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第２節 教育課程・教育内容 

 

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

に編成しているか。 

 

はじめに本学における編成・実施方針に基づいた教育課程が体系的に編成されているか

どうかを確認する。 

 本学シラバスに掲載されている授業科目一覧（カリキュラム表）を見ると、まず教養科

目は大きく「教養教育科目」と「共通基礎科目」に分かれており、総合・主題別科目・情

報リテラシー・外国語・保健体育の授業科目を配置している。情報リテラシー科目として

は、「情報処理演習Ⅰ」（文書作成とプレゼンテーション）、「情報処理演習Ⅱ」（表計算）、

「情報処理演習Ⅲ」（検定資格対応）を開講している。外国語科目では、「英語一～九」、「英

会話Ａ～Ｅ」、「フランス語一～四」、「中国語一～四」及び「海外語学実習」を開講してい

る。保健体育科目では、多様なスポーツ種目に対応できるよう「スポーツ実技一〜十」を

開講し、「健康理論」も開講している（資料４－２－１ Ｐ26～29）。 

資格科目では、中学校教諭(二種)及び栄養教諭(二種)に関しては、教育職員免許法施行

規則 第６条及び教育職員免許法施行規則 第 10 条の３に基づき、教職に関する科目を設

置している（資料４－２－１ Ｐ40「教職に関する科目」）。図書館司書資格取得に関する

科目は、図書館法施行規則第５条における指定科目を、学校図書館司書教諭資格取得に関

する科目は、学校図書館司書教諭講習規程第３条における指定科目をそれぞれ開講してい

る（資料４－２－１ Ｐ41「司書に関する科目」・「司書教諭に関する科目」）。博物館学芸

員資格に関する科目では、博物館法施行規則第１条の規定に基づく科目が設置されている

（資料４－２－１ Ｐ42「学芸員に関する科目」）。ピアヘルパー試験の受験には関連する

３科目６単位の修得が必要であり、そのために 14 科目を指定してある（資料４－２－１ 

Ｐ43「ピアヘルパーに関する科目」）。栄養士免許取得に関する科目は、健康栄養学科の専

門科目として、栄養士法施行規則に基づいた「栄養士必修科目」50単位を設定している（資

料４－２－１ Ｐ38～39「健康栄養学科専門科目」）。 

 

〔国語国文学科〕 

国語国文学科では、正しい日本語を用いる能力を養い、伝統文化の豊富な知識を身につ

け、緻密な論理的思考を有する人材の育成を目的として、幅広い国語国文学の専門科目を

配置している（資料４－２－１ Ｐ30～31「国語国文学科専門科目」）。国語国文学科では、

カリキュラムを国文学・国語学・漢文学の専門分野別に見直し、国文学と連携しうる科目

として平成 21年度に「伝統文化論」、「山形の文学」、「書誌学」を、平成 23年度に「東洋

思想」を新設した。また前・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

い履修指導を行うことにより、教育実践の高度化を目指している（資料４－２－２から４

－２－４ 各第２－１－(２））。また、国語国文学科では、山形県立米沢女子短期大学国語

国文学会を組織して、研究誌『米澤国語国文』を年１冊刊行し、２年生の優秀な卒業研究

や卒業研究題目リストを掲載している。 
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〔英語英文学科〕 

 英語英文学科の専門科目では、英会話、リーディング、ライティング、リスニング、英

文法など英語コミュニケーションに関する実践的な科目と、英米文学、英語学、異文化理

解などの教養的な科目の二種類を、ほぼ同じ比重で配置している（資料４－２－１ Ｐ32

～33「英語英文学科専門科目」）。英語英文学科では、英語力の増強を図り、演習と英語表

現等の科目できめ細かな少人数教育を徹底するために、平成 23年度より学年別の演習とな

るようにカリキュラムを改善した。その結果、１年生後期からの基礎演習で専門性を高め

ることができ、２年生のみの演習は個々の学生へのきめ細かな指導が可能となった。さら

に、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ため、「基礎英語

表現」、「基礎演習科目」で 20名以下のクラス編成を継続している（資料４－２－２から４

－２－４ 各第２－１－(２））。 

 

〔日本史学科〕 

日本史学科の専門科目は、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して、基礎・基本（基礎科目）から、

より専門的な内容（基幹科目）へ、さらには関連分野（展開科目、関連科目）へと深く学

ぶことができるよう、体系的に配置している（資料４－２－１ Ｐ34～35「日本史学科専

門科目」）。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

育内容の改善を図るため、ゼミ分けの際に志望調査を実施し、学生の志望を最大限尊重す

るよう努めており、教養ゼミや演習等の授業では、調査・発表の機会を設けて指導してい

る。平成 23年度には、幅広い知識を身につけさせるとともに資料の読解力の向上とコミュ

ニケーション能力の育成を図るため、専門科目「思想史」の新設や、「史学実習」の内容及

び講師の見直しを行い、さらには学外実習の際の学生の移動手段を確保し、実習のさらな

る充実を図った（資料４－２－２から４－２－４ 各第２－１－(２)）。また、日本史学科

では米沢史学会を組織して研究誌『米沢史学』を年１冊刊行し、全２年生の卒業研究要旨

を掲載するとともに、米沢史学会の行事として、各ゼミの代表学生による卒業研究発表会

を学外にも公開して開催している。 

 

