
1 

 

本 章 

第１章 理念・目的 

１．現状説明 

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は，適切に設定されているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

共愛学園前橋国際大学（以下，「本学」とする）の母体である共愛学園（以下，「本学園」

とする）は，群馬県のクリスチャンの有志らにより，1888 年に前橋英和女学校として発足

し，翌年には経営母体としての「共愛社」が創設された．1988 年には，本学の前身である

共愛学園女子短期大学が群馬県前橋市に新設され，1999 年，共学の四年制大学に改組し，

国際社会学部国際社会学科を擁する「共愛学園前橋国際大学」として開学し，現在に至っ

ている． 

本学は，その創立の源流である「共愛社」が行った女性教育の歴史を踏まえたうえで，

聖書の教えに由来を持つ「共愛の精神」という理念を「共愛・共生の精神」と今日的に解

釈している．「共生」という概念は人類共通の，あるいは地球全体の願いであり，時代の変

化に左右されることのない普遍的な原則である． 

本学の設立にあたり，その目的を「教育基本法・学校教育法の定めるところに従い，キ

リスト教の信仰に基づいて，人格を涵養し，高い教養と専門的知識を授け，有為円満な社

会人を育成する」第 1 条（根拠資料 1-1）と定めている．複雑化し，変化の著しい現代社会

にあって，教育理念である「共愛・共生の精神」に則り，地域に根ざした地方大学として，

共生の精神を実践できる人材を育成することが本学の使命である． 

「共生」を大学の現場で実践していく上での行動指針として本学では，「学生中心主義」

と｢地域との共生｣をモットーに掲げている．「学生中心主義」とは大学の主役はあくまでも

学生であるという考えを徹底し，本学を学生とともに創り上げていこうという意志をこめ

た言葉である． 

また，2007 年から掲げる｢地域との共生｣は，本学の学生のおよそ 80％が群馬県出身者で

あり，卒業後も大多数が群馬県内に就職すること，設立時より目指してきた地域に根ざし

た大学として様々なかたちで学生が地域活動に積極的かつ主体的に関わる機会を提供して

きたことを背景として，自ら考え，判断・行動し，地域との共生を実践できる人材を育成

することを述べたものである． 

さらに，本学は，教育理念を学生と共有するために，5 つの「教育の基本」を置いている．

それは，「キリスト教主義に基づく全人教育」「国際性豊かな人材養成」「学究的精神ならび

に態度」「知恵ある人を育てる」「実社会との主体的な交流・体験の機会を提供する」であ

る． 

キリスト教主義に基づく全人教育とは，建学の理念であるキリスト教精神に基づき，知

識・感情・意志のいずれにも偏らない，すべての面で円満に発達した人格を育成すること

を目的としている． 

国際性豊かな人材育成とは，共生の理念を国際化した地域社会をも包含する，まさに国

際社会に還元していく人材の育成を目的とすることである． 

学究的精神並びに態度とは，地域社会を包含する国際社会の中で，自ら課題を発見し，

その解決策を探求し，解決に導く力を備えるための精神ならびに態度であり，地域社会に
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貢献しうる人材として，地域で活躍する際にも大変重要なものである． 

知恵ある人を育てるとは，専門的知識や技能を重視すると同時に，その修得に留まるの

ではなく，活用し，困難に立ち向かう強い意志を持ち，実生活を生き抜いていくうえで必

要な判断力を重視する教育を行うことを意味するものである．本学では，このことを捉え

「ちょっと大変だけど実力がつく大学です」というキャッチフレーズを謳っている． 

実社会との主体的な交流・体験の機会を提供するとは，地域社会・実社会に学生を育て

てもらうという視点も大切にし，在学中から国際社会・地域社会との交流・体験をとおし

て，学生の実践力・主体力を培っていこうとするものである． 

以上の教育理念や教育の基本を踏まえ,本学国際社会学部の目的・教育目標は，「グローカ

ル」をキーワードに「国際社会のあり方について見識と洞察力を持ち，国際化に伴う地域

社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」である（根拠資料 1-1）．「国際社会」と

は，国境を越えて生成拡大しつつある生活世界の総体，人間生活の場を意味している．し

たがって，本学国際社会学部は国際社会全般に関する総合的な教育研究体系を構築したり，

国際社会学の教育研究をしたりするものではない． 

また，養成する人材の素養として「地域社会の諸課題への対応能力」「国際社会と地域社

会の関連性についての識見」「問題を発見し解決するための分析能力・実践的技能」「社会

の国際化に対応できる十分なコミュニケーション能力」の 4 点を挙げている．換言すれば，

地域の生活文化に立脚しながら，国際化，情報化に対応できる地域社会の新たな創造と地

域文化の形成にかかわっていく人材である．また，地域の生活を見つめながら，地域と日

本全体，国際社会との関連を見極めることによって，幅広く，地域を越えて，あるいは国

際社会で活躍する人材とも言える． 

 これらの理念・目的を掲げる本学において,顕著な実績として,GGJ，COC，AP，COC+

の 4 事業の採択が挙げられる． 

GGJ については，文部科学省の「経済社会の発展に資することを目的に，グローバルな

舞台に積極的に挑戦し世界に飛躍できる人材の育成を図るため，学生のグローバル対応力

を徹底的に強化し推進する組織的な教育体制整備の支援を行うことを目的」（根拠資料 1-2）

とする事業に採択され，本学国際社会学部の目的・教育目標である人材の育成，とりわけ

国際性豊かな人材育成の観点における実績が国に認められたことになる．特に，本事業で

本学は，「次世代の地域社会を牽引するグローカル人材」の育成を掲げており，まさに教育

目的を具現化した取組となっている．なお，本事業は文部科学省の中間評価において最高

の S 評価を得ている． 

COC については，文部科学省の「大学等が自治体を中心に地域社会と連携し，全学的に

地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を支援することで，課題解決に資す

る様々な人材や情報・技術が集まる，地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能

強化を図ることを目的」（根拠資料 1-3）とする事業に採択され，本学国際社会学部の目的・

教育目標である人材の育成，とりわけ地域共生の観点における実績が国に認められたこと

になる． 

AP については，文部科学省の「国として進めるべき大学教育改革を一層推進するため，

教育再生実行会議等で示された新たな方向性に合致した先進的な取組を実施する大学を支

援することを目的とする」大学教育再生加速プログラム（根拠資料 1-4）に本学が採択され，
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これは本学国際社会学部の目的・教育目標である人材の育成への取組が国の取組と一致し，

かつ先進的であることの証である． 

COC+については，文部科学省の「大学が地方公共団体や企業等と協働して，学生にとっ

て魅力ある就職先の創出をするとともに，その地域が求める人材を養成するために必要な

教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することで，地方創生の中心となる

「ひと」の地方への集積を目的」（根拠資料 1-5）とする事業に本学が採択されたことは，

本学国際社会学部の目的・教育目標である人材の育成，とりわけ地域共生の観点における

実績が国に認められたことになる． 

 また，本学の理念・目的を象徴する重要な資源として，2001 年に本学園発祥の地である

前橋市岩神町から本学正門前に移築された，群馬県重要文化財に指定されている旧アメリ

カン・ボード宣教師館がある（根拠資料 1-6）．宣教師館は，アメリカン・ボードがマエバ

シ・ステーションの宣教師の住宅として 1892 年に建設した東・西二館のうち東館（教育宣

教師館）にあたる． 

 さらに，今日における学術研究の高度化，社会・経済構造の変化，国際化の進展に伴う

大学の高度化・多様化・個性化への要請に対しては，本学国際社会学部の目的・教育目標

こそ，その要請に応えるものである（根拠資料 1-1）．教育目標の示すとおり，本学は地域

とともに生きる大学であり，群馬県出身者が 85％，卒業生の 70％が県内に就職している．

加えて GGJ，COC，AP に採択され，地域の人材の育成を担う大学として認められている．

そうした信頼とともに，群馬県域全体の協力を得て，COC＋の採択を受け，地域とともに

生きる大学としての個が光る事例である（根拠資料 1-7）．これは，地方の私立大学として

は個別化の最たるものである．なお，この事業に採択された 40 大学のうち私立大学は本学

を含めて 2 大学である． 

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が，大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ，社会に公表されているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学生および教職員に対しては，主として 1 年生に参加を義務付けている「チャペルアワ

ー」の時間に，「メッセージ」というかたちをとおして，本学の教育理念や目的・教育目標

を伝えている．2008 年度からは，第 1 回目のチャペルアワーの時間に，本学園の草創期に

力点を置いた「共愛学園の歴史」について話す機会を設定した．チャペルアワーは 1 年生

のみならず，すべての学生および教職員に開かれた時間となっている．教職員に関しては，

その時間の仕事を免じ参加を奨励していることから，多くの教職員が毎回参加している． 

また，入学式や卒業式の際にも教育理念等を話すよう努めている．そのほか，本学がユ

ビキタス・キャンパスを実現し（根拠資料 1-8），学生および教職員がいつでもホームペー

ジにアクセスできることも理念・目的の周知に多大な影響を与えている．教職員は，教職

員のクラウドである学内イントラネットへ常にアクセスでき，年 2 回行われるスタッフ会

議では本学の理念・目的の確認を行っている．また，学生の所属する各コースの必修授業

である「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」においても，本学の源流とも言える宣教師館を見学するなど，

本学の教育理念・目的を歴史的に学んでいる．  

本学から発信される情報によって，学外者に対しても本学の教育理念・目的を周知させ
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ることができるよう社会へ公表している．その手段としては，本学園広報誌『KYOAI』，本

学園機関誌『共愛の教育』，ホームページ，大学案内，新聞，ラジオ，テレビなどの媒体を

とおしての広報と本学の教職員が直接企業や高等学校を訪れて説明する人的な広報などが

挙げられる．近年では，ツイッター，フェイスブックなどの SNS も広報として効果を発揮

している． 

GGJ，COC，AP，COC+という 4 事業の採択に伴い，本学のみならず文部科学省，経済

産業省，群馬県，前橋市，伊勢崎市などの官公庁や企業等にも本学の理念・目的が周知さ

れている． 

 

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の教育理念・目的・教育目標等の適切性を検証するためには，3 つの仕組みを活用し

ている． 

 

① 自己点検・評価委員会および企画運営会議での審議 

② 在学生・卒業生へのアンケートの実施と情報共有 

③ 外部シンクタンクへの分析依頼 

 

教育理念そのものの妥当性を単独で検証することよりも，理念に基づく教育目的・各専

攻・コースにおける教育目的・教育目標が社会的なニーズに合致しているか，あるいは，

その教育目的・教育目標を目指すための教育組織や教育課程が，十分な成果を生み出せる

かを検証するため，本学の検証の仕組みは，教育成果を軸に構築しており，①学生の満足

度，②卒業生の満足度，③高校・社会の評価，が大きな要素となっている．その点におい

て，開学以来実施してきた「学生アンケート」「卒業時アンケート」「授業アンケート」に

加え，「大学の入学政策調査（高等学校調査）」に向けてのパイロット調査を開始し，広く

大学内外の視点から本学の諸活動を点検・検証する素材を整えている． 

本学の理念・目的・目標の検証システムとしては，これらの調査結果をデータベース化

して教授会，事務会議の構成員が情報を共有することで日々の教育・研究，事務業務に活

かしている．同時に，一部の調査については外部シンクタンクに分析を依頼し，その結果

を学内の自己点検・評価委員会および企画運営会議で検証している． 

 

２．点検・評価 

教育理念・目的の設定について，本学は，「共愛・共生の精神」を教育理念とし，「共愛

学園前橋国際大学学則」第１条の教育目的に反映させ，「キリスト教主義に基づく全人教育」

「国際性豊かな人材育成」「学究的精神ならびに態度」「知恵ある人を育てる」「実社会との

主体的な交流・体験の機会を提供する」の 5 つの基本方針を導き出している．これを実現

するための 4 つの素養を明確化している． 

教育理念･目的･教育目標の周知については，チャペルアワーの「メッセージ」をはじめ

入学式や卒業式の際に学生たちに周知するほか，本学園広報誌『KYOAI』，本学園機関誌『共

愛の教育』，ホームページ，ツイッター，フェイスブック，大学案内などの媒体をとおして，
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学外者に対しても周知している．また，教職員が直接，企業や高等学校を訪れて説明する

などの努力が払われている．加えて，GGJ，COC，AP，COC+の 4 事業への新たな採択に

伴い，各種メディアとの事業推進により周知が図られている． 

教育理念・目的の適切性についての定期的な検証については，自己点検・評価委員会お

よび企画運営会議での審議，在学生・卒業生へのアンケートの実施と情報共有，外部シン

クタンクへの分析依頼という 3 つの仕組を活用して行っている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

アクティブラーニングの充実に向けた 4 号館の建設により，本学内外に本学の教育理念

に基づく人材育成のあり方を具現化することができた（根拠資料 1-9）． 

GGJ の採択により，本学の教育の 5 つの基本のうち特に「国際性豊かな人材育成」につ

いて，GGJ の目的である「大学全体のグローバル化を図りながら，さらに発展させ具体的

な成果に結びつけることをとおして，「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー」

を育成すること」を，広く内外に示すことができた（根拠資料 1-10）． 

COC および COC＋の採択により，本学の教育の 5 つの基本のうち特に「実社会との主

体的な交流・体験の機会を提供する」について，COC の目的である「全学的な地域志向改

革を推進し，前橋市と一体となり，自治体，地域企業や NPO 等の諸団体と連携しながら，

当該地域の課題として設定した「地域（産業）人材の育成」と「地域ブランド向上」に取

り組むことになり，同時に，それらの取組の基盤として，大学と地域が連携から一体へと

歩みを進める地学一体化加速プロジェクトを推進することで，新たな地域と大学の関係モ

デルを提示しつつ，持続的な地（知）の拠点を創成すること」を広く内外に示すことがで

きた（根拠資料 1-11）． 

AP の採択により，本学の教育の 5 つの基本のうち特に「学究的精神ならびに態度」「知

恵ある人を育てる」について，AP の目的である「教学マネジメントの国際化を推進し，教

育システムのエビデンスに基づく検証と質保証を展開するという本学の改革方針を体現す

るために，「学修の質保証のための基盤整備」とそれを活用した「学修質保証システムを構

築すること」を広く内外に示すことができた（根拠資料 1-12）． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

特記事項なし． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 今後，GGJ，COC，AP，COC+の 4 事業の具体的な取組を学内外へ発信し，外部の評価

を受けながら検証を行い，本学の理念や教育目標を確固たるものにする． 

情報発信の具体的な方策としては，現行の本学園広報誌，本学園機関誌，ホームページ，
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大学案内，新聞，ラジオ，テレビ，雑誌などの媒体をとおしての広報，並びにツイッター，

フェイスブックなどの SNS を活用した広報を充実させること，また，文部科学省，経済産

業省，群馬県，前橋市，伊勢崎市などの官公庁や企業等ともタイアップした広報活動を広

げることなどを想定している．検証の具体的は方策としては，現行の検証の 3 つの仕組み

において，GGJ，COC，AP，COC+の 4 事業についての文部科学省をはじめとする官公庁

や企業等への事業報告等も対象とすることで充実を図りたいと考えている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 特記事項なし． 

 

 

４．根拠資料 

根拠資料 1-1 共愛学園前橋国際大学学則 

根拠資料 1-2 文部科学省ホームページ（経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支

援）

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1361067.htm 

根拠資料 1-3 文部科学省ホームページ（平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業」の選定

状況について）

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/1349995.htm 

根拠資料 1-4 文部科学省ホームページ（大学教育再生加速プログラム）

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/ap/ 

根拠資料 1-5 文部科学省ホームページ（地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（COC+））http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/ 

根拠資料 1-6 共愛学園ホームページ（旧アメリカン・ボード宣教師館）

http://www.edu.kyoai.ac.jp/missionary.html 

根拠資料 1-7 本学ホームページ（平成 27 年度文部科学省「地（知）の拠点大学による地

方創生推進事業（COC+）」に本学が採択されました！）       

http://www.kyoai.ac.jp/?p=13940 

根拠資料 1-8 本学ホームページ（COMMONS+UBIQUITOUS+ACTIVE LIBRARY） 

http://www.kyoai.ac.jp/?p=11364 

根拠資料 1-9 本学ホームページ（施設・設備）http://www.kyoai.ac.jp/?p=386 

根拠資料 1-10 本学ホームページ（KYOAI GLOCAL PROJECT） 

       http://www.kyoai.ac.jp/?p=11817/ 

根拠資料 1-11 本学ホームページ（地域と大学の新しい関係，はじまる）

http://coc.kyoai.ac.jp/ 

根拠資料 1-12 本学ホームページ（文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」に採

択）

http://www.kyoai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/3479147834fa6b304d

151b890efee4da.pdf  



7 

 

第２章 教育研究組織 

１．現状説明 

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は，

理念・目的に照らして適切なものであるか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は「国際社会学部国際社会学科」の一学部一学科の小規模大学である．2015 年 5 月

現在，在籍学生数 994 名，専任教員数 32 名，専任職員数 22 名で，大学院はない． 

本学は，「共愛・共生の精神」のもと，行動指針（モットー）である「学生中心主義」と

｢地域との共生｣を掲げ，5 つの「教育の基本」を置いている．これらを受け，本学国際社会

学部は，教育目標として「国際社会のあり方についての見識と洞察力を持ち，国際化に伴

う地域社会の諸問題に対処することのできる人材の養成」を掲げている．国際社会学部国

際社会学科には国際社会専攻と地域児童教育専攻の 2 専攻を設置している．2 専攻の教育目

的は，国際社会学部の教育目的を受け，国際社会専攻は「国際社会のあり方についての見

識と洞察力を持ち，国際化に伴う地域社会の諸問題に対処することのできる人材の育成」，

地域児童教育専攻は「地域社会の国際化に伴う諸問題に対応できる教員の養成を目指して，

小学校教員に限らず，様々な教育現場で活躍できる，地域教育の担い手となる人材の育成」

を設定している． 

本学は，これらの教育目的を果たすため，開学以来様々なかたちで教育組織の改革に取

り組んできた．まず，群馬県というローカルな立地において「国際社会学部」の教育内容

を認知・定着させるため，組織づくりに重点を置き，開学から 4・5 年の間は試行錯誤を繰

り返した．その結果，2002 年度に国際社会学部にコース制を導入した．その後 2005 年度

に地域児童教育専攻を設置し，さらに履修モデルとなる 5 つのコースを設置した．5 つのコ

ースは，英語コース，国際コース，情報・経営コース，心理・人間文化コース，児童教育

コースである．本学は教育組織の改革を繰り返し，現在の国際社会学部国際社会学科に 2

専攻 5 コースを設置する教育組織になった． 

また，教育組織のほかに，教職員が一体となった円滑な大学運営を図り，学術の進展や

社会の要請に応えるため，本学の運営に必要な分野ごとに教員と職員からなる恒常的な協

働グループとして 14 の「センター」を設けている（根拠資料 2-1）．なお，下部組織として

グループを有するセンターもある．さらに，各センターが相互の連携を図り，大学全体の

運営を円滑にするため，各センター長による企画運営会議を置いている（根拠資料 2-2）． 

 これらのセンターとは別に，学術の進展や社会の要請に応え，円滑な学園・大学の運営

や外部との連携を図るため，教員と職員からなる協働グループとして独立委員会等を設け，

それぞれの規程等を有している． 

 

（２）教育研究組織の適切性について，定期的に検証を行っているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 本学国際社会学部国際社会学科に国際社会専攻と地域児童教育専攻の 2 専攻を置き，5 コ

ースを設置する教育研究組織の適切性は，教授会・事務会議で審議されるだけでなく，年 2

回行われるスタッフ会議で検討される．スタッフ会議は，大学として最も重要な課題を審

議する全教職員参加の会議である． 
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組織の検証には，それぞれの組織が果たすべき教育・研究上の役割や理念・目標に照ら

した妥当性，研究教育の成果などを総合的に判断しなければならないため，「授業アンケー

ト」「学生アンケート」などの調査や志願者，入学者，退学者，転専攻・転コース希望者等

の動向を見ながら定期的な検証を行っている． 

これらの検証は，学長室や企画運営会議といった教員と職員が一体となった組織の代表

による議論をもとになされる．学長室の会議は毎週 1 回（水曜日 12：40～14：10）行われ，

企画運営会議は毎月 1 回（原則第 2 水曜日 16：00～17：30）行われる． 

 

２．点検・評価 

教育研究組織の理念・目的に照らした適切性については，本学は，「共愛・共生の精神」

の理念，および共愛学園前橋国際大学学則第 1 条キリスト教主義に基づいて，人格を涵養

し，高い教養と専門的知識を授け，有為円満で，学園名に表されている共愛・共生の精神

を実践できる人材を育成する（根拠資料 2-3）の目的を踏まえて，国際社会学部学国際社会

学科に国際社会専攻と地域児童教育専攻の 2 専攻を置き，14 のセンターおよび独立委員会

等を設置している．これは，地域に根ざした地方大学として，共生の精神を実践できる人

材を育成するための適切な教育組織を整備するものと捉えることができる． 

教育研究組織の理念・目的に照らした適切性の定期的な検証に関しては，授業アンケー

ト，学生アンケート等を踏まえつつ，教授会，事務会議，スタッフ会議，学長室，企画運

営会議等において定期的に検証がなされている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

アクティブラーニングの充実に向けた 4 号館の建設では，建設および建設後の適切な運

営のために，教職員の有志による「4 号館運営委員会」を設置した．これにより，活動主体

である学生および教職員の意思を反映した建設および運営がなされることとなった． 

GGJ の採択により，グローバル人材育成推進本部が設置された．これにより，本学の教

育の 5 つの基本のうち特に「国際性豊かな人材育成」が，「大学全体のグローバル化を図り

ながら，さらに発展させ具体的な成果に結びつけることをとおして，「次世代の地域社会を

牽引するグローカルリーダー」を育成すること」という GGJ の目的として，組織的かつ計

画的に推進されることとなった． 

COC の採択により，地（知）の拠点化推進委員会および COC 推進本部が設置された（根

拠資料 2-4）．これにより，本学の教育の 5 つの基本のうち特に「実社会との主体的な交流・

体験の機会を提供する」が，「全学的な地域志向改革を推進し，前橋市と一体となり，自治

体，地域企業や NPO 等の諸団体と連携しながら，当該地域の課題として設定した「地域（産

業）人材の育成」と「地域ブランド向上」に取り組むことにあり，同時に，それらの取組

の基盤として，大学と地域が連携から一体へと歩みを進める地学一体化加速プロジェクト

を推進することで，新たな地域と大学の関係モデルを提示しつつ，持続的な地（知）の拠

点を創成すること」という COC の目的として，組織的かつ計画的に推進されることとなっ

た． 
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AP の採択により，AP 推進委員会が設置された．これにより，本学の教育の 5 つの基本

