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第４章 教育内容・方法・成果 

 
第１節  教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 
１．現状の説明 

 

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。 

 

本学の教育課程の教育目標の明示方法について以下現状を説明する。 

 第１章に挙げたように、本学の目的は学則（第１章第１条）に定められている（資料４

－１－１）。 
 

（目的） 
第１条 山形県立米沢女子短期大学（以下「本学」という。）は、豊かな教養に裏付け

られた専門的な知識と技能を身に付け、着実に社会を支える女性の人材を育成するとと

もに、地域に根ざした短期大学として真理の探究と知の創造に努め、もって地域ひいて

は社会全体の持続的な発展に寄与することを目的とする。 
 
 平成 15年度には大学の養成しようとする人材像を含め、達成しようとする基本的な成果

等をより具体的に示すため、「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」を定めると

ともに規程に明記した。この中の「２．教育の基本方針」において、本学の教育目標は以

下のように明示されている（資料４－１－２）。 
 

２．教育の基本方針 
 教養と実学の結合はもとより、課題探求能力は受け身の学習や机上の訓練では育てる

ことができない。生きた現実に触れる社会的生活経験と優れた先人の業績に学ぶ経験と

の相互作用が必要である。そのため本学では、教養教育とともに、現実の諸問題を直接

経験して課題解決に取り組むことを重視し、その一環としてさまざまな実地研修や身近

な地域との交流を図っていく。 
 
① 能動型教育の充実強化 
 本学では、「自ら選んで学ぶ」という能動型学習研究を重視する。専門的知識・技能

の修得はもちろんのこと、学生たちは、社会の変化や時代の進展に柔軟に対応しつつも

表層的変化の根源を洞察し、ゆるがない基礎的実力を身につけなければならない。さら

に、自分で課題を見つけ、自ら考え、主体的に判断し、自主的に行動して課題を解決す

る課題探求能力の育成に努める。そのためには教養教育が重要であり、教養と実学のよ

り一層効果的な結合を図っていく。 
 全学的な指導体制として、本学の特徴である学生密着型の少人数教育をさらに充実さ

せ、対話・討論等、双方向的な授業形態を積極的に拡充する。特に、教養ゼミ、演習、

特定研究、実習、研修等は、少人数教育の徹底を図る。 
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② 地域と連携した実践的教養教育プログラムの開発 
 学生の学習意欲の喚起と学習内容の確実な定着を目指し、地域体験や地域資源を重視

しながら専門科目と関連した教養教育プログラムの開発を行う。学生が、地域の実社会

に触れるなかで自己の能力と適性にふさわしい学習が可能となるよう、地元社会人を中

心とする講師陣による総合教養講座の充実および自己の将来展望や生き方の探求に資

する教養ゼミの一層の充実を図る。 
 また、女性が主体的に人生を切り拓き、その意欲と能力を社会のなかで活かすことが

できるよう、女性学さらにはジェンダー論の教育・研究プログラムを充実させる。 
 
③ キャリア支援教育の充実 
 学生の将来設計、すなわち就職・編入学・資格取得等について総合的に支援する教育

プログラムの開発を目指す。その一環として、コミュニケーション能力の育成、インタ

ーンシップの活用、編入学対応教育の強化などを行う。さらに、実践的講座の拡充にも

努める。 
 
④ 生涯学習への積極的取り組み 
 大学の研究成果の地域還元として、生涯学習に積極的に取り組んでいく。「総合教養

講座」や通常の授業科目の一部公開、公開講座の開催、附属図書館の開放、附属生活文

化研究所による市民講座の開催、出前講座や地域の諸活動への教員の協力、地域への各

種情報提供サービスなどを一層充実させる。 
 なお、生涯学習をはじめとする地域貢献は、散発的な取り組みではなく、一定の体系

性のもとに展開しなければならない。このため、理念を掲げて総合的組織的な構想を策

定する必要がある。 
 
 このように本学では、教養と実学の結合という大目標のもと、①能動型教育の充実強化、

②地域と連携した実践的教養教育プログラムの開発、③キャリア支援教育の充実、④生涯

学習への積極的取り組み、といった教育目標を掲げている。これらの目標はたとえば、全

学生と一般聴講者を対象に、学外講師による多彩なテーマを通じて教養を育む「総合教養

講座」といった、他の大学にない特徴のある授業として具現化されている。 
 これらの教育目標は、「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」の「３．各学科