〔社会情報学科〕 

社会情報学科は、情報科学の基礎知識と応用力を身に付け、社会科学の広い視野と分析

力を兼ね備えた人材の養成という目的に沿って、「人間社会と心理」、「経済と経営分析」、

「メディア表現と情報」の 3領域に関する科目を体系的に配置している（資料４－２－１ 

Ｐ36～37「社会情報学科専門科目」）。社会情報学科では、１年次にはこれら３つの分野を

幅広く学習し組み合わせることにより、２年次においては学生各自の志向に応じてより専

門分野に特化した学習を進めることにより、幅広い情報活用能力の育成に努めている。ま

た、学生のコミュニケーション能力向上及び課題探求能力育成のため、１年次の「教養ゼ

ミ」と「基礎ゼミ」、そして２年次の「専門ゼミ」を通して、在学全期間に渡って少人数教

育を行う学科カリキュラムを実現している。なお、１年後期オリエンテーションでは、上

記３分野の選択必修に関して学年担任が履修指導を行っている。（資料４－２－２から４－

２－４ 各第２－１－(２））。 
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〔健康栄養学科〕 

健康栄養学科は健康に関する知識と技能を身につけた、社会に貢献できる栄養士の養成

を目的としている。健康栄養学科の専門科目は、平成 14年度に改正された栄養士法施行規

則に基づいて編成しており、教育内容から６分野に大別し、各分野は講義と実験・実習で

構成している（資料４－２－１ Ｐ38～39「健康栄養学科専門科目」）。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

より重視するため、①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とと

もに摂取するエネルギー量にも着眼した、エネルギーの収支バランスについての学習、②

実践的調理技術向上のため実践者である外部講師による調理実習の実施、③市販の加工食

品を企業と同水準で分析し添加物等の現状を把握するなど、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っている。その結果、新しい機器を導入してエ

ネルギー代謝の理解を深めることができた一方で、外部講師を招いて実践的調理技術の向

上を図り、さらに食品の添加物分析等に向けた授業を実施している（資料４－２－２から

４－２－４ 各第２－１－(２））。また、健康栄養学科では、全２年生の卒業研究報告会を

開催している。 

 

次に本学の教育課程の編成・実施方針に基づいた必要な授業科目の開設状況について現

状説明を行う。 

 本学の教育目標を達成するために学科を横断する科目や学外でのフィールド型授業も開

設している。本学の教育目標では、能動型教育の充実強化としての少人数教育の徹底、地

域と連携した実践的教養教育プログラムとしての「総合教養講座」や「教養ゼミ」の充実、

キャリア支援教育の充実といった項目を掲げている。これらを承けて、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」でも、「教養ゼミ」や「総合教養講座」の内容精選や、

英語・英会話能力、文章表現能力、IT 活用能力などの基礎能力を高めるための教育課程の

編成、といったことが謳われている（資料４－２－５から４－２－７）。 

 まず能動的教育の充実強化に関してみると、基礎科目、基幹科目のうち、概説などの科

目は、大・中教室での講義形式で行っているものもあるが、演習科目は小教室の演習室や

情報処理教室で、また実験・実習科目については実験室・実習室で行うなど、本学の特色

である少人数教育に努めている。対話・討論型の授業である「教養ゼミ」、演習、講読など

の中核となる授業は、ゼミ形式で１年生から少人数で行っている。パソコン、プロジェク

ター、ビデオ・DVD・ブルーレイ、OHP・スクリーン、LL 設備などを備えた教室を設け、

それらを活用した授業を行っている。また日本史学科の「史学実習」、健康栄養学科の「校

外実習」、教養科目の「海外語学実習」のように、キャンパスの外で学ぶフィールド型授業

もカリキュラムに組み込んでいる。 

また、教養科目の「総合教養講座」のように、オムニバス方式で行う授業も設置してい

る。この「総合教養講座」は毎回、学外からさまざまな分野で活躍・活動している講師を

招いて、学生の将来に向けて大いに役立つような内容の講義をお願いしている。また、学
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生だけではなく学外者に対しても開放しており、本学のユニークな講義として重要な位置

を占めている（資料４－２－１ Ｐ51）。 

 次に、地域と連携した実践的教養教育プログラムの開発に関して、教養ゼミでは教員一

人ひとりが様々なテーマを定めて、自身の専門分野に囚われない多彩な授業を提供してい

る（資料４－２－１ Ｐ52-53）。「総合教養講座」については、地域社会で活躍する様々な

立場の方々を講師として招くことで、地域学やキャリア形成を含む様々の視座を学生に提

供すると同時に、地域貢献の一環として学外の方々に公開されている。講座のテーマや講

師の選定は、教務委員会が毎年、内容を更新して企画している（表４－２－１）。また、教

育目標の中で示されていた女性学やジェンダー論に関しては、この分野の第一人者である

遠藤恵子学長が自ら担当する「ジェンダー論」が教養科目として設置されている（資料４

－２－１ Ｐ57）。 

 

