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２０１９年１１月 

学務・入試センター 

九州ルーテル学院大学：シラバス作成のためのガイドライン 
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０．ガイドラインの作成目的 

大学教育の質保証及び質向上のため、中央教育審議会における答申等において、授業外学修の促

進、厳格な成績評価の実施、学修成果の可視化など大学教育の質保証及び質向上のための様々な取

組の基礎になるものとして、シラバスの重要性と記載内容の一層の充実が求められています。 

こうした背景を踏まえて、九州ルーテル学院大学では、「シラバス作成方法」に関する本学ＦＤ研

修会での意見等を基に、従来の「シラバス作成の手引」の内容を見直し、新たに「シラバス作成の

ためのガイドライン」を作成しました。 

今後は、学生による授業評価アンケートの意見等についても必要に応じ取り入れつつ、シラバス

の改善を図ることとしています。 

これにより、本学は、学生の学びの支援、教育の更なる充実に努めていきます。 

 

 

 

１．シラバスの定義 

  シラバスは、学生の履修科目の選択の際に不可欠な資料であり、学生が何を身につけられるか、

受講に当たって何を準備しておく必要があるか、学修成果がどのように評価されるのかなど、学生

の視点に立って記載することが求められます。 

 

【授業計画（シラバス）】 

各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授業名、担当教員名、講義目的、各回ごとの授業内容、成績評価方

法・基準、準備学修等についての具体的な指示、教科書・参考文献、履修条件等が記されており、学生が各授業科目

の準備学修等を進めるための基本となるもの。また、学生が講義の履修を決める際の資料になるとともに、教員相互

の授業内容の調整、学生による授業評価等にも使われる。アメリカでは、教員と学生の契約書と理解されている例も

ある。授業内容の概要を総覧する資料（いわゆるコース・カタログ）とは異なり、科目の到達目標や 学生の学修内

容、準備学修の内容、成績評価の方法・基準の明示が求められる。 

参照：「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（平成２４年８月２８日中央教育審議会答申）」 

 

【授業計画（シラバス）の必要性】（大学設置基準） 

第２５条の２ 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ明示するものと

する。 

２ 大学は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対して

その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 
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２．シラバスの作成 

（１）作成方法 

 ①シラバスへの入力 

九州ルーテル学院大学学生情報システム（Active Academy）のシラバス登録で、先ず登録年度

を指定し、新年度の入力を行う。（各科目のシラバスは、前年度のデータが反映されており、科目

担当者等のみ新年度となっている。） 
新規開講科目で、既存科目の内容を反映させたい場合は、事前に学務・入試センターに連絡する。

詳しい入力方法は、別紙１の「2020 年度 Web シラバス作成方法」を確認し、本登録を行う。 
 

②セルフチェック 

登録（修正）後、別紙２の「シラバス（セルフ）チェックシート」で入力内容を確認し、本登録

を行う。 
 

③第三者によるチェック 

1)シラバスのチェック担当者は、作成されたシラバスの記載内容について、単なる編集上のチェ
ック（記載事項の有無や語句修正等）のみならず、カリキュラムの編成方針 別紙３ を踏まえ、
チェックを行う。なお、チェック担当者本人の科目は、学務・入試センター長が確認する。 

 
＜チェック担当者＞ 

 共通教育科目      学務・入試センター長 
 キャリア・イングリッシュ専攻科目   キャリア・イングリッシュ専攻主任 
 こども専攻科目        こども専攻主任 
  ・保育コース科目          保育コース長 
  ・児童教育コース科目        児童教育コース長 
 心理臨床学科科目     心理臨床学科長 
 教職に関する科目     教職支援委員会（教職支援委員長） 
 人文学研究科専攻科目            研究科長 

 
2)チェック担当者は、以下の「シラバスチェック要領」に基づき、第三者チェックを行う。 

  単純な修正（誤字・脱字等）は学務・入試センター宛て、内容に関する修正は直接科目担当者宛

て修正を依頼する。 
 

＜シラバスチェック要領＞ 

①学科・専攻（コース）が育成する学生像と教育目標に適している。 

②学科・専攻（コース）として、開講期と難易度、科目間の内容の重複など、問題なく 

バランスが取れている。 

③受講者の到達目標に対応した成績評価の方法・基準が明示されている。 

④教職課程コアカリキュラム及び外国語（英語）コアカリキュラムの適用を受ける教職 

科目にあっては、同コアカリキュラムで示されている到達目標に十分対応した授業内容 

となっている。 

 
3)学務・入試センター及び科目担当者は、システム上で修正後、印刷してチェック担当者にわたす。 
 

  4)チェック担当者は、修正を確認し、全科目のチェックが完了次第「シラバスチェック実施管理表」

に必要事項を記載し、学務・入試センターに提出する。 
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 ④シラバスの公開 

