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第３章 教員・教員組織 

 

１．現状の説明 

 

（１） 短期大学として求める教員像及び教員組織の編制方針を明確に定めているか。 

 

本学の理念・目的に応じた教員に求める能力・資質などを明確にしているかどうかにつ

いて現状の説明を行う。 

教員組織の編成については、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学の組織及び運営に

関する規則」第６条に、大学には学長、教授、准教授、講師、助教、助手の職を置き、そ

の職務は「学校教育法（昭和22年法律第26号）第92条に規定する職務に従事する」と定め

ている（資料３－１ 第６条）。 

また、本学の求める教員像としては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員選考

基準」第２条に教員の条件として、下記の通り規定している（資料３－２ 第２条）。 

 
第２条 本学の教員に採用又は昇任する者は、次の各号のいずれにも該当する者で、

かつ、次条から第６条までに規定する資格を有するものでなければならない。 
（１）学校教育法（昭和 22年法律 36号）第９条の規定に該当しない者 
（２）人格、学歴、職歴、教授能力、教育及び研究の業績、学界及び社会における活

動並びに健康等につき大学教員たるに適する者 
（３）担当する授業科目並びに教授法の研究に努め、学生の学習及び一般生活の補導

について責任を負うことのできる者 
 

また、教授、准教授、講師、助教、助手の資格については、「公立大学法人山形県立米沢

女子短期大学教員選考基準」第３条、第４条、第５条、第６条、第７条に定めている（資

料３－２ 第３条、第４条、第５条、第６条、第７条）。 

以上のように、教員組織の編成、さらには教員の条件と資格を明確に定めている。ただ

し、教員組織の編成方針については、本学では特に具体的な形で明文化したものがないの

が現状である。しかし、評価項目（３）で説明している通り、適切な教員の募集・採用手

続を踏むことによって、これまで特に支障なく教員組織を編成している。 

 

次に本学の教員の組織的な連携体制について現状を述べる。 

 本学では教授会を置いて全学的な教育・研究・運営について審議を行う体制が整えられ

ている。教授会は、学長、教授、准教授、講師、助教をもって組織し（資料３－３ 第２

条）、以下の事項を審議する（資料３－３ 第３条）。 
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第３条 教授会は、次の事項を審議する。 
（１）学生の入学、卒業、退学、休学、賞罰その他の身分に関すること 
（２）学科課程、授業、試験及び単位の認定に関すること 
（３）学生の補導厚生に関すること 
（４）その他、本学の教育研究に関する重要事項 

 

 また、教授会のもとに総務会が設置され、次の事項を所掌している（資料３－４ 第３

条）。 

 

第３条 総務会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 
（１）教員の採用・昇任等人事手続きに関すること 
（２）予算の編成に関すること 
（３）規程等の制定又は改廃に関すること 
（４）教授会の開催に関すること 
（５）広報の統括及び調整に関すること 
（６）国際交流に関すること 
（７）高校と大学の連携の調整に関すること 
（８）各学科・各種委員会の相互の連絡調整に関すること 
（９）各学科及び各種委員会等の所管に属さず、かつ、本学の運営・対外関係において

必要な問題に関すること 
（10）経営審議会及び教育研究審議会への付議事項の調整に関すること 
（11）その他、教授会が必要と認めること 

 

 その組織は次の通りである（資料３－４ 第４条）。 

 

第４条 総務会は、次の各号に定める委員で構成する。 
（１）学長、学生部長、図書館長及び事務局長 
（２）各学科の学科長 
（３）入試委員長、教務委員長、キャリア支援委員長、自己評価改善・SDFD委員長及び

生活文化研究所所長 
 
以上、説明してきた通り、教員組織の編成や連携体制については、全学共通の運用をし

ているため、学科ごとの説明は省略する。 
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(２) 学科・専攻科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

 

