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第７章 教育研究等環境 

 

１． 現状の説明 

 

(１) 教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。 

 

本学における学生の学修及び教員の教育・研究に必要な環境整備に関する方針について

現状を説明すると以下の通りである。 

本学の「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」では、「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」の「(２) 教育内容の改善」に

おいて「③ 教育環境 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」こ

とを明確化している（資料７－１ 第２―１―(２)）。また「２ 研究に関する目標」の「(２) 
研究実施体制の整備」において「研究水準の向上のため、柔軟な研究者の配置及び研究環

境の向上を図り、研究活動を推進する体制を整備するとともに、研究活動の適正な評価を

行い、その評価結果の活用を図る」としている（資料７－１ 第２―２―(２)）。 
 この方針に基づき、本学の「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」の中で、教育環境に関してさらに細かく規

定されている（資料７－２ 第２―１－(３)－③）。 
 

③ 教育環境 
ア 学生が自由に意見を述べるために設置されている「意見箱」に寄せられた学生の意

見を生かす等、学生の視点に立った教育環境の検証及び改善の取組みを進める。 
イ 教育研究機能の充実、学生活動の支援、地域社会との連携に資するため、施設設備

の保全調査を実施し、長期的な視点に立った老朽施設・設備の整備及び改修を計画

的に行う。 
ウ 講義や実験実習が円滑かつ効果的に行えるよう、情報機器、視聴覚機器、実験実習

用備品等の適切な維持・管理に努めるとともに、計画的な整備・更新を進める。 
エ 図書館について、図書購入費を増額し、収蔵図書をより充実させる。更に、レファ

レンス資料の充実、県立図書館との連携による機能充実、だれもが利用しやすい環

境整備を進めるほか、土、日曜日の開館実現を目指す。 
 
同じく「中期計画」の「２ 研究に関する目標を達成するための措置」の「（２）研究実

施体制の整備」では、「イ 研究活動に必要な施設・設備・備品について、平成 21 年度中

に点検調査を実施し、整備・改修などに関する年次計画を策定する」ことも明記している。 
これら「中期目標」や「中期計画」に基づき、各年度の「年度計画」では、より具体的

な教育・研究環境の計画が記載されている（資料７－３ 第２－２－(２)－イ）。 
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次に校地・校舎・施設・設備に関する整備計画について述べる。 