表４－２－１ 総合教養講座の開催状況（平成 21-23 年） 

◆平成 23 年度実績 

№ テーマ（演題） 講   師 

１ 高畠ワインの１００年計画 高畠ﾜｲﾝ株式会社 取締役相談役  奥山徹也  氏 

２ 自分の人生をプロデュースする！ さとこ女性ｸﾘﾆｯｸ  井上聡子 氏 

３ 「主人公は自分、という考え方」～作家という仕事について～  ｴｯｾｲｽﾄ・ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ  きくちいま 氏 

４ ブランドづくりは人づくり 株式会社ｾｿﾞﾝﾌｧｸﾄﾘｰ 代表取締役社長 齋藤峰彰 氏 

５ 靴のこと、職業のこと 宮城興業株式会社 代表取締役 高橋 和義 氏 

６ 土地力を活かした「環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ」を展開する 
赤湯温泉いきかえりの宿瀧波 

 代表取締役社長 須藤 清市 氏 

７ 「プロジェクトＺ計画」町の再生 
まちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Z 隊（粡町通り商店街） 

隊長 加地浩昭 氏 

８ 食で育むこころと身体～なぜ今、食なのか～ 山形県の豊かな食育  ﾊﾟｲｵﾆｱﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞｽ栄養ﾄﾚｰﾅｰ 山口喜代美 氏 

９ 働くってなんだろう～ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の大切さ～ いきいき W ﾈｯﾄﾜｰｸ  会長  清野千枝子 氏 

10 盲導犬と共に暮らして 鍼灸師・盲導犬ユーザー  今野善一 氏 

11 ｷｬﾘｱを活かした、私の“ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ” 山形県家庭教育アドバイザー  黒田三佳 氏 

12 これからの農業！ 
農業生産法人 国立ﾌｧｰﾑ株式会社 

山形ｶﾞｰﾙｽﾞ農場 代表取締役 高橋菜穂子 氏 

13 地方都市の挑戦 米沢市長  安部三十郎 氏 

14 21 世紀、これからの社会と選択を考える 米沢信用金庫  理事長  種村信次 氏 

◆平成２２年度実績 

№ テーマ（演題） 講   師 

１ 人生のパートナーとしての盲導犬 鍼灸師・盲導犬ﾕｰｻﾞｰ 今野善一 氏 

２ 食で変わる人相・性格・人生観 ﾊﾟｲｵﾆｱﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞｽ栄養ﾄﾚｰﾅｰ 山口喜代美 氏 

３ 「よくばりな生き方」のすすめ ｴｯｾｲｽﾄ・ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ きくちいま 氏 
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４ 精神科治療における就労支援・・・ 

障害者の雇用創出を通しての町おこしの試み  

社会医療法人 公徳会理事長 佐藤忠宏 氏 

５ 地域情報化とケーブルテレビ 株式会社ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ放送部長 伊藤優子 氏 

６ 
女子から始める農業改革 

農業生産法人 国立ﾌｧｰﾑ株式会社 

山形ｶﾞｰﾙｽﾞ農場 代表取締役 菜穂子 氏 

７ 
プロジェクトＺ計画 粡町再生 ドラマチック戎市 

まちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Z 隊（粡町通り商店街） 

隊長 加地浩昭 氏 

８ これからの地域経済 ND ｿﾌﾄｳｴｱ株式会社代表取締役社長 佐藤廣志 氏  

９ 一期一会を大切に 

買っていただいたお客様も買っていただかない方も大切なお客様です  

株式会社日本ﾚｽﾄﾚﾝｴﾝﾀﾞﾌﾟﾗｲｽﾞﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 茂木久美子 氏  

10 恋する話 心理療法士 山田 記子 氏 

11 朝の達人になる 株式会社でん六 代表取締役社長 鈴木隆一 氏  

12 わたしという現象  ―他者の言葉に生きて― 株式会社ｼﾍﾞｰﾙ取締役会長 熊谷眞一 氏 

13 地方都市の挑戦 米沢市長 部 三十郎 氏 

14 “緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが輝く山形”を目指して  山形県知事 吉村美栄子 氏 

◆平成２１年度実績 

№ テーマ（演題） 講   師 

１ 外国人から見た米沢・東北・日本 米沢市国際交流員 ダニエル･スマイリー氏 

２ 人生のパートナーとしての盲導犬 鍼灸師･盲導犬ユーザー 今野善一氏 

３ 男女共同参画の推進に向けて 山形県子ども政策室 女性青少年課長 鈴木和他氏  

４ 障がい者乗馬に期待すること～障がい者施設の取組み～  総合コロニー希望が丘あさひ寮 援助主査 長谷川昌宏氏  

５ ローカル鉄道はすばらしい観光資源 山形鉄道株式会社 代表取締役社長 野村浩志氏  

６ 多様な協働による支えあいの地域づくり ＮＰＯ法人きらりよしじまネットワーク 事務局長 髙橋由和氏  

７ まちづくりのＤＮＡ 川西町長 原田俊二氏 

８ 社会に出たら知っておきたい労働･社会保険のこと、働く人の強い味方･労働法のこと  社会保険労務士 小平和広氏 

９ 知って得する税の話と我が国の税の現状 山形税務署 税務広報広聴官 狩野良宏氏 

10 米沢市の観光施策について 米沢市産業部観光課 主事 尾崎悠樹氏 

11 自分の人生をプロデュースする さと子女性クリニック 院長 井上聡子氏 

12 あなたもやってみよう地球温暖化防止 置賜総合支庁環境課環境企画担当 主事 星野清氏  

13 地方都市の挑戦 米沢市長 安部三十郎氏 

14 山形県の福祉施策の概要 置賜総合支庁福祉課 企画調整専門員 星里香子氏  

15 裁判員制度について 山形地方検察庁 米沢支部長 検事 辻保彦氏  

 

