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第３節 教育方法 

 

１． 現状の説明 

 

（１）教育方法及び学習指導を適切に行っているか。 

 

はじめに本学の学生に対する履修指導の様態について現状を確認する。 

 本学では、年度初めに２日間にわたるオリエンテーションを実施している（資料４－３

－１）。新入生に関しては学生部ガイダンスの時間に、全学科の学生を対象にして「学生生

活の手引」、シラバスなどの資料を配布した上で、教務委員長が年間行事予定、卒業要件、

履修のしかた、科目の学年指定、他学科開放科目、追試験と再試験など、全学科共通部分

について説明を行っている。また教職、司書、ピアへルパーの担当教員によって資格科目

のガイダンスも引き続き行われる。さらに学科に分かれてからも学科ガイダンスにおいて、

専門科目などの履修方法について詳細な説明を行うとともに、２年生には成績表が配布さ

れ、卒業や資格取得に向けた各学生の単位取得状況を的確に把握した上で指導を行なって

いる。平成 24年度には、各学科や資格科目ごとに時間割の「履修モデル」を作り、学科ガ

イダンスなどで活用してもらうようにした（資料４－３－２ 第２－１－(２)－②）。 
オリエンテーション日程では上記以外にも、図書館利用に関する説明や、学内ネットワ

ークの利用に関する「情報ガイダンス」も行われている。２年生に対しては教育実習に関

する説明もなされる。 
オリエンテーション日程が終了した直後には、新１年生全員を対象に１泊２日で研修旅

行を実施している。学科ごとに専門分野に関連する施設や史跡などを見学したり、教員か

ら講義を受けたりして、短大生活２年間の学問的基礎を築くとともに、教員・学生間の親

睦を深めている。 
 授業期間に入ってからも各学科の学年担任、教務委員、ゼミ担当教員の協力の下、履修

に関する指導はきめ細かく行なわれている。10 月の後期開始前後にも、学科ごとにオリエ

ンテーションを行って、履修状況通知書（成績表）の配布や履修指導を行っている。 
 
次に本学の授業形態、授業方法など、さらにはその教育指導のあり方について現状を説

明する。 

シラバスのカリキュラム表を概観すると、本学ではいわゆる講義形式で行う授業以外に

も講読や演習、ゼミ、特殊研究といった少人数に分かれて行う授業形式の科目が多いこと

が分かる。社会情報学科では、その教育内容から、講義や演習形式の授業でも学生にコン

ピュータなどを使わせ、実習的な課題を行わせる場合も少なくない。健康栄養学科も教育

内容の特性から実験や実習といった科目を多く取り入れており、能動型教育に資する授業

形態や方法を適切に用いて授業を行っている（資料４－３－３）。 
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学科ごとの自己評価をまとめると、授業方法に関しては、本学の特長となっているゼミ

や演習に関する工夫が多く挙げられている（資料４－３－２ ４－３－４から５ 各第２

－１－(２)－②）。 
 
以下、学科ごと整理して述べる。 

〔国語国文学科〕 

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年次のゼミは入学選抜別に

学生希望を加味した振り分けを、２年次のゼミは卒業研究の意向調査の結果を踏まえた振

り分けを行っている。学生の関心分野別のゼミ編成と学生主導のゼミ運営の充実を図り、

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ことにより、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している。この

ようなゼミ編成を行った結果、学生の関心に対応でき、かつ学生主体の演習運営が行われ

た。また、基礎演習については運営ゼミの目的に応じてさらなる工夫が必要であるが、発

表手順のマニュアル化なども行われ、学生の自己発見能力の向上に向けた改善方策を学科

全体で共有することができた。 
 

〔英語英文学科〕 

英語英文学科では、少人数教育の学生の学習能力向上を目指し、「基礎英語表現」「発展

英語表現」「演習」でバランスの良いクラス分けによる少人数教育を継続している。「基礎

英語表現」「発展英語表現」ではプレテストによる能力別クラス編成を行い、少人数で学習

者の英語能力に合った授業が展開できた。 
 
〔日本史学科〕 

日本史学科では、ゼミで個々の学生の能力にあった指導方法を踏まえ研究の基礎的作業

を充実させ、資料調査能力及び論文執筆能力などの研究能力の向上を図っている。ゼミで

は個別指導も取り入れ、学生の研究能力向上に取り組んだ。さらに学生が自ら資料を探し

出し論文が執筆できるように、オフィスアワーや時間外においても個別指導を行った。 
 

〔社会情報学科〕 

社会情報学科では、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

を目指し、新聞データベースの継続活用により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、学生の課題探求能力を高めた。そして新聞データベースの卒業研究