各年度のシラバスは、前年度の３月末に公開する。 
 
 
 
（２）記載項目 

基本情報 

①講義科目名称・英文科目名称、開講期間、配当年、単位数、科目必修・選択区分、担当教員、開

講学科（専攻） 

 

 ②該当ＤＰ 

  本学の以下のディプロマ・ポリシーの該当する番号を必ず記載する。 

  共通教育科目については、学部のディプロマ・ポリシーを、各学科･専攻･コースの科目について

はそれぞれのディプロマ・ポリシーを記載する。 
   

●学部（共通教育科目） 

１．広い視野とバランスのとれた判断を可能にする豊かな人間力 

２．教養と専門に関する知識を身につけ、社会のさまざまな分野で活動できる能力 

３．社会の動向に関心を持ち、その変化やニーズに対応できる能力 

 

●人文学科キャリア・イングリッシュ専攻（キャリア・イングリッシュ専攻科目） 

１．国際社会や実務で通用する英語運用能力（読む・書く・聞く・話す）を修得し活用できる 

２．グローバルで幅広い視野と深い教養を身につけ、異文化社会の多様性を理解できる 

３．IT 技術、情報リテラシーやビジネスに関する知識・倫理観、社会人としてのコミュニケー

ション力を身につけている 

４．自己の意見や考えを積極的かつ適切に他者に対して発言・発信できる 

５．卒業研究を通して、自ら課題を分析し、解決・結論に導く方策を構築できる 

 

●人文学科こども専攻保育コース（保育コース科目） 

１．保育・幼児教育の考え方や理論について、自分の言葉で説明できる 

２．保育・幼児教育のさまざまな研究法や技法について、実践を通して理解できる 

３．保育・幼児教育の専門的知識を身につけ、現場等で活用できる 

４．他者との協働的・実践的な学びを通して、対応力・判断力を高め、適切に活用し問題解決を

行うことができる 

５．多様な他者を理解し、他者と共生する社会の形成に向けて、社会の動向に関心を持ち、乳幼

児理解の視点を活かしてアプローチすることができる 

６．保育・幼児教育に関する卒業研究を通して、自らテーマを設定し、適切な方法で研究を進

め、分析し、結果を整理して考察をまとめることができる 

 

●人文学科こども専攻児童教育コース（児童教育コース科目） 

１．教育学やこども学、教科内容や教科教育学の考え方や理論について、自分の言葉で説明でき

る 

２．教育学やこども学、教科内容や教科教育学のさまざまな研究法や技法について、実践を通し

て理解できる 
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３．教育学やこども学、教科内容や教科教育学の専門的知識を身につけ、現場等で活用できる 

４．小学校等での実習やさまざまなボランティア活動における協働的・実践的な学びを通して、

対応力・判断力を高め、適切に活用し問題解決を行うことができる 

５．多様な他者を理解し、他者と共生する社会の形成に向けて、社会の動向に関心を持ち、教育

者としての視点を活かしてアプローチすることができる 

６．教育学やこども学、教科内容や教科教育学に関する卒業研究を通して、自らテーマを設定

し、適切な方法で研究を進め、分析し、結果を整理して考察をまとめることができる 

 

●心理臨床学科（心理臨床学科科目） 

１．心理学、特別支援教育、精神保健福祉の考え方や理論について、自分の言葉で説明できる 

２．心理学、特別支援教育、精神保健福祉のさまざまな研究法や技法について、実践を通して理

解できる 

３．心理学、特別支援教育、精神保健福祉の専門的知識を身につけ、現場等で活用できる 

４．心理学、特別支援教育、精神保健福祉の協働的・実践的な学びを通して、対応力・判断力を

高め、適切に活用し問題解決を行うことができる 

５．多様な他者を理解し、他者と共生する社会の形成に向けて、社会の動向に関心を持ち、心理

学、特別支援教育、精神保健福祉の視点を活かしてアプローチすることができる 

６．心理学、特別支援教育、精神保健福祉に関する卒業研究を通して、自らテーマを設定し、適

切な方法で研究を進め、分析し、結果を整理して考察をまとめることができる 

 