英語・英会話能力、文章表現能力、IT 活用能力などの基礎能力を高めるための教育課程

の編成に関して、英会話を含む英語科目や情報リテラシー科目の編成については既に述べ

たところであるが、文章表現能力に関しては、国語国文学科のカリキュラムに「日本語文

書・表現プログラム」という科目が平成 21 年度に設置されており、履歴書・エントリー
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シートから学生論文まで、さまざまな文書作成をパソコンで行うための方法が学べるよう

になっている（資料４－２－１ Ｐ96）。 

 

さらに本学の教育課程における教養教育、専門教育の位置づけと量的配分について現状

を確認すると次の通りである。 

 前節で見たように、本学学則や「山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標」では、

学科ごとの専門教育とともに、教養教育も重視している。 

 本学の卒業要件は、教養科目 12単位以上、専門科目 40単位以上となっており、合計 62

単位に足りない単位数は、教養・専門科目いずれからでも充当できる。教養科目では、教

養ゼミ２単位、外国語２単位、スポーツ実技１単位が必修科目に指定されており、最低限

の語学や体育の素養が身につくように編成されている。教養ゼミは、全教員が自分の専門

分野外のテーマを教えることになっており、様々な授業内容を提供している。 

さらに教養科目として、所属学科以外の専門科目中、他学科学生も履修できる「他学科

開放科目」や、他大学で履修する「単位互換科目」も含まれるので、広範な科目群の中か

ら教養科目を履修できることが、本学の特長となっている。 

 表４－２－２は、平成 24 年度本学カリキュラムを元に、教養科目と専門科目の数をまと

めたものである（資料４－２－１より作成）。この表で（ ）の数は、上で挙げた他学科開

放科目を示しているが、５学科の他学科開放科目数は合計で 75科目にも上り、もともとの

教養科目である 48科目と合わせると、「教養科目」は 123科目になる。所属学科の「他学

科開放科目」は教養科目としては履修できないものの、この表からも、広範な科目群が「教

養科目」として履修可能であることが分かる。 

 

表４－２－２ 本学カリキュラムの教養・専門科目数（平成 24年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 同一科目のリピート分は除く。 

科目数の（ ）は他学科開放科目数を示す。 

 

 また、学科ごとの専門科目数は 47～68科目となっており、学生がその知的関心に基づい

て履修科目を選択した上で、卒業要件を満せるだけの科目数が設置されている。 

 

 

 

 

科目 学科名 科目数 

教養科目 （全学共通）   48    
専門科目 国語国文 56(12) 
  英語英文 49(16) 
  日本史 68(23) 
  社会情報 53(18) 
  健康栄養 47( 6) 
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（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

 