への活用、地域での共同調査や卒業制作の作品展を行うなど、ゼミ教育の充実化を図って

いる。 
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〔健康栄養学科〕 

健康栄養学科では、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し、

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ことにより、実験・実習の内

容を充実させている。そして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

図るために備品更新を毎年計画し、これまで導入した機材や機器に加えて新規導入機器を

用いた実習を充実させた。 
  

教務委員会では、平成 23年度までにセメスター制、教養科目と専門科目の連携、少人数

教育、オムニバス形式授業の導入について検討した。その結果、セメスター制については、

多くの科目で導入済みとなった一方、演習科目等一年間継続すべき科目では、現実的に導

入は困難であると判断した。また、教養科目と専門科目との連携についても、学科ごとに

進めている改善策を収集・検討した結果、現状で特に問題はないことが確認された。少人

数教育に関しても本学では、必要な科目については達成されていると認められ、現状の維

持が必要と確認した。オムニバス形式の授業に関しても、現在行われている科目以外で実

施することが必ずしも本学の実態にそぐわないことを確認し、その上でその他の多様な教

育方法について検討することとした。（資料４－３－２ 各第２－１－(２)）。 

学習指導方法の改善に関して、本学では自己評価改善・SDFD 委員会を設置し、授業改

善ワークショップ、公開授業、FD 講演会を開催するとともに、「学生の声」の募集、学生

による授業評価アンケート結果の教員へフィードバックなどを行って、授業内容の向上に

努めている。平成 23 年度は英語英文学科教授による改善成果報告、ハラスメント対策研修、

AED 研修の他、山形県文化遺産防災ネットワークの活動についての講演会、福島原発事故

を受けての放射能に関する講演会などの研修会を実施しており、後の２つについては学生

の参加も得ている。また、新任教員研修の他、全学の来年度公開授業科目について前期・

後期分の設定も行った。さらに本学は「地域 FD ネットワーク樹氷」を引き継いで平成 20
年に発足した「FD ネットワーク“つばさ”」にも加盟しており、学外とも連携して FD 活

動を行っている（資料４－３－２ ４－３－６）。 
 
次に本学の学生が十分な学習成果を得るために講じている措置や単位制度の趣旨との整

合性などについて現状を述べる。 

 単位制度の趣旨とは、高校までのように学ぶ内容がほぼ全て前もって決まっているので

はなくて、学生の知的関心に基づいて選択的履修を行い、それを単位として積み上げて行

く学修のあり方を指す。とすれば、単位制度は学生の主体的な学習を前提としており、授

業時間以外の自主的な学修の時間も含めて単位の認定要件としていることから、学生の自

主学習を促進するような手立てを講じることが必要となってくる。 
この点に関して、まず学修時間を確保して単位の実質化を図るために、本学では平成 23

年度から、これまでの「補講期間」を「試験・補講期間」と改めて、授業期間である前期・
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後期それぞれ 15 週間は授業だけのために確保し、期末試験はそれが終了した 16～17 週目

に行うことにした。 

 授業回数の確保以外にも、学生が十分な学習成果を得るために、学生の自主学習を支え

る様々な取り組みが必要となってくる。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」では、「（５）学生支援の充実」の「① 学習支援」で６項目の支援計

画を挙げている（資料４－３－７ 各第２－１－(５)－①）。 
具体的には、①オフィスアワー制度の充実に努め、「顔の見える教育」という本学の特色

をさらに発揮させ、きめ細かい指導・助言を行う。②学長や理事等と学生との定期的な対

話の場を設け、学生の意見を反映させたより望ましい学内教育環境を整備することで学習

を支援する。③学生が自主的学習を積極的に行えるように合同研究室などの自学自習施

設・設備の充実を図る。④聴覚障がいのある学生にノートテイカーをつけるなど障がいの

ある学生、社会人、留学生、科目等履修生といった、多様な学生のニーズに応える履修サ

ポート制度を充実・発展させる。⑤１年前期の段階で高大接続授業を実施するなど、きめ

細かい指導を通じて入学生の学力差の解消を目指す。⑥スクールバスの運行のほか、最寄

りの交通機関への働きかけを強化し、時間割と連動したダイヤ改正を行うなど、通学の利

便性向上を図る。 
上の計画のうち、進路・学習相談、助言の制度については、各学科の学年担任やゼミ担

当教員などが対応している他、教員全員が毎週２時間のオフィスアワーを設定して学生に

応対している。オフィスアワー実施時間の一覧表は「学生生活の手引」に掲載して、学生

に明示している（資料４－３－８ P 60～61）。 

オフィスアワーに関しては、資料４－３－８を見ると分かるように、多くの教員が「こ

の時間以外にも随時相談を受け付けます」と備考欄に記し､予約照会用のメールアドレスを

添付している。このように、オフィスアワーの時間以外も、学生の要望により逐次相談に

応じているのが実態である。とりわけ、編入学試験の日程が近づいてくると、受験する学

生から英語や専門科目の指導、小論文の添削、面接練習などの依頼が殺到する。このよう

に、学生が教員に比較的自由に面会できる学習環境は、他の大規模大学では思いの外、実

現していないことであって、本学が「顔の見える教育」を自負する所以でもある。 
学修支援ニーズの把握については、「学生の声」の募集以外にも、学長・理事等と学生と

の懇談会が毎年開かれるようになり、学生の意見を反映させたより望ましい学内教育環境

を整備するための意見交換がなされるようになった。 
 自学自習施設・設備の充実について、後に述べるように本学では、自主的学習を積極的

に行えるよう図書館や各学科の学生合同研究室、情報処理教室などが整備されている。情

報処理教室も授業のない時間や休日は学生に開放されていて、情報処理以外の科目につい

ても課題やレポート作成などを行うことができる。パソコンはキャンパス内だけでなく、

学寮の自習室にも配置されている。 
 障がい学生や留学生など、より手厚い学習支援が必要な者に対しては、必要に応じて教
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務・学生委員会において対応が協議される。本学では特別な支援を必要とする学生数は少