短大の５学科のうち健康栄養学科が廃止され、新しく管理栄養士養成課程単科の新県立

大学が同一敷地内に建設される。新校舎は現グランドに建設されるためグランド面積は半

減されることになる。 
また、健康栄養学科が 26 年度で廃止されることから、現在の A 号館、４階部分の健康

栄養学科に関する部屋が不要となることから改修される計画である。 
 
(２)十分な校地・校舎及び施設・設備を整備しているか。 

 
本学の校地面積は 38,416㎡であり、校舎面積は 17,248㎡である。校舎の区分は、A 号

館・B 号館・C 号館・体育館に分けられ、その中に講義室、研究室、LL 教室、視聴覚教

室、情報処理教室、付属図書館、体育館のほか、健康栄養教育のための実習室、実験室、

健康トレーニングルームなどが設けられている。また、４室ある情報処理学習施設をはじ

め、合同研究室、キャリア支援センター、学生自治会室、図書館、学生ホール、実習室等

の学内に設置されているパソコン 418台はネットワークに接続されている。学内ネットワ

ークシステムサポートについては専門業者に委託し、常に良好なネットワーク環境にある。

これらは、学生の各種情報収集や研究・レポート作成などに有効に活用されている。 

昭和 47年に建てられた A 号館は老朽化が顕著となっている。平成 22年度には耐震化工

事及び空調設備更新工事等が施工されたが、外壁補修などの大規模修繕が必要に迫られて

いる。 
 
また、本学のキャンパス・アメニティの形成状況についても確認する。 

本学は、米沢市の南部にあり、米沢市立陸上競技場に隣接し、松川のほとりの住宅地に

立地している。キャンパス面積は、38,000㎡を超え、余裕のあるスペースを確保している。

周辺には小学校やコミュニティーセンターの公共施設が位置している。米沢市都市計画で

は「第二種中高層住居専用地域」に指定されている。 

キャンパスの最寄り駅は、ＪＲ米沢駅（本学から 2.3㎞）で、山形新幹線の停車駅とな

っており、学内に市民バスの停留所がある。第６章でも述べたように、以前は、大学で冬

期間のみ駅と本学を結ぶスクールバスを運行していたが、平成 23年 12月から米沢市街地

循環バス南回り路線（右回り・左回り）が運行しており、午前中は駅から本学に向かう右

回りが４便、午後は本学から駅に向かう左回りが５便となっており、学生の通学にあった

運行形態となっている。そのほか米沢（松原）関根線が本学と米沢駅を結んでいる。敷地

内には駐車場が整備されており、来客者をはじめ、教職員及び学生の用に供されている。 

また、大学には学生食堂、売店があり、本学内の学生食堂は、民間経営により比較的安

価で食事を提供している。土曜日、日曜日又は大学休業期間中は営業していない。 

スポーツ施設としては体育館、健康トレーニングルーム、多目的グラウンド、テニスコ

ートが整備されている。体育館はバスケットボール・バレーボールの２面の広さを持って

いる。 
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学生の居住施設として学生寮を整備

しており、入居を希望する学生のほぼ

全員入居している。 
また、本学の学生の居住形態は、自

宅（家族と同居）が 155名、23.9％、

アパート・下宿が 375 名 57.9％、学

寮が 118名 18.2％となっている（表

７－１）。 

本学の通学方法は、ＪＲ利用者が、

92名（14.2％）で、駅又は自宅、アパ

ート・下宿から、自転車・徒歩が多く、

自家用自動車は 37名（5.7％）にとど

まっている。 
毎年、前期と後期にそれぞれ、「学生

の声」アンケートを実施しているが、

平成 23 年度のアンケートでは、校舎

の施設設備については、教室の空調（冷

暖房設備の運転・整備）関係、駐輪場

の整備関係について意見が出され、学

寮については、トイレ・浴室設備、食事内容について、そのほか学食・購買部のメニュー

について意見が出されている（資料７－４）。これらの声に対する対応としては、教室の空

調関係については、修繕費の中から緊急度の高いものから整備しており、節電対策を行い

ながら適切に活用している。学寮の食事、食堂・購買部のメニューについては民間の業者

に伝え検討を求めている。ただし、すべての要望に対応できない点がある。 
 
さらに施設・設備面におけるバリアフリー化の整備状況についても確認しておく。 

正面玄関及び学生昇降口にはスロープが、Ｂ号館及びＣ号館には車いすでの乗降可能な

エレベーターがそれぞれ設置されており、バリアフリー化への配慮がなされている。しか

し、A 号館にはエレベータを設置することができないなどの問題点も存在している。 
 
(３)図書館、学術情報サービスは十分に機能してるか 

 

「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」には、第２－(３)－③－エとして、 

 

図書館について、図書購入費を増額し、収蔵図書をより充実させる。更に、レファレ

ンス資料の充実、県立図書館との連携による機能充実、だれもが利用しやすい環境整

備を進めるほか、土、日曜日の開館実現を目指す 

 

と定めている（資料７－１ 第２－(３)－③－エ）。 

 

表７－１ 居住実態別  

   

    自宅 

アパー

ト・下

宿 

学寮 

計 

国語国文学科

A 

１年 14 31 9 54 
２年 8 40 6 54 

国語国文学科

B 

１年 10 32 11 53 
２年 15 26 13 54 

英語英文学科 
１年 11 33 13 57 
２年 14 42 15 71 

日本史学科 
１年 6 34 13 53 
２年 9 34 10 53 

社会情報学科 
１年 15 30 10 55 
２年 27 30 6 63 

健康栄養学科 
１年 12 23 6 41 
２年 14 20 6 40 

計   155 375 118 648 
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 この中期目標に沿った形で、本学の基本理念及び講義内容に即した図書・資料の充実を

図っている他、大学等を含む研究機関や公立図書館等と連携しながら、学術サービスの提

供に努めるとともに、土曜開館等により、学生・教職員のみならず、地域住民の利用に供

している。また、「図書館利用案内」というリーフレットを作成して利用の便宜を図ってい

る（資料７－５）。 

 

 以下に、項目に分けて具体的に説明する。 

 ① 図書・図書館の整備 

 附属図書館は、昭和 27年４月に開学と同時に開館し、昭和 47年８月本学校舎の新築

に伴い、A 号館１階西側に移転し、昭和 58年 11月に現在の場所に移転した。 

 