はじめに本学の教育課程の編成・実施方針と教育内容との関連性について現状を説明す

る。 

教養教育科目「総合の分野」では、新入生全員が履修する「教養ゼミ」、現代的な教養を

身につける「総合教養講座」、キャリアの形成を支援する「キャリア形成支援講座」などを

設けている（資料４－２－１ Ｐ51～54）。情報リテラシーは必要不可欠な基礎能力となっ

ているため、「情報処理演習Ⅰ」ではワードを用いた文書作成とパワーポイントによるプレ

ゼンテーション資料作成を、同演習Ⅱでは主にエクセルを用いた表計算の基本操作を教え、

また同演習Ⅲでは、検定試験のために模擬的な練習問題を多く課している（資料４－２－

１ Ｐ58～59）。外国語科目は、基礎的な英語力を養うことを主な目的とし、「英語四」や

「英語五」は英語試験や四年制大学への編入対策をも視野にいれている。また英語英文学

科以外の学生にも国際化社会に向けた教養を涵養するため、外国人（アメリカ人）による

英会話や「海外語学研修」の授業も設けている（資料４－２－１）。英語以外の語学科目で

は、フランス語と中国語を設置しており、２年間を通して初学者が文法を一通り修得でき

るまで段階的に授業内容を編成している（資料４－２－１ Ｐ60～72）。保健体育科目は、

学生が生涯スポーツを楽しむ契機となるべく、複数のスポーツ種目に触れられるよう配慮

している（資料４－２－１ Ｐ72～77）。 

資格科目の教職科目は、中学校教諭(国語・英語・社会二種及び栄養教諭二種)が教育職

員免許法施行規則 第６条及び第 10 条の３にそれぞれ定められた内容の科目を設けてい

る（資料４－２－１ Ｐ219～225）。図書館司書資格に関する科目は、図書館法施行規則第

５条における指定科目を、学校図書館司書教諭資格に関する科目は、学校図書館司書教諭

講習規程第３条における指定科目を開講している（資料４－２－１ Ｐ227～237）。博物館

学芸員に関する科目は、博物館法施行規則第１条の規定により、「博物館概論」等の科目を

設置している（資料４－２－１ Ｐ239～242）。ピアヘルパーの科目指定は、本学のキャリ

ア支援委員会が実質上の担当教員（社会情報学科 亀ヶ谷雅彦教授）に諮った上で、ピア

ヘルパーの目的や内容に合致するものを選定している（資料４－２－１ Ｐ22）。栄養士免

許に関わる科目は、「社会生活と健康」など６分野に「栄養士必修科目」や｢選択科目｣とし

て、社会的ニーズである健康の維持・増進と生活習慣病対策に必要な科目を開講している

（資料４－２－１ Ｐ193～218）。  

 
〔国語国文学科〕 

国語国文学科では、基礎科目で国文学や国語学などの分野を網羅的・総合的に学び、講

読科目や特殊講義科目において専門分野の知識を深め、演習科目では学生に発表を科して

思考力を養うように留意している（資料４－２－１ Ｐ79～106）。また、少人数教育をさ

らに充実させ、学生一人一人に対応した細やかな教育の徹底を目指して演習を重視し、１

年次は年度初めに、２年次は前年度の終わりにガイダンスを実施し、学生個人の志向に応

じた演習の振り分けを行うことにより、１年次の基礎演習と２年次の応用演習の関連性を

活かした学習の定着を図っている（資料４－２－２から４－２－４ 各第２－１－（１））。 
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〔英語英文学科〕 

英語英文学科では、教育目標・教育方針に基づき、国際社会にも通用する実践的な英語

力を涵養すること、ものごとを偏見無く見るための洞察力と社会に出ても十分に対応でき

る教養を涵養すること、に適した授業編成をとっている（資料４－２－１ Ｐ107～132）。 
平成 23年度からの新カリキュラムの導入により、１年生後期からの基礎演習で専門性を高

めることができ、２年生のみの演習は個々の学生へのきめ細かな指導が可能となった。英

語英文学科では、また、編入学合格率や英語資格試験の得点向上も打ち出しており、後者

に関しては TOEIC、英検の受験を演習単位で教員が促し、また LL 教室等に検定試験の情

報を掲示している（資料４－２－２から４－２－４ 各第２－１－(１)）。 
 

〔日本史学科〕 

日本史学科では、教育目標である「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の育成」を実現するため、基本から専門へ、知識から

体験へとより深く学ぶことにより、実戦的な洞察力・思考力を養えるよう、基礎科目、基

幹科目、展開科目、関連科目を配置している（資料４－２－１ Ｐ133－165）。日本史学科

では、幅広い知見を具体的に応用できるよう科目内容を精選し、学生主体の学科運営の徹

底を図るとともに、資料読解力を向上させつつ、演習科目での質疑応答を通じたコミュニ

ケーション能力の育成に努めている。また、拓本実習や実際に古文書に触れる機会を取り

入れるなどして、講義等で得た知識や技術が幅広く応用できるように指導に努めている。

さらに、時代ごとに設定されているゼミの機能を充実させ、少人数教育を生かしたゼミの

教育内容・指導方法を実施することにより、個別指導に力を入れ、学生の課題探求能力を

高められるように指導方法及び内容を改善するように努めている（資料４－２－２から４

－２－４ 各第２－１－(１））。 

 

〔社会情報学科〕 

社会情報学科の専門科目は、「基礎科目」「人間社会と心理」「経済と経営分析」「メディ

ア表現と情報」「基礎ゼミ」「専門ゼミ」「卒業研究」の７区分に分類され、学生の知的関心

に基づいて履修できるように、区分ごとにバランスよく科目が配置されている（資料４－

２－１ Ｐ167～192）。社会情報学科では、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ことにより、カリキュラム内容と地域社会あるいは社会全体との

接点を強化するために、米沢市が主催する「セカンドホーム事業」に基礎ゼミの学生が参

加して地域住民と交流したり、専門ゼミの学生が置賜地方の地域活性化に関する社会調査

（川西ダリア園の来園者アンケートなど）を行っている。また平成 21 年度には統計解析

ソフト「SPSS」を最新版に更新することができ、学生の情報分析・活用能力を育てる上

で大きな進歩となった（資料４－２－２から４－２－４ 各第２－１－(１））。 
 

〔健康栄養学科〕 

健康栄養学科の専門科目では、社会的ニーズである健康の維持・増進と生活習慣病対策

に必要な基礎科目の充実を図り、栄養士や栄養教諭の養成にも見合った科目編成となって
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いる（資料４―２－１ Ｐ193～218）。健康栄養学科では、現場（栄養士・栄養教諭・食品