ないが、過去に車椅子利用の学生が入学した際には、玄関スロープやエレベータの設置を

行った。既存の建物の構造上、エレベータ設置が不可能な階もあったが、授業で利用する

教室の変更などで対応した。また、平成 19年度に聴覚障がい学生が入学した際には、本人

に代わって講義内容を聞き取って手書きやパソコン画面上で示す「ノートテイク（要約筆

記通訳）」支援に取り組み、在学した 2 年間に渡り、学生ノートテイカーの養成・コーディ

ネートを行うなど、利用学生の情報保障に努めた（資料４－３－９）。 
 平成 18 年度には日本語を母語とせずサポートが必要な学生が入学したため、「留学生チ

ューター制度」を整備した。これは、留学生が希望した場合、入学した学期の間、学生チ

ューターと週１回定期的に面接して、日本語や学習について指導を受ける制度であった（資

料４－３－10）。 
 科目等履修生や高大連携で本学に聴講に来ている高校生に対しては、正規学生と全く同

様に附属図書館の利用資格（貸し出しは５冊まで 14日間）を認めている。このような形で、

社会人学生などに対しても学習支援を行っている。 
 
ついで本学の学生の主体的参加を促す授業についても述べる。 

 上で述べたように、本学では講読や演習、ゼミ、特殊研究といった少人数教育の授業形

式の科目が多く、講義や演習の授業でもコンピュータ操作などを行わせたり、実験や実習

といった科目を多く取り入れる学科もあって、学生の主体的参加を促すような授業方法で

あることが多い（資料４－３－３）。 
そのような授業方法を実現するための学生の主体的な学習の場として、本学では学科ご

とに合同研究室を設けるとともに、附属図書館を整備している。 
各学科の合同研究室には、学習に必要な資料や辞典類、学内 LAN 及びインターネットに

接続されたパソコンなどを備え付けて、常時学生が自由に学習に使えるように環境を整え

ている。学科によっては嘱託助手が常駐して､学生の指導にあたっている所も見られる。合

同研究室以外にも、授業が行われていない空き教室の開放もなされており、教室内に設置

してある視聴覚機器等も含めて、グループ学習などで自由に活用できる。学内施設の学生

利用は、平日８時～19 時まで開放しており、土日祝日については、申請に基づいて随時開

放している。 
学生の自主学習を支援するために重要な位置を占める附属図書館については、第７章で

詳しく述べるが、ここでは学生の学習活動と関わる観点から説明を行う。附属図書館では

108 席の閲覧室を設けており、検索用パソコンや視聴覚機材なども備え付けられている。一

部の図書資料は別置されているが、大部分の書架は開架式となっており、参考図書室や雑

誌・新聞のブラウジングスペースも整備されている。開館時間は平成 17年度から１時間延

長し午後７時までとなっている。さらに試行期間を経て平成 24年度から土曜開館も始まり、

利用学生の利便性を高めることができた。 
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情報リテラシーの学習においては、４教室の情報処理演習室と５学科の各合同研究室に

