナバラ大学 スペイン ２ ２ ２ 
バルセロナ自治大学 スペイン ３ ２ １ 
サマランカ大学 スペイン １ １ １ 
バリャドリード大学 スペイン  １ １ 
ベルグラーノ大学 アルゼンチン ２ １ ２ 
ペルー・カトリック大学 ペルー １  ２ 
グアダラハラ自治大学 メキシコ ２  １ 
アンジェ・カトリック大学 フランス ３ ３ ３ 
ブルゴーニュ大学 フランス １ １ １ 
パリ政治学院 フランス １   
モンス大学 ベルギー １ １  
マンハイム大学 ドイツ ３ ３ ２ 
チューリヒ大学 スイス ２ ２ ２ 
ザルツブルク大学 オーストリア ２ ２ ２ 
コインブラ大学 ポルトガル ２ ２  
サンパウロ大学 ブラジル ２ ２ １ 
フルミネンセ連邦大学 ブラジル ２ ２ ２ 
ブラジリア大学 ブラジル ２ ２ ２ 
西安外国語大学 中国 ２ ２ ２ 
北京第二外国語学院 中国 ２ ２ ２ 
復旦大学 中国 １ １ １ 
上海外国語大学 中国 ２ １ ２ 
オランダ国立南大学 オランダ ４ ４ ４ 
広東外語外貿大学 中国 ２ １ １ 
トリノ大学 イタリア  ２ ２ 
ナポリ東洋大学 イタリア  ２ ２ 
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表３－15－５ 本学学生の送り出し②（認定留学 2005 年度～2007 年度実績） 
2005 年度 2006 年度 2007 年度 

学  科 春学期 
出発 

秋学期
出発

計 
春学期
出発

秋学期
出発

計 
春学期 
出発 

秋学期 
出発 

計 

英米語学科 ７ ５ 12 ９ ３ 12 ８ ６ 14 
スペイン(ｲｽﾊﾟﾆｱ)語学科 ０ ０ ０ ０ ３ ３ ０ １ 1 
フランス語学科 １ １ ２ ２ ０ ２ ２ １ ３ 
ドイツ語学科 ０ ０ ０ ３ ０ ３ ４ １ ５ 
ブラジルポルトガル語学科 ０ ２ ２ ３ ２ ５ ０ １ １ 
中国語学科 ３ ４ ７ ６ ２ ８ ６ ５ 11 
日本語学科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ 
イタリア語学科 － － － － ５ ５ ０ ４ ４ 

11 12 23 23 15 38 20 20 40 
計 

８ヵ国 18 大学 12 ヵ国 24 大学 10 ヵ国 27 大学 
 

 

表３－15－６ 国際交流関係海外派遣一覧＜教職員＞（2007 年度実績） 
職 名 氏 名 派遣先 目    的 期 間 

英 米 語 学 科
長・教授 

小野隆啓 中国 二言語同時教育（英・中国語）に係
る教材作成のための映像等諸資料
収集のため 
中国における大学等の教育状況の
視察のため 

４月 28 日～ 
５月６日

教授 岡本俊裕 中国 二言語同時教育（英・中国語）に係
る教材作成のための映像等諸資料
収集のため 
中国における大学等の教育状況の
視察のため 

4 月 28 日～ 
５月６日

国 際 交 流 部
参事 

三﨑 武 中華民国 日本留学フェア（台湾）参加のため ７月 27 日～ 
７月 30 日

国際交流部 
課長補佐 

七條清人 中華民国 日本留学フェア（台湾）参加のため 7 月 27 日～ 
７月 30 日

英 米 語 学 科
長・教授 

小野隆啓 カナダ 海外セミナー カナダコースに於
ける学生指導及び学術教育事情調
査のため 

８月４日～ 
８月 31 日

准教授 中西久実子 オーストラ
リア 

海外セミナー オーストラリア・キ
ャンベラコースに於ける学生指導
及び学術教育事情調査のため 

８月４日～ 
９月２日

学長・教授 堀川徹志 カナダ ダグラスカレッジ他カナダの大学
訪問のため 
カナダの高等教育事情調査のため 

８月 24 日～ 
９月３日

ブラジルポルト
ガ ル 語 学 科
長・教授 

住田育法 スペイン ポルトガルノーベル文学賞作家ジ
ョゼ サラマーゴ氏招聘打合せのた
め同氏宅訪問のため 

８月 26 日～ 
８月 29 日

外 国 語 学 部
長・教授 

久保哲男 アメリカ アメリカの事例研究セミナー参加
のため 
本学国際交流協定大学訪問のため 

８月 27 日～ 
９月４日

理事長・総長 森田嘉一 韓国 仁川大学校との国際交流協定締結
に基づく大学訪問のため 

９月５日～ 
９月７日

法 人 部 秘 書
室長 

内川 昭 韓国 仁川大学校との国際交流協定締結
に基づく大学訪問のため 

９月５日～ 
９月７日
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国 際 交 流 部
長・教授 

熊谷俊樹 韓国 仁川大学校との国際交流協定締結
に基づく大学訪問のため・日本留学
フェア（韓国）参加のため 

９月５日～ 
９月 11 日

准教授 長濵拓磨 韓国 仁川大学校との国際交流協定締結
に基づく大学訪問のため・日本留学
フェア（韓国）参加のため 

９月５日～ 
９月 11 日

国 際 交 流 部
長・教授 

熊谷俊樹 タイ ＵＭＡＰエグゼキューティブセミ
ナーとファストバイス プレジデ
ント フォーラムに参加のため 

10 月３日～ 
10 月８日

理事長・総長 森田嘉一 中国 第 14 回陝西省大学生日本語弁論大
会出席のため 

10 月 18 日～ 
10 月 23 日 

教授 川口榮一 中国 第 14 回陝西省大学生日本語弁論大
会出席のため 

10 月 18 日～ 
10 月 23 日

教授 岡本俊裕 中国 第 14 回陝西省大学生日本語弁論大
会出席のため 

10 月 18 日～ 
10 月 23 日

教授 由井紀久子 中国 第 14 回陝西省大学生日本語弁論大
会出席のため 

10 月 18 日～ 
10 月 23 日

留 学 生 別 科
長・准教授 

田中道治 中国 第 14 回陝西省大学生日本語弁論大
会出席のため 

10 月 18 日～ 
10 月 23 日

英 米 語 学 科
長・教授 

小野隆啓 イギリス・イ
タリア 

特色ＧＰ「ティームティーチングに
よる二言語同時学習」における E
ラーニング教材作成のための資料
収集のため 

10 月 28 日～ 
11 月 7 日

講師 橋本勝雄 イギリス・イ
タリア 

特色ＧＰ「ティームティーチングに
よる二言語同時学習」における E
ラーニング教材作成のための資料
収集のため 

10 月 28 日～ 
11 月 7 日

講師 藤本幸治 イギリス・イ
タリア 

特色ＧＰ「ティームティーチングに
よる二言語同時学習」における E
ラーニング教材作成のための資料
収集のため 

10 月 28 日～ 
11 月 7 日

教授 森本順子 中国 第 21 回上海市大学生日本語弁論大
会出席のため 

11 月 1 日～ 
11 月５日

准教授 長濵拓磨 中国 第 21 回上海市大学生日本語弁論大
会出席のため 

11 月 1 日～ 
11 月５日

理事長・総長 森田嘉一 中国 第 21 回上海市大学生日本語弁論大
会出席のため 

11 月 1 日～ 
11 月５日

中 国 語 学 科
長・教授 

喜多田久仁彦 中国 第 21 回上海市大学生日本語弁論大
会出席のため 

11 月 1 日～ 
11 月５日

国 際 交 流 部
参事 

三﨑 武 中国 第 21 回上海市大学生日本語弁論大
会出席のため 

11 月 1 日～ 
11 月５日

学長・教授 堀川徹志 マレーシア ＩＡＵ（世界大学連盟）主催の国際
シンポジウム出席のため 

11 月 4 日～ 
11 月８日

講師 橋本勝雄 イタリア 海外セミナー イタリアコースに
於ける学生指導及び学術教育事情
調査のため 

2008 年 
２月９日～ 

３月６日
教授 澤田俊明 イギリス 海外セミナー イギリスコースに

於ける学生指導及び学術教育事情
調査のため 

２月 15 日～ 
３月 13 日

教授 平山弓月 フランス 海外セミナー フランスコースに
於ける学生指導及び学術教育事情
調査のため 

２月 15 日～ 
３月 15 日

教授 ジョゼ・ 
ロドリゲス 

ポルトガル 海外セミナー ポルトガルコース
に於ける学生指導及び学術教育事
情調査のため 

２月 15 日～ 
３月 14 日

国 際 交 流 部
課長補佐 

七條清人 中国 第 21 回全日本学生中国語弁論大会
入賞者中国研修旅行引率のため 

２月 18 日～ 
２月 25 日
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４ 通信制大学等 
（通信制大学等） 
通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与の適
切性とそのための条件整備の適切性 
 本学は、該当なし 
 
 
【点検・評価】【改善の方策】 

 学士課程の教育内容・方法についての到達目標に対する点検・評価ならびに点検・評価
の結果、明らかになった改善の方策は、次のとおりである。 

①多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備 
本学では、多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備をすべく、2006 年

度にカリキュラム改定を改定し、表３－16 のとおり卒業の要件を定めた。 

表３－16             卒業の要件 
必要単位数  

授業科目区分  英米語  

学   科  

スペイン語
学       科

フランス語
学       科

ドイツ語
学     科

ブラジル  

ポルトガ  

ル語学科  

中国語  

学   科  

イタリア語
学       科

専  

攻  

語  

 専攻語演習科目  (必修) 

 専攻語演習科目  (選択) 

 専攻語基礎科目  

 専攻語研究科目  

 ４８  

  ４  ※  

  －  

 １２  ※  

  ３８  

   ８※
   ８  

  １０  ※

  ４０  

   ６※
   ８  

  １０  ※

 ３８  

  ８※  

  ８  

１０  ※

 ３８  

  ８  ※  

  ８  

 １０  ※  

４０  

  ６※  

  ８  

１０※  

３８  

  ８※  

 ８  

１０※  

関  

連  

 全学共通研究科目 

 第２外国語研究科目 

 学科間開放科目  

 １２  ※  

  ４  ※  

 －  ※  

  １２※
   ４  ※

 －  ※

  １２  ※
   ４  ※

 －  ※

 １２  ※
  ４  ※

 －  ※

 １２  ※  

  ４  ※  

  －  ※  

１２※  

４※  

－※  

１２※  

  ４※  

  －※  

専  

門  

教  

育  

科  

目  

   卒業選  択  (注１)   ４  ４    ４    ４    ４    ４    ４  

教  

養  

教  

育  

科  

目  

 全学共通基礎科目(注２) 

  第２外国語基礎科目 

  第３外国語科目(注３) 

  保健体育科目  

  ８  ※  

  ４  ※  

  －  ※  

  ２  ※  

８  ※
    ４※
    －  ※
    ２  ※

   ８  ※
   ４  ※
   －  ※
   ２  ※

８  ※
   ４  ※
   －  ※
   ２  ※

  ８  ※  

  ４  ※  

  －  ※  

  ２  ※  

８※  

  ４※  

－※  

  ２※  

８※  

４※  

－※  

２※  

重点履修科目   (注４) ２２  ２２  ２２  ２２  ２２  ２２  ２２  

      総   合    科    目  ４  ４  ４  ４  ４  ４  ４  

             計  １２４  １２４ １２４ １２４ １２４  １２４  １２４
 

 
必要単位数 

授業科目区分 日本語学科  

(日本語を母語とする学生) 

日本語学科  

(日本語を母語としない学生) 

専  

門  

教  

専  

攻  

語  

 専攻語専門科目 (必修) 

 専攻語専門科目 (選択) 