③授業形態 

  講義、演習、講義・演習、実習等について記載する。 

 

④ナンバリング 

 新規開講科目、開講学年の変更等によりナンバリングを変更する科目は、学務・入試センターで

確認し入力する。 

 

⑤授業の概要（全角文字 ５００字以内） 

  授業全体の内容・ねらい・授業の進め方を記載。なお、次に掲げる授業を行っている場合は、そ

の旨を記載する。 
 
 【アクティブ・ラーニング】 
  アクティブ・ラーニングの要素を含む授業を展開している場合は必ず、以下の内容（キーワード）

を具体的に記載する（協同学習の場合はグループワークと記入などキーワードを参考に記載する）。 
  なお、「実験」「実技」科目については、実習に準ずるものとして、アクティブ･ラーニング型科目

とみなします。 
  ①ディスカッション、ディベート 
  ②グループワーク 
  ③プレゼンテーション 
  ④実習、フィールドワーク 
 

【アクティブ・ラーニング】  

２０１６年１２月の学習指導要領改訂に向けての答申で「主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・

ラーニング」の視点からの改善）」が提起された。 
伝統的な授業が、教師から学生への一方向的な知識伝達型授業や、コメントシートのやり取りはあっても

話す・発表するといった活動のない講義中心の授業であるのに対し、アクティブ・ラーニング型授業は、教師

が主導であるが、学生の話す・書く・発表する等の活動もある授業や学生主導の授業（何ができるようになる

か）である。 
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 【ICT活用】 

双方向型授業や自主学習支援をしている場合、具体的に記載する。 
なお、「情報リテラシー」とは ICT を用いて、多様な情報を分析して適正に判断し、モラルに沿
って効果的に活用することができる技術を示す。したがって、「情報リテラシー」に関する科目と
は授業全体を通して学生に対して情報利活用能力を養成する教育を行うもの、具体的には情報モ
ラルに関する教育や課題解決のために必要な情報を模索するもの（図書館利用法など）、情報を分
析評価し、整理するもの（情報処理など）、情報のアウトプットに関するもの（レポート･論文の
書き方、プレゼンテーション技法など）を指す。 

  （例）授業内で課題等に対する学生の考えを、タブレット端末等の利用により、把握 
     ｅラーニング（何らかの方法で大学が学生の学修状況を把握できるもの） 
     電子黒板を活用した実践的な講義 
 
⑥到達目標（全角文字 ５００字以内） 

  授業の到達目標は、学生の立場からは「学修成果」になるため、学生を主体として、以下の例を

参考に具体的に記載する。 
（例）〇〇を説明できる。〇〇を関係づけることができる。〇〇を解明できる。 
   〇〇を類別できる。〇〇を指摘できる。〇〇を分析できる。〇〇を討議できる。 

〇〇を表現できる。〇〇に参加できる。〇〇と強調できる。〇〇に寄与できる。 
 

⑦履修の留意事項（全角文字 ５００字以内） 

  事前に履修しておく科目や人数制限、心構えなどを記載する。 

   （例)特別支援学校教諭免許状取得希望者に限る。 

  また、単位の実質化を図るために、１単位の修得に必要な学修時間から、授業以外の事前・事後

学修に要する時間の目安を記載する。 

  （例）「この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。」 

     「この授業の標準的な１コマあたりの授業外学修時間は１８０分です。」 

【事前・事後学修の必要性】  

本学では、講義及び演習については１５時間の授業をもって 1 単位とし、実験、実習及び実技については

３０時間の授業をもって１単位とすることが学則で定められている。 

一方、「大学設置基準」では１単位は４５時間の学修を基礎としている。つまり、４５時間の内訳は、講義

及び演習では授業１時間＋事前事後学修２時間×１５週となる。単位の実質化を図るために、事前事後学修

を促すには、より具体的な事前事後学修内容の明示が求められる。 

 

⑧テキスト（全角文字 ５００字以内） 

  書名は『 』で、出版社、著者（編者）等を記載する。（書名は英語表記可） 
 
⑨参考図書・教材／データベース・雑誌の紹介（全角文字 ５００字以内） 

  必ず記載する。 
 
 ⑩備考欄（「実務経験を活かした授業」について） 

学生への新しい授業料減免及び給付型奨学金制度として、２０２０年度から開始する「高等教

育段階の教育費負担軽減新制度」において、支援措置の対象となる大学に一定の要件（機関要件）

が設定されており、その要件の一つである「実務経験のある教員による授業科目の配置」につい

ては、どの授業科目が「実務経験のある教員による授業科目」であるか、学生等が分かるように

シラバスに明記することが求められている。 
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   そのため、本学では、２０１９年度から「実務経験を活かした授業」である場合は、どのよう