合計約 300台のパソコンを設置し、すべて学内LAN およびインターネットに接続している。

教室によっては、ワード、エクセル、パワーポイントといった基本的なソフト以外にも、

英会話の自主学習用ソフトや映像処理ソフト、統計分析ソフト「SPSS」、日商 PC 検定の模

擬試験ソフトなどを導入し、映像や動画を扱う科目の受講生用には、ヘッドフォンマイク

やデジタルビデオカメラ等の貸し出しも行っている。パソコンはリース契約（５年）に基

づいて、定期的に新しい機種に更新を行っており、学生の自学自習に役立つよう、授業で

使用する時間以外は、これらのパソコンを常時開放している。 
外国語の学習に関しては、LL 教室を設けて、授業や学生の自主学習に供している。LL

教室は収容人員 60 名で、学生個人単位でも視聴覚機器を利用することができる。LL 準備

室にもパソコン５台、プリンター、スキャナ、視聴覚機器等が整備され、英語英文学科の

嘱託助手が常駐して指導にあたっている。また英会話を担当する外国人教員が授業時間外

でも適宜学生の指導にあたっている。さらに、本学と姉妹校であるアメリカ・コロラド州

のアラパホ・コミュニティー・カレッジの附属英語学校に２週間留学する「海外語学実習」

（教養科目）も毎年実施されていて、参加した学生には３単位を与えている。 
保健体育科目の学習では、同一時間内においてはグループごとに実施場所を分けるなど

し、学生一人一人の活動時間を確保するように配慮している。 
教職科目の学習に際しては、図書館に「教育原理」「教育心理学」などの書籍を整備し、

教職合同研究室及び各学科合同研究室に各種の「学習指導要領」、教科書とその指導書など

を備え、学生が自由に閲覧できるようにしている。 
司書・司書教諭科目を履修する学生は多いものの、講義科目においても演習的内容を取

り入れ実務能力を高める配慮を行っている。また演習科目においては可能な限り個別の作

業時間を与え、演習課題作業に取り組むことにより、即戦力となる能力の向上を目指して

いる。司書科目担当教員も可能な限りのサポートに努めており、オフィスアワー等を活用

した自主的補講を実施している。 
学芸員資格課程の受講生のためには、日本史学科合同研究室と図書館に参考図書を配架

している。また、博物館実習の中で利用できるように、練習用の掛け軸などの備品を備え、

また実習場所として 50周年記念資料室が利用できるように整えている。 
ピアヘルパー資格取得希望の学生に対しては、図書館及び各学科の合同研究室にそれぞ

れ「ピアヘルパーハンドブック」、「ピアヘルパーワークブック」を複数冊配架している。

またピアヘルパー試験の前には実質上の担当教員による自主勉強会を毎年開いている。 
栄養士免許取得に関わる科目には履修すべき科目に実験・実習が多く、授業時間外の学

習時間は必ずしも十分に確保されているとは言えない。しかし、健康栄養学科の各実験室・

実習室にパソコンを設置し、学生がいつでも自由に使用できるようにしており、休日でも

登校してレポート作成等を行えるよう環境整備を図っている。また、健康栄養学科では、

学生を各研究室に配属し、卒業研究等の研究活動が各担当教員のもとで行えるようにして
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いる。 
 
キャリア教育に関しては、キャリア支援センターで就職・進学に関わる資料の閲覧や学

習ができる。就職希望者には先輩の書いた受験報告書の閲覧、面接練習、履歴書・エント

リーシート等の添削、問題集や参考書の閲覧・貸出、就活・公務員対策講座、模擬試験、

公務員勉強会など、編入学希望者には大学資料の閲覧、先輩の書いた受験報告書の閲覧、

面接練習、小論文の添削指導、過去問題の閲覧、編入学対策講座、模擬試験といったメニ

ューが用意されている。さらに、キャリア支援センターでは、職員による相談や専門学校

の資料閲覧、新聞の閲覧、パソコン６台を利用した資料検索・書類作成等に対応しており、

無料で利用できるコピー機も設置している。 
国語国文学科専門科目の学習に際しては、国語国文学科合同研究室に待機している嘱託

助手が学生の指導・相談に当たっている。また、教員の研究室は随時開放しており、研究

室を訪れて相談をもちかける学生の数も多い。たとえば「演習」科目において教員の研究

室で事前の指導を受けるということも多い。 
英語英文学科専門科目の学習施設としては LL 教室があり、学生は自由に自学自習できる

ようにしている。さらに LL 準備室には嘱託助手が常駐しており、英会話教材用の図書、ビ

デオ、DVD などもそろっていて、学生が自由に借り出すことができる。また英語英文学科

合同研究室は学生たちの自習や交流の場として活用されている。 
日本史学科合同研究室や個人研究室では、専門科目学習の場を確保している。合同研究

室には学生が自由に使えるパソコンを４台設置している。過去の卒業研究は B 号館４階に

卒業論文保管室を設けて、学生に閲覧・貸し出しを認めている。学生の学習意欲は高く図

書館や合同研究室、あるいは教員の個人研究室でもたえず、学生が自習している姿をみる

ことができる。 
社会情報学科では、全学に先駆けて「社会情報学科 ７つの履修モデル例（H19年度カリ

キュラム対応）」という履修モデルを配布し、学生の希望進路に合わせた履修指導を行って

いる（資料４－３－11）。また各学期の開始時に前学期の単位修得状況を調べ、問題のある

学生に対して個別履修指導を実施している。講義科目ではレポート提出、演習科目では課

題提出を多く課して、学生の自主学習を促している。社会情報学科合同研究室には学内 LAN
及びインターネットに接続されたパソコン 13台を始めとする情報機器が設置され、学生が

自由に使うことができる。平成 23 年度には、念願だった冷房化が実現され、今後の活用が

期待できる。 

健康栄養学科では、化学とくに有機化学の基礎学力不足の学生のために平成 13年度から

「生物有機化学」を開講している。また、高大連携事業として、高等学校の教員を本学に

招いて学生に対して基礎学力の不足を補うべき授業等を実施している。 
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（２）シラバスに基づいて授業を展開しているか。 

 

はじめに本学のシラバスの内容・項目とその活用状況について現状を説明すると以下の

通りである。 

本学では教養科目、各学科専門科目、資格科目ごとに編集した A４判の全学共通シラバス

（講義計画書）を年度当初に全学に配布している。科目ごとの講義計画は、「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など）」、「評