本学の編制方針に基づく教員組織の整備状況とその適切性についての現状を説明する。 

本学の教員構成は、教授・准教授・講師・助教・助手より構成されることを、前述の通

り「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学の組織及び運営に関する規則」第６条で定め

ている。これにしたがって表３－１の通り教員組織を整備している。なお、本学において

は、講師の職を専任教員として設けている。また、健康栄養学科を除く４学科には、学科

ごとに嘱託の助手（以下、嘱託助手と称する）を置いている。 
以上の専任教員組織に、非常勤講師を加えた教員構成は表３－１に示す通りである。但

し、本学では助教は任用していない。 
 
表３－１       教  員  構  成  （平成 24年５月１日現在） 

 教授 准教授 講師 
助

手 
計 

助 手 を

除 く 欠

員 
非常勤講師 

国語国文学科 4 4   8   
英語英文学科 3 3 1  7   
日本史学科 4 2   6  38 
社会情報学科 4 5   9   
健康栄養学科 3 4  3 10 1  

計 18 18 1 3 40 1 38 
 
〔国語国文学科〕 
 国語国文学科では、漢文学、近現代文学、国語学、上代文学、中世文学、平安文学、日

本語史、図書館情報学を専門とする教員を配置しており、一分野に片寄ることなく、国文

学、国語学を中心として広く学ぶことができる体制を整えている。 
 
〔英語英文学科〕 
 英語英文学科では、言語学、英語学、イギリス文学、英語教育、アメリカ文学、教育学

を専門とする教員を配置しており、英語学と英文学を中心として広い視野から学ぶことが

できる教員組織を整えている。 
 
〔日本史学科〕 
 日本史学科では、日本古代史、日本中世史、日本近世史、日本近代史、現代史、女性史、

文化史を専門とする教員を配置しており、日本史の時代ごとに専任教員がいるだけではな

く女性史と文化史の教員を置いている。これによって多角的に学ぶ体制を整えている。 
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〔社会情報学科〕 
 社会情報学科では、情報社会論、ソフトウェア工学、情報科学、文化記号論、図書館情

報学、経済学、経営学、政治心理学、教育心理学を専門とする教員を配置している。これ

によって情報学と社会学を中心として現代社会の進展に対応した教育体制が整備されてい

る。 
 
〔建康栄養学科〕 
 健康栄養学科では、臨床栄養学、調理学、基礎栄養学、栄養生化学、解剖学、給食管理、

調理科学、健康生理学、スポーツ科学、食文化、給食管理などを専門とする教員を配置し

ている。これによって健康から栄養学まで幅広い分野を学ぶことができる教員組織を整え

ている。 
 
(３) 教員の募集・任免・昇格等を適切に行っているか。 

 

本学の教員の募集・任免・昇格等に関する規程及び手続の明確化と規程等に従った教員

人事については以下の通り適切に運営されている。 

教員の募集・採用・昇任の手続きについては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教

員の人事に関する手続規程」(資料３－５)第１条に規定され、公立大学法人山形県立米沢女

子短期大学の教員の任用及び昇任の選考は、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員選

考基準」（平成 21 年４月１日制定）（以下「教員選考基準」という。）に基づき、この規程の

定めるところによるものとする」と定めている（資料３－２ 第１条）。また、その選考につ

いては、「教員選考基準」第１条に、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学（以下「法人」

という。）が設置する山形県立米沢女子短期大学（以下「本学」という。）の教員の選考に関

しては、別に定める場合を除き、この基準の定めるところによる」と定めている（資料３－

２ 第１条）。 

以上のように、教員の採用・昇任に際しては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教

員の人事に関する手続規程」（資料３－５）に定められる手順に従って適切に行っている。そ

の選考に当たっては、「教員選考基準」（資料３－２）にしたがって適切に選考している。新

規採用にあたっては公募制をとっている。具体的には、教員の採用・昇任にあたっては、当

該学科から学長を通して総務会に申し出が行われ、総務会での審議を経て、教授会に提案し、

その承認を受けて人事に関する専門委員会（以下、専門委員会と称す）を設置する。専門委

員会は、候補者から提示された「教育研究業績書」（資料３－５ 様式第３号 教育研究業績

書）、「履歴書」（資料３－５ 様式第２号 履歴書）および推薦人の「推薦書」（資料３－５ 

様式第１号 教員任用候補者推薦書）を基に、候補者の教育・研究業績および学内分掌の実

績等を審査し、それに足る者であるかどうか審議する。業績書には研究活動に関する記事の
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ほかに、担当授業科目の教育上の工夫をまとめたもの、主な学内分掌、社会活動等について