図７－１ 附属図書館配置図 

 
現在の附属図書館はＢ号館東側の１・２階に位置し、延べ床面積は 1,144㎡、閲覧席 108

席である。 

１階には、受付カウンター、閲覧席（52 席）、辞書・レファレンス図書コーナー、集

密書架、新聞閲覧台、雑誌架の他、パソコン７台、ビデオデッキ３台、新聞・雑誌の閲

覧が可能な丸テーブル２台を設置している。 

集密書架には、雑誌・新聞のバックナンバー、複本や古くなった図書を中心に一般図

書を配架している。 
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 ２階には、書架、閲覧席（56席）、パソコン２台を設置している。 

 ２階書架には、洋書を含めた一般図書の他、本学元教授等から寄贈を受けた図書を記

念文庫として配架している。 

 閲覧席は前述のとおり 108席であり、１階閲覧席は、新聞・地図等が広げてみられる

よう衝立のない閲覧机としている。また、パソコンについては、館内蔵書の検索以外に

も、インターネット利用等が自由にでき、レポート等の作成にも活用されている。 

また、入口にブックディテクションシステム（無断持ち出し防止装置）を設置し、カ

バン等の持ち込みを認めている。 

 
 附属図書館の平成 24 年３月末日現在の蔵書数は、本学の基本理念や講義内容に即し

た図書を中心に、106,024 冊（和書 98,521冊、洋書 7,503冊）、講読雑誌 124 種（和雑

誌 108種、洋雑誌 16種）、新聞が 10種である。また、視聴覚資料については、DVD 24

タイトル、ビデオテープ 242 タイトル、CD－ROM が 103 タイトルとなっている。特

に、新聞については、地方紙は昭和 33年から、全国紙も古いもので昭和 37年から保管

しており、要望があれば、閲覧・利用が可能となっている。 

資料の購入の際は、学科推薦の図書を優先的に購入している他、学生の希望による図

書の購入も行っている。この他に、他大学から寄贈された紀要等も整理・保管しており、

教職員・学生の要望に応じ、貸出・複写を行っている。 

 また、電子資料として、前記 DVD の他に、新聞のオンライン検索システムや科学技

術文献情報検索システムを契約し、館内のパソコンはもとより、学内の全パソコンから

検索が可能となっており、研究・学習に活用されている。 

 図書館の利用状況をみると、平成 23年度の入館者は、延べ 29,197人で、うち学生が

27,760 人、貸出冊数は、10,190 冊、うち学生が 8,891 冊であり、学生一人当たりの年

間貸出冊数は 15.1冊となっている（表７－２）。 
 

表７－２ 入館者・貸出の状況（平成 23 年度） 

 合計 学 生 教職員 学外者 

入館者 29,197 27,760 1,093 344 
貸出冊数 10,190 8,891 975 324 
貸出人数 5,153 4,536 459 158 

学生一人当たりの年間貸出冊数 15.1   
  

平成 23 年度の開館日は 226 日（土曜日は試行開館のため含まず）の開館であったが、

平成 24年度は、土曜開館の実施により、40日ほど増加予定である。また、開館時間は、

平日は９時から 17時となっているが、休業期間以外（５月～７月及び 10月～翌年１月）

は、19時まで２時間延長を行い、学生の利用に供している（表７－３）。 
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表７－３ 時間延長 利用状況（平成 23 年度） 

 学 生 教職員 学外者 計 

期間中入館者 延人数 22,474 736 224 23,434 
１７時以降入館者数 1,348 36 11 1,395 
１７時以降入館者の割合 6.0％ 4.9％ 4.9％ 6.0％ 

 