の目的と教育目標」において、各学科が育成すべき人材像という形で、以下に掲出する通

り、具体的に提示されている（資料４－１－２）。 
 

３．各学科の目的と教育目標 
 国語国文学科、英語英文学科、日本史学科、社会情報学科、健康栄養学科の各学科は、

柔軟な思考力の育成と幅広い視野をもつための教養教育を基盤に据えつつ、当該学科の

特色ある専門教育を施し、所期の使命を果たす。 
 
 その上で、それぞれの学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－

１－２）。 
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〔国語国文学科〕 
 国語国文学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－１－２）。 
 

（Ａ）国語国文学科 
 国語国文学の専門知識を身につけることによって、正しい日本語を用いる力を有し、

より緻密な論理的思考能力をもち、伝統文化の豊富な知識を駆使して地域・社会に広く

奉仕し得る人材を育成することを目的とする。具体的には、教職資格、図書館司書資格

などの資格取得、あるいは、より高度な言語能力の習得などを通じて幅広く社会に貢献

できる有用な人材を育成する。 
 このため、（１）日本文学、日本語、漢文学、情報検索などの教育を通して、日本文

化全体の特質と伝統を理解し、日本人としてのアイデンティティを身につけることによ

って、「国際社会に開かれた日本人」たり得る資質能力を育成する。（２）人間の諸活動

や生活についての基本的認識を深めることによって、問題解決能力を高め、困難に対処

する叡知を養うことを教育目標とする。 
 

〔英語英文学科〕 
 英語英文学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－１－２）。 
 

（Ｂ）英語英文学科 
 英語を中心とした高等語学教育並びに国際感覚の涵養に重点をおいた教育を行うこ

とを目的とする。具体的には、教職資格の取得、あるいは、TOEIC や英語検定におけ

る優秀な成績･資格をもち、英会話能力や英語英文学の知識を活用することで、広く社

会に貢献できる有用な人材を育成する。 
 このため、（１）実践的英語教育により、英語を駆使できる能力を習得させる。（２）

英米文学とその関連分野を学ぶことにより、国際的に通用する、ものの見方・考え方を

深めさせることを教育目標とする。 
 
〔日本史学科〕 
 日本史学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－１－２）。 
 

（Ｃ）日本史学科 
 幅広く豊かな教養と日本史学及びその関連分野における専門知識を身につけること

によって、歴史的な洞察力と柔軟かつ論理的な思考力をもって、社会の発展に貢献でき

る有為の人材を育成することを目的とする。具体的には、教職資格や図書館司書資格、

博物館学芸員資格の資格取得、あるいは、歴史認識を基盤とした他者理解能力などを通

じて社会に貢献できる有用な人材を育成する。 
 このため、（１）日本及び世界の歴史に対する深く広い理解力と洞察力を習得させる。

（２）数多くの歴史資料や文化財に接することを通して、地域の歴史･文化財に対する

深い理解と愛護の念をもたせることを教育目標とする。 
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〔社会情報学科〕 
 社会情報学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－１－２）。 
 