の記載欄がある。以上の書類等で業績を審査し、適切に教員人事を行っている。また、助手

については、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員の任期に関する規程」第２条の通

り、任期は４年、「再任を妨げない」と定められている（資料３－６ 第２条）。さらに助手

の採用については、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員の任期等に関する規程細

則」第３条第１項に次のように定められている（資料３－７ 第３条）。具体的には、配置学

科から助手の採用について総務会に申し出て、妥当と判断された場合、配置学科で選考を行

い、教授会の同意を得るものとしている。 

 

  第３条 助手の採用は、配置学科から総務会に申し出て、その人事が妥当と認められた

場合、配置学科で選考し、教授会の同意を得るものとする。 

 

以上の諸手続きは、国語国文学科、英語英文学科、日本史学科、社会情報学科、健康栄養

学科ともに同じである。 

 
 (４) 教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 

本学の教員の教育・研究・学内運営・社会貢献等の活動状況の把握と FD活動について現

状を説明する。 

教員の資質の向上については、本学においては小規模な短大であることから学科ごとに対

応せず、全学共通の形態で行っている。そのため、以下、学科ごとに記述することはせずに

本学全体としての説明を行う。 

教員の資質の向上をはかるために、自己評価改善・SDFD 委員会を設置し、「山形県立米沢

女子短期大学自己評価改善・SDFD 委員会規程」第１条に、「山形県立米沢女子短期大学教授

会規程第９条第１項に基づき設置する自己評価・改善、並びに大学運営などに関する教職員

の資質能力の開発（以下「SD」という。）及び教育等の改善に関する教員個々人の資質能力

及び本学教育力の開発（以下「FD」という。）に関する専門委員会について必要な事項を定

めるものとする」と規定し（資料３―８ 第１条）、教員個々人の資質能力と本学の教育力の

開発を図っている。 

以上の方針に基づき、年度ごとに各教員に「教育研究業績書」の提出を求め、それを適切

に管理することを自己評価改善・SDFD 委員会が担当している。専任教員の過去５年分の「教

育研究業績書」は、資料３－９の通りである。また、学生に対する「授業評価アンケート」

（資料３－10）を前期と後期各１回実施し、各教員に結果をフィード・バックして授業改善

に活用している。具体的には、それぞれの教員が翌年度のシラバスを作成する際に、「授業評

価アンケート」の結果を利用している。しかし、実際にはあまり活用し切れていないのが現

実である。また、その活用の実態を検証するには至っていない。 
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さらに本学では、授業改善に資する活動も毎年行っている。一つは、FD 活動の一環であ