また、平成 23 年度から、嘱託職員ではあるが司書が１名増員となったため、５月か

らほぼ毎週土曜日の試行開館を実施し（表７－４）、継続的な利用が見込まれ、校舎管

理等についても、大きな問題がないため、平成 24 年度から本格実施とし、年末年始等

を除く毎週土曜日の９時 30分から 16時まで開館している。 
 

   表７－４ 土曜試行開館利用者状況(利用延べ人数) (平成 23 年度)         
 学生 教職員 学外者 計 

入館者数 848 35 60 943 
貸出人数 173 22 12 207 
返却人数 156 13 14 183 

（開館日数：40 日） 
 

土曜の利用者は、一日当たりの最大入館者が 49人、最少入館者が４人、一日平均 23.6

人と多いとは言えないが、学習のため長時間利用する学生が多く、本学の特長の一つで

ある編入率の高さを支えているといえる。また、土曜日に開講されている公開講座の受

講者が図書館を利用することもあり、平日の利用と併せて地域住民の利用促進にも寄与

している。 
 

② 図書館の運営及び専門職員の配置 

 図書館職員については、館長（教員兼務）のほか、司書３名を嘱託職員として雇用し、

図書館管理を行う事務職員１名と併せ、５名体制である。 

図書館の運営は、「山形県立米沢女子短期大学附属図書館規程」（資料７－６）「山形

県立米沢女子短期大学附属図書館利用細則」（資料７－７）等の規程に則り、図書館長・

各学科代表の教員・事務局職員から構成される図書館委員会（図書館情報委員会委員の

兼務）の審議・承認を経て、行われている。 

 嘱託職員として採用している司書については、本学司書課程を修了した学生を採用し

ており、講義内容や学内に精通し、年齢的にも学生に近い立場で、よりきめの細かいサ

ービスの提供を行っている。 

また、２時間延長開館の期間は、本学学生のうち、司書課程を選択している学生を雇

用しており、司書の指導のもと、窓口業務・配架・PR用の提示物を作成するなど、実質

的に図書館実習の役割も果たしている。 

  

 



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 7 章 教育研究等環境 

- 114 - 
 

 ③ 学術情報へのアクセス 

 所蔵図書については、図書館内端末・学内パソコン・本学ホームページから図書館

OPAC に接続することにより、検索が可能となっている。学生については、図書館内及

び学内のパソコンから、借りたい本の予約もできるようになっている。 
所蔵していない図書については、附属図書館ホームページに、利用できる検索システ

ム等のリンク集を作ることにより、国立国会図書館・GeNii 等の国内検索はもとより、

国外の論文等も検索できるように利便性を図っている。 
また、従来からの朝日新聞データベースの契約に加え、平成 24 年度からは、科学技

術全般などに関する学術論文についての文献情報を検索できるシステム（JDream2）を

契約している。 
これらの検索で利用したい資料が見つかれば、所蔵機関へ文献貸借・複写の申込・取

寄せを行うサービスを行っている。 
 また、他の教育機関等からの依頼にも応じている他、ILL 文献複写等料金相殺サービ

スの利用も行い、相互協力に努めている等、内外の教育研究機関との連携も深めている

（表７－５）。 
 

表７－５ 相互利用状況 

年

度 

  国 会 

図書館 

他大学 

(ILL相殺以外) 

ILL相殺 その他 

(公立図書館等) 

計 

二
十
三
年
度 

依 
頼 

複写 62 2 141  205 
貸借 39 1 38 9 87 

閲覧  3   3 

計 101 6 179 9 295 

受 

付 

複写  3 84  87 
貸借   6 2 8 
閲覧      
計  3 90 2 95 

二
十
二
年
度 

依 

頼 

複写 60  73  133 

貸借 5  10 4 19 

閲覧      

計 65  83 4 152 

受 

付 

複写  6 41 1 48 
貸借  1 4 2 7 
閲覧      
計  7 45 3 55 
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また、山形県公立図書館横断検索システムへの参加により県内の公立図書館等の検索

が可能となっている他、県内大学・短大で構成される「ゆとり都 OPAC」に参加し、加

盟大学等の蔵書検索ができるようなシステムを構築している。さらに、「大学コンソーシ

アムやまがた」にも参加し、「ゆうキャンパスリポジトリ」において、本学紀要掲載論文

の発信・提供も行っている。 

 

 ④ 図書館の地域開放 

 学外者の利用については、初回利用時に、身分証明書を提示し、利用者カードの発行

を受ければ、利用可能となっており、地域住民等への開放を行っている（表７－６）。 

 また、前述のとおり、土曜開館も地域住民の利用の促進の役割も担っているといえる。 

 

  表７－６ 学外者利用状況 

 23年度 22年度 

入館者 344 178 
貸出冊数 324 189 
貸出人数 158 88 

 
(４) 教育研究等を支援する環境や条件を適切に整備しているか。 

 