のうち特に「学究的精神ならびに態度」「知恵ある人を育てる」が，「教学マネジメントの

国際化を推進し，教育システムのエビデンスに基づく検証と質保証を展開するという本学

の改革方針を体現するために，「学修の質保証のための基盤整備」とそれを活用した「学修

質保証システムを構築すること」という AP の目的として，組織的かつ計画的に推進される

こととなった． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

特記事項なし． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 今後，GGJ，COC，AP，COC+という 4 事業を主体としても，教育研究組織が本学の理

念・目的に照らして適切であるとともに，その適切性について検証を行っていきたい． 

具体的な方策としては，グローバル人材育成推進本部，地（知）の拠点化推進委員会お

よび COC 推進本部，AP 推進委員会の各組織においても，それそれの事業が本学の理念・

目的に照らしてふさわしいものとなっているかどうか，アンケート調査等を実施すること

で常に検証していきたい． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 特記事項なし． 

 

 

４．根拠資料 

根拠資料 2-1 共愛学園前橋国際大学センター運営規程 

根拠資料 2-2 共愛学園前橋国際大学企画運営会議規程 

根拠資料 2-3 共愛学園前橋国際大学学則（既出 1-1） 

根拠資料 2-4 地（知）の拠点化推進委員会設置規程 
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第３章 教育・教員組織 

１．現状説明 

（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 本学の求める教員像として，教員の能力については「共愛学園前橋国際大学教員資格基

準」（根拠資料 3-1）において，教授，准教授，講師，助教，助手，非常勤講師それぞれの

資格基準を定めている．専任教員の新任および昇任，並びに非常勤講師の委嘱の選考方法

については，「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」（根拠資料 3-2）において定め，教員人

事委員会は「共愛学園前橋国際大学教員人事委員会申し合せ事項」（根拠資料 3-3）に従い

厳格に運用している． 

教員に求める資質については，本学ホームページにおいて理念・目的として 3 つのポリ

シー（アドミッションポリシー／カリキュラムポリシー／ディプロマポリシー）を明示す

ることで広く示している（根拠資料 3-4）．あわせて，教員の募集の際には，「キリスト教主

義に基づく本学の建学の精神に理解のあること」を第 1 に示し，キリスト教主義および本

学の建学の精神の理解こそが本学教員の資質の基盤であることを示している． 

本学の教員組織については，「共愛学園前橋国際大学学則」第 5 条（根拠資料 3-5）の定

める教職員組織に基づき，「共愛学園前橋国際大学学科長・専攻長・コース長規程」第 2 条

（根拠資料 3-6）によって組織構成がなされている．それぞれの組織の長は，同規程により

定められている．専攻内およびコース内の組織については，「共愛学園前橋国際大学教員組

織図」に示すとおりである（根拠資料 3-7）．「共愛学園前橋国際大学学則」第 3 条 2 項（根

拠資料 3-5）の学部に置く学科および専攻とその学生定員に応じて教員数を配置している．

専攻およびコースの教員組織を変更する場合には，「共愛学園前橋国際大学学則」第 7 条 2

項（根拠資料 3-5）によって，教授会にて審議を行い学長が決定する．なお，各コース内の

組織体制については，各コース内における会議において決定する． 

教員の組織的な連携体制については，「学校法人共愛学園管理運営規程」第 5 条（根拠資

料 3-8）によって，「学長は，校務を掌り，所属職員を監督して学内の教育運営の全般を管

理し，大学を代表する」と定められており，学長が総責任者である． 

具体的には，「共愛学園前橋国際大学センター運営規程」第 1 条（根拠資料 3-9）により，

教職員が一体となった円滑な大学運営を図るため，本学の運営に必要な各分野に教員と職

員からなる恒常的な協働グループとして「センター」を設けている．また，「共愛学園前橋

国際大学センター運営規程」第 6 条（根拠資料 3-9）では，大学の全体運営と各センターの

活動との間の有機的連関性を確保するため，学長，副学長，学部長，学長補佐，事務局長，

事務局次長は，必要に応じて適時に，各センターおよび各グループの会議に加わることが

でき，教職員組織の連携に配慮がなされている． 

「共愛学園前橋国際大学学則」第 7 条 2 項（根拠資料 3-5）により，学長が教育研究に係

る決定権者であり責任者と定められている．「共愛学園前橋国際大学センター運営規程」第

4 条（根拠資料 3-9）で，それぞれのセンターの責任者を定めているが，同規程 2 条にセン

ター員は学長が指名することとなっており，総責任者は学長である．また，「共愛学園前橋

国際大学危機管理規程」第 3 条（根拠資料 3-10）に，「学長は，大学における危機管理およ

び危機対策を統括する責任者」と定められている． 
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（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は，国際社会学部国際社会学科の一学部一学科である．その中に国際社会専攻と地

域児童教育専攻の 2 専攻を配置し，さらに履修モデルとなる 5 コースを設置している． 

各専攻･コース別，専門分野系統別の専任教員数は表 1 のとおりである．多彩な学問分野

を網羅するために，2015 年 5 月現在では，それぞれの専門分野を持つ教員をバランスよく

配置している．各教員は原則としてそれぞれのコースに所属しているが，各々の専門領域

の科目については所属以外のコースの授業も受け持っている． 

なお，2008 年から現在まで一貫して設置基準以上の専任教員の配置がなされ，設置され

ている 8 つの教員養成課程での必要人数および教授数も満たしている． 

 

表 1 学科・専攻，コースの構成とその規模（2015 年 5 月現在，( )内は 2008 年度） 

学科 専攻 
コース 

学生数 
系統別教員数 

国
際
社
会
学
科 

国
際
社
会
専
攻
／
地
域
児
童
教
育
専
攻 

英語コース 

264（362）名  

語学・英語教育系 6（6）名 

文学系 1（1）名 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系 2（1）名 

国際コース 

184（98）名 

文化系 1（1）名 

中国語 1（1）名 

経営系 0（1）名 

国際系 3（2）名 

情報･経営コース 

237（186）名 

情報系 3（3）名 

経営系 1（1）名 

経済系 2（2）名 

心理･人間文化コース 

181（160）名 

宗教系 2（2）名 

歴史系 1（1）名 

教育系 0（1）名 

心理系 2（2）名 

文学系 1（1）名 

児童教育コース 

128 名（104）名 
教育系 5 (7) 名 

その他 コース所属なし 社会系１(0)名 

 

2008 年度と比較すると，①専攻・コース等の大規模な改編がなかったため，専任教員数

に大きな変化はない．②各コースの所属学生数の増減にあわせて，コース所属教員数の若

干の調整が行なわれた．③教職支援業務を中心に，客員教授 4 名，顧問 1 名等の採用が行

なわれた．④グローバル人材育成等の補助金事業の拡充により，既存のコースや組織に所

属せず補助金関連事業に専従する教職員が数名採用されたことが特徴として挙げられる． 

毎年，各コースおよび教務グループを中心に行なわれているカリキュラム編成において，

開設科目と教員の専門分野の適合性に関する確認がなされている．また，新しく採用され

る全教員について，専任，非専任（非常勤講師を含む）を問わず，教員人事委員会および
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教授会での審査が行なわれている．なお，隔年（新規科目は毎年）で行っている「学生に

よる授業アンケート」の結果から，授業内容が不充分であると判断された教員に対しては，

各コースによる指導が行われている． 

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 教員の募集・採用に関しては「教員人事委員会申し合わせ事項」第 3 条（根拠資料 3-3）

に従い，候補者を広く公募することを原則としている． 

 専任教員の新任の選考は，「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」第 4 条（根拠資料 3-2）

に示された手順で行われる．応募のあった者について書類および面接・模擬授業等を経て

「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」，「共愛学園前橋国際大学教員資格基準」に基づき，

教員人事委員会で審査する．教育を重視するという観点に基づき，2004 年度着任者からは

原則として模擬授業を選考手段に取り入れている． 

教員の研究能力については応募書類として提出された研究実績で，教育能力については

経歴および模擬授業と面接で判断している．模擬授業は，大学側の期待と本人の専門分野

との関連を考慮し，予定担当科目の中から選んで行われる． 

教員人事委員会は，委員長である学長，学部長，事務局長，教授会で選ばれた教授 3 名，

および学長が指名した 2 名の教授（専門分野のバランスをとるため）によって構成される．

教員人事委員会は，「共愛学園前橋国際大学教員人事委員会規程」第 6条 3項（根拠資料 3-11）

に基づき，必要に応じ業績審査小委員会に業績の書類審査を委託する． 

昇格（昇任人事）については，「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」第 5 条（根拠資料

3-2）に示された手順で行われる．「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」と「共愛学園前橋

国際大学教員資格基準」に基づき，教員人事委員会で選考し，学長は教員人事委員会の議

を経て，昇任案を決定する．学長は，昇任案を教授会の議を経て理事長に報告し，理事長

は，理事会に諮り，昇任の可否を決定する．また，「教員人事委員会申し合わせ事項」に基

づき，募集および昇任に関して教授・准教授・専任講師，あるいは助教間の構成比や年齢

等を考慮して決定している． 

 2008 年から現在まで，教員人事は規程等に従って適切に行われている．2008 年から現在

までの募集，採用，昇任人事は表 2 のとおりである． 

 

表 2 募集，採用，昇任人事（2008 年から 2015 年） 

年度 募集 採用 昇任 

2008 2（英語・国際コース） 2（情報経営・心理コース） 2（准教授→教授） 

5（講師→准教授） 

2009 1（英語コース） 2（国際コース） 2（准教授→教授） 

1（講師→准教授） 

2010 1（情報経営） 1（英語コース） 1（准教授→教授） 

2（講師→准教授） 

2011 2（心理・情報経営コース） 1（情報経営コース） 3（講師→准教授） 
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1（准教授→教授） 

2012 3（心理・英語・GGJ） 2（心理・情報経営コース） 2（准教授→教授） 

1（講師→准教授） 

2013 2（英語・情報経営コース） 3（心理・英語・GGJ） なし 

2014 1（児童教育コース） 2（英語・情報経営コース） 1（准教授→教授） 

2015 1（国際コース） 2（国際コース） 2（講師→准教授） 

2（准教授→教授） 

 

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教員の教育研究活動についての評価は，次に示す第一から第三の機会に教員人事委員会

が行っている． 

第一に，教員の採用時点における評価である．本学では教員採用に際して，完全公募制

を採用している．第一次審査では，個人調書，教育研究業績書，応募理由，抱負について

書面審査を行い，第二次審査候補者を選出する．第二次審査では，面接と模擬授業を課し，

研究業績のみならず，教育技法等についても評価する． 

第二に，本学は完全テニュアトラック制を採用しており，教員として採用された場合，

着任後 3 年間は任期付であり，採用継続が認められれば，テニュアとして定年まで雇用が

継続される．採用継続の審査は，着任 2 年目末に，「共愛学園前橋国際大学教員資格基準」

の定めるところに照らし，教育研究業績書を審査すると共に，学内学外活動報告書の提出

を求め，地域共生活動や学内における業務の遂行などについても加味して，判断される． 

第三に，昇任審査における評価である．「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」，「共愛学

園前橋国際大学教員資格基準」に基づき昇任案が決定されるが，教育研究業績書のみなら

ず，学内学外活動報告書の提出が求められ，教育活動，研究活動のみならず，地域共生活

動や学内における業務の遂行などについても評価を受けることとなる．なお，専任講師か

ら准教授へは 3 年以上，准教授から教授へは 5 年以上経過すると昇任のための評価を受け

る資格を得られるが，該当者で評価が十分ではないとされたものについては，学長や学部

長等が面談を行い指導する． 

本学では，2000 年に授業の質向上をとおして，より良い教育効果を上げるために，「共愛

学園前橋国際大学授業開発研究会会則」（根拠資料 3-12）が制定され，授業開発研究会が設

置された．同研究会では，これまで様々なテーマを設定し，例年研究会（研修会）を実施

し，FD 活動を展開してきた．同時に，本学の FD 活動の柱として，授業アンケートを基に

した教員同士の議論を実施している．コースごとに担当授業のアンケート結果を分析し，

互いの取組を共有しながら，それぞれの授業の質を高めるとともに，単に授業技法にとど

まらず，各授業の配当学年の適切性，受講人数の適切性，時間割の適切性，教室の適切性

など多角的に議論し，次年度のカリキュラム改善に活かしている．FD の目的は教員の質向

上が一義的ではなく，カリキュラム設計等も含めて，受講学生に質の高い学びを提供する

ことにあり，その意味において，技法研修に留まることのない本学の取組は，実質的な FD

活動であるといえる． 
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これらの取組を基盤として，2010 年には高等教育研究センターを設置し，授業開発研究

会の展開ほか，学修成果の可視化,ポートフォリオ等の教学マネジメント,エンロールメント

マネジメント（以下，「ＥＭ」とする）に資する IR の研究等に取り組んできた．近年の FD

活動は，授業アンケートを基盤とした教員相互の議論を継続しながらも教学マネジメント

に連関するテーマを扱っている（根拠資料 3-13）．また，SD と FD を合同で開催したり，

他大学との合同開催で行ったりしている．全学一致で各教職員がアクティブラーニング，

ポートフォリオ，学修成果可視化のためのルーブリック，地域志向教育研究，ナンバリン

グといった教学マネジメントに主体的に参画し，それを構築する機運を高め，他大学の状

況を把握しつつ地域の教育力を向上させることに寄与している．さらに，新任教員に対し

ては，学長，学部長面談を実施しての指導，グッドプラクティス集の作成による好事例の

共有，サバティカルによる教育研究力の向上を図っている． 

教育改善を目的とした FD 活動のほかにも，教員の資質向上を図るための研修や地域貢献，

管理業務などを含む教員に求められる活動も行っている．例えば，教員の研修制度として，

「共愛学園前橋国際大学サバティカル規程」（根拠資料 3-14）に基づき，専任教員の教育研

究能力や教育研究内容の向上を目的として，当該教員に対して授業及び校務を一定期間免

除し，その期間中，研究や研修に専念させている．その実績として，2009 年度～2014 年度

に計 4 名の教員がサバティカルを取得し，大学院（国内 3，海外 1）にて研修を行っている．

また，2013 年度及び 2014 年度には，教員の研究を支援するために科学研究費の申請に係

る FD を採択経験のある教員を講師として実施した．さらに，2014 年度には中央教育審議

会委員（本学園学事顧問）を講師に中央教育審議会の動向についての講演会を開催した．

このほかにもハラスメントに関する研修を毎年度，年度当初に開催し新任教員は必ずこれ

を受講させ，仕事の管理などの事務的な業務改善にかかわる PC 等の電子機器やソフトの使

用に関する研修会を随時実施している． 

 

２．点検・評価 

 本学の求める教員像については，本学の理念である「共愛・共生の精神」および国際社

会学部の目的である「国際社会のあり方について見識と洞察力を持ち，国際化に伴う地域

社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」を実現するために，求める教員像を「共

愛学園前橋国際大学教員資格基準」等の基準，規程，ホームページ，募集要項に示してい

る．また，教員組織の編成方針については，「共愛学園前橋国際大学学則」，「学校法人共愛

学園管理運営規程」等により明確に定めている． 

教育課程に相応しい教員組織の整備については，教員組織の編成方針を共愛学園前橋国

際大学センター運営規程等に基づきながら学長を中心に策定し，教員組織を整備し，常に

検証がなされている． 

教員の募集・採用・昇格については，「共愛学園前橋国際大学教員選考規程」や「共愛学

園前橋国際大学教員資格基準」等に基づき，教員人事委員会により適切に行われている． 

教員の資質向上を図るための取組は，着実に行われ，授業アンケートの結果から，学生

自身が本学で力がついたと感じている割合の向上，アクティブラーニングの導入効果も認

められる． 

以上の点から，本学は求められている基準を概ね充足していると判断する． 
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①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

第一に，教員の質向上のための取組の成果として，授業アンケートの結果が向上してい

ることを挙げることができる．本学の FD 活動の柱である授業アンケート結果の分析を行う

活動が功を奏し，教員一人一人の授業の質を高め，授業に対する学生の満足度が高められ

たと考えられる． 

  

図 1 授業アンケート総合評価平均値推移 

 

第二に，学生自身が本学で力がついたと感じている結果が，大きな効果といえる． FD

の成果によって質の高まった多くの教員の授業を受講し，そのいくつもの積み重ねにより，

学生たちは自身に力がついたと実感していると考えられる． 

 

図 2 本学で力がついたと思いますか（卒業時調査 2009 年～2014 年） 

 

第三に，専任教員全員がアクティブラーニング的要素をそれぞれの授業に導入しており，

これまでの FD の一つの成果といえる．また，全学的な教学マネジメントサイクル（後述）
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が構築されたことも，本学の FD 活動が単なる授業技法の改善にとどまらない活動を行って

きた効果といえる． 

そのほか，社会貢献や管理業務においても，それらの成果を挙げることができる．社会

貢献においては，男女共同参画，いじめ，差別，不登校，自殺等に関して，地域共生研究

センターを核に講演活動等で積極的に地域社会に貢献し，加えて，「ぐんま方言かるた」を

用いた教育活動や繭美蚕という学生企業を中心とする産学連携でも社会貢献を果たしてい

るところである．この学生企業を中心とする産学連携はサバティカルを取得した教員が主

導するものであり，FD が社会貢献へとつながった例である．管理業務においては，PC 等

の電子機器やソフトの使用に関する研修会をとおして，すべての教員が PC を活用すること

ができ，積極的に授業に PC を活用するとともに教授会をはじめとする学内の会議は，ペー

パーレスであることが FD の成果そのものである．このことはユビキタス・キャンパスを実

現した本学ならではの成果と言っても過言ではない． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教員の質向上について，専任教員による取組は成果を上げてきた．一方で，非常勤講師

への対応は質転換，質向上の面において不十分であり，改善を要する事項と認識している． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 これまでの教員の質向上の取組により，アクティブラーニングの充実や教学マネジメン

トサイクルの構築を行ってきた．現在はアクティブラーニングの効果を充実させるため，

フロー理論を援用した理解度と集中度を軸にした検証を個々の授業で行っている．これら

のデータが蓄積され，アクティブラーニングの効果的な方策が明らかになることが期待さ

れる．また，得られた検証結果をエビデンスとして FD を実施し，より効果的なアクティブ

ラーニングの実施に関する知見を共有させる．さらに，ポートフォリオと学修成果指標に

より，個々の授業の効果のみならず，学位プログラムや正課外活動を含む 4 年間の学修プ

ログラムの効果が検証できるようになる．この検証結果をエビデンスとして，学修プログ

ラムの PDCA で着実にまわし，その成果を学生個々のキャリア形成に結び付けられるよう，

IR と連動した EM を確立させる． 

加えて，COC＋の事業とも関連を図りながら群馬県，前橋市，伊勢崎市等との連携並び

に社会貢献を深めていきたい．管理業務については，絶え間なく展開する IT 環境の変化に

対応すべく研修会等を企画，実施する． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 非常勤講師の質向上については，着任時のオリエンテーションと当該科目担当コースに

よる情報共有，指導等を実施してきたが，加えて，非常勤講師対象の質転換，質向上に向

けた学習会等を実施することを検討したい． 
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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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学国際社会学部の教育目標は，「共愛学園前橋国際大学学則」第3条3項（根拠資料4(1)-1）

に定めるとおり，「グローカル」をキーワードに「国際社会のあり方について見識と洞察力

を持ち，国際化に伴う地域社会の諸課題に対処することのできる人材の養成」である．こ

の目標は本学ホームページに明示している（根拠資料 4(1)-2）． 

学位授与方針（ディプロマポリシー）は，大学ポートレート（根拠資料 4(1)-3），本学ホ

ームページ，Student web（学生ウェブ）（根拠資料 4(1)-4），AP 学修ポートフォリオ（根

拠資料 4(1)-5）に明示している． 

なお，学位授与は，学則に定める在学期間を満たし，かつ共愛コア科目・外国語科目・

専門科目・演習科目・個性的選択科目などからなる所定の 124 単位を修得した学生に対し

行っている．また，各自の専門性を養うため，コースごとに身に付ける素養を定め，本学

ホームぺージに公開している． 

 

（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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教育目標を踏まえ，本学では次の①から④のコンピテンシーを涵養すべく教育課程を編

成し，学位授与を実施している． 

 

① 地域社会の諸課題への対応能力 

② 国際社会と地域社会の関連性についての識見 

③ 問題を発見し解決するための分析能力・実践的技能 

④ 国際化社会に対応できる十分なコミュニケーション能力 

 

本学では，教育の基本を実践し，身に付けるべき素養を涵養できる学びの環境を整える

ために，全学生が履修する「共愛コア科目」をカリキュラムの中心に据え，最主要科目と

して「課題演習（ゼミ）」と「卒業研究（卒論）」を必修科目に位置付けている．さらに，

本学にある 5 つのコースでは，各コースの目標に即した「専門科目」が設定されている． 

本学のカリキュラムポリシーは，ディプロマポリシーと同様に，本学ホームページおよ

び大学ポートレートにおいて公表している．また，カリキュラムおよび科目区分・単位数

については，大学パンフレット（根拠資料 4(1)-6）や，履修ガイド（根拠資料 4(1)-7～11）

においても公開している． 

なお，2015 年度には，AP の始動に伴い，4 つのコンピテンシーについて学士力・社会人

基礎力等の既存の基準と調整し，見直しを行った．さらに，各項目の構成要素を具体的に

定義することで，カリキュラムの計画・運用・評価が教育目標とより適合するかたちで実
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施できるよう整備を進めている． 

