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はじめに

学 長  広渡 純子

 九州ルーテル学院大学は、1997 年に前身である九州女学院短期大学を改組転換し、男女

共学の四年制大学として新たな出発をしてから今年度で創立 20 周年を迎えました。人文学

部人文学科の一学部一学科で始められた体制は、その後心理臨床学科の開設、大学院（人

文学研究科障害心理学専攻）の設置など時に応じて改編され、現在は「英語」「教育・保育」

「心理・福祉」の３つの専門領域をもつ熊本で唯一のキリスト教主義大学として地域の教

育の一翼を担っています。この節目の年に記念行事や記念誌の刊行をとおして本学の 20 年

の歩みを振り返る時が与えられ、数々の危機や困難をチャンスに変え、現在にバトンを 

いでくださった先達たちの熱意と努力への感謝の思いとともに、原点に立ち返り建学の精

神「感恩奉仕」を受け継ぐ者としての決意を新たにする一年となりました。

 さて、本学は、2012 年度から 2 年間にわたり将来構想の基盤となる「使命（ミッション）」、

「将来像(ビジョン)」及び「基本理念」を検討・再構築し、2014 年度から 2020 年度までの

7 年間における中長期計画「九州ルーテル学院大学ビジョン 2014」（以下「ビジョン 2014」
と略）を策定しました。そして「ビジョン 2014」に基づく年度ごとの「アクションプラン」

を作成し、各項目の到達目標と具体的方策およびその達成に向けてのロードマップを明確

にすることによって可視化・共有化して改革の進捗状況を全学的に点検・評価する仕組み

を構築し、実行してまいりました。

 少子化で年々厳しい大学運営が迫られ、各大学に対して特色の明確化と地域への貢献が

強く求められる中、本学もルーテルブランドの構築を目指して新たな取り組みを始めてお

ります。３つの専門領域のさらなる充実とともに、少人数教育を強みとして、学科・専攻

を超えた連携をさらに推進し、教育・研究の質的向上をとおして地域のニーズに応えるこ

とのできる人材の育成に全学一致して努めていく所存です。

このたび、「ビジョン 2014」策定から 4 年目となる 2017 年度における本学の教育、研究、

募集、就職・進路、社会貢献、組織・経営及び教育研究環境に関わる「自己点検・評価報

告書」を刊行いたしました。震災から 2 年が経過し、本学は幸いにも従来の教育環境を取

り戻すことができました。感謝をもってこの一年を振り返り、自らが掲げた理念・目標に

照らしてその教育活動状況等を点検・評価し、報告書に纏めました。ご一読いただきまし

てご助言、ご指導を賜りますれば幸甚に存じます。
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Ⅰ．2017 年度自己点検・評価活動          

１．「ビジョン 2014」に基づく 2017 年度活動実績に対する総評 

 自己点検・総合評価委員会委員長 石村 華代 

 本学は、2014 年度から 2020 年度までの７年間における中期計画「九州ルーテル学院大学 ビ

ジョン 2014」（以下「ビジョン 2014」と略）を策定し、2014 年度からその「アクションプラン」

を実行するとともに、自律的 PDCA の好循環化を目指して、各項目（①教育、②研究、③募集、④

就職・進路、⑤社会貢献、⑥組織・経営、⑦教育研究環境）の到達目標、目標を達成するための

具体的方策及びその達成状況を、ロードマップ（2014～2020 年度の工程表）に沿って自己点検・

評価することとしている。 

 2017 年度の自己点検・評価活動においては、①年度計画の取組状況の点検及び今後の課題等の

整理と自己評価、②年度計画以外の改善に向けた取組状況、③この①②を踏まえた次年度計画の

設定、というプロセスで、各委員会等による第一次評価に加え、自己点検・総合評価委員会によ

る第二次評価を実施した。以下では、各項目における自己点検・評価結果の概要を記述する。  

 まず、「教育」面では、専任教員が担当する科目が、ディプロマ・ポリシーに掲げられた３つ

の能力のうちどの能力の育成を主に目指しているのかを明らかにするため、各科目のシラバスに

該当するディプロマ・ポリシーを記載することとした。カリキュラム・ポリシーについては、一

部の科目についてのみ、開設科目との整合性が検討された。2018 年度は、すべての開設科目につ

いて、ディプロマ・ポリシーとの関連性、カリキュラム・ポリシーとの整合性を検討するととも

に、学修成果の検証を行うことによって、本学の基本理念と教育目標が３つのポリシーの下でど

の程度達成されているかを把握することが期待される。また、他大学との単位互換制度の導入が、

本学の基本理念と教育目標を達成するために有効な一手段となりうるのかを議論する必要があ

る。本学は教職養成を一つの核としているが、他学科・他専攻学生が取得できる教員免許種等を

見直すことが、喫緊の課題となっている。特に特別支援教諭免許状については履修者数の制限が

必要であるため、今年度も協議が継続された。この問題については、カリキュラム・ポリシーや

教員採用試験の動向なども踏まえながら、早急に具体策を検討することが求められる。本学では、

教育の質保証のための方策として、教職課程履修者に対して教職履修カルテの作成を求めており、

2017 年度はそのシステム移行に取り組んだ。また、「九州ルーテル学院大学における教育の質保

証に関する規程」が策定され、GPA 制度の活用領域が広げられた。今後、全学生を対象にしたカ

ルテやポートフォリオの作成、GPA 制度のさらなる活用を通じて、教育の質の保証と向上に努め

ることが望まれる。教育力の向上を目指したファカルティ・ディベロップメント（FD）の推進に

ついては、今年度、「授業参観ウィーク」が初めて実施され、授業の提供者・参観者がともに激

増したことが、高く評価できる。また、FD研修会の実施回数及び参加者数が昨年度に引き続き増

加したことも、顕著な成果だと言える。スタッフ・ディベロップメント（SD）の推進については、

SD 委員会の新設、本学独自の研修会の実施などを通して、修学支援力の向上が着実に図られてい

ると考えられる。障がいのある学生に対する修学支援の充実について、障害者差別解消法等を踏

まえた規程等が整備されつつあることは、年度計画に沿った取組であり、評価できる。また、障

がい学生が様々な活動に積極的に参画し活躍する姿を見せたことは、本学による支援の成果の一
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つと言えよう。図書館での「選書ツアー」、幼中高大接続協議会による「大学キャンパス Visit

＆Try」の取組については今後の展開が期待される。オーストラリアのカーティン大学と提携し３

名の学生を派遣したことは、年度計画を着実に遂行した取組として高く評価できる。大学院教育

については、修士論文の質の担保に努めていること、修了後に大学院で培われた専門性を生かす

職種に就くことができていることは、大きな成果と考えられる。今後、公認心理師養成に対応し

た３つのポリシーや履修制度の見直し、奨学金制度の周知などの志願者増に向けた対策が求めら

れている。 

 「研究」面では、研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献を目指して、本学の特色

を生かした研究プロジェクトの具体化が図られている。科学研究費助成事業である「幼児におけ

るネガティブではない泣きの表出と理解の発達」が共同研究として進められているのは、その好

例である。また、研究成果の地域還元についても、現状把握が不十分な面はあるが、積極的に行

われていると言えよう。科学研究費補助金の獲得については、おおむね好調に推移している。科

学研究費補助金の採択者に対して補助金の間接経費から報奨金が支払われ、個人研究費に上乗せ

されるようになったことなど、インセンティブを高めるための施策が効を奏している可能性も考

えられる。今後は、個人研究費等の戦略的配分についての十分な議論を行う必要があるだろう。

『VISIO』の投稿件数が飛躍的に増加したことも含め、2017 年度は研究面での活性化が見られた。

2018 年度は私立大学研究ブランディング事業への応募が計画されていることもあり、本学の特色

を生かした組織的な研究プロジェクトの進展が期待される。 

 「募集」面では、2020 年度に実施される指定校・併設校推薦入試、公募推薦入試、一般入試の

選抜方法見直しが行われ、一定の方向性が定められたことは、文部科学省によって進められてい

る大学入試改革の動向を踏まえた適切な対応であると考えられる。また、出願数が増加したこと、

心理臨床学科の収容定員に対する在籍比率が改善しつつあること、エリアと期間を限定した Web

広報を試行したことなどは、評価されるべきである。一方で、保護者や卒業生との連携強化策な

どの課題が残されたままであり、早急の取組が求められている。 

 「就職・進路」面では、就職・進学決定率が 98.5％と微増した。授業科目の「キャリアデザイ

ンⅠ・Ⅱ」「職場体験学修」やエクステンション講座（精神保健福祉士国家試験対策講座を含む）

などによって系統的で充実した就職支援体制が構築されていること、学内外を問わず連携が推進

されていることなどが、好調の要因であろう。本学では教職を志望する学生が多く、就職支援に

おいて教職支援委員会の果たす役割は大きい。教員・公立保育職希望者に対する採用試験対策等

の就職支援が教職・保育支援センターを中心として継続的に行われていること、また、臨時的任

用中の卒業生へのフォローアップも同時に実施されていることは、本学のきめ細やかな就職支援

体制の好例ともいえよう。 

 「社会貢献」面では、本学と包括連携協定を締結している和水町でのこどもフェスティバルと

英語キャンプの実施、公民館での英語活動の実施、学院内外の教育機関や保育・福祉施設との連

携強化、「ジャニス」におけるカウンセリング、包括連携協定先である合志市等への講師派遣な

どを通じて、教職員も学生も共に、研究や学修などの成果を地域社会に還元し、地域社会から大

きな信頼と期待を寄せられている。オープンカレッジの未開催など、2017 年度に浮き彫りになっ

た課題を踏まえ、2018 年度には公開講座の充実が図られる予定である。 

 「組織・経営」面では、2016 年度に発足した学長室会のシステムが定着しつつあり、私立大学

研究ブランディング事業に対する方針の明確化、私立大学等改革総合支援事業への全学的な取組
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などからも分かるように、学長のリーダーシップが徐々に強化されている。財務面では、安定的

な経営基盤の構築に向けて、校納金の改定、寄附金増額に向けた交友組織の整備、国の助成制度

へのより積極的な取組、人件費の抑制等が急務となっている。私学事業団による学院の財務分析

評価によれば、運用資産の増額のためには、大学の財務体質を改善することがとりわけ求められ

ている。すべての教職員がこの課題を共有し議論を行った上で、学長のリーダーシップのもと、

大学の財務面での方針をより明確に打ち出すべきである。また、学科等の再編に関する中長期的

な計画についても、今後の社会の急激な変化を見据えつつ検討していく必要がある。リスクマネ

ジメントについて、熊本地震の経験を踏まえ「リスクマネジメント基本規程」及び「リスクマネ

ジメント・ガイドライン」が制定・施行されたことは、大いに評価できる。一方、2017 年度にハ

ラスメントの申し立てが行われた際、現状の相談体制では迅速な対応がしづらいことが明らかに

なった。ハラスメントの防止・発見・対応への体制を整備することが、喫緊の課題であるといえ

る。キリスト教主義の教育については、本学では、チャペル礼拝等を通じて、学生及び教職員が

建学の精神である“感恩奉仕”を深く自覚することを目標としている。学生礼拝出席率の微増、

チャペル委員の積極的な活動などの成果が見られるが、キリスト教精神のさらなる普及のために

は、全教職員が一丸となった取組が求められている。 

 「教育研究環境」面では、熊本地震による災害復旧工事などのため、年度計画がなかなか進捗

しない状況にある。そのような厳しい状況のなかで、ラーニング・コモンズが整備され、学生に

とって学修しやすいスペースが確保できたことは、高く評価できる。また、次世代ネットワーク

試験モデルの確立についても年度計画に沿った取組が行われており、学内の ICT 環境は徐々に整

備されつつある。 

 以上が、「2014 ビジョン」に基づく 2017 年度の活動に対する総評である。具体的な点検・評

価活動については、次ページ以降の「2017 年度計画に係る第二次評価報告書」及び「第 1期アク

ションプラン 2017 年度実績・第一次評価」をご覧いただきたい。 

 2017 年度は、熊本地震による影響が各部門において残りつつも、その経験を踏まえて新たな体

制が整備され、本学教職員が一丸となって困難を乗り越えながら様々な活動に前向きに取り組ん

だ一年であった。 

「ビジョン 2014」は７年間の中期計画であり、本年度はその４年目となる。多くの部門で自律

的 PDCA の好循環化に向けた取組が進められており、その成果には確固たる手応えを感じることが

できる。一方で、それぞれの計画には進捗状況の違いが見られ、年度計画の目標達成が不十分な

まま、積み残しの課題を抱えている計画も見受けられる。2018 年度は「ビジョン 2014」の５年目

であり、アクションプランの完了に向けた取組を各部門で加速化させていくことが求められる時

期に差しかかっている。この時期には全教職員が、まずは、担当する計画の最終目標を見据える

ことが肝要である。また、それにとどまらず、各自が 2017 年度自己点検・評価報告書の内容全体

を確認し、自らが担当する計画が全体計画のどの部分に位置づけられるのかを再認識し、他の計

画との関連の中で 2018 年度の取組を前進させていくことが求められている。 
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２０１７年度実績評価
取りまとめ

部門
計
画
番
号
①

改善が必要な点
ディプロマ・ポリシーに掲げられた資質・能力が本学での学修を通してどの程度身に付いているのか
を検証する必要がある。また、そのような学修成果の検証を通して、本学の教育目標を踏まえなが
ら、カリキュラム・ポリシーやアドミッション・ポリシーを見直し洗練させていくべきである。

学務・入試
委員会

評価できる点
専任教員が担当する科目が、ディプロマ・ポリシーに掲げられた３項目のうちのいずれの資質・能力
の向上に特に寄与するのかがシラバスに明記されたことは、評価できる。

改善が必要な点

①兼任教員が担当する科目についても、ディプロマ・ポリシーとの対応が明記される必要がある。
②カリキュラム・ポリシーと開設科目の整合性については、教職課程の再課程認定に係わる科目や公
認心理士養成に係わる科目のみの検討にとどまっている。今後、全科目にわたる見直しに向けて一層
の取組の強化が求められる。

評価できる点 共通教育科目の履修者数を確認し、学生の履修状況を把握したことは、ある程度評価できる。

改善が必要な点

年度計画では「放送大学の単位互換制度の活用事例や授業料等のより具体的な内容を把握」するとさ
れているが、計画が進捗していない状況にある。放送大学をはじめとする他大学との単位互換制度を
活用する可能性について、近隣の他大学との連携等も視野に入れながら具体的な検討を行うことが望
まれる。

評価できる点
教職支援委員会において特別支援学校教諭免許状の人数制限に関する具体案が出されたことは、評価
できる。また、キャリア・イングリッシュ専攻以外の学生に対するJ-Shine資格の保障についても、
結論は出されていないが方向性が定まってきており、前進していると言える。

将来計画委
員会

改善が必要な点

①カリキュラム・ポリシーには複数免許の取得が謳われているため、カリキュラム・ポリシーとの整
合性を踏まえながら取得可能な教員免許種の見直しを行っていく必要がある。また、教員採用試験に
おいては複数免許の取得者を優遇する傾向にあるため、就職支援の観点からも検討しつつ問題解決を
図る必要がある。
②キャリア・イングリッシュ専攻における特別支援免許状の保障は、ここ数年の懸案事項となってお
り、結論を出すべき段階に至っているのではないかと考えられる。

学務･入試
委員会

評価できる点
教職課程履修学生について教職履修カルテのシステム移行に取り組んだこと、「九州ルーテル学院大
学における教育の質保証に関する規程」が策定・施行されGPA制度がより幅広く活用されるように
なったことについては、大いに評価できる。

改善が必要な点
全学生を対象としたポートフォリオについては、実施方法も含めた具体的な検討に着手することが望
まれる。

評価できる点
「授業参観ウィーク」はこれまでの授業参観の方法を刷新する試みであり、高く評価できる。また、
FD研修会の実施回数を増やし参加しやすくしたことにより、教職員の参加人数（のべ数）が４８名か
ら１５２名へと大幅に増加したことは、特筆すべき成果であると考えられる。

改善が必要な点
「授業参観ウィーク」は2017年度に初めて実施された取り組みであり、今後、実施方法等を工夫・改
善することが求められる。

評価できる点
新たに設置されたSD委員会のもと本学独自のSD研修会が２回実施されたこと、コンソーシアム主催の
研修会に積極的に参加したことは、高く評価できる。

改善が必要な点
年度計画には各階層別研修の「成果発表の機会を設ける」と記されているが、計画が進捗していない
状況が見受けられる。各職員が、自分が受講した研修での成果を振り返り、他の職員とその成果を共
有することができるよう、改善が求められる。

ワーキンググループでの議論等を通じて、障害者差別解消法等を踏まえた規程等がほぼ整備されたこ
とは、大いに評価できる。

PEPNet-Japanシンポジウムのコンテストでの入賞、修学支援に関する講演会などで、障がいのある学
生が積極的に参画する姿が見られた点は、評価できる。

改善が必要な点
専門委員の制度が機能しておらず、委員間での負担度に大きな格差があったことについては、改善が
必要だと考えられる。

評価できる点
「選書ツアー」が新たに企画された点、『紀要VISIO』への投稿数が４編から１５編へと大幅に増加
した点は、高く評価できる。

改善が必要な点
中高図書館と大学図書館との連携はあまり活性化していないため、相互利用制度の認知度を高める必
要がある。

学務･入試
委員会

事務長会

計
画
番
号
⑧

２０１７年度計画に係る第２次評価報告書

Ａ　教　育

計
画
番
号
②

学務･入試
委員会

計
画
番
号
③

学務･入試
委員会

計
画
番
号
④

計
画
番
号
⑤

計
画
番
号
⑥

ＦＤ･研究
委員会

計
画
番
号
⑦

評価できる点
障がい学生
サポート委
員会

計
画
番
号
⑨

図書館委員
会
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評価できる点
幼中高大連携を具体的に進めるため連携計画を学院内で共有したこと，高大接続を深めるために高校
生が大学授業を訪問する企画を立案したことは、評価できる。

幼中高大連携の計画・企画が学院の活性化や学生の学修機会・成果の保証にどのようにつながるのか
について意味づけ・見解が明確でない。

幼中高大連携の計画が具体的にどのような成果をあげ，学生の学修機会・成果の保証にかかわってい
るかの検証が行われていない。

評価できる点
授業評価アンケートや学生動向調査アンケートを利用して，学生の授業満足度やシラバスの実施状況
を確認していることは、評価できる。

授業評価アンケートの結果や授業満足度の結果から教員が授業内容を改善していくための工夫やシス
テムの構築が今後必要である。

入学前教育の成果は課題提出状況だけでなく，入学後の成績も含めて一般入試合格者と比較するなど
して対比的に検証する必要がある。

アクティヴ・ラーニングの実施状況や成果検証，ICT導入による学修成果の検証，履修モデルがディ
プロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに沿っているかの検証が今後必要である。

計
画
番
号
⑫

改善が必要な点
関連委員会との役割の整理と連携の再構築についてどのように進んでいるのかが明確に報告されてい
ないため，改善が必要である。学務・入試委員会を含めた各委員会の規程を把握し，規程にしたがっ
た役割・業務の整理・分担が今後必要である。

学務･入試
委員会

評価できる点 フレッシュマンキャンプに対するアンケート調査を実施したことは、評価できる。

①フレッシュマンキャンプについてどのような評価だったのかを具体的に報告することが望まれる。

②Students' Voice委員会などの学生が教育・施設に対して意見・要望を出すことのできる機会を積
極的につくっていくことが今後必要である。

評価できる点 オーストラリアのカーティン大学と提携して研修生を派遣できたことは、評価できる。

改善が必要な点
様々な国での異文化体験学修プログラムの質を保証するためには、プログラム内容に照らして学生の
語学力や国際理解などがどの程度向上したかを検証することが今後必要である。

評価できる点 修了生全員が発達障がい者に関連した支援業務に就いていることが確認できたことは、評価できる。

その他の特記事項
教育内容が高度専門職業人の養成を質的に保証していることや大学院の認知度を確認するために、ア
ンケートや面接などの方法で学内外で調査を実施することが今後必要である。

①３つのポリシーの妥当性を何らかの有用な指標に基づいて評価する必要がある。

②公認心理師養成カリキュラムにあったディプロマ・カリキュラム・アドミッションそれぞれのポリ
シーを今後策定する必要がある。

計
画
番
号
⑰

改善が必要な点
大学院教育の不透明な部分をオープンにして、大学院教育を受けることの魅力を伝えるための方法を
検討する必要がある。

研究科委員
会

計
画
番
号
⑱

その他の特記事項
昨年度に引き続き，公認心理師養成カリキュラムを早めに定めるとともに、長期履修制度を具体的に
定めていく必要がある。

研究科委員
会

計
画
番
号
⑲

改善が必要な点
昨年度に引き続き，学内に奨学金制度を徹底周知するとともに、大学院教育とそのメリットも学内に
周知する必要がある。

研究科委員
会

計
画
番
号
⑬

学生支援委
員会

改善が必要な点

計
画
番
号
⑩

学務･入試
委員会

改善が必要な点

計
画
番
号
⑪

学務･入試
委員会

改善が必要な点

計
画
番
号
⑭

グローバル
委員会

計
画
番
号
⑮

研究科委員
会

計
画
番
号
⑯

研究科委員
会

改善が必要な点
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評価できる点
幼児の感情発達に関するプロジェクトや本学教員の研究成果地域還元も年度計画に沿っており評価で
きる。

改善が必要な点
共同研究プロジェクトの日程確保が難しく研究会を開催できておらず、計画自体の見直しも含めて再
検討すべきではないか。

計
画
番
号
②

評価できる点
2017年度の共同研究実施件数は22件と漸増しており評価できる。学内共同研究が科学研究費に採択さ
れたのは学内共同研究の活性化と考えられ評価できる。