（Ｄ）社会情報学科 
 情報社会の構造、動態、技術の本質を深く理解し、それらを基盤として分析力、表現

力、応用力を培い、地域や社会の発展に寄与することのできる意欲的な人材の育成を目

的とする。具体的には、情報処理技術や図書館司書などの実務資格をもって、社会の諸

分野に広く貢献しうる有用な人材を育成する。 
 このため、（１）現代社会の仕組みや人間集団に関する理解を深めるための基礎知識

を習得させ、実社会における諸問題を正確に分析し柔軟に対処できる能力を涵養する。

（２）情報技術の専門知識を体系的に習得させ、それらを応用して情報社会で要求され

る問題解決能力や情報メディアによる表現力を高めることを教育目標とする。 
 
〔健康栄養学科〕 
 健康栄養学科の目的と教育目標は、以下の通り定められている（資料４－１－２）。 
 

（Ｅ）健康栄養学科 
 人間の心身の健康を通して限りある生命の尊厳を認識し、健康を維持・増進させる専

門的な知識と技能を有する人材を育成することを目的とする。 
 具体的には、今日的な健康の課題に対応し、社会に貢献できる有用な栄養士を育成す

る。 
 このため、（１）健康に関する知識･技能を身につけた、幅広い人間性を涵養する。（２）

現在社会における栄養士教育の質的向上のために、健康に関する基礎理念のもと、各個

人のライフサイクルに合わせた運動と食事のあり方について、生活指導のできる能力を

養うことに重点を置く。 
 
次に本学の教育目標と学位授与方針との整合性について現状を述べる。 

 学位授与については全学科共通であるから重複を避けてまとめて説明する。学則第 18

条では「学長は、本学に２年以上在学し、第 17条に定める単位を修得した者について、教

授会の議を経て、卒業を認定し、別に定めるところにより短期大学士の学位を授与する」

と、本学における学位授与方針が明示されている。また第 17条では本学の「卒業の要件」

を以下のように規定している（資料４－１－１ 第 17条）。 
 

（卒業の要件） 
第 17 条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、次の各号に定めるところ

により、62単位以上を修得しなければならない。 

(１) 教養科目については、別表第１に定める授業科目のうち、学長が別に定める選択

科目の単位を含め、12単位以上 

(２) 専門科目については、それぞれ別表第２から別表第６までに定める授業科目のう
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ち、必修科目及び学長が別に定める選択科目の単位を含め、40単位以上 

 
２ 学生が次の各号に該当する場合は、別に定めるところにより、その修得し、修得し

たものとみなされ、又は与えられた単位を、当該学生が前項の教養科目又は専門科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 
(１) 在学する学科以外の学科の専門科目を履修し、当該専門科目の単位を修得した場

合 
(２) 第 14条第１項の規定により、他の短期大学又は大学において履修した授業科目に

ついて修得した単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなされた

場合 

(３) 第 15条第１項又は第 16条第２項の規定により、単位を与えられた場合 

(４) 第 16条第１項の規定により、本学に入学する前に短期大学又は大学において履修

した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなされた場合 

 

 このように、教養科目及び学生が所属する学科の専門科目の両方を修得することが卒業

要件及び学位授与方針となっていることから、上で見た「教養と実学の結合」という本学

の教育目標と学位授与方針とは整合性があると言える。ただし、本学では以上に説明した

通りの形態で学位を授与する基準は定めているが、個別具体的な基準については整備して

いないのが現状である。この点については今後の検討課題である。 
 また、学科ごとの教育目標には実務資格についても述べられているが、資格・免許等の

修得に関しては、学則の第 19条及び 20条において規定されている（資料４－１－１ 第

19条 第 20 条）。具体的な取得可能資格は、下の表４－１－１の通りである。 

 

 

表４－１－１ 本学において取得することができる資格及び免許状の種類 

 

 学科 資格及び免許状の種類 

 国語国文学科 １ 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条第１項に規

定する普通免許状のうち中学校の教諭の二種免許状（以下「中

学校教諭免許状」という。）（教科が国語であるもの） 

   ２ 図書館法（昭和25年法律第118号）第５条第１項に規定する

司書となる資格（以下「司書資格」という。） 

   ３ 学校図書館法（昭和28年法律第185号）第５条第２項に規定

する司書教諭の講習を終了した者としての資格（以下「司書教

諭資格」という。） 

 英語英文学科 １ 中学校教諭免許状（教科が英語であるもの） 

   ２ 司書資格 

   ３ 司書教諭資格 
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 日本史学科 １ 中学校教諭免許状（教科が社会であるもの） 