 

（３）教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が，大学構成員（教職員

および学生等）に周知され，社会に公表されているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教育目標・学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の周知徹底について，学生に

対しては，主として 1 年生に参加を義務づけている「チャペルアワー」の時間に，「メッセ

ージ」というかたちをとおして，本学の教育理念や目的・教育目標を伝えている．2008 年

度からは，第 1 回目のチャペルアワーで本学園の草創期に力点を置いた「共愛学園の歴史」

について話す機会を設定している．その他に，入学式や卒業式の際にも教育理念等が周知

されるように努めている． 

また，毎年 4 月には履修に関する規程，カリキュラムの構成や手引き等が記載され，ま

とめられている「履修ガイド（コース別）」を全学生に配布し，学生が自らの学びを確認し，

設計できるようにしている．加えて，毎年 4 月の年度当初にあたり，学年別，コース別に

オリエンテーションを実施し，教育目標・学位授与方針および教育課程の編成・実施方針

の周知徹底を図っている． 

社会への公表として，本学から発信される媒体をとおして，学外者に対しても本学の教

育理念や目的・教育目標・学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を周知するため

の努力を行ってきた．その手段としては，本学園広報誌『KYOAI』，本学園機関誌『共愛の

教育』，ホームページ，大学案内，新聞，ラジオ，テレビなどの媒体をとおしての広報と，

本学の教職員が直接企業や高等学校を訪れて説明する人的な広報などが挙げられる．近年

では，ツイッター，フェイスブックなどの SNS も広報の手段として効果を発揮している． 

ホームページは，在学生・卒業生や本学を志願する受験生およびその保護者はもちろん，

高等学校の進路指導教員，企業の人事担当者，前橋市を中心に大学の立地する地域など，

あらゆる人々に対し，本学の教育理念・教育目標・学位授与方針および教育課程の編成・

実施方針はもとより，大学の現状をリアルタイムに伝える媒体として，前回の自己点検・

評価以降もさらにその充実に努めてきた． 

2009 年 1 月に，情報へよりアクセスしやすくなるようホームページデザインのリニュー

アルを行った．さらに 2014 年 12 月には，スマートフォンやタブレットからも閲覧しやす

いようタイル式のデザインにリニューアルを行い，さらに広く情報を公開できるホームペ

ージとなっている． 

学生募集のために作成している「大学案内」は，本学の教育理念と学部・学科の教育目

的・教育目標・教育内容から将来の進路まで具体的かつ詳細に紹介している．ホームペー

ジと並んで学生募集の柱となる媒体でもあり，本学を志望する受験生やその保護者，およ

び高等学校の進路指導教員に，本学の教育内容を正確に理解してもらえるよう編集に努め

ている． 

また，本学では学生が学内でいつでもどこからでも自らの学びや関連する情報にアクセ

スできるよう，環境づくりに取り組んでいる．2010 年度にはキャンパス全域に無線 LAN

を整備し，全学生と全教職員にモバイル端末を配付，ユビキタス・キャンパスを実現した．

履修登録や授業の出席登録は「共愛ポータル」という学生ウェブ上からモバイル端末で行
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われ，学生はシラバスや出席状況，成績をいつでもモバイル端末から見ることができる． 

 

（４）教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性を検証するた

めに，次の 4 つの仕組みを活用している． 

 

① 企画運営会議での審議 

② 教務グループ会議での審議 

③ IR 推進委員会での審議 

④ 在学生・卒業生へのアンケートの実施と情報共有 

 

本学の理念に基づく教育目的・各専攻・コースにおける教育目的・教育目標が社会的な

ニーズに合致しているか，あるいは，その教育目的・教育目標を目指すための教育組織や

教育課程が，十分な成果を生み出せるかを検証するため，本学の検証の仕組みは，教育成

果を軸に構築しており，①学生の満足度，②卒業生の満足度，③高校・社会の評価が大き

な要素となっいる．その点において，開学以来実施してきた「学生アンケート」「授業アン

ケート」「卒業生アンケート」（根拠資料 4(1)-12）等，広く大学内外の視点で本学を検証す

る素材となっている． 

 

２．点検・評価 

本学は，理念・目的を実現するために，共愛学園前橋国際大学学則に教育目標を定め，

それに基づき学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を本学ホームページに明示し

ている． 

また，教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は，学生及び教職員に

対して毎年度初めのオリエンテーションにおいてその周知徹底が図られている．加えて，

こうした方針に則して，十分な教育上の成果を上げるための教育内容と方法を履修ガイド，

学生ウェブ等に整備・充実させている． 

教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性については，企画運

営会議，教務グループ会議，IR 推進委員会，在学生・卒業生へのアンケート等により定期

的に検証されている． 

以上の点から，本学は求められている基準を概ね充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の教育目標に基づく涵養すべきコンピテンシーを今回の AP の始動に伴い，先行研究

に基づいた，より時勢に合ったものに見直している． 

前回の認証時に，改善の方策として提案した「共愛コア科目群」を 2009 年度に予定どお

り整備し，導入した．本学の理念である「共愛・共生の精神」および「グローカルコンセ
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プト（全体を見渡す幅広い視野を持ちながら，自らのよって立つ専門性を高めること）」を

具現化したこの新カリキュラムは，「自然の理解」「人間理解」「社会への視点」「グローバ

ルスキルズ」「国際理解」「地域理解」「人権と共生」という 6 つの科目群に分類され，導入

から 6 年を経て，学生の間に定着してきた． 

また，2013 年度からは，「グローカルコンセプト」を体現できるグローバルリーダーを育

成するために，従来の主専攻の他に，副専攻科目として，Global Career Training を設置し

た．このように，絶えず社会の動きに目を向けつつ，カリキュラムの整備・見直しは継続

的に行われており，その具体的な方策については，様々な媒体で明示している． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学位授与方針は様々な媒体で明示しているが，今後これらの情報へ学生が数多くアクセ

スし，恒常的に学位授与方針を認識できるよう工夫する必要がある． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学修成果を学生自身が把握できるように，ディプロマポリシーに基づき抽出されたコン

ピテンシーを活用した学修ポートフォリオの開発や，自己評価を行うためのルーブリック

の開発も行われ，2015 年度後期から運用段階に入っている．これらを効果的に活用するこ

とで，学生は自身の学修成果を省察し自己評価でき，成長過程を振り返り，学修を改善・

調整したり，深化させたりできるようになることが期待されている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

様々な媒体で，学位授与方針は明示しているが，今後これらの情報へ学生が数多くアク

セスし，恒常的に学位授与方針を認識できるよう今後も引き続き継続指導する． 

具体的には，2015 年度後期から運用段階に入っているルーブリックの活用において，自

己評価を行う際に都度教育目標，学位授与方針および教育課程の編成・実施方針等を確認

できるような仕組みを導入したい． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 4(1)-1 共愛学園前橋国際大学学則（既出 1-1） 

根拠資料 4(1)-2 本学ホームページ「理念・目的」（既出 3-4） 

根拠資料 4(1)-3 大学ポートレート 

        http://up-j.shigaku.go.jp/school/category02/00000000140901000.html 

根拠資料 4(1)-4 Student web （学生ウェブ）http://www.kyoai.info/ 

根拠資料 4(1)-5 KGC 学生向け利用マニュアル 

根拠資料 4(1)-6   2015 年度本学パンフレット 

根拠資料 4(1)-7  2015 年度履修ガイド英語コース 
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根拠資料 4(1)-8  2015 年度履修ガイド国際コース 

根拠資料 4(1)-9  2015 年度履修ガイド情報・経営コース 

根拠資料 4(1)-10 2015 年度履修ガイド心理・人間文化コース 

根拠資料 4(1)-11 2015 年度履修ガイド児童教育コース 

根拠資料 4(1)-12 2014 年度卒業生アンケート結果 
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第２節 教育課程・教育内容 

１．現状説明 

（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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 本学で開設される科目は，合計 451 科目である．一学部一学科の中に国際社会専攻，地

域児童教育専攻の 2 つの専攻，5 つのコースを設置しているため，単一学部の大学としては

科目数が多く，多彩なカリキュラム編成となっている．これらの科目は，本学の教育目標

および 4 つのコンピテンシーを涵養すべく編成された教育課程に基づき，開設されている． 

大きな特徴としては，次の①～⑥があげられる． 

 

① キリスト教精神，「共愛・共生の精神」の理念に基づくキリスト教教育で，倫理性

を培う 

② 大学での学修をスムーズに進められるよう，コンピュータスキル，学習スキル，

国語能力，外国語能力などの基礎的な科目を少人数できめ細かく指導している 

③ 2 専攻・5 コース制で，目指す将来像にあわせた履修ができる 

④ 共愛学園の伝統的な強みである英語教育に力を注いでいる 

⑤ フィールドワーク，ボランティア，インターンシップ，学校支援など，地域社会，

国際社会における実践的な学修を積極的に取り入れている 

⑥ 小学校･中学校･高等学校の教員免許取得をはじめ，TOEICなどの語学資格，簿記，

情報処理技術者，日本語教師，児童英語教師など，様々な資格取得を支援している 

 

本学部学科のカリキュラムは，「外国語科目」，「共愛コア科目」，「専門科目」（コースコ

ア科目，その他の専門科目），「自由選択科目」，「演習」の 5 つの科目群および，教員免許

を目指す学生のための「教職課程科目」，外国人留学生のための「日本語科目」の合計 7 つ

の科目群からなっている．「共愛コア科目」は，「共愛・共生の精神」を本学の理念として

本学・本学部の方向性にあった科目を設定している． 

各専攻とコースの科目群，設置科目数は表 3 のとおりである． 

 

表 3 コース別設置科目数 

 

国際社会専攻・地域児童教育専攻 

英語 

コース 

国際 

コース 

情報・経営

コース 

心理・人間

文化コース 

児童教育 

コース 

外国語科目 30 科目 36 科目 36 科目 37 科目 36 科目 

共愛コア科目 61 科目 57 科目 59 科目 57 科目 
74 科目 

(コースコア 55) 

専門科目・ 

共通専門科目 
277 科目 258 科目 258 科目 259 科目 279 科目 

演習 5 科目 5 科目 5 科目 5 科目  5 科目 
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学士課程計 373 科目 356 科目 358 科目 358 科目 394 科目 

教職科目 20 科目  21 科目  20 科目  20 科目  5 科目 

日本語科目 

（外国人留学生専用） 
8 科目 8 科目 8 科目 8 科目  8 科目 

 

また，GGJ の採択に伴い，Global Career Training 副専攻を設置した（根拠資料 4(2)-1）．

Global Career Training 副専攻では，語学力やグローバル人材に必要な知識やスキルの修

得を目的とする．どのコースの学生でも副専攻の履修が可能であり，卒業単位としても認

定される．30 単位以上の修得で修了証書を卒業時に発行する． 

 さらに，2015 年度から，本学で開講されている講義すべてに，分類記号・番号を付した

（根拠資料 4(2)-2～6）．このナンバリングは，学生が学修の目安になるよう設定をした．

科目ナンバリングは各授業科目の学問分野や水準を示すもので，教育課程をより体系的に

理解するためのツールとして履修の際などに参考にするために作られている．これには

様々な講義を類似の分野の頭文字でグループ化し，難易度を加えることで，科目相互の関

係を直感的に分かるようにしている．例えば，表 4 のように同分野で類似する名称の科目

で難易度が 2，3，4 とあった場合，難しさや専門性の度合いなどを判断する上で参考材料

となり，履修計画を作成する上でも有効なものとなった．なお，順次性のある体系的な授

業科目については，履修学年を指定している．また授業科目名にⅠ，Ⅱ等の順次性がわか

る記号を付している． 

 

表 4 コース別設置科目数 

ナンバリング 難易度 難易度英語名 

1 基礎科目 Introductory 

2 中級科目 Lower Intermediate 

3 上級科目 Upper Intermediate 

4 最上級科目 Advanced 

＊分野(アルファベット 3 文字) + 難易度(1〜4 の数字)  

例：経営学 BUA 2  （BUA は Business Administration からの頭文字．） 

 

（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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 本学国際社会学部は，国際社会専攻と地域児童教育専攻の 2 専攻を配置し，さらに履修

モデルとなる 5 コースを設置している．英語コースは，「国際社会で活躍できる実践的，総

合的な英語力を身につけた人材の育成」を教育目標とし，その教育内容は，実践的な英語

力を武器に「国際化する地域社会で貢献する」ものとなっている（根拠資料 4(2)-7）．国際

コースは，グローバル化した環境を正しく知り，そこから個人や地域にとってプラスの成

果を引き出す能力を「国際力」と名付け，その能力の育成と向上を目標としている（根拠

資料 4(2)-8）．情報・経営コースは，「幅広い知識の上に高度な専門性を身につけたスペシャ

リストになるため，広い視野と現場に即した実践力・社会適応能力・ビジネス社会をけん
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引する行動力を養う」を教育目標とし，バーチャルカンパニーなど，実社会や地域に密着

した実践的カリキュラムをとおして社会適応力を身につけ，同時に世界と地域の社会経済

的な関連性についての識見を高める教育を行っている（根拠資料 4(2)-9）．心理・人間文化

コースは，心理および文化を中心に，歴史，文学，宗教，教育，外国語，共生等多様な角

度から人間を探求し，世界と地域の社会文化についての識見と，コミュニケーション能力

を備えた人材を育成する教育目標に沿った教育内容となっている（根拠資料 4(2)-10）．児童

教育コースは，その教育目標を「国際的な視野を持ちながら地域社会の課題と向き合って，

様々な教育現場で子どもたちの学びを支援できる人材となるよう，小学校教員としての即

戦力，小学校教員としての専門力，小学校英語に対応できる英語力，地域とともに子ども

を支援する実践力を養う」としている（根拠資料 4(2)-10）．各コースとも学士課程教育に相

応しい教育内容である． 

本学の初年次教育は，大学教育を受ける上で欠かせない知識とスキルを身に付ける「基

礎演習・基礎力の教育」，キリスト教の精神を学び社会人としての倫理性を身に付ける「キ

リスト教主義に基づく全人教育」，国際化社会に欠かせない語学力である「外国語教育」「コ

ミュニケーション教育」からなり，高等学校教育から大学教育へのスムーズな接続を意識

した内容となっている． 

基礎演習・基礎力の教育は，演習科目群の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を指している．基礎演習

は各専攻・コースごとにクラス分けており，後期中等教育から大学教育へのスムーズな移

行を図れると同時に，各専攻･コースの専門教育に適応できる基礎力をつけ大学生としての

スキルを身に付けることを目的とした授業を行っている．各専攻・コースごとに 1 クラス 5

名～15 名程度の少人数で運営されているため，教員と学生のコミュニケーションが密にな

り，不慣れな新入生の頼れる場としても機能している．また，ゼミ（基礎演習 1 クラス）

単位での活動以外にコース全員を対象としたオリエンテーション・スポーツ大会・レクリ

エーション・アサーショントレーニングなども組み入れ，専攻・コース内での仲間づくり

や教員との接点を多く持てるよう配慮している．（根拠資料 4(2)-11） 

キリスト教主義に基づく全人教育では，「共愛・共生の精神」の理念がキリスト教の精神

によって基礎づけられている．全人教育とは，知識・感情・意志のいずれにも偏らない，

すべての面で円満に発達した人格を育成することをいう．「共愛・共生の精神」という理念

は，まさに知識･感情･意志のいずれの段階においても学生に深く根付いていくべきもので

ある．また，「共生社会」の創造に寄与し，その中で共生を体現していくためには，一人一

人が，まず自己を確立し，主体性と自尊心を持って社会の構成員となることを必要とする．

教育の基本の第一は，そのような人材の養成を目標としている． 

外国語教育は，基礎教育に欠かせないものとして，全コース共通の英語科目を必修とし

ている．「Unified EnglishⅠ・Ⅱ」（15 コマ設置，）「Spoken EnglishⅠ・Ⅱ」（14 コマ設置，）

「Written EnglishⅠ・Ⅱ（英語コース以外は 2 年次）」（14 コマ設置）各 2 単位である． 

また，英語科目のほかに「中国語インテンシブプログラム」として，中国語を第一外国

語として学ぶ制度を設置している．英語コース以外の 4 つのコースで選択することが可能

であり，このプログラムを選択した学生は，中国語検定 3 級以上の取得を目指す．（根拠資

料 4(2)-12） 

コミュニケーション教育には，「国語表現」，「コミュニケーション技法」，「情報演習・基
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礎」がある．「国語表現」は，大学生活や社会生活に必要な日本語表現を学び，考え「書く

こと」に焦点を当てた日本語表現のスキルアップを目的としている．これからの国際社会

で生きていくためには，誰に対しても，正確で快いことばの使い手（表現者）である必要

があり，理想的なことばの使い手（表現者）となるためには，相手のことを考えた表現，

相手を思いやる表現を身に付けなければならない．「コミュニケーション技法」では，心理

学を中心とする学問的立場から，「コミュニケーション」を支える理論について学び，学ん

だ理論を援用しながら，グループワークなどの演習を行い，より円滑で効果的な「コミュ

ニケーション」のあり方を学ぶ．このような理論と実践の往復によって，「コミュニケーシ

ョン」についての理解を深めることを目指す．「情報演習・基礎」は，全コース共通の必修

科目として，基礎科目群に配置され，コンピュータの基本操作から，LAN，インターネッ

トの使い方と文書作成，さらに Excel を使って関数やグラフ作成などの機能を学ぶ．この

授業は大学での学修に必要なコンピュータ操作能力が基礎レベルに到達することを目標と

している． 

このようなスムーズな高大接続を意識した初年次教育に加え，従前より高等学校への模

擬授業の提供，高校生の大学見学の受け入れなど，高校生のキャリア支援活動を中心に高

大連携を展開してきた．また，本学園高等学校の生徒が本学の授業科目を履修し，単位を

修得する高大連携授業の実施や，2014 年度より群馬県の事業として開始された公立高校の

生徒が本学に来学し大学生と共にアクティブラーニングを展開する高大連携コラボゼミも

実施している．さらに，2015 年度からは，高大接続答申を踏まえ，県内高校に対してアク

ティブラーニング入門セミナーを提供している．また，副学長は群馬県教育委員会が設置

する高大連携推進協議会の委員となり，取組に参画している． 

 

２．点検・評価 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の授業科目は，本学の教育目標およびディプロマポリシーを涵養すべく編成されて

おり，授業科目にナンバリングをするなど順次性のある授業科目にも配慮した体系的な配

置がなされている．専門教育・教養教育については，科目を 7 つの科目群に分けることで，

しっかりと位置付けている． 

また，各コースでは学士課程教育に相応しい教育内容を提供している．初年次教育は，「基

礎演習・基礎力の教育」，「キリスト教主義に基づく全人教育」，「外国語教育」「コミュニケ

ーション教育」の各領域において，丁寧に取り組んでいる．高大連携に配慮した教育内容

としては，高等学校教育から大学教育へのスムーズな移行を支援するための初年次教育の

取組はもとより，高校生のキャリア支援，高大連携授業，高大連携ゼミ，高校教員の支援

等に取り組んでいる． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 
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教員の総意により，本学で開講されている講義すべてに，ナンバリングを施した．これ

らの取組により，同じ分野の似たような名称の講義で難易度が 2，3，4 の科目があった場

合，難しさや専門性の度合いなどを判断する上で参考材料になり，履修計画を作っていく

上でも有効なものになった． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

特記事項なし． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 科目のナンバリングは，今後，科目の改廃なども含めながら，教員の総意のもと，毎年

見直しを行う． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 特記事項なし． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 4(2)-1  Global Career Training 副専攻規程 

根拠資料 4(2)-2  2015 年度履修ガイド英語コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(2)-3  2015 年度履修ガイド国際コース（既出 4(1)-8） 

根拠資料 4(2)-4  2015 年度履修ガイド情報・経営コース（既出 4(1)-9） 

根拠資料 4(2)-5  2015 年度履修ガイド心理・人間文化コース（既出 4(1)-10） 

根拠資料 4(2)-6  2015 年度履修ガイド児童教育コース（既出 4(1)-11） 

根拠資料 4(2)-7 本学ホームページ（英語コース）http://www.kyoai.ac.jp/?p=52 

根拠資料 4(2)-8 本学ホームページ（国際コース）http://www.kyoai.ac.jp/?p=102 

根拠資料 4(2)-9 本学ホームページ（情報・経営コース）http://www.kyoai.ac.jp/?p=129 

根拠資料 4(2)-10 本学ホームページ（心理・人間文化コース）http://www.kyoai.ac.jp/?p=147 

根拠資料 4(2)-11 本学ホームページ（児童教育コース）http://www.kyoai.ac.jp/?p=162 

根拠資料 4(2)-12 本学ホームページ（基礎ゼミ）http://www.kyoai.ac.jp/?p=280 

根拠資料 4(2)-13 本学ホームページ（中国語インテンシブ）http://www.kyoai.ac.jp/?p=284  
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第３節 教育方法 

１．現状説明 

（１）教育方法および学習指導は適切か． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では，英語を中心とする外国語を学ぶ科目の多くを演習科目とし，15 週で 1 単位を

認定している．また，1 年次の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」，3 年次の「課題演習Ⅰ・Ⅱ」，ならびに