 専攻語基礎科目 

 第１外国語科目 

                ３０  

                   １０   ※  

                   １２  

                   １２  

                 ３０  

                   １０   ※  

                   １２  

                   ２４  
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関  

連  

 全学共通研究科目 

 第２外国語研究科目 

 学科間開放科目 

                   １２ ※  

                     ４  ※  

                     －   ※  

                     ４   ※  

                     －    

                     －   ※  

育  

科  

目  

  卒  業  選  択（注１）                      ４                      ４  

教  

養  

教  

育  

科  

目  

 全学共通基礎科目（注２） 

  第２外国語基礎科目 

  第３外国語科目（注３） 

  保健体育科目  

                    ８  ※  

                    ４   ※ 

                     －   ※ 

                     ２   ※ 

                    ８  ※ 

                     －    

                     －   ※  

                     ２   ※ 

     重点履修科目（注４）                   ２２                    ２６  

     総    合    科    目                     ４                       ４  

             計                   １２４                   １２４  

 注１：卒業選択は、「卒業論文」あるいは「卒業研究」のいずれかの 4 単位を必修とする。 

注２：全学共通基礎科目の中で、情報科目(情報リテラシーⅠまたはⅡ)の２単位を必修とする。 

 注３：専攻語（日本語学科は第１外国語科目）と第２外国語基礎科目で履修する外国語以外に、第３以上の外国 

語（ギリシア・ラテン・インドネシア・トルコ・インド語を含む）を修得する場合の科目区分である。  

 注４：重点履修科目は、専門教育科目と教養教育科目の中で※印を付記した科目区分の必要単位数を超えて修得 

した単位を算入する。 

 
原則として大学設置基準の大綱化以前の基準に適合した単位の算定方法を継承し、学生

の自学自修時間を考慮に入れ厳格に単位制を運用している。外国語大学という本学の特性
から、専攻語演習科目に十分な授業時間を必要とする本学には適した算定方法である。一
方、卒業要件単位の修得までの負担を考えると、相当な努力が必要となることから、専攻
語演習科目において１単位あたりの教室内学修時間を 15～30 時間とする現設置基準の弾
力的な設定も一部取り入れ、学生にとって過度な負担とならないよう配慮している。 

必修・選択必修・選択の量的配分については、卒業要件単位数からみるとバランスがと
れている。しかし、外国語学部では専攻語の運用能力を４年間の中で一定水準に到達させ
るために専攻語演習科目が多く、単位の量的配分の数値以上に必修科目の占める時間数の
割合が多く、特に１・２年次において専攻語以外の学習機会がかなり限定される。 

選択の専攻語演習（選択）では目的に応じた科目を開設し、専攻語研究科目では専攻語
基礎科目で学んだことを基本に地域・語学・文学・歴史・文化を体系立て専門的に学べる
ようになっている。全学共通研究科目は、国際関係・地域文化・現代社会・共通の領域に
科目を配置して教養教育の充実を図っている。第３外国語科目については、16 ヵ国語から
選択できるようしている。専門と教養に自由選択の枠を設け、それぞれの区分での重点的
学習を可能としている。 

全体としては、現行のカリキュラムの卒業要件単位は 124 単位であり、必修と選択必修
の割合は学科によって若干の差はあるものの５割以上であり、必須と選択の量的な配分は
適当と判断している。特に専攻語の必修科目は、外国語の演習科目が多いことから考えて
も妥当である。専攻語演習科目の一部の授業科目において、教室外での自学自修時間を要
するセミナー形式・ワークショップ形式の授業を取り入れ、単位数の見直しを図った。専
門教育的授業科目、一般教養的授業科目、外国語科目の量的配分の適切性・妥当性につい
ては問題なく、専門教育と教養教育との関連性を重視し、両科目区分から単位を集約でき
る重点履修科目の区分を設けており、適切かつ妥当である。 

また、2006 年度のカリキュラム改定により、卒業選択として卒業研究もしくは卒業論文
のいずれかを選択としたが、専攻語研究科目でコース制を採用していないスペイン語・フ
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ランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語・中国語・イタリア語学科では、専攻語演習
科目（選択）の３年次配当の授業科目に、学生の興味・目的に合わせてテーマを設定する
「トピックスタディー」を開講し、学生の卒業研究につなげている。 

基本的には現在のカリキュラムを維持しながら、点検を行って改善・改革を進めていく。 

 
②導入教育及び初年次教育の推進 

１年次の総合科目を導入教育と位置づけ、建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS －
言語を通して世界の平和を－」が現代世界の重要な課題であることを理解させるとともに、
演習形式の授業で問題解決のための実践的な思考能力・技術の養成を行っている。また、
教育課程の更なる体系化をはかるため、在学中における学修をもとに各自が研究テーマを
設定し、卒業論文もしくは卒業研究のいずれかを選択とした。 

基礎教育としては総合科目、教養教育科目、第２外国語科目、保健体育科目に分類され
る。 

総合科目は本学独自の導入教育で、１年次生に建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS 

－言語を通して世界の平和を－」が現代社会の重要な課題であることを理解させることが
目標である。春学期の授業は様々なテーマを巡る学内外の講師によるリレー形式で行い、
現代世界の抱える問題に対する鋭い問題意識、高い課題設定能力の養成を目指している。
秋学期の授業は演習形式で行い、問題解決のための実践的思考能力・技術を養成している。
新入生に対する導入教育の必要性も全学的認識されており、2003 年度から総合科目の中で
部分的試行を行い、2006 年度から総合科目に学生の基礎的能力の養成を主要課題とする演
習形式の授業を導入し、必須としている。 

教養教育科目は初年次教育として「全学共通基礎科目」を 1 年次に、２年次以降にその
応用的科目として「全学共通研究科目」を配置し、第２外国語科目は「第２外国語基礎科
目」を１年次に、「第２外国語研究科目」を２年次に、「第３外国語科目」を２年次以降に
配置している。保健体育科目は「健康科学の実践Ⅰ－１・Ⅰ－２」を１年次に、「健康科学
の実践Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を２年次以降に配置しており、すべての年次の学生が受講できる科目
を配置して学生に提供している。 

2008 年度の全学共通基礎科目は、初年次教育と位置づけていることから、特に領域を設
定せず、60 科目 101 コマ提供している。全学共通研究科目は、領域ごとに表３－17 のとお
り授業科目を開講している。 

表３－17   2008 年度全学共通研究科目の開講科目数・コマ数（認定科目を除く） 
国際関係領域 地域文化領域 現代社会領域 共通領域 計 

科目数 コマ数 科目数 コマ数 科目数 コマ数 科目数 コマ数 科目数 コマ数 

42 54 42 58 65 93 11 16 160 221 
全学共通科目は、教養教育科目としての全学共通基礎科目で８単位、専門教育科目とし

ての全学共通研究科目で 12 単位の合計 20 単位が卒業要件となっているが、卒業要件とな
っている重点履修科目の 22 単位を全学共通科目の取得した単位で満たすことも可能とし
ている。以上のように、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養
するための授業科目として全学共通科目を幅広い分野から開講している。一般教養的科目
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としては、すべての年次の学生が幅広い分野から多くの科目を選択して履修できるシステ
ムとなっており、「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」する
ための配慮あるプログラムとして問題ない。 

基礎教育科目と教養教育科目の実施・運営のための責任体制は確立しており、質的にも
充実しているが、今後も各学科等が提供する科目について責任を負い、幅広くかつ質の高
い基礎教育と教養教育を実施・運営し、これを事務組織が支援していく。 

 

③少人数教育の実施・習熟度別のクラス編成及び学生に対する履修指導の充実 
 本学では、各学科習熟度別クラスで授業を行い、個々の能力にあった教育を展開してい
るが、４年間の学修での到達目標を設定する必要がある。現在、フランス語学科において
語学運用レベルの到達目標を掲げて教育を行っており、他の学科においても検討している。 

また、英米語以外の学科へ入学してくる学生の英語力に差が出てきたことから、2008 年
度から英米語学科以外の新入生にも TOEIC の団体受験を実施し、第２外国語の英語の授業
でも、習熟度別クラスでの授業を実施している。 

効果的な授業を展開するために、授業形態に応じて到達レベル等さまざまな方法で行う
等、教育上の配慮を行い、専攻語演習科目については、少人数教育を実施している。登録
前・登録後に受講者数の調整を行うことは、教育効果の面からも効果的である。 

各年次の単位修得状況から進級を判定しているが、全入時代にあって入学時点での学生
の質も多様化している。基礎的語学力が不足している学生に対して、専攻語リメディアル
科目を提供して対応している。学生は、専攻語リメディアル科目の授業で進度の遅れを取
り戻しながら、他の必修科目と並行して履修でき、また単位の追認を可能としていること
で意欲を持たせながら修学を継続させることができている。ただし、受講者の進度の遅れ
に差があり、専攻語リメディアル科目の受講者全員に効果が上がるとはいえない。 

単位修得要領等に則ったオリエンテーションとクラス担任が実施する履修指導、対面に
よる登録相談等、できる限りの時間と労力をかけた履修指導を行っている。年度始めに教
職員の労力を費やして履修指導を行っているにもかかわらず、現実には履修登録時に不備
を起こしている学生は少なくない。これは 2006 年度にカリキュラム改定を行ったことによ
る移行措置や、学生の科目選択幅を拡げる一方で、習熟度別での履修等、受講条件や履修
制限を行い、学生一人ひとりの履修形態が複雑になっていることに起因していると考えら
れる。 

各学年で進級基準を設ける一方で、学生の選択幅を確保するため、複雑なカリキュラム
を編成しているが、学生により理解しやすいオリエンテーションの実施方法・内容を検討
し、新入生には履修登録のためのフローチャートを作成して指導に活用している。 

クラス担任の学生指導時間は、対象となるクラスの学生が研究室を訪れやすいよう、学
生の必修科目開講時間以外に設定しており、学生個々に対しての成績ガイダンスもほぼ全
員が受けている。 

現在のＯＣＲの受講届による機械処理の方法は、提出後に時間が経ってから登録ミスが
発見されるケースが多い。登録ミスの多くの部分を登録時点で発見、回避できるよう Web
登録に切り替えることも検討しなければならない。そのため、将来の Web 登録を視野に入
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れ、教務事務システムの再構築を行った。 

学生が教員から指導を受けたい場合には、より確実に連絡が取れるように、e‐mail 等
の連絡手段を学生と教員の間で構築する仕組みを構築し、2006 年度にポータル機能を持た
せた「京都外大 WEB CAMPUS」を導入し、授業科目担当者ともコミュニケーションを図れる
ようにしている。 

留年が決定した場合は、年度内にクラス担任による面談・修学指導を実施している。ま
た、教育上の配慮措置の中でセメスター制による９月卒業を積極的に活用している点は、
学生の学費負担の軽減も考慮している。 

本学では、各学科習熟度別クラスで授業を行い、個々の能力にあった教育を展開してい
るが、４年間の学修での到達目標の設定する必要がある。現在、フランス語学科において
語学運用レベルの到達目標を掲げて教育を行っており、他の学科においても、今後検討し、
到達目標を設定する。 

 

④国内外の大学での学修の単位認定の推進 
以前は(財)大学コンソーシアム京都の単位互換制度により修得した単位は、各大学の成

績評価の提出時期に問題があり、4 年次生は卒業要件単位には含めることができなかった。
しかし、大半の大学がセメスター制度を導入したこともあり、４年次生も在学中の単位認
定が可能となるよう、受講した学期ごとに単位を認定することとができるようになった。
このことは、次年度や次学期の科目選択の幅を広げ学生の主体的学習意欲に応えるもので
ある。 

(財)大学コンソーシアム京都の単位互換の受講科目の途中放棄については、出願に際し
てしっかり履修計画をたてたうえで大学からの移動時間も考慮して時間割を組むなど、履
修許可後に受講放棄することのないよう指導をしてきたが、今後は(財)大学コンソーシア
ム京都の担当者に説明を依頼し、その徹底を図っていきたい。それ以外の単位互換方法に
ついては、概ね良好であり、協定大学間の連携を保ちながら学生の主体的学習意欲に応え
ていきたい。 

特別聴講制度を行っている京都外国語短期大学は夜間課程であるため、本学の学部生が
授業と重複せず聴講することができ、特に英米語学科以外の学生が、英語に関する科目を
履修することが多い。国内交換留学の協定を結ぶ神田外語大学は本学の開設していない言
語の学科や国際コミュニケーション学科、国際言語文化学科を有しており、学生が本学で
培った語学力や専門的知識を生かせるよう大学間で綿密に連携をとって単位互換を有効な
ものとしている。海外の交流協定大学への留学（単位互換）も同様に行っている。 

単位互換全体として活発に行われており、特に(財)大学コンソーシアム京都の単位互換で
は、本学の外国語の他に各大学から文化、芸術、政治、経済、自然科学等、ほぼ全学問分
野にわたって提供されている科目群の中から、専攻以外の興味ある科目を受講することが
できる。 

単位の算出方法は、大学設置基準に基づいており、認定単位数は制度ごとに上限単位数
を設定し、認定方法は評価委員会または学科長会議で審議して教授会で承認を得ており適
切である。現行制度の中で単位の認定申請の簡略化を行い、学生の積極的な取り組みを促
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進していきたい。 
 