   ２ 司書資格 

   ３ 司書教諭資格 

   ４ 博物館法（昭和26年法律第285号）第５条第１項に規定する

学芸員となる資格（以下「学芸員資格」という。） 

 社会情報学科 司書資格 

 健康栄養学科 １ 栄養士法（昭和22年法律第245号）第２条第１項に規定する

栄養士の免許の資格（以下「栄養士資格」という。） 

   ２ 教育職員免許法第４条第１項に規定する普通免許状のうち

栄養教諭の二種免許状（以下「栄養教諭免許状」という。） 

 
 また、日本教育カウンセラー協会が認定する民間資格の「ピアヘルパー」についても、 全
学生を対象に、受験資格として履修が必要な科目を指定した上で、毎年、学内で認定試験

を行っている（資料４－１－３ Ｐ21から 22）。 
このように、教育目標に掲げた「実学」の部分についても、各学科の専門科目に相応す

る資格・免許の取得が可能となっており、整合性があると言える。 
 
次に本学の学位授与における修得すべき学習成果を明示しているかどうかを確認してお

く。 

 前述したように、学則 17 条及び 18条において「卒業の要件」「卒業の認定及び学位」が

規定されており、また本学で設置されている授業科目は学則別表第１から別表第１１に明

示されている（資料４－１－１）。 
さらに具体的には、本学学生が修得すべき学習成果については「平成 24年度講義計画書

＜SYLLABUS＞」（以下「シラバス」という）として、教職員及び学生に配布され、本学

ホームページ上でも下記の通り公開されている。 
 
シラバス http://www.yone.ac.jp/department/H24_syllabus.html 
 
シラバスでは、授業科目ごとに「授業のねらい」「授業計画」「テキスト」「受講生へのメ

ッセージ（授業評価を踏まえた方針）」とともに、「評価方法」という項目を設けて、どの

ような学習内容についてどのように評価するかを明示している（資料４－１－３）。 
 
（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。 

 
本学の教育課程の編成・実施方針の策定とその明示方法については以下の通りである。 

 本学の教育課程の編成・実施方針については、平成 21～26年度の「公立大学法人山形県

立米沢女子短期大学中期目標」において、前文の「１ 魅力と特色ある教育の展開」の中で

「「学生が主役」の視点のもと、多様な学生のニーズに応え、学生の個々の能力を伸ばし社

会に送り出すため、「教養」、「実学」、「キャリア支援」を三本柱とし、優れた研究活動に裏

http://www.yone.ac.jp/department/H24_syllabus.html�
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付けられた魅力と特色ある教育を展開する。」と述べている。そして、「第２ 大学の教育研

究等の質の向上に関する目標」の「１ 教育に関する目標」において、以下のように定め

ている（資料４－１－４ 第２－１）。その要点を整理して示すと以下のようになる。 
目指すべき教育の成果として、本学の伝統に培われた「学生と教員の距離が近い顔の見

える教育」、創意工夫しながら築き上げていく「手づくりの少人数教育」という強みを生か

した魅力と特色ある教育を展開し、教養と実学を身に付け、課題探求能力とコミュニケー

ション能力を持った人材を育成することを目標としている。 
そのためには、教育内容の改善が求められるが、教育課程の改善については、「時代の動

向、地域社会の要請、学生のニーズに的確に対応し、教養と実学を効率的に習得させる教

育を実施するため、教育課程の継続的な改善を図る」とし、教育方法の改善については、

「学生が積極的に授業に参加し、授業内容を十分に理解できるよう、効果的な授業形態を

設定するとともに、指導方法の継続的な工夫に努める」としている。 
さらに、教育実施体制の充実に関しては、まず教員の配置方針として、「教育研究の進歩

や時代の動向、地域社会の要請、学生のニーズに柔軟に対応した教育を実施するため、適

切な教員の配置を図る」として、時代の変化や地域社会・学生のニーズに柔軟に対応して

いくことを目指している。教育の質の向上のために、「学生に質の高い教育を提供するため、

授業内容や教育方法の改善のための組織的な取組みを推進し、教育の質の向上を図る」と

するとともに、教育環境向上のためには、「学生に良好な環境で質の高い教育を提供するた

め、施設設備、資料等の計画的な整備及び長期的な視点に立った維持管理により、教育環

境の向上を図る」と策定している。 
 これらの編成・実施方針を具体化するために、平成 21～26年度の「公立大学法人山形県

立米沢女子短期大学中期計画」において、「第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目

標を達成するためにとるべき措置」の「１ 教育に関する目標を達成するための措置」とし

て規定している（資料４－１－５ 第２－１）。ここで、「（２）教育内容の改善」の「① 教
育課程」の概要を簡約して示すと、以下のようになる。 
 教育内容の改善に向けて教育課程の編制については、「柔軟な理解力を持ち、生活を基盤