本学における研究論文・研究成果を公表・発信する機会の確保及び支援の様態について

現状を説明する。 

研究実施体制の整備については、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」第

２－２－（２）に、「研究水準の向上のため、柔軟な研究者の配置及び研究環境の向上を図

り、研究活動を推進する体制を整備するとともに、研究活動の適正な評価を行い、その評

価結果の活用を図る」と定めている（資料７－１ 第２―２－(２)）。 

教員が研究論文や研究成果を公表する機会として、本学では「山形県立米沢女子短期大

学紀要」と「生活文化研究所報告」を刊行している。「山形県立米沢女子短期大学紀要」は、

「山形県立米沢女子短期大学附属図書館規程」第 21 条に定める通り、本学における学術

研究の成果を発表するため、年１回刊行するものである。ただし、必要があるときは、２

回以上刊行することができる（資料７－６ 第 21 条）。投稿の資格は、同じく第 22 条に

本学教員（常時勤務する者に限る）と図書館委員会が認めた者であり（資料７－６ 第 22

条）、本学教員に平等に研究成果を投稿する機会が保証されている。また、「生活文化研究

所報告」は、「山形県立米沢女子短期大学生活文化研究所規程」第７条に定める通り、年１

回刊行することを原則としている（資料７－８ 第７条）。また、投稿する資格を有する者

は、同じく第８条に、所員、客員所員、運営委員会で認めた者と定め（資料７－８ 第８

条）、全教員が所員となっていることから、全教員に投稿資格が保証されている。 

この他には第４章第２節で述べた通り、国語国文学科では「米澤国語国文」、日本史学科

では「米沢史学」という研究雑誌を年１冊刊行して、教員の研究成果を発表する場として

活用している。 
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次に研究費・研究室及び研究に専念する時間の確保の現状について述べる。 

教員の研究費については、表７－７の通り、すべての学科で適切に配分されている。国

語国文学科・英語英文学科・日本史学科の文系よりも社会情報学科・健康栄養学科の理系

の方が若干、多く配分されている。また、健康栄養学科の助手にも均等に個人研究費を配

分している。 

 

表７－７ 平成 24年度 個人研究費の配分額 （単位：円） 

 教授 准教授 講師 助手 

国語国文学科 229,000 229,000   
英語英文学科 229,000 229,000 229,000  
日本史学科 229,000 229,000   

社会情報学科 293,000 293,000   
健康栄養学科 293,000 293,000  92,000 
     

また、研究室は教授、准教授、講師にはそれぞれ研究室が割り当てられ、助手(嘱託助手

も含む)には合同の研究室などが割り振られている。全教員には一台ずつパソコンが割り振

られ、定期的に更新されている。各パソコンは学内のネットワークによって接続されてい

るとともに、インターネット環境も整えられている。研究に専念する時間の確保について

も、専任教員（助手を除く）については裁量労働制を採用して（資料７－９ 第 13 条）、

教員の研究の内容や特性に応じた研究時間の確保が図られている。 
教員が長期間にわたって研修を行う制度として、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大

学教員のサバティカル研修に関する規程」を定めている（資料７－10）。この規程は、教員

の教育研究能力の向上を図り、もって本学の教育研究の発展に寄与することを目的として

いる（資料７－10 第１条）。具体的には、原則前期か後期に、海外での研修も含めて学務

から離れて研究教育能力の向上のための研修を行うものである。 

 

また、教育研究支援スタッフの人的配置については以下の通りである。 

教育研究を支援する体制については、本学事務局があたっている。事務局組織は、「公立

大学法人山形県立米沢女子短期大学事務組織規程」により，総務課、教務学生課、法人企

画担当が置かれるともに新県立大学の準備のための人員が配置されている（資料７－11 

第２条）。そのうち、教育支援に関しては、教務学生課職員が深く関与している。教務学生

課は、平成 24 年度現在では課長・係長のほか４名の主査・主事が置かれ、さらに看護師 1
名から構成されている。この教務学生課が学務・補導厚生・進路指導に関わる全般の事務

に当たっている。 

総務課では主として教職員に関わる業務が執り行われているが，学内施設・学内行事に

関すること，学生食堂・学生寮などの運営に関わることに携わっており，教職員に関する

ことだけではなく学生生活支援にもあたっている。 
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(５) 研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

 

 本学では、倫理委員会と動物実験委員会を設けて研究倫理の遵守が図られている。以下

に各委員会に分けて説明する。 

 

〔倫理委員会〕 

直接「ヒト」を対象とした医学、生物学及びその関連諸科学の研究に取組む場合につい

ては、国民の健康の保持増進を図る上での疫学研究の重要性と学問の自由を踏まえつつ、

個人の尊厳及び人権の尊重、個人情報の保護その他の倫理的観点並びに科学的観点から、

適切な実施を図ることが求められている。そのために、倫理的配慮の周知、倫理審査委員

会の設置、倫理審査委員会への付議などの必要な措置を講じることとされており、本学に

おいても、「公立大学山形県立米沢女子短期大学倫理審査規程」を制定し、倫理委員会を設

置し、直接「ヒト」を対象とした研究の審査を行い、承認を受けたもののみが研究を実施

している（資料７－12）。 

 