⑤大学以外の教育施設等での学修と入学前既修得単位の認定 
資格検定試験の単位認定基準は、それぞれの科目区分において学習目標値として設定し

ている。大学以外の教育施設での多様な教育の機会を積極的に評価することは、学生の主
体的な学習意欲の向上につながるものと判断している。 

入学前の既修得単位については、教養科目の広い範囲で認定することにより、社会人学
生等が本学での専門科目を集中的に履修できる点では効果的である。 

編入学時の認定は編入学試験において、専攻する語学の試験を課していることから一括認
定方式で行っている。また、入学前に資格課程を履修している者については、卒業要件と
は別に基礎資格証明書により単位認定を行っている。 

 
⑥教育上の効果を測定するためのＧＰＡ評価 

それぞれの授業科目の評価方法は、担当教員の裁量にまかされており、評価に対しての
共通認識を得るための継続的な努力が必要である。また、語学の運用能力を客観的に測定
する方法として総合試験は、個々のレベルに限らず一定期間の全体的な教育効果を図るう
えでは有効な方法である。 

授業科目の厳格で効果的な測定方法は、平常の授業の中で課題への対応状況、出席状況、
日常の取り組みと成果等により多元的に評価することである。2004 年度には定期試験期間
を短縮して平常授業での評価を推進した。また、ＧＰＡ評価を導入する中で、学期途中の
履修取消制度に加えて、2004 年度から不合格科目を成績証明書に記載することにより、厳
格な成績評価を推進している。専攻語以外の第２外国語科目の英語履修者にも 2004 年度
から実施する会話を中心とした授業の習熟度別クラス編成に備えて、TOEIC IP の受験を義
務付け、2008 年度からは入学時から TOEIC IP を課して習熟度別での授業を推進している。  

担当教員の裁量による成績評価は、教員へ配布する出講手帳や担当者打ち合せ会におい
て周知徹底し、同一科目間での評価のばらつきが生じないようにしている。学科の組織的
な取り組みとして、フランス語学科では、総合試験を実施している。専攻語科目の成績を
ＧＰＡにより検討することは、学生の語学運用能力を適切に把握でき、それらを基に習熟
度別クラス編成を行うことにより、学生の学習達成度に合った授業を可能にしている。 

 
⑦厳格な成績評価制度の推進 

前述のＧＰＡ評価そのものを厳格化するために、履修登録後一定期間を経過した時点で
の学生による履修取り消し制度や不合格科目の成績証明書への記載を行っている。学生に
履修責任を持たせた上での成績評価は、ＧＰＡ評価を有効なものとし、厳格な成績評価の
仕組を構築するうえでは不可欠なものである。 

一つの制度にすべてを委ねることなく、３つの大きな柱をもって厳格な成績評価を推進
することによって、多角的な評価を行っている。 
平常試験は、多元的な成績評価を行う上で有効な手段ではあるが、受講者数が多い授業科
目は担当教員の負担が大きく、すべての科目に取り入れることは現実的に困難なため、一
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部の科目では複数の評価方法で行っている。 
年度始めに配布する単位修得要領に明記し、授業科目オリエンテーションでの履修指導

で学生へ周知徹底している。万一履修登録の上限を超過した場合には、学生に配布する受
講時間割表に履修エラーを表示し、上限単位内に登録を訂正させている。 

現在の年間 48 単位という単位数は、本学の教育課程が１・２年次に語学運用能力を基
本的に身につけさせ、その上で専門的研究をさせるためのものであり、１・２年次の必修
科目の単位数を考慮して定めている。また、再履修科目の多い学生には、進級基準との兼
ね合いもあって、厳しい制限が課せられない状況があるため、成績不振者の制限について
は指導の範囲にとどめている。なお、３・４年次には学科の枠を越えて多様な学習を推進
しており、自主的に学修する学生の学習意欲を尊重して制限を設けていない。 

大半の学生には過剰な登録を防ぐことができ、一つひとつの授業科目に十分な自学自修時
間が確保できている。 
 
⑧インターンシップ・ボランティア活動等の単位認定 
学生が就業体験を通じて、実際のキャリアやスキルを身に付けるだけでなく、自己の職

業適性や将来設計について考える良い契機となっている。さらに、大学における教育研究
と社会での実地体験を行うことにより新たな学習意欲や創造性を喚起するなど、高い教育
効果が期待できる。 
体験希望者の増加に伴い、受け入れ先の確保が困難になっている。これまで以上に事前指
導の内容を充実させ、選考・マッチングに繋げて行くことが重要となる。このことからも
評価委員会にも多くの業種に精通した教員を加えて実習生の評価を行わなければならない。
また、「本学独自のインターンシップ」の実施時期（２月～３月）が３年次生の就職活動の
時期と重複するため参加を見合す学生が少なくない。このことにより職業適性を把握でき
ない学生が、就職活動に対して不安があるように考えられる。 

学生の将来の目標にむけて参加する学生は年々増えており、実際に学生が支援活動を通
じて、実際の教育現場で教育実習以外の業務やスキルを身に付けるだけでなく、自己の適
性や自分に欠けている点を考える良い契機となり、将来教育に関わっていく人間としての
自覚させる上でも効果がある。さらに、教育現場での社会貢献活動に携わることによって
新たな学習意欲や創造性を喚起するなど、高い教育効果が期待できる。現在は教育支援活
動に留めているが、ボランティアは広義であり、他の活動を単位認定する場合においては、
事前・事後指導を含めて教育課程との関連性を検討した上で実施する。 

 
⑨授業の内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤの実施 

授業の内容及び方法の改善を図るため、毎年夏期休暇前に一泊二日で実施する専任教員
研修会（学外ＦＤ）の全体会議及び分科会や秋学期に実施する大学・短期大学授業科目担
当者合同セミナー（学内ＦＤ）で研修テーマとして取り上げ検討を行っている。本学では、
組織的かつ継続性をもってＦＤ活動を推進しており、教職員全体にＦＤを進める意義につ
いて共通理解が得られており、専任教員研修会（学外ＦＤ）や大学・短期大学授業科目担
当者合同セミナー（学内ＦＤ）では、教員各自の授業内容にまで踏み込んで授業方法の改
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善を推し進める内容も組み込まれている。 

 
⑩学生による授業評価アンケートの実施 

学生の学修の活性化という面では、学生自身の学ぶ姿勢を養うための方策を複数実施し
ている。授業において活かす方法として「学生による授業評価アンケート」とそのフィー
ドバックは有効であり、全科目で実施し、毎回の実施率は 100％に近い数字である。また、
学生の資格検定試験の受験履歴を大学で管理し、学生へフィードバックする際には、学修
の指標となるよう、また教員の学修指導の情報として活用するなど、教員・学生の双方向
で活性化に役立てている。さらに学生の学習成果を資格取得や副専攻の修了等、一つひと
つ完結した形を成すように制度上の工夫を行っている。 

学生へのアンケート結果の公表については、全体の結果はホームページ上で行っている
が、個々の授業科目の受講者には、京都外大 WEB CAMPUS を通じてフィードバックできるよ
う、2009 年度中にシステムを構築する予定である。 

 
⑪授業の方法及び内容ならびに授業の計画（シラバス）の充実 

学生が受講するに当たって必要とする情報を網羅できており、また、本学のシラバスは
ホームページ上でも公開している。これにより、大学間での単位互換履修生や科目等履修
生を始め、企業・父母・高等学校・地域などへ大学の授業内容を開示することで、対外的
にも大学教育の充実度を示すことができている。 

 
⑫教員の国際交流の推進 
 教員の国際交流については、短期、長期を問わず、教育研究交流を緊密化させるための
措置を適切に講じている。 
 
⑬学生の国際交流の推進 
 学生の国際交流については、短期及び長期の留学制度で本学学生を国外の協定大学等へ
派遣し、留学生を国外の協定大学から受け入れている。 
 
⑭国内交流の充実 
 国内における交流は、神田外語大学へ過去６年間に本学から９名の学生を派遣し、神田
外語大学から 13 名の学生を受け入れている。国内交流は、質・量ともに十分な交流を行っ
ており、基本方針に基づき現状の交流を継続し、一層の充実を図り、今後も積極的に交流
を推進していく。 

 
⑮マルチメディアを活用した専門教育の推進 
 ア)本学は「個々の学生に応じた教育」という教育方針を打ち出しているが、CALL の導

入もこの一連の流れに沿ったものである。2001 年度の CALL 教室導入の検討からはじま
った CALLプロジェクトメンバーを中心とした議論の中で CALL利用の授業のコンセプト、
機器の仕様が決定され、2003 年４月に CALL 教室（56 席）を設置した。2003 年度以降、
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CALLを利用した授業を行っている教員のモチベーションは高く、学内での CALL研修会、
ＦＤでの成果発表の効果として、自身の専門語学授業に CALL を利用したいという要望
が増加した。その結果、2004 年度以降、CALL の機能を活用した授業科目及び開講コマ
数は年次進行で増加してきた。それゆえ CALL 教室は稼働率が高く、CALL 活用の新規科
目の設置が困難になりつつある。また、これまでの CALL 教室の増設は、LL 教室を更新
するという形で行ってきた。しかし、本学には LL の機能を最大限に引き出すことがで
きる専任教員が存在する。このように長年にわたる研鑽の結果、LL の機能を最大限に
引き出すことができる教員の授業環境の保障の問題がある。 

  CALL 教室の稼働率が高く、CALL 活用の新規科目の設置が困難である状況の打開の
ため、中期計画において、2010 年度以降、年次進行で CALL 教室を、年１教室、最終
２教室、増設する。同時に、LL 教室は廃止の方向をとるが、LL の活用に秀でた教員の
授業保障の観点から、CALL 利用に関する個別講習及び授業時の人的支援により、円滑
に CALL 利用に移行できる方策をとる。 

イ)CALL 導入後、６年を経過した現在、専門教育としての語学学習における CALL の機能
活用の方向性が決定しつつある段階に至った。この段階で、課題として浮かび上がっ
てきたのが、本学独自の CALL 教材、e-learning 教材の開発である。これらの教材作
成を実現することを目的として、2007 年度にはスタジオを設置した。スタジオは、CALL
教材だけではなく、広く各種の授業で使用するマルチメディア教材の作成を行うこと
を目的としている。独自教材開発に関する教員のモチベーションは高く、設置以降、
スタジオの稼働率は、月平均 12.1 件である。また、CALL 教材、e-learning 教材の管
理システムは市販のものを用いてきたが、汎用性をめざしたものゆえ、大学の専門語
学教育という本学での利用の要求に必ずしも応えられるものではないことが、これま
での使用実績評価から明らかになった。同時に、教材コンテンツ作成支援のための人
員配置が課題となっている。 

   マルチメディアを活用した独自教材開発のために 2009 年度には、本学での利用要求
のレベルに達するよう本学が開発した管理システムを導入する。このことによって高
度な語学 e-learning が可能な環境を整える。これらのコンテンツを充実させ、Web 上
で公開することにより、①e-learning の活用による本学学生の授業前、授業後学習の
充実、②本学入学予定の高校生に対する e-learning による入学前教育の実現、③外国
人のための効果的な日本語教育 CALL 教材の開発と、それを Web 上で公開することによ
って母国にいる日本留学希望者あるいは交流協定により交換留学予定の学生等の事前
学習教材としての提供をめざす。これら独自教材開発には専門性を持った人的支援が
必須である。そのため e-learning 教材開発を専門とする研究者、e-learning 教材開
発技能を持つ職員の配備を検討する。 

 
⑯マルチメディアを活用した教養教育の推進 
 ア)情報リテラシー科目の改組によって必修科目「情報技術の実践」を設置したことで、

ａ）１年次春学期科目のため、秋学期以降の、専門科目、教養科目での情報技術の必
要性に応えられるようになった。ｂ）大学での学習・研究に必要な内容に授業内容を
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絞ったことにより、何のためにその技術を学んでいるのかを学生が明確に理解できる
ようになった。ｃ）学生の学習負担減となった。ｄ）他の専門科目、教養科目でも「情
報技術の実践」で学んだ技術等が使われるので学習が定着しやすくなった、等の長所
がある。しかし、近年、専門科目ですでに春学期からマルチメディアを活用する科目
が増加してきた。そこでは教員がマルチメディアを活用して教えるだけでなく、学生
にもマルチメディアを使わせ探求させることも多々、行われる。そこでこれらの科目
では、現在よりも早く、種々の情報技術を教えることを求められるが、現状では不可
能である。そのため学生のマルチメディア活用は、基本的に１年次秋学期以降にする
ことを依頼せざるを得ないという現状である。 