ＦＤ･研究
委員会

評価できる点
科学研究費補助金間接経費の個人研究費への上乗せは年度計画に沿う取組で評価できる。教育改革に
関わる助成金申請が前年度同様行われたことは評価できる。

改善が必要な点
個人研究費の戦略的配分については、意見聴取が必要である。アンケート実施が難しいのであれば計
画自体の見直しも含めて再検討すべきではないか。

計
画
番
号
④

評価できる点
新規採択と継続分を合わせると現在8名の教員が科研費を獲得しており、基盤研究Cの平均採択率30％
を考慮すると高く評価できる。個人研究費への報奨金上乗せを実施したのは外部資金獲得へのインセ
ンティブを高める施策で評価できる。

ＦＤ･研究
委員会

計
画
番
号
⑤

評価できる点 例年通り大学紀要「VISIO」を発行できた（論文数15編）のは評価できる。
図書館委員
会

評価できる点 期間限定で本学のweb広告を出したことは，評価できる。

改善が必要な点
費用対効果を高めるためには利用しやすい広報媒体にニーズの高い情報を提供することが重要であ
り，利用しやすい広報媒体を特定するだけでなく，どのような情報を学外に提供すべきか事前に調査
する必要がある。

評価できる点 2020年度から実施予定の入試選抜方法を見直すことができたのは，評価できる。

改善が必要な点
入試選抜方法の見直しにおいて受験科目の整理はなされたものの，得点配分や集計方法，志望順位に
よる得点調整，得点補正方法なども今後検討する必要がある。

評価できる点
2018年度入試においては，ほぼ予定数の入学者を獲得することができたこと，また心理臨床学科の在
籍比率が改善されれきたことは，評価できる。

改善が必要な点
年ごとの出願数の増減についてその原因分析をすることで，今後の出願数の維持していく必要があ
る。

計
画
番
号
⑤

改善が必要な点
学生，保護者，卒業者等との連携を深める具体的な活動を企画・実施しておらず，保護者会以外の保
護者への定期的情報発信の方法，学生や卒業者が積極的に展開するオープンキャンパス内企画，卒業
者への情報発信やアンケート調査など，早急な取組が求められる。

学生支援委
員会

Ｃ　募　集

Ｂ 研　究

計
画
番
号
①

ＦＤ･研究
委員会

計
画
番
号
③

ＦＤ･研究
委員会

計
画
番
号
④

学務･入試
委員会

計
画
番
号
②

学務･入試
委員会

計
画
番
号
①

学務･入試
委員会
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「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」や「職場体験学修」等の開講により、キャリア基盤の形成とジョブマッ
チングを促進することができている。

職場体験学修履修者に対し、事前指導、体験、事後発表会へのフォローを連動させ、職場社会への理
解や気づきにつなげることができた。

大学コンソーシアム熊本との連携により、職場体験学修受け入れ企業と学生とのマッチングをめざし
た。また、熊本県経営者協会や九州経済産業局等との連携により、キャリアデザインの授業やセミ
ナーが開催でき、受講学生の意識向上を図ることができた。

改善が必要な点
職場体験学修における学生の履修者が増えることに伴い、ルールやマナーなどの事前指導をさらに徹
底する必要がある。また、「キャリアデザイン」の授業において、自己理解や社会人としての基礎、
キャリアビジョンの明確化などを形成するための工夫が課題とされる。

学生個々にマッチした個別相談を充実させるための進路カードの内容改善等により、就業意欲の高揚
等が図られ、就職決定率が目標を超え高い率を達成できたことは評価できる。

ハローワークと連携したキャリアカウンセリングの実施、サポート委員会やゼミ担当者との連携等
は、就職率向上に好影響を及ぼしていることと思われる。

改善が必要な点
就職支援に関する行事等は、正規の授業や実習等との日程調整や内容を吟味した上で開催し、学生が
より多く参加できるように工夫する必要がある。

評価できる点
外部講師による講演会や筆記試験・面接試験対策、自己分析・履歴書・エントリーシート作成など、
ポートフォリオ的な取組も充実しており、その成果は評価できる。

改善が必要な点
それぞれの学科やコースでの取組の成果をさらに向上させるため、それぞれのコースにおける正課外
教育の支援システムを整理し、評価できるよう検討する必要がある。

その他の特記事項

アクションプランにおける【教職支援委員会所管】の部分については、実習等の正課の教育も受験対
策の講座である正課外教育も記載されており、計画番号①②③の内容に分けて記載できるか検討が必
要である。保育コースの支援内容も充実させる必要がある。

評価できる点
前年度に指摘された「ソーシャルワーカーの派遣日数の増加」について、人的リソースが限られる

中で、これを実現しており、高く評価できる。

改善が必要な点

①「ジャニス」のカウンセリング活動に関する広報の強化
　・相談件数の横ばいの解消
　・「青年期の子どもを持つ親の会」の活動
②第１期アクションプラン目標では、「地元熊本への貢献の強化： 本学の知的・人的資源を活用
し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する。」としている。このことから、合志市以外の
自治体にも家族見守りサポーター養成講座等の活動を拡充することが望まれる。

その他の特記事項

同上の第１期アクションプラン目標の達成に向けて、前年度に引き続き、当研究所が掲げる「地域
の行政機関、教育機関における心理面、教育面及び福祉面の課題解決に向けた研究及び立案・提言並
びに事業の支援」について早期に検討を行い、実行に移されることを望む。

学院内の保育施設との連携強化を深め、保育コース学生のフィールドワークの実践の場を提供するこ
とにより、保育実習の評価が向上に繋がっており、評価できる。

前年度に指摘された「新たな連携プログラムの企画」について、熊本市における英語活動を開始した
ことは、「地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極的展開」に繋がるものであり、高く評価で
きる。

第１期計画では、「地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極展開：
自治体・地域団体との連携プロジェクトの実施」を掲げている。第１期アクションプラン目標及び計
画の達成に向けて、地域との新たな連携協定等による「こどもフェスティバル」事業の拡充につい
て、早期に検討を完了し、同事業が積極的に展開することが望まれる。

②同上の第１期アクションプラン目標及び第１期計画の達成に向けて、早期に検討を完了し、同プロ
ジェクトの拡充を図る必要がある。

Ｄ　就職・進路

Ｅ　社会貢献

就職支援委
員会

計
画
番
号
①

計
画
番
号
③

就職支援委
員会

その他の特記事項

アクションプランの本内容の記述が一般企業への就職のみとなっており、心理や保育、教職をめざす
学生たちへの就職支援体制・内容の充実・強化等の実践をどのように記述するかを検討する必要があ
る。

評価できる点

就職支援委
員会

その他の特記事項

アクションプランの本内容への記述が一般企業への就職のみとなっており、心理や保育、教職をめざ
す学生のキャリア形成や職場体験、フィールドワーク等の実践をどのように記述するかを検討する必
要がある。

計
画
番
号
②

評価できる点

人文学科

計
画
番
号
②
a1

計
画
番
号
①

評価できる点

改善が必要な点

こころとそだ
ちの臨床研
究所
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評価できる点
③人的資源が限られる中、第１期目標・計画を実現するため、着実に事業に取り組まれており、高く
評価できる。

ボランティア
推進委員会

改善が必要な点

前年度に指摘されているとおり、目標・計画の達成のため、自治体・地域団体との連携プロジェクト
について早期に検討を完了し、今年度中に同プロジェクトの企画・実施が望まれる。特に、派遣実績
の全体像がなされていないとの課題が挙げられており、２０１８年度（５年目）から、自治体等のア
ンケート分析等の派遣実績の全体把握に必要な取組が望まれる。

心理臨床学
科

計
画
番
号
②c

改善が必要な点

前年度に引き続き、第１期計画に掲げている「地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色あ
る大学事業の積極展開： 地域向け講座（オープンカレッジ等）や生涯教育・リカレント教育事業の
拡充」について未実施の取組が多く、第１期目標期間中に達成できるか不安である。第３期の大学評
価（認証評価）等を念頭に置いて、早期に検討を完了し、２０１８年度からの３年間で事業を具体化
して実績を上げていくことが望まれる。

地域連携推
進会

計
画
番
号
②d

改善が必要な点

前年度同様、「大学授業の市民開放」について、実施の是非の検討を含めて具体的に検討が進捗して
いない状況にある。また、２０１７年度計画の「他大学の開放講座の受講と関係部署の実施可能性の
協議」についても、取組状況からは全く検討が行われていない。このことから、上欄のとおり早期に
具体策を検討し、実績づくりに努めていただきたい。
一方で、熊本市との包括連携協定の締結の可能性を協議しており、そのこと自体は評価したい。

地域連携推
進委員会

計
画
番
号
①a

改善が必要な点

「学科等の発展型の検討」が年度計画に掲げられているにも関わらず、特筆すべき活動が行われな
かった点は、今後の課題である。現状では入学志願者数も就職状況もおおむね安定しているが、今
後、少子高齢化、グローバル化、超スマート社会への移行などの社会的変化に対応できるよう、中長
期的計画の検討を活性化させていくべきである。

将来計画委
員会

計
画
番
号
①b

その他の特記事項

２０１２年の中央教育審議会答申で示された教員養成の修士レベル化の議論が進んでいないこと、教
職大学院を始めとする各大学院での修士課程の募集が低調であることなどが理由で、本計画について
は進捗が見られない状況である。今後、修士レベル化の議論が再び活性化したときに即座に対応でき
るよう、こども専攻の教員については研究・教育業績の向上に努める必要がある。

将来計画委
員会

評価できる点
２０１６年度に発足した学長室会で重要課題の検討・成案がなされるようになったことで、学長の
リーダーシップがより発揮されやすい体制が整備されつつあることは、評価できる。

改善が必要な点
IR委員会は、今後の大学運営の方向性を決定するための基礎データを提供する重要な部署であり、予
算面や人員面での改善が望まれる。

計
画
番
号
②

改善が必要な点

ミニマム教員配置数と現配置数の確認にとどまり、年度計画が達成されていない状況にある。２０１
７年度には教員の授業負担度の数値化が試みられているため、まずは数値化方法の適切性に関する議
論を行うことが望まれる。その後、教育研究面等での負担度調査を実施し、教員配置計画の策定へ発
展させていく必要がある。

将来計画委
員会

評価できる点
第二次評価及び総合評価を教授会で公表し評価を踏まえた取組を各部署に促したことなどは、ある程
度評価できる。

改善が必要な点
学生による授業評価アンケート調査結果に対して各教員から提出される「改善計画」の実施状況が検
証されていないことは、数年にわたり指摘されている課題であり、今年度中の改善が求められる。

評価できる点
礼拝に関するアンケート調査が実施され礼拝出席率向上のための対策が検討されたこと、礼拝出席率
がやや改善したことは、評価できる。

改善が必要な点
チャペル委員が減少しているため、その原因を分析し、具体的な対策を検討・実施することが求めら
れている。

評価できる点
「私立大学研究ブランディング事業（社会展開型）」への応募という方針を学長が早期に打ち出した
ことは、本学のブランドイメージ拡充という観点からも、大いに評価できる。また、学院モニター会
議におけるアンケート調査が初めて実施されたことも、評価に値する。

改善が必要な点
２０１６年度の第二次評価にも書かれている通り、学生意識調査、モニター調査だけにとどまらず、
今後は保護者向けの調査実施などが求められる。

Ｆ　組織・経営

計
画
番
号
④a

計
画
番
号
②
a2

計
画
番
号
①c

将来計画委
員会

計
画
番
号
④b

将来計画委
員会

計
画
番
号
③

自己点検･
総合評価委
員会

宗教委員会
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評価できる点
ホームページのデザイン改善、学生からの新着情報の発信、スマートフォン対応サイトの運用改善な
どについての検討が行われたことについては、ある程度評価できる。

改善が必要な点

ホームページのデザイン改善と内容充実が急務である。例えば、ホームページの新着情報数を把握
し、どの程度の発信頻度になっているのかを年度単位や月単位、あるいは学科専攻単位で割り出し分
析したうえで、新着情報数の目標設定をすることなどが考えられる。また、学生による発信は、高校
生などにとっても魅力的に映るし、学生自身にとっても自らの成長を実感する機会になるので、積極
的に推進されるべきである。

①「リスクマネジメント基本規程」「リスクマネジメント・ガイドライン」が制定・施行されたこと
は、高く評価できる。

将来計画委
員会

②２０１６年度に作成されたハラスメント防止のリーフレットを配付したことは、ある程度評価でき
る。

改善が必要な点
ハラスメントの申し立てが行われたことで、相談体制に関する課題が浮き彫りになっており、その課
題を解決することが急務である。ハラスメント予防のための研修会の実施、早期発見・早期対応のた
めの体制整備が強く求められている。

評価できる点
学院全体の中期計画の中で、納付金改定について情報収集の一環として「日本私立学校共済事業団の
経営相談」を受けたことは、評価できる。

改善が必要な点
学費値上げに向け、学院内で合意を得ているにも関わらず、計画が進まないのは何故か。強力なリー
ダーシップの体制作りが必要である。

評価できる点 私立大学改革総合支援事業へ全学的に取り組み、経常費補助金と教育研究活性化事業を獲得できた。

改善が必要な点 施設利用について、例外的扱いを見直し、収益が出る体制をすすめることが肝要である。

評価できる点 寄付金の増加対策の一環として、後援会を立ち上げる視点は評価できる。

改善が必要な点 後援会（校友組織）の組織計画が進まないことに対し、具体的な分析が必要である。

計
画
番
号
⑥f

その他の特記事項
課題と危機意識の共有化は。学院にとって喫緊の課題であり、納付金見直し等収入増を早急に図って
いかねばならない。

学院財務委
員会

評価できる点 財務状況が厳しい中、トイレの一部改修と中期計画に基づいた学生食堂の椅子の一部交換ができた。

改善が必要な点 厳しい財務状況が背景にある中、優先順位を確実な計画のもと進めていく必要がある。

計
画
番
号
②

評価できる点
次世代ネットワーク試験モデルが確立できた。第１情報処理室機器類、ＬＡＮケーブルの更新その他
ＩＣＴ環境再構築を実施できた。

情報化推進
委員会

Ｇ　教育研究環境

計
画
番
号
⑥b

学院財務委
員会

計
画
番
号
⑥c

学院財務委
員会

計
画
番
号
④c

学務･入試
委員会

計
画
番
号
⑤

評価できる点

ハラスメン
ト防止委員
会

計
画
番
号
⑥a

学院財務委
員会

計
画
番
号
①

施設整備委
員会

計
画
番
号
⑥d

改善が必要な点
人件費の総枠基準の策定の視点は大切だが、キャップ制や開講最低履修者数の枠を設けるなど、授業
科目数を減らさないと、効果が発揮できない。

学院財務委
員会

-9-



第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上―  

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、 学修成果を保証し、 

充実した学修機会を提供する。 教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
教育目標並びにディプロマ･ポリシー（DP：学位授与の方針）、カリキュラム･ポリシー（CP：教育課程･編成実施の方針）及びアドミッ 

ション･ポリシー（AP：入学者受入れの方針）の見直し ① 

（C）年  度  計  画 

① ディプロマ・ポリシーの検討・確定（取組継続） 

② 教育目標及び三つのポリシーの整合性の検証・確定（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①② 

 人文学部のディプロマ・ポリシー3項目を確認し、各科

目のシラバスに該当するDPを記載することとし、専任

教員に記載を依頼した。2018年度は兼任講師担当科目

も含め、全学的に実施する。 

①② 

 2018年度は、学修成果の検証を行う。 

 また、三つのポリシーを起点とするPDCA 

 サイクルを確立することも、今後の課題 

 と言える。 

①② 

 学内的にはポリシーに対する共通理解が確

立されてきたように思われる。 

 公表しているポリシーを、今後、より明確に

するためには、学修成果の検証を反映するよ

う検討したい。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
 IR委員会と連携し、学修成果の検証を行う。（具体的な検証内容を検討し、可能なものは、学生調査（11月末実施）に

調査項目として加え、調査結果を受けて検証する。） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上―  

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、 

充実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
教養教育及び専門教育を通じた全人教育と実学教育の好バランス化の再検証（2014新カリキュラムの年次検証を含む。）   

a.建学の精神や理念に関する教育の維持・充実   

b.教養教育（リベラルアーツ教育）の方針・内容の再検証   

c.リベラルアーツ教育と実学教育の両立・好バランス化 

② 

（C）年  度  計  画 

各学年の配当科目のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーとの整合性の検証 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

 各開設科目の該当するDPを明確にすることに取り組ん

だ。 

 カリキュラム・ポリシーとの整合性については、教職

課程の再課程認定に係わる科目や公認心理師養成カリ

キュラム構築を行うなかで、ポリシーも踏まえて配当

学年の見直し、科目の整理を行った。 

 他大学との単位互換を視野に、科目のバラ

ンス、充実を検討する。 

2017年度は、再課程認定や公認心理師の対応を

中心とした科目の見直しを優先課題として取り

組んだ。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 他大学との単位互換を視野に、科目のバランス、充実を検討する。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。 教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
放送大学等との単位互換協定締結の検討 

③ 

（C）年  度  計  画 

放送大学の単位互換制度の活用事例や授業料等のより具体的な内容を把握し、本学の共通教育科目の開設状況や履修状況も踏まえて引き続き検討する。 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

共通教育科目（選択科目）の履修状況について、全科目

の履修者数を確認した、履修者が極端に少ない科目はな

く、むしろ時間割により履修者数が増減する傾向がある。 

共通教育科目（選択科目）について、ポリシ

ーを踏まえて必要と思われる領域などがあ

れば、放送大学の単位互換制度も視野に検討

する。 

共通教育科目に限らず、学科（専攻）の専門

教育科目でも可能性を検討する。 

共通教育科目の履修者数の検証では、単位互換

制度の有益性は得られなかった。 

共通教育科目の開設状況については、現在のカ

リキュラム開始時に吟味を重ねており、特段の

不都合は生じていないと思われる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 放送大学との単位互換を行う場合のメリット、デメリットを具体的にあげて検討する。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿

 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。 教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
各学科・専攻における取得可能な教員免許種の見直し 

④ 

（C）年  度  計  画 

養成課程に所属しない他学科･専攻学生の取得可能な教員免許種の見直し

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①心理臨床学科以外の特支免取得希望者が多く、教職支

援委員会において、特支免取得を1学年40名程度に人

数制限する方向の検討に着手した。40 名の枠から外れ

た学生への補償として履修証明制度を用いたプログラ

ムも検討する。 

②ｷｬﾘｱ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ専攻以外の学生の小学校教諭免許状取

得者に、小学校英語指導者資格（J-Shine）の取得を推

奨することについての課題を確認した。 

 現状では、時間割上で J-Shine 取得に必要な科目の履

修を保障できない。また、小免の新課程では「小学校

英語」「小学校英語教育法」が必修科目として開設され

るので不要と考える。 

①特支の教育実習受け入れ人数が限度を

超えている。ｷｬﾘｱ・ｲﾝｸ ﾘ゙ｯｼｭ専攻の特支免

希望者がほとんどいない状況と合わせて、

特支免の履修者の制限の検討。また。新課

程は幼・小・中・高とも「特別支援教育論」

が必修となっていることから、基礎免許に

加えて特支免も必要かの検討。 

②小免の新課程では「小学校英語」「小学

校英語教育法」が必修科目として開設され

ている。小免に加えてJ-Shineや英語免許

も必要かの検討。 

①特支免の取得希望者は、 

 2015入学 こども専攻38名心理39名、 

 2016入学 こども専攻38名心理20名、 

 2017入学 こども専攻52名心理27名 

 となっており、40 名の人数制限について早急

に検討する必要がある。 

②小学校の教科としての英語がスタートし、児

童教育の学生にも英語指導者のスキルが強み

となるが、現在の時間割ではJ-Shine取得に

必要な科目の履修を時間割上保障できない。

学務及び教職支援委員会で、学科・専攻の意

向も確認し検討する必要がある。 

取りまとめ部門 
◎将来計画委員会 
 学務・入試委員会 
教職支援委員会 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 学務、教職支援委員会、学科・専攻と連携し、新教職課程での学びも踏まえ具体的な見直しを行う。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。
教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

学修効果を高めるための成績評価制度の検証 
⑤ 

（C） 年  度  計  画 

①成績評価に関するアンケート調査の実施と検証（取組継続） 

②学修時間と成績評価の検証（取組継続） 

③ポートフォリオの作成を検討（取組継続） 

④GPAを用いた修学支援体制の確立 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①アンケート調査を継続実施し、結果を取りまとめ委員

会で検証した。 

②学修時間については、自己点検・総合評価委員会によ 

 る「学生動向調査アンケート」で調査が実施された。 

③ポートフォリオについては、今年度は教職課程履修者 

 の教職履修カルテのシステム移行に取り組んだ。 

④学年別、学科（専攻・コース）毎のGPAは学生支援懇 

 談会の参考資料に活用し、修学支援に役立てている。 

 また「九州ルーテル学院大学における教育の質保証に 

 関する規程」が策定、施行され、GPA制度を退学勧奨の 

 基準に用いることとした。 

①② 

 検討した課題について、必要な対応を行

っていく。 

①今後も引き続き実施する。 

②学修時間と成績評価の関係については十分 

な検証に至らなかった。 

③新しい教務システムの稼働域を広げていく 

 中で、今年度は教職履修カルテの稼働を進め 

 た。カルテを参考に、全学的なポートフォリ 

 オの可能性も検討していきたい。 

④GPA制度は教員免許状取得希望者の要件や、 

 海外留学、奨学金はどの判定資料として適切 

 に用いられている。また、教育の質保証に関 

 する規程により、GPA制度を用いて修学支援 

 を行う手立てが明文化された。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

①IR委員会と連携し、成績評価に関するアンケート、学生動向調査アンケート等を分析し、教育の質確保の策を検討 

する。 

②ポートフォリオの作成を検討（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、充実した学

修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
ファカルティ・ディベロプメント（ＦＤ）の推進による教育力の向上 