とした着実な思考力を身につけた学生を育成するとともに、社会が短期大学士に求めるニ

ーズに応えるべく、全学科において、教養教育科目及び専門教育科目の再検討を行うとと

もに、開放科目を増やすなど、教育課程を目標達成に向けて体系的に編成する」という方

針を立てている。 
具体的な方策としては、他大学との単位互換や本学入学前に他大学で取得した単位のう

ち、本学の履修単位として認定できるものは認定するなど柔軟な単位制度の整備拡充を図

ること、「教養ゼミ」や「総合教養講座」の内容を更に精選し、社会への幅広く堅実な視点

を身につけさせる教育課程の編成に努めること、社会の国際化・情報化、経済のソフト化・

サービス化の状況を踏まえ、英語・英会話能力、文章表現力、IT 活用能力などの基礎能力

を高めるための教育課程を編成する。また、栄養士養成校としての実績を一層充実・発展

させるための努力を続けること、完全セメスター制の導入と、複数教員によるオムニバス

授業や学科相乗り授業など教育方法の多様なあり方を目指すこと、学生ひとりひとりの学

習目的や習熟度に応じた学習支援を行うため少人数教育科目の増加を目指すこと、時代の

変化に伴う多様な学生のニーズに応える教育課程を常に工夫するとともに、履修制度の恒
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常的な充実・発展を目指すこと、などをあげている。 
 
〔国語国文学科〕 
 国語国文学科の教育課程については、年度計画第２－１－(２)－①教育課程に次の通り

定めている（資料４－１－６）。 
 

国語国文学科では、国文学・国語学・漢文学の３つの分野に分かれたカリキュラムを

基幹とし、教育実践の高度化を目指す。前・後期のオリエンテーション期間に学生一人

一人にきめの細かい履修指導を行えるようにする。国文学と連携しうる科目として 21

年度に新設した伝統文化論・山形の文学・書誌学と、23 年度に新設した東洋思想、24

年度に新設する漢文学特講二を含めて履修状況等を点検し、また 25年度に新設予定の伝

統文化論二を加えたカリキュラム体系を検討する準備を始める。 

 

〔英語英文学科〕 
 英語英文学科の教育課程については、年度計画第２－１－(２)－①教育課程に次の通り

定めている（資料４－１－６）。 

 

英語英文学科では、国際化に対応できる教養と英語コミュニケーション能力の向上を

図る。学生の英語資格試験（英検、TOEIC）への受験状況を把握し、受験を促す。英語

資格試験の取得および意識調査のアンケートを実施する。 

 

〔日本史学科〕 
 日本史学科の教育課程については、年度計画第２－１－(２)－①教育課程に次の通り定

めている（資料４－１－６）。 

 

日本史学科では、時代ごとに設定されているゼミの機能を充実させることで、教育内

容の改善に努める。学生の課題探求能力を高め、少人数教育を生かしたゼミの内容と指

導方法を実施する。（古文書学二を２グループに分けて開講（２コマ）し、古文書の読解

力の向上を図る。） 

 

〔社会情報学科〕 
 社会情報学科の教育課程については、年度計画第２－１－(２)－①教育課程に次の通り

定めている（資料４－１－６）。 

 

社会情報学科では、急速に変化する現代の高度情報社会により対応したカリキュラム

の検討を目指す。その際、カリキュラム内容を地域社会あるいは社会全体との接点を強
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化する方向で検討する。地元自治体、関係諸団体、民間企業、ＮＰＯなどと連携し、学

生と地域とが協働して活動できるフィールド（場）を確保し、学生参加型実学・実践教

育を推進する。 

 