るが、平成 18 年度後期より、授業公開制を導入した（資料３－11）。これは教員だけでは

なく全教職員に対して授業科目の中から適当なものを選んで、公開するシステムである。

ただし、制度の利用は各自に任されているため、利用状況を把握するには至っていないの

が現状である。 

また、授業改善の取り組み例として、授業改善ワークショップを毎年行っている。毎年、

学科持ち回りで教員の中から担当者を１名選び、担当者は自分の担当科目について、具体

的にどのような改善や工夫を行ったのか、またその結果、学生の反応はどうであったのか、

といった具体的な取組を行い、SDFD 研修会で教職員を対象として報告を行っている。近

年の実績は表３－２ 授業改善ワークショップ一覧の通りである。 
 

   表３－２ 授業改善ワークショップ 
平成 21 年度 
平成 22 年度 
平成 23 年度 

日本史学科教員 
国語国文学科教員 
英語英文学科教員 

     
また、自己評価改善・SDFD 委員会が主催して毎年、SDFD 研修会を行っている。昨年

度は、次の表３－３の通り行った。 
 

表３－３ 平成 23年度 SDFD 研修会 
平成 23 年 ７月 14日 

 ７月 21日 

10月 31 日 

12月 １日 

平成 24 年 ３月 ８日 

山形防災ネットの活用 
ハラスメント対策 
AED 研修 
放射線と健康 
授業改善ワークショップ 英語英文学科担当 

 
さらに教育倫理向上についても、毎年、ハラスメント対策の研修会を開催している。昨

年度は、上の表中にある通り、平成 23年７月 21日に行った。 
 

 （５）短期大学と併設大学との関係は適切であるか。 

該当しない 
 
 

２．点検・評価 

 

教員組織の編成については、適切に定めており（資料３－１ 第６条）、本学の求める
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教員像も明確に規定している（資料３－２ 第２条）。本学の教員構成は、表３－１の通り

適切に整備している。教員の募集・採用・昇任の手続きについては、適切に規定しており

（資料３－５ 第１条）、また、その選考についても選考基準を適切に定めている（資料３

－２ 第１条）。教員の資質の向上についても自己評価改善・SDFD委員会が中心となって

推進している（資料３―８）。 

以上のように十分満たしている。 

 

①効果が上がっている事項 

 昨年度は、東日本大震災と東京電力福島第１原子力発電所の事故を受けて、放射線に対

する関心が高まっていた。そこで年度計画にはなかったものの、急遽、放射線と健康に関

する研修会を企画実施した。置賜保健所所長を講師に招いて講演会形式で行い、講演後に

質疑応答の時間も設けた。参加者は教職員だけではなく学生にも広く開放して開催した。

質疑応答では学生からも質問が上がり、有意義な研修会となった。このように年度計画な

どに縛られず、臨機応変に対応できた点で評価できる。 

 

②改善すべき事項 

 教員資質の向上のためのSDFD研修として、毎年、ハラスメント対策研修とAED研修を

行ってきているが、研修内容のさらなる充実を図っていく必要がある。 

 また、「授業評価アンケート」については、その結果を各教員にフィード・バックして、

翌年度のシラバスに生かすことになっているものの生かし切れていないのが現状であり、

アンケート結果をさらに活用していく必要がある。 

 以上に述べてきた通り、本学全体としては、適切な教員配置となっているが、教職課程

を担当する教員として、現在准教授、講師各１名があたっている。すなわち教授が教職課

程担当教員として含まれていない状況にある。これは前任の教授が、平成22年夏に急逝さ

れたため、急遽、後任を公募し採用したことに起因している。公募の結果、教職課程担当

教員として優秀かつ本学の教員として最適な教員を採用したが、年齢などの諸条件から准

教授として迎えざるを得なかったという事情がある。そうした事情があったとはいえ、早

急に対応する必要がある。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

 

①効果が上がっている事項 

 東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、昨年度は年度計

画にはなかったのであるが、急遽、放射線と健康についての研修会を SDFD 研修として行

った。学生も聴講できる形で行ったこともあり、有意義な内容となった。SDFD 研修につ
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いては、年度計画に縛られず、今後も柔軟に対応していく。 

 

②改善すべき事項 

 教員資質の向上のための SDFD 研修として、毎年、ハラスメント対策研修と AED 研修

を行ってきているが、逆に教員が求めている研修内容を点検する必要があることから、自

己評価改善・SDFD 委員会が全教員に対して、希望などを調査するアンケート調査を行う。

こうした試みによって、さらに研修内容を充実させていく。 

 一方、「授業評価アンケート」の結果を翌年度のシラバスに活用していく点については、

十分とは言えないことから、その作成を始める際に「授業評価アンケート」結果を活用す

るように促していく。 

 教職課程担当の教授を欠いている点については、上記のような特殊な事情に起因してい

るとはいっても、早急に対応を図ることとしており、現在教授昇進の手続きを進めており、

25年４月から教授となる予定である。 
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