4 年次の「卒業研究」を演習科目区分に置き，すべて必修科目としている．その他は，講義

科目と位置付けているが，教育の質転換が進む中で，多くの授業がアクティブラーニング

の要素を取り入れた授業を行い，一方向的な授業形態は推進していない． 

本学の全授業におけるアクティブラーニングの採用率は 75％であり，日常の授業の中で，

グループワークやプレゼンテーションなど，学生の主体的な参画を促す授業方法が採用さ

れている．また，各コースには，学生の主体的参加を促すとともに，実体験を伴う特徴的

な科目が配置している． 

具体的には，英語コースは「海外留学・研修」，国際コースは「海外フィールドワーク」，

情報・経営コースは特産品を活用し地元企業と協働する「電子商取引」，心理・人間文化コ

ースは地域へのフィールドワーク等を含む総合科目「人間を考える」，児童教育コースは近

接公立小学校での「学校フィールド学習」等を開設している（根拠資料 4(3)-1～5）． 

これらに加え，地元中学生の海外研修の引率インターンシップ（根拠資料 4(3)-6），地元

小学生のためのグローバルワークショップ企画運営（根拠資料 4(3)-7），地元企業の海外法

人を拠点に海外課題解決型インターンシップ（根拠資料 4(3)-8），地元社会人と英語のみで

アクティブラーニングを展開する科目群，地元企業の若手社員とテーマに沿った課題解決

ワークを行い（根拠資料 4(3)-9），PBL によるグローカル力を高める実践的学修，地元小学

生の地域発見プロジェクトの支援（根拠資料 4(3)-10），生活が困難である中学生のための学

習支援（根拠資料 4(3)-11），中心市街地活性のための前橋市役所職員と他大学生との協働プ

ロジェクト（4(3)-12）など，地域におけるサービスラーニングが，Global Project Work，

Global Skills，地域実践演習といった科目名で行われている． 

また，2015 年度からはサービスラーニングタームという制度を創設し，約半年間にわた

り，自治体や企業で行う長期インターンシップやNPO等と展開するRegional Project Work，

南オーストラリア教育庁と連携しての海外教育実習などが行われている． 

年間の履修科目登録の上限については，40 単位以上 50 単位以内と指導している．毎年度

当初に全学年を対象に各学年で履修指導を行い，加えて 1，2 年生には各コースのオリエン

テーションを実施し指導するとともに，出席不良の学生に対する注意等を含め日常的に学

生センターが履修等の指導にあたっている． 

学習指導については，1，2 年生は基礎演習の担当教員，3，4 年生は課題演習並びに卒業

研究の担当教員がアドバイザーとなり，オフィスアワーも含めて実施している．外国語セ

ンター，情報処理センター，図書館，ラーニングコモンズ，教職支援室による学習支援も

行われている．さらに，学生同士の学び合いを重視し，学生の英語アカデミックピアチュ

ータによる英語学修支援，IT サポートによる情報学修並びに情報機器操作支援，Library 

Peer Tutor Desk（以下，「ラピタデスク」とする）によるレポート作成などの学修支援，

留学生チュータによる留学生への学修支援等を行っている． 
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（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 本学では，前回の自己点検評価後，シラバスの記入事項を継続的に改善してきた．シラ

バスの記載項目は，概要，到達目標，教授法，受講条件，評価方法・前提科目，教材，参

考図書，関連図書情報，そして各回の授業内容の説明で構成されている．シラバスは学内

のイントラネット上で公開されており，学内から誰でも閲覧できる． 

 2011 年度より，授業 15 週のシラバスの記載については，すべてに各回の授業内容を記

入している（課題演習，演習形式の講義，学外学修などを除く）（根拠資料 4(3)-13）． 

また，2015 年度からは，アクティブラーニング，サービスラーニング，課題解決型学習

の有無を記入する欄を加え，回ごとに教室外学修の課題内容および必要な目安時間も記入

するように改善した（根拠資料 4(3)-14）．なお，現在，ウェブ上のシラバスにおける教科書

や参考文献欄から，大学図書館のウェブでの当該書籍の書誌情報へリンクを貼る作業に着

手しており，一部のシラバスではすでに実現している．これは，図書館における授業時間

外学修をシラバス面から支援する試みである． 

 現在本学のシラバスは記入項目も多岐にわたっているため，学生が履修前に必要事項を

把握する上で，十分な情報を提供している．学生がシラバスの内容を確実に把握・理解し

た上で履修開始ができるよう第 1 回目の授業を「シラバス授業」と呼び，担当教員は，授

業の目標，15 週の授業の流れ，成績評価の方法などシラバス内容の説明した後に，授業を

開始する．本学ではこのシラバス授業を極めて重視し，第 1 回目の授業に出席しなかった

学生の履修は認めていない．そのため，学生は履修を決めるにあたって，シラバスの内容

を正確に把握することができる． 

 シラバスでは学修計画が 15 週の授業ごとに，課題も含めて詳細に記載され，担当教員は

具体的な授業計画を作成しなければならない．そのため，シラバスと授業内容の整合性は

高い．また，シラバス作成後に講義計画に重要な変更が生じた場合には，担当教員が必ず

第 1 回目のシラバス授業において変更点を明瞭に告知・説明することを徹底している． 

 

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

成績評価に関して，評価方法・評価基準をシラバスに記載し，シラバス授業で必ず説明

している． 

 前回の自己点検・認証評価において，全体に占める S（90 点以上）の割合が多いという

指摘を受け，段階的に評価の基準の見直しを行い，2015 年度より新しい成績評価方式を採

用している．新しい成績評価基準は表 5 のとおりである． 

 

表 5 新しい成績評価基準 

秀 上位 1 割以内かつ 90 点～100 点 認 単位認定 

優 80 点〜100 点   

良 70 点〜79 点   
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可 60 点〜69 点 欠席 試験受験せず 

不可 59 点以下（不合格） 抹消 受験資格なし 

 

最高成績である「秀」を相対評価方式にし，全体の 1 割以内とより厳格な制約を課して

いる．なお，レベル別にクラス編成が行われている一部の授業に関しては，例外として上

級クラスの学生の上位 2 割までに「秀」を付与することで，上級クラス学生の学習動機を

損なわないよう配慮している．また，演習系の科目（基礎演習・課題演習・卒業研究）で

は，「秀」の数を１割以内と限定していない． 

 成績証明書においては，2014 年までに旧基準で取得した成績はすべて SABC 表記，2015

年度以降に新基準で取得した成績はすべて秀優良可で表記することで，成績評価の基準を

変更したことが誰に対しても明確に分かるようにしてある． 

 同様に，成績評価の厳密性を担保するため，2015 年度から，全教科，成績管理システム

への素点（100 点満点）による入力に一元化された． 

 学生の成績を総合的に判定する手法としては，GPA（Grade Point Average） 制度を導

入している．GPA は成績評価のうち「秀」を「5」として以下，優=4，良=3，可=2，不可

=1 として 5 ポイント満点で集計している． 

単位認定の基礎となる学修時間は，15 週，各 90 分の授業への出席に加え，授業外学修時

間によって確保される．単位認定に必要な各講義の授業外学修時間を可視的なものするた

め，2015 年度から，シラバスにおいて各回の授業内容の説明に加え，授業外学修課題の内

容や，課題に必要な時間の目安を記入する項目を設定した． 

卒業に必要な単位の構成は表 6 のとおりである． 

 

表 6 卒業時に必要な単位 

外国語科目 共愛コア科目 専門科目 演習 個性的選択 合計 

14 単位以上 20 単位以上 62 単位以上 12 単位 16 単位以上 124 単位 

  

中・長期留学生や短期研修生として修得した単位については，認定の適切性を保持する

ため，送り出し先の厳選と適切な単位の読み替えを行っている．送り出し先の厳選につい

ては，大学のレベルでの認定にふさわしい提携先という観点から，すべて大学管轄・大学

附属の語学学校としている（根拠資料 4(3)-15）．そのうえで，留学生・語学研修生の受け入

れに関する MOU を締結し，専任教員が直接現地を訪問し，授業内容や学修時間を確認す

るなどして，提携先教育機関の単位の基礎となる学修の時間と質について裏付けをとって

いる． 

適切な単位の読み替えについては，当該学生の現地での取得単位，累積学修時間などを

確認し，月例の教務グループ会議で検討し，教授会に諮って承認を得ることで，適切な単

位認定となるようにしている． 

 3 年次編入生の既修得単位の認定については，編入応募者がこれまでに別の教育機関で取

得した成績証明書を月例の教務グループ会議において，編入時に既習得科目として認定す

る科目の種別，科目数を個別に検討した上で，教授会に諮って決定する． 
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 群馬県内の 7 大学（群馬県立女子大学，関東学園大学，上武大学，東洋大学，放送大学，

群馬大学，本学）との「単位互換に関する包括協定」による単位の認定については，教務

グループ会議・教授会での審議・承認を経て行っている． 

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い，その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では，開学以来授業アンケートを実施している．特に本学の授業アンケートは学期

の途中に実施し，その結果を当該授業の受講生にフィードバックをするとともに，教員が

受講生とともに授業方法を含めて改善する努力を重ねてきた． 

また，授業アンケート結果を基に教員同士が評価し合う FD 活動を例年実施し，その成果

が授業方法の改善と教育の質転換に結びついている．また，例年学生アンケートを実施し，

社会人基礎力の測定等をとおしてその成果を把握してきた． 

2015 年度には，ポートフォリオの運用が開始され，学修成果指標とその評価のためのコ

モンルーブリックが策定された．これらをとおして成果を検証しながら学生と教員との振

り返りを経て，次期の学修計画が立案され，本学の教育課程の有用性を検証する仕組が構

築されることとなる．さらに，2015 年度現在構築中である IR の仕組みと体制が運用され

ることで，一人一人の学生にエビデンス・ベーストの学習指導が行われることになる． 

図 3 コモンルーブリック 

 

 

２．点検・評価 

 教育方法および学習指導では，教育目標の達成に向けた授業形態が採用され，履修科目

登録の上限も設定されている．また，学習指導も充実し，学生の主体的参加を促す授業方

法がとられている． 

 シラバスには改良が加えられ，内容も充実し，学生への周知の工夫も実施されている．

また，授業内容・方法とシラバスの整合性も図られている． 

 成績評価はシラバスおよびシラバス授業で明示・説明され，厳格な成績評価がなされて

いる．単位認定および既修得単位の認定も適切である． 
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 教育成果については，定期的な検証が行われその結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

シラバスは 2011 年，2015 年と相次いで記入項目の増加，記入内容の充実が図られ，受

講する授業の内容について非常に詳細な情報が開示されるようになった．これにより，授

業外学修時間の伸長という効果が表れている（根拠資料 4(3)-16）． 

2015 年度から新基準に基づいて成績評価が行われるようになり，評価の厳格化を図って

いる．また，2014 年度後期は週当たり 8.8 時間だった授業外学修は，2015 年度前期のアン

ケート結果では週当たり 9.5 時間増加している． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

2015 年度より導入した新しい成績評価の基準により，「秀」の取得者が従来の「S」より

大きく減少したため，GPA 平均が前年度比で約 7.6％低下した（根拠資料 4(3)-17）．GPA

値は特待生の継続審査などの基準となっているため，前年度までの GPA 基準をそのまま適

用すると，特待生の継続が困難となる．そのため，新しい成績評価基準と GPA の水準に合

わせ，特待生継続の適切な GPA 値の再設定が必要である． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 シラバスは，今後学生アンケートなどにより，記載事項の内容についてさらに継続的改

善を図る予定である．また，2015 年度後期から本格的な運用が開始された学生個人ごとの

e ポートフォリオの実利用の実態や成果を確認しながら，シラバス・e ポートフォリオ・図

書館情報システムについて，学生の学びにとって最大の利便性を提供できるかたちを目指

して，システムの統合を一層進める予定である． 

 成績評価は，今年度から新基準を採用したため，この基準で成績データを集めながら，

今後の課題や改善点を見つけていく． 

 単位認定に関しても，毎年教務グループ会議を通じて小さな問題点を継続的に話し合い，

改善を繰り返している． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

特待生継続の適切な GPA 値の再設定については，学生センター及び進路支援センターを

中心に検討・審議を重ねていく．また，成績評価の厳格化は，新しい成績評価基準により，

「秀」の割合が１割になるなど，成果が着実に上がっているが，演習科目（基礎演習・課

題演習・卒業研究）にこのルールは適用されていない．演習科目の特殊な性格を勘案して
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自覚的にとられた例外であり，この点を変更する予定はないが，教員間の差により不平等

感が生じる可能性がある．そのため，演習科目における成績付与の仕方をある程度標準化

できる基準や目安の設定が今後の検討課題となり，教務グループを中心に検討を重ねる． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 4(3)-1  2015 年度履修ガイド英語コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(3)-2  2015 年度履修ガイド国際コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(3)-3  2015 年度履修ガイド情報・経営コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(3)-4  2015 年度履修ガイド心理・人間文化コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(3)-5  2015 年度履修ガイド児童教育コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(3)-6  本学ホームページ（海外研修・フィールドワーク）

http://www.kyoai.ac.jp/?p=262 

根拠資料 4(3)-7   小学生のためのグローバルワークショップ 

根拠資料 4(3)-8   課題解決型グローバルインターンシップ 

根拠資料 4(3)-9   社会人とアクティブラーニング 

根拠資料 4(3)-10  地域発見プロジェクト小学生向けワークショップ 

根拠資料 4(3)-11  中学生のための M-change 

根拠資料 4(3)-12  共同プロジェクト 

根拠資料 4(3)-13   授業 15 週のシラバスの記入例（教務が教員に依頼時） 

根拠資料 4(3)-14  2015 年度からの新シラバスの記入例（教務が教員に依頼時） 

根拠資料 4(3)-15  留学・研修プログラム一覧リーフレット 

根拠資料 4(3)-16   授業外学修時間の伸長に関するアンケート 

根拠資料 4(3)-17  GPA 平均の前年度比 

根拠資料 4(3)-18   2015 年度 共愛学園前橋国際大学時間割（英語コース） 

根拠資料 4(3)-19  2015 年度 共愛学園前橋国際大学時間割（国際コース） 

根拠資料 4(3)-20  2015 年度 共愛学園前橋国際大学時間割（情報・経営コース） 

根拠資料 4(3)-21   2015 年度 共愛学園前橋国際大学時間割（心理・人間文化コース） 

根拠資料 4(3)-22  2015 年度 共愛学園前橋国際大学時間割（児童教育コース） 

根拠資料 4(3)-23  2015 年度 集中講義予定日程表 

根拠資料 4(3)-24  2015 年度シラバス 
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第４節 成果 

１．現状説明 

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学生の学修成果を測定するための評価指標の開発とその適用については，2014 年度に採

択された文科省「大学教育再生加速プログラム」の計画（根拠資料 4(4)-1）に従って，遂行

している．本学の学修成果指標の開発とその適用の目的は，正課学修活動だけでなく正課

外活動も含め，成長を自ら評価し目標に向かって学び続ける学生の育成であり，学修成果

可視化システムと連動して活用する． 

学修成果指標を開発するにあたっては，2014 年度に DP を本学の教育の目的に従って見

直し，2015 年度には学修成果指標「共愛 12 の力」（根拠資料 4(4)-2）の策定を行い，2016

年度よりシラバスと対応づける．2017 年度には策定した学修成果指標の妥当性を検証して

改善を行い，2018 年度には改善した学修成果指標を完成させる． 

これまでも学修行動調査の一つとして，学生に自己評価を求めていたが，それに加えて

学修成果指標「共愛 12 の力」に対する学生の自己評価を，「エビデンス・ベーストの自己

評価」システムという学修成果可視化システムで「共愛コモンルーブリック」を用いて実

施する． 

卒業後の評価（就職先の評価，卒業生評価）については，卒業生に対してはこれまでも 3

年に一度実施してきたが，学修成果指標の妥当性の検証と教育プログラムの改善を目的に，

就職先と卒業生に対し，新たな調査内容を検討して実施する． 

 

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学位授与基準ついては，ディプロマポリシーで「学則に定める在学期間を満たし，かつ

共愛コア科目・外国語科目・専門科目・演習科目・個性的選択科目などからなる所定の 124

単位を修得した学生に対し」，学士（国際社会）を授与するとしている（根拠資料 4(4)-3）． 

 学則の定める在学期間とは，以下のいずれかに相当する期間である． 

 

  ・本学に 4 年以上在学した者 

・本学の第 3 年次に編入学し，2 年以上在学した者 

・本学に再入学又は転入学し，その者の在学すべき期間以上在学した者 

 

124 単位の内訳については，卒業要件として「履修規程」（根拠資料 4(4)-4）に明示し，

履修ガイドや学生ウェブで公開している． 

学位の授与は，学則第 4 章第 7 条 2 項（根拠資料 4(4)-5）により，2014 年度までは教授

会の審議・決定事項，2015 年度の学則改定以降は，教授会の審議を経て，学長の決定事項

となっている． 

決定までの手続きは，まず教務グループにおいて卒業判定資料を作成，合否を審議し，

次に教授会で卒業判定資料に基づき，合否を審議し，最終的に学長が認定する．決定から

授与までは，卒業判定合格者の公示があり，その後，学長から学位記が授与される．なお，
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卒業不能者（再試験対象者と学費未納者および単位不足による不合格者）は，卒業判定合

格者の公示の際，教務グループメンバーが説明を行い，その後，学生センター教職員や演

習担当教員等による個別面談をとおして指導を行っている． 

 

２．点検・評価 

教育目標に沿った学修成果を的確に評価するために，その評価方法や評価指標の開発に

関して，本学は，「共愛・共生の精神」という建学の精神，および教育の目的に定める本学

の目指す人材像に鑑み，2014 年度には卒業時に身に付けておくべき到達目標であるディプ

ロマポリシーを知識・技能・態度の面から見直し，4 つの能力として明示した．2015 年度

には，それに基づき具体的に細分化された学修成果指標「共愛 12 の力」と「共愛コモンル

ーブリック」を策定した．学生の自己評価においても，計画どおり遂行しており，2014 年

度からは卒業生に対して継続して調査できるようウェブを活用した体制を整え実施してい

る．卒業生に対するパイロット調査では，通知はがき発送総数 2,489 に対し，166 の回答を

得た（実質回収率 7.3％）．なお，本格的な卒業生調査は，継続して実施する予定である． 

また，学位授与基準および学位授与手続きは，定められた手順に従い適切に行われてい

る． 

以上の点から，本学は求められている基準を概ね充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学修成果指標の策定にあたっては，能力の表現において，GGJ や COC で進めるグロー

バル産業人材要件や文科省が求める学士力，経産省が求める社会人基礎力にも対応させ，

学生が理解しやすいように工夫している．日本において全学共通のルーブリックの策定は

まだ稀であり，同時に学修成果の可視化プロセスに学生自身を深く関与させる点において

他大学に類を見ない取組であり，教学マネジメントの改善および学修者の自律性の育成に

おいて大きな効果を上げるものと考える． 

卒業判定において卒業不能となった学生に対しては，合格者発表と同時に支援を開始し

ているため，当該学生はその理由を理解し，落ち着いてその後の履修計画を立てることが

できている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

卒業後の評価（就職先の評価，卒業生評価）については，2014 年度に卒業生調査を実施

したが，継続して調査していくことを目的としたため，質問内容は不十分である．                                         

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

今後学修成果指標とコモンルーブリックの運用を確実に実施し，検証と教育改善を実施

していく．                                
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②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

今後は学修成果指標の妥当性の検証と教育プログラムの改善を目的に新たな調査内容を

検討して実施する必要がある．また，就職先の評価に関しても 2015 年度より実施に向けて

準備を進めている．さらに，卒業後の評価をエビデンスとして検証し，その検証をもとに

教育改善に取り組むシステムを構築していく．                                      

 

４．根拠資料 

根拠資料 4(4)-1 文科省ホームページ「大学教育再生加速プログラム」（既出 根拠資料 2-1） 

根拠資料 4(4)-2 シラバスにおける「共愛 12 の力」との対応について 

根拠資料 4(4)-3 本学ホームページ（理念・目的）（既出 2-1） 

根拠資料 4(4)-4 共愛学園前橋国際大学履修規程 

根拠資料 4(4)-5 共愛学園前橋国際大学学則（既出 1-1） 

根拠資料 4(4)-6  2015 年度履修ガイド英語コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(4)-7  2015 年度履修ガイド国際コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(4)-8  2015 年度履修ガイド情報・経営コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(4)-9  2015 年度履修ガイド心理・人間文化コース（既出 4(1)-7） 

根拠資料 4(4)-10 2015 年度履修ガイド児童教育コース（既出 4(1)-7） 
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第５章 学生の受け入れ 

 

１．現状説明 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は建学の理念や教育目標に基づき，アドミッションポリシーを定め，ホームページ

や入試ガイドに学生の受け入れ方針を明示している．本学はキリスト教主義の大学として，

他者との共生を図りながら地域社会の国際化に対応できる人材の育成を目標とし，求める

学生像を以下のような素養を持つ者と明示している（根拠資料 5-1，5-2）． 

 

1.自分と他者を愛し，社会と共に生きていこうとする精神をもっている人 

2.常に世界に視野を広げながら，地域社会を大切にする思いをもっている人 

3.自ら主体的に学ぶ意欲があり，他者と協力して学習・活動に参画できる人 

4.大学での学びに必要な能力―基礎的な学力，コニュニケーション力，思考力，文章力，

問題発見力などをもっている人 

5.スポーツや芸術，社会活動に積極的に取り組んでいる人 

6.本学と志望するコースの教育内容をよく理解したうえで，本学と志望コースでの学修を

強く望んでいる人 

 

障がいのある学生の受け入れについては，これまでにも受け入れ実績があるが，2009 年

より「障がい学生支援委員会」を発足させ，障がい学生支援マニュアルを作成している．

障がいのある学生の受け入れにあたり，大学での学修・生活に特別な支援を必要とする学

生には受験前の事前面談を実施している．個々の学生の障害に個別に対応するためである．

入学後は，学生センター職員 3 名，就職センター職員 1 名，教員 3 名で構成された障がい

学生支援グループによって，大学での学修に支障が出ないような支援体制を整えている． 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき，公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学生募集は，進学情報誌やホームページ，SNS など各種広報媒体を活用し，大学の周知