次に研究倫理に関する学内規程の整備状況について確認する。 

「公立大学山形県立米沢女子短期大学倫理審査規程」は、直接「ヒト」を対象とした研

究に取組む場合にヘルシンキ宣言の精神に則り倫理的配慮が適切なものか審査することを

目的とし、委員会の開催に関し必要な事項（山形県立米沢女子短期大学倫理委員会の設置、

組織、運営、職務、審査方法、研究審査の申請など）について定められている。 

 

研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営状況については以下の通りである。 

本学の倫理委員会は、自然科学の有識者、人文・社会科学の有識者、一般の立場を代表

する者、学外の外部委員の男女両性で構成され、学長から委嘱されている。 

倫理委員会は、研究の妥当性、信頼性、安全性など倫理上の重要事項について審査を行

っている。平成 23 年度の倫理委員会については、１回（８月）開催され、３件の研究を審

査し承認した。 

 

〔動物実験委員会〕 

動物実験については、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験

等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、適切な実施を図ることが求められている。

そのために、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認、動物実験計画の実施結果の把

握、教育訓練等の実施、基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証、情報公開

などの必要な措置を講じることとされており、本学においても、「山形県立米沢女子短期大

学動物実験規程」を制定し、動物実験委員会を設置し、動物実験計画の審議を行い、承認

を受けたもののみが動物実験を実施している（資料７－13）。 

 

同じく動物実験における研究倫理に関する学内規程の整備状況について確認する。 

本学の動物実験規程は、動物実験を科学的かつ倫理的に行うとともに、動物福祉の観点

から適正な動物実験の実施を図ることを目的としている。また、動物実験の実施に関し必



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 7 章 教育研究等環境 

- 118 - 
 

要な事項（山形県立米沢女子短期大学動物実験委員会の設置、役割、組織、運営、動物実

験計画の立案、申請、報告、動物の飼育管理など）について定められている。 

 

同様に動物実験における研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営状況は以下の通り

である。 

本学の動物実験委員会は、研究・地域貢献・連携担当の理事、健康栄養学科長、動物実

験に関して優れた見識を有する者、実験動物に関して優れた見識を有する者、その他学識

経験を有する者の５名から構成され、学長から委嘱されている。 

動物実験委員会は、動物実験計画及び動物実験結果について審議するとともに、学内の

実験動物の飼養、保管状況について調査を行っている。 

平成 23 年度の動物実験委員会については、２回（４月、10 月）開催され、７件の動物

実験計画を審議し承認した。 
 

 

２．点検・評価 

 
教育研究の基幹となる図書館、学術情報サービスは十分に機能しているかどうかについ

ては、結論から先に言えば十分機能していると言える。 

 図書の整備状況については、各学科ごとに必要な図書・資料は、学科からの推薦を受け

毎年購入しており、この他に、レファレンス図書の購入や電子資料(データベース)の契約

等により充実を図っている。また、学生希望図書や司書選書の購入により、学科関連図書

のみならず、教養・娯楽面の学生の要望にも答えている（表７－８）。 

 

 表７－８ 資料購入実績                       （単位：円） 

種    別 
購入金額 備考 

２３年度 ２２年度  

 
 

図 
 
 
 
 
 
 

書 

学科推薦 912,476 776,945 各学科及び図書館分 

学生希望図書 506,081 354,413  

司書選書 599,156 604,560  

継続図書等 245,953 38,345  

キャリア支援図書 95,422 96,663  

 図書小計 2,359,088 1,870,926  

レファレンス図書 499,431 497,158 特別配分 

図書合計 2,858,519 2,368,084  

雑 

誌 

和雑誌 1,656,712 1,853,576  

洋雑誌 866,624 936,142  

雑誌合計 2,523,336 2,789,718  

資料購入費 合計 5,381,855 4,660,644  
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 利用面の配慮としては、平日の開館時間延長に加え、土曜開館による利便性の向上を図