⑥ 

（C）年  度  計  画 

①効果的な授業参観の在り方について継続検討 

②学内のニーズを反映したＦＤ研修会の継続実施      

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①前・後期に実施していた授業参観を「授業参観ウィー

ク」として 1 週間(6/12～6/16)集中的に実施し、全専

任教員に授業提供を呼びかけ、全教職員(兼任教員を含

む)に参観の機会を設けた。 

 対象者の74％が授業を提供し、64％が参観した。 

 授業参観ウィーク報告書を PDF 化し全教職員に配信し

た。 

②FD研修会を以下のとおり４回実施した。 

a) ＦＤ・ＳＤ研修会 

日時：6月22日（木）17：00-17：30 

   参加者数：教員35名 

7月20日（木）17：00-17：30 

参加者数：教員34名 

  内容：SD委員会主催、教員対象のWebポータル操作方

法の講習 

 b) フレッシュマン・ゼミ:初年時教育のコンテンツ 

  日時：9月7日（木）10：30-12：20 

  内容：「フレッシュマン・ゼミ」担当者による実践例

の紹介 

  参加者数：教員23名、職員4名 計27名 

c) 障がいのある学生の修学支援に関する講演会(第3 

回ＦＤ研修会）（障がいサポートルーム主催） 

 日時: 12月9日(土)13:00-16:15 

 内容：第1部は講演、第2部は学生企画 

 参加者数：教職員36名、学生26名、一般41名  

計103名 

d) 教育改革・研究成果報告・第4回ＦＤ研修会 

  日時：3月8日（木）14：30-16：10 

  内容：教育改革・研究助成金を受けた3名の研究報告

及びＦＤ研修会 

参加者数：教員17名、職員3名 計20名 

①参加者数は昨年に比べて大きく伸びたが、

全員参加には至っていない。また、兼任教

員の参加は1名に留まった。 

 授業参観ウィーク報告を「自己点検・評価

報告書」に掲載するよう働きかける。 

 いくつかの反省点を踏まえて、次年度は後

期に実施する予定である。 

②学内のニーズをより反映したFD研修会の

実施継続 

①授業提供者、授業参観者、授業参観記録（ピ

アレビュー）提出者がすべて過半数を上回っ

たことは評価できる。 

 授業参観記録の提出を教員のみに義務付けた

こと、参観が最終日に集中したこと等、改善

すべき点が明らかになったことは今後につ

ながると考えられる。 

②諸事情により参加が困難な教員に選択肢を与

えるため、他委員会との共催により研修会の

開催を分散した。全体としての参加率は上昇

したと思われる。 

事後アンケート調査の結果、「有益だったか」

との問いに対し、「有益」との回答が、b) 84%、

d) 73%であり、いずれも一定の効果を挙げた。

a),c)では同様のアンケート調査を行ってい

ないため不明。 

 研修会開催日は固定されているが、今年度は

他行事の変動に即して変更した。変更による

メリット、デメリットが発生したと考えられ、

参加者数の増加に貢献したとは考えにくい。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
ＦＤ・研究委員会 
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（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①効果的な授業参観の在り方について検討・実施 

②学内のニーズを反映したＦＤ研修会の実施（取組継続） 

その他の次年度計画 

-16-



 第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、 

充実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

スタッフ・ディベロップメント（SD）の推進による修学支援力の向上 ⑦ 

（C）年  度  計  画 

・次年度からSD委員会を立ち上げて、組織の目標として計画を実施する。また、各階層別研修を継続的に実施するとともに、その成果発表の機会を設

ける。さらに、面談を通じて成果を確認する。 

・PDCA確認面談(年2回)を継続実施する。 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①ビジネスマナー研修（新任及び中堅職員） 

②合同新入社員研修（新任職員） 

③コンソーシアムSD研修会（部署別）7月、10月 

④コンソーシアムSD研修会（中堅職員）9月 

⑤フォローアップ研修（中堅職員）9月 

⑥ｷﾘｽﾄ教学校教育同盟西南地区事務職員研修会 8月

⑦熊本県私立大学協会研修会(局長、補佐、事務長)ほか 

⑧障がい学生支援に関する講演会（全教職員対象） 

⑨「人権擁護」研修会（全職員対象） 

⑩職員面談（前期末、後期末）年2回 

①については、純粋な新卒者がほとんどい

ない状況にあることから、研修の必要性に

ついて検討を行う。 

②異業種の職員と交流できるが、休日の研

修会のため、振休、時間外等の問題がある。 

③、④、⑤は毎年、対象部署等が変わり、

本学だけではなかなかできない研修内容で

あり、今後も積極的に参加したい。 

⑧、⑨は本学独自のSD研修で、次年度以降

もテーマ、内容を精査して開催したい。 

⑩職員面談はPDCAを意識して、次につなが

る面談を実施する。 

SD の義務化に伴い研修会の機会と参加者を意識

して、機会があるごとに情報提供を行った。 

学院全体の事務職員で「魅力ある学校を作る」を

スローガンに掲げているが、全体の意識には差が

あるように感じる。 

研修の成果発表の機会を十分に設定できなかった

ことから、次年度は、多くの職員に発表の機会を

与えることにする。 

年２回の職員面談は各課長、課員ともにいい機会

として捉えている。事務長の課長等の面談も各課

の状況と業務の進捗、職員の様子が見えて有効で

ある。

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

大幅な異動を機に、全学職員研修の年度計画のほか、各

部署で、引継ぎを含めた業務改善に取り組んだ。また、

各部署で、課員それぞれの成長と情報の共有を目的に、

毎週１回の勉強会を継続している。 

次年度も専任職員の退職、異動が計画され

ているため、後継者の育成が重要な課題で

ある。 

業務の効率化を図るため、専門的な知識と

スキルがますます必要である。 

業務改善への取組が不十分であった。 

大規模異動の影響もあり、次年度は、若手職員を

中心に、教育改善・研究奨励制度への申請を視野

に入れて、積極的に業務改善に取り組みたい。 

取りまとめ部門 
事 務 長 会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
ＳＤの義務化に伴い、特に研修会への計画的な参加を促すとともに、各自の成果発表の機会を確保して業務改善等に対

する意識を啓発する。 

その他の次年度計画 

職員の働き方改革を常に促し、業務の効率化を各課、各自一つでも目に見えるようにする。 

同時に、業務の平準化や各種委員会等で検討されている情報整備室等の整備を踏まえて、事務体制の再編について検討す

る。 
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 第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 
ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、充

実した学修機会を提供する。 教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 
計画番号 

障がいのある学生に対する修学支援体制・内容の充実 
⑧ 

（C）年  度  計  画 
① 障がいのある学生に対する修学支援の充実（取組継続） 

② 他大学や関係機関等との連携推進（取組継続） 
③ 障害者差別解消法等を踏まえた規程等の検討・整備 
④ 教職員の共通理解を促進する学内連携体制の整備 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 
①障がいのある学生に対する修学支援の充実 
・重度聴覚障がい学生が受講する英語科目（英語発音演
習Ⅰ・Ⅱ）における担当教員、支援者によるチーム支
援の実施 

・弱視、学習面での困難、肢体不自由のある学生の支援
に、新たに着手。 

・支援学生のワークスタディ制度導入に向けた準備 
・学生サポーター養成講座（手話サロン）の取り組みを、
第13回PEPNet-Japan シンポジウム「聴覚障害学生支
援に関する実践事例コンテスト2017」（於：札幌学院大
学）で発表 

・専門委員（委員会の教員）の設置 

②他大学や関係機関等との連携推進 
・特別支援学校の進学支援セミナーで本学の障がい学生
支援の取り組みを紹介 

・「語学教育のイコールアクセスを考えるシンポジウム
2017」で英語科目の合理的配慮について事例報告 

・大学コンソーシアム熊本・地域創造部会・障がい学生
支援連絡協議会への参加・情報交換 

・障がい学生の教育実習に向けた学内協議、当該学生の
ルーテル高校での授業実施体験、実習先との協議 

③障害者差別解消法等を踏まえた規程等の検討・整備 
・障がいのある学生の修学支援に関する学内規程策定WG
の設置 

④教職員の共通理解を促進する学内連携体制の整備 
・他部署と合同での拡大委員会の開催 

⑤障がいのある学生の修学支援に関する講演会の開催
（ＦＤ研修、ＳＤ研修を兼ねる） 

① 
・兼任講師の担当する英語科目で、合理的配
慮に関する事前協議が十分でなく、講師、
本人、支援者それぞれの負担が大きくな
り、講師が補習を実施したことを把握でき
ない科目があった。 

・専門委員を機能させる仕組みの不在。 

② 
・他大学においても障がい学生支援にかかわ

る種々のニーズを抱えていることを把握
できた（支援方法、支援学生の養成等）。 

・講演会は土曜日開催であったため、参加で
きない教職員がいた。 

④ 
・拡大委員会の開催が一部に留まり、結果と
して、①で述べた課題が生じた。 

① 
・英語発音演習Ⅰ・Ⅱの合理的配慮は、Ⅰでは、
関係部署との連携、事前協議により担当教員、
支援者によるチーム支援の形が実現したが、
同演習Ⅱでは、同様の連携、事前協議のプロ
セスを持続できなかった。学務・入試センタ
ーをはじめとする関係部署との連携と PDCA
サイクルの支援の仕組みづくりに、重点的に
取り組む必要がある。 

・障がい学生の障がい種別の広がりにより、支
援に至るまでのプロセスや支援方法も多様に
なってきた。個別的状況に対応できた点は評
価できる。 

・コンテストでは、準備・発表のプロセスを通
して学生達の主体性が強まった。またプレゼ
ンテーション賞を受賞し、自信につながった。 

・専門委員の役割を明確にし、支援の検討に関
与できるようにする必要がある。 

② 
・本学の取り組みを、進学支援セミナーや語学
科目の支援に特化したシンポジウムで報告す
る機会があったのは、本学の支援実績の証左
といえる。 

・本学の取り組みは、他大学にとっても貴重な
参考事例となると思われるため、「障がい学生
支援連絡協議会」での情報交換・共有を進め
る。 

③ 
・ＷＧが設置され、５回の会議を通じて、規程
は、ほぼ整えることができた。 

④ 
・学内連携体制整備に努力したが、部分的に留
まった。③の学内規程の完成と公表、それを
用いた研修により、他部署との連携体制を確
実なものにしたい。 

⑤ 
・講演会には、103名（本学教職員36名、一般
41名、大学生24名、高校生１名、中学生１
名）が参加した。講演、学生の体験発表で構
成され、支援の大切さを年齢段階、学校の違
いを超えて共有する場となった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門
障がい学生サポート委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

① 障がいのある学生に対する組織的支援（取組継続） 
② 障がいのある学生の修学支援に関する講演会の実施（取組継続） 
③ 他大学や関係機関等との連携推進（取組継続） 

④ 障害者差別解消法等を踏まえた規程等の検討・整備（取組継続） 

その他の次年度計画 ① 障がい学生支援に関する研究を推進する外部資金の獲得 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
図書館・学術情報サービスの充実 

⑨ 

（C）年  度  計  画 

①図書館システムの円滑な運用 ②図書・雑誌等の資料の配置見直し（絵本書架追加） ③購読データベースの説明会開催 ④九州ルーテルリポジトリの充

実 ⑤読書会等のイベント促進 ⑥中高図書館と大学図書館との連携促進 ⑦電子書籍の利用促進  

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①図書館システムの円滑な運用のために、業者と連携し

てシステム調整を行った。 

②昨年に引き続き、絵本書架を追加購入した。 

③『紀要VISIO第47号』を発行し、九州ルーテルリポジ

トリへの論文登録の追加を行った。 

④ブックトークを2回（6月、11月）、ブックリユースを

常設にし、学生への読書啓発を行った。「選書ツアー」

を12月に行った。（学部生参加5名） 

⑤中高図書館と大学図書館との相互利用を実施した。 

⑥電子書籍を購入し、利用促進を図った。 

①図書館システムが 5 年目を迎える。2019

年度のリプレースに向け、検討を始める。 

②蔵書の増加に伴い、効率のよい配架を検

討する。 

③今年度は、投稿者数を増やすために締切

日を延長したため、発行が2月になった。

年末年始の校正は業務が逼迫するので、

新年度は投稿要領に従い、12 月の発行を

目指したい。 

⑤中高教員の利用はわずかにあるが、利用

者への積極的な周知が必要である。 

⑥電子書籍の導入について、積極的に周知

し、利用を促す。

①図書館システムCARINに移行し4年目となり、

業者と連携して円滑な運用に努めることができ

た。 

②差込式絵本書架を購入したので、表紙が良く見

えるように展示でき利用しやすくなった。 

③投稿者13名、論文15編を収録し、リポジトリ

への論文登録の追加を行い、より充実したもの

となった。 

④今年度初めて、「選書ツアー」を行った。学生5

名を募集したが、すぐ定員が埋まり、図書館へ

の関心の高さが伺えた。今後も学生目線の選書

も必要だと感じた。 

⑤中高図書館との相互利用について、もっと利用

が増えるように周知方法を考えていく必要があ

ると感じている。 

⑥電子書籍の導入で、教員の講義指導にも役に立

った。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）へ入会

した。 

国立情報学研究所（NII）の動向を見ながら

必要な処理を行う。 

順調に手続きを行い実施できた。 

取りまとめ部門 
図書館委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①図書館システムの円滑な運用 ②図書・雑誌等の資料の配置見直し ③購読データベースの説明会開催 ④九州ルーテ

ルリポジトリの充実 ⑤読書会等のイベント促進 ⑥中高図書館と大学図書館との連携促進 ⑦電子書籍の利用促進 

⑧図書館システム5年間のリース終了による次期図書館システムの検討  

その他の次年度計画 ①閲覧室雑誌コーナーの机の新規導入（学生のコメントより検討課題） 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。 教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

学院における高大連携・幼大連携の推進 
⑩ 

（C）年  度  計  画 

連携活動計画について、窓口の明確化、学院内への周知、確実な実施等により学院全体の活性化につなげる。

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①本年度から「幼中高大接続協議会」に名称変更して、

「教学部門における幼・中・高・大連携」に加え、「高

校教育と大学教育の接続」についても協議した。本

年度に予定した連携計画は、窓口の明確化と学院内

への周知を図りながら、一部を除き実施することが

できた。連携計画の個々の取組については、成果も

含めて年度末に報告した。 

②高大連携推進の１つとして、学院高大接続「大学キ

ャンパスVisit＆Try」を次年度から実施することを

決めた。 

①初年度でもあり、連携計画の周知と実践が

中心となり、個々の成果は報告できたが、

学院全体への成果という点では、今後、成

果指標等を検討していく必要がある。 

②「大学キャンパス Visit＆Try」は、次年度

から初めて実践する取組であり、円滑な実

施と高校生にとって満足度の高いものにな

るよう準備を進めていくことが必要であ

る。 

①連携計画については、窓口の明確化、学院内へ

の周知を図り、活動の進め方の共通理解を図る

ことができた。 

②高校教育と大学教育の接続の観点から、高校生

が本学の授業を体験する「大学キャンパス

Visit＆Try」の実施要項等を作成することがで

きた。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計
画 

①連携計画の実践による学院全体への成果や学生の学修成果を検証する。 

②学院高大接続「大学キャンパスVisit＆Try」の円滑な実施と検証を行う。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、

充実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
その他教育内容･方法及び教育の成果等に関する計画 

⑪ 

（C） 年  度  計  画 

① 学生の授業等の満足度調査方法の検討及び検証（取組継続）  
② 入学前教育の成果の検証（取組継続） 
③ 新カリキュラム「フレッシュマン・ゼミ」の標準シラバスでの実施状況の確認（取組継続） 

④ 履修モデルの作成（取組継続） 
⑤ 教育機器等の整備とアクティブ・ラーニングの推進（取組継続）

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①学生の授業等の満足度調査は自己点検・総合評価委員

会の実施する「学生動向調査アンケート」で調査が実

施された。 

②入学前教育は各学科（専攻）に於いて前年度の状況を

もとに変更を加えながら実施している。課題等の提出

により、入学までの継続的な学びの成果が確認されて

いる。 

③シラバスの第三者チェックを行う中で、各学科（専攻・

コース）の標準シラバスが定着してきた。 

④履修モデルは2017年度カリキュラムに対応した内容で

各学科（専攻・コース）の例をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに情報公開と

して掲載した。 

⑤新たに ICT を使える教室を増やし、学生がタブレット

端末を活用できるようにした。 

②2021 年度入試に向けて、高大接続の観点

から、今後の入学前教育の在り方を改善す

る必要がある。 

③取組としては終了し、今後、実施状況の確

認は継続する。 

④組としては終了し、今後は卒業後の進路を

踏まえた履修モデルのパターンの充実を

はかる。 

⑤ICT 活用を増やすための機器の充足を計

るとともに、FD 研究委員会と連携し実践

的な活用方法を学ぶ機会を設ける。 

①「学生動向調査アンケート」については、学

務としても、自己点検・総合評価委員会と連

携し、分析を行いたい。 

②入学前教育は、複数回にわたる提出課題の結

果から、入学までの期間の継続的な学びとし

て一定の成果があがっていると言える。 

③「フレッシュマン・ゼミ」の標準シラバスは

ほぼ定着し、授業評価アンケートの結果から

シラバスに沿って実施されていることが確認

できた。 

④履修モデルは情報公開としては作成すること

ができた。 

⑤機器は整備充実してきたが、インフラについ

ては品質の向上が望まれる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

「フレッシュマン・ゼミ」の標準シラバスに

含める内容を見直す。個別の現代的課題

（ハラスメント防止、主権者教育など）へ

の対応も踏まえて検討を要する 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

①IR委員会と連携し、学生の修学状況を検証する。 
②入学前教育の成果を数値化する。 

③FD研究委員会と連携し、ICT活用を推進する。 
「フレッシュマン・ゼミ」の標準シラバスに含める内容を見直す。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、 

学修成果を保証し、充実した学修機会を提供する。
教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
その他教育の実施体制等に関する計画 

  学務・入試委員会（センター）と関連委員会等の役割の整理と連携強化⑫ 

（C）年  度  計  画 

学務・入試委員会（センター）と関連委員会等の役割の整理、連携の再構築（取組継続）

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

障がいのある学生の修学支援に関する規程作成のWGに

参加した。規程は作成中であるが、これにより、本学の

支援体制（学務・入試センターやサポートルームの役割

と連携）が明確となる。 

授業評価アンケートの作業にかかわる業務は、今まで図

書館非常勤職員が担当していたが、図書館業務の外部委

託に伴い、2017 年度末から学務・入試センターで引き

継いだ。 

学生支援委員会、障がい学生サポート委員会

教職支援委員会、FD・研究委員会、IR委員会

ほか、各委員会との連携体制を意識しつつ、

学務の業務を実施している。次年度取組終了

に向け、役割整理を行う。 

障がいのある学生の修学支援に関する規程作 

成に取り組むことができた。 

授業評価アンケートについて、学務では科目担 

当者、履修者数などの情報を提供し、図書館非 

常勤職員が主に作業を担当していたが、全てを 

学務で行うことにより、学務の業務量は増えた 

が、業務の整理ができた。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 次年度取組終了にむけ、各委員会との役割整理を行う。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、充

実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
その他学生への支援に関する計画 

⑬ 

（C）年  度  計  画 

教育、施設等に関する学生アンケートの実施及び学生との意見交換を行う 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

フレッシュマンキャンプ実施に関するアンケート調査を

実施するとともに、学生チューターとの意見交換会を行

った。 

アンケート調査や、意見交換会は実施できた

ので、今後は学生自治会と協議し、

Students’voice委員会の開催が実施でき

るよう準備する。 

開学より実施しているフレッシュマンキャンプに

ついてアンケート調査を行えたことは評価でき

る。また、学生チューターと意見交換会を行った

ことで学生の意見を反映できた。。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① 熊本地震における被災学生関連の情報収集 

② 熊本地震の被災者に対する授業料減免

① 更なる学生情報の収集 ① 震災から2年目を迎えたが、まだまだ支援が

必要な学生が多数いるので、継続して情報を

収集することの重要性を感じ情報の収集に

努めた。 

取りまとめ部門 
学生支援委員会 

（F）上記(D) 欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 Students’voice委員会及び学生自治会等との意見交換会を行う。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 【学部】―教育の質の保証と向上― 

ディプロマ･ポリシー（学位授与の方針）及びカリキュラム･ポリシー（教育課程･編成実施の方針）に基づき、学修成果を保証し、 

充実した学修機会を提供する。教 育 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
その他教育の国際化に関する計画 

⑭ 

年 度 ２０１７ 

取りまとめ部門 
◎ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ委員会 
学務･入試委員会 

（C）年  度  計  画 

①学生の希望が多いオーストラリアでの異文化圏体験学修プログラムを新たに開拓する。 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①オーストラリアでの提携先として新たにカーティン大

学と学生派遣の協定を締結し、3名の学生が春の異文化

圏体験学修としてカーティン大学に5週間留学した。 

①現地の担当者が急遽変更になり、研修費請

求書がプログラム開始後に送付された点、

事前に受け入れ時期として最もふさわし

いと聞いていた時期が、前のタームの最終

週であったことなど、連携と連絡の不徹底

さを改善する必要性がある。 

①５月に東京で開催されたオーストラリア大使

館主催のセミナーで知り合ったカーティン大

学とすぐに提携を結び、年度内に第１回目の

研修生を派遣できたことは評価できる。 

一方で、その後のコミュニケーション不足に

ついては、現地の担当者からも謝罪もあった

が、今後改善する必要がある。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①夏と春に異文化圏体験学修を実施した。 