を図っている．また，本学広報活動の重点施策として受験生や高等学校の進路指導教員と

直接面談し，広報担当者からの正確な情報を提供できる機会を重視し，受験生にはオープ

ンキャンパスや進学相談会，個別相談会の開催や参加，高等学校の進路指導教員には高校

訪問や教員対象説明会を開催し，情報提供している． 

入学者選抜方法は，受験生の能力を多面的に評価するため，AO 入試，推薦入試，一般入

試，大学入試センター試験利用入試，スカラシップ入試，特別入試の 6 形態の入学試験制

度を設けている．それぞれの入学者選抜方法は入試要項に明示している． 

各入学者選抜の透明性を確保するための措置として，学生募集要項に募集人員，選抜方

法，試験科目，配点等を明示し，入試ごとの志願者数や合格者数，入学試験問題，模範解

答も公表している（根拠資料 5-2）． 
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文部科学省高等教育局から毎年通知される「大学入学者選抜実施要項」の記載事項を遵

守し，公正かつ適切な学生募集の実施とミスのない入試業務を遂行している．学内におい

ては，教員と事務職員で構成される入試広報センターが入試業務を担当し，公正かつ適切

に学生募集および入学者選抜を実施している． 

AO 入試，推薦入試，一般入試，大学入試センター試験利用入試，スカラシップ入試，特

別入試のいずれの入試形態においても入試広報センターが統一的に管理し，適正に運営し

ている．一般入試では，入試問題作成担当者が採点し，採点結果を入試広報センターで集

約，入試判定資料を作成し，この資料に基づき入試判定会議にて合否判定を行っている．

入試判定会議で作成した合格者の原案を教授会に諮り，審議・決定する手続きを踏んでお

り，二段階で合格判定を検討・決定し，公正かつ適切な入学者選抜が行われている． 

 

（３）適切な定員を設定し，学生を受け入れるとともに，在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

開学より，入学定員ならびに収容定員の 120％以内に学生数を抑えることを目標に合格者

数を決定している．2009 年度以降の入学定員充足率は，120.9％，134.5％，109.1％，112.2％，

117.4％，101.8％，111.3％と目標をほぼ達成している．2010 年度は経済的な影響などから

歩留まり率が高くなり，目標の120％以上を超えてしまったが，収容定員充足率では109.9％，

117.1％，119.3％，121.6％，119.5％，109.6％，109.2％と，ほぼ目標どおりの在籍学生数

に留まっている（根拠資料 5-4）． 

本学は 2004 年度以降，一度も入学定員が未充足になったことがなく，入学定員は適正で

あるといえる．2010 年度に入学定員の 120％以上を受け入れた経緯から翌 2011 年度から

は入学定員を約 12％増やし，225 名に変更した（根拠資料 5-5）．ただし，専攻別にみると

地域児童教育専攻は定員充足率を満たしていない．同専攻が地域に認知されれるまで時間

がかかったが，同専攻開設 10 周年の 2016 年度入学では入学定員充足率が 100％を超える

見込みである． 

入学者数の推移・在籍学生数については，ホームページの公表情報コーナーで最新の実

績を常時公表している．在籍学生の学籍移動は教授会で毎月審議され，学籍移動簿をはじ

めとする学生情報は学内のイントラネットで，全教職員が閲覧でき，情報の共有化を徹底

している． 

 

（４）学生募集および入学者選抜は，学生の受け入れ方針に基づき，公正かつ適切に実施

されているかについて，定期的に検証を行っているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

入試広報センターと入試問題作成担当者会議において，入試関連業務の内容について恒

常的に見直しが行われ，公正・適切に学生募集および入学者選抜が行われるように検証し

ている．入試問題作成担当者会議では，入試方法，入試科目，採点評価方法，各入試への

定員配分などの検討と決定を行っている．また，入試の合否判定基準と合否判定，合格者

数の決定，入学者数の予測などを行い，適切な入学者数の確保ができるようになっている．

入試広報センターは，毎月 1 回会議を開催し，入試に関連する事項を常に検証し，PDCA サ
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イクルが効果的にまわる体制が整っている． 

 

２．点検・評価 

学生の受け入れ方針については，ホームページや入試要項に明示している． 

学生募集および入学者選抜は公正かつ適切に行われ，学生募集では，競争的補助金の獲

得や地域連携，社会貢献など学生と教員の活動状況を詳細に広報したことにより，志願者

の増加につながっている．入学者選抜は，大学入試センター実施要項を参考にした本学独

自の運営方式を確立し，円滑な入試運営が行われ，また担当者によってばらつきが出やす

い面接試験も明確な基準を設けることによって，担当者や年度によって点数に差が出ない

よう運営されている． 

適切な定員管理に関しては，2009～2015 年度までの入学定員平均充足率は，115.3％で

あり，私立大学の半数が定員割しているなかで，地方私立大学として安定的に定員を確保

している．また，2011 年度から入学定員を 25 名増やしたことにより，より適正な充足率

を確保している．ただし，地域児童教育専攻はその定員を満たさなかったが，同専攻開設

10 周年を迎え実績が地域社会に浸透し，2016 年度入学では定員の充足が見込まれている． 

学生募集および入学者選抜の検証に関しては，入試広報センターを中心に PDCA サイク

ルが効果的にまわる体制が整っており，定期的に行われている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

広告媒体の効果的な活用や多様な広報活動により，高校生への情報提供が機能し，資料

請求者やオープンキャンパス参加者が年々増加している（根拠資料 5-6）．本学広報活動の

特徴として，受験生への直接的な広報活動の機会を多く提供しており，この結果第一希望

で入学する受験生が多くなり，退学者の減少にもつながっている．また，本学ではオープ

ンキャンパスの運営を学生に任せ，学生視点での情報提供を行っている．オープンキャン

パスのアンケートの設問「今回のオープンキャンパスで良かった点は何ですか」で，毎回

29.0％以上の参加者が「学生スタッフが親切だった」と回答し，比率が一番高くなっている

（根拠資料 5-7）．このことからも本学の受け入れ方針に基づいた学生が多く入学している

ことが伺える． 

入試問題の作成は，入試広報センターと入試問題作成担当者会議のもと，入試別・科目

別に複数の教職員が相互に確認できる体制を強化したことにより難易度や出題方法の質が

保たれ，出題ミスも無くなっている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の推薦基準や資格特待生の基準は明示されているが，高校時代に習得しておくべき

教科，科目は明示されていない．また，障がいのある受験生や支援が必要な受験生への支

援内容や支援体制の明示が入学願書のみであり，不十分といえる． 
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さらに，適切な定員管理に関しては，学部の入学定員は安定的に定員が確保されている

ものの，地域児童教育専攻における安定した定員の充足状況が不十分であり，改善が望ま

れる． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は学生中心主義を掲げており，学生が大学運営にも参画する機会が多く用意されて

いる．学生募集で重要なオープンキャンパスでも率先して参画する学生が多く，その学生

たちの姿を見て，本学を第一志望にした受験生もおり，入学者の増加にもつながっている．

本学の強みは学生であり，学生の活動を外部に伝えられる機会を増やしていきたい． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学のアドミッションポリシーに基づき，高校時代に習得すべき教科や科目を明示でき

るようにし，入学後のカリキュラムポリシーとディプロマポリシーをつなげるようにする．

その 1 つの取組として高大連携を念頭に置いた入試改革を検討する．また，障がい者や支

援が必要な受験生に対して，本学ができる支援や体制をホームページ等でも明示する． 

さらに，地域児童教育専攻の適切な定員管理に関して，同専攻開設 10 周年を迎え実績が

地域社会に浸透し，2016 年度には定員の充足が見込まれているところであるが，今後も同

専攻の教育内容や実績を丁寧に広報しつつ，着実に実績を重ね安定した定員の充足を目指

したい． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 5-1 本学ホームページ（理念・目的）（既出 根拠資料 2-1） 

根拠資料 5-2 2015 年度入試ガイド 

根拠資料 5-3 学校法人共愛学園事務組織分掌規程 

根拠資料 5-4 入学者数，収容定員，在学者数の推移 

根拠資料 5-5 学校法人共愛学園中期経営計画（2016 年度～2020 年度） 

根拠資料 5-6 オープンキャンパス参加者の推移 

根拠資料 5-7 オープンキャンパスアンケート集計表 
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第６章 学生支援 

１．現状説明 

（１）学生が学修に専念し，安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

「共愛・共生の精神」を教育理念に掲げる本学において，学生生活はまさに「共生」の

実践の場でもある．また「学生中心主義」という本学のモットーを実践するには，教職員

が学生をサポートするだけでなく，学生が自らの手でコミュニティを活性化させ，互いに

助け合い，刺激しあって学生生活を送れるような大学でありたいと願っている． 

学修や就職に関する支援を希望する者，経済援助を必要とする者，健康面でのサポート

を必要とする者など，様々な学生がいる中で，学生と教職員とが共に助け合うとともに，

大学としても各々のセクションが中心となって多様な学生支援を進めている． 

学生の修学支援，生活支援，進路支援に関する方針は，学校法人共愛学園中期経営計画

の教育研究計画において「キャリア教育の充実」，「IR：学生に関する情報の蓄積，共有，

利用，分析，発信の仕組みの強化」，「教育の質保証：学修時間の確保，学習成果の見える

化，評価の厳密化・多面化，教学マネジメントの展開」を定めている（根拠資料 6-1）． 

組織上は，修学支援については，学生センター（教務グループ・学生グループ），図書館

センター，外国語センター，情報処理センター，進路支援については，進路支援センター

（就職支援グループ・教職支援グループ）が主たる管轄部署となっている(根拠資料 6-2)． 

生活支援については，学生課に属する保健室と学生相談室が学生の心身の健康支援を行

っている．2010 年度からは，障がい学生支援委員会が発足し，精神的，身体的に障がいを

持つ学生の入学から卒業までの修学支援を行っている（根拠資料 6-3）． 

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

留年者や休学退学者の把握は日常的に行われ，毎月実施している学生センター学生グル

ープ会議および教授会で状況を報告し，承認する体制が整っている． 

留年者および休・退学者の防止については，一斉出欠席状況調査を行っている．欠席の

多い学生の情報は，学生センター職員よりゼミの担当教員に報告や相談を行っている． 

対象の学生に対しては，学生センター職員が相談の窓口となり，個々の状況の把握に努

めている．また，学生相談室（キャンパス共生センター学生相談グループ）を設置し，2 名

のカウンセラーが月～金まで交代で対応している．さらに，専門カウンセラーだけでなく，

身近な保健室の養護教諭も相談員の一人であり，相談しやすい環境を整えている（根拠資

料 6-4）． 

本学は，外国語センターを中心に学生の補習・補充教育の支援体制を築いてきたが，2012

年度に 4 号館が開館し，2015 年度から図書館にラピタデスクが開設され，支援体制も強化

された．外国語センターは英語などの語学，ラピタデスクはレポート作成の支援，4 号館で

は授業外学修全般および学生の主体的・能動的学修の支援を行っている．外国語センター

および 4 号館はコンシェルジュ（職員）が常駐し（コンシェルジュの業務内容については

根拠資料 6-5），学生の学修活動の支援をしている．学生の語学学修支援をはじめ，学生が
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企画した 4 号館のイベントを企画書段階から支援している．これにより 4 号館の利用学生

や，4 号館での学生主体イベントが増加している．また，研修を経た学生を英語ピアチュー

タ（語学），図書館ピアチュータ（レポート作成支援），IT サポート（PC 利用についての支

援）に採用し，学生による学生のための学修支援制度を行っている． 

また，障がいのある学生に対する修学支援については，障がい学生支援グループと学生

相談グループが連携を取りながら行っている．障がい学生支援グループは，学生センター

職員 3 名，就職センター職員 1 名，教員 3 名で構成されている．障がい学生支援グループ

では，入学前に障がい等，大学での学修・生活に特別な支援を必要とする学生に対して事

前面談を実施し，学生が一人でできる部分とサポートが必要な部分について学生本人，保

護者，大学関係者が確認を行い，学内におけるサポートシステムを整えるためのコーディ

ネートの役割を果たしている．さらに，身体障がいのある学生のために，ボランティア学

生を募集・組織したり，聴覚障害学生のためにノートテイクボランティアを募集したり，

すべての授業・ゼミ・その他の大学での公的活動で情報保障できるように努めている． 

学生相談グループは，学生センター職員１名，就職センターの職員１名，保健室の養護

教諭１名，相談室のカウンセラー2 名，教員 3 名で構成されている．学生相談グループでは，

発達・精神障がいを持つ学生のために，相談にのったりサポートをしたり，相談室，保健

室，学生センター，就職センター，担当教員などのネットワーク構築をしながら，円滑に

情報共有，サポート体制を維持できるように努めている． 

経済面での修学支援として，6 種類の学内奨学金がある．共愛学園ともさくら奨学金は，

一定の成績をおさめ，家計の急変や経済的理由により就学が困難な学生に経済的援助を行

うことを目的とした本学独自の奨学金である．学業奨励奨学金は，最優秀学業奨励賞並び

に学業奨励賞の副賞として，各コース各学年の前年度 GPA 順位最上位者の学生に給付する

奨学金である．コース学業奨励奨学金は，各コースがその教育目標に応じて設定する基準

により給付される学業優秀者への奨学金である．共愛ワ―クスタディ奨学金は，学業・人物

ともに優秀であり，奨学金を希望する学生が，学内の基本的な業務に従事することで給付

される奨学金である．共愛学園特別奨学金は，本学園に一世帯で 2 名以上が在学する場合，

年長の者に対し授業料半額相当が給付される奨学金である．東日本大震災就学支援金は，

日本学生支援機構が定めた被災地域に実家等がある者へ被災状況に応じて給付する奨学金

制度である．経済的な理由による退学者の減少につなげている（根拠資料 6-6，6-7）． 

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は，学生の身体の健康と衛生に関して保健室が中心に取り組んでいる．保健室は，

養護教諭 1 名が常勤で勤務し，定期健康診断の管理と問題のある学生は校医と連携して個

別対応も行っている．また，学内の数か所に手指消毒液とマスクを配置し，感染症予防に

努めている．心の悩みについては学生相談室が担当しているが，養護教諭も構成員の一人

として学生の生活支援に努めている． 

本学はハラスメントに対しては，非常に厳しく対応している．5 名の学内委員と 3 名の相

談員で構成されたセクシャルハラスメント防止対策委員会を設置し，啓発活動および実際

の調停なども行っている．本委員会は，その他のハラスメント（ジェンダーハラスメント，



43 

 

アカデミックハラスメント，パワーハラスメント等）にも対応し，啓発，防止，救済活動

を行っている．教職員には，セクシャルハラスメント防止手引きを作成・配布し，学生向

けセクシャルハラスメントガイドラインの作成および配布も徹底している．その他，スタ

ッフ会議においてハラスメント防止研修会を実施したり，専門相談員による電話相談は毎

月，セクシャルハラスメント専門相談月例報告書を提出したり，ハラスメント対策は徹底

している（根拠資料 6-8，6-9，6-10，6-11）． 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の教育理念「共愛・共生の精神」を基に，地域社会で活躍できる人材として社会に

送り出せるよう，全学年においてサポートを行うプログラムを実施している．共愛学園中

期経営計画では「学生のキャリア支援」を掲げ，学生のキャリア形成，就職指導，卒業後

のフォローアップまで総合的に支援を行っている．進路支援に関する組織として「進路支

援センター」を設置し，就職グループと教職グループに分けて，専門的な支援をきめ細か

く実施している． 

1 年次は，アカデミックスキルの基礎を学ぶ「基礎ゼミ」で，キャリアに関する基礎教

育を実施している．3 年次は，社会に生きることを意識させるため，インターンシップや

就職ガイダンスを実施している．就職ガイダンスでは社会人としての心構えやマナーから

始まり，自己分析や業界研究，SPI 対策講座など，実際の就職活動に役立つ実践的な内容を

取り入れている． 

キャリア支援に関する組織体制は，定期的にハローワークの職員を招いたり，専門の外

部講師を招いたりして，学内だけでなく学外との関係も深めている．また，2008 年度より

群馬県内の文科系大学の就職担当者が連携し，5 大学合同の説明会を開催したり，セミナー

を開催したりもしている． 

 

２．点検・評価 

学生が学修に専念し，安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する方針

として，学校法人共愛学園中期経営計画の教育研究計画において明確に定めている． 

学生への修学支援は，外国語センターを中心とする補習・補充教育の支援体制に加え学

生による学生のための学修支援制度が展開されている．また，障がい学生支援グループお

よび学生相談グループによる修学支援，経済的に厳しい状況にある学生のための本学独自

の奨学金の整備等の経済面での支援の充実に努めている． 

学生の生活支援は，健康面や精神面で問題を抱える学生に対しても，学生センターや保

建室など複数の窓口を設けて対応している．また，本学では，スピークアップ・システム

という独自の投書制度を設けている．この制度は，記名式投書と匿名式投書のそれぞれの

利点を組み合わせた効果をもたらし，学生が安心して要望や提案をすることができる． 

学生の進路支援も教職と就職に分けて，きめ細かく対応している． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 
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＜大学全体（国際社会学部）＞ 

学修支援については，希望する者が気軽に身近に感じられるように，学生同士の支援が

中心となっている．また学生相談等の生活支援や，就職相談等の進路支援についても年々，

制度の拡充が図られている．以下は効果の上がっている具体的な事項である． 

 

・スピークアップ・システム 

・2010 年以降，全学生にモバイル・タブレット配布 

・学生，スタッフ，同窓生用ポータルサイトの充実 

・学生専用 Web サイト（Student Web）の充実 

・2008 年，学生向けメール送信システム開発 

・2011 年，学修環境改善のため，４号館ラーニングコモンズ建設，ACTIVE LIBRARY

設置，アクティブラーニングエリア設置 

・2011 年，就職面談練習室設置 

・2015 年，就職相談窓口を明るく訪れやすいように改修 

・2011 年，総合グラウンド建設 

・2015 年，部室棟を改築 

・様々な奨学金，特待生制度の拡充 

 

2015 年度学生相談機関に関する調査によると，2014 年度 13 名の学生がのべ 104 回，修

学・進路の相談で学生相談室を利用しており効果が上がっている．また，学生相談グルー

プ会議を月 1 回程度開き，相談室・保健室・担当教員・学生センターで修学に支障のある

学生情報を共有し，修学支援に役立てている． 

4 号館のコンシェルジュによる語学学修支援や，主体的な学びの支援体制は，本学のディ

プロマポリシーにかなった人材の育成に役立っており，本学のモットーである学生中心主

義を充足したものとなっている．また，英語ピアチュータ，図書館ピアチュータ，IT サポ

ートは，まさに学生を中心とした学修支援である． 

外国語センターや図書館ラピタデスクには毎日多くの学生が学修相談に訪れており，こ

うした結果が学生の TOEIC スコアやレポートの質の向上に結実している．また，学生の授

業外学修の中核となる 4 号館に学修支援のコンシェルジュが常駐していることにより，学

生は気軽にイベントの企画や，語学学修の相談ができる環境が整っている．毎年学生が中

心となって，コミュニケーション関係のイベントや，語学イベントなどが 2014 年度は 22

回，2015 年度は前期で 13 回と盛んに行われている． 

本学の学生支援は，学費支弁を理由に「休退学」することなく，正規修業年限で卒業出

来ることを使命とし，「頑張る」学生を応援することを基準とし，概ね充足している．具体

的に効果が上がっている事項は，学びの成果や顕著な活躍など学生生活を充実させている

学生への奨学金制度の採用や経済的困窮度，家計急変による救済措置の奨学金制度を充実

させることで学費の軽減が可能となり，学生の勉学に対する意識向上とともに休・退学者

の減少につながっていることである． 

セクシャルハラスメント専門相談月例報告書によると，開設以来相談等が生じていない

ことから，セクシャルハラスメントは学内において確認されていない． 
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学生の進路支援は，キャリア形成のサポートにより，インターンシップ実習等，学生評

価が高くなっている．また，ガイダンス等に参加し，意識が高く早めに就職活動を開始し

た学生の就職率が高くなっている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

経済的な支援を必要とする学生が年々増加している状況を踏まえ，奨学金・特待生制度

を拡充してきたが，支援を必要とするすべての学生への対応は予算面での制約がある． 

本学学生全員を対象としているが，どの奨学金制度においても「学業成績」が伴うため，

家計困窮者全員に奨学金が行き渡らず，毎年度，成績が安定している者のみが給付されて

しまう傾向があり，本学の奨学金給付制度の趣旨と相反している． 

学修支援を利用する学生に多少コースで偏りが見られる．本学に設置された各支援窓口

はコースを限定するものではなく，語学，レポート，時間外学修，PC 利用という大学生の

必須学修項目に対応した内容であるため，なるべく全コースの学生に広く利用してもらい，

語学学修，国際化のための学修，主体的な学修に役立てもらうことが課題となる．また，

教室利用が活発であることに比して，電子黒板などの機材の貸し出し回数が少なく，4 号館

の先進的な設備を学生が充分利用できていない点も課題である． 

障がい特性の理解と支援のあり方について，学内での学生及び教職員情報共有に課題が

ある．また，キャリア支援については，2 年次の支援が手薄になっている課題も挙げられる． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

今後も学生アンケート，スピークアップ・システム，学生同士による学修支援体制など，

本学独自の制度を活用しながら，学生生活環境の向上に努めていきたい．以下は 2015 年現

在で導入が実施，または予定されている制度や施設である． 

 

・2015 年，e ポートフォリオ，KCG（共愛キャリアゲート）＋S（ショーケース）を導入 

・2015 年，国際交流館を建設 

・2017 年，入学式等の大規模な行事開催のためのホール（礼拝堂）を建設 

 

4 号館のコンシェルジュが学修支援員として常駐していることにより，学修支援の効果が

上がっているが，さらに効果を上げるために，数年に一度コンシェルジュの学修支援体制

の見直し，学生のニーズの確認をする必要がある．これには 4 号館運営委員会による協力

が不可欠である．また，すでに学生同士の支援体制は英語ピアチュータ・図書館ピアチュ

ータ・留学生チュータ，IT サポートが活動しているが，研修の充実により支援の質を向上

させていく． 

経済支援奨学金採用者が増えるよう学生グループを主体として募集条件を再考し，奨学

金説明会で明確にした上で広く募集を行い，書類選考や面接を経て，一人でも多くの適格

者選定を図りたい． 
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②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