   「情報技術の実践」の設置によって教養科目群内での情報科目の系統性は、明確と
なった。しかし１年次春学期から、インターネット活用を中心とした情報技術を必要
とする専門科目が増加したことで生じた問題に対応するため、各学科で利用頻度の高
い技術を質問紙により調査し、その結果をもとに、現行の「情報技術の実践」の教授
内容の配列を変更することを検討している。同時にコンピュータ活用の授業を行う語
学科教員に対しては「情報技術の実践」のシラバスを配布し、ある技術をどの時期に
教授されるのかを知らせることにより齟齬をなくす。また科目の特性から早期に特定
の技術の教授が必要な場合は、学期開始以前の早い段階でそれを知らせてもらうこと
により、講師（ＴＡ）を手配し、①当該授業内でその技術を教授する、②学生の授業
空き時間に講習会を行う方法を検討している。 

 イ)全学共通研究科目のなかに設置した情報技術・理論及びマルチメディア活用技術・理
論に関する科目は、履修登録者が多く、学生のニーズに応えた科目となっている。た
だし、副専攻・情報コースが目的とするのは情報技術に関する資格取得であるが、現
時点では、資格取得に至る学生が少ない。さらなる広報と動機づけにより資格取得者
を増やす道が考えられるが、本学学生の就職支援として情報技術に関する科目群の設
置の方向性を十分、検討する。 

  就職支援としての情報処理科目群については、本学学生は、語学力を生かした就職を
めざしている。このような方向性の就職活動で、情報処理資格を取得する労力と、そ
れが採用にプラスする影響力を勘案した場合、否定的な見解をとらざるを得ない。そ
こで情報処理に関する資格取得をめざすことよりも、実質として企業で求められる情
報処理技能を身につける方向へと転換する必要があると考える。具体的には実務的な
内容をもった科目群の設置を検討する。 

 ウ)本学では、2006 年度以降の入学者から、４年次における卒業論文または卒業研究が
選択となり、2009 年度からそれが適用される。そして卒業論文、卒業研究のために、
これまで以上の情報機器の利用が予想される。これらの利用者の利用要求の内容と、
その規模を割り出し、十分な卒業研究支援を行う。 

  専門語学教育科目でも、全学共通基礎科目及び研究科目でも、マルチメディア及び
情報処理機器を活用する科目が増加し、さらに卒業研究必修化によってその利用も大
幅に増加する可能性が出てきた。もし、このまま利用頻度が上昇を続けるならば、マ
ルチメディアを利用できる教室の増設を行う必要が生じる。しかしCALL教室増設の要
望も多く、本学の規模としてどれだけの情報機器が使える教室を整備する必要がある
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かの検討が必須となる。その際、これまでCALL教室と情報処理演習室はそれぞれ別の
枠組でとらえ、それぞれの拡充を図ってきたが、今後は、CALL教室と、情報処理演習
室の一元化を図る。現在でもCALL教室を利用して「情報技術の実践」等の授業は行え
る。この点から考えて、いわゆる情報処理演習室を廃止し、CALL教室に置き換えるこ
とで、教室数の最適化、教室稼働の効率化をめざす。 

 

⑰インターンシップを通じて企業・団体の業務の実際を体験し、現実に立脚した職業観・
人生観を育成して就業意識の向上及びミスマッチの防止 
2007 年度については受入企業数、実習企業数、実習生、単位認定者数ともに前年度を上

回り、インターンシップに対する関心の高まりが感じられた。 
体験希望者の増加に伴い、受け入れ先の確保、事前指導の内容の充実などが課題となっ

た。また、従来の「本学独自のインターンシップ」の実施時期（２月～３月）が３年次生
の就職活動の時期と重複するため参加を見合す学生が少なくなかったので、実習時期を春
期休暇に加え 2008 年度より夏期休暇（８月～９月）も実施する。そして、事前指導の内容
の充実を図るため、事前学習会の日程を 1 日から２日間にして、指導時間を増やす。イン
ターンシップは卒業後の進路・就職を見据えたものであり、２年次生にとっては進路選択
をする上での適性判断、３年次生にとっては就職活動に入る直前の就業体験となり、効果
が大きい。 
2008 年度より事前指導の内容充実を図るため、事前学習会の日程を１日から２日間にし

て指導時間を増やした。内容を見直し、学生へのアンケート結果等を基に改善を図った。
また、「本学独自のインターンシップ」の実習時期を春期休暇に加え 2008 年度より夏期休
暇（８月～９月）も実施した。「本学独自のインターンシップ」は卒業後の就職を見据えた
ものであり、職業選択をする上での適性判断、ミスマッチ防止等の役割もあり、３年次生
にとっては就職活動に入る直前の就業体験となり、不安解消を図る。 
 
⑱学部卒業生の進路希望の達成と就職率の向上 

就職率は年々増加し、就職支援の効果は現れているが、今後アメリカの金融危機に端を
発した世界同時不況の影響により、景気の下振れ不安が大きい。そこで、企業は求人を抑
制し、将来、企業のコアとなるべき人材のみに絞った「厳選採用」の傾向をますます強め
るものと予想される。特に輸出関連等グローバルに仕事をする企業への就職希望が多い本
学では今後予想されるそのような企業からの求人数の減少は大きな問題で、学生へのきめ
細かい指導と啓発をますます強めていく必要がある。 
 本学学生も知名度の高い大手企業を中心に就職活動をし、実際には需要が多い、語学力
を求める本学向けの中堅・中小企業への興味が薄い。ところが、学生にとっての知名度は
なくても世界的な技術やシェアを持つ企業は多く、そのような企業では国際事業部や海外
事業部で活躍し得る人材を求めている。企業訪問時に得た、このような情報を企業で活躍
している卒業生の情報と合わせてより積極的に学生に伝え、学生の企業・進路選択の幅を
広げる。 
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Ⅱ 修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 
１．教育課程等 
【大学院博士前期・博士後期課程の到達目標】 

 本大学院は、「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」
（平成 17 年９月５日中央教育審議会答申）を踏まえ改正された大学院設置基準及び本大学
院学則第２条の目的「本大学院は、本学の建学精神に則り、学術の理論及び応用を教授研
究し、その深奥をきわめ、研究者、教育者のみならず、広く国際社会に貢献し得る人材を
育成し、文化の進展に寄与することを目的とする」に則り、外国語学研究科では、言語文
化と言語教育の専門分野に関する研究コース（領域）を有することを活かし、専門分野の
研究能力、またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力、
その基礎となる豊かな学識を修得させることを目的としており、博士前期課程は、「言語コ
ミュニケーションに重点を置いた言語と文化の学際的、総合的研究、並びにその応用とし
ての言語教育・学習方法論の研究を行う。」ことをカリキュラム・ポリシーとして教育研究
活動を推進している。博士後期課程は、「世界の諸地域における人間の営みの中核をなす文
化を、言語を通して根源的に解明できる人材を育成すること、また、多分野に通じた創造
性ある言語教育者を育成する。」ことをカリキュラム・ポリシーとして教育研究活動を推進
している。 

上記の目的達成のために以下の事項を教育研究の目標とし、さまざまな教育研究に関す
る改善を行っている。 

① 現職教員をはじめ、多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備 
② 博士前期課程・言語文化コースに導入教育として総合科目（必修科目）「言語と文

化」を開講し、研究テーマの設定及び研究方法の確立を図る 
③ 博士前期課程・実践言語教育コースにおける創造性と実践力のある英語・日本語教

員の養成 
④ 博士前期課程及び博士後期課程を通じた一貫性のある教育研究指導体制の構築 
⑤ 標準修業年限以内の学位(修士・博士)を授与することのできる体制の整備 
⑥ 博士前期課程における国内外の大学院等での学習の単位認定や入学前の既修得単

位の認定制度の整備 
⑦ 大学院生の授業評価アンケートによる組織的な授業改善体制の整備 
⑧ 成績評価基準の明示と厳格な成績評価・修了認定制度の構築（大学院設置基準第 14

条の２） 
⑨ 大学院教育の充実発展を図るためのシラバスの充実 
⑩ 大学院授業・研究指導の改善のための組織的な研修・研究（大学院ＦＤ）の実施体

制の整備（大学院設置基準第 14 条の３） 
⑪ 大学院ＴＡ制度の整備 
⑫ 大学院博士前期課程及び博士後期課程修了者の進路・就職希望の達成 
⑬ 大学教員、研究機関研究員等の高度専門職への就職希望を達成 
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（大学院研究科の教育課程） 
大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 条、大学
院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 
【現状の説明】 

博士前期課程の教育課程の修了要件は、２年以上在学し、所定の授業科目 30 単位以上(個
人研究成果報告書の場合は 36 単位以上)を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえで、
修士論文または個人研究成果報告書の審査及び最終試験に合格することとしている。ただ
し、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に１
年以上在学すれば足りるものとしている。 

博士後期課程の教育課程の修了要件は、３年以上在学し必要な研究指導を受けたうえ、
博士論文の審査及び最終試験に合格することとしている。ただし、在学期間に関しては、
優れた業績を上げたと認められる者で、博士前期課程に２年以上在学し当該課程を修了し
た者については、博士後期課程に１年（博士前期課程を１年で修了した者については、２
年）以上在学すれば足りるものとしている。また、教育課程に関しては、本大学院カリキ
ュラム・ポリシーとしての「言語文化と言語教育の専門分野に関する研究コース（領域）
を有することを活かし、専門分野の研究能力、又はこれに加えて高度の専門性が求められ
る職業を担うための卓越した能力、その基礎となる豊かな学識を修得させることを目的と
する」に従い編成している。本大学院の理念・目的は第１章で述べたとおりである。本大
学院の教育課程は、理念・目的並びに学校教育法第 65 条「大学院は、学術の理論及び応用
を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い
学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする」、大学院設置基
準第３条第１項「修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研
究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培う
ことを目的とする」、同第４条第１項「博士課程は専攻分野について研究者として自立し
て研究活動を行い、または、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究
能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする」に適合している。 
 
「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要
する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 
【現状の説明】 

本大学院博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、言語文化及び実践言語
教育の専門分野の研究能力、またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うた
めの卓越した能力を兼ね備えた人材の育成を目的としている。博士前期課程には、言語文
化コースと実践言語教育コースの２コースを設け、それぞれに体系的な教育課程を編成し
ている。 

言語文化コースでは、総合科目「言語と文化」を必修科目とし、専門分野に関する情報
を効率的に収集・整理する能力と言語と文化に関する研究の基盤となる文献等を通して、
的確に個人の研究テーマに沿った研究活動を遂行する能力を養成している。学生各自の研
究テーマの設定と研究方法の確立の一助とするために、数名の教員がリレー方式の授業を
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展開しており、専攻分野における卓越した能力を培っている。 
また、コース専門科目として各領域において語学研究・文化研究の名称で専門に特化し 

た授業科目を多く配置している。 
実践言語教育コースでは、英語及び外国語としての日本語の言語教育とその方法論を理

論と実践の両面から学ぶことに主眼を置いている。また、模擬授業、実践授業を通して、
ディスカッション能力を養成し、かつ教育現場のニーズに対応し、同時に応用できる能力
を養成するため、実践教育の科目をコース専門科目として多く開講しており、高度の専門
性が求められる職業を担うための卓越した能力を培っている。 

この他、各言語のさらなるコミュニケーション能力向上を育むコミュニケーション科目
に加え、国際社会の現状を学ぶ国際協力研究・国際ビジネス研究及び聴覚障害者とのコミ
ュニケーションツールとしての手話等を学ぶコース共通科目を開設している。 
 
「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊な学識を養う」という博
士課程の目的への適合性 
【現状の説明】 

本大学院博士後期課程は、言語文化及び言語教育の専門分野について、研究者として自
立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力及
びその基礎となる豊かな学識を兼ね備えた人材の育成を目的としている。 

博士後期課程には、言語文化と言語教育の２つの研究領域を置き、言語文化では、世界
の主要国の言語文化について、多角的な視点と考察力を養うための研究指導を展開してい
る。言語教育では、国際的な視野を持ち、創造性と実践力のある英語・日本語教員の養成
が可能な指導教員を配置し、先進的な教授法や教材開発に取り組んでいる。また、研究者
として自立して研究活動を行い、又は、その他の高度かつ専門的な業務に従事するために
必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊な学識を兼ね備えた人材を育成するため、年
次毎にインディペンデント・スタディ（個人研究）の研究指導により論文発表を行い、学
位（博士）論文の完成を目指している。 