価方法」の項目にしたがって記載されている（資料４－３－３）。従来のシラバスは、情報

量は多いものの、全 370 ページにも及ぶボリュームで携行には不便であったために、平成

19 年度からシラバスの記載方法を見直して、情報量を減らすことなくページ数を削減し、

学生の利便性の向上を図っている。 

なお、平成 19 年頃からシラバスのうち科目一覧を、平成 21 年度からシラバスの全内容

を本学ホームページにも掲載して学外に公開するとともに、学生がパソコンやスマートフ

ォンなどを用いてもシラバスを閲覧できるようにしている。 
講義紹介 http://www.yone.ac.jp/department/lecture/ 
 
シラバス http://www.yone.ac.jp/department/H24_syllabus.html 

 
次に授業内容・方法とシラバスとの整合性について確認する。 

シラバス原稿は毎年、科目の担当教員に原稿を依頼して更新しているため、授業内容の

変更がすぐに反映されるようになっている。 
また、学期ごとに行われている授業評価アンケートでは、質問文の中に「Q２. この授

業の受講を決める際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目を

設けて、「とても役立った」、「おおよそ役立った」、「あまり役立たなかった」、「ほとんど役

立たなかった」、の４つの選択肢から一つを選ばせ、順に５、４、２、１点の得点を与えて、

実際の授業内容・方法とシラバス記載内容の整合性について検証している（資料４－３－

12 ４－３－13）。たとえば平成 23 年度前期において、各科目の上記項目の平均得点を見

ると、最高値は 5.0、最低値は 3.0、平均値は 4.0 であった。同年度後期も最高値 5.0、最

低値 2.8、平均値 4.1であって、このように受講する上でシラバスが大いに役立っているこ

とから、授業内容・方法とシラバスとの間にはかなり整合性がとれていると考えられる。 
なお、この授業評価結果は学長より各教員に直接手渡しされる形でフィードバックされ

ており、翌年度のシラバス原稿の執筆に役立っている。 
 
〔国語国文学科〕 

 国語国文学科では、平成 23年度の授業評価アンケートの「Q２. この授業の受講を決め

る際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目の値は、次の通り
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である。前期科目の最高値は 4.5、最低値は 3.3､平均値は 4.0で、後期科目の最高値は 4.8、

最低値は 3.0、平均値は 4.0 であった（資料４－３－12 ４－３－13）。最低値が 3.0 の科

目もあったが、平均値は前期も後期も 4.0 であり、概ねシラバスが受講に当たって役立っ

ていることが確認できる。 
 

〔英語英文学科〕 

 英語英文学科では、平成 23年度の授業評価アンケートの「Q２. この授業の受講を決め

る際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目の値は、次の通り

である。前期科目の最高値は 5.0、最低値は 2.7､平均値は 4.5で、後期科目の最高値は 5.0、

最低値は 3.2、平均値は 4.2 であった（資料４－３－12 ４－３－13）。最低値が 2.7 の科

目もあったが、これは 1科目だけであり、平均値は前期が 4.5、後期が 4.2であり、概ねシ

ラバスが受講に当たって役立っていることが確認できる。 

 
〔日本史学科〕 

 日本史学科では、平成 23年度の授業評価アンケートの「Q２. この授業の受講を決める

際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目の値は、次の通りで

ある。前期科目の最高値は 5.0、最低値は 3.7､平均値は 4.1 で、後期科目の最高値は 5.0、

最低値は 2.8、平均値は 4.0 であった（資料４－３－12 ４－３－13）。最低値が 2.8 の科

目もあったが、平均値は前期が 4.1、後期は 4.0であり、大半の科目について概ねシラバス

が受講に当たって役立っていることが確認できる。 
 
〔社会情報学科〕 

 社会情報学科では、平成 23年度の授業評価アンケートの「Q２. この授業の受講を決め

る際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目の値は、次の通り

である。前期科目の最高値は 4.5、最低値は 3.8､平均値は 4.1で、後期科目の最高値は 4.7、

最低値は 3.1、平均値は 4.1 であった（資料４－３－12 ４－３－13）。最低値が 3.1 の科

目もあったが、平均値は前期・後期とも 4.1 であり、大半の科目についても比較的高い数

値を示しており概ねシラバスが受講に当たって役立っていることが確認できる。 
 
〔健康栄養学科〕 

 健康栄養学科では、平成 23年度の授業評価アンケートの「Q２. この授業の受講を決め

る際や受講していく上でシラバスは役立ちましたか？」という質問項目の値は、次の通り

である。前期科目の最高値は 4.9、最低値は 2.9､平均値は 3.8で、後期科目の最高値は 4.6、

最低値は 3.3、平均値は 3.9 であった（資料４－３－12 ４－３－13）。最低値が 3.3 の科

目もあったが、平均値は前期が 3.8、後期が 3.9であり、概ねシラバスが受講に当たって役

立っていることが確認できる。 
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（３）成績評価及び単位認定を適切に行っているか。 

 

はじめに本学の成績評価方法と成績評価基準の明示のあり方について現状を確認してお

く。 

成績評価及び単位認定については、各学科で対応が異なっていることはないため、全学

的な状況について説明していく。 

本学では学則第五章（履修方法、学修の評価、課程修了の認定及び卒業）（資料４－３－

14）及び「山形県立米沢女子短期大学成績の査定に関する規程」（資料４－３－15）を定め

ており、成績評価はこれらを基準として厳格に運用している。平成 24年度からは、授業の

到達目標や成績基準をより明確にするために、後に述べるように５段階評価が導入された。 
成績評価は、科目担当教員が上記の規程に基づいて、出席、試験、レポート、作品提出