な実務経験を持つ担当教員が、その実務経験を活かしてどのような授業を行うのか、以下の例を

参考に、備考欄に２００字程度で入力する。 

   

【実務経験のある教員（実務家教員）】 

（大学設置基準） 

大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員を

置く場合であって、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する場合には、大学は、当該教員が

教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるものとする。 

（学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について（通知）（元文科高第 328号） 

第 2留意事項  3 実務家教員の大学教育への参画促進（抜粋） 

②実務家教員の実務の能力については、保有資格、実務の業績及び実務を離れた後の年数等により、判断

されるものであること。実務を離れた後の年数については、おおよその目安として、10 年以内であることが

望ましく、実務を離れる前の実務経験の長さも考慮されること。 

 

【実務経験を生かした授業】 

必ずしも実務経験のある教員が直接の担当でなくとも、例えば、オムニバス形式で多様な企業等から講師

を招いて指導を行う場合や、学外でのインターンシップや実習等を授業の中心に位置づけているなど、主と

して実践的教育から構成される授業科目も含む。（文部科学省：高等教育の負担軽減措置に関するＦＡＱ） 

（例）・学校現場における教員経験がある担当者がその経験を活かして、今日的な課題（いじめ問題、 

不登校等）への対応を指導する。 

・オムニバス形式により、地元の企業経営者が経営理論や経営手法、地域社会への貢献の在り

方について講義する  等 

 
授業計画 

  １６週（又は３２週）のテーマ（全角１００文字以内）、講義内容（全角５００文字以内）、事前

学修（全角５００文字以内）、事後学修（全角５００文字以内）を必ず記載する。 
①テーマ、講義内容 

  複数担当者の科目で、週により担当者が代わる場合は、各週の担当者を記載する。前週と同じ場

合でも「〃」や「同上」などは使用しない。 

  課題（試験・レポート等）に対するフィードバックを必ず行う。 

  期末試験を実施する科目はできる限り、試験を行った後、１６回目（最終回）にフィードバック

を行う。 

   例）試験の解説、これまでの授業を総括し、授業内容について理解を深める。 

     総復習、質疑応答 

 

②事前学修・事後学修 

  具体的な内容を必ず記載する。 
  （例）・該当する教科書のページを読み、疑問点をまとめる。 
     ・課題レポート ・授業内容の復習 ・実践事例の収集 
        ・授業後に毎回宿題を出すので、次回にレポートして提出すること。 
     ・毎回授業の最初に前回授業内容に係る小テストを実施するので、復習をしておくこと。 
     ・次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。 
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（参考：教職関連科目について） 

   教職課程コアカリキュラム及び外国語（英語）コアカリキュラムの適用を受ける教職科目のう

ち、２０１９年度からの新課程における開講科目については、申請時のシラバスと相違がないよ

うに作成する。 
 

 

評 価 

 成績評価を厳格に行っていることを示すため、当該科目の到達目標に対する達成度をどのように

評価するか、以下の項目に記載する。 
①評価方法 評価のポイント 

  評価方法：【平常点】【課題・レポート】【授業参加・意欲】【定期試験】等（改行して評価のポイ

ントを入力する。） 
②割合 

  各評価方法の割合（％）を記入、合計１００％とする。 
③観点 

  各評価方法の観点として該当するところに「✔」を入力。特に、出席率※（課題の提出状況等）、

授業参加（質問、ディスカッション等）への積極性等の学習意欲を図る指標とするため、「関心・

意欲・態度」については、必ず記載する。 
【出席率関係（九州ルーテル学院大学学則第１７条第２項（抜粋）】 

（成績評定） 
第１７条 履修科目の成績評定は、毎学期の試験等により行う。  
２ 成績評定は、試験結果を主とし、授業科目によっては学修の習熟状況等を考慮して、総合的な観点から授業

科目の担当者が行う。ただし、授業時間数の３分の１以上を欠席した科目については、評価から除外する。 

 
  なお、成績評価に関しては、次のことに留意して、学生に対応するものとする。 
①シラバスに記載している成績評価方法について、最初の授業時間に説明し、情報を提供すること。 