②春の異文化圏体験学修(オーストラリア)参加の 5 名の

学生に海外留学奨学金制度の奨学金を授与した。 

③「ムラサキスポーツ奨学金制度」で 2 名の学生を英国

バートン＆サウスダービシャーカレッジに留学派遣し

た。 

④バートン＆サウスダービシャーカレッジの東アジア担

当職員を招きオリエンテーションを実施した。 

①こども専攻や心理臨床学科からの参加者

を増やす必要性がある。 

②企業の経営状態によって年々奨学金が減

少している。 

③「ムラサキスポーツ奨学金制度」への志願

者が少なく、今後更にＰＲが必要である。 

④定期的にこちらからも訪問しバートン＆

サウスダービシャーカレッジと良好な関

係維持が不可欠である。 

①英語学修以外の内容のプログラムを開拓する

必要がある。 

②奨学金受給の学生のお礼状など概ね出資企業

からも高く評価されている。 

③例年通り志願者が少なかったが、今後さらに

広報活動を実施する必要を感じる。 

④個人的に信頼関係が確立している。学長と共

に英国を表敬訪問し、奨学金制度への謝辞を

表明したい。 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①トビタテ留学ジャパンへの志願者を確保し、奨学金を獲得する。 

②カナダやニュージーランドなど新たな英語学修の研修先の開拓 

③英語学修目的以外の異文化圏体験学修プログラムの充実 

その他の次年度計画 北欧関係について外部講師を招聘し、講演会や特別講義を実施する。 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教育研究の充実― 

地域をはじめとする現在社会に貢献する高度専門職業人の養成を目指し、大学院の教育研究内容の充実と地域社会及び関係機関への認

知度を高める。 
教育（大学院） 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
理念・教育研究目標の検証 

⑮ 

（C）年  度  計  画 

理念・教育研究目標の検証・見直し（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

2017年度修了者の修了後の就労動向を調査した。 

調査の結果、2017年度修了者5名中、5名が発達障害児・

生徒の支援者として、それぞれ活躍していることが確認

できた。 

実習受け入れ先機関等の本学大学院に対す

る潜在的研修ニーズの有無、大学院卒業生

に対する希望等を調査。 

公認心理師養成と特別支援学校専修免許状

取得の両立が可能かどうかの検討が必要。 

修了生全員が発達障害に関連した支援業務につ

いており、これは理念教育目標が達成できてい

ると考えられる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

臨床心理学的に高度な専門職業人の育成に向けて、公認

心理師養成カリキュラムを検討した。 

2017年5月に厚生労働省から示された公認心理師カリュ

ラム等検討会報告書をたたき台に本学カリキュラムを

検討した。前年度検討課題だった学内相談室は現時点

では必要ないが、実習事務を統括する部門が必要なこ

とが判明した。 

・今後、厚生労働省から示されるシラバス等

に従って、本学カリキュラムを整備する。 

・授業科目の新設や実習内容、実習事務部門

を検討する必要がある。 

必要な養成科目の検討を行い、おおむね公認心

理師カリキュラムに対応可能と考えている。医

療機関の実習先は学部での実習先確保が順調な

ことを考慮すると対応可能と考えられる。 

取りまとめ部門 

研究科委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 理念・教育研究目標の検証・見直し（取組継続） 

その他の次年度計画 公認心理師養成カリキュラムの整備 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教育研究の充実― 

地域をはじめとする現在社会に貢献する高度専門職業人の養成を目指し、大学院の教育研究内容の充実と地域社会及び関係機関への

認知度を高める。

教 育 

（大学院） 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 【大学院】 

 ディプロマ･ポリシー（DP：学位授与の方針）、カリキュラム･ポリシー（CP：教育課程･編成実施の方針）及びアドミッション･ 

ポリシー（AP：入学者受入れの方針）の検証
⑯ 

（C）年  度  計  画 

① 教育の実績・成果を踏まえた3つのポリシーの妥当性と整合性の検証（取組継続） 

② 公認心理師養成課程の開設を見据えた3つのポリシーの見直し

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① ３つのポリシーの妥当性と整合性の検証 

  2016 年度の自己評価では３つのポリシーについて

は、ある程度の妥当性は担保していると評価してい

る。入学者も社会人中心に確保でき、授業評価や修

士論文発表会でもある程度の水準は担保できている

と評価できる。 

② 公認心理師法の成立にあわせて学内ワーキンググ

ループを立ち上げ、３つのポリシーの見直しに着手

した。 

① 公認心理師養成カリキュラム対応と並

行して「教育の目的」、３つのポリシー

の見直しの必要がある。 

② 厚生労働省から確定した公認心理師養

成のカリキュラムが出されていないた

め、本格的な見直しは2018年度に持ち

越すこととなった。 

① 評価できる点 

・現状での3つのポリシーの妥当性はある程度

担保されている。 

② 課題 

・公認心理師養成のカリキュラム対応と平行し

て、「教育の目的」、３つのポリシーを見直す必

要がある。 

・CPでは一部科目の名称と講義内容との整合性

をさらに検証する必要がある。 

・DPでは、発達障害以外の障害についての学修

可能な現状から、「教育の目的」も含め、整合性

の検証が必要である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

年 度 ２０１７ 
取りまとめ部門 

研究科委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 ３つのポリシーの妥当性と整合性の検証（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教育研究の充実― 

地域をはじめとする現在社会に貢献する高度専門職業人の養成を目指し、大学院の教育研究内容の充実と地域社会及び関係機関への認

知度を高める。 
教 育 

（大学院） 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
【大学院】 

志願者増対策の検討・実行 ⑰ 

（C）年  度  計  画 

 志願者増対策の継続検討・実行 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①奨学学金制度導入 3 年目学部学生に対してゼミ等を通じ

て進学を勧めたが、受験には至らなかった。 

②学部・大学院の科目等履修生にも積極的に受験を勧めた。 

③高校訪問などでリーフレットを積極的に配布し、研究科

の魅力を発信した。また、2016 年度に続き、新聞広告に

加え、教員が学外講師として教授している他大学学部学

生、社会人が参加する研修会にて大学院を紹介し、大学

院説明会の参加を呼び掛けるなど、説明会の参加者増に

努めた。説明会参加の方からの受験もあった。 

④大学院説明会は、社会人の参加が多かった。職業を有す

る社会人の場合は、秋の入試時期はまだ入学の可否の判

断がつきにくい段階であった。そのため、春入試受験に

対する情報を伝えることを心がけた。その結果、春受験

にも3名の社会人が受験した。 

①奨学金制度を周知徹底し、学部からの進

学者の増加をさらに図る。 

②学部・大学院の科目等履修生からも進 

学者の増加を図る。 

③引き続き、教育・療育・福祉関連機関の 

訪問や研修会等でのリーフレットの不 

断の配布に努める。また、HPの活用も 

検討する。 

④引き続き、大学院説明会の参加者の増加

及び入学希望者の実情を考慮し、入試の

実施時期を秋・春2回にすることを検討

する。 

①奨学学金制度導入後、学部学生の志願者は、

2017年度入試で初めて合格した。本制度が活

用されている点についても紹介し、その具体

的イメージについて周知を図る。 

②学部・大学院の科目等履修生に対して、本学

の授業や研究の魅力を引き続き伝えていく。 

③2016年度同様、説明会参加者が受験に至って

おり、新聞広告及びリーフレット配布、他大

学学生や科目等履修生、研修会での呼び掛け

によるPRは有効であった。 

④2 回の入試実施による志願者の増加によっ

て、2018年度は入学予定者6名が全員社会人

であった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
研究科委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 志願者増対策の継続検討・実行 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教育研究の充実― 

地域をはじめとする現在社会に貢献する高度専門職業人の養成を目指し、大学院の教育研究内容の充実と地域社会及び関係機関 

への認知度を高める。 

教 育 

（大学院） 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
【大学院】 

 長期履修制度導入の検討 ⑱ 

（C）年  度  計  画 

長期履修制度導入に向けた具体的事項（入学要件、志願票受付時期、修業年限等）の検討（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

2015年度に、公認心理師養成カリキュラム開設に合わせ 

て本学においても長期履修制度を導入することが決定さ 

れたが，大学院の公認心理師養成カリキュラムが決定し 

ていないため，2017年度中は長期履修制度についての検 

討を行うことはできなかった。 

大学院の養成カリキュラムの詳細を定めた

後、入学要件、志願票受付時期、修業年限等、

具体的な制度内容を検討する。 

公認心理師の大学院カリキュラムが定まらない

ため、具体的な検討まで進むことができなかっ

たことは、やむを得ないと考えている。

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

研究科委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 長期履修制度導入に向けた具体的事項（入学要件、志願票受付時期、修業年限等）の検討（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標  

区 分 ―教育研究の充実― 

地域をはじめとする現代社会に貢献する高度専門職業人の養成を目指し、大学院の教育研究内容の充実と地域社会及び関係機関 

への認知度を高める。 

教 育 

（大学院） 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
【大学院】 

奨学金制度（授業料減免制度）の導入 ⑲ 

（C）年  度  計  画 

学部学生に対して奨学金制度の周知徹底を図り、志願者の確保に努める。

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

リーフレットに奨学金制度について掲載し、学部学生に

対する広報に努めたが、学内から受験する学生はいない

状況であった。 

学部学生に対して、奨学金制度の広報に努め

る。 

本学大学院への内部進学者が少ないのは、授業

料という経済的理由以外にもあるように思われ

る。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

研究科委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 学部学生に対して奨学金制度の周知徹底を図る。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献― 

各学科･専攻及び大学院は、その存在意義を明らかにし得る特色を持つ研究を推進する。また、地域との結び付きを深め、地域社会の課題

に関する研究とその成果の還元を組織的に推進する。 
研 究 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
本学の特色を生かした研究プロジェクトの立ち上げとその成果の地域還元の具体化 

① 

（C）年  度  計  画 

①新たな研究プロジェクトの検討 

②研究成果の地域還元の在り方の検討

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① 2015年度に立ち上げた感情的知性研究会のメンバー

（和田教授・井﨑准教授）の学内共同研究が科学研究

費補助金に基盤C（2017-2019年度）に採択され，プロ

ジェクトが進行中である。プロジェクトが立ち上がっ

た後，感情的知性研究会は一時休止状態となっている。 

②2017年度も，有村教授による慢性疼痛に対するマイン

ドフルネストレーニング（熊本大学医学部麻酔科），河

田教授による特別支援教育の体制整備、岩永准教授に

よる学校ソーシャルワーク実践研究，糟谷准教授によ

る発達障害児の母親への「人生紙芝居」の実践（NPO

法人こどもサポート・にじいろ）など，本学教員によ

る多くの研究成果が地域に還元された。 

①新たなプロジェクトの検討。感情的知性

研究会の日程確保，および実施方法の検

討。 

②本学教員による研究成果の地域還元の現

状の正確な把握。

①共同研究プロジェクトに対する補助金を獲得

し，プロジェクトを着実に進行させている点は

評価できる。研究会の日程確保が難しく，研究

会を開催できなかった点については改善が必

要である。 

②多くの本学教員が，自身の研究成果に基づく実

践活動により地域貢献を行っている点は評価

できる。

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
ＦＤ・研究委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①研究プロジェクトの継続および新たなプロジェクトの検討 

②研究成果の地域還元の正確な把握 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献― 

各学科･専攻及び大学院は、その存在意義を明らかにし得る特色を持つ研究を推進する。また、地域との結び付きを深め、地域社会の課題

に関する研究とその成果の還元を組織的に推進する。
研 究 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
組織的共同研究の推進 

② 

（C）年  度  計  画 

共同研究シーズ発見のための学内研究交流活動の更なる活性化 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①共同研究実施状況の調査結果では合計 22 件となり、

2016年度実績から1件増加した。 

 2017年度共同研究実施状況を学内HPに掲載し、周知を

図った。 

②学内共同研究(1 件)が科学研究費補助金事業に採択さ

れた。 

①学内研究交流活動の更なる活性化が課題

である。 

②「九州ルーテル学院大学教育改革・研究

奨励制度」によらない共同研究について

は、その進捗状況等の詳細な把握が難し

い。 

①共同研究の件数は、わずかではあるが漸増し

ていることから、共同研究活動は活性化しつ

つあると考えられる。学内共同研究のうち数

件は科学研究費補助金も獲得しており、更な

る推進が期待される。 

②学内共同研究が新たに科学研究費補助金事

業に採択されたことは、今後の活性化につな

がるものと考えられる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
ＦＤ・研究委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①共同研究シーズ発見のための学内研究交流活動の更なる活性化（取組継続） 

②共同研究の実施と成果発表 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献― 

各学科･専攻及び大学院は、その存在意義を明らかにし得る特色を持つ研究を推進する。また、地域との結び付きを深め、地域社会の課題

に関する研究とその成果の還元を組織的に推進する。研 究 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
個人研究費及び学内研究活動補助金の戦略的配分化 

③ 

（C）年  度  計  画 

①個人研究費の戦略的配分の是非について継続検討（導入する場合は、配分方法についても検討） 

②申請資格や研究の対象を広げた新たな研究活動補助金制度の検討

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①個人研究費の戦略的配分の是非については、具体的な

検討には至らなかった。科学研究費補助金間接経費に

ついては、2017 年度から科学研究費補助金の採択者に

対し、間接経費の50％を報奨金として個人研究費に上

乗せした。 

②「九州ルーテル学院大学教育改革・研究奨励制度」は

2016 年度より本学の専任の教職員を対象としている。

また、教育改革に関わる研究にも引き続き、助成金を

給付している。 

①個人研究費の戦力的配分についての意見

聴取（導入する場合は、配分方法とその具

体化） 

②教育改革に向けた取組への事務職員の更

なる参画を促す。 

①個人研究費の戦略的配分についてのアンケー

ト調査は実施できなかったが、科学研究費補

助金採択者に対する個人研究費の上乗せを実

施したことは評価できる。 

②2017年度も引き続き、教育改革に関わる申請

が1件行われたことは評価できる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
ＦＤ・研究委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 個人研究費の戦略的配分についての意見聴取（取組継続） 【導入する場合は、配分方法についても検討】 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献― 

各学科･専攻及び大学院は、その存在意義を明らかにし得る特色を持つ研究を推進する。また、地域との結び付きを深め、地域社会の課題

に関する研究とその成果の還元を組織的に推進する。 
研 究 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
科学研究費補助金等の外部資金の獲得強化 

④ 

（C）年  度  計  画 

①研究助成金の申請数・採択率の向上に向け、効果的な施策を継続検討 

②外部資金申請のインセンティブを高めるための施策を継続検討 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① 科学研究費補助金の申請数・採択率の向上に向け、

科研費に関する説明会において、担当者による説明

会（欠席者のうち希望者には個別の対応）を行った。

科研費採択の説明会では、質疑などの時間も十分に

確保した。また、申請書類の記載例の配布も継続し

て実施した。 

② 外部資金獲得のインセンティブとして、科学研究費

補助金の採択者に対し、一定金額を報奨金として個

人研究費に上乗せした。 

① 特になし 

② 特になし 

①最近3 年間の採択率（採択数/申請数）は、

2015年度40％（2/5）、2016年度67％（2/3）、

2017年度50％（1/2）であった。新規採択と

継続分を合わせると、現在8人の教員（うち

分担者１名）が科研費を獲得している。基盤

研究Ｃの平均採択率が 30％弱であることを

考慮すると、高い水準であり、学内での施策

が一定の効果を上げていると言える。 

②外部資金獲得のインセンティブとしては、科

研費申請者の学内研究活動補助金の優先配分

に取り組んできたが、今回個人研究費への「報

奨金」の上乗せを実現した点は評価できる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① 科学研究費補助金の採択者が獲得した研究間接経

費の具体的な活用について教授会にて報告をおこ

なった。 

① 特になし ① 科学研究費補助金の採択者の大学貢献に

対するモチベーションをあげると共に、他

の研究者へ研究費獲得の魅力を伝える働

きかけとなった。

取りまとめ部門 
ＦＤ・研究委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①  研究助成金の申請数・採択率の向上に向け、効果的な施策を継続検討 

② 外部資金申請のインセンティブを高めるための施策を継続検討 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―研究の組織的取組強化による価値の創造と地域貢献― 

各学科・専攻及び大学院は、その存在意義を明らかにし得る特色を持つ研究を推進する。また、地域との結び付きを深め、地域社会の

課題に関する研究とその成果の還元を組織的に推進する。
研 究 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

学内紀要「VISIO」の充実（「応用障害心理学研究」との関係を含めて） 
⑤ 

（C）年  度  計  画 

『研究紀要ＶＩＳＩＯ』の質的・量的内容の充実（取組継続）

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①『VISIO第47号』を2月に発行した。 ①今年度は論文投稿者を増やすために発行

時期を2月に延期したが、次年度は投稿要

領に従い、通常とおり12月発行を目指す。 

①投稿者13名、論文数15編を収録できたことは

良かった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

特になし 

取りまとめ部門 
図書館委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 『研究紀要ＶＩＳＩＯ』の質的・量的内容の充実（取組継続） 

その他の次年度計画 特になし 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
－自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標  

区 分 ―意欲のある優秀な学生の持続的受け入れ― 
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）に基づき、本学の理念を理解し、本学で学び・成長する意欲の高い、社会人を
含む優秀な学生を受け入れるための施策を実施する。 募 集 

（B）第１期アクションプラン計画  

計画番号
費用対効果の観点を踏まえた募集・広報活動の事後評価・見直し  

① 

（C）年  度  計  画 

① 南九州に重点をおいたWEB受験広報媒体による広報の充実 
② アンケート調査結果に基づいて、各広報媒体の費用対効果を検証（取組継続）

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①エリアを南九州に絞って、オープンキャンパス時期に

Ｗｅｂ広告を打った。広告クリック数は熊本県が約

3000、鹿児島県が約2400、宮崎県が2100であった。 

Ｗｅｂ広報の充実という観点から、本学の認知度を高

めるためのＨＰの充実と新たなＷｅｂ広報の導入を次

年度に向け検討した。 

②オープンキャンパスでのアンケートと各広報媒体から

の資料請求数を分析し、費用対効果が低いと考えられ

る広報媒体２つを、次年度から取り止めることとした。 

①イベントに特化したＷｅｂ広告は、単発的

な告知としては効果的だが、出願数の増に

どう効果があったのか検証が難しいとこ

ろもある。 

ＩＲ委員会アンケートで、本学の認知度

が低いことが分かったので、エリアを絞

ったＷｅｂ広報の充実より認知度を高め

るためのＨＰとＷｅｂ広報が、現段階で

は重要である。 

②広報媒体を取り止めたことによる影響を

検証していくことが必要である。ただ、志

願者数は、広報媒体以外の様々な広報活動

が影響しあっている。広報媒体を取り止め

たことだけでの影響の検証は難しいとこ

ろもある。 

①本県を含む南九州３県にエリアを絞り、期間

を限定してＷｅｂ広告を出すことができた。

ＨＰの充実やＷｅｂ広報の充実について、次

年度に向け検討することができた。 

②広報媒体の費用対効果の検証を行い、経費削

減をすることができた。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価

取りまとめ部門 

学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
① ＨＰの充実とWEB広報の充実 

② アンケート調査結果等に基づいて、各広報媒体の費用対効果を検証（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 

 －自律的PDCAの好循環を目指して－  

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―意欲のある優秀な学生の持続的受け入れ― 
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）に基づき、本学の理念を理解し、本学で学び・成長する意欲の高い、社会人を含

む優秀な学生を受け入れるための施策を実施する。 募 集 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
優秀な入学者を増やすための入試区分ごとの受入割合及び入学者選抜方法の見直し 

② 

（C）年  度  計  画 

①面接点、評定値や調査書点の得点割合の検証と志望順位による得点調整制度の導入を検討する。 

②2020年度から実施が予定されている新たな大学入試制度を踏まえて、入学者選抜方法全体の見直しを検討する。

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①面接点、評定値や調査書点の得点割合については、前
年度から導入と見直しを行った。第１志望から第３志
望までの志望順位による得点調整制度の導入ついて

は、検討したが明確な方向性を出すまでには至らなか
った。 

②2020年度実施する20121年度入試については、大まか
な見直しの方向性を出すことができた。指定校推薦入
試と併設校推薦入試では小論文を加えること、公募推

薦入試では学校長推薦書を原則とすること、一般入試
では試験科目を従来の1教科から2教科へ変更するこ
と、英語については本学の試験に加え大学入試センタ

ー英語成績提供システムを活用することとした。 
また、調査書については、新しい調査書の「主体性」
などを本学のアドミッションポリシーに基づき評価す

ることとした。 

①面接点、評定値や調査書点の得点割合につ
いては、適切な割合であるのか、今後とも
検証を継続していく必要がある。志望順位

による得点調整については、導入するかも
含めてさらに検討していくことが必要で
ある。 

②選抜方法全体の見直しによる試験の実施
要領等を具体的に検討していく必要があ

る。また、新しい調査書の「主体性」をど
のように点数化するのか検討する必要が
ある。

① 面接点、評定値、調査書点については、導
入・見直しを行えたが、十分な検証はできな
かった。志望順位による得点調整については、

結論は出せなかったものの検討はすることが
できた。 

②2021年度入試の選抜方法全体の見直しを進
めることができた。新しい調査書をどのよう
に活用するかについて検討したが、明確な方

向性を出すまでには至らなかった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 ①面接点、評定値や調査書点の得点割合の検証の継続と志望順位による得点調整制度の導入を検討する。（取組継続） 
②2021年度入試における試験実施要領と新たな調査書の活用方法を検討する。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 

 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―意欲のある優秀な学生の持続的受け入れ― 
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）に基づき、本学の理念を理解し、本学で学び・成長する意欲の高い、社会人を含む

優秀な学生を受け入れるための施策を実施する。 募 集 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号
入学定員・収容定員に対する現員数の適正な管理  

④ 

（C）年  度  計  画 

2017年度に実施する2018年度学生募集計画は、人文学科103人（キャリア・イングリッシュ専攻45人、こども専攻（保育コース33人、児童教育コース25
人）、心理臨床学科72人、合計175人とする。 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①入学者数は、人文学科108人{ｷｬﾘｱ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ専攻44人、

こども専攻（保育ｺー ｽ36人、児童教育ｺー ｽ 28人）}、心
理臨床学科73人、合計181人であった。計画時点では
目標175人であったが、合格者の歩留まり率が高く目