などにより行っている。「成績の査定に関する規程」第２条では、成績の査定は 100点満点

の得点で査定し、次の標語により標示するとしている。 

90点以上 100点まで ・・特優 

80点以上 89 点まで・・・・優 

70点以上 79 点まで・・・・良 

60点以上 69 点まで・・・・可 

59点以下・・・・・・・・不可 
この５段階評価を導入するために「成績の査定に関する規程」は平成 23年度に改正され

たため、平成 23年度入学生までは従来通り、優、良及び可を合格として所定の単位を与え、

平成 24年度入学生からは「優」の上に「特優」を設け、特優、優、良及び可を合格として

所定の単位を与えることになった。なお、各科目における成績評価は、学期ごとに決めら

れたしめきりまでに事務局に集約する形で情報管理を行っている。卒業認定は第２学年の

２月に教授会において一括審議し、適否を判断している。 

上に挙げた「学則」及び「成績の査定に関する規程」は「学生生活の手引」に記載して、

学生に明示している（資料４－３－８ Ｐ27～29、Ｐ38～39）。併せてシラバスにも「教育

課程と履修の方法」を記載し、入学時及び新年度のガイダンスで学生に説明して周知を図

っている（資料４－３－３ Ｐ８～９）。シラバスには、さらに科目ごとの講義計画の中に

も「評価方法」の項目を設けており、具体的な成績評価の方法について記載し、学生に明

示している。シラバスは本学ホームページに掲載されているので、この「評価方法」もホ

ームページを通して学外に公開されている。 
 
次に本学の成績評価方法及び成績評価基準の公平性について現状を説明する。 

 上で述べたように、成績評価方法及び成績評価基準は事前に学生へ明示されていて、履

修者全体で一様な基準が用いられている。本学ではさらに、成績評価の正確性を保証する
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システムとして「成績の査定に関する規程」の第５条と第６条で、追試験や再試験の制度

を設け、病気など正当な理由で試験を受けられなかった場合や、学生からの成績に関する

異議の申し立てに十分対応できる制度が整っており、成績評価の正確性を担保している。 
「追試験」とは、正当な理由により試験を受験することができなかった者は、願い出に

より受けることができる試験であるが、欠席時数が授業時数の３分の１を越える場合は、

原則として受験資格がない。追試験の願い出は、自分の成績が不可だと分かってから一週

間以内としている。 
一方「再試験」とは、試験及び追試験で不合格となった者が、願い出により受けること

ができる試験である。但し、再試験の受験は、原則として１科目につき１人１回とする。

再試験の願い出も、自分の成績が不可だと分かってから一週間以内としている。再試験の

成績は 80点満点であり、選択科目の場合、再試験を行わないことがある。 

この追試験・再試験の制度についてはシラバスや「学生生活の手引」に明示されており、

新入生オリエンテーションの学生部ガイダンスでも説明されている。「学生生活の手引」に

は、成績交付のスケジュールや、成績に関する質問がある場合は事務局で対応することも

明記されており（資料４－３－８ Ｐ５～６）、これと同じ内容は本学ホームページ上にも

掲載されている。 

 
授業・成績について  http://www.yone.ac.jp/campuslife/related_class.html 

 

さらに本学における単位制度の趣旨に基づく単位認定の適切性について現状を確認する

と以下の通りである。 

短期大学設置基準第７条では、単位数の計算について以下のように定めている。 
 
一  講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で短期大学が定める時

間の授業をもつて一単位とする。 
二  実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で短期大学が

定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による

実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。 
三  一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して

短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。 
 
また、栄養士養成施設指導要領の「第８ 授業に関する事項」の３では、「単位の計算方

法は、大学設置基準第 21 条第２項の規定の例によること。ただし、実験及び実習について

は、原則として 45 時間をもって１単位とすることが望ましい。」としている。 
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これらに基づき、本学のカリキュラムでは、講義や演習の科目は 15時間の授業で１単位

又は 30 時間の授業で２単位、若しくは 60 時間の授業で４単位を認定している。また「ス

ポーツ実技」については 30時間の授業で１単位を、「海外語学実習」は 90時間の授業で３

単位を認定している。日本史学科専門科目の「史学実習一」・「同二」に関しては、通常授

業の外に学外実習も含む教育内容であるため、45 時間の授業で１単位を認定している。健

康栄養学科専門科目のうち実験や実習に関しては、上に挙げた栄養士養成施設指導要領の

定めに基づき、45 時間の授業で１単位としている。資格科目に関しても、それぞれ関連法

令などに基づき、適切な単位数を設定している。 

 
また、本学における既修得単位認定の仕組みについても現状を確認する。 

 他の教育施設等における授業科目の履修等については、本学学則第 14 条から 16 条にお

いて以下のように定められている（資料４－３－14）。 
 
第 14条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が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 30単位を超えない範囲で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すことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合及び外国の短期大