 【成績評価基準等の明示（九州ルーテル学院大学学則第１４条の３】 

（成績評価基準等の明示等） 
第１４条の３ 本学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画を明示するものとする。  
２ 本学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に

対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。 

②成績評価の分布に極端な偏りが生じないよう、試験問題の作成等に十分配慮していること。 
③学生から正規手続を経て、成績評価に対する問合せを受けた場合は、記載している評価項目、割

合等により当該学生の評価を開示すること。 
 

【成績評価に関する問合せ（学生への通知）（抜粋）】 

 履修した授業科目の成績評価に関する質問や疑問がある場合は、以下により受け付けます。 
受付期間： 前期履修科目： 当該年度の９月下旬   

後期履修科目： 次年度の４月初旬（ただし、４年次生を除く。）  
方  法： 口頭による。（学生証及び成績通知書を持参すること。） 
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４．関係（参考）資料                         別紙１ 
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別紙２ 
 

 

シラバス（セルフ）チェックシート 

 
シラバス本登録の前に、以下の項目に沿って、担当科目のシラバスを確認してください。 
 

 □ 該当 DP として記載した番号（１～６）に対応した授業内容となっている。 
 
 □ 記入漏れがない。（テキスト、参考図書がない場合は「なし」を記入している。） 
 
 □ 「シラバス作成のためのガイドライン」に沿って、作成している。 
 
  □ 履修の留意事項の欄に記載する事前・事後学修の目安とする時間は、その科目の単位

数と授業時間数に適した時間となっている。 
 
  □ 課題（試験・レポート等）に対するフィードバックについて記載している。 
 
  □ 期末試験を行う科目は試験とは別に、半期 15 週分の授業回数を確保している。 
 
 □ 期末試験を行う科目は試験の後にフィードバックの時間を設けている。 

（またはフィードバックの方法を記載している。） 
 

 □ 期末試験を行う科目は評価方法に、試験とその割合が記載されている。 
 
 □ 評価方法の割合が合計で１００％になっている。 
 
 □ 教育実習科目は 1 単位に必要な３０時間～４５時間の実習に当たる実習日数が明記 

されている。 
 

 □ 資格取得に関わる科目は、届け出ているシラバスの内容に対応している。 
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別紙３ 
 

九州ルーテル学院大学教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 
１．教育課程の編成方針  
（１）人文学科  
１）キャリア・イングリッシュ専攻  

少人数教育により、実践的な英語運用能力、豊なビジネスの知識やITスキルを身に付け、さ

らに多彩なリベラルアーツ科目を学び、卒業後に国際社会や英語教育界等で活躍できる人材を育

成するためのカリキュラムを編成します。 

２）こども専攻  
① 保育コース  
教育に携わる者としての使命感を持ち、豊かな人間性と高い専門的知識・技能を身に付け、

感恩奉仕の精神を拠り所にし、保育者として、心身共に健全な人材を育成するためのカリキュラ

ムを編成します。  
② 児童教育コース  

    児童教育に携わる者としての使命感を持ち、豊かな人間性と高い専門知識・技能を身に付

け、グローバルな視野を持って現代の教育課題に柔軟に対応できる人材を育成するためのカリキ

ュラムを編成します。 
（２）心理臨床学科  

他者および人間環境を幅広い視点で理解・受容するとともに、現代の世情や地域・ 現場ニー

ズを考慮しながら、鋭い感性と的確な判断力に基づいて問題解決を図ることができる人材を育成

するためのカリキュラムを編成します。  
  
 
２．教育課程の実施方針  
（１）人文学科  
１）キャリア・イングリッシュ専攻  
①基礎力と専門知識 

国際人として広い視野と豊かな教養や専門知識を持った学生を育成するために、1,2年次で

は、英語の 4技能≪読む・書く・聞く・話す≫をバランス良く伸ばすため、少人数の習熟度

別英語クラスを編成し、週 2～3回の集中的な授業を行います。さらに、情報に関するリテラ

シーと知識、経営・ビジネスに関する知識を幅広く修得させる授業科目を開設します。 

②知識と体験学修 

世界や国内で日々起こっている様々な出来事や動向に関心を持ち、グローバルに活躍でき

る国際人となるためには、講義で修得した英語力、海外についての知識、ITスキル、国内外

のビジネス知識を実際の場面で実践することが必要です。異文化理解、職場体験（インター

ンシップ）、小学校英語活動、教育実習、教育現場体験等の様々な体験学修を通じて知識と実

践力の融合を図ります。 

③発言・発信力と多様性の理解 

グローバル化が進む現代では、英語や ITを使って情報を発信し、文化の多様性を理解する

必要性がますます高まっています。自己の意見を積極的に発言・発信できる国際人を育成す

るために、3,4年次では、双方向のコミュニケーション能力を高めるための授業を行います。 
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２）こども専攻  
①保育コース  