標値より６人多い入学者数となった。認証評価で努力
課題とされた心理臨床学科の収容定員に対する在籍比
率は、在学5年以上の学生数が予測数より多かったも

のの改善されつつある。 

②前年度入試で出願数が大幅減であったことを踏まえ、

危機感を持って募集広報に取り組み、出願数は前年よ
り74人増加した。

①入学定員変更に伴い、学科・専攻ごとの

収容定員は2020年度まで変化していく。
収容定員が変化していく中で、在学５年
以上の学生、退学者、長期履修学生の数

を見極めるとともに、一般入試合格者の
歩留まり率を正しく予測することが必要
である。 

②出願数が増加した翌年度は減少に転じる
傾向にあることから、危機感を持った募
集広報の取組が重要である。

①目標175人に対し、入学者181人という結果と

なり、ほぼ予定数の範囲内と考える。認証評価
で努力課題とされた心理臨床学科の収容定員に
対する在籍比率は、改善されてきた。しかし、

安心できる状況ではなく、今後も注視していく
必要がある。 

②出願者増に向けて学校あげての意識高揚もある

程度できた。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計
画 

2018年度に実施する2019年度学生募集計画は、人文学科99人（キャリア・イングリッシュ専攻43人、こども専攻56
人）、心理臨床学科75人、合計174人とする。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―意欲ある優秀な学生の持続的受入れ― 
アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に基づき、本学の理念を理解し、本学で学び・成長する意欲の高い、
社会人を含む優秀な学生を受け入れるための施策を実施する。募 集 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
学生、保護者、卒業者等との連携強化（定期的情報発信、結会と連携した卒業者データの整備・活用） 

⑤ 

（C）年  度  計  画 

① 学生との連携強化に向けて、学生が主体的に取り組めるオープンキャンパスの検討 

② 2年次保護者会のプログラム内容の再検討 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① オープンキャンパスでは、受付、誘導、高校生との

交流会等において学生が主体的に参画することに

より、充実した企画となった。

② オープンキャンパスでは。保護者の相談コーナーを

設けて個別相談に応じた。 

② 保護者との連携 

  入学式後の1年次保護者説明会、2年次保護者会、

３年次ペプ・ラリー（就職活力集会）と各年次にわ

たって開催した。 

① ② 

オープンキャンパスや学校案内パンフレ

ットを含め、さらに学生・卒業者の意見を取

り入れた企画を実施する。 

③ 次年度からは、1年次保護者会、3年次

ペプ・ラリーで保護者との連携強化を

図るため、保護者等への情報発信のあ

り方については検討を行う。 

① 学生、卒業者との連携により、高校生に

身近な先輩を通して大学を理解してもら

うことができた。 

② 保護者との連携を深める取組が兄弟姉妹

の出願につながっている。 

③ 1年次保護者説明会、2年次保護者会、3

年次ペプ・ラリーでは保護者へ情報を提

供することができた。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学生支援委員会 
学務・入試委員会

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①学生との連携強化に向けた、オープンキャンパスの再検討 

②保護者への情報発信の再検討 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的 PDCA の好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎就職支援委員会 
学務・入試委員会 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―就職・進路支援の強化― 

学生の自己実現が可能となるキャリア形成を促進し、就職率・就業力を更に高める。また、大学院への進学者
等についても支援を強化する。就職・進路 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
キャリア形成に関わる教育内容並びに職場体験及びフィールドワーク等の社会体験の充実 

① 

（C）年  度  計  画 

社会体験受入先との交渉・検討 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①キャリア形成のための教育の 
充実 
「キャリアデザインⅠ」、「キャ

リアデザインⅡ」、「職場体験学 
修」等を開講し、キャリア基盤
の形成とジョブマッチングを

促進した。 

②地方公共団体や地域産業界等と
の連携協力や実践的な教育プロ

グラムを検討した。

① 
・職場体験学修は、今後 2年生の履修が増

えると予想され、事前指導を更に徹底す

る（特にルール・マナーに注力）。 
・一層の体験の機会を確保することで気づ

いた点を実際の就職活動や社会生活で

実践できるようにする。 
・「キャリアデザインⅠ、同Ⅱ」では、学
生自身が社会で働く意義を知り、自己理

解を踏まえた社会人としての基礎力を
身に付け、自分のキャリアビジョンを明
確にすることが課題である。 

②地方公共団体や経営者協会等との連携
による実践力向上を目指したプログラ

ムを検討する必要がある。 

① 
・職場体験学修履修人数：夏季 64名、春季 4名 
 事前指導、体験、事後発表会へのフォローを連動さ

せることにより、職場社会への理解や気づきにつな
がった。 

・受入企業として新たに 4社を大学コンソーシアム熊

本へ紹介 

② 
・大学コンソーシアム熊本と連携し、職場体験学修受

入企業と学生のマッチングを行った。 
・熊本県経営者協会や九州経済産業局等と連携し、キ
ャリアデザインの授業やセミナーを開催したこと

で、受講学生の意識の向上を図ることができた。 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 社会体験受入先との交渉・検討（取組継続） 

その他の次年度計画  
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的 PDCA の好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―就職・進路支援の強化― 

学生の自己実現が可能となるキャリア形成を促進し、就職率・就業力を更に高める。また、大学院

への進学者等についても支援を強化する。 
就職・進路 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
就職支援体制・内容の充実・強化 

② 

（C）年  度  計  画 

企業・学生ニーズのリサーチ。推進方法及び推進体制の明確化。学内関係部署・関係機関との連携方法の検討 ほか（取組
継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①学生個々にマッチした個別相談の充実 

・進路カードの内容刷新 

・キャリアデザインⅠ⇒同Ⅱ⇒職場体験学修

⇒一連の就活講座への流れに連動した支援 

・ペプ・ラリー（就職活力集会）の内容充実 

②企業・担当教員との連携 

・学内合同説明会は取りやめ、単独説明会は

継続 

・ハローワークのキャリアカウンセリング 

・ゼミ担当教員との連携 

・支援者として就職セミナーや研修に参加 

③障がいのある学生への支援 

・全員面接時に有効利用が必要 

・外部講師の選定や内容検討は継続 

・開催日と実習期間の重複注意 

・参加学生の減少 

・内容重複研修は吟味 

・更なる外部連携が必要 

①就職決定率 98.5%。目標 90%を達成 

・ジョブカード機能を追加できた点

は評価 

・就業意識の高揚が図られた 

・基調講演後の分科会にｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｲｽｶ

ｯｼｮﾝを導入。学生から好評を得た 

②県内各地での説明会に自主的に参

加中 

・学生自ら活用中 

③サポート委員会との連携は継続中 

（障がい学生 1名ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加） 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

2017 年度卒業者の就職決定率は以下のとおり（標

準修業年限を超えて卒業した者を除く。） 

学科・専攻等 希望者数 決定者数 決定率（％） 

キャリア 32 31 96.9 
保 育 28 28 100.0 
児童教育 12 12 100.0 
心理臨床 60 59 98.3 
合 計 132 130 98.5 

関係部署、教職員が連携し個 

別対応の強化 

進路・就職決定率 90%以上を目指して

取り組んだ結果、全体で 98.5％とな

り、前年度以上の実績を維持すること

ができた。 

取りまとめ部門 

就職支援委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
企業・学生ニーズのリサーチ。推進方法及び推進体制の明確化。学内関係部署・関係機関

との連携方法の検討 ほか（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―就職・進路支援の強化― 

学生の自己実現が可能となるキャリア形成を支援し、就職率・就業力を更に高める。また、大学院への進学者についても支援を 

強化する。 就職・進路 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
就職・進路に向けた各種エクステンション講座（正課外教育）の充実 

③ 

（C）年  度  計  画 

就職活動や教員採用試験受験に必要な基本的知識・スキルを習得する機会を提供し、就職に向けた様々なプログラムを継続実施 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

【就職支援委員会所管】 

①外部専門講師による業界・企業研究、企業の採用動向

に関する講演会実施 

②就職支援筆記試験対策 

③面接試験対策の支援 

④自己分析・履歴書・エントリーシートの作成指導 

⑤資格・検定試験受験斡旋 

【就職支援委員会所管】 

①特になし 

②SPI対策講座については、回数、実施時期

の見直しは必要 

③特になし 

④自己理解に基づく実践力の強化が課題 

⑤特になし 

【就職支援委員会所管】 

①テーマに沿って外部専門講師を積極的に活用

し、意識の向上につながった。 

＜業界・企業研究、採用動向＞ 

 マイナビ「就職ガイダンス」 

 日経新聞社「新聞から読み取る業界動向」 

 リクルート「業界研究・採用動向」 

 熊日新聞社「熊本の企業・展望」 

 くまもと経済「企業動向・採用動向」 

＜就業意識の向上＞ 

 マイナビ「就活講座」 

＜労働法＞ 

 熊本労働局「労働法講座」 

②外部専門講師により弱点補強を行った。 

  SPI対策講座・一般常識対応 

   （福岡心理テストセンター：2日間） 

③面接試験対策については、様々な観点から強化

を図った。 

 就職支援夏季特別講座（本学講師） 

 マナー実践講座（夏季 ジョブサポーター） 

 グループデイスカッション対策（本学講師） 

 スーツの着こなし講座（フタタ） 

④履歴書・エントリーシートの指導については、

個別指導に重点を置いて実施した。 

「履歴書・エントリーシートの書き方講座」 

 （マイナビ） 

 大学スタッフ2人による徹底した個別指導 

⑤各種ビジネス検定試験 

ビジネス電話検定受験  15 名 

サービス接遇検定受験  36 名 

秘書検定受験      66 名 

秘書実務・技能検定受験  2 名 

取りまとめ部門 

◎就職支援委員会 

  教職支援委員会 
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【教職支援委員会所管】 

①教員希望者の就職支援の充実 

1)教職カルテについて 

・正課教育（教師力演習、教育実践演習等）と連動した

活用 

・入力指導と活用及び個別支援の充実 

2)教育実習について 

・教育実習・保育実習等の関係団体との連携の推進 

・専門的実践力を高めるため、児童育成クラブ等、学校

現場等での体験活動、各種研究会への積極的参加の支

援 

・特別支援学校実習及び介護等体験実習先の確保 

3)教員採用試験に向けた取組 

・春期（２～３月）、及び４月からの計画的な採用試験対

策学習会を実施した。 

・各自治体から教員募集の説明者を招聘し、詳細につい

て説明を受けた。 

4)公立保育士及び幼稚園教諭を目指す学生への受験支援 

【教職支援委員会所管】 

①教員希望者の就職支援の充実 

1) 教職履修カルテについて 

・教職履修カルテへの入力指導を充実し、

「教師力演習」及び「教職実践演習」等、

教職支援での活用を図る。 

・カルテの様式移行に伴い、内容の精選を

図るとともに、各教員からの学生への返し

をきめ細かく行うことができるよう図る。 

2)教育実習について 

・小中学校校長会との情報交換、大学連絡

協議会での情報の共有など、実習の更な

る円滑な展開を図る。 

・保育所実習を含め、実習先との連絡調整

な 

どの業務の円滑化を図る。 

・特別支援学校校長会との連携を密にし、

実習先及び介護等体験実習先の確保を図

る。 

・特別支援学校教諭の免許希望者が年々増

加傾向にある。地理的条件も含め、各学校

の受入数に限度があるため、早めの連絡調

整及び計画等が必要である。 

3)教員採用試験に向けた取組 

・教員採用試験の形態が自治体によって多

様化しており、個別指導のスケジュール

作りが欠かせない。 

・引き続き情報の収集、資料の充実に努め

るとともに、臨時的任用教員（本学卒業生）

に対するフォローアップも必要である。 

4)公立保育士、幼稚園教諭受験支援 

【教職支援委員会所管】 

①教員希望者の就職支援の充実 

1）教職カルテについて 

・カルテ利用オリエンテーションにおいて、学生

に対して利用の周知を図るとともに、入力状況

の確認を適宜行い、指導を実施した。 

・教師力演習及び教職実践演習等において個人面

談等の際に活用するとともに、紙媒体でのポー

トフォリオを作成し、これまでの歩みを教職生

活につなげた。 

2)教育実習について 

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援

学校において、2～4週間の実習を実施した。事

後指導を行い、レポートを提出させるとともに、

後輩への報告会を実施した。 

・「教職実践演習」の中で、学校訪問及び授業参観、

校長講話を取り入れ、今後取り組むべき課題を

見つけることにつながった。 

・小学校教諭免許希望者は、2 年次の夏休み期間

に３７名が1週間の観察実習を行った。 

・熊本市教育委員会主催の授業研究会等に参加し

た。 

・県立教育センターの発表会に参加した。 

・小・中学校免許状取得に関わる介護等体験（51 

人が県内の特別支援学校で2日間学修）を実 

施し、訪問指導を行った。 

・熊本市立中学校校長会と大学側との連絡協議 

会においては主幹校として、教育実習の連絡・

調整及び実習指導等について協議した。熊本市

小学校校長会とは、小学校教育実習終了後に独

自に反省会を実施し、多くの示唆を与えてもら

った。 

・小学校校長会や大学間の実習連絡協議会、保 

育園・幼稚園関係と連携が取れ、スムーズな 

実習を実施することができた。 

・特別支援学校教諭免許取得希望者が増えたこ 

とにより、限られた学校の中で実習先を確保 

することは困難であるが、特別支援学校校長 

会との連携・協力により、滞りなく実施する 

ことができた。 

3)教員採用試験に向けた取組

・教員採用試験では、いずれも小学校教諭として

熊本県６名、熊本市１名、横浜市３名、川崎市

２名、福岡市４名、大阪府１名が合格し、二次

試験の通過率44％であった。 

・一次試験終了から二次試験までの期間、模擬授

業、個人面接及び集団面接、場面指導、小論文

について教員集団で指導した。 

・臨時的任用中の卒業生についても、二次試験対

策に参加し、熊本県小学校５名、中学校１名、

特別支援学校２名、熊本市小学校４名、宮崎県

小学校１名、福岡県特別支援学校１名が合格し

た。 

4)公立保育士、幼稚園教諭受験支援 

・希望者に対して、受験に向けての一般教養や 
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・就職部と連携した支援の充実を図りたい。 

・受験倍率が高いために、途中で希望変更

する学生が多い。 

専門の勉強会を実施した。問題集や参考書、諸資

料の収集を行い、情報の提供も実施した。１次

合格者に対しては、作文・集団討論(面接)・個

人面接などの指導を実施した。 

・公立保育士3人が合格した。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

【教職支援委員会所管】 
・教職・保育支援センターの物的・人的な充実 

・教職課程に関する情報発信 

・学生の教職への意欲や熱意に応えるため、

学務・入試センターと連携を図りながら、
活動の一層の充実を図りたい。 

・教職・保育支援センターとして発足４年目を 

迎え、部屋も整い、職員の業務処理体制も軌道
に乗っている。 

・ホームページに教職課程に関する場を設け、 

適切な情報を適宜発信することができている。 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 就職活動や教員採用試験受験に必要な基本的知識・スキル・心構え等を習得する機会を提供し、就職、採用試験に向けた
様々なプログラムを実施（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―地元熊本への貢献の強化― 

本学の知的・人的資源を活用し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する。社会貢献 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

心理臨床センターの機能拡大 
① 

（C）年  度  計  画 

① カウンセリングルーム「ジャニス」におけるカウンセリング活動の推進（取組継続） 

② 合志市との地域連携活動の推進（取組継続）

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① 昨年度同様、カウンセリングルーム「ジャニス」に

おけるカウンセリング活動を継続した。 

②合志市との地域連携活動の一環として、地域の家族見

守りサポーター養成講座を実施した。また、ソーシャ

ルワーカーの派遣日数を増加して行った。 

新規相談数が横ばいの状況にあり、新規相

談増などに向けた取組みを検討する必要が

ある。 

地域の家族見守りサポーター養成講座のニ

ーズも高く、多くの地域の方が参加できる

よう開催時間帯等の検討が必要である。 

一昨年度からスタートした青年期親の会について

は順調に経過している。 

内容、取組み等好評を得ており、さらに充実を図

っていくことが求められている。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① カウンセリング来談者拡充に向けて、発達検査を実

施できるように体制を整えた 

まだ相談件数が少なく、情報が一般にまだ

周知されていない部分がある。 

今後更なる周知に向けた取組みが必要である。 

取りまとめ部門 

◎こころとそだちの臨床研究所 

心理臨床学科 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
① カウンセリングルーム「ジャニス」におけるカウンセリング活動の推進（取組継続） 

② 合志市との地域連携活動の推進（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―地元熊本への貢献の強化― 

本学の知的・人的資源を活用し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する。 社会貢献 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極展開 

a．自治体・地域団体との連携プロジェクトの実施(人文学科) ②a-1 

（C） 年  度  計  画 

①小学校免許取得希望者３年次生を中心とした菊陽町小学校外国語活動ボランティアの編成及び指導、活動視察を行う。（取組継続） 

②地域の幼稚園・保育園のニーズ把握、推進方法及び推進体制を明確化し、関係機関との連携方法を検討する。（取組継続） 

③県内小学校と連携した学生の地域貢献の在り方を検討・実施・検証する。（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①菊陽町小学校外国語活動に学生ボランティアが参加し

た。 

②こどもフェスティバルを通じて、付属黒髪乳児保育園

や地域の保育施設との連携強化を図った。 

③熊本市の託麻公民館にて初めて英語活動を実施した。 

④本学と包括連携協定を締結した和水町の在住小学生対

象のこどもフェスティバル in 和水と英語キャンプ in

和水を秋に実施した。 

⑤大学付属黒髪乳児保育園及び認定こども園ルーテル学

院幼稚園との連携を深め、保育コース学生のフィール

ドワーク実践ができた。 

①昨年度同様に小学校教員希望者でボラン

ティア参加者が少なかった。外国語活動

の意義や重要性を小学校教員希望者にも

周知する必要がある。 

②地域の施設への関わり、教員・学生のフ

ィールドワークによって、関係性を深め

ていきたい。 

③さらに多くの近隣の市町村との連携を図

り、学生の課外での活動の選択を拡げる

必要がある。 

④年１回の単発のイベントであるため、今

後学生の小学校への派遣など児童教育コ

ースの学生も継続的に参加できるイベン

トを検討する。 

⑤学院内の保育施設だけでなく、保育コー

ス学生のフィールドを拡大していきた

い。 

①菊陽町教育委員会からは学生ボランティアの貢

献について評価を受けている。十分な事前打ち

合わせの時間確保が課題である。 

②保育施設での自主学修やボランティア活動を積

極的に行い、実習先などから高評価を得た。 

③様々な活動に多くの学生が参加した。明確な目

標を持って参加しており、地域から高い評価を

得た。このことは、実習先の確保などにもつな

がっている。 

④台風の影響で1日だけの開催であったが、同日

にこども専攻保育コースと共同で和水町でのイ

ベントを行うことができたことは意義深かっ

た。 

⑤定期的な子どもとの関わりや保育実践ができた

ことで、保育実習の評価が向上したことにもつ

ながっていると考える。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
人文学科 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

下記の事項を継続実施 

①小学校免許取得希望者３年次生を中心とした菊陽町小学校外国語活動ボランティアの編成及び指導、活動視察を行う。 

②地域の幼稚園・保育園のニーズ把握、推進方法及び推進体制を明確化し、関係機関との連携方法を検討する。 

③和水町の児童・生徒への夏期休暇中の補充授業について検討する県内小学校と連携した学生の地域貢献の在り方を検す

る。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 
―地元熊本への貢献の強化― 

本学の知的・人的資源を活用し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する。 社会貢献 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
 地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極展開 

  a.自治体・地域団体との連携プロジェクトの実施（心理臨床学科） ②a-2 

（C）年  度  計  画 

①学生ボランティアの派遣（取組継続） 

②熊本市その他の自治体・地域団体と連携した心理、福祉、特別支援教育の専門教員の派遣（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①前年度と同様に，本学学生を熊本市及び熊本市近郊の

小・中学校、特別支援学校の学校支援ボランティア，

不登校児童・生徒の学習支援のためのメンタルサポー

ター等として派遣した。 

②前年度と同様に，熊本県、熊本市、熊本市近郊、大分

県の地方自治体、教育委員会、地域団体に対して、心

理、福祉、特別支援教育の専門教員を派遣（行政の委

員会委員・専門委員、研修講師など）した。 

①学生ボランティアの需要は高いが、学生

が授業等で多忙のため、学生ボランティ

アの確保が困難であること。 

②専門教員の派遣件数が多く，取りまとめ

部門において，派遣実績の全体像の把握

がなされていないこと。 

①本年度も本学の学生ボランティアの需要が高い

ことから，学外の評価の高さが伺える。また，関

係教員が積極的にボランティアコーディネイトを

行い，多くの学生がボランティアに参加したこと

は評価できる。 

②業務多忙の中，専門教員が派遣要請に積極的に

対応したことは評価できる。本年度も熊本市内

外の自治体・地域団体から本学の専門教員に対

する派遣要請が多数寄せられたことから，地域

における本学の専門教員の評価の高さが伺え

る。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

前年度と同様に，地域包括支援センター（ささえりあ浄

行寺）と連携し、黒髪地区の高齢者の健康体操や体力測

定の会場、学生を交えた世代間交流の場として大学の施

設を開放した。 

地域包括支援センター等と連携した、学外

活動の展開（継続） 

地域包括支援センターと連携しながら，地道な地

域貢献活動を継続していることは評価できる。 

取りまとめ部門 

◎心理臨床学科 
ボランティア推進委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①学生ボランティアの派遣（取組継続） 

②熊本市その他の自治体・地域団体と連携した心理、福祉、特別支援教育の専門教員の派遣（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 
―地元熊本への貢献の強化― 

本学の知的・人的資源を活用し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する社会貢献 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極展開 