学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について

準用する。 

 

第 15条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う他の短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科

目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせて 30単位を超えないものとする。 

 

第 16条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が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（当該短期大学又は大学の学生

以外の者で一又は複数の授業科目を履修するものとして履修し修得した単位を含む。）

を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項

に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができ

る。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第

29条第２項又は第 31 条第２項の規定により入学を許可された場合を除き、本学におい
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て修得した単位以外のものについては、第 14条第１項及び前条第１項の規定により本

学において修得したものとみなす単位数と合わせて 30単位を超えないものとする。こ

の場合において、第 14 条第２項の規定により本学において修得したものとみなす単位

数と合わせるときは、45単位を超えないものとする。 
 
 このように、学生が他の短期大学や大学において履修した単位（留学、外国での取得、

通信教育を含む）、他の短期大学・高専の専攻科などでの学修、学生が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単位などについて、30 単位を越えない範囲で本学にお

いて修得したと見なすことになっている。さらに学則第 17条の２において、これらの単位

を卒業要件に含めることも定めている。 

これらの規程によって、単位互換制度を利用して他大学で単位を修得した学生、転入学

生、高大連携で高校生の時に本学聴講生となって単位を修得した学生、他大学を卒業して

から本学に入学してきた学生など、様々な学歴を持った学生に対して、それまでの学修を

本学の単位として認めることが制度化されている。 
 

 

２．点検・評価 

 
学生に対する履修指導は、大学全体そして各学科の特徴に合わせた具体的な説明と指導

を、全学・学科・ゼミ担当という徐々に細分化される形で整備し、十分かつ適切に行って

いる。また、シラバスに基づいた授業が行われている。成績評価方法も評価基準を明示し

するとともに適切に行っている。 
 
①効果が上がっている事項 

授業形態や授業方法の適切性に関しては、特にゼミや演習など能動的教育に資する科目

において各学科で工夫を重ねており、教務委員会や自己評価改善・SDFD 委員会も適宜検

討している。 
学生が十分に学習成果を得るために講じている措置としては、授業回数の確保やオフィ

スアワーの実施、障がい学生、留学生、科目等履修生や高大連携の聴講生への支援が行わ

れている。学生からの相談に関しては学年担任・ゼミ担当教員等を配置し、身近で相談し

やすい環境を確保した上で、より専門的で具体的な学習・進路支援や助言が受けられるよ

う、様々な角度の対応が適切にできていると言える。同時に既述のように、学生は随時、

研究室を訪ねたり、教員にさまざまな相談を行う雰囲気が醸成されている。この点は本学

の「顔の見える教育」の成果として挙げられる。 
学生の主体的参加を促す授業方法としては、各学科合同研究室や附属図書館を整備する

他、科目や学科ごとにも資料や教育機器などの整備や学科ごとの助手(嘱託助手を含む)によ
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る指導体制づくりなど、それぞれ工夫を行っている。キャリア教育についても、キャリア

支援センターが様々なメニューを用意している。 
 シラバスは適切に編纂されてホームページ上にも掲載され、授業評価アンケートの結果

から学生の受講に役立っていることが分かる。 
成績評価の方法と基準は学生へ適切に明示されており、成績評価、単位認定、卒業認定

は学則などに基づいて厳格かつ適切に行われている。成績評価の正確性を保証するシステ

ムとしては、追試験や再試験の制度を設けており、他の教育施設等で修得した単位を認定

する規程も整えられている。 
平成 24年度には、学科および資格科目ごとに「履修モデル」を作成し、学科オリエンテ

ーションで活用するという試みを初めて行った。これについては、特にアンケート調査な

どは行っていないが、概ね良い感触を得ている。また、障がいを持った学生に対する支援

については、本学はこれまでも積極的に対応してきており、前回、受けた大学認証評価で

も高い評価を得ている。 
 
②改善すべき事項 

 今後の検討課題としては、e-learning の環境整備と活用推進があげられる。本学では、コ

ンソーシアムやまがたに参加しており、その e-learning 事業にも参画している。しかし、

現実的にはコンソーシアムやまがた全体としても有効に活用できているとは言えない状況

にある。そうした現状を踏まえて、本学としてどのように対応していくべきなのかを検討

していく必要がある。 
 同時にコンソーシアムやまがたにおいて単位互換制度を整えているものの、実際に単位

互換科目を受講する学生は少ない点も検討していく必要がある。しかし、この点について

は、単位互換制度を準備する段階から山形県内の各大学・短期大学・高等教育機関のキャ

ンパス相互の移動が極めて困難であるという根本的な問題がある。これは首都圏の大学に

はない地方の事情と言える。 
また、オフィスアワー・学年担任・学生アドバイザー制度の一体運用制度についても検

討課題として存在している。本学でも入試の多様化などを受けて入学してくる学生の多様

化も進んできていることから、今後もさらに学生支援体制の工夫が求められている。 
さらに本学では、まだ履修単位の上限設定や GPA 制度の導入は行われていない。これら

の検討も進めていく必要がある。 
 
 