〔健康栄養学科〕 
 健康栄養学科の教育課程については、年度計画第２－１－(２)－①教育課程に次の通り

定めている（資料４－１－６）。 

 

健康栄養学科では、栄養士資格取得に必要なカリキュラムの内容を更に充実させると

ともに、食育への視点をより重視し、現場（栄養士・栄養教諭・食品関係 ）に対応した

実践的授業の展開を図る。栄養士養成として実践的調理技術の向上と身体活動量の実践

的測定技術から運動に伴う消費エネルギー量を習得すると共に摂取するエネルギー量に

ついても着眼し、エネルギーの収支バランスについて学習を行う。 

 
次に本学の教育目標・学位授与方針と教育課程の編成・実施方針との整合性について現

状を説明する。 

 これまで見たように、本学の教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針につ

いては、まず学則や「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」によってその大き

な方針が示され、それに沿った学位授与方針も学則に規定されている。そして、教育課程

の編成・実施方針としての「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」や「公立

大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」も、上に挙げた教育目標を具体化する形で

定められていることから、相互に整合性があると考えられる。 
 
（３）教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を短期大学構成員（教職員

及び学生等）に周知し、社会に公表しているか。 

 
まず本学の教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の本学の構成員に対

する周知方法について確認しておく。 

 本学の教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針が記載されている「学則」、

「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」、「公立大学法人山形県立米沢女子短期

大学中期目標」、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」といった文書ファイ

ルは、学内 LAN の共通フォルダ内に納められており、教職員はいつでも自由に閲覧する

ことができる。 
 また、シラバス（資料４－１－３）、「学生生活の手引」（資料４－１－７）、「教育方針」

（資料４－１－８）は、「学則」や「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」に基

づいて作成されており、全学生及び全教職員に配付されている。これらは新入学生に対し

ては入学オリエンテーション時に、新規採用教員に対しては採用時研修において内容を説

明している。「教育方針」（資料４－１－８）については入学オリエンテーション時に保護
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者に対しても説明がなされる。 
 
次に本学の目標や方針の社会に対する公表方法とその適切性について現状の説明を行い

分析する。 

 教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針が記載されている文書について

は、以下のホームページで一般公開されている。 
 

学則 
http://www.yone.ac.jp/outline/regulations.html 
 
大学の理念と目的・目標 
http://www.yone.ac.jp/outline/philosophy.html 
 
中期目標、中期計画、年度計画 
http://www.yone.ac.jp/outline/corporation_info/002.html 

 
 また、「大学案内」（資料４－１－９）も「学則」や「山形県立米沢女子短期大学の理念

と目的・目標」に基づいて作成されており、教職員による高校訪問や企業訪問、オープン

キャンパス、進学説明会などで配付と説明を行っている。配付先と部数は、前掲した表１

－１を便宜のために再掲すると、表４－１－２の通りである。 
 

表４－１－２ 大学案内の配布先と部数（平成 23年度） 
 

東北地方の高校 250 部 
オープンキャンパス 530 部 
高校生の本学訪問 300 部 
進学説明会 100 部 
企業 100 部 

    
 以上のように教育目標などの情報の周知や社会に向けての公表は、本学においては全学

体制で行っているため、学科単位での説明は省略する。 
 
（４）教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に

検証を行っているか。 

 
本学の目標や方針について検証する仕組みとその適切性について現状を説明する。 

 教育課程の編成・実施方針が規定されている「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学

中期目標」及び「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」は６年ごとに改訂さ

れることになっており、その作成作業の中で、内容の検討が行われる仕組みができている
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（資料４－１－４、資料４－１－５）。 
さらに、この中期計画を元にして単年度ごとに何を行うかを毎年「年度計画」として、