地域向け講座（オープンカレッジ等）や生涯教育・リカレント教育事業の拡充 ②c 

（C）年  度  計  画 

他大学開講講座の受講と地域向け講座などの在り方と学内体制の検討

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①オープンカレッジは、企画準備等が整わず開催に到ら

なかった。 

②公開講座については、6回開催し延べ47名の参加があ

った。その他「障がい学生サポート委員会」との共催

で講演会を開催した。 

③他大学開講講座の受講は行わなかった。 

④熊本市託麻市民センターの協力を得てアンケート調査

を行い、本学公開講座を市民センターで開催する可能

性を探った。 

①②③④ 

オープンカレッジについては、小学校で

働いている卒業生にアンケートを行って

「小学校英語」へのニーズがどの程度あ

るかを分析し、次年度開催の有無を決定

する参考にした。次年度以降は「公開講

座」のみを企画し「オープンカレッジ」

の名称は必要に応じて使用することとし

た。公開講座については、各学科専攻コ

ースで開催可能なテーマを募り次年度の

更なる充実を図った。 

①②③④ 

熊本市との包括協定締結の可能性を探るため

にも地域ニーズの把握について、更に進める必

要がある。次年度は補助金獲得に向けてその足

固めをしていく。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
地域連携推進委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①公開講座の充実「宮沢賢治」「親子サイエンス」「新指針・要領の解説」等 

②託麻市民センターでの「英語で遊ぼう」の開催 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 
―地元熊本への貢献の強化― 

本学の知的・人的資源を活用し、地元熊本市を始めとする地域への貢献を強化する社会貢献 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
地域指向型大学として、地域のニーズに沿った特色ある大学事業の積極展開 

大学授業の市民開放 ②d 

（C）年  度  計  画 

他大学の開放講座の受講と関係部署との実施可能性の協議

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

地域連携推進委員会に改編したことから、他大学開放講

座の情報の共有等の協議から地域貢献業務の推進を中心

に取り組んでいくこととした。 

生涯学習委員会から地域連携推進委員会と

なり、本学の地域貢献的業務を統括する業務

を主とした。

「小学校英語」に関するオープンカレッジは企

画不十分のため充分な受講者を得られず開催に

到らなかった。公開講座の回数を6回に増やし

た。また障害学生サポート委員会と「障がいの

ある学生の修学支援に関する講演会」を開催し

た。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

熊本市との包括協定締結の可能性を探るためその足がか

りとして託麻市民センターとの話し合いを行った。 

和水町にてオペレッタ上演等を行った。 

熊本市生涯学習課との協定締結のための実

績づくりが必要である。

託麻市民センターの協力を得てアンケート調査

を行い、本学が企画する公開講座の同センター

での開催の可能性を探った。今年度好評であっ

た「英語で遊ぼう」を次年度も開催することが

決定した。

取りまとめ部門 
◎地域連携推進委員会 
学務・入試委員会

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
公開講座の更なる充実と隣接する自治体との連携の強化 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を講

じる。  

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。  

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。  

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。  

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。  

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
教育研究組織・体制の見直し 

a学部・学科・専攻の見直し：現行体制（２学科２専攻２コース制）の発展型の追究①a 

（C）年  度  計  画 

地域の人材ニーズのリサーチ及び大学改革を巡る諸施策や他大学動向の注視の継続取組並びに本学の知的・人的資源を踏まえた学科等の 

発展型の検討（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

地域の人材ニーズのリサーチ、本学の知的・人的資源を

踏まえた学科等の発展型の検討については、入学志願者

動向や就職状況がおおむね安定的に推移していることも

あり、特記すべき活動は行わなかった。 

一方、大学改革に関わる諸施策及び他大学の動向につい

ては、文部科学省等の政策動向や大学改革・改善に関す

る各種報道記事等からの情報収集と学内構成員への情報

提供に引き続き努めてきた。 

本計画を中長期的課題と位置付け、将来を見

据えて検討に着手する必要がある。 

なお、検討に当たっては、大学運営の責任者

である学長の将来展望を踏まえる必要があ

る。 

学部・学科・専攻の組織の在り方の検討や見直

しに具体的に着手する際は、教員組織の一層の

強化（研究活動の活性化等）や本学院の財務体

質の改善等が優先課題となることは言うまでも

ない。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
地域の人材ニーズのリサーチ及び大学改革を巡る諸施策や他大学動向の注視の継続取組並びに本学の知的・人的資源を

踏まえた学科等の発展型の検討（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策

を講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。 

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
教育研究組織・体制の見直し 

b.初等教育教員養成（専修免許）を主目的とした研究科新専攻設置の可否の検討 ①b 

（C）年  度  計  画 

教員養成に関する中教審等の審議動向を注視し、必要があれば、小学校教員養成に係る修士課程を設置するとした場合の諸課題を整理（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

いわゆる教員養成の修士レベル化については、2012年の 

中央教育審議会答申において改革の方向性が示され、修 

士課程修了者に付与する「一般免許状」を標準免許と位 

置付ける新たな枠組みが提言された。しかしながら、具 

体的な制度設計は今後の課題とされ、その後も中教審等

において検討は進んでいないため、特記すべき実施事項

はない。 

引き続き、中教審等の教員養成改革の審議動

向を見極めていく必要がある。ただし、小学

校教員養成系修士課程を設置する場合の基

礎組織となる人文学科こども専攻の現在の

教育（教員）体制では、実現は困難と考える。 

教員養成系の新専攻設置は、長期的スパンでの 

検討にならざるを得ない。教員養成の主軸が修 

士レベルにシフトする将来の動きに即応するた

めには、文部科学省における大学院担当教員審

査をクリアできるように、教員組織を計画的に

強化していくことが不可欠である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

将来計画委員会

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
教員養成に関する中教審等の審議動向を注視し、必要があれば、小学校教員養成に係る修士課程を設置するとした場合

の諸課題を整理（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスの見直し― 
教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策
を講じる。  

 a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。  
 b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。  
 c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。  

 d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。  
 e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 教育研究組織・体制の見直し 
ｃ 学長補佐体制の強化  
1) 緊急かつ重要課題についてのタスク・フォース型「学長プロジェクト」（課題検討チーム）の定例化  

2) 学長スタッフとしての運営会議（仮称）の設置の検討 
①c 

（C）年  度  計  画 

強化された学長補佐体制（学長室会、IR委員会等）の機能状況の検証 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①学長補佐体制の中核組織として位置付けられた学長室
会（構成員：学長、学長補佐、チャプレン、学科・専
攻等の長、主要センター長、事務局長、事務長）が2017

年2月から毎月1回の開催頻度で活動を開始し、本学
の重要な課題について検討し、逐次具体化されている。 
学長室会の2017年度の主な検討・成案事項は、次のと

おりである。 
・入学者選抜制度の改革（継続検討） 
・専任教員の担当コマ数の平準化（継続検討） 

・ラーニング・コモンズの設置（学生ラウンジ） 
・個人研究費を一括精算から都度精算に変更 

②本学の意思決定に資する有用な根拠データ等の情報提
供を主目的に設置されたIR委員会は、2016年度に実施
した「学生動向調査」の結果とその分析を2017年度に

学内外に公表した。また、2017 年度も同調査を終え取
りまとめ作業中であり、学長補佐体制の機能の一部を
担っている。 

①今後においても、懸案事項の早期解決に向
けて、迅速な意思決定が期待される。 

②IR 委員会がその設置目的を十分果たすた
めには、アンケート調査から得られる諸デ
ータや分析結果が本学の教育等の改善策

に活用されることが重要となる。そのため
には、IR 委員会が今後も円滑に任務を遂
行できるように、活動予算の確保が不可欠

である。 

①学長室会は、学長のリーダーシップの下に本
学経営の中核機関としての役割を確立しつつ
あり、評価できる。 

②アンケート調査項目の検討から実施、さらに
は調査結果の集計・分析に至る作業には多く

の人的負担を要する中で、毎年実施している
ことは評価できる。今後は、2 年間の調査を
踏まえて、調査項目の見直しが必要となろう。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門
将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画  学長補佐体制（学長室会、IR委員会）の機能状況の継続検証 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策

を講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。 

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来を見据えた教員配置計画の策定の検討 

② 

（C）年  度  計  画 

ミニマム教員配置数をベースに、学科・専攻の教育研究面の負担度等の特有事情を整理し、可能であれば、配置計画のたたき台を作成する。（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①法令上の教員配置要件と現員数 

ア 大学設置基準、大学院設置基準との関係 

下表のとおり、量的には必要教員数を大幅に上回る専任教員を配置している。 

イ 教職課程認定基準との関係 

【教科に関する科目】 

○ 人文学科キャリア・イングリッシュ専攻（中・高一種免許（英語）養成課程） 

担当教員数は6人（教授1人、准教授4人、講師1人）であり、必要教員数である3人（うち教授 

1人）を上回っている。 

○ 人文学科こども専攻 

  ・ 幼一種免許養成課程 

     担当教員数は4人（教授1人、准教授2人、講師1人）であり、必要教員数である3教科に各1 

人・計3人（うち教授1人）を上回っている。 

  ・ 小一種免許養成課程 

    担当教員数は5人（教授1人、准教授3人、講師1人）であり、必要教員数である5教科に各1

人・計5人（うち教授1人）を満たしている。 

○ 心理臨床学科（ 高一種免許（公民）養成課程） 

担当教員数は7人（教授4人、准教授2人、講師1人）であり、必要教員数である3人（うち教授 

1人）を上回っている。 

【教職に関する科目】 

○ 幼一種免許養成課程 

担当教員数は6人（教授3人、准教授2人、講師1人）であり、必要教員数である2区分に各1 

人・計3人（うち教授1人）を上回っている。 

○ 小一種免許養成課程 

担当教員数は6人（教授3人、准教授2人、講師1人）であり、必要教員数である3区分に各1人・ 

計3人（うち教授1人）を上回っている。 

○ 中・高一種免許養成課程 

担当教員数は3人（教授1人、准教授2人）であり、必要教員数である2区分に各1人・計2人（う 

ち教授1人）を上回っている。 

①② 

法令上必要な最低配

置要員数と現配置数

の継続確認にとどま

り、教育研究等のエ

ビデンスに基づく負

担度の可視化や学科

等の特有の事情を整

理するには至らなか

った。これらの作業

を担うマンパワーの

確保も課題である。 

①② 

本計画は、各学科・

専攻の教育研究実

施体制に大きく影

響する極めてデリ

ケートな課題であ

り、将来を見据えた

配置数を試算する

ことは容易ではな

いが、取組が不十分

であった。 

当面の取組として、

欠員補充が必要な

場合は、必ずしも前

任者の専門分野に

とらわれないなど、

広い視野に立って

教員選考を進める

ことが肝要である。 

 なお、左欄に記した

ように、学長室会に

おいて教員の持コ

マ数の平準化に向

けて負担度の数値

化が試みられてお

り、本計画を具体化

させるためには、学

長室会と連携した

取りまとめ部門 

将来計画委員会 
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【特別支援教育に関する科目】 

○ 心理臨床学科（特支一種免許（知・肢・病）養成課程）  

担当教員数は3人（教授2人、准教授1人）であり、必要教員数である3人（うち教授1人）を満 

たしている。 

○ 人文学研究科（特支専修免許（知・肢・病）養成課程） 

担当教員数は3人（教授1人、准教授2人）であり、必要教員数である3人（うち教授1人）を満 

たしている。 

ウ 指定保育士養成施設指定基準との関係（人文学科こども専攻保育コース） 

教科担当教員数は6人（教授2人、准教授3人、講師1人）であり、必要教員数である6人（5系 

列に各1人以上）を満たしている。 

②上記のとおり、法令上必要な教員配置数と現員数については不断に確認を行っているものの、将来計

画委員会において、学科・専攻の負担度等の特有事情を整理・分析するには至らなかった。 

なお、本計画に関連する取組として、学長室会において教員の持コマ数の平準化に向けた検討が続け 

られている。早期に成案が得られることを期待したい。 

取組が不可欠とな

る。 

◎大学設置基準        現員は2018年3月31日現在   ◎大学院設置基準        現員は2018年3月31日現在

区  分 教 授 准教授 講 師 計 

人 文 学 科 
基準 3 3 6(うち教授3) 

現員 9 9 4 22(うち教授9) 

心理臨床学科 
基準 3 3 6(うち教授3) 

現員 5 7  12(うち教授5) 

※学部全体 基準 5 5 10(うち教授5) 

学 部 計 
基準 11 11 22(うち教授11) 

現員 14 16 4 34(うち教授17) 

※全体の収容定員に応じて必要な配置数（共通教育担当分） 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

区 分 研究指導教員 
研究指導 

補助教員 
計 

人文学研究科 

基準 2(うち教授2) 3 5(うち教授2) 

現員 9(4)  9(うち教授4) 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 法令上の教員配置基準を踏まえながら、学科・専攻の教育研究等の負担度の客観化（可視化）を進める。 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策 
を講じる。  
a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。  

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。  
c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。  
d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。  

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 
計画番号 

自律的PDCAサイクルの確立を目指した自己点検・評価体制・活動の充実・強化
③ 

（C）年  度  計  画 

①「自己点検・評価報告書」内容の一層の充実及び「ビジョン2014」に関わる「アクションプラン年度別実績簿」等を適切に点検・評価する。（取組継続） 

②学務・入試委員会と連携して授業評価アンケート内容を不断に検証するとともに、評価結果や各教員が行っている改善計画を組織レベルで活用し、自律的
な質保証に資する。（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①「ビジョン2014」に基づく「アクションプラン年度別
実績簿」等による第一次及び第二次点検・評価を実施
するとともに、『自己点検・評価報告書』を作成し公表

した。 

②学生による授業評価アンケートの調査項目を、昨年度
見直した内容に基づき、本年度も継続して調査を実施

した。 

①第 1 期アクションプランに掲げられた
2016年度計画を対象として検証・評価を
行ったが、さらに、点検・評価活動が形

骸化しないような実効性のある取組の
継続が課題である。 

② 
・授業評価アンケート調査について、アン

ケート調査結果に対する回答として各
教員が作成した「改善計画」が、その後
実施されたかどうかの検証が行われて

いない点は改善の必要がある。 
・授業評価項目の見直しに当たっては、学
務・入試委員会、IR委員会との密接な連

携の下に進める必要がある。 

①『自己点検・評価報告書』に盛り込まれた「ビジ 
ョン2014」に基づくアクションプランの達成度 
の検証・評価及び教員の教育研究活動状況等の 

公表、二段階にわたる評価、教授会での評価報 
告等を通じて、自律的なPDCAの好循環化への意 
識が高まっている。 

②授業評価アンケート調査及び「改善計画」をもと
に授業を行うよう、後期開始前にはメールで、

2018年度開始前には兼任講師懇談会で依頼した。
そのような取組を通じて、授業におけるPDCAの
好循環化に対する意識づけを各教員に図ったこ

とは評価できる。今後、「改善計画」実施の検証
に向けて取組を進めていくべきである。 

取りまとめ部門
自己点検・総合評価委員会 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

①各教員が作成した授業評価アンケート調査結果に対する「改善計画」について、実施状況の検証方法を具体的に検討す
る。 

②学務・入試委員会及びＩＲ委員会と連携して授業評価アンケート内容を不断に検証するとともに、評価結果や各教員が
行っている改善計画を組織レベルで活用し、自律的な質保証に資する。（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策

を講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。 

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 

学生及び教職員に対するキリスト教精神の涵養 
④ａ 

（C）年  度  計  画 

①学生・教職員に対するチャペル礼拝出席の促進（取組継続） 

②礼拝に関するアンケートの実施 

③教職員を対象としたキリスト教講座の開催（取組継続） 

④チャペル礼拝における「みんなで讃美礼拝」をより進展させる。（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①チャペル礼拝は、139回実施した。例年と同様、礼拝の

形を多様化し、礼拝への出席を主動的に促した。 

②礼拝に関するアンケートを実施し、その結果を分析し

た。 

③今年度も引き続き、教職員を対象にしたキリスト教講

座を2018年2月20日(火)に次のとおり開催した。 

テーマ：神はあなたを選ばれた 

講師：角本浩牧師（日本福音ルーテル神水教会）

④「みんなで讃美礼拝」を今年度も毎月3回実施した。 

①まずは、礼拝出席率を以前の良好なレベル

に回復させる。 

②この計画は一応終了した。なお、キリスト

教育の一環として、礼拝に出席する重要性

をより丁寧に学生に説明し、理解してもら

うことが今後の課題である。 

③今後も継続して開催する。 

④次年度においても、同様の頻度で実施す

る。 

①今年度の学生出席率は、昨年度の 12.89％か

ら 13.60％に少し改善した（ただし、一昨年

は16.49％）。年間の動きを見ると、前期の後

半から減少し始めたが、後期から授業との関

連を微調整して、出席率は著しく回復した。

また、在学4年間を通しての礼拝の皆勤者が

2人いたほか、2年生から3年間の皆勤者も1

人いたことは特筆に値する。 

②宗教委員会では、アンケートの結果を分析し、

礼拝の重要性についての説明や礼拝のメッセ

ージをより関心を高め、分かりやすく伝える

という課題を共有している。 

③キリスト教主義の学校で勤務する教職員にと

って、分かりやすい講演内容であったため、

参加者から高い評価を得た。 

④前年度と同様、学生に好評であり、礼拝の参

加者も多くなった。 

取りまとめ部門 

宗教委員会 
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（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①恒例のサマーキャンプ 

日程：2017年9月5日・6日 

  テーマ：「キリスト教の歴史を辿る～長崎の隠れキリ

シタン編」 

場所：ルーテル長崎教会、日本二十六聖人記念館、

大浦天主堂、遠藤周作文学館、浦上天主堂等 

②大学創立２０周年記念クリスマス礼拝を行った。 

自由献金の合計額：164,700円 

献金の贈呈先：NPO法人くまもと支援の会、 

慈愛園子供ホーム 

③チャペル委員（63人）は、チャペル礼拝等のキリスト

教関係行事を、毎日スムーズに進めることに大変重要

な役割を果たしている。 

④4月14日(金)(教会暦のイエス・キリストの「受苦日」)

に合わせて、地震追悼礼拝を行った。 

⑤4月17日(月)(教会暦のイエス・キリストの「復活日」

(4月16日)に合わせて)、イースター記念礼拝を行い、

イースターエッグを学生に配布した。

①今後も、スタッフの人数を最小限にする。

また、より魅力的なプログラムにする。 

②毎年のクリスマス礼拝を見直し、内容も新

しくする。 

③自由参加であったので、次年度は方法を

より工夫する必要がある。 

④今後も継続する。 

⑤学年暦に合わせて、可能であれば継続実

施する。 

①前年度の経験に基づいて、今回の募集定員を

25人（バス1台分）に絞り、スタッフの人数

を最小限にしたことは良かった。 

②今年度は特別記念礼拝であったため、例年よ

り30分延長して、清重前学長を招いての記念

説教を企画し、とても励まされた。出席者数

は、昨年よりやや多かった。 

③学生が活躍している姿を見て、教職員も励ま

されていた。しかし、初めてチャペル委員総

数が学生全体数の1割を割ったことで、危機

感を覚えた。人数が少なければ運営が困難と

なる。 

④教会カレンダーに合わせて、地震1周年の追

悼礼拝を行った。礼拝に数多くの学生と教職

員が参加した。礼拝では、複数の学生が自発

的に祈る場面もあり、良い取組であったと評

価している。 

⑤追悼のような悲しみではなく、復活の喜びを

学生や教職員に伝えられたことに感謝する。 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

①学生・教職員に対するチャペル礼拝出席の促進（取組継続） 

②教職員を対象としたキリスト教講座の開催（取組継続） 

③チャペル礼拝における「みんなで讃美礼拝」をより進展させる。（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスの見直し― 
教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策

を講じる。  
 a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。  
 b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。  

 c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。  
 d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。  
 e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号
ルーテルブランドの構築 

b.特色ある大学・学部・学科（専攻）のイメージ形成 ④b 

（C）年  度  計  画 

ルーテルブランド構築に向けた具体的方策の継続的実施・検証 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①IR委員会においては、2016年度に引き続き、入学前の

本学の認知度、イメージ及び志望理由を問う意識調査

を実施した。また、2016 年度に実施した同調査の分析

結果がホームページを通して外部にも公表された。 

②学務・入試センターにおいても、オープンキャンパス

及び入学前教育プログラム（プレ・カレッジ）の際に

参加者や入学予定者の意識を調査し、その結果を学内

構成員にフィードバックした。 

③2018年1月に開催された学院モニター会議において、 

 本学の強みと弱みに関するアンケート調査を基に、意

見聴取が行われた。 

④本学のブランド構築に向けて、文部科学省の2018年度

補助事業の一つである「私立大学研究ブランディング

事業（社会展開型）」に応募する計画であることを、2017

年10月開催の教授会で学長から報告があった。 

①② 

IR委員会や学務・入試センターによるス

テークホルダーへの意識調査の結果等を

生かして、本学に対するイメージを整理

し、望ましいブランドイメージを構築し

ていく必要がある。 

③学院モニター会議における意見では、県外

高校への知名度・認識度の向上、熊本県経

済界との連携推進、同窓会の組織力・結束

力の強化、キリスト教大学としての使命が

課題として挙げられた。 

④「私立大学研究ブランディング事業（社会

展開型）」の採択に向け、本学の建学の精

神に基づいた特徴・特色を更に明確にし、

地域貢献につながる研究の推進とブラン

ド構築を連動させる取組が加速化される

ことを期待したい。 

①②③ 

小規模大学の特徴を生かした「少人数制」、

「面倒見の良い大学」のイメージはある程度

定着しつつある。今後、左記の各種意識調査

等を活用し、望ましい大学像の具現化ととも

に、各学科・専攻の独自性・強み、地域・就

職先の声価を高めていくことにより、新たな

ルーテルブランドを生み、育てていくこと

が、学生獲得競争が激化する今後においては

不可欠となる。 

また、2020 年度から導入される大学入学共

通テストを見据えて段階的に実施されてい

る本学の入学者選抜制度の見直しにおいて

も、ブランドイメージ向上からの視点が必要

となろう。 

④学長のリーダーシップの下に、「私立大学研究

ブランディング事業（社会展開型）」に積極的

にチャレンジすることを早期に表明されたこ

とは、評価できる。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画  ルーテルブランド構築に向けた具体的方策の実施・検証（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策
を講ずる。 

a 社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b 建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 
c 教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 
d 組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直しー 
教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策
を講じる。  