 
学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内
容との関係 

【現状の説明】 
本学の外国語学部は、英米語学科、スペイン語学科、フランス語学科、ドイツ語学科、

ブラジルポルトガル語学科、中国語学科、日本語学科、イタリア語学科の８学科を有して
いる。これを基礎とする本大学院は、博士前期課程の言語文化コースにおいて英米地域、
ヨーロッパ・ラテンアメリカ地域、東アジア地域の３地域を開設し、各地域に及ぶ言語を
始め、その枠組みを超えた多言語にまたがる文化的背景を関連づけて研究しており、こう
した点で学士課程との連携を保持しながら、異言語・文化のコミュニケーション能力を養
成している。 
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修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の
関係 
【現状の説明】 
 博士前期課程の目的とする広い視野に立って精深な学識を授け、言語文化及び実践言語
教育の専門分野の研究能力、またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うた
めの卓越した能力を兼ね備えた人材を育成するため、コース専門科目、コミュニケーショ
ン科目、コース共通科目を開設し、「言語文化コース」と「言語教育コース」の２コースを
設け、それぞれに体系的な学問領域の授業科目を配置し、教育を行っている。 
 博士前期課程・言語文化コースでは、地域ごとの各言語、あるいは地域の枠組みを超え
た多言語とその文化的背景を相互に関連付けて研究する。英米地域では、英語の、ヨーロ
ッパ・ラテンアメリカ地域では、イスパニア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、
イタリア語の、東アジア地域では中国語の高度な言語コミュニケーション能力養成とそれ
ぞれの地域文化・文学を対象とした研究指導、通訳や翻訳など職業に直結した実践力を養
う。さらに現代の国際社会が抱える諸問題を解決するために必要な知識とノウハウを身に
つけ、国連をはじめとする国際公共機関、ＮＰＯやＮＧＯといった国際機関で活躍できる
人材を育成している。 
 博士前期課程・実践言語教育コースでは、英語教育及び外国語としての日本語教育にお
ける教育者の育成をめざしている。実践的な科目群を用意し、どのような教育現場に就こ
うとも優れた指導力を発揮できる応用能力と技術力を持った人材を養う。英語教育の場合、
ほとんどの講義は土曜日と夏期及び冬期の休暇中に集中して行われるため現職教員であっ
ても職務に支障なく修了することが可能である。また、日本語教育については、特に実践
面を重視し、海外における教育のみをめざすのではなく、グローバル化が進む日本語教育
を見据えて、理論重視に偏りがちな従来型の大学院を脱し、日本語指導法などの実践的な
科目を充実させることにより、理論とともに高度な教授能力を備えた人材を育成している。 
 博士後期課程・言語文化領域では、世界の主要な言語と、その背景となる多様な文化体
系に関して、高度な専門知識に基づく多層的な研究と考察を行う。コーパス言語学や認知
言語学など世界的にも進化のめざましい学術研究分野、現地での調査や経験的裏づけを求
める地域研究など、言語文化領域における多角的な視点と考察力を養うことを主眼とした
幅広い研究指導を展開する。国際社会におけるグローバルな視点と、個々の民族における
ローカルな視点をあわせもち、研究を通じて手にした成果を広く人類に還元するとともに、
常に社会への貢献を忘れない人間性あふれる研究者を育成している。 
 博士後期課程・言語教育領域では、英語教育及び日本語教育の専門指導に必要とされる
高度な知識と見識、かつ説得力ある指導法を身につけるとともに、新しい教授法や教材開
発などにも取り組む。中学・高等学校での教育実習体験の情報や、先生方との共同研究で
得たデータを分析するなどして現場意識を深め、また、最新の脳科学研究から得られた先
端情報に触れる機会を設けるなど、研究者としての見識を大きく広げられる指導を行う。
これからの時代に求められる創造的でかつ柔軟な対応力を備えた教育者及び教育研究者を
育成している。また、博士前期課程と博士後期課程との連携を図るため、博士後期課程１
年次では、博士前期課程での研究を発展させ、新しい研究への展開につなげる研究指導・
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助言を行うとともに、研究課題に応じた研究構想の立案の指導・助言を行う。２年次では、
博士論文執筆に必要な文献の講読や調査などの指導助言を行う。３年次では、研究成果を
相互討論して内容を深め、博士論文の完成に至るまでの研究指導・助言を行う。また、学
会における研究発表や博士号授与の基準として求められる査読を必要とする学会誌などへ
の論文投稿ができるよう指導する。一人の指導教員が、博士前期課程から博士後期課程へ
継続して指導するケースも多く両者の関係は、適切な連携を保っている。 
 
博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
【現状の説明】 

 博士前期課程・言語文化コース及び実践言語教育コースの人材育成の目的は、「修士課
程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係」
(P.66)で述べたとおりであるが、博士前期課程では、その目的とする広い視野に立って精
深な学識を授け、言語文化及び実践言語教育の専門分野の研究能力、またはこれに加えて
高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を兼ね備えた人材を育成するた
め、コース専門科目、コミュニケーション科目、コース共通科目を開設し、「言語文化コー
ス」と「言語教育コース」の２コースを設け、それぞれに体系的な学問領域の授業科目を
配置し、教育を行っている。 
 また、博士後期課程・言語文化領域及び言語教育領域の人材育成の目的は、「修士課程
における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係」
(P.66)で述べたとおりであるが、博士後期課程では、世界の諸地域における人間の営みの
中核をなす文化を、言語を通して根源的に解明できる人材を育成するため、また、多分野
に通じた創造性ある言語教育者を育成するため、博士後期課程１年次では、博士前期課程
での研究を発展させ、新しい研究への展開につなげる研究指導・助言を行うとともに、研
究課題に応じた研究構想の立案の指導・助言を行う。２年次では、博士論文執筆に必要な
文献の講読や調査などの指導助言を行う。３年次では、研究成果を相互討論して内容を深
め、博士論文の完成に至るまでの研究指導・助言を行う。また、学会における研究発表や
博士号授与の基準として求められる査読を必要とする学会誌などへの論文投稿ができるよ
う指導している。 

一人の指導教員が、博士前期課程から博士後期課程へ継続して指導するケースも多く両
者の関係は、適切な連携を保っている。 
 
博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
【現状の説明】 

 学位規程及び学位論文または個人研究成果報告書の提出及び指導に関する内規に明記さ
れているとおり、博士前期課程においては、学位論文を作成する者は配当科目から 30 単位
以上、個人研究成果報告書を作成する者は、同じく 36 単位以上を修了要件単位とする。併
せて学位論文または個人研究成果報告書の審査に合格することで修士（言語文化学）の学
位を取得できる。授業科目は、コース専門科目、コミュニケーション科目、コース共通科
目及び全科目区分から各科目の必要単位数を超えて修得し算入される選択科目からなるが、
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これは各自の専門領域を超えた異分野領域における学際的学習を促進し、研究内容にさら
なる多層性を持たせるという点で功を奏している。研究指導においては、入学後なるべく
早い時期に、学生は学位論文または個人研究成果報告書のいずれかを選択し、研究分野に
ついて直接指導にあたる指導教員（主査）の内諾を得る。指導教員には大学院コース専門
科目担当教員または、コミュニケーション科目・コース共通科目担当教員が当たる。２年
次に正式に決定する指導教員の指導の下、学位論文または個人研究成果報告書の執筆にあ
たる。２年次５月に論文等の題目届を提出し、９月に中間発表を行う。以降その完成を目
指すとともに、修了要件単位を修得する。その結果は学位論文・個人研究成果報告書合同
審査会、大学院研究科会議の議を経て、大学院委員会で学位授与を承認された者に修士（言
語文化学）の学位を授与する。 
 博士後期課程においては、学位論文提出及び審査手続きに関する内規により、１年次に
博士論文研究計画書を提出し、１年次２月の第一次発表会において博士論文概要（３万字
以上）を発表する。続く２年次２月には、第二次発表会において博士論文の主要な内容（６
万字以上）を発表する。３年次では、博士論文完成予定者は５月に博士論文題目届を提出
し、同年 10 月、博士論文提出願の手続きを経て、同年 11 月博士論文を提出する。その後
公開の口述試問、博士論文審査会、博士論文合否判定会議を経て、大学院研究科会議にお
ける審議結果が大学院委員会で承認された者に博士（言語文化学）の学位を授与する。単
位制を導入していたため、授業は開講していないが、多くの学生が指導教員の博士前期課
程の授業に出席し、指導を受けている。 
 

専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教
育目標との適合性 
 本学は、該当なし 
 
（授業形態と単位の関係） 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算
方法の妥当性 
【現状の説明】 
 博士前期課程では、講義、演習及び実習の授業科目を配置し、授業科目の単位計算は、
１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講
義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で本大学院が定める時間の授業を
もって１単位としている。実習については、30 時間から 45 時間までの範囲で本大学院が
定める時間の授業をもって１単位としている。 
 博士前期課程の教育は、学位論文または個人研究成果報告書の作成等に対する研究指導
とともに、配当される授業科目によって行われており、その授業科目の開設にあたっては、
本大学院の教育理念や目標に即している。実践言語教育コースにおける中学・高等学校で
の学外授業実習の単位計算についても、担当教員の学校訪問指導により、適切に行われて
いる。 
 博士後期課程には、授業科目を配置していない。 
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（単位互換、単位認定等） 
国内外の大学院等での学習の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置

基準第 15 条） 
【現状の説明】 
 博士前期課程における国内外の大学院等での学習の単位認定については、本大学院学則
第 17 条に定めるとおり、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生
が当該大学院において履修した授業科目について修得した単位を、10 単位を超えない範囲
で、本大学院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。また、入学前
の既修得単位認定についても、同学則第 18 条に定めるとおり、教育上有益と認めるときは、
学生が入学する前に大学院において履修した単位は、第 17 条で認める分と合わせて 10 単
位を超えない範囲で認定している。また、2 年以上学校で英語教育あるいは日本語教育、
国語教育の経験がある本大学院 1 年制課程入学者に対して、教育実務経験の実績に対する
認定は、申請書及び証明書に基づき、上記分と合わせて 10 単位を超えない範囲で認定して
いる。入学前の既修得単位認定については、毎年漸増傾向を示す社会人学生に対して堅実
に実施され、１年制課程修了に際し、その効果を発揮している。国外の大学院への留学に
より、修得した授業科目の認定については、実績がない。また、国内の他の大学院との単
位互換制度は設けていない。 
 
（社会人、外国人留学生等への教育上の配慮） 
社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 
【現状の説明】 
 博士前期課程の実践言語教育コースでは、現職教員等の学習機会を考慮し、平日は、主
に夜間（18 時 15 分から）に開講している。１年制課程・英語教育においては、ＪＲ京都
駅前にあるキャンパスプラザ京都・本学サテライト教室を活用し、平日は夜間に、土曜日
は昼夜間に開講し、社会人が仕事を継続しながら、修了要件単位を修得できるよう配慮し
ている。また、夏・冬の休暇期間に集中講義として 10 科目程度を開講し、社会人の修学に
配慮した教育環境を整備している。 
 外国人留学生に対する配慮としては、必要に応じて学部聴講制度で日本文化等に関する
知識を補強する機会を与えている。また、８言語の学科で構成する学部を基礎におく本大
学院では、留学生の母語に長けた教員の指導を得ることも可能であり、できる限り柔軟な
指導を実施している。また、博士前期課程実践言語教育コースの社会人 1 年制課程におい
ては、上記の対応に加えて、夏期及び冬期休暇期間における論文または個人研究成果報告
書の指導をしている。 
 
（連合大学院の教育課程） 
連合大学院における、教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性 
 本学は、該当なし 
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（「連携大学院」の教育課程） 
研究所等と連携して大学院課程を展開する「連携大学院」における、教育内容の体系性・
一貫性を確保するための方途の適切性 
 本学は、該当なし 
 
２ 教育方法等 
（教育効果の測定） 
教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 
【現状の説明】 
 博士前期課程では、春・秋学期に学生による授業評価アンケートを実施し、教育効果を
測定し、授業改善につなげている。また、研究の達成度を測定するため、各指導教員出席
のもと、２年次の９月に学位論文・個人研究成果報告書の中間発表を公開で実施すること
により、研究の進捗状況を確認し、以後の指導につなげる。 
 博士後期課程では、１年次２月の第一次発表会（公開）、２年次２月の第二次発表会（非
公開）はもとより、日頃の研究指導の成果報告として、本大学院紀要への投稿、学術刊行
誌への投稿及び学会・研究会等での発表を積極的に推進している。 
 