各学科や担当部署等の計画を積み上げる形で、理事長（学長を兼ねている）が策定してお

り、さらに年度途中と年度末には自己評価をまとめて、次年度の「年度計画」策定に反映

させる検証サイクルが制度として確立している（資料４－１－10）。 
 なお、教務に関する校務分掌は、以前の教務担当者会議とカリキュラム検討専門部会と

を統合する形で平成 19年度に発足した教務委員会が担当している。「山形県立米沢女子短

期大学教務委員会規程」によれば、委員会は全学科から選出された委員５名から構成され

ている。委員会の会議は８月を除き、月一回行われており、必要な検討と決定が遅滞なく

行われるようになっている。なお、慣例的に学生委員会と教務委員会の委員は兼ねること

になっているため、実際には学生委員会と教務委員会との合同委員会の形で会議が行われ

ている（資料４－１－11）。その所掌事項は表４－１－３の通りである。 
 

表４－１－３ 教務委員会の所掌事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔国語国文学科〕 
 国語国文学科の教育については、年度計画第２－１－(２)－②教育方法に次の通り定め

ている（資料４－１－６）。そして、毎年、学科として自己評価を行っている。 
 

国語国文学科では、学生の自己発見能力の向上を目指し、１年次に習熟度別、２年次

に専門的研究別のゼミ編成を行う。学生個別の知的好奇心を満たす科目履修も進めさせ、

２年間の在学期間の充実をサポートする。学生の関心分野別のゼミ編成を行い、学生主

導のゼミの運用を図るため、１年次のゼミは入学選抜別に学生希望を加味した振り分け

を行い、２年次のゼミは卒業研究の意向調査を実施し、その結果を踏まえた振り分けを

行う。 

 

 

 
（１）教育課程、授業及び試験等教務に関すること 
（２）学科教務に関すること 
（３）単位認定方法に関すること 
（４）カリキュラム検討に関すること 
（５）講義計画書、時間割、非常勤講師の依頼等に関すること 
（６）共通教育に関すること 
（７）総合教養教育に関すること 
（８）各種講座等単位化に関すること 
（９）その他教務に関すること 
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〔英語英文学科〕 
 英語英文学科の教育については、年度計画第２－１－(２)－②教育方法に次の通り定め

ている（資料４－１－６）。そして、毎年、学科として自己評価を行っている。 

 

英語英文学科では、クラス分けをする授業での少人数教育を充実させ、学生の学習能

力向上を目指す。基礎・発展英語表現、演習でバランスの良いクラス分けを行う。 

 

〔日本史学科〕 
 日本史学科の教育については、年度計画第２－１－(２)－②教育方法に次の通り定めて

いる（資料４－１－６）。そして、毎年、学科として自己評価を行っている。 

 

日本史学科では、研究の基礎的作業を充実させ、研究能力の向上を図る。ゼミで、学

生の個々の学生の能力にあった指導方法を踏まえ、資料調査能力、論文執筆能力の向上

を図る。 

 

〔社会情報学科〕 
 社会情報学科の教育については、年度計画第２－１－(２)－②教育方法に次の通り定め

ている（資料４－１－６）。そして、毎年、学科として自己評価を行っている。 

 

社会情報学科は、きめ細かな指導を行うとともに、より実践的・能動的な教育の深化

を目指す。また、ゼミ・演習の内容を充実させ、学生の課題探求能力を高めるため、新

聞データベースを引き続き活用して、１年次の「基礎ゼミ」、２年次の「専門ゼミ」の内

容の充実に努める｡ 

 

〔健康栄養学科〕 
 健康栄養学科の教育については、年度計画第２－１－(２)－②教育方法に次の通り定め

ている（資料４－１－６）。そして、毎年、学科として自己評価を行っている。 

 

健康栄養学科では、実験・実習の内容を充実することで、健康科学の知識及び実践を

必要とする現場への即応力向上を目指す。具体的方法として、機材や機器の使用法及び

その目的を熟知させるよう指導する。 

 
 
２．点検・評価 

 
 本学は建学以来明確な目的を設定して大学運営を行ってきており、達成しようとする基

本的な方向をより具体的に示すため、平成 15年度に「山形県立米沢女子短期大学の理念と
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目的・目標」を定め、公開していることから、大学として教育目標が明確に定められてい