奨学金・特待生制度等の経済的支援については，大学の経営面に配慮しつつも，できる

だけ学生を支援していけるような制度を構築していかなければならない．また，「学業成績」

に左右されない経済的な支援の制度についても構築していく必要がある．それらの構築に

向け，学生グループを中心に検討するとともに，経済的支援を必要とする学生を調査し，

審議したうえで，給付，貸与問わず本人に見合った奨学金制度を紹介する必要がある． 

学修支援を利用する学生にコースによる偏りが見られることに関しては，全コースの学

生に広く広報する必要がある．現在もオリエンテーションや基礎演習を通じて各制度の案

内がなされているが，それを拡充して多くの学生に相談窓口の利用を促していく．加えて，

学習支援を利用した学生自身からの口コミや学習支援の成果の見える化を心掛けていく． 

また，4 号館の先進的な設備を学生が充分利用できていないという課題についても，同様

に利用した学生自身からの口コミや学習支援の成果の見える化を実施していく． 

さらに多くの学生に 4 号館を学修目的で利用してもらうためには，学生主体のイベント

が，多種多様なかたちで開催されることが望ましい．様々なイベントの中で，参加学生層

の範囲も広がると考えるからである．そのためにも，すでに開催された学生イベントの企

画書の公表により，さらなる活性化をはかり，授業はもちろんサークル活動などの学生活

動とコンシェルジュの学修支援との連携をより一層図っていきたい． 

障がい特性の理解と支援のあり方の学内での情報共有について，学生及び教職員が情報

を共有できるような機会を積極的に作っていく必要がある．学生に関しては，教職志望の

学生だけでなく全学生を対象に，授業や講演会等において，障がい特性に対する関心，理

解，支援を高め，ボランティア意識を高めめるような工夫を施したい． 

教職員に関しては，組織のサステナビリティの観点から，障がい学生支援グループに，

各コースの教員がメンバーに加わり，数年単位で交代するような仕組みを作りあげたい．

また，入学前から学生が支援を得られるように，高校の特別支援教育コーディネータ，本

学入試課職員などとより密な連携を図っていきたい． 

2 年次のキャリア支援に関しては，2016 年度より，Ⅰ・Ⅱ・3 年生の各学年にキャリア

プランニングⅠ～Ⅳの授業を開講し，各学年において履修必修とするとともに，COC+にお

ける人材育成プログラムと融合させて Regional Career Training 副専攻を設置する予定で

ある． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 6-1  学校法人共愛学園中期経営計画（2016 年度~2020 年度） 

根拠資料 6-2  学校法人共愛学園事務組織分掌規程（既出 5-3） 

根拠資料 6-3  障がい学生支援マニュアル 

根拠資料 6-4  学生相談リーフレット（2015 年 4 月 1 日改訂） 

根拠資料 6-5  KYOAI COMMONS コンシェルジュ業務覚書 

根拠資料 6-6  共愛学園前橋国際大学奨学金規程 

根拠資料 6-7  共愛学園前橋国際大学特別奨学金規程  
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根拠資料 6-8  教職員のためのセクシャルハラスメント防止手引き 

根拠資料 6-9  セクシャルハラスメントガイドライン（2015 年 4 月 1 日改訂） 

根拠資料 6-10 セクシャルハラスメント相談員紹介リーフレット（2015 年 4 月 1 日改訂） 

根拠資料 6-11  KYOAI COMMONS FB．https://www.facebook.com/KYOAI.COMMONS/  
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第７章 教育研究等環境 

１．現状説明 

（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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は，毎年度，学園全部門の中期経営計画（2013 年以前は中期計画）を策定（教育研

究，学生募集，学納金，施設設備等，人事，資金等の計画を網羅）し，整備方針を明確に

している（根拠資料 7-1）．2015～19 年度中期経営計画は，2014 年 11 月 28 日開催・定例

本理事会で承認され，教授会，事務会議において報告されている（根拠資料 7-2）．大学設

置基準ならびに関係法令に照らして，学生の学習環境および教育研究環境を適切に整備し

ている．教育研究環境整備に関する主な計画は以下の通りである． 

 

① 前橋市からの借用地を計画的に購入する 

② 4 号館を除く既設トイレの改修工事を年次計画で実施する 

③ 築 25 年以上を経過し，老朽化が進んでいるため計画的なメンテナンスを検討する 

④ 礼拝堂および事務棟の建築については，建築資材が異常なほど高騰していること，

また，現学部・学科の改編構想を見きわめた上で着手する 

 

整備計画の立案にあたっては理事長が中心となり，学長室，学生センター（学生グルー

プ・教務グループ），情報処理センター，高等教育研究センター等の要望をとりまとめ，施

設・設備等を管理する事務局の総務課と調整の上，策定している．これをもとに企画調査

室において，学園全体の中期経営計画を策定し，理事会の承認・決定を経て，各年度予算

に計上，計画的に整備を実施している．また，学生の要望・意見を集約するため，全学生

を対象とした学生アンケートを毎年度実施しており，この結果を整備計画に踏まえ立案し

ている． 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 毎年度策定する学校法人共愛学園中期経営計画計画ならびに予算に基づき，校地・校舎

および施設・設備の整備計画を行い，整備している（根拠資料 7-3）． 

 本学は，群馬県前橋市の東南部に所在，校地面積 60,424 ㎡（内自己所有 58,195 ㎡），校

舎面積 14,348 ㎡を保有し，大学設置基準に照らし十分な面積を有している． 

前回認証評価時に比べ，校地面積は 19,694 ㎡，校舎面積は 3,130 ㎡増加しており，内訳

は 2010 年度に学園総合グラウンド新設（校地面積 16,591 ㎡，校舎面積 151 ㎡），2011 年

度に 4 号館（KYOAI COMMONS）（以下「4 号館」とする）新築（校舎面積 1,934 ㎡），

2014 年度に専修学校施設購入（校地面積 3,104 ㎡，校舎面積 950 ㎡），部室棟建替（校舎

面積 82 ㎡）等である． 

 キャンパス・アメニティについては，従来の体育館，テニスコートに加え，総合グラウ

ンドの新設，部室棟の改築により，正課授業だけでなくサークル活動等の活動場所が確保

され，課外活動が充実してきている．また，4 号館新設により，昼食や休憩に利用できる学

生ホール・食堂が増床し，昼食時の混雑が改善されたほか，4 号館内に Student Café（学
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生運営カフェ）を設置し，気軽に喫茶を利用することが可能となった．学生からの要望が

多かったトイレの改修工事については 2009 年度より継続して実施した結果，学生アンケー

トによる評価は改善傾向である．受動喫煙防止策としては学内の建物全館を禁煙とし，指

定喫煙場所を 2 ヵ所に集約し，リスク低減を図っている． 

 校地・校舎・施設・設備の維持管理は，総務課が担当部署となっている．定期的に設計

士による校舎の調査を実施しているほか，施設・設備の維持管理については専門業者に委

託し，定期点検や清掃等を実施し，安全・安心な環境を保持している． 

委託業者による修繕・点検の際には担当職員（総務課管財担当）が立会うことを原則と

しており，故障となる原因の把握や施設・設備の仕組みを理解し，故障や異常が発生した

場合には速やかに復旧の措置が講ぜられるよう努めている． 

 2012・13 年度にはエコキャンパス推進事業の採択を受け，太陽光発電システムを設置し

たほか，高効率型冷暖房機への更新を進め，あわせて学生・教職員による節電パトロール，

照明の間引き点灯等を実施し，省エネルギー化を推進している．これらの活動により，使

用電力量は 2013 年度・132 万 9 千 KWh から 2014 年度・126 万 5 千 KWh と約 5％削減し

ている（根拠資料 7-4）． 

 学内のバリアフリー化についても積極的に推進し，基本的な整備はほぼ完了している（根

拠資料 7-5）．2007 年度に障がいを持つ学生を受け入れたことにより，施設の改修のほか，

人的補佐体制の必要性を痛感し，キャンパス共生センター・障がい学生支援グループを設

置し，同グループが中心となり，学生ボランティアによるノートテイカー，車椅子の移動

など就学支援を行っている． 

 防災面については毎年度避難訓練を実施しているほか，避難場所・経路図も掲示により

明確に示している．防犯面については防犯カメラを学内随所に設置し，抑止力を強化した

ほか，日中・夜間に警備員による巡回を実施しており，特に夜間は駒形駅までの通学路に

ついても巡視を行っている． 

 

（３）図書館，学術情報サービスは十分に機能しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

図書，学術雑誌，電子情報等の充実を図るとともに，学生の学修支援および教員の研究

支援，さらに地域の図書館として安全性や利便性を向上させている．また，学修支援を充

実させるために情報検索設備などの利用環境を高度化させ，司書を増員するとともに，司

書の専門職としての能力を向上させるための研修を充実させている．さらに，国内の教育

研究機関との学術情報相互提供システムの整備を進め，利便性を向上させており，図書館，

学術情報サービスは十分に機能している． 

具体的には，私立大学等教育研究活性化設備整備事業を活用し，2014 年に 2 階に 36 台

のノートパソコンと共用のプリンター１台を設置し，図書館演習室壁面にホワイトボード

を設置しポータブルプロジェクターを購入したことでアクティブラーニングへの対応も整

え，学修支援環境を充実させた（根拠資料 7-6，7-7）．2014 年には AP により図書館情報

検索システムを新規に導入するとともに，貸出冊数を 10 冊に増やすなど，利用環境の高度

化に取り組んだ．2014 年 11 月より司書資格を持つ学修支援員を一人増員し，司書の専門

職としての能力を向上させるための研修も実施した．2015 年には，アカデミックライティ
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ングを中心とする学修支援「ラピタデスク」の運用を開始した．このように学生の学修に

配慮した図書館利用環境の整備を着実に進めている． 

蔵書冊数は 2014年3月現在，図書約8万冊，定期刊行物約150種類，視聴覚資料約2200，

電子ジャーナル 2，電子データベース 5 であり，前回の自己点検以降図書，学術雑誌，電子

情報すべてにおいて充実させており，基準を達成している（根拠資料 7-8）． 

私立大学等教育研究活性化設備整備事業を活用し，2013 年にサービスカウンターをバリ

アフリーに対応させるとともに，1 階にコミュニティーエリアを新設するなど，来館者がよ

り快適に図書に親しめるよう施設を充実させた．2014 年には 1 階・2 階の開架書棚すべて

の最上段を落下防止棚に改装し，地震に対する安全性の向上に取り組んでいる． 

図書館外にラーニングコモンズができ減少傾向にあった利用者数は2015年度には増加し

ており，貸出冊数も上回っている．  

図書館情報検索システムを新規に導入したことで，群馬県内図書館横断検索が可能とな

り，CiNii など学術情報へのアクセスが充実した．2013 年から群馬県地域共同リポジトリ

AKAGI に参加しており，学術論文の公開も進めている．  

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

前回自己点検評価以降，自己資金ならびに GGJ（グローバル人材育成推進事業・2012 年

度採択），COC（知（地）の拠点整備事業・2014 年度採択），AP（大学教育再生加速プロ

グラム・2014 年度採択），私立大学等教育研究活性化設備整備事業（2012～15 年度採択），

教育・研究装置および教育基盤・研究設備事業（2011 年度採択），ICT 活用推進事業（2012

年度採択），教育研究施設整備費補助金等（2015 年度採択），未来経営推進経費（2014 年採

択）の給付を受け，教育研究等を支援する環境や条件を整備した．具体的には，「アクティ

ブラーニング環境の推進」「地域連携・施設開放の推進」「グローバル化の推進」「教学改革

推進のためのシステム構築」等の目的に沿って教育研究等を支援する環境や条件を整備し

た．事業実施後は自己点検評価委員会において効果を検証し，有効性を確認している． 

アクティブラーニング環境の推進を目的とする整備では，今求められる教育に注力しア

クティブラーニング実践率 100％を目指し，キャンパス全域に無線 LAN を完備するユビキ

タス・キャンパスの構築やアクティブラーニングのために設計された 4 号館の建設，既存

学舎のアクティブラーニング仕様化等を進めている（根拠資料 7-9）． 

地域連携・施設開放の推進を目的とする整備では，4 号館交流エリアの地域開放，学外者

もユビキタス・キャンパスのしくみを活用できる取組み，図書館を生涯学習拠点として位

置付ける環境を整備する等，地域の方々が主体的に学び続けるための環境の提供に努めて

いる．これにより，学生が地域に赴き，主体的な学びを展開すると同時に，多くの地域の

人々がキャンパスに訪れる状況を生み出している．また，2014 年度に入手した旧専門学校

校舎を交流センターに改築し，国際交流，地域交流の拠点として整備した．本学は，在籍

学生の約 85％が群馬県出身者であり，卒業者の約 70％が群馬県内に就職していることは，

地域共生の一つの証左であり，地域から人材を預かり，地域産業人材として育成し，地域

に返すことが本学の使命と自負するところである． 

グローバル化の推進を目的とする整備では，2012 年度にはグローバル人材育成推進事業
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の採択を受け，学生の海外留学等経験率を現状の 45％から 60％へと引き上げる取組みや，

成績の厳格化，GPA の国際標準化，ナンバリング制度やキャップ制，シラバスの英語化等，

国際標準の教学マネジメントを展開してきた．同時にグローバル人材の素養を身につける

ための教育に全学体制で取り組んでおり，施設のアクティブラーニング仕様化等を進め，

海外講師と 1 対 1 で英語を学習する仕組みや社会人と受講する課題解決型の授業など，実

践的な語学教育が可能な環境整備に取り組んでいる． 

教学改革推進のためのシステム構築を目的とする整備では，AP と連携し，従来からの授

業アンケートや学生アンケートの結果に加え，2014 年度より入試結果，各種活動の成果，

学業成績，取得資格，学費納入状況，特待生や奨学生の状況，就職，そして卒業後の状況

等に至る各種データを統合する IR システムの構築に着手し，教育入試改革，就職支援や学

び直し，広報活動等，戦略的な大学運営の指針の基盤となるエビデンスを蓄積する．本学

は，コース制設置等によるカリキュラム改革，実質的な少人数教育とアクティブラーニン

グを中心とする教育の質転換を推進し，またグローバル人材や地域人材育成に注力するグ

ローカルな教育を展開し，一定の実績をあげている．しかしながら，その効果の測定につ

いては学生集団の変化を把握するものに留まり，いわゆるエンロールマネジメント（以下，

「EM」とする）につながる個々の学生の成長を把握するに至っていない．今後は，教学改

革による教育の質転換に対する効果検証と質保証の体制整備が求められる．  

 教育研究を支援するため，2015 年度には外国語センターに 2 名の教育研究支援員，情報

処理センター（ITC）に 4 名の技術職員，教職支援室に 3 名の指導員，4 号館に 2 名のコン

シェルジュ（教育研究支援員）を配置している．また，GGJ・COC 事務局に教授 1 名，地

域コーディネータ 2 名，専門員 2 名，事務担当 3 名，管理者 1 名，AP 事務局に特任研究員

1 名，図書館コンテンツ管理専門員 1 名を配置している．在学生による支援として Student 

Assistant（以下「SA」とする）（20 名），IT サポート（23 名），アカデミックピアチュー

タ（3 名），図書館ピアチュータ（17 名）を配置している． 

SA，IT サポートは ITC が管轄し，SA は授業中に受講者を個別にサポート，IT サポート

は PC 教室に常駐して IT 関連のサポートをする制度である（根拠資料 7-10）．アカデミッ

クピアチュータは，外国語センターが管轄し，英語に詳しい上級生が，英語の勉強につい

ての相談や学修をサポートする制度である（根拠資料 7-11）．図書館ピアチュータは図書館

が管轄し，レポート作成に関する支援を行っている（根拠資料 7-12）．いずれも学生による

学生のための制度である． 

個人研究費は年間 40 万円で個人研究旅費への使途変更が可能である．また残額は 80 万

円を限度に翌年度へ繰り越すことができる．個人研究旅費は年間 5 万円で，個人研究費に

使途変更が可能である．また残額は翌年度へ繰越すことができる．これらの繰越を可能と

する制度により，数年にわたる継続的な研究用途にも利用しやすい制度となっている． 

個人研究費は教授，准教授，講師，助教の区別なく同額を支給している．これは若い研

究者に同等の研究機会を与え，研究者・学部のレベルアップを図るためである．また，本

学の研究者は研究分野が多方面にわたっているため，研究費の使途もなるべく限定しない

よう配慮している．なお研究者が予算管理をしやすいようにイントラネット上で研究費残

高が確認でき，執行率は高い水準で推移している． 

その他の研究助成制度として，学内の横断的・学際的研究を支援するため共同研究費



52 

 

（2015 年度：50 万円），大学教育の質的転換を促進するため教育改革支援費（2015 年度：

30 万円），地域連携教育，地域課題研究をより一層促進するため地域志向教育研究費（2015

年度：150 万円）を運用している（根拠資料 7-13，7-14）．また，地方紙である上毛新聞社

と連携して，本学教員の著書を出版する「共愛学園前橋国際大学ブックレット」を 2009 年

度より刊行し，2014 年度までに 6 刊を発刊した（根拠資料 7-15）． 

個人研究室は，1 部屋平均 22.83 ㎡の広さを確保している．狭い部屋で 22.50 ㎡，広い部

屋で 25.19 ㎡，専任教員には 1 名，1 部屋ずつ配備している． 

専任教員の出校日は，週 3 日以上としており，それ以外の日は研究に充てられる．出講

日の授業および研究時間以外にオフィスアワーを設定している．またサバティカル制度を

導入し，1 ヶ月から 1 年間の研修を認めている．希望者は教員人事委員会での審査，教授会

による選考，理事会の承認を経て決定している．2009～14 年度の利用者は 4 名である． 

 

（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． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

研究倫理に関する学内規程の整備状況は，教職員および学生に対して，学術研究の信頼

性と公正性を確保するために，遵守すべき倫理基準を規程および学生ガイドラインにより

定められている（根拠資料 7-16，7-17，7-18）． 

研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性は，本学における研究倫理に関す

る責任機関として研究倫理審査委員会を設置し（根拠資料 7-19），必要に応じて適切な措置

を講じている．また，研究倫理審査委員会は研究倫理教育責任者と連携し，適切に研究倫

理教育を推進している． 

 

２．点検・評価 

教育研究等環境の整備は，応急的な事案を除いては中期経営計画ならびに予算に基づき，

計画的に実施している． 

また，校地・校舎および施設・設備についても整備計画に基づき，整備している．学生

アンケートにおける施設・設備に対する満足度を比較すると 2009 年度が 3.78 に対し，2015

年度は 3.91（2･3･4 年生対象・5 点法）に上昇しており，学生の満足度は高い水準で推移し

ていると判断できる． 

図書館，学術情報サービスは，図書，学術雑誌，電子情報等の充実を図り，学生の学修

支援および教員の研究支援，さらに地域の図書館として安全性，利便性を向上させている． 

さらに，情報検索設備などの利用環境を高度化させ，司書を増員するとともに，司書の

専門職としての能力を向上させるための研修を充実させ，国内の教育研究機関との学術情

報相互提供システムの整備を進め，利便性を向上させていることから，サービスは十分に

機能している． 

教育研究支援体制については，教育支援員，SA，学生チュータ等の導入や研究助成・サ

バティカル制度の運用により整備が進んでいる． 

研究倫理に関する学内規程の整備状況は，教職員および学生に対して，2012 年に研究倫

理規程規程（2015 年に改訂）および 2015 年に研究不正防止規程を定めるとともに，学生

に対しては 2012 年に，よりわかり易い形のガイドライン（2015 年改訂）を作成している． 
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また，研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性については，2015 年に研究

倫理審査委員会規程を定め，本学における研究倫理に関する責任者および組織を明確にし，

必要に応じて適切な措置を講ずることが可能となっている．研究倫理審査委員会は「人に

関する研究倫理審査チェックリスト」（根拠資料 7-20）を作成し，研究倫理として遵守すべ

き内容を明示し，必要に応じて「人に関する研究倫理審査申請書」の提出を求めて研究倫

理審査を実施する体制を整えるとともに，研究者に対し研究倫理審査を受ける権利を保障

するようになっている．2015 年には研究倫理に対する認識を深めるための講習会を実施し，

研究倫理を浸透させる必要な措置を講じている． 

以上の点から，本学は求められている基準を概ね充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では学生がのびのびと学べるようにハードとソフトの両面から，環境づくりに取り

組んでいる．教室だけでなく，大学内すべてを学びの場所とすることを可能にしたのが，

ユビキタス・キャンパスであり 4 号館である．ユビキタス・キャンパスにより，本学の学

生は，学内のどこにいてもネットワークを介して他者とつながることができ，壁で仕切ら

れていない空間として利用できる 4 号館において，他者の学びを直接見ることで学生同士

が互いに刺激し合い，日々新しい学びやプロジェクトが生まれている． 

2014 年度には図書館も「コミュニケーションエリア」や「情報ステーション」などを設

置し，ACTIVE LIBRARY として生まれ変わっている．なお，4 号館は 2012 年度クッドデ

ザイン賞（12GC10992），2015 年度日本建築学会作品選奨を受賞し，大学・建築関係者が

多数視察に訪れている． 

2013 年度に採択された文科省「大学教育再生加速プログラム」の計画に，図書館が強く

関与しており，この計画に従って学修環境の充実が図られている．学修環境の充実が図ら

れた結果，2015 年度よりその成果が出てきており，利用者数の増加，貸出冊数の増加につ

ながっている．また，2015 年度より図書館司書が学修支援を充実させ，学修支援講座を開

催したり，学部生にライティングピアチュータとしての研修を実施したり，学生が学修支

援事業を行っている． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

研究倫理教育の充実に向けて，研究倫理教育責任者は研究倫理審査委員会を中心に検討

していく必要がある．また，研究倫理教育責任者と研究倫理審査委員会を中心に，研究不

正防止を含め，より一層の研究倫理に対する研修機会の確保に努める必要がある．  

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教育研究環境整備の一環として，留学生，地域住民，学生が互いにつながり学びあう環

境を提供する交流センターの設置準備を進めるため，2014 年度に取得した旧専門学校施設
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を改修している．留学生の生活拠点でもある交流センターを海外研修・留学の事前研修の