修士課程、博士課程、専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

【現状の説明】 
 2007 年度の進路状況については、博士前期課程修了者 38 名、博士後期課程修了者１名
の計 39 名に対して民間企業・官公庁・教員・その他への就職は 18 名で修了者数の 46.2％
が就職をした。 
 進学については、博士前期課程から本学博士後期課程への進学が５名で、海外留学が 1
名である。 
 その他の進路は、修了後も就職活動を継続している院生は３名、公務員・大学院・資格
取得受験準備が３名、アルバイトが１名、留学生の帰国者が２名、進路未定者が６名とい
う内訳になっている。 
 大学院における専門性の高い教育と社会人の再学習機能としての実践語学教育は、教育
機関で専門的に指導ができる教員を育成する上で成果を上げている。 
 国際社会の中で国際的視野を持った高度な知識や語学力を必要とする本学大学院生向け
求人は約 1,000 件ある。 
 
大学教員、研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況 

【現状の説明】 
 2007 年度博士前期課程修了者の就職は 17 名で、内訳は高等学校教員が６名、公務員が
２名、民間企業が９名である。内容としては高等学校等に専門性を生かして教員として就
職している者やまた教育に携わった経験がある社会人は、再びより高度な能力を備えた教
員として就職をしている。公務員については警察官として外国人犯罪に対して高度な語学
力を求められて就職している。民間企業については専門学校教員・塾講師のほかに語学力
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を必要とするホテル業界や海外事業を展開している商社に就職をしている。 

 博士後期課程修了者は１名で、大学専任講師として就職をした。 

 
（成績評価法） 
学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 
【現状の説明】 
 本大学院においては、点数評価法を採用しており、その基準は下表のとおりであり、大
学院便覧に明示している。また、評価方法については、毎回の授業内容はシラバスに記載
している。学生は年２回、各自の点数表記の成績を一覧表で確認し、資質向上の状況を確
認する。点数評価は、ＡＢＣＤ評価と比較して、精密な成績評価法と言える。シラバスに
は、担当教員の成績評価方法を記載している。また、授業開始時には、学生に成績評価方
法を説明することを義務づけており、資質向上の状況を検証する成績評価法は適切である。 
 また、不合格科目も成績証明書に表記することにより、学生の学習意欲を高めている。
成績証明書に記載される評価記号は、表３－18 のとおりである。 
  表３－18 

成績評価 評価記号 
100点 ～ 90点  Ａ＋ 
 89点 ～ 80点 Ａ 
 79点 ～ 70点 Ｂ 
 69点 ～ 60点 Ｃ 
 59点 ～  0点 Ｄ 

 失格 Ｆ 
 
専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 
本学は、該当なし 
 
（研究指導等） 
教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 
【現状の説明】 
 教育課程については、カリキュラム・ポリシー「言語文化と言語教育の専門分野に関す
る研究コース（領域）を有することを活かし、専門分野の研究能力、またはこれに加えて
高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力、その基礎となる豊かな学識を
修得させることを目的とする」に基づき、授業科目検討会で協議・検討し、大学院研究科
会議の議を経て、より良い方途を希求しているが、教育課程は、研究指導体制との連動な
くしては、その有効性が乏しいため、現実との照合に留意しながら適切な教育研究指導体
制を確立している。 

博士前期課程では、修士論文または個人研究成果報告書の作成等を通じた教育・研究指
導については、「学位論文又は個人研究成果報告書の提出及び指導に関する内規」第 2 条に
より、学生は、修了予定年度の４月末日までに研究分野について直接指導を受ける教員（主
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査）１名を、コース専門科目、コミュニケーション科目、コース共通科目の担当教員のう
ちから、自らの希望に基づく教員との面談の上、決定している。しかし、多くの学生は事
前に指導教員を予定して入学しているため、１年次から徹底した研究指導を受けることが
可能である。２年次の秋には公開の研究発表会において、学位論文の中間発表を行う。ま
た、入学後早い段階で、全国レベルの学会及び研究会に入会するよう指導するとともに、
学内外で開催される学会・研究会への参加を積極的に推進し、自身の研究において深奥な
学識を兼ね備えるよう指導している。また、教員による一方向的な授業展開を控え、学生
の積極的な研究発表や指導教員の論評に留まらず、学生同士の論評も加味した授業を展開
しており、研究者及び教育者として自立するための教育・研究指導を実践している。 

博士後期課程では、指導教員は、学生の研究課題に応じた研究構想の立案について綿密
な指導を行い、併せて参考文献の紹介、調査・資料収集等の指導と助言を行う。１年次２
月の第一次発表会（公開）、そして２年次２月の第二次発表会（非公開）へと段階を踏んだ
指導を徹底している。３年次では、博士論文の完成を目指し、主査１名及び副査２名によ
り、研究指導を行う。また、学会・研究会において発表を行う際には、綿密な事前・事後
指導を行っている。 
 
学生に対する履修指導の適切性 
【現状の説明】 
 入学時に全員を対象にしたオリエンテーションを実施し、履修方法・学位論文作成に関
する詳細を記載した大学院便覧に基づき説明し、授業内容については、Web 上でのシラバ
ス公開に加え、各授業科目のシラバス・評価方法が入った CD-ROM での情報提供を行ってい
る。オリエンテーションでは、教務部が基本説明を行い、別途研究領域別に担当教員が具
体的なシラバス内容の補足と体系的な履修指導を行っている。 
 シラバスは、３月中旬に公開し、授業開始日から仮受講できる機会を与えている。その
後学生は履修登録を行うが、さらに指導教員からの履修指導により、新たな授業科目の追
加登録及び修正をする機会も設けている。他大学出身者で、語学力の補強が必要な学生に
は、学部の授業科目を履修するよう指導教員が指導する等、きめ細やかな指導を行ってい
る。 
 
指導教員による個別的な研究指導の充実度 
【現状の説明】 
 博士前期課程・博士後期課程とも、指導教員は、授業での指導の他、日時を決めて教員
研究室等で担当学生の指導にあたっている。また、夏期及び冬期休暇期間においても、大
学ホームページに開設した学生ポータルサイトを活用し、研究課題に対する学生からの質
問への回答、教材のダウンロード、学位論文原稿の提出が可能であり、綿密な研究指導体
制を整備している。 
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研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 
【現状の説明】 
 研究分野の変更については、指導教員の了承を得た論文等「題目届」の再提出によりそ
の対応措置とする。これは大学院研究科会議の議を経て定められた手続きを経ることで変
更を認めている。 
 指導教員の変更については、主査・副査における協議を経てその措置を講じ、その後大
学院研究科会議の議を経て、承認される。 
 
（医学系大学院の教育・研究指導） 

医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内外でなされる教育・研究指導と
これを支える人的、物的体制の充実度 
本学は、該当なし 
 

医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を確保させる
ための配慮の状況とその適切性 
本学は、該当なし 
 
（「連携大学院」における研究指導等） 

「連携大学院」における、体系的な研究指導等を確保するための方途の適切性 
本学は、該当なし 
 
（教育・研究指導の改善への組織的に取り組み） 

教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・
ディベロップメント（ＦＤ）およびその有効性） 
【現状の説明】 
 大学院独自のＦＤとして実質的に活動を始めたのは 2007 年度からである。2008 年度は
年２回実施している。2007 年度の第１回ＦＤは、「大学院の現状認識」をテーマとし、学
生のアンケートをもとに教育・研究指導方法における問題点の確認を行った。「大学院教育
に関するアンケート」と題し、進学理由、指導・カリキュラム・設備の満足度、今後の研
究内容、現在の心身状態、進路など 13 項目に及ぶ質問を提示した。この集計と分析結果を
ＦＤの場で報告し、同時に各教員が抱える現状課題と照合しながら実質的な討論を交わし
た結果、今後のＦＤのあり方について一定の共通認識を有したことは有意義であった。 

2008 年度は、「学部教育との接続」をテーマとして実施し、今後の大学院教育の方向性
を確認した。実績については、表 13－19 のとおりである。 
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表３－19 大学院ＦＤ一覧表 
年度 開催日 テーマ・発表等 
2007 
 
 
 

2007 年 10 月 11 日 
16：30～ 

 
 

テーマ「大学院の現状認識」 
発表 1.大学院の現状とこれからの大学院（赤野） 
発表 2.「大学院教育に関するアンケート」報告（堀川 徹）
発表 3.大学院生の進路状況について（山下） 

2008 年７年３日 
16：40～ 
 
 

テーマ「学部教育との接続」 
発表 1.「大学院における履修指導に関する一考察 ―学部

課程との接続の観点から―」（奥川） 
発表 2.「大学院留学生向けの新しい試み ―大学院・学部

教育の連携を目指して―」（彭）  

2008 
 
 
 
 
 2008 年 12 月４日 

 17：00～ 
テーマ「学部教育との接続」 
 発表 「学部教育と大学院教育の融合 ―垣根をとりはら

って―」（岩本真理氏 大阪市立大学） 
 
シラバスの作成と活用状況 
【現状の説明】 
 本大学院の開講科目すべてにおいて、毎回の授業日ごとのシラバスを作成し、大学院生
に年度初めのオリエンテーションにおいて、CD-ROM を配付している。また、大学ホームペ
ージ上では Web シラバスを毎年３月中旬に公開しており、入学前に授業科目の内容確認も
可能である。在学生もポータルシステムを活用し、Web シラバスを確認することができ、
授業科目オリエンテーション前に授業科目の内容を把握し、授業科目選択に活用している。
シラバスの項目は、授業形態、履修条件、講義目標、講義題目、授業内容・計画・主な予
定項目、授業・評価についての留意点、使用教科書、参考文献、評価方法とし、それぞれ
項目別に記載している。 
 
学生による授業評価の活用状況 
【現状の説明】 
 春学期と秋学期に各 1 回ずつ全開講科目を対象に学生による授業評価アンケートを実施
しており、設問は、記述解答を多く取り入れている。その内容は共通の設問に加え、担当
教員が独自に問うことができる項目を 1 問用意し、個別性を併せ持つ授業評価アンケート
としている。 
 回収した授業評価アンケートは各担当教員にその内容すべてを開示し、速やかに返却し
ている。また、教員は客観的にこの結果を受け止め、授業改善に取り組んでいる。 

なお、研究科長は授業評価アンケートの全容を把握し、組織としての改善点の有無を確
認し、改善案を大学院研究科会議に提案している。 
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３．国内外との教育研究交流 
(国内外との教育研究交流) 
国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針 
【現状の説明】 

大学院の基本方針は、学部の方針「Ⅰ学士課程の教育内容・方法３．国内外との教育研
究交流の国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針」を基礎とし、その上に大学
院としてのより高度な専門性を活かした国際交流の推進を図ることとしている。 

2005 年度以降に留学規程を整備し、制度を確立している。また、従来は協定大学に留学
する学生の選考を学部生の中に大学院生を含めて行っていたが、2009 年度の派遣分から大
学院生を別枠とし、大学院独自で選考することとし、博士前期課程の３名が選ばれた。 

なお、内訳は 2009 年度春学期出発が２名で、オーストラリア国立大学（オーストラリ
ア）とバルセロナ自治大学（スペイン）、秋学期出発の１名は、フィレンツェ大学（イタリ
ア）である。 

さらには、１年間の留学だけではなく、本学大学院生の海外における国際会議等での研
究発表及び調査研究を促進すべく、短期間の国際学術奨励事業を検討中である。 
 
４．学位授与・課程修了の認定 
（学位授与） 
修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 
【現状の説明】 
 学位（修士・博士）の授与については、本大学院のディプロマ・ポリシーに基づき適切
に行われている。 

なお、博士前期課程のコース及び博士後期課程の領域の目標を以下のとおりとし、博士
前期課程は修了に必要な単位を修得し、修士論文または個人研究成果報告書の審査に合格
した場合に、修士（言語文化学）の学位を与える。博士後期課程は博士論文審査に合格し
た場合に、博士（言語文化学）の学位を与える。 

 