関係）に対応した応用力を発揮できる実践力を育成するため、①栄養士養成としてさらな

る調理技術の向上と、ヒトの形体とも関わり深いエネルギー収支バランスの学習、②栄養

教諭養成として教育現場での体験の充実と教育技術の向上、③食品関係として微量サンプ

ル中の機能成分の定量的測定技術と高度な衛生管理技術の習得を目指すなど、実習科目の

内容をより充実させた。具体的に言えば、「調理学実習」では圧力鍋を使用するなど実践的

実習を実施し、必修科目となった「教職実践演習」に対応する形で「栄養教育実習」の内

容を改善した。また、教育技術の向上のため、「栄養指導実習」と「栄養情報処理演習」で

連携を行い、教材をパワーポイントで作成して発表会を行った。「健康栄養演習」ではライ

フコーダーを導入し、身体活動量の測定技術を指導し、心拍数モニターを導入して活動量

の測定法を教授した。「食品学実験」ではガスクロマトグラフィー、電気泳動装置を導入し、

操作条件を確立して、学生実験で脂質、タンパク質の分析技術の習得に努めるなど、微量

サンプル中の機能成分の定量的測定技術を習得し、食品衛生管理技術の高度化を図ってい

る（資料４－２－２から４－２－４ 各第２－１－(１））。 
 
次に本学の初年次教育・高大連携に配慮した教育内容の実施状況について述べていく。 

 以上のように、教養科目と学科ごとの専門教育体制が整えられている。その上で学科を

越えて次のような初年次教育や高大連携に配慮した教育を進めている。 
 初年次教育に関しては、１年前期に教養科目の必修科目として「教養ゼミ」を設けてお

り、新入生全員が少人数のゼミに所属して、新しい学生生活に慣れるようにしている。さ

らに平成 23 年度には、各学科の専門科目と高校の学習内容との橋渡しをする、専門科目に

おける「導入科目」の必要性が教務委員会で検討され、表４－２－３のような導入科目が

指定された（資料４－２－８）。 
 

表４－２－３ 各学科の導入科目 

国語国文 基礎演習 

英語英文 基礎英語表現 

日本史 日本史講読 

社会情報 

 

行動科学概論 

インターネット演習 

健康栄養 生物有機化学 

  

また、本学入学以前に、AO 入試およびセンター試験を課さない推薦（学校長推薦）入

試合格者に対して、すべての学科において接続教育を実施している。具体的には、AO 入

試合格者にはレポート課題を３回、学校長推薦入試合格者には問題集やレポートなどの課

題を与えて、高校までの学習内容を復習させるようにしている（資料４－２－９から４－

２－15）。 
 高大連携については、山形県立高畠高校及び同米沢工業高校との間に協定を結んでおり、

両校の生徒を聴講生として受け入れている。聴講生が受講可能である「高大連携開放科目」



公立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 自己点検・評価報告書 
第 4 章 教育内容・方法・成果 

- 44 - 
 

は、教養科目及び専門科目の中から年間 36科目を提供しており、地域の高校教育に貢献す

ると同時に、大学教育の「先取り学習」として進路や学習に対する動機付けを高める効果

も大きいと思われる（資料４－２－16）。過去３年間における聴講生の実数は 57人であり、

科目別の履修人数を見ると「検定英語講座」を始めとして、様々な科目を履修している（表

４－２－４ 表４－２－５）。これらの科目を履修した聴講生が本学に入学した場合は、本

学の卒業要件単位として認定している。 
 
表４－２－４ 高大連携 聴講生実績（平成 21～23年度、実人数） 

年度 学期 高畠高校 米沢工業高校 総計   

21 年度 前期 5 5 10   

  後期   3 3   

22 年度 前期 9 11 20   

  後期 1 7 8   

23 年度 前期 4 10 14   

  後期   2 2   

3年計 19 38 57   

      
表４－２－５ 高大連携 聴講生実績（平成 21～23年度、科目別のべ人数） 

学期 科目名 高畠高校 米沢工業高校 総計 

21 年度 グラフィックス演習   2 2 
前期 検定英語講座   2 2 

  国文学特殊講義五 2   2 
  社会心理学 3   3 
  情報メディア論   1 1 

後期 コミュニケーションデザイン論   1 1 
  データ活用演習   2 2 

22 年度 グラフィックス演習   3 3 
前期 検定英語講座   5 5 

  国文学講読五 4   4 
  社会心理学 2   2 
  情報メディア論   3 3 
  食品学 3   3 

後期 コミュニケーションデザイン論   2 2 
  スポーツ文化論   1 1 
  データ活用演習   1 1 
  健康運動栄養論   1 1 
  社会福祉概論   1 1 
  生活文化史一   1 1 
  日本史概説五 1   1 
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23 年度 グラフィックス演習   2 2 
前期 基礎栄養学 1   1 

  検定英語講座   6 6 
  国文学特講五 2   2 
  社会心理学 1   1 
  情報メディア論   2 2 

後期 コミュニケーションデザイン論   1 1 
  データ活用演習   1 1 

 