場とし，研修参加者と留学生の交流機会を提供するとともに，授業外でも留学生・日本人

学生が自由に交流可能な場所とすることで，相互理解を一層深める予定である．また，今

年度より開始するサービスラーニングタームは 2 年次の後期又は 3 年次の前期に，海外留

学と同様，学内の授業に出席するのではなく，地域活動やインターンシップ等に参画する

ことを可能とする制度である．地域留学は，キャンパスから 700ｍの JR 駒形駅至近の交流

センターを開催場所，活動拠点の一つとして利用し，地域住民，地元企業等と学生の交流

拠点とする予定である． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

研究倫理規程および研究不正防止規程，学生の研究活動に関するガイドライン，研究倫

理審査委員会規程が整えられており，研究倫理審査委員会を中心に研究倫理を遵守するた

めの基盤整備と教職員および学生の認識の向上を目指す．また，「人を対象とした研究倫理

審査申請書」のひな型を提示するなど求められる研究倫理の観点を示し，研究倫理に対す

る認識の向上を図ることをとおして，研究倫理教育を推進したい．                                       

 

４．根拠資料 

根拠資料 7-1  学校法人共愛学園中期経営計画（2015 年度~2019 年度） 

根拠資料 7-2  2014 年 11 月 28 日開催・定例本理事会及び常任理事会議事録 

根拠資料 7-3  主な施設・設備等整備状況（2009 年度～2015 年度） 

根拠資料 7-4  7-10 月別電力消費量一覧 

根拠資料 7-5  バリアフリー化状況 

根拠資料 7-6  機材等配置状況 

根拠資料 7-7  学生用 PC 配置一覧 

根拠資料 7-8  図書館利用状況 

根拠資料 7-9  ICT ならびに教育研究機器備品の整備状況 

根拠資料 7-10 IT サポート，SA 配置状況 

根拠資料 7-11 アカデミックピアチュータ 

根拠資料 7-12 図書館ピアチュータ 

根拠資料 7-13 共愛学園前橋国際大学地域志向教育研究支援制度設置規程，同運用内規 

根拠資料 7-14 共愛学園前橋国際大学教育改革支援費に関する申し合せ 

根拠資料 7-15 共愛学園前橋国際大学ブックレット 

根拠資料 7-16  共愛学園前橋国際大学研究倫理規程 

根拠資料 7-17 学生の研究活動に関するガイドライン 

根拠資料 7-18 共愛学園前橋国際大学研究不正防止規程 

根拠資料 7-19 共愛学園前橋国際大学研究倫理審査委員会規程 

根拠資料 7-20 人を対象とする研究に関する計画書 

根拠資料 7-21 共愛学園前橋国際大学図書館利用案内  
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第８章 社会連携・社会貢献 

１．現状説明 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学にとって，産・学・官とは地域社会のことを指し，国際社会とは地域を中心とした

グローバル社会のことを意味し，産学官連携と地域社会・国際社会への協力は，地域との

共生，地域人材育成という点において一体化されている．これらの方針に基づき，本学は

13 の各種主体と連携関係を構築してきた（根拠資料 8-1）．また，COC および COC+に連

関し，産学官連携，地域社会等への協力，加えて地域人材育成に関する達成目標を定めて

いる（根拠資料 8-2）． 

本学は，地域社会と共に歩んできた共愛学園 128 年の歴史を受け継ぎ，その建学の精神

を学則第 1 条において「共愛・共生の精神」と定め，そこから導かれる大学運営指針（モ

ットー）として「地域との共生」を掲げている．また，学則第 3 条では，教育の目的を「国

際社会のあり方について見識と洞察力を持ち，国際化に伴う地域社会の諸課題に対処する

ことのできる人材を養成すること」と定め，そのための教育の基本として「実社会との主

体的な交流・体験の機会を提供する．」ことを掲げている． 

これら理念と目的，指針と教育の基本を踏まえ，中期経営計画には，「グローバル化する

地域の振興を担う人材の育成」「地域社会にひらいた，地域連携による人材育成のしくみの

強化」「社会連携機能の充実，地域の学び直し拠点化」「地域社会を支える知の発信」を掲

げて各事業に取り組んできた． 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では，2006 年度より地域共生研究センターを設置し，地域共生の取組を行ってきた．

地域共生研究センターでは，主催・共催事業として，子育てひろば，生涯学習講座，前橋

学講座，公開講座等を例年実施，地域連携事業として各種公的委員の派遣，講座講師等の

派遣，共同研究等，またボランティア派遣事業を展開している（根拠資料 8-3）． 

そのほか，GGJ シンポジウム，COC シンポジウム，AP シンポジウム，群馬県事業を受

託しての高大連携コラボゼミ，県内高等学校へのアクティブラーニング入門セミナー講師

派遣等を展開している．また，地域の学外組織との連携協力による教育研究の推進におい

ては，単に大学が地域にサービスを提供するだけではなく，多くの学生によるサービスラ

ーニングが展開され，学生の学びと地域へのサービスが同時に展開されることこそ，本学

の地学一体化の方向性であると自負している． 

 本学は，様々な主体と連携協力し，教育研究活動を展開している．主なものに，伊勢崎

市教育委員会とサンデンホールディングス株式会社と設置するグローバル人材育成推進協

議会により展開される Global ProjectWork を中心とする Global Career Training 副専攻，

前橋市と共同設置するCOC推進本部により展開される地域実践演習やサービスラーニング

タームを活用した長期インターンシップ等，地元企業と展開される商品開発，地元学校と

展開される学校フィールド学習，児童英語教師養成プログラム，日本語教師養成プログラ

ムなどである（根拠資料 8-4）．さらに，前橋商工会議所とは地域人材育成共同プロジェク
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トを開始し，地域産業人材要件の抽出研究，その育成のためのカリキュラム検討等に取り

組んでいる．そのほか，2015 年 4 月より地域志向教育研究支援制度が開始され，6 件の地

域機関との協働による教育研究が始動している（根拠資料 8-5，8-6，8-7，8-8）． 

各種活動の中には，学生が中心となる地域交流が多数展開されている．また，前橋市と

共同設置する歴史文化遺産活用委員会は，前橋市からの受託研究として展開されており，

本学教員が参画している．学生団体による地域交流では仮想企業「繭美蚕」が地域の特産

品を活用した商品開発を行い各種イベントに出展したり，ぐんま方言かるたプロジェクト

として学生が作成した方言かるたを活用し地域の小学校における学習活動の支援や本学で

方言かるた大会を実施したり，積極的な交流を行っている．地域の高校生との交流では「な

なめプロジェクト」が群馬県高校生会議や高校生ミュージカル団体バンビーナを支援して

いる．経営学を専攻するゼミでは学生が地域活性化につながるビジネスプランを考え，上

毛新聞社や株式会社ジェイアイエヌ等が主催する Gunma Innovation Award にエントリー

し，2014 年度には初代大学生部門賞を受賞，2015 年も同賞を受賞し，2 年連続の受賞を果

たした．また，地元企業である株式会社ナカダイの地域交流会に本学聖歌隊やアカペラサ

ークル，ダンスサークルが参加したり，前橋駅イルミネーション点灯式等において聖歌隊

が参加したり，地域との交流の幅を広げている． 

国際交流では，前橋市の富士見商工会と連携してインバウンド事業に参加，富岡製糸場

絵かるたの英語化に学生が参画，また本学の留学生が街中活性化プロジェクトに参加し，

群馬県の PR 動画に出演，さらに，前橋市がブルガリアのヴェリコタルノボ市との交流を推

進するにあたり，本学がヴェリコタルノボ大学と協定を結んでの交換留学が開始された．

ブルガリア大使は本学に 2 度訪れ，前橋市長と共に本学にバラの植樹を行ったほか，元琴

欧洲関が本学園を訪れた際は園児や学生と交流をした．このように地域の国際化と本学学

生の学びが結びついた事業を行っている．なお，前橋市のオリンピックおもてなし委員，

群馬県立中央中等教育学校スーパーグローバルハイスクール事業運営指導委員，伊勢崎市

立四葉学園中等教育学校グローバル人材育成プロジェクト委員，太田市立高等学校グロー

バル推進評価委員，同実行委員などを本学教員が務めている． 

 

２．点検・評価 

社会との連携・協力は本学の教育目的そのものであり，その方針が，指針，中期経営計

画等にしっかりと反映されいる． 

研究成果の適切な社会還元に関して，地域の様々な主体との連携協力関係を構築し，単

なる交流や貢献のみならず，学生の学びを踏まえた地学一体化が加速しており，社会連携・

社会貢献は十分に展開されている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

これまでの社会連携・貢献の実績が基盤となり，COC に採択され，加速度的に社会との

関係の密度が深まっている． 

また，COC+に採択された 42 校中私立大学申請校の採択は 2 校だけであった． 



57 

 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

地域との共生，学生の学びを軸として，自治体や学校との連携を進めてきたため，産業

界との連携や交流をもっと活発化させ，地域における学びと学生のキャリア教育との関連

を深める必要がある． 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 COC+事業の目標数値達成へ向けて，地域の様々な主体と協働し，教育プログラムのさら

なる構築を進めていく．また，C3PG（Consortium for Center of Community Plus in 

Gunma）が，COC+参加大学（高崎商科大学，上武大学，明治学院大学），参加自治体（群

馬県，前橋市，高崎市，伊勢崎市，富岡市），参加企業等（一般社団法人群馬県商工会議所

連合会，群馬県中小企業同友会，前橋商工会議所，群馬銀行，しののめ信用金庫，上毛新

聞社，株式会社ワークエントリー，サンデンホールディングス株式会社，株式会社ジェイ

アイエヌ，相模屋食料株式会社，財団法人サンデン環境みらい財団，NPO 法人教育支援協

会北関東，NPO 法人いせさき NPO 協議会社会貢献ネット），協力大学（群馬大学，群馬県

立女子大学，群馬県立県民健康科学大学，前橋工科大学，高崎健康福祉大学，東洋大学・

板倉キャンパス，群馬医療福祉大学）と共に始動しており，この取組を軌道に乗せて地方

創生に資する若者定着を中心とする施策を展開する． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 地域の産業界との交流を充実させ，学内ではキャリア教育プログラムのさらなる構築に

励むことをとおして，地域人材育成とその定着に注力する．また，IR による EM を充実さ

せ，取組の成果を検証するとともに学びとキャリアが結びつく教育活動を展開する． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 8-1 共愛学園前橋国際が有する各種主体との連携協定等一覧 

根拠資料 8-2 共愛学園前橋国際大学が掲げる産官学連携・地域社会等への協力・地域人材

育成に関する達成目標 

根拠資料 8-3 共愛学園前橋国際大学地域共生研究センター活動実績一覧 

根拠資料 8-4 共愛学園前橋国際大学における学外組織との連携協力による授業・教育プロ

グラム一覧 

根拠資料 8-5 地域志向教育研究支援制度要項 

根拠資料 8-6 地域志向教育研究支援制度設置規程 

根拠資料 8-7 地域志向教育研究支援制度運用内規 

根拠資料 8-8 地域志向教育研究支援制度採択一覧  
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第９章 管理運営・財務 

 

第１節 管理運営 

１．現状説明 

（１）大学の理念・目的の実現に向けて，管理運営方針を明確に定めているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の理念・目的は，本学園の理念・目的と同一である．本学園の理念・目的は，「学校

法人共愛学園寄附行為」の規程第 3 条に示す「教育基本法及び学校教育法に従い，学校教

育を行うとともに，基督教主義の徳育を基調とした質実な教育を施し，人格の育成を図る

ことを目的とする」である（根拠資料 9(1)-1）．この実現に向けた本学園・本学の管理運営

方針は，次のとおりである． 

 

① 各部門による独立採算制 

② 教職員数の現状維持 

③ 理事会（経営）と学長（教学）の役割分担 

④ 各部門の定員を確保するほか，外部資金を確保して財政基盤を確立すること 

  

本学園の理念・目的を実現するための管理運営体制は，「学校法人共愛学園管理運営規程」

（根拠資料 9(1)-2），「学校法人共愛学園寄附行為」（根拠資料 9(1)-1）および「学校法人共

愛学園事務組織分掌規程」（資料 9(1)-3）に定められ，本学においては「共愛学園前橋国際

大学学則」（根拠資料 9(1)-4）に定められている．これらの規程等は，全教職員がアクセス

可能な本学システム上で閲覧可能となっている．また，毎年見直される中期経営計画では，

大学の理念・目的が明記され，その行動指針として 2015 年度は「教育の質保証：学修時間

の確保，学習成果の見える化，評価の厳密化・多面化，育成する人材が備えるべき要件の

具体化，教学マネジメントの展開」等を掲げている（根拠資料 9(1)-5）．その理念・目的の

実現に向け，教学に関することは学長が，財務・人事労務については担当理事が方針を立

て説明し，全教職員に周知を徹底している． 

 本学園の意思決定は，「学校法人共愛学園寄附行為」に基づき理事会が行い，理事長が本

学園を代表する．学長は，理事として教学と経営の一体化を図り，「学校法人共愛学園管理

運営規程」の規程により校務を掌り，所属職員を監督，学内の教育運営の全般を管理し大

学を代表する． 

理事長・学長・学部長・副学長・学長補佐・事務局長が連絡協議する学長室会議（6 者連

絡会）は，毎週 1 回学長主導のもと学内の課題について自由に討議する場となり，学長の

意思決定を補佐する体制の１つにもなっている．本学にとって重要な問題や新たに対応が

必要となる問題は，各部門長で構成された「企画運営会議」で協議する．学長は，企画運

営会議の協議内容を踏まえ，教授会で審議・議決するものは教授会に，理事会の同意が必

要なものは理事会に提案する過程を経ている．このように意思決定プロセスは明確である． 

 理事会は，教学面の運営は学長の裁量に委ねており，学長からの提案は尊重されるかた

ちで決定している．学長のほか，事務局長と教授１名が理事に就任しており，また開学以

来，理事長が教授会に出席する慣例があり，理事会と教授会の意思疎通や大学の迅速な意
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思決定の際，より効果的に機能している． 

教授会は，教学に関する重要事項の意思決定機関として位置づけられ，学長主導のもと，

審議が行われている．その審議事項は，共愛学園前橋国際大学学則，教授会の運営に関す

ることは共愛学園前橋国際大学教授会規程で定められている． 

 

（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

1999 年 4 月の開学以来，必要に応じ，新しい規程の制定や現行規程の見直しが継続的に

行われ，諸規程が整備されている．この規程と社会規範に基づき，本学は管理運営がなさ

れている．大学の社会的信頼と業務執行の公平性の維持に努めるため，教職員がコンプラ

イアンスの重要性を深く認識し，公平・公正な教学および業務遂行に努めている．2015 年

4 月 1 日に施行された「学校教育法および国立大学法人法の一部改正」においては，法案の

趣旨に沿い学長のリーダーシップ確立等のガバナンス改革を促進するため準備が進められ，

2015 年 3 月 16 日教授会および 2015 年 3 月 27 日理事会で学内諸規程の内 49 規程が改正

された． 

本学の管理運営の中心を担う学長の職務・権限については，「学校法人共愛学園管理運営

規程」により，「学長は，校務を掌り，所属職員を監督して学内の教育運営の全般を管理し，

大学を代表する．」と定められている．副学長は，「共愛学園前橋国際大学副学長規程」（根

拠資料 9(1)-7 第 3 条 1 項）により，「学長を補佐し，学長の命を受けて学内外の連絡調整に

あたる．」と定められている．学部長は，「学校法人共愛学園管理運営規程」により，「学長

の命を受け，教学面を運営し，学長に事故あるときは，その職務を代行する．」，「副学長は，

学長の命を受けて校務をつかさどることができる．」と定められている．また，学長補佐は，

「共愛学園前橋国際大学学長補佐規程」第 1 条（根拠資料 9(1)-8）により，「学長が，リー

ダーシップを発揮しながら本学の円滑な運営を図るために，学長の下に学長補佐を置くこ

とができる．」と定められている． 

学長の選考は，「共愛学園前橋国際大学学長選出規程」（根拠資料 9(1)-9）によって定めら

れている．副学長は，「共愛学園前橋国際大学副学長規程」に基づき，学長補佐は，「共愛

学園前橋国際大学学長補佐規程」に基づき，それぞれ学長が指名する．学部長の選考は，「共

愛学園前橋国際大学学部長選出規程」（資料 9(1)-10）に基づき，学科長・専攻長・コース長

については，「共愛学園前橋国際大学学科長・専攻長・コース長規程」（根拠資料 9(1)－11）

に基づき，それぞれ選定される． 

 

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され，十分に機能しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の事務組織は，「学校法人共愛学園管理運営規程」に定められている．大学の組織は

3 課 1 室制で，そのうち総務課と企画・調査室は法人事務局を兼務している．職員数は専任・

嘱託・パートを合わせて 33 名で，少人数ながら学生中心主義のモットーに従い，学生の様々

なニーズに対して親身に対応している．  

 職員数は，2009 年度の 29 名から 2015 年度の 7 年間で 4 名増になっている．部署別の内

訳で見ると，情報処理センターの職員を 2 名，学生のキャリア支援担当職員を 2 名増員し，
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学生支援に関わる専門性の高い部署に人員増を行った．また，採択性公募プログラムに申

請し，2012 年度にグローバル人材育成推進事業（GGJ），2014 年度には（知）の拠点整備

事業（COC）および大学教育再生加速プログラム（AP），2015 年度には（知）の拠点大学

による地方創生推進事業（COC＋）に採択されたため，業務委託の形態で 5 名を配置して

いる． 

 事務組織の分掌については，「学校法人共愛学園事務組織分掌規程」に定められている．

総務課は，総務的業務，経理業務，施設管理等を担当している．教務学生課は，学生の学

籍，教育課程，試験履修，時間割の編成，授業関係，健康管理等を担当している．入試・

就職課は，学生募集，広報，学生の就職指導，就職先開拓等を担当している．企画調査室

は，自己点検評価，中期経営計画，地域共生・ボランティア関係を担当している．新たな

展開としては，私立大学等経常費補助金の特別補助である未来経営戦略推進経費を受け，IR

推進ワーキンググループを組織し，今後の大学運営に有益な情報を取りまとめ，役立つ情

報を共有し生かしていくシステムを構築している．学内での事務業務は円滑に機能してお

り，人員配置は適切である． 

 職員に関しては定期的な採用活動は行っていないが，退職者や業務拡充による人員補充

を行っている．昇格については，「事務職員役割職能等級規程」（根拠資料 9(1)-12）により

昇格要件・昇格基準が定められている．この規程は，職員の処遇の公正化を図り，評価基

準を明確化し，能力開発・労働意欲の高揚を促進することで組織の活性化と経営効率の向

上に資することを目的としている．  

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では，2003 年度から事務局中期業務計画を 3 年サイクルで作成し，2015 年で第 5

次計画の 12 年目となった．本学全体の基本方針（人材の育成，教育の充実，研究の充実，

地域連携の推進等）を定め，それを基として事務局の基本方針（戦略・創造型事務局への

転換，組織の活性化と広い視野・先見を持った人材の育成，教育サービスの向上・教育環

境の改善等）を据えている．また，事務局全体の 3 年間の主要施策を基に，各課室で個々

の主要施策を立て，毎月の課長会議でその進捗状況を確認している．   

2003 年度から目標による管理を導入し，個人ごとに年度目標を立て，計画的に課題に取

り組むことで個々の能力を高め，組織の活性化を目指している．目標設定時は各課の共通

目標に従い，上長と各課員が話し合いのうえで個人の業務目標を設定し，これらを遂行す

ることにより，能力向上・専門性向上を図っている．さらに，目標設定時および中間時に

は事務局長・上長・本人の 3 者による面接の場を設け，コミュニケーションを図り，必要

な助言・指導を行っている．                            

2011 年度から，「事務職員役割職能等級規程」（根拠資料 9(1)-12）や「事務職員人事考課

細則」（根拠資料 9(1)-13）により目標による管理を含めた総合的な人事考課制度を導入し，

目標管理の他，情意評価・能力評価，特別加算減算項目，事務局長による加点を点数化し

た評価を実施し，評価結果は昇任・昇格検討時に利用している． 

 スタッフ・ディベロップメント（SD）は，業務の専門性に応じ，日本私立大学協会等の

外部機関が主催する研修会・セミナーへの参加を積極的に促している．また，年 2 回程度
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外部講師を招いて研修会を実施している．研修会・セミナーへの参加・報告については，

人事考課・特別加算減算項目の加点項目として位置付けている．さらに，理事・評議員・

教職員を対象とする内部研修会を実施し，教職員が講師となり，教育内容や財務状況等に

ついて説明する機会を設けている．また，事務局員の自己研鑽として大学院への修学援助

制度を設け，職員の自主的な能力向上を支援している．大学院通学のための勤務時間免除

等や入学金・授業料の一部を大学が負担などの便宜を図り，2005 年度以降 2 名の職員が大

学院修士課程を修了しており，現在も 1 名が大学院修士課程で学んでいる． 

 

２．点検・評価 

 本学の管理運営は，「学校法人共愛学園管理運営規程」等の明文化された諸規程によって

適切に行われている． 

 大学業務を支援する事務組織は，3 課 1 室制で，少人数ながら学生中心主義のモットーに

従い，学生の様々なニーズに対して親身に対応し，十分に機能している． 

 事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策については，職員の採用・昇格に人事考

課制度を導入し，スタッフ・ディベロップメント（SD）の活用等により，事務職員の意欲・

資質の向上を図っている． 

以上により，本学は求められている基準を充足していると判断する．より大学運営を円

滑に行うため，今後も規程の見直しや必要に応じた規程の制定を図る． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学は小規模校のため，教学組織と事務組織との適切な連携を図りながら，学長がリー