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
ルーテルブランドの構築  

   c 戦略的広報活動の組織的推進 ④ c 

（C）年  度  計  画 

①戦略的広報活動を推進するための新たなキーワードの設定（取組継続）  ②大学ＨＰに学生活動専用ページを開設（取組継続）  
③活躍する卒業者の取材・広報（取組継続）               ④スマートフォン対応サイトの発信情報の充実（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①新たなキーワードについて検討したが、現在のキーワ
ード“あえて少人数”が高校生や高校教員等へ良いイ
メージで定着してきていることを踏まえ、現行どおり

とした。 
②学生活動専用ページの開設できなかったが、大学ＨＰ
に学生からの新着情報発信も加えることを検討した。 

③活躍する卒業生については、大学案内及び大学広報誌
に掲載することができた。 

④ＨＰと同時にスマートフォン対応サイトの修正・更新

ができるよう検討を行った。

①“あえて少人数”という本学の特色と教育
効果を表現するキーワードは、良いイメー
ジで定着してきており、今後も積極的に打

ち出していくことが大事である。 
②学生から新着情報を提供してもらう体制

を整えることが必要である。 

③卒業生情報の収集を積極的に行い、様々
な広報媒体での発信が重要である。 

④主たる対象となる高校生に見てもらえる

情報発信と発信頻度の向上のため、全教
職員からの新着情報提供が必要である。

①キーワード“あえて少人数”と建学の精神“感
恩奉仕”は、ルーテルブランドとして良い評
価を受けて定着してきているので、これまで

同様に積極的に打ち出した。 

②③④ 

ＨＰのデザイン改善とＷｅｂの活用、スマー
トフォン対応サイトの運用改善について検
討することができた。発信する内容と頻度に

ついては十分ではなかった。

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 

学務・入試委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 

①新たなキーワードを設定せず現在のキーワードを継続していく方向性の結論 
②教職員と学生から新着情報を提供してもらう体制の整備 
③ＨＰのデザイン改善とＷｅｂ活用の実践とその効果の検証 

④活躍する卒業者の取材・広報 （取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 
教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を
講じる。 
a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 
b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 
c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 
d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 
e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。 

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
危機管理（リスクマネジメント）に関するソフト･ハード両面の充実・強化 

⑤ 

（C）年  度  計  画 

①リスクマネジメント体制・対処方法に関する基本規程及びガイドラインの検討・制定（取組継続）   
②ハラスメント防止の更なる啓発と予防のための活動実施（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①計画どおり、本学の「リスクマネジメント基本規程」
及び具体的方針・取扱いを定めた「リスクマネジメン
ト・ガイドライン」を2017年9月21日に制定・施行
した。また、本学を含めた学院全体の危機管理につい
て定めた「学院リスクマネジメント通則」の原案を作 

  成し、法人事務局に提供した。 

②ハラスメントの防止に関して、以下の取組を行った。 

a新任教職員に対して、年度当初に実施されるオリエン
テーションにおいて啓発を行った。 
B学生対しては、新年度オリエンテーション時に、学生

便覧（学生生活編）を通じて啓発を行った。 

C前年度３月に作成した啓発用のリーフレットを、４月

に全学生及び教職員向けに配布し、１０月には、就職
活動・学外実習を控えた３年次学生を対象に改めて配
布した。 

d ３件のハラスメント申立があり、それぞれ対応した。

①今後は、運営を統括するリスクマネジメ
ント委員会がリーダーシップを発揮し、
その任務を果たしていくことが重要とな
る。 
また、各部署においては、ガイドライン
に基づき、個別のリスクに適切に対処す
るための実用性の高いマニュアルを作成
するなど、能動的な行動が求められる。 

② 
a 現状通り。 

b学生に対して、ハラスメント防止の意識
を高めるための、意図的・積極的な取組

が必要である。 
c学生だけでなく教職員に対しても、ハラ
スメント予防のために、啓発活動を行っ

ていく必要性がある。 

dハラスメントに関わる苦情相談・申立を
受ける際は、相談員が複数名で対応する
旨規定されている。しかしながら、相談
員が2名のみであるため、日程の都合で
対応までに時間を要することがあった。
相談員の増員が必要と思われる。

①規程及びガイドラインの整備により、全学の 
方針・体制や想定されるリスクへの基本的行 
動規範が網羅されたことは、評価できる。 

② 
a新任教職員に対しては、学院のハラスメント対

策の説明を行い、未然防止のための啓発を行
うことができた。 

b学生に対して、ハラスメントの種類、相談窓口

に関する情報を掲載したリーフレットを配布
し て 周 知 す る こ と が で き た 。 

c 

・2種類のリーフレットを配布し、情報提供を行
うことができた。 

・ハラスメントに関する実際的問題を扱う研修会

を開催する必要があるが、実行することができ
なかった。 

dハラスメント申立への対応を通して、課題が浮

かび上がった。

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門
◎将来計画委員会、 
学院総務部、 
ハラスメント防止委員会

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 ①整備されたリスクマネジメント体制の検証と見直し 
②ハラスメント防止の更なる啓発と予防のための活動実施（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

 教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を

講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来に向け安定的な経営基盤の構築 

a.授業料等の納付金改訂の検討⑥a 

（C）年  度  計  画 

納付金見直し体制の検討（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①2017年11月6日、日本私立学校振興・共済事業団の経

営相談を実施した結果、大学の財務上の課題は、定員

を大幅に上回る学生を確保しなければ黒字を確保でき

ない収支構造であり、納付金値上げの検討が必要であ

るとの評価を受けた。 

②拡大財務委員会において、事業団の分析結果に基づき、

大学の収支構造改善及び納付金の見直しについて、検

討を行った。（財務委員会計4回開催） 

③学長室会で納付金見直しのシミュレーションを提示

し、各学科での検討を依頼。さらに教授会、予算検討

会、課長会等で収支構造の課題を説明し、全員の合意

形成を促した。 

①事業団の経営分析を踏まえて、具体的な 

 方策が必要である。 

②納付金見直しについては学院全体の合意

形成が必要である。 

・各学科、会議等での検討→方向性の合意 

③納付金見直しに向けた方策と推進体制 

・見直し時期、金額の幅、推進方法・体制 

・募集への影響、競合他学の動向把握 

・設備投資の時期、優先順位の検討 

①事業団の財務分析結果については、、常議会及

び理事会で報告し、課題がより明確となった。

納付金の見直しについては、構成員の合意が

必要であり学院全体の理解と体制づくりが必

要である。 

②納付金改定について、必要ではあるがリスク

を伴うため、様々な観点から分析し、関係部

署で方向性を合意することが必要である。 

③納付金見直しに関し、ケース別のシミュレー

ションは提示したが、方向性の合意と決断、

実施に向けた具体的な方策と推進体制づくり

が必要である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学院財務委員会 
将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 納付金見直し体制の整備、納付金改定の検討

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

 教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を

講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来に向け安定的な経営基盤の構築 

b.収入財源の多元化の推進⑥b 

（C）年  度  計  画 

①国の助成制度（「私立大学等改革総合支援事業」等）への積極的な取り組み 

②施設利用料の点検・見直し 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①私立大学等改革総合支援事業へ全学的に取り組み、経

常費補助金1億22百万円、教育研究活性化事業15百

万円を獲得した。 

②施設利用料の点検及び見直しに向け情報収集を行う。 

・現在３２施設を利用対象としている。利用料見直しは

検討中であるが、利用対象者の確認及び金額幅を検討

中である。 

①経常費補助金が厳しくなる中で、特別補助

金を獲得するための情報集及び推進体制

づくりが必要である。 

②基本的な施設利用料は定められているが、

例外的な場合もあり検討が必要。今後他の

収入財源も視野に入れて、検討が必要。 

①外部情報を収集しながら、改革総合支援事業

に教職員が協力して取り組み、補助金総額は

当初予想より37百万円多い1億37百万円獲

得。今後も、体制づくりを行い、積極的に取

り組む。 

②学院の基本方針を明確にし、適正な利用料金

設定が必要である。具体的には現在の「教室

等使用料一覧」の見直し及び職員の休日出勤

対応について検討が必要である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学院財務委員会 
将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
① 国の助成制度（「私立大学等改革総合支援事業」等）への積極的な取組（取組継続） 

② 施設利用料の点検・見直し（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

 教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を

講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。 

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来に向け安定的な経営基盤の構築 

c.寄附金の増加対策 ⑥c 

（C）年  度  計  画 

校友組織の整備検討（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①校友組織について、他校情報を収集し検討を行った。 

・県内6大学のうち5大学に後援会組織あり。 

・後援会費については初年度のみ徴収、または 4 年間毎

年徴収のケースあり 

②学内関係者からの情報収集を行い、以下のような情報

を得た。 

・過去検討したことはあったが、専任担当者が 1 名必要

であり、採算的に検討が必要。 

・卒業生、保護者を含めた長期計画で進めれば、将来的

に連携の輪が広がり、経営の安定化にもつながる。 

①後援会組織立ち上げの情報収集、ノウハウ

の蓄積が必要。 

②交友組織に関する学内での合意形成 

・校友会組織の位置づけ 

・現同窓会組織との整合性の検討 

・中長期的な採算性の検討 

①本学は学生自治会費を毎年徴収しており、整

合性の検討が必要。 

②校友組織について、他校情報の収集及び関係

者からの意見聴取等は行ったが、さらに多角

的な情報収集と検討が必要であり、立ち上げ

までには至らず今後の検討課題となった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学院財務委員会 
将来計画委員会

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 校友組織の整備検討（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

 教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を

講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来に向け安定的な経営基盤の構築 

d.教育研究経費・管理経費の構成比率の適正化の検討⑥d 

（C）年  度  計  画 

人件費の総枠基準の策定（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①人件費の適正水準について、大学財務委員と協議を行

い、費用制限基準（キャップ制）、人数制限基準、人件

費比率基準等検討を行っているが、結論までには至っ

ていない。今後も収支バランスを見ながら検討する。 

①人件費比率のみでは対応が難しい面もあ

り、担当割を踏まえた適正人員の検討、収

入増加と人件費支出抑制策のバランスを

踏まえた取組みが必要である。 

①大学規模別人件費比率の全国平均は66.8％

で、比率上は多少高い。ただ収支構造上は黒

字確保が厳しい状況であり、収入と支出のバ

ランス、特に人件費の抑制は今後とも財務委

員会として継続して提言し、情報を共有化し

ていくことが必要である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学院財務委員会 
将来計画委員会 

指標推移（大学） 

区  分 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 備 考 

人件費 61.7% 61.6% 64.5% 66.7% 63.3% 67.4% （退職金は除く） 

教育研究経費 22.0% 20.6% 22.5% 22.6% 32.2% 24.1% 2016年度は震災修繕費が増加 

管理経費 9.2% 8.5% 9.0% 8.2% 5.0% 5.4%  

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 人件費の総枠基準の策定（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 ―教学組織、マネジメント・ガバナンスシステムの見直し― 

 教学面の組織やマネジメント及びガバナンス体制の充実と併せ、本学の経営基盤の強化に向けて、以下の視点から検討し、具体策を

講じる。 

a.社会の変化に対応し、限られた本学資源の選択と集中を行う。 

b.建学の精神“感恩奉仕”を十分に理解させる。 

c.教学面の主体性を重視しつつ、ガバナンスを強化する。 

d.組織や人材の充実・強化を目指すマネジメントを推進していく。 

e.将来に向け、安定的な経営基盤の確立を目指す。

組織・経営 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
将来に向け安定的な経営基盤の構築 

f.学院の新・中長期財政計画の策定⑥f 

（C）年  度  計  画 

次期財務計画の策定【2016年度から5年間程度】（取組継続） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①2017年3月の理事会で敲き台として中長期財務基本計

画を提示したが、学院全体での具体的な方策の策定ま

でには至らなかった。 

②2017年11月、私学事業団による学院の財務相談を実施。

財務の現状と課題について客観的な評価を受けた。 

③財務計画の策定に当たっては、課題と危機意識の共有

化が必要であり、事業団の分析結果及び納付金見直し

を含めた中長期的財務シミュレーションを各会議にお

いて説明し、合意形成を図っている。（理事会、常議会、 

  教授会、学長室会、予算検討会、課長会等） 

①各学校が情報を共有化し、学院全体として

課題対応の意識を統一すること。 

【目標値】2021年度 

基本金組入前収支差額  1億円 

  運用資産        10億円 

②学院の課題は運用資産が同規模の中で最

下位、大学の課題は収支構造の悪化。 

③各学校・部署・学院全体の合意形成、設備

投資計画の優先順位の確定。 

①中長期的計画は全員の参画意識、危機意識の

共有化が必要であること、6 月に時間外労働

問題が発生したこと等により、具体的方策の

策定までには至らなかった。 

②私学事業団の分析評価により、現状と課題が

浮き彫りになり、今後具体策が必要である。 

③財務の現状と課題については、各会議におい

て報告してきたが、今後各学校としての方針

に基づき、設備投資計画の優先順位、それを

踏まえた全体的な方策の策定等、全員の参画

意識の下取り組んでいくことが必要である。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

取りまとめ部門 
◎学院財務委員会 
 将来計画委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 次期財務計画の策定【2018年度から5年間程度】（取組継続） 

その他の次年度計画 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的PDCAの好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 
―教育研究等の質向上のための施設及び情報基盤の整備― 

教育研究環境 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号 
学生・教職員等のニーズに対応した教育・学修・研究施設等の整備 

① 

（C）年  度  計  画 

①障がいのある学生に対応したバリアフリー化（取組継続）   

②図書館の蔵書スペースの確保（取組継続） 

③トイレの改修 

④施設・設備の安全対策 

⑤非常用設備の充実 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①今年度も2号館及び研究室別棟のエレベーター設置を

目指したが、学院の財務状況を踏まえて計画を遅らせ

た。 

②図書館の蔵書スペースの拡大については、中長期計画

に位置付けて継続的に検討を進める。 

③中長期計画に位置付けて継続的に検討を進める。 

④車椅子安全通行幅を確保。人感ライト設置 

⑤避難訓練実施時に非常用設備の課題を点検 

①②③ 

学院の財務状況も見据えながら、実施時

期を検討する。 

④⑤ 

 学生の声を反映し学生の視点で適切な対

応に努めることが必要 

その他 学生の学習環境整備のため早急に

WG を立ち上げ学生の声を反映しながらラー

ニングコモンズ設置を検討。 

①②③④ 

エレベーターに関しては具体的な検討まで到

らなかった。車椅子等が安全に移動できる空間

の確保や段差等から転落防止対策など当事者

視点での細かい配慮が実施できた。 

⑤配慮が必要な学生の避難経路等については更に

検討が必要 

その他 

学生の学修環境整備のために、ラーニング･コ 

モンズが設置できたことはよかった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

①熊本地震による災害復旧工事後の壁・天井の再塗装 

②学食のリニューアルにむけて約半分の椅子の入れ替え

を実施。複数年時計画にむけて開始 

③環境美化としての植栽、花壇等の整備 

①災等に対する建物管理の強化（安全が不

十分な箇所の把握・補強） 

②学食リニューアル残り部分の実施 

③更なる環境美化を進めるため、学生、教

職員の意見の聴取・反映が必要である 

①復旧工事の跡など地震を想起させる部分がなく

なった。 

②計画に基づいて順調に進んでいる。 

③順調に進んでいる。 

取りまとめ部門 
施設整備委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 
①障がいのある学生に対応したバリアフリー化（取組継続）  ②図書館の蔵書スペースの確保（取組継続） 

③アクティブラーニングやＩＣＴを活用した学習環境の拡充・整備   ④経年劣化に伴う、構築物や備品の点検・整備

と整備計画 

その他の次年度計画 ①トイレの改修  ②施設・設備の安全対策  ③非常用設備の充実 ④学食のリニューアル（継続） 
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第１期アクションプラン 年度別実績簿 
 －自律的 PDCA の好循環を目指して－ 

年 度 ２０１７ 

（A）第１期アクションプラン目標 

区 分 
―教育研究等の質向上のための施設及び情報基盤の整備― 

教育研究環境 

（B）第１期アクションプラン計画 

計画番号
次世代ネットワーク構築による情報基盤 ICT 戦略計画 

② 

（C）年  度  計  画 

フィジビリティスタディ（ケーススタディ設定による）の実施（試験モデルの確立） 

（D）年度計画の取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 

① フィジビリティスタディの実施 

・次世代ネットワーク試験モデルの確立。 

第１に基幹ネットワークは、現在のシングルモ

ード光ファイバーで 10Gbps 可能である為に、メ

ーカ（HP 製）のコアスイッチを 10Ｇ対応機器と

する。第２に認証では IEEE802.1X と LDAP 認証が

可能な認証サーバーAXIOLE、並び、HP製のＬ３，

Ｌ２Switch 及び１G アップリンク対応のアクセ

スポイントの無線 LAN システムで構成する。第３

にネットワークシステムの管理面では、無線 AP

管理・機器監視サーバーを設置するネットワーク

モデルとする。最後に、次世代セキュリティーや

統合認証サービスについては、現段階ではシステ

ム構築の為の財源確保が熊本地震により困難で

あり、また、運用面での体制が整わない事から見

送った。

①次世代統合認証のユーザー認証を
統合する「シングルサインオン」で

は、国の統合認証サービスである学
術認証フェデレーションの分析と、
各大学における学認への参加状況の

調査が課題。 
②次世代セキュリティーでは、OSI
参照モデルのL7階層のアプリケーシ

ョン制御が可能なファイアーウォー
ル導入のシステム構築が課題。 
③財源確保では文科省の補助金を活

用する方策が課題。 
④運用・管理体制の整備では、現在
の情報化推進委員会の他に、事務局

に情報整備室（仮称）等の事業実施
組織を有する体制を確立する事が課
題である。 

①フィジビリティスタディの実施 

・次世代ネットワーク試験モデルの確立。 

基幹ネットワークの構成では、現在のシング

ルモード光ファイバーが１０Gbps 可能であ
ることからＨＰ製の１０Ｇ対応コアスイッ
チを、認証においては IEEE802.1X と LDAP 認

証が可能な認証サーバーAXIOLE で、また、Ｌ
３，Ｌ２の Switch と１Gアップリンク対応の
アクセスポイント無線 LAN システムで構成

し、ネットワークシステムの管理面では、無
線ＡＰ管理・機器監視サーバーを設置する事
で、次世代ネットワーク試験モデルが確立で

きた。しかし、次世代セキュリティーや統合
認証サービスについては、財源確保や運用体
制の面で見送らざるを得なかった。 

（E）上記(C)欄に掲げた年度計画以外の改善に向けた主な取組状況 

実 施 内 容 今後の課題等 自 己 評 価 
①文科省補助金による第１情報処理室機器類、

LAN ケーブルの更新及びカーペット張替えに

よる教室のＩＣＴ環境再構築 

②第１情報処理室機器類更新のための機種選定

及びネットワーク基本設計 

③学内ＬＡＮ機器類更新のための機種選定及び

ネットワーク基本設計 

④ウイルスソフト ESET の次年度更新 

⑤メーカ保証切れによる第１教室PC不具合の代

替え対策（旧第 2教室 PC保管用での代替え） 

⑥学内 LAN のファイア－ウォール、メールサー

バーのダウンからの復帰 

学内 LAN 機器類保証が平成２９年度
で切れ、平成３０年度は保証なしで
の運用となっている。平成３０年２

月２８日には２度目のファイアーウ
ォール、メールサーバ－が停止する
事態となっている。学内 LAN の安定

的な運用を行うには、早急な財源確
保による学内 LAN 機器類更新が緊急
課題である。そのために、次年度は

文科省の補助金への申請を行う予定
である。また、情報戦略による大学
経営では、技術職人員の増加による

体制の確立が重要である。 

①第１情報処理室ＩＴ環境再構築ができた。 
②第１情報処理室更新の為のPC等の機種選定
及びネットワーク基本設計ができた。 

③学内 LAN 更新の為の機種選定及びネットワ
ーク基本設計による学内 LAN 更新案が大学
に提案できた。 

④学内のウイルスソフトESETの次年度更新手
続きを行った。 

⑤メーカ保証切れの第１教室PC不具合におけ

る旧 PC(旧第２教室用）での代替え対策によ
り授業環境などを維持した。 

⑥学内 LAN のファイアーウォール、メールサ

ーバー停止を早急に復帰できた。

取りまとめ部門 

情報化推進委員会 

（F）上記(D)(E)欄を踏まえた次年度の計画 

(B)欄に係る次年度計画 試験モデルの検証（要求仕様決定による実証試験モデルの構築） 

その他の次年度計画 
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Ⅱ．資料 

１－１．教員の教育研究活動（凡例）

本資料は、2017 年度に在職する専任教員を対象として 2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで

の 1 年間の教育研究活動について本人から提出されたものを以下の記載要領に従って収録したもので

ある。

（1）所属

学部・学科の名称を記載した。

（2）職名

2017 年 5 月 1 日現在の職名を記載した。

（3）氏名

（4）生年月

（5）最終学歴

（6）学位

（7）専門分野

専門研究分野を記載した。

（8）担当科目

2017 年度の担当科目を記載した。

（9）所属学会

役職等がある場合には、学会名の後に括弧書きで職名と任期を記載した。

（10）教育活動

教育実践上の主な業績を項目ごとに年月日の古い順に記載した。

（11）研究活動

研究業績を分類ごとに発行又は発表の年月日の古い順に記載した。なお、著者が複数にわたる場合で、

筆頭著者が著書・論文等において明示されている場合には、その氏名に◎印を付した。

（12）社会的活動

社会との連携における活動を以下の 3 つの区分に分けて、区分ごとに年月日の古い順に記載し た。

1）職務専念義務免除による活動

①国、地方自治体の委員、学会委員、財団の理事、民間団体の役員、その他、学外での法人、教会、

研究会の役員、理事、顧問、委員など

②芸術文化活動、学術研究活動、社会活動における選考委員、審査委員など

2）公開講座、講演、研究会活動

①学会などでの研究活動を除く活動

②主催者、講師、運営委員、助言者、協力者などの活動

3）社会的表彰
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１－２．教員の教育研究活動（目次）

人文学部人文学科

広渡 純子 69 
黄 大衛                                      70 
松本 充右                                      71 
金戸 清高                                                                              73 
椛  一喜 74 
島内 直英                                                                              76 
永野 典詞                                                                              78 
春木 進                                       81 
益田 亮英                                       82 
松本  隆一                                       84 
山内 隆雄.                                                85
石村 華代                                                                              86 
井﨑 美代                                                                             88 
犬童 昭久                                                                              90 
ケビン・アクストン                                                                       92 
坂本  昌弥                                                                              94 
砂川 典子                                                                              96 
パトリック・ベンケ                                                                       98 
百武 玉恵                                                                              99 
三井 真紀                                       101 
香﨑 智郁代                                      103 
ジャックリン・ベンケ                                  106 
水町  愛                                       107 