さらに本学におけるキャリア教育の実施状況についてみていく。 

キャリア教育については、平成 18 年に開設されたキャリア支援委員会及びキャリア支援

センターが、就職活動支援に関する様々な講座やワークショップ、検定試験を全学的に企

画しており、インターンシップも行っている。編入学対策についても、外部講師によるガ

イダンスや講習会、小論文添削講座を実施している上に、編入学英語対策特別指導員の設

置、キャリア支援センター長による小論文指導、高大連携事業で招聘した高校国語教師に

よる小論文指導講座を開催して、編入学希望者の合格率向上を図っている（資料４－２－

４ 第２－１－(５））。 
キャリア支援センター以外でも、たとえば「日本語検定」や「日本漢字能力検定（漢検）」

（国語国文学科）、「栄養士実力認定試験」（健康栄養学科）のように、学科ごとに検定試験

に参加している事例も見られる。また社会情報学科は平成 21年度に「卒業生の話を聞く会

―５年後の私を考える―」を行い、学科独自の実践的キャリア教育の場を設けた（資料４－

２－２）。 
 教育課程上に見られるキャリア教育としては、教養科目に「キャリア形成支援講座」が

開設されており、外部講師による自己分析、業界・企業研究、企業へのアプローチ、採用

試験の受け方、といった実践的な授業が行われている。また「総合教養講座」も、「キャリ

ア・アクション・プラン」と銘打って開講されており、学生自身の将来の生き方や進路を

考える上で役立つ内容となっている（資料４－２－１ Ｐ51、54）。 
 さらにシラバスを見ると、各種検定試験に対応した内容の授業も存在している。たとえ

ば、日商 PC 検定に対応した「情報処理演習Ⅲ」（教養科目）、TOEIC や TOFEL 受験者を

対象とした「検定英語講座」（英語英文学科専門科目であるが、他学科にも開放）、日商簿

記検定試験３級程度を取得できる知識を身につけることを目的とした「簿記会計演習」（社

会情報学科専門科目）といった科目では、それぞれの検定試験に対応した授業内容となっ

ている。また、「英語五」（教養科目）のように編入学試験に対応した授業内容の科目も行

われている。 
 ここで触れておきたいのが、GP に対する本学の取り組みである。平成 21年９月から翌

年 3月まで若手教員がワーキングチームを組んで、文部科学省「平成 22年度 大学生の就

業力育成支援事業」の応募案を作成した（資料４－２－17）。タイトルは「米短版デュアル・

プログラムの取組」で、本学が開学以来、大学の理念の二本柱と位置づけて来た教養と実

学について、今後は、これまで以上に社会での実体験を踏まえた、さらなる教養の獲得を

目指していかなければならないとし、そのためにインターンシップを大幅に改良してオフ
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キャンパスと位置づけ、学生の就業力向上を図ろうとするものであった。具体的には、学

内に「デュアル・プログラム開発チーム」を設置し、教職員と学外から企業人をオフキャ

ンパス・コーディネーターとして招聘して本取組を推進する組織とし、このチームを中心

にオフキャンパスの事前指導と事後指導を行うとともに、オフキャンパスの受け入れ先の

開拓やその職業体験内容について協議・構築していくもので、平成 22～26年度にかけて全

学で取り組む計画であった。この取り組みにより、オフキャンパスを体験した後は体験記

録集を作成し、優秀な学生は「総合教養講座」の中で体験報告を行うことで、体験してい

ない受講学生にも波及効果が期待された。この GP 申請は結果的に不採択となったが、新

たな教育カリキュラムを、学科の枠組みを超えた若手教員のアイデアから作り出した経験

は、本学にとって貴重な取り組みであった。 

 

 

２．点検・評価 

 

編成・実施方針に基づいた教育課程の体系的編成に関しては、まず教養科目には、総合

的な教養を身につけキャリア形成を支援する科目と、主題別の教養を身につける科目とし

て人文・社会・理科・語学などの科目がバランスよく配置されている。情報リテラシー科

目は資格取得への対応も含めて適切に配置されている。保健体育科目は学生が可能な限り、

自分の興味がある種目を選択できるよう配置されている。資格科目に関しても、教職、図

書館司書及び司書教諭、博物館学芸員、ピアヘルパー、栄養士の科目がそれぞれ適切に配

置されている。専門科目についても、それぞれの学科の教育方針に基づいて適切に配置さ

れており、関連科目の新設、演習・ゼミ科目の機能強化、食育への視点を重視した実践的

授業の展開など、カリキュラムの見直しも適宜行われている。同時に教育課程に応じた教

育内容を備えていると言える。 
 
①効果が上がっている事項 
 授業科目の開設状況に関しても、教育目標や教育課程の編成方針において示されていた、 
少人数教育、「教養ゼミ」や「総合教養講座」、英語・文書表現・IT 能力に関する科目、「ジ

ェンダー論」、キャリア支援教育などについて、それぞれ対応する科目が開設されている。 
 教育課程における教養・専門教育の位置づけと量的配分に関しては、専門教育と並んで

教養教育を重視している教育目標に基づき、「他学科開放科目」制度などを用いて広範かつ

豊富な教養科目のカリキュラムを提供している。一方、専門科目についても、学科ごとの

教育目標を達成させるために必要な科目が開設されており、卒業要件を満たすために十分

な科目数が設置されている。 
教育課程の編成・実施方針と教育内容に関しては、教養科目は、大学教育の導入と現代

社会で求められる教養と情報処理能力を身につけ、学生のキャリア形成を支援するための

科目が設けられており、それぞれの趣旨に合致した編成をとっている。資格科目は、それ

ぞれの根拠法令等に則り、適切な授業を編成しており、専門科目は、それぞれの学科の教

育目的に即して、適切に授業が編成されている。各学科の専門科目についても、それぞれ



公立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 自己点検・評価報告書 
第 4 章 教育内容・方法・成果 