     a)保育の専門性と人間性  
        保育に携わる者の倫理観・専門職としてのモラル・人間性を培うために、1 年次より人格

形成のための講義を計画的に取り入れ、保育者としての力量を高めます。また、1～4 年次生

の教科を関連させ、学びの系統性を踏まえ、総合的な学修力を身に付けます。  
b)保育における理論と実践の融合  

        大学で学んだ理論を実践に結び付ける教科統合型の総合的な力を育成することにより、実

習の質と内容の充実を図りながら、理論と実際を結び付ける実践力の育成を目指します。  
c)幼児理解と技能教科の充実・強化  

        音楽、環境構成の制作等、幼児教育に必要なピアノ・造形等の基本的な基礎技能の向上を

深めます。  
②児童教育コース  

a)豊かな教養に根ざした専門的知識・技能の修得  
        共通教育科目等で豊かな教養を培いながら、同時に、小学校音楽演習、理科演習、図画工作

演習等の独自科目を開設し、専門的知識・技能を育みます。  
b)小学校教諭免許状プラス 1 の複数免許状を備えた人材の育成  

       他の学科・専攻との連携を図り、小学校教諭免許状の他に特別支援学校教諭、中学校・高等

学校（英語）教諭の免許状取得を推進します。  
c)体験学修の充実  

        児童教育フィールドワーク等で行われる小学校等での実習や、様々なボランティア活動を通

じて、教育者としての体験的・実践的活動能力の深化・発展を図ります。  
 
（２）心理臨床学科  
１）幅広い視点と判断力・解決力を培うための幅広い教養と専門的知識･スキルの修得 

共通教育科目で幅広い教養を身に付けながら、心理学研究法、心理メカニズム、人間の成長

と環境、心理臨床的援助、特別支援教育実践、精神保健福祉的援助に関する専門的知識・スキル

を高めていきます。 

２）心理学の知識を備えた特別支援学校教諭・精神保健福祉士の育成 

特別支援学校教諭や精神保健福祉士を目指すうえで、自己・他者の心に向き合い、円滑な対

人関係を図るために有用な心理学専門科目の修得を推奨しています。 

３）充実した演習や体験学修の提供 

豊かな人間性を育むことを目指したボランティア体験、得られた心理学の知識を確証するた

めの心理査定や心理学実験、教育実践スキルや福祉的援助スキルを高めるとともに、知識・現場

のニーズへの理解を深めるための教育実習や援助実習を提供しています。 

４）大学院進学に向けた科目の充実 

臨床心理士または研究者を目指して大学院進学を志している学生のために、心理学関連科目の

バリエーションが広いだけでなく、大学院で必要な英文読解力を養うための英語科目を独自に解

説しています。 
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別紙４ 

参考文献等リスト 
 

【関係法令：大学設置基準】 

第２５条の２ 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらか

じめ明示するものとする。 

２ 大学は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保する

ため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行

うものとする。 

 
 
【シラバスの意義、書き方、活用方法、成績評価方法等】 

 ○シラバスに関する認証評価の評価基準（大学基準協会 基準４：教育課程・学修成果（抜粋）） 
  ・大学は、教育課程の編成・実施方針に基づき、授業内外における学生の学習を活性化し、効果

的に境域を行うための様々な措置を講じなければならない。その一環として、適切なシラバス

を作成するとともに履修指導を適切に行い、また、授業や研究指導の計画に基づいて教育研究

指導を行うほか、授業形態や授業内容、授業方法に工夫を凝らすなど、十分な措置を講ずるこ

とが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【用語集】 

・新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成

する大学へ～（中央教育審議会答申）（平成２４年８月２８日） 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/132
5048_3.pdf 

・高等教育に関する質保証関係用語集（大学改革支援・学位授与機構） 
http://www.niad.ac.jp/n_kokusai/publish/no17_glossary_4th_edition.pdf 

 
 
 
※上記リンク先は、全て 2019 年 11 月現在のものである。 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_kokusai/publish/no17_glossary_4th_edition.pdf