表３－20－１ 博士前期課程 

言語文化コース 英米、ヨーロッパ・ラテンアメリカ、東アジアの３地域を軸にし
た言語・文化の専門的知識や、国際社会に貢献できる専門的能力
の修得 

実践言語教育コース 創造的でかつ柔軟な対応力を備えた英語教育または日本語教育の
スペシャリストとしての能力の修得 

表３－20－２ 博士後期課程 
言語文化領域 最新の学術研究の探求を通じた、言語･文化に関する多角的な視点

と独自の研究能力の修得 

言語教育領域 英語教育及び日本語教育の専門的指導に必要とされる高度な知識
と見識、かつ説得力ある指導力と独自の研究能力の修得 

学位授与基準については、本学学位規程第３条に基づくものとする。博士前期課程にお
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ける過去３カ年の学位（修士・言語文化学）の授与件数は、表３－21 のとおりである。 
表３－21  

 

※2005 年度に改組したため、２年度分を表記 
 
修了要件として博士前期課程では、当該課程に２年以上在学し、所定の 30 単位以上を

修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。また、本課程の目的に応じ適当と
認められるときは、個人研究成果報告書の審査をもって修士論文の審査に代えることがで
きるが、この場合、修得単位数は 36 単位以上としている。ただし、在学期間に関しては、
優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に 1 年以上在学すれば足りるも
のとしている。 

表３－22－１ 言語文化コース 
   修士論文の審査による場合 個人研究成果報告書の審査に

よる場合 
 コ ー ス 専 門 科 目 12 単位 12 単位 
 コミュニケーション科目 ４単位 ４単位 
 コ ー ス 共 通 科 目 ２単位 ６単位 
 選 択 科 目 12 単位 14 単位 
 計 30 単位 36 単位 

表３－22－２ 実践言語教育コース  
  修士論文の審査による場合 個人研究成果報告書の審査に

よる場合 
コ ー ス 専 門 科 目 18 単位 18 単位 
コミュニケーション科目 ４単位 ４単位 
コ ー ス 共 通 科 目 ２単位 ６単位 
選 択 科 目 ６単位 ８単位 

計 30 単位 36 単位 
 
 １年制課程においては、当該課程に 1 年以上在学し、30 単位以上を修得し、修士論文の
審査及び試験に合格すること。ただし、特定の課題についての個人研究成果報告書の審査
をもって修士論文の審査に代える場合は、36 単位以上修得することとしている。 

表３－22－３ 実践言語教育コース１年制課程 
 修士論文の審査による場合 個人研究成果報告書の審査

による場合 
コース専門科目  30～ 18 単位   32～  18 単位 
コミュニケーション科目  ４～ ０単位  ４～ ０単位 
コース共通科目  ２～ ０単位  ６～ ４単位 
選択科目  ６～ ０単位  ８～ ０単位 

計      30 単位      36 単位 
 

開設３年目の博士後期課程における 2007 年度学位授与件数は、博士（言語文化学）1 名
であり、現在、他の私立大学専任講師として勤務している。 

年度 学位（修士）授与件数 

2007 38 
2006 33 
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 表３－23 
年度 学位（博士）授与件数

 2007 １ 
※2005 年度に改組したため、１年度分を表記 

 博士後期課程の修了要件としては、学則第 25 条第１項に定めるとおり、当該課程に３年
以上在学し、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、博士後期課程
では、同学則第 25 条第１項に定めるとおり、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと
認められる者で、博士前期課程に２年以上在学し当該課程を修了した者については、博士
後期課程に１年（博士前期課程を１年で修了した者については、２年）以上在学すれば足
りるものとするとしている。 
 
学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
【現状の説明】 
 博士前期・博士後期課程ともに、学位論文等が提出された後、口述試問を実施する。そ
の後、学位論文（博士・修士）及び個人研究成果報告書の審査会を開催し、その結果を大
学院研究科会議で審議している。 
 博士前期課程では、主査１名、副査１名または２名による口述試問を行っている。その
結果として、審査要旨報告書が作成される。次に研究領域別審査会において、主査による
要旨説明、副査の所見、評価点発表、全体審議がなされ、その内容は続く合同審査会にお
いて再度審議される。最終的に大学院研究科会議で審議され、判定結果が出される。 
 博士後期課程では、主査１名、副査２名の計３名による口述試問を実施しているが、公
開試問であるため多くの教員・学生・一般の研究者が参加する。この試問の後、研究科長
が選出した審査委員による審査会が開催され、学位授与の可否が審議される。その後、大
学院研究科会議でその結果は審議され、博士論文の合否が判定される。 
 
修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 
【現状の説明】 
 代替の課題研究は本大学院学則第 24 条第２項の定めるところにより、前期課程の目的に
応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文
の審査に代えている。ただし、この場合に修得する単位は、36 単位以上としている。 
 
（専門職大学院の修了要件等） 
法令上の規定や当該専門職大学院の教育目標と、修了認定に必要な在学期間および修得単
位数との適合性 

本学は、該当なし 
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（課程修了の認定） 
標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の適切性、
妥当性 
【現状の説明】 

博士前期課程では、本大学院学則第 24 条第１項に定めるとおり、在学期間に関しては、
優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるも
のとしている。優れた業績を上げたと認められる者の条件は、次の条件をすべて満たすこ
とを要件とする。１年で修了要件単位を修得した者、１年次の春学期において受講したす
べての授業科目の平均点が 85 点以上である者、学位（修士）論文または個人研究成果報告
書において優れていると認められた者、である。 

博士後期課程においては、「（学位授与）修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状
況と学位の授与方針・基準の適切性」（P.75）で述べたとおりである��

 
５．通信制大学院 
（通信制大学院） 

通信制大学院における、教育研究指導方法・単位認定・学位授与の適切性とそのための
条件整備の適切性 
本学は、該当なし 
 
 
【点検・評価】【改善の方策】 

大学院博士前期・博士後期課程の教育内容・方法についての到達目標に対する点検・評
価ならびに点検・評価の結果、明らかになった改善の方策は、次のとおりである。 
①現職教員をはじめ、多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備 

博士前期課程・実践言語教育コースには、現職教員が在職しながら深い学識及び卓越し
た能力を培えるよう標準修業年限を 1 年とする１年制課程を設けている。この課程では、
入学前の教育実務経験に基づき、10 単位を上限に単位を認定している。また、１年で修了
要件単位を修得できるよう月曜日から金曜日には夜間開講科目を、土曜日には昼夜間開講
科目を、夏期・冬期休暇中には集中講義をそれぞれ開講している。学位(修士)論文に代え
て個人研究成果報告書を作成することも可能としている。 
 博士前期課程(１年制課程を除く)では、長期履修制度を設け、職業を有している者、育
児、介護等により標準修業年限で修了することが困難な者に最長４年の計画的な履修を認
めている。 
 なお、博士前期課程において、優れた業績を上げたと認められる者については、当該課
程に１年以上在学することで足りるものとする等、柔軟かつ体系的な教育課程を整備して
おり設置基準及び社会的ニーズに対応している。 

現状における大学院と学士課程の教育内容とは一貫性があるが、学士課程とのより一層
の連携を図るため、2008 年度大学院ＦＤ「学部教育との接続」で検証した問題点を精査し、
大学院組織（大学院委員会・大学院研究科会議・大学院代表者会議・大学院小委員会） 
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において大学院教育の改善を図る。また、今後も教育効果等の検証を継続して行う。 
 
②博士前期課程・言語文化コースに導入教育として総合科目（必修科目）「言語と文化」

を開講し、研究テーマの設定及び研究方法の確立を図る。 
博士前期課程・言語文化コースに総合科目（必修科目）「言語と文化」を開設し、専門

分野に関する情報を効率的に収集・整理する能力と文献を的確に理解する能力を養成すること
を通して、各自の研究テーマの設定及び研究方法の確立を図っている。 
 大学院生の言語と文化に関する研究の基盤となる文献の理解力と情報収集能力を高める
ため、一つのテーマについて、語学、地域文化、文学及び情報収集・処理の各面から、４
名の担当教員が連携してリレー講義とコンピュータ実習を実施している。大学院生が、一
つのテーマを複眼的に調査・分析し、独自の切り口で理論を展開し、効果的なプレゼンテ
ーションを実施するノウハウまでを指導しており、本大学院生に求められる適切な導入教
育を実施している。 
 
③博士前期課程・実践言語教育コースにおける創造性と実践力のある英語・日本語教員の
養成 

博士前期課程・実践言語教育コースでは、創造性と実践力のある英語・日本語教員を養
成するため、英語及び外国語としての日本語の言語教育とその方法論を理論と実践の両面
から学ぶことを主眼においている。また、模擬授業、実践授業を通して、ディスカッショ
ン能力を養成し、かつ教育現場のニーズに対応し、同時に応用できる能力を養成するため、
実践教育の科目をコース専門科目として多く開講しており、高度の専門性を担うための卓
越した能力を培うための適切な教育を実施している。修了生は、どのような教育現場に就
こうとも優れた指導力を発揮できる応用能力と技術力を修得できる。 

このコースには、指導力のさらなるレベルアップを目的として、毎年多くの現職教員が
入学している。特に英語教育には、現職教員や教職経験者が在籍者の３分の１以上をしめ
ており、英語教育の実態に触れられるとともに、学部からの進学者と現職教員の大学生と
が協働研究することで、互いの経験を吸収しあえる恵まれた環境を創出している。現職教
員である大学院生の勤務する学校へ行き、授業見学やボランティア実習も可能である。日
本語教育については、特に実践面を重視し、海外における教育のみを目指すだけでなく、
グローバル化が進む日本語教育を見据えて、理論重視に偏りがちな従来の大学院を脱し、
日本語指導法等の実践的な科目を充実させることにより、理論とともに高度な教授能力を
備えた人材の育成を行っている。 

このように、創造性と実践力のある教員を養成するとともに、社会の複雑高度化に伴う
大学院における社会人の再教育ニーズにも対応している。 
 
④博士前期課程及び博士後期課程を通じた一貫性のある教育研究指導体制の構築 
 博士前期課程と博士後期課程の教育研究指導については、博士後期課程を担当する教員
は必ず博士前期課程も担当しており、一貫性のある指導体制を構築している。実際に多く
の大学院生が、博士前期課程と博士後期課程の指導を同じ指導教員から受けている。博士
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前期課程在学中から博士後期課程での研究を見据えた研究指導が行われている。博士後期
課程１年次では、博士前期課程での研究を発展させ、新しい研究への展開につなげる研究
指導・助言を行うとともに、研究課題に応じた研究構想の立案の指導・助言を行う。２年
次では、博士論文執筆に必要な文献の講読や調査などの指導を行うとともに、研究の進捗
状況に応じた指導・助言を行う。３年次では、研究成果を相互討論して内容を深め、博士
論文の完成に至るまでの研究指導・助言を行う。また、学会における研究発表や博士号授
与の基準として求められる査読を要件とする学会誌への論文投稿ができるよう指導する。
このように博士前期課程及び博士後期課程を通じ、一貫性のある教育研究指導体制を構築
している。 
 指導教員、学生、教務部の連携により、学生の学会活動への参加を正確に把握するため、
年度末に学生の学会発表・論文掲載等の実績報告を義務付け、個人研究活動記録（学生カ
ルテ）を作成し、教育・研究指導上の効果を正確に把握する。授業評価アンケートについ
ては、教育・研究指導上の効果をできるだけ正確に測定するために、記述式を継続し、よ
り詳細な設問を取り入れていく方針である。また、現状の説明のとおり、適切な指導を行
っているが、今後は、個人研究活動記録（学生カルテ）を活用し、学会参加状況等の把握
等、よりきめ細かな履修指導を行っていく。 
 
⑤標準修業年限以内の学位(修士・博士)を授与することのできる体制の整備 
 博士前期課程においては、学部在学時に科目等履修制度により修得した大学院の授業科
目を大学院入学後に単位認定（10 単位を上限）すること等により、優れた業績を上げたと
認められる者については、最短 1 年で修了できることを学則で定めている。当該学生は、
夏期・冬期休暇等に特別な論文指導を受け修了することができる体制を整備している。 

また、多くの大学院生が標準修業年限２年で修了することを推進するために、２年次の
秋に、博士前期課程研究（中間）発表会での発表を義務づけて、指導教員等による学位（修
士）論文または個人研究成果報告書の問題点の確認・指導を行っている。 
 博士後期課程においては、学位論文提出及び審査手続きに関する内規により、論文完成
へのプロセスとしていくつもの関門が課せられている。第一次発表（公開）・第二次発表（非
公開）はもとより、全国的規模の学会・研究会あるいはそれに相当する会の学会誌や学術
刊行物に査読付の研究論文を発表しなれなければならない。加えて、上記の学会等におい
て論文の口頭発表２回以上を終えていることが必要となる。学生は、第一次発表、第二次
発表の関門ごとに、研究成果を学会等で発表することにより、段階を経て学位論文の完成
を目指す。この制度により、博士課程開設３年目にして標準修業年限で１名の博士号授与
者を出すことができた。このことは、本大学院が厳格な成績評価と適切な研究指導により、
標準修業年限内に学位（博士）を授与するという課程制大学院制度の趣旨を共通認識でき
ている証である。 
 