ダーシップを発揮して迅速な意思決定を行っている．将来構想等の重要事項に関しては「ス

タッフ会議規程」（根拠資料 9(1)-14）により全教職員参加によるスタッフ会議が実質的な最

高意思決定機関として，教授会・事務会議よりも重要な役割を果たしている．また，「セン

ター運営規程」（根拠資料 9(1)-15）によりセンター制を中心とした運営が行われ，教員と職

員が協働して日常業務に取り組んでいる． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

SD については，積極的に推進しているが，職員の人事考課に合わせた階層別研修の実施

等，研修の組織化・システム化はまだ不十分である． 

 

３．将来に向けた発展方策 

② 効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 今後もセンター制を活かし教学組織と事務組織の適切な連携を図り，全教職員が一体と

なった教員・職員協働の大学運営を推進する．また，必要に応じて新しい規程の制定や，

現行規程の見直しにより継続的に諸規程の整備を整え，効果を高めていく． 
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②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 今後，本学では 40代の中堅職員が増え組織の中心となるため，階層別研修を実施したり，

人事考課に反映できるシステムを確立したり，中堅職員が組織力を高められる体制を整え

たい． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 9(1)-1 学校法人共愛学園寄附行為 

根拠資料 9(1)-2 学校法人共愛学園管理運営規程 

根拠資料 9(1)-3 学校法人共愛学園事務組織分掌規程 （既出 5-3） 

根拠資料 9(1)-4 共愛学園前橋国際大学学則（既出 1-1） 

根拠資料 9(1)-5 学校法人共愛学園中期経営計画（2015 年度~2019 年度） 

根拠資料 9(1)-6 共愛学園前橋国際大学教授会規程 

根拠資料 9(1)-7 共愛学園前橋国際大学副学長規程 

根拠資料 9(1)-8 共愛学園前橋国際大学学長補佐規程 

根拠資料 9(1)-9 共愛学園前橋国際大学学長選出規程 

根拠資料 9(1)-10 共愛学園前橋国際大学学部長選出規程 

根拠資料 9(1)-11 共愛学園前橋国際大学学科長・専攻長・コース長規程（既出 3-6） 

根拠資料 9(1)-12  学校法人共愛学園事務職員役割職能等級規程 

根拠資料 9(1)-13  学校法人事務職員人事考課細則 

根拠資料 9(1)-14  共愛学園前橋国際大学スタッフ会議規程 

根拠資料 9(1)-15  共愛学園前橋国際大学センター運営規程 （既出 2-1） 

根拠資料 9(1)-16 共愛学園前橋国際大学学長選出規程施行細則 

根拠資料 9(1)-17 学校法人の概要 
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第２節 財務 

１．現状説明 

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学園は企画調査室が中心となり，他部署の協力を得て 5 ヶ年の中期経営計画書（資料

9(2)-1）を立案している．実効性のある経営計画とするために，作成過程で重要事項につい

は常任理事会，課長会議，事務会議および企画運営会議へ報告し，意見を求めている．                                     

本学の中期経営計画では，過去 5 ヶ年の財務状況および本学を取り巻く周りの環境を加

味し，教育研究計画，学生募集の見込みとそれに伴う学納金計画，2017 年度に予定してい

る礼拝堂兼事務棟建築を含む施設・設備計画，さらに人事計画を策定した上で財務シミュ

レーションを行っている．また，計画だけでなく，その実績についても検証し，計画の精

度が向上するよう，毎年見直しを行っている．                                   

 私立大学等経常費補助金は，2008 年度に 1 億 2,512 万円，2013 年度に 1 億 5,545 万円

であったが，2014 年度には 1 億 7,132 万円に増加している．これは，2013 年度からの私

立大学等改革総合支援事業の採択によるものであり，2013 年度はタイプ 1～3 の全てに，

2014・2015 年度にはタイプ 1，2，4 に採択された．この結果は，学長をはじめとする教職

員が一丸となって大学教育改革に積極的に関わった取組みが評価されたものである． 

 科学研究費補助金の採択については，2014 年度 2 件 312 万円であり，受託研究費の締結

については 2014 年度 3 件 333 万円である．施設貸出による利用料徴収については年々増加

し，2014 年度 19 団体へ 970 万円となり，重要な外部資金確保の手段となっている． 

採択性公募プログラムについては，2012 年度にグローバル人材育成推進事業（GGJ），

2014 年度には（知）の拠点整備事業（COC）および大学教育再生加速プログラム（AP），

2015 年度に地の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）に採択され，今後も引き続き

外部資金の受け入れ確保を目指していく． 

2014 年度の大学の収支状況については，財務書類計算書（資料 9(2)-2）の通り，帰属収

入が14億3,381万円であるのに対し，消費支出は12億7,767万円で，消費支出比率は89.1%

となり 1 億 5,614 万円の収入超過となっている．また，大学の帰属収入は法人全体の帰属

収入 29 億 4,346 万円に対し 48.7%を占め，そのうち学生生徒納付金 10 億 1,081 万円（学

生納付金比率 70.5%）と，補助金 3 億 6,331 万円（補助金比率 25.3%）の合計額は 95.7%

を占めている．一方で，人件費は 6 億 3,424 万円（人件費率 44.2%），教育研究経費は 5 億

4,596 万円（教育研究経費比率 38.1%），管理経費は 9,746 万円（管理経費比率 6.8%），借

入金返済は 0 である． 

 5 ヵ年の連続貸借対照表（資料 9(2)-3）では，2014 年度末の資産の部の合計は 122 億 9,447

万円で，2010 年度末と比較すると 9 億 8,255 万円増加していることがわかる．また，負債

の部は 5 億 6,909 万円で，2010 年度と比較すると 1,566 万円減少している．基本金の部は

146 億 4,980 万円で，2010 年度と比較すると 18 億 8,735 万円増加している． 

 貸借対照表比率では，自己資金構成比率 95.4%，固定比率 90.2%，流動比率 397.2%， 

総負債比率 4.6％，負債比率 4.9%となっており，どの比率も概ね良好といえる． 

毎年，決算後 5 ヵ年財務分析（資料 9(2)-4）を行い，前年度の経営状況について多方面か

ら分析している．日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営
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状況の区分」による事業団判定表（資料 9(2)-5）に当てはめると，正常状態 A1～A3 の範囲

内で A2 に該当し，経営は正常で適切である．   

 

（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学では，理事長のほか学長，副学長，学部長，学長補佐，事務局長，総務課長，教員

代表 1 名，総務課 2 名の計 10 名による「予算査定委員会」が設置されている．予算を請求

できる単位が予算査定委員会査定内規（資料 9(2)-6）で決められており，当初予算，補正予

算，決算については，その都度，予算等の妥当性や執行状況について「予算査定委員会」

において審査し，必要に応じて各センター等に対してヒアリングを実施している．「予算査

定委員会」において厳格に審査された予算案は，最終的に法人理事会・評議員会において

承認される．また，内部監査としても予算査定委員会が機能し，各センター並びに委員会

より請求される予算案を査定し，適正な予算案と執行について助言も行っている．予算執

行には，経理規程（資料 9(2)-7）や固定資産および物品管理規程（資料 9(2)-8）に基づいて

手続きを行い，あらかじめ承認されている予算については「伺い書」を提出し，承認手続

きを得て執行している．当初に計上されていない予算，または大幅な増額となった予算に

ついては，適正と判断される場合のみ，各決裁者の承認を得ることにより執行することが

できる．各センターが管轄する予算の内容については，授業予算規程（資料 9(2)-9）および

センター予算規程（資料 9(2)-10）の中で定められている．    

 財務監査については，公認会計士による会計監査を年間スケジュールに基づいて行い，

収入・支出，現預金，固定資産，有価証券等について監査を行っている．また，監事によ

る事前の決算監査を行い，財政状況および財務処理状況について理事会と評議員会に報告

し，承認を得ている．監査の際には，事務局長と経理担当者が立会い，求めに応じて質問

に答えている．また，法人監事と公認会計士の業務監査の打合せも定期的に行っている． 

決算については，法令に基づき法人監事および公認会計士の監査を受け，正確で適正で

あるとの監査報告書を受けている．   

 

２．点検・評価 

安定した教育研究のための必要かつ十分な財政的基盤の確立に関して，法人全体として

10 年以上連続で帰属収支は収入超過であり，消費収支計算書関係比率および貸借対照表関

係比率もほぼ適正な数値となっている．また，大学でも同様に帰属収支は収入超過であり，

学生数も収容定員を満たし，無借金経営を続けており，財政は健全である． 

予算編成および予算執行に関しても，予算編成は予算査定委員会査定内規に基づき予算

査定委員会を中心に適切に行われ，また予算執行，財務監査，決算も適切に行われている． 

以上の点から，本学は求められている基準を充足していると判断する． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

大学の教育用研究経費のうち，2010 年度に奨学費が 19,398 万円で教育用研究経費に占

める割合が 46.9%であったが，入学時の資格特待等の奨学金制度の抜本的見直しにより
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2014 年度には約 5,500 万円減の 13,914 万円で，教育用研究経費に占める割合も 25.5％程

度まで圧縮することができた． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

科学研究費補助金の採択件数が少ないため，積極的な獲得体制の確立が急務である．教

員の外部資金獲得に向けた意識改革や，それを支える職員の体制を確立する必要がある． 

 

３．将来に向けた発展方策 

③ 効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

教育用研究経費に占める人件費割合を圧縮することができたが，さらなる財政の健全化

に向け，帰属収入に対する人件費の割合を一定割合から高い場合には賞与から削減，低い

場合には賞与へ還元する「人件費の抑制に関する規程」（資料 9(2)-11）を設けており，固定

費となる人件費の割合を調整する． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

科学研究費補助金の採択件数を増やすため，情報の周知を徹底するとともに，科学研究

費の申請に係る FD を定例的に実施したい．また，科学研究費補助金の応募や獲得した教職

員に対する優遇措置も検討したい． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 9(2)-1 学校法人共愛学園中期経営計画書（2010 年度～2014 年度）（既出 5-5） 

根拠資料 9(2)-2 財務書類計算書（2010 年度～2014 年度） 

根拠資料 9(2)-3 5 ヵ年連続貸借対照表 

根拠資料 9(2)-4 5 ヵ年財務分析 

根拠資料 9(2)-5 事業団判定表 

根拠資料 9(2)-6 共愛学園前橋国際大学予算査定委員会 査定内規 

根拠資料 9(2)-7 学校法人共愛学園経理規程 

根拠資料 9(2)-8 学校法人共愛学園固定資産および物品管理規程 

根拠資料 9(2)-9 共愛学園前橋国際大学授業予算規程 

根拠資料 9(2)-10 共愛学園前橋国際大学センター予算規程 

根拠資料 9(2)-11 共愛学園前橋国際大学人件費の抑制に関する規程 

根拠資料 9(2)-12 5 ヵ年連続資金収支計算書（大学部門） 

根拠資料 9(2)-13 5 ヵ年連続資金収支計算書（法人部門） 

根拠資料 9(2)-14 5 ヵ年連続消費収支計算書（大学部門） 

根拠資料 9(2)-15 5 ヵ年連続消費収支計算書（法人部門） 

根拠資料 9(2)-16 監査報告書（2010 年度～2014 年度） 

根拠資料 9(2)-17 財産目録（2010 年度～2014 年度）  
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第１０章 内部質保証 

１．現状説明 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い，その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

本学の自己点検・評価については，共愛学園前橋国際大学学則第 2 条に「本学は，前条

の目的を達成するため，研究教育活動等の状況について自ら点検および評価を行う．」と定

め，これに基づき，共愛学園前橋国際大学自己点検・評価委員会規程を定め，実施してい

る（根拠資料 10-1）． 

共愛学園前橋国際大学自己点検・評価委員会規程は，2003 年度に制定され，同年に「自

己点検・評価委員会」を発足させた．自己点検・評価委員会は，学長が委員長を務め，国

際社会学部長，事務局長および企画センターの構成員により組織される．2008 年度からは，

学長のもとに置かれた学長補佐が，学長の指示により委員会の実質的責任者となっている．

自己点検・評価の結果は，本学ホームページにて最新の情報を公開している（根拠資料 10-2）． 

また，学生からは「授業アンケート」「学生アンケート」「スピークアップ」から意見を

収集し（根拠資料 10-3），卒業生からは「卒業生調査」（根拠資料 10-4）による点検・評価

を行ってきたが，2015 年度から高等学校の教諭や地域企業からも本学の諸活動について，

点検・評価が実施できるようパイロット調査を開始している． 

なお，本学は 2012 年度には GGJ，2014 年度には COC と AP，2015 年度には COC+に

採択され，これらの事業についても，外部評価委員会を設置し，外部評価を実施している． 

 本学は，学校法人共愛学園情報公開規程の第 1 条が定める「学校法人としての公共性に

鑑み，社会に対する説明責任を果たし，公正かつ透明性の高い運営を実現し，構成員によ

る自律的な運営および教育研究の質の向上に資すること」を目的とし，同規程第 2 条に定

められている（1）学校法人の基本情報，（2）法人の経営および財政に関する情報，（3）大

学の教育研究に関する情報，（4）その他の情報について，ホームページにて公開している

（根拠資料 10-5）（根拠資料 10-6）．また，大学ポートレート私学版には，求められている

全ての情報を掲載し，公表している（根拠資料 10-7）．  

 情報公開請求においては，学校法人共愛学園情報公開規程第 3 条に定める非公開情報を

除いては情報公開に応じるが，そのための窓口を設置しておらず，現在まで具体的な情報

公開請求も行われたことはない．個人情報保護の取組においては共愛学園前橋国際大学個

人情報保護基本規程の第 34条で個人情報の開示に関する窓口も含めて明確に定められてい

る（根拠資料 10-8）． 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

自己点検・評価は，学長を委員長とする自己点検評価委員会が責務を担っており，内部

質保証は，学長室が統括し，企画センターが実務を担い，企画運営会議や各コース・セン

ター等へ指示するシステムになっている．これは実質的に行われてきたものであるため，

今後は現在のシステムが内部質保証を掌ることを明確にし，内部質保証の手続きや組織体

系を確立させる必要がある． 



67 

 

なお，内部質保証に不可欠な IR は，現在 IR ワーキンググループを立ち上げ，具体的な

運用についての準備を進めている． 

本学では，中期経営計画の改訂を毎年スタッフ会議において議論し，5 年後の目標設定

（2010 年には「進化・深化プロジェクト～学びの共愛へ」を設定した）を行ってきた（PLAN）．

この目標に基づき各種補助事業等を含む様々な施策を展開してきた（DO）．本学が実施し

てきたことに対し，自己点検・評価はもちろんのこと，毎年実施する学生アンケートを基

に，学長室，企画センター並びに企画運営会議における全学的改善の検討や各コース各セ

ンターにおける部門別改善の検討を行ってきた（CHECK）．その検討結果を，教学や大学

運営に活かしてきた（ACTION）．アクティブラーニングの充実に向けた 4 号館の建設と建

設後の適切な運営のための教職員有志による「4 号館運営委員会」の機能は，その象徴であ

る． 

このような実質的な PDCA の展開により，数多くの改革・改善に着手できたが，内部質

保証の方針や手続きについては明文化されていない．また，現在までの点検・評価は，イ

ンプット，プロセス，アウトプットの評価が中心であり，アウトカム評価がエビデンス・

ベースで実施されていない．この課題を改善するために，ディプロマポリシーと学士力等

のジェネリックスキル，地域産業人材要件等を加味した「学修成果指標」を策定した．学

生は「学修→ポートフォリオ→成果指標による評価と教員とのリフレクション→学修計画」

という学びの PDCA で展開できるシステムが得られ，本学は自らの教学活動のアウトカム

を踏まえた点検評価が可能になる．IR を運用する組織と共にデータベース統合による IR

システムが整うことで，よりエビデンスに基づいた学修プログラムの PDCA と内部質保証

が可能になる． 

図 5 学びの PDCA と教学 PDCA のサイクル 
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本学は，共愛学園前橋国際大学危機管理規程で危機管理要綱を定めている（根拠資料

10-9）．同要綱では各種のリスクを未然に防ぐことも目的として定め，特に重大事件の 1 つ

として「著しくコンプライアンスや社会倫理に反する事件」を挙げている． 

また，ハラスメントについては，「共愛学園前橋国際大学セクシュアル・ハラスメントの

防止と対策に関する規則」（根拠資料 10-10）を定め，学生はもとより教職員用ガイドブッ

クを作成し新任者へオリエンテーションで周知させ，スタッフ会議等で研修を実施してき

た．同様に，情報セキュリティや情報倫理に関する研修も実施している．研究上のコンプ

ライアンスについては，「共愛学園前橋国際大学研究倫理規程」（根拠資料 10-11），「共愛学

園前橋国際大学科学研究費取扱規程」（根拠資料 10-12），「共愛学園前橋国際大学公的研究

費の管理・監査のガイドライン」（根拠資料 10-13）を定め，信頼性を高めるとともに，全

教職員に周知を図っている．万が一コンプライアンスに抵触する事案が発生した場合にお

いても，そのことを通報した者を保護しつつ，迅速に信頼回復に対応できるため「共愛学

園前橋国際大学公益通報者保護規程」（根拠資料 10-14）を定めている． 

 

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか． 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 自己点検・評価活動の組織レベル・個人レベルの取組は，図 6 のとおりである． 

図 6 内部質保証システムの展開 
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まず，本学高等教育研究センターが主導する授業アンケートに基づき，教員個人が授業

方法等に関する自己評価をしたり，各コースによる他己評価を実施したり，授業内容・方

法の検証を行っている． 

次に，授業アンケートや同じく高等教育研究センターが実施する学生調査を基にコース

の教育プログラムの一貫性等に係る検証が行われ，学部レベルでは学生センターの教務グ

ループが中心となり厳格な成績評価や学部としての教育プログラムの検証を行っている． 

さらに，企画センターが主導し，企画運営会議における論議をとおして各センターや各

課が教育成果と大学全体に係る事項の検証を行っている． 

教育研究活動のデータベース化の推進については，IR ワーキンググループが展開する統

合データベースや AP ワーキンググループが展開する学修成果指標の比較がエビデンスと

して提供される．この統合データベースは，学修行動調査，学生調査，履修歴の学生情報，

学修成果指標の自己評価結果等学内のあらゆるデータを統合するものであり，それを IR に

活用できるシステムも同時に構築されている． 

学外者の意見の反映に関しては，定期的に卒業生調査を実施し，2015 年度から地域企業

の意見を反映させるためのパイロット調査も開始している． 

GGJ，AP，COC，COC+等のプログラムについては，必ず外部専門家を評価委員に任命

して評価を受けている．また，学事顧問，宗教センター顧問，地域共生研究センター顧問

を置き，大学運営，教育プログラム，キリスト教を柱とする理念，地域共生等といった本

学の最重要項目について評価や指導を受けている．大学全体については，監事による監査

や指導を受けている． 

現在，各補助事業の採択に際し若干の指摘事項を受けているが，その事項については着

実に対応している．また，2015 年度に教職課程の実地視察を受けており，今後何らかの指

摘事項があった場合は，真摯に対応する． 

 

２．点検・評価 

内部質保証については，実質的に充足していると判断する．また，コンプライアンス対

策や情報公開についても真摯に取り組んでいる． 

しかし，内部質保証に関する規程，指針・方針，手順や仕組みに関して明文化されてお

らず，本学の自己点検評価や内部質保証をより明確に具体化するための整備が必要である． 

 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

授業アンケートや学生調査，学外者の声や外部評価機関の指摘事項等を真摯に受入れ，

定期的に点検評価することによって，様々な改革を遂行することができた．これは実質的

な内部質保証の効果といえる． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

実質的な内部質保証は充足しているが，未だ内部質保証に関する規程，指針・方針，手

順や仕組みに関して明文化されていない．また，学修成果指標や IR の取組みは始動したば
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かりであり，これまで学生調査等では学生全体の効果検証は可能であっても，学生一人一

人の教育効果を検証できなかった．また，PDCA の P にあたる計画の抽象度が高く，個別

のプログラム等を除いては，KPI（設定した目標に対してどのような過程を通過すれば達成

可能かどうかを洗い出し，その過程をクリア出来ているかどうかを数値で計測すること）

等を明確に設定することができなかった． 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

自己点検評価を踏まえた PDCA を展開し，さらなる大学改革を推進する．具体的には，

始動したばかりの学修成果指標や IR の取組みを確実に実行し，e ポートフォリオを活用し

リフレクションを定着させるなどの学生一人一人の教育効果を検証していく．また，KPI

等を明確に設定していく． 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体（国際社会学部）＞ 

 内部質保証に係る明確な規程や指針，手順について定め，着実な質保証を実施し，社会

的な信用をより高める必要がある．また，理念と目的，3 つのポリシーに即した明確な計画

の策定と KPI の設定を行い，実質の内部質保証を維持しつつ，制度的な裏付けをする． 

 

４．根拠資料 

根拠資料 10-1 共愛学園前橋国際大学自己点検・評価委員会規程 

根拠資料 10-2 本学ホームページ（自己点検評価と第三者評価）

http://www.kyoai.ac.jp/?p=27 

根拠資料 10-3 本学ホームページ（学生中心主義）http://www.kyoai.ac.jp/?p=337 

根拠資料 10-4 卒業生アンケート（実施のお知らせ） 

根拠資料 10-5 学校法人共愛学園情報公開規程 

根拠資料 10-6 本学ホームページ（公表情報コーナー）http://www.kyoai.ac.jp/?p=3064 

根拠資料 10-7 大学ポートレート（私学版）（既出 4(1)-3） 

根拠資料 10-8 共愛学園前橋国際大学個人情報保護基本規程 

根拠資料 10-9 共愛学園前橋国際大学危機管理要綱 

根拠資料 10-10 共愛学園前橋国際大学セクシュアル・ハラスメントの防止と対策に関する

規則 

根拠資料 10-11 共愛学園前橋国際大学研究倫理規程（既出 7-12） 

根拠資料 10-12 共愛学園前橋国際大学科学研究費取扱規程 

根拠資料 10-13 共愛学園前橋国際大学公的研究費の管理・監査のガイドライン 

根拠資料 10-14 共愛学園前橋国際大学公益通報者保護規程 

根拠資料 10-15 共愛学園ホームページ財政公開 http://www.edu.kyoai.ac.jp/account.html 