っている。 
 また、嘱託職員ではあるが司書３名を配置し、館長の指示の下、図書館委員会で決定さ

れた方針に基づき、図書館学教員等の助言も受けながら、よりきめ細かいサービスを行っ

ている。 
 学術情報へのアクセス面でも、平成 23年度は前年の倍近い相互利用の依頼・受付の件数

（表７－５ 相互利用状況参照）となっており、十分な機能を果たしている。 
 地域開放についても、地域貢献の観点から積極的に行っており、身分証明書の提示と資

料利用が目的であることが確認できれば、誰でも利用できる体制としており、さらに土曜

開館により、学外者にとっても利用しやすい環境を整えつつある。 
また、教育研究を支援するスタッフについては、最低限、必要な人員・体制を確保して

いる。また、教員の研究環境についても、各研究室が確保され、研究費や研究成果の公表

の機会も平等に保証されている。研究時間も柔軟に運用できる制度を採用している。 
 
①効果が上がっている事項 

教育・研究に必要な環境整備に関する方針は、本学の「中期目標」、「中期計画」、「年度

計画」において明確化されている。 
また、図書館については、土曜開館等開館日の増加を図っている他、図書館ホームペー

ジの検索リンク集などの活用や、研究機関や県内公立図書館等との相互貸借等の連携によ

り、学生や教職員の利便性の向上に努めている。 
 研究費の取り扱いについては、法人化以前は、旅費・備品費・役務費などの区分に分か

れ、実際の研究状況に応じて費目を変更することが難しかった。しかし、法人化後にはそ

の区分が取り払われたことで、研究費を柔軟に使用することが可能となった。 

研究倫理については、直接「ヒト」を対象とした研究に関しては、ヘルシンキ宣言の精

神に則った倫理的配慮を図った適正な研究の実施が図られている。 

動物実験については、規程が制定されたことにより教職員に周知が図られ、動物実験を

科学的かつ倫理的に行うとともに、動物福祉の観点から適正な動物実験の実施が図られて

いる。 

 

②改善すべき事項 
 教育研究環境の整備については、整備方針の内容は既存の施設・機器などの維持・更新

が中心となっている。また年度予算は県からの運営交付金などを基に事務局ベースで作ら

れるが、教育・研究現場からの要望をより多く反映させるように工夫する必要がある。 
 研究室については、先述のように各教員に割り当てられているが不備な点も存在してい

る。特に A 号館は、研究室を隔てている壁の遮音性が極めて低く課題としてあげられる。

さらに教室についても十分とは言えない。季節によって寒暖の差が激しい米沢では、冬期

間は集中スチーム暖房と補助的にストーブを使用して凌いでいるが、夏期は窓を開放する

以外なく、エアコン未設置の教室では快適な教育環境を確保しているとは言い難い。エア

コン未設置の教室が多くあることから、その設置が望まれる。 
 一方、食堂についても、全学生約 600名の本学としては、十分な規模とは言えず、昼食
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時には、食堂には収容しきれず、周囲の教室を利用している学生もいる状況である。 
 バリアフリーについては、前述のように正面玄関・学生昇降口にスロープを設け、B 号

館と C 号館にはエレベーターを設置している。この点では、バリアフリー化への配慮を行

ってきているものの、A 号館にはエレベーターを設置することが出来ないという課題が残

っている。 
また、図書館については、土曜開館時に緊急事態が発生した場合を想定すると、対応体

制が十分とは言えない面があり、図書館のみでなく庁舎管理の関係部署とも協議しながら、

セキュリティ面の強化を図っていきたい。 
研究費としての外部資金の獲得は、現在の大学の置かれた環境では重要な問題の一つで

あるが、本学は外部資金の獲得については、教員個人の力に頼っている。外部資金獲得を

さらに助けるための仕組みをどのように組織的に構築していくかが課題である。 
 教育研究を支援する体制については、第９章でも詳しく述べるように、事務局職員は山

形県から派遣され、おおよそ３年前後で交替している。こうしたシステムは人事の活性化

や透明性の確保といった点では有益ではあるが、教育研究の現場である本学としては、複

雑な学内業務に精通した事務局職員を育成していくことが困難な状況とも言える。将来的

には本学の専任職員を採用することが必要である。 
 以上の点とも関わるが、事務局職員が３年前後で交替してしまうため、学内業務を理解

した頃に交替してしまい、また新しい職員が派遣されてくるために事務引き継ぎや職務内

容の理解という観点からすると、非効率的な状況と言える。専任職員の採用の他に、SD
研修の充実を図る必要がある。 
 本学の教員が研究成果を公表する場については、その媒体として『山形県立米沢女子短