⑥博士前期課程における国内外の大学院等での学習の単位認定や入学前の既修得単位の認

定制度の整備 
本大学院博士前期課程において教育上有益と認めるときは、大学院生が入学する前に大
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学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位
を含む）は、10 単位を上限に、本大学院の授業科目の単位として認定している。また、実
践言語教育コース１年制課程の入学者に対して、教育実務経験の実績について、10 単位を
上限に、本大学院の授業科目の単位として認定している。特に１年制課程の大学院生は、
現職教員が多く、単位認定により修了に要する修得単位を軽減することができ、学位（修
士）論文または個人研究成果報告書の執筆に集中することができ、有効に機能している。 
ただし、留学等による外国の大学院での学修の単位認定は、事例がないが、受け入れ大学
院の授業科目レベルを厳格に確認する必要があるため、大学院生から提出される詳細な学
修報告書に基づき、適切な単位認定を行う必要がある。このように入学前既修得単位等の
認定制度については、厳格かつ適切に整備されている。 
 博士前期課程における外国の大学院での学習の単位認定は、受け入れ大学院の授業科目
レベルを確認して行う必要がある。今後は、学生からの詳細な学修報告書等に基づき、適
切な単位認定を行う方針である。また、大学院生については、論文作成等で時間的な制約
もあり、在学中に長期の留学をめざす学生が飛躍的に増えることは考えにくく、今後は研
究助成という大枠の中で、短期間の国際学術奨励事業を早期に制度化し、推進していく。 
 
⑦大学院生の授業評価アンケートによる組織的な授業改善体制の整備 

博士前期課程において、年２回（春・秋学期）全開講授業科目で実施している「大学院
生による授業評価アンケート」は、受講者数が少ない科目も多いため、数値化することが
意味を持たない場合もあるため、記述回答を多く取り入れている。このことは、大学院生
の率直な評価を導きだすことに成功していると言える。また、担当教員の希望により、独
自の設問を１問設定できるようにしたことにより、担当授業科目についての個別的評価に
も対応できている。アンケートの回収方法も教務部備え付けのアンケートボックスに大学
院生が直接投函するシステムをとっており、できる限り大学院生のプライバシー保護にも
配慮している。研究室等に関する大学院全般についての要望は、改善できるものは速やか
に対応している。改善に時間のかかるものについても、学生ポータルシステム上の Web 掲
示板を利用して、誠実に回答している。教員へのアンケートのフィードバックは速やかに
実施し、授業改善を図っているが、現在のところ、大学院生にはアンケート集計結果とし
てのフィードバックができていない。今後は、アンケート結果についても数値化できるも
のは数値化して大学院生へフィードバックすることを検討している。このような授業評価
アンケートを毎年実施することにより、学生満足度の経年比較ができる。毎回のアンケー
ト内容・データを大学院研究科会議・大学院ＦＤ等において精査し、具体的な改善策を策
定する等、組織的な授業改善を図る体制が整備されている。 
 
⑧成績評価基準の明示と厳格な成績評価・修了認定制度の構築（大学院設置基準第 14 条の

２） 
本大学院では、適正かつ厳格な成績評価を実施するため、公平性、透明性に優れた国際

的に通用する基準であるＧＰＡ評価を導入している。大学院生は、主体的な学修をより一
層促進するための指標としてＧＰＡ制度を活用できる。また、学生個々の主体的な学修の
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成果が、ＧＰＡという客観的な数値を通して、本大学院の教育の質、及び修了生の質に対
する社会的評価を得ることができる。また、海外留学、海外の大学院進学、外資系企業へ
の就職などの際の学力証明として、海外でも通用する成績評価制度といえる。 

厳格な修了認定を実施するため、博士前期課程においては、2008 年度から修了予定者全
員を対象として、９月下旬に学位（修士）論文及び個人研究成果報告書の研究発表会（公
開の中間発表会）を義務づけた。この発表会で大学院生は、口頭発表またはポスター発表
を選択し、論文等の中間発表を行う。参加者は、主査をはじめ、大学院指導教員、学部教
員、博士前期・後期課程在学生、学部生、一般研究者であり、活発な質疑応答が行われる。
このことは、大学院生にとって修士論文作成上の問題点を早期に認識できる等のメリット
もある。修士論文等提出後の主査及び副査による口述試問を大学院１年次生対象に公開し
ている指導教員も数名いる。この口述試問及び論文審査結果は、各領域別論文等審査会、
合同論文等審査会、大学院研究科会議等で厳格に審査され修了が認定される。 

博士後期課程においては、指導教員は、学生の研究課題に応じた研究構想の立案につい
て綿密な指導を行い、併せて参考文献の紹介、調査・資料収集等の指導と助言を行う。１
年次２月の第一次発表会は公開で行われ、20 分間の発表後、20 分間の質疑応答があり、大
学院指導教員の厳しい研究構想及び発表内容についての質問に回答しなければならず、大
学院生には試練となる。次に２年次２月の第二次発表会は非公開であるが、主査１名及び
副査２名により発表・質疑合わせて１時間 30 分程度の厳しい関門となる。３年次では、博
士論文の完成を目指し、主査により研究指導を行う。学位（博士）論文提出条件として、
全国規模の学会・研究会等の学会誌への査読付研究論文の発表及び口頭発表２件が必要と
なる。また、博士論文口述試問は公開で行われ、透明性を高めるため、大学ホームページ
等で開催を案内し、本大学院関係者をはじめ、学外からも多くの研究者が出席して厳格か
つ公正に行われる。その後、大学院研究科会議、大学院委員会で審議され、修了が認定さ
れる。このように大学院設置基準第 14 条の２に対応した厳格な修了認定制度を構築してい
る。 

2007 年度本大学院では博士号の学位授与の初年度を迎えたが、その審査にあたっては、
主査１名、副査２名を本学の教員が担当した。これは提出された学位論文の専攻分野に関
する有識者が学内で充当できたことによるが、今後は、論文審査組織の一層の充実を図る
ため、学外の研究者も視野に入れ、指導教員及び審査員の構成を検討する。 
 学位授与の可否に関わる判断基準や詳細な審査手続き等の適切性について検証し、「学
位論文又は個人研究成果報告書の提出及び指導に関する内規」を適宜改正するとともに、
標準修業年限未満で修了する者に対しては、その措置の適切に一層留意する。 
 
⑨大学院教育の充実発展を図るためのシラバスの充実 

本大学院のシラバスは、毎回の授業日ごとに作成される。このことは、本大学院教育の
充実発展を図る上で、シラバスの充実は必要不可欠であるという認識の表れである。毎回
の授業ごとのシラバスを記入することは、当初教員の負担ではあったが、現在では十分な
コンセンサスを得ている。しかし、シラバスの内容には若干の精粗が見受けられるため、
今後も大学院生の授業科目選択上の重要な資料となるシラバスの重要性を教員へ周知徹底
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し、一層充実したシラバスを作成する必要がある。また、Web シラバスは、授業内容を学
内・外に公開するために有効に機能している。学部在学生の大学院進学希望者については
年２回大学院授業を聴講する機会を提供しており、この際にシラバスの確認が容易にでき
ることはメリットとなる。学外については、大学院受験希望者へ各教員の専攻分野の情報
も発信しており、受験生と研究指導教員の研究領域のミスマッチも事前に避けられるため、
シラバスは十分に機能している。 
 
⑩大学院授業・研究指導の改善のための組織的な研修・研究（大学院ＦＤ）の実施体制の

整備（大学院設置基準第 14 条の３） 
大学院独自のＦＤを 2007 年度は１回、2008 年度は２回実施している。初年度は学生に

よる授業評価アンケート調査結果に基づき「大学院の現状認識」をテーマとして開催した。
学生のアンケート集計と分析結果に基づき、教育・研究指導方法の問題点を大学院組織全
体の問題として認識することができた。2008 年度は、大学院小委員会が 2008 年度第 1 回
大学院ＦＤを企画立案し、「学部教育との接続」をテーマとして開催した。このことにより、
今後の本大学院教育の方向性を確認することができた。2008 年度第２回大学院ＦＤには学
部教育との接続において先進的な取り組みをしている大学院から外部講師を招き、本大学
院との相関において、問題点を認識することができ、各教員が授業改善につなげることが
できた。また、同時に大学院教員全体の大学院ＦＤに対する意識を高めることができた。
しかし、各教員が抱える教育改善に対する問題意識には若干の温度差があるため、2009 年
度以降も研究科長以下、大学院研究科全体で積極的にＦＤに取り組み、大学院授業・研究
指導改善体制の強化が必要である。 

各教員が抱える教育改善に対する問題意識には若干の温度差があるため、2009 年度以降
も研究科長以下、大学院研究科全体で積極的にＦＤに取り組む。同時に教員へＦＤ活動へ
の取り組みの重要性を周知徹底し、大学院授業・研究指導改善体制の強化を図る。 
 
⑪大学院ＴＡ制度の整備 
 博士前期・博士後期課程の大学院生に対し、教育的配慮及び経済的支援のために教育補
助業務を行わせることにより、本学における教育の充実を図るとともに、大学院生に指導
者としての教育訓練の機会を提供することを目的として大学院ＴＡ制度を設けた。ＴＡは、
授業担当専任教員の指導監督のもと、博士前期課程、学部、留学生別科、短期大学で、講
義、実習、演習の教育補助業務を行っている。ただし、研究活動に支障のないよう十分配
慮されて実施している。 
 なお、大学院生の中には、経済的に不安定なため、進学を断念せざるを得なかったり、
学業に専念できなくなったりする者が少なくないため、この制度を通じて一定の報酬を支
給し、大学院生を経済的に支援している。豊富な研究業績や企業での実務経験を持った教
員から直接、教育や研究手法を学ぶことができるＴＡ制度は、十分機能している。 
 
⑫大学院博士前期課程及び博士後期課程修了者の進路・就職希望の達成 

大学院における専門性の高い教育と社会人の再学習機能としての実践言語教育は、教育
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機関で専門的に指導ができる教員を育成する上で成果を上げている。しかしながら、研究
者を目指すのか、専門性を生かした就職をするのか進路を決めかねたまま修了を迎えてい
る大学院生もいる。 

民間企業が大学院生に求める能力は、国際社会の中でコミュニケーションに必要な語学
力に加え政治・経済・商業等、国際ビジネスの知識を備えていることである。第一線で活
躍できる人材であり、修得した専門知識が直接就職に生かされるかといえば必ずしもそう
ではない。通訳や翻訳が職業と直結していると思っているが、実際には一般的な企業等に
就職して、その中で国際業務に従事するケースが多い。 
 大学院進学者の中には就職が上手くいかず目的もないまま大学院へ進学してくる学生も
いる。将来に研究職か教育職に従事するという目的が明確な場合は別として、目標が定ま
らないまま大学院への進学を選択する者については、目標を明確にして進学するようにア
ドバイスするとともに、進学後は進路・就職登録に基づき、専門性を生かせる公務員・企
業・職種についての情報提供を始め、幅広い進路に対応した就職相談を行って進路・就職
の希望を達成する。 
 
⑬大学教員、研究機関研究員等の高度専門職への就職希望を達成 
 2005 年４月に開設された博士後期課程は 2007 年度に第一期生修了者が１名であり、そ
の１名が大学教員として就職した。過去３ヵ年における大学教員は、博士前期課程修了者
が短期大学において日本語教育に携わっている。またその他には翻訳業として独立してい
るなど自己実現を果たしている。 
 博士課程は正に国際的視野を持った高度な専門職業人や教育機関で専門的に指導できる
研究者を目指すものであり、その成果を上げている。 
大学教員募集や大学院生向け求人ファイルの設置とともに、院生の研究する分野で専門性
の生かせる研究機関や民間企業の情報収集と求人開拓も行う。 
 大学院生の就職については専門性が高く個人ベースの対応となり、大学院生の希望する
分野の研究と指導教授・就職指導担当者との相互の情報交換を行うことにより、大学院生
個人の専門性を把握するなど、就職環境を整えていく。 
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