３．将来に向けた発展方策 

 
①効果が上がっている事項 
 上で述べたように、平成 24年度には学科および資格科目ごとに「履修モデル」を作って
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学科オリエンテーションに活用してもらうようにした。平成 24年度前期の教務委員会で事

後検証を行ったところ、概ね好評であったので、今後も学科ガイダンスなどで適宜活用し

ていくこととなった。 
 また、オフィスアワーの実施に関しては、決められた時間帯以上の対応状況が確認され

たので、同等以上の指導・助言態勢の継続に努めたい。 
障がい学生への学習支援は前回の大学認証評価においても高く評価された点である。こ

の実施に当たっては、利用学生の意向を聞きながら、必要な措置を弾力的に運用すべきで

あるが、支援体制の整備やノートテイカー・チューター謝金の予算措置などは、入試前相

談の時点から迅速に対応しなければ間に合わないことなので、教務委員会と学生委員会、

入試委員会、事務局など関係部署間の連携協力体制を予め構築しておくことも肝要である。 
 
②改善すべき事項 
導入科目の指定や５段階評価の効果検証については、平成 24年度から制度が施行された

ばかりなので、１年間実施してから教務委員会で検討する予定である。「海外語学実習」に

ついても、平成 24年度の「海外語学実習」日程が終わった後に、教務委員会で検討を行い

たい。 
 e-learning の環境整備と活用推進については、一般的には「授業をインターネット中継で

学外に配信する」ような「送信」面を整備するイメージが強い。しかし本学にはネットワ

ークを管理する「メディアセンター」のような組織がないため、設備面・人員面の双方か

らインターネット配信は難しい。教員が授業中に自らカメラを操作することの負担も大き

く、教室に来ている学生にとってサービス低下につながりかねない。そもそも少人数教育

を重視し「顔の見える教育」を謳う本学では、むしろゼミや演習など、学生と教職員が直

接対面する教育方法に力を注ぐべきである。 
そこで教務委員会では e-learning の「受信」面の整備を進めることとして、インターネ

ット配信が始まった放送大学の授業について、平成 24年度に学内パソコンでの視聴が可能

であることを確認した上で、具体的な視聴方法を説明した学生向けマニュアルを作成した

（資料４－３－16）。放送大学の授業科目は、単位互換制度により本学での履修単位とみな

されるので、このような e-learning の「受信」環境の整備はまた、単位互換制度の利用促

進にもつながる。e-learning「送信」面の整備に関しては、他大学のように「インターネッ

ト配信授業」の実現を目指すのではなく、たとえば授業で配布するレジュメ・資料を電子

化してインターネット経由で配布できるようにすることや、あるいはメールや SNS などを

使って学習情報を学生へ提供するなど、本学にとって実のあるような形での活用策を検討

した方が賢明だと判断される。 
他大学の単位互換科目を受講する者が少ない理由に関しては、平成 24年度に放送大学が

企画募集した「体験学習プラン」を利用して受講する学生の意見を聞いた上で、教務委員

会で検討する予定である。 
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平成 24年度の「年度計画」にあげている「時代の変化に伴う多様なニーズに応える教育

課程を常に工夫するとともに、履修制度の恒常的な充実・発展を目指す」、「講義演習など

に必要な機器、教室の点検整備」といった項目は学生のニーズを鑑みながら、継続的に検

討していく項目である。後者については、特に教育機器の新規購入や更新を計画的に進め

るための予算をしっかり措置することが重要である。前者に関しては、本学では他大学に

比べて、教員が学務分掌や事務的作業に取られる時間が多いと思われるので、短大事務局

の機能向上を図って、教員が研究・教育活動に対してより多くの時間を確保できるように

すべきである。 
オフィスアワー・学年担任・学生アドバイザー制度の一体運用制度について、現状では、

学科ごとに１年担任、２年担任がいる一方で、１年次の「教養ゼミ」、２年次のゼミ・演習

科目の担当者も実質的な学生アドバイザーの役割を果たしているため、この現状を維持す

べきか、あるいは校務分掌を整理して新たな制度を作るかといったことを教務委員会で検

討する。 
 本学における単位の実質化への取り組みに関しては、１年間に履修できる単位数に上限

を設けることは現状では行われていない。修学期間が２年間しかない状況下においては、

２年生になると本学での特長となっている編入学試験に向けた学習や就職支援講座の受講

などに、一定程度の時間を必要とするのが現状である。そうした環境下において１年間に

履修できる単位数に上限を定めてしまうことは、かえって学生の学習意欲を削いでしまう

可能性がある。しかし、単位の実質化を実現し、学生に対する教育の質的向上を目指すた

めには、単位数の上限設定が求められていることから、本学においても単位数の上限設定

について具体的に検討を行う。 
 GPA 制度についても、本学においてまだ導入はなされていない。しかし、平成 24 年度か

らこれまでの「優・良・可・不可」の４段階で行ってきた成績評価を、「特優・優・良・可・

不可」の５段階に改めた。本学卒業後に海外の大学に留学したいなど、現状では GPA を必

要とする学生はほとんどいないが、今後はこの５段階評価の運用状況をもとに、本学の現

状に照らして GPA 制度の導入についても検討を行う。 
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