期大学紀要』と『生活文化研究所報告』があるが、現段階では査読制度の導入は行ってい

ない。この点については紀要類をどのように本学として位置付けるのか、という問題が存

在していることから、全学的な検討が必要である。 
研究倫理については、直接「ヒト」を対象とした研究については、学内においてその研

究状況や研究成果を周知することにより、共通理解を深めていく必要がある。 
また、本学における動物実験が適正に実施されていることを更に周知していく必要があ

る。そして、学内においても動物実験の状況や研究の成果を周知することにより、共通理

解を深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 
教育研究等の環境整備に関しては、方針はすでに明確化されているので、次はその実質

化が問われるであろう。たとえば、「中期計画」に書かれているように、「学生が自由に意

見を述べるために設置されている「意見箱」に寄せられた学生の意見」、すなわち「学生の

声」アンケートを生かせるように予算作成の手順を工夫するといった取り組みが必要であ

る。 
図書館については、図書館ホームページの活用や、大学図書館においては主流となって
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きている有料の Web データベースや電子ジャーナル等の導入の検討により、さらなる利便

性の向上に努めていきたい。 
研究費の取り扱いについては、法人化以前と比べればだいぶ良くなったとはいえ、さら

に充実させていく必要がある。 

動物実験については、今後とも適正に実施することが重要である。そのため、関係者が

法律、飼養保管基準、基本指針などの基本的考えを理解し、適正な動物実験規程の制定、

動物実験委員会の運営を行うことがより重要である。 

 
②改善すべき事項 
 教育研究等の環境整備については、学科や委員会からは、「年度計画」を策定する際に「年

度計画予算配分要求書」を提出して、必要な予算措置を要求できるが、たとえば資格科目

担当教員のように、「年度計画」に担当項目がない場合は新たな予算要求ができないので、

この点は改善を要するだろう。 
 また教育環境の整備方針に比べて、研究環境の整備方針の記述は少ない。研究環境の整

備は各教員の研究費を通じて行う側面もあるが、新聞や雑誌論文のデータベース、高額な

統計分析ソフトなど、共通基盤的な研究設備・機器に関しては、全学的な整備方針の下で

導入・更新すべきである。そのような全学的な調整を行うための具体策を検討する。 
 教員の研究室の不備、エアコン未設置教室が多い点、食堂の収容力の問題、より徹底し

たバリアフリー化の問題については、施設設備の充実に関わる問題であり、予算がともな

うことから、現実には簡単に改善できるものとは言えない。しかし、教室へのエアコンの

設置など、出来るところから少しずつでも実現していくとともに、予算として計上して、

その必要性を山形県に要望していく。 
図書館に関しては、「中期目標」では、土曜開館の他に、日曜開館も検討することになっ

ているが、現在の図書館職員体制では、毎週土曜・日曜両日の開館への対応は困難な面が

あり、庁舎管理面と併せて検討が必要である。また、現行の土曜利用者数を勘案すると、

日曜開館については、人件費・光熱水費等も含めた費用面からの検討も必要であろう。 

 また、現在の司書は嘱託職員のため最長３年の雇用となっており、館長・事務職員も交

替の期間等を考え合わせると長期的な視野に立った図書館運営のためには、少なくとも 1

名は正規職員として司書の雇用が検討されるべきと思われる。 

さらに、年々増加する蔵書の保管場所の確保も、将来に向けて検討していく必要がある。 

外部資金の獲得については、そのために専門の職員を置くことが、一つの方策として考

えられるが、人件費の問題もあり、当面はその可能性について検討していく。同時に本学

の専任職員についても、予算が伴う問題であるため困難な課題であるが、その可能性を探

っていく。また、３年前後で交替していく事務局職員に対する SD 研修については、自己

評価改善・SDFD 委員会で具体的な内容やプログラムについて検討する。 
教員の研究成果の公表の場である紀要類の査読制度の導入については、全学的な議論が

必要であり慎重に検討していく。 
直接「ヒト」を対象とした研究は、個人の尊厳及び人権の尊重、個人情報の保護その他

の倫理的観点並びに科学的観点から、今後とも適正に実施することが重要である。そのた

め、関係者が基本的考えを理解し、適正な直接「ヒト」を対象とした研究の実施、倫理委
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員会の運営を行うことがより重要である。 

本学における動物実験を実施しているのは健康栄養学科のみであるため、動物実験の計

画者と動物実験委員会委員との重複が起きるという問題はある。また、新四年制大学へ移

行する間に、外部委員への委嘱等改善策を講じる必要があるかどうかについては、さらに

検討していく。 
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