人文学部心理臨床学科

  和田 由美子                                      109 
  有村 達之                                       111 
  河田 将一                                       113 

中村 敬子                                                                             116 
三城 大介                                                                             118 
石坂 昌子                                                                             121 
岩永 靖                                                                             123 
糟谷 知香江                                                                           125 
佐々木 順二                                                                           127 
高野 美雪                                                                             129 
西 章男                                                                             131 
久﨑 孝浩                                                                             133 
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾋﾛﾜﾀﾘ　ｼﾞｭﾝｺ

氏名　 広渡　純子

最終学歴 学位　 教育学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

職名

2017年8月22日

2017年8月4日 耳のことばと目のことば～乳幼児期のことばを考える 熊本さわやか大学大学院

学長・教授 生年月

幼児教育

日本保育学会、日本キリスト教教育学会

Ⅰ　教育活動

1949年7月

聖和大学大学院教育学研究科幼児教育学専攻
博士前期課程修了

所属　 人文学部 人文学科

キリスト教保育

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

なし

３　その他

全国災害支援連絡会議「震災における女性・弱者への支援」 キリスト教学校教育同盟

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(1)2016年～現在 熊本県精神保健福祉協会理事 熊本県精神保健福祉協会

２　公開講座、講演、研究会活動

(2)2016年～現在 熊本市男女共同参画センターはあもにい運営審議会委員 熊本市男女共同参画センター
はあもにい

2017年 1日、 30日 「熊本こころの電話」ボランティア対象一日研修講師 熊本県精神保健福祉協会

３　社会的表彰
なし
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾎﾜﾝ　ﾀﾞｰｳｪｲ

氏名　 黄　大衛

最終学歴 学位　 神学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

所属　 人文学部 人文学科

キリスト教Ⅱ

職名
チャプレン
講師

生年月

キリスト教組織神学、
エキュメニズム

日本キリスト教教育学会、東アジア学会

Ⅰ　教育活動

1949年9月

東京神学大学大学院神学研究科博士課程前期課程

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

レジュメの用意、授業態度重視、事前学修と事後学修の強
調、内容の絞り込み、気軽に学ぶ環境整備、分かり易い説
明、DVDの導入

レジュメを用意

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名称
（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

なし

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

なし

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾁｱｷ

氏名　 松本　充右

最終学歴 学位　 文学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

単著 pp.127-135

1965年1月

明治学院大学大学院文学研究科博士前期課程

所属　 人文学部 人文学科 職名 教授 生年月

応用言語学、第二言語習得
論、早期英語教育

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・スタディーズ、小学校英語フィールドワークⅠ・Ⅱ、英語科教育実習Ⅰ・Ⅱ、　特別研究Ⅰ・Ⅱ、
卒業研究、こども英語フィールドワーク、異文化圏での体験学修、海外留学A・B・C、日英語比較、
小学校英語指導者原論

なし

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

九州英語教育学会、大学英語教育学会(JACET)、小学校英語教育学会

Ⅰ　教育活動

小学校外国語活動のための英語紙芝居とゲーム作成 2016年4月～12月 菊陽町小学校外国語活動と和水町小学
校英語キャンプで使用する英語の紙芝
居と英語ゲームを学生と共に作成

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

熊本県菊陽町教育委員会小学校外国語活動学生ボランティア
活動

2016年4月 熊本県菊陽町教育委員会と小学校外国
語活動学生ボランティア活動に関する
検討会

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

Phonological
awareness through
English picture
books for elementary
school English
activities

2017年2月 九州ルーテル学院大学紀要
visio 第47号

３　その他

なし  

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称
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１　職務専念義務免除による活動

(3)2018年1月30日

(4)2017年9月15日

(5)2017年12月17日

(6)2017年10月14日

平成28年度第2回英語教育強化地域拠点事業に係る運営指導
委員会 委員長

和水町小学生対象英語キャンプ

託麻公民館（託麻まちづくりセンター主催「英語で遊ぼう」

熊本県高等学校ディベート大会審査員

熊本県教育庁教育指導局

熊本県和水町

熊本市教育委員会事務局　教
育政策課
　託麻公民館（託麻まちづく
りセンター

熊本県高等学校教育研究会英
語部会

(1)2017年6月8日

(2)2017年9月29日

平成29年度第1回英語教育強化地域拠点事業に係る運営指導
委員会 委員長

平成２７・２８・２９年度文部科学省「英語教育強化地域拠
点事業」研究指定
高森町英語科・外国語科公開授業助言者

熊本県教育庁教育指導局

熊本県教育庁教育指導局

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾈﾄ　ｷﾖﾀｶ

氏名　 金戸　清高

最終学歴 学位　 文学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

なし

2017年10月 2月 「あまり知られていない夏目漱石」及び「夏目漱石の小説を
読む」（5回シリーズ）

九州ルーテル学院大学公開講
座

３　社会的表彰

(3)2015年5月～現在 委員 山口大学人文学部国語国文学
会

２　公開講座、講演、研究会活動

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

３　その他

なし

２　論文

なし

１　著書

なし

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

日本文学

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

社会福祉法人「地の塩福祉
会」

人文学部 人文学科

保育内容（言葉）、保育実習指導Ⅲ、保育実習Ⅲ、保育相談支援、家庭支援論、国語、キリスト教と文学、日本語文章
表現法Ⅰ、特別研究、卒業研究、保育実践演習、フレッシュマン・ゼミ、チャイルドケア・ゼミ

なし

職名 教授 生年月

(2)2013年6月 現在 理事 日本文芸学会

日本近代文学会、日本文芸学会、日本キリスト教文学会

Ⅰ　教育活動

1958年11月

関西学院大学大学院文学研究科日本文学専攻
博士課程後期課程満期退学

所属　

(1)2017年4月1日 現在 評議員
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾊﾞ　ｶｽﾞｷ

氏名　 椛　一喜

最終学歴 学位　 博士（工学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著 pp.1-8

単著 pp.9-16

所属　 人文学部 人文学科

情報基礎、フレッシュマン・ゼミ、情報活用基礎、プログラミング言語、情報表現論、情報検定演習Ⅱ、
情報処理ネットワーク論、特別研究、卒業研究

(1)2017年度前期
(2)2017年度後期
(3)2017年度後期
(4)2017年度

(1)Word問題集解答例及びExcel講義用
資料をOffice2016版に改定し解説を
行った。
(2)万年カレンダーＣ言語プログラムを
段階的に作成しアルゴリズムの理解を
深めた。
(3)Excel2級知識問題の例をOffice2016
版として作成し知識理解を深めた。
(4)卒論のＨＰにおける音声やYouTube
動画の機能動作の指導を実施。

職名 教授 生年月

計測（画像信号処理）工学、
制御工学

計測自動制御学会、日本ロボット学会

Ⅰ　教育活動

1957年2月

熊本大学大学院自然科学研究科システム科学専攻
博士課程　単位修得退学

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)情報基礎
(2)プログラミング言語
(3)情報検定演習Ⅱ
(4)卒業研究

(1)情報基礎
(2)情報検定演習Ⅱ用の教材
(3)プログラミング言語の試験対策用教材

(1)2017年度前期
(2)2017年度後期
(3)2017年度後期

(1)Excelの講義用資料をOffice2016版
用に作成しまとめた。
(2)Excel2級知識問題の解説用例題を
Office 2016版として教材にまとめた。
(3)レポート用の段階的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成と
定期試験用にＣ言語文法と万年ｶﾚﾝﾀﾞｰ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの解説資料をパワーポイントで
まとめた。

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

(1)プログラミング言語におけ
るM配列を用いる暗号化の
方法

2018年2月15日
紀要VISIO　第４７号
九州ルーテル学院大学

(2) 情報基礎におけるWord
及びExcelの応用 2018年2月15日

紀要VISIO　第４７号
九州ルーテル学院大学

その他
なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称
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１　職務専念義務免除による活動

なし

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｼﾏｳﾁ　ﾅｵﾋﾃﾞ

氏名　 島内　直英

最終学歴 学位　 英文学士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著

単著

単著

p.10

p.11

p.11

なし

３　その他

(1)「高大接続を考え
　た英語教育につい
　ての考察
(2)「コミュニケーシ
　ョンから考える作
　文指導の在り方」
(3)小学校英語におけ
　る教材についての
　考察

平成26年12月

平成27年12月

平成30年１月

九州ルーテル学院大学
紀要VISIO　　第44号

九州ルーテル学院大学
紀要VISIO　　第45号

九州ルーテル学院大学
紀要VISIO　　第47号

２　論文

なし

１　著書

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

Ⅱ　研究活動

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

2016年～現在
2017年～現在

2018年

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

小学校英語活動用ピクチャーカード
小学校「英語」入門のためのピク
チャーカード
資格試験の自習用問題集

教育実践上の主な業績 年月日 概要

(1)英語力の向上 2015年4月～現在 主にキャリア・イングリッシュ専攻学
生の資格取得のための補助教材を作成
し、学力向上に努めた。またICTを活用
をした教材提供をしている。

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(2)英語教育の理解 2015年4月～現在 「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「英
語科教育実習Ⅰ・Ⅱ」では、英語教育
改革の内容と目的とを、英語教師を目
指す大学生に認識させることに務め
た。英語教育実習Ⅲ・Ⅳでは、系統
だった指導方法の実践に勤めた。ま
た、ICTの実践的な活用の仕方も指導し
ている。

職名 教授 生年月

英文学

　なし

Ⅰ　教育活動

1954年3月

鹿児島大学法文学部文学科

所属　 人文学部 人文学科

英語科教育法Ⅰ、英語科教育法Ⅱ、英語科教育法Ⅲ、英語科教育法Ⅳ、英語科教育実習Ⅰ、
英語科教育実習Ⅱ、教職実践演習（中、高）、教職論（中・高）、フレッシュマン・ゼミ、
特別研究、卒業研究
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(4)2017年1月～2018年1月 英語スキット大会　審査委員長

(1)2016年10月25日 系統別模擬授業 熊本西高等学校

(2)2016年11月～2018年 1月 「教科指導力向上研修」 玉名女子高等学校

熊本県高等学校教育研究会

(1)2015年4月～2019年3月 公益信託日野山英語教育振興助成基金　運営委員 公益信託日野山英語教育
(2)2016年1月～2018年1月 熊本県高等学校英語部会ディベートコンテスト審査員 熊本県高等学校教育研究会
(3)2016年9月～2017年9月 熊本県高等学校英語部会スピーチコンテスト審査員 熊本県高等学校教育研究会

なし

(3)2016年 8月19日～現在 教員免許状更新講習「英語授業を活性化させる方法」 九州ルーテル学院大学

３　社会的表彰

２　公開講座、講演、研究会活動

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾅｶﾞﾉ　ﾃﾝｼﾞ

氏名　 永野　典詞

最終学歴 学位　
博士
（社会福祉学）

専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

共著 第11章、pp.135－
145

共著 社会福祉
pp.1-71

共著 社会福祉
pp.1-48

(1)保育実習ガイド
ブック-理論と実践を
つんぐ12の扉-

2017年5月 ミネルヴァ書房 山崎喜代子、古野愛
子編、永野典詞　他

2018年3月(2)保育士2018年度版
完全合格テキスト上

保育士試験対策委員
会（著）汐見稔幸
（監）永野典詞、汐
見和恵、木村純、小
林美由紀

１　著書

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称

保育士試験対策委員
会（著）汐見稔幸
（監）永野典詞、汐
見和恵、木村純、小
林美由紀

翔泳社

(3)福祉教科書　2018
年　保育士出る出る一
問一答第1版

2018年3月 翔泳社

発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

教育、福祉関連法から重要な条項を抽
出し学生が使いやすいように編集して
いる。

2017年3月2018年版ポケット教育小六法

２　作成した教科書、教材、参考書

アクティブラーニングを目指し、学生
には事前に学習課題を課したうえで授
業に臨んでもらった。双方向的に互い
が学び合う授業を展開している。

(1)保育実習指導 実習課題、記録の記載法について学生
のレベルに合わせてフレキシブルに学
導を行っている。授業では、テキスト
に沿って補助プリントを作成し、学生
の理解が促されるようにした。

(2)社会福祉、児童家庭福祉、社会的養護、社会的養護内
容、保育実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

所属　 人文学部 人文学科

社会福祉、児童福祉、社会的養護、社会的養護内容、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育実践演習、
教職実践演習

教育実践上の主な業績 年月日

生年月

障害者福祉、児童福祉、
保育ソーシャルワーク

職名 教授

Ⅰ　教育活動

1964年12月

熊本学園大学大学院社会福祉学研究科博士後期
課程

概要

日本保育ソーシャルワーク学会、日本人間関係学会、日本福祉図書文献学会、日本社会福祉学会、日本保育学会、
日本アダプテッド体育・スポーツ学会、日本乳幼児教育学会

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
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共著 第11章
pp.273-306

共著 Q6、pp.25-28、
Q25、pp.96-99、

共著 第10章、pp.149-
164

共著 第11章

共著 第11章

(4)2018年版ポケット
教育小六法

2018年3月 晃洋書房 伊藤良高（代表）、
大津尚志、橋本一雄
（副代表）、以下編
集員、荒井栄治郎、
池上徹、岡田愛、香
﨑智郁代、塩野谷
斉、冨江英俊、中谷
彪、永野典詞、森本
哲也

２　論文

晃洋書房 伊藤良高・宮崎由紀
子・香﨑智郁代・橋
本一雄　編
永野典詞　他

（8）乳児・幼児教育
のフロンティア

2018年3月

なし

(7)乳児保育のフロン
ティア

2018年3月

(1)1994年4月1日 現在に至る 熊本県障がい者スポーツ指導者協議会理事 熊本障がい者スポーツ指導者
協議会

日本障がい者スポーツ指導者
協議会九州ブロック

日本障がい者スポーツ指導者協議会九州ブロック研究・研修
委員長

(2)2007年4月1日 現在に至る

日本障がい者スポーツ指導者
協議会

日本障がい者スポーツ協会日本障がい者スポーツ指導者協議
会研修委員

(3)2008年4月1日 現在に至る

伊藤良髙・伊藤美佳
子・鶴宏史・三好明
夫・永野典詞・吉田
祐一郎・香﨑智郁
代・桐原誠・山本佳
代子・下坂剛・宮崎
由紀子・若宮邦彦・
小口将典・丸目満
弓・北野幸子

晃洋書房 伊藤良高・伊藤美佳
子編著
永野典詞、他

(5)保育ソーシャル
ワーカーのおしごとガ
イドブック

2017年10月 晃洋書房

(6)子どもの豊かな育
ちを支えるソーシャ

ル・キャピタル

2018年2月 ミネルヴァ書房 伊藤良高・牧田満知
子・立花直樹編著
永野典詞　他

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

なし

３　その他

-79-



熊本市子育て支援員研修　講師 熊本市健康福祉子ども局保育
幼稚園課

(4)2008年4月1日 現在に至る

(10)2016年10月1日 現在に至る 熊本県社会福祉審議会委員　他（小委員会委員） 熊本県

(7)2014年4月1日 現在に至る

八代市八代市スポーツ推進審議会委員

山鹿市山鹿市内保育園・幼稚園講演会「保育とチーム力を高めるた
めに」講師

(2)2017年7月11日

(11)2017年3月1日 現在に至る 日本人間関係学会　理事長 日本人間関係学会

公益財団総合健康推進財団九
州支部

なし

(1)2017年4月 2018年3月 熊本県内保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園等スキル
アップ研修講師

公益財団総合健康推進財団九
州支部

３　社会的表彰

熊本市(7)2017年9月7日

福岡県福岡県認定こども園研修「中堅保育教諭資質向上研修」『保
育全般・安全に関する』

(3)2017年8月27日

熊本市保育園等合同研修「子育て支援研修」講師

福岡県福岡県認定こども園研修「福岡県初任者研修」基礎研修「保
護者支援・保護者との関わりなど」講師

熊本県熊本県保育課題別重点研修「（インクルーシブ保育の実現を
目指して ノーマライゼーションの理念の視点から）」講師

(9)2017年10月10日

(5)2017年9月3・4日

学会認定資格「保育ソーシャルワーカー」養成研修　講師

日本保育ソーシャルワーク学会

(6)2017年8月20日

合志市合志市「児童館における相談支援のスキルアップのたの傾聴
に関する基礎的なこと、知識・技術・心構え等」

(14)2018年2月27日

２　公開講座、講演、研究会活動

八代市

八代市

八代市市民体育祭障がい者スポーツ競技検討委員会委員長

八代市障害支援区分認定審査会委員

(8)2014年4月2日 現在に至る 日本保育ソーシャルワーク学会　事務局長 日本保育ソーシャルワーク学
会

児童養護施設湯出光明童園児童養護施設湯出光明童園ケース会議助言者

(13)2018年2月22日 熊本市保育連盟中央ブロック園長研修会講師 熊本市保育園連盟

(10)2017年10月29日 品川区保育園長研修会「保護者の思いに寄り添いながら、丁
寧な保育、子育て支援」講師

東京都品川区

(11)2018年1月11日 熊本県私立幼稚園研修会分科会分科会助言者 熊本県

(12)2018年2月9日 福岡県「保育所保育指針の改正に伴う幼児教育推進講演会」
講演

福岡県

(5)2013年4月1日 現在に至る

(6)2014年4月1日 現在に至る

熊本ライトハウス熊本ライトハウス「支援者が輝く障害者支援施設を目指し
て」講演

(8)2017年9月11日

保育所、認定こども園、高齢者施設、障がい者施設スキル
アップ研修講

(4)2017年8月30日

(9)2014年4月1日 現在に至る
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ﾌﾘｶﾞﾅ ハルキススム

氏名　 春木  進

最終学歴 学位　 学士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

所属　 人文学部 人文学科

社会力育成論　キャリアデザイン　現代社会とメディア

職名 教授 生年月

社会一般

Ⅰ　教育活動

1950年9月

同志社大学文学部

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

なし

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

2017年4月1日～2018年3月31日 九州ルーテル学院大学付属カウンセリングセンター「ジャニ
ス」所長

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

2018年3月 合志市子育てサポーター研修講師

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏｽﾀﾞ　ﾘｮｳｴｲ

氏名　 益田　亮英

最終学歴 学位　 教育学士 専門分野

担当科目

所属学会

(5)地域との連携Ⅰ 2017年4月～ 菊陽町教育委員会と協力して、学生を
ボランティアとして小学校外国語活動
の授業に参加させるなど、より実践的
な活動の機会を作る。

教職実践演習

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

(1)教材作成 2017年4月 教育法規

「教師力演習」では教職導入科目とし
ての到達目標を達成するために、教育
委員会をはじめ、小中学校と連携を取
りながら内容の充実に努めた。

(6)地域との連携Ⅱ 2017年4月～ 「教師力演習」において、上級生の小
学校現場体験発表会を実施することに
よって臨床効果の共有に努めた。

(4)授業展開上の工夫Ⅳ 2017年9月～ 「教育経営学」の一環として、ICTを活
用した学級経営について、ALの視点か
ら講義を展開する。

「教育法規」の授業において具体的な
事例を取り入れるとともに、教員採用
試験問題の中から教育法規問題を練習
問題として利用し興味・関心を持たせ
た。

人文学科 職名 教授 生年月

教職教育、工業教育

２　作成した教科書、教材、参考書

(3)教材作成

(1)授業展開の工夫Ⅰ 2017年4月～

(3)授業展開上の工夫Ⅲ 2017年9月～

(2)授業展開の工夫Ⅱ 2017年10月～

(2)教材作成 2017年9月 教育経営学

東京学芸大学　学芸学部　産業技術科

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

所属　 人文学部

教職必修科目「教職実践演習」の効果
的な展開のために、地域の教育委員
会、関連学校と連携を密に授業の充実
に努めた。

教育経営学【幼】教育経営学【小】、教育法規、フレッシュマンゼミ、教師力演習、教職実践演習、小学校教育実習
Ⅰ・Ⅱ

1943年8月

2017年9月

Ⅰ　教育活動

教育実践上の主な業績 年月日 概要
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単著・共著の別 該当ページ数

単著 pp.57-68

(1)「教師力演習」への取り組み

(1)2013年11月30日

(2)2013年11月30日

(3)2013年11月30日

(1)感謝状

(2)感謝状

(3)感謝状

(1)厚生労働大臣

(2)菊陽町町長

(3)菊陽町社会福祉協議会

(2)2018年3月2日 熊本県立御船高等学校出張講義
「教職の魅力」

菊陽町長

２　公開講座、講演、研究会活動

熊本県立御船高校

３　社会的表彰

(1)2017年10月20日 熊本市立必由館高等学校出張講義
「教職の魅力」

(1)2007年4月～ 菊陽町児童館運営審議委員 菊陽町長

(2)2016年4月～ 菊陽町環境美化推進委員

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

３　その他

なし

２　論文

(1)学級通信は子ど
も・保護者との信頼関
係構築のツールとなっ