ると言える。また、その明示方法もさまざまな媒体を通して公表している。 
 教育課程の編制方針についても、同じく策定していると同時に明示するとともに、学内

外に周知し公表をしている。 
 
①効果が上がっている事項 

 教養科目及び専門科目の両方を修得することが卒業要件及び学位授与方針となっている

ことから、上で見た「教養と実学の結合」という本学の教育目標と、この学位授与方針と

は整合性があると言える。教育目標に掲げた「実学」の部分についても、各学科の専門科

目に相応する資格・免許の取得が可能となっており、整合性が図られている。  

教育課程の編成・実施方針についても、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目

標」及び「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」を策定して明示しており、

これらは教育目標・学位授与方針を元に作られているので、相互に整合性がある。 

以上の文書は学内 LAN、シラバスなどの冊子、本学ホームページを通して、学内外に公

開されている。学位授与方針における修得すべき学習成果もシラバスに明示されている。 

目標や方針について検証する仕組みについては、６年おきの中期目標・計画に加え、単

年度ごとの「年度計画」によって、計画・実施・検証サイクルが確立している。また、教

務委員会を定期的に開いて、教務上の様々な問題解決にあたっている。 

 

②改善すべき事項 

これまで見たように、教育目標・方針の整合性や、その検証サイクルは確立しているの

で、さらにその質的改善が求められることになる。 

たとえば、学位授与方針に関しては、教育目標に盛り込まれた内容を合わせた、より具

体的な表現にして、どのような学生を本学から社会へ送り出すのかを明確にできるように

改善する必要がある。また、教育課程の編成・実施方針に関しても、年度計画の記述項目

などを再検討して、より実質的な計画が立てられるようにしていくことが課題である。 

 
 

３．将来に向けた発展方策 

 
①効果が上がっている事項 
 年度計画の計画・実施・検証サイクルが実際に遂行されており、それらが各学科・委員

会、事務局担当部署からのボトムアップによって作られていることは、教育目標・方針等

を不断に改善していく上で効果的であろう。中期目標・計画の「更新」は次回が初めてと

なるが、このサイクルを維持していけば作業をスムーズに進めていくことができよう。 
 
②改善すべき事項 
まず、学位授与方針に関して、「育成すべき人材像」に関する内容を充実させるよう改善

していく。どのような学生を受け入れて（アドミッション・ポリシー）、どのような人間と

して社会に送り出すのか（ディプロマ・ポリシー）をより具体的に表現すべく、現行の教
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育目標と学位授与方針の記述内容を、修得すべき学習成果に関する記述も含めてまとめ直

すことで、両者の整合性を一層明確なものにすることができる。学位授与方針の改訂には

全学的な議論が必要であるので、その前段階として改訂の是非も含めて、教務委員会で検

討を行う。 
次に、年度計画に関しては、上に述べたように、記述項目や内容のブラッシュアップが

必要だろう。たとえば、カリキュラムが決まっている以上、大学教育には継続的・持続的

な活動も多い。これを新たに始める活動と区別せずに、一律に毎年計画し評価することを

繰り返しても、ルーチンワークを無駄に増やすことにしかならない。恒常的な教育活動、

新たに始める活動、さらに複数年かけて取り組む活動を、その内容に応じてメリハリをつ

けて記述できるような年度計画フォーマットの見直しを図ることで、計画・実施・検証サ

イクルをさらに実効的なものにしていくことが期待できる。年度計画フォーマットは、設

置者である山形県が定めたものであるため、今後、山形県当局との協議の場を探っていく。 
さらに、年度計画の策定過程に関しても、各学科や各委員会、事務局からボトムアップ

で積み上げていく形となっているということは、逆から考えれば、大学全体を見渡すよう

な計画の策定に関しては、必ずしも実効的でない面もあると言わざるを得ない。「総合教養

講座」や「キャリア形成支援講座」のように、教務委員会やキャリア支援委員会が全学横

断的に編成している科目もあるが、とりわけ全学に関わる教養科目のカリキュラムを検討

する場として、教務委員会の機能向上やワーキングチームの招集といった制度的工夫が、

さらに進められる必要があり、そこで教務委員会の機能向上についてより一層の検討を行

っていく。 
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