- 47 - 
 

の教育目標に沿った科目内容となっており、特に演習科目や実習・実験科目の充実化や資

格試験への対応、地域との協力といった工夫を図っている。 
初年次教育としては教養ゼミや導入科目を導入し、入試合格者に対する接続教育も行っ

ている。高大提携に関しても、高校から聴講生を受け入れ、大学教育の「先取り学習」を

行っている。 
キャリア教育に関しても教育目標に基づき、キャリア支援センターや各学科で様々な講

座、検定試験などを実施しているほか、カリキュラム上でも「就職支援講座」を設置した

り、検定試験に対応した授業科目を開設している。 
 
②改善すべき事項 
教養科目の外国語科目のうち、フランス語、中国語は週に一コマの授業であるので、十

分に習熟するには時間不足である。さらに韓国語なども入れたいところであるが、いずれ

も学生のニーズの把握を行った上で、ニーズが大きい場合には、対応策を考えていくべき

である。 
また司書科目に関しては、「情報サービス演習」や「情報資源組織演習」などの演習科目

の内容を、実際の司書業務を見据えたより実践的な内容に充実させることが今後の改善点

として挙げられる。 
教育課程や教育内容は、学生や社会のニーズを常に鑑みながら、今後も改善を重ねてい

くべきものである。その際には、「年度計画」と自己評価による検証サイクルを一層実効的

なものにすることが重要である。この点に関して、「年度計画」を定める際に、教育課程（カ

リキュラム）、教育内容、教育方法、教育成果の各項目が明確に書き分けられるようにする

と計画がより立てやすくなると考えられる。さらに、資格科目についても記載する場所を

作ることも、本学の教育課程全般を検証サイクルに組み入れる上で重要である。今後の自

己評価に向けて、このように「年度計画」のフォーマットを改善することも必要になって

きている。 
 
 
３．将来に向けた発展方策 
 
①効果が上がっている事項 

各学科は目標に合わせたカリキュラムの編成・再編成に努めており、学生の現状に合わ

せた教育にスライドしていけるだけの素地を持っている。平成 24年度の「年度計画」では、

国語国文学科では平成 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ことが計画されているし、英語英文学科では、学生の英語資格試験

（英検、TOEIC)への受験状況を把握し、受験を促す一方で、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ことが本年度中に計画されている。また日本史学科でも、

平成 24年度から「古文書学二」を２コマに分けて開講し、古文書の読解力の向上を図って

いる（資料４－２－18）。 

資格科目についても、法令改正により司書に関する科目及び学芸員に関する科目が大き

く変更されたので、それを反映した新カリキュラムが平成 24年度から本学でも始まってい
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るが、現在のところ、新課程への移行は順調に進んでいる。司書に関する科目では、この

カリキュラム改正の際に、旧カリキュラムでは開講していなかった「古典籍資料」と「図

書館史に関する科目（文献情報学）」を開講した。「文献情報学」は指定科目の「図書館情

報資源特論」と「図書・図書館史」の内容を含む本学が独自に開講している科目で、図書

館司書の教養として必要な図書館史の知識と、前近代の古典籍資料の収集・保存管理に必

要な書誌学の知識を教授している。この科目を設置したことで、ますます多様性、地域密

着型が求められる公共図書館の司書の業務に対応できると思われる。 
 
②改善すべき事項 
フランス語、中国語のコマ数増加や、さらなる外国語科目の導入に関しては、短期大学

として、どの程度まで必要であるのかを慎重に検討していく必要があるが、学生のニーズ

調査を行ったり、他大学の単位互換科目の利用などを視野に入れて検討していく。 

 また、平成 24年度の年度計画では、導入教育に関しての効果検証を行うこと、入学生の

学力差の検討および高大接続授業のあり方について検討すること、そして各学科の導入教

育科目をとおして学力差の解消に努めることが課題となっており、当該年度中に教務委員

会で検討することになっている（資料４－２－18）。 

本学学生は総じて真面目で能力も高いが、プレゼンテーション力において他大学生より

やや劣る、といった評価を就職面接で受けることが最近あったという。本学が誇る少人数

教育の強みを活かして、学生のプレゼンテーション能力や企画・発想性、チームワークや

リーダーシップの涵養を図るべく、教育内容をさらに工夫することで、地域社会から本学

学生に寄せられる期待に答えられるように努めていく。 

 

 

４．根拠資料 

４－２－１ 平成 24 年度講義計画書＜SYLLABUS＞（含授業時間割）（既出２－５） 
４－２－２ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 21年度 業務実績報告書 

４－２－３ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 22年度 業務実績報告書 

４－２－４ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 23年度 業務実績報告書 
（既出２－４） 

４－２－５ 山形県立米沢女子短期大学の理念と目的・目標（既出１－１） 
４－２－６ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標（既出１－８） 
４－２－７ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画（既出４－１－５） 
４－２－８ 平成 23 年９月 第６回教務委員会議事録 
４－２－９ 日本史学科 AO 入学試験合格者の皆さんへ 
４－２－10 社会情報学科 AO 入学合格者の皆さんへ 
４－２－11 学校長推薦および社会人特別入試（国語国文学科）に合格なさった皆さまへ        
４－２－12 英語英文学科に入学されるみなさんに 
４－２－13 日本史学科推薦入学試験合格者の皆さんへ 
４－２－14 社会情報学科 学校長推薦入学試験 合格者の皆さんへ 
４－２－15 合格者の皆様（健康栄養学科） 
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４－２－16 平成 24 年度 高大連携開放科目一覧 

４－２－17 平成 22 年度「大学生の就業力育成支援事業」申請書（様式） 

４－２－18 平成 24 年度年度計画（既出１－４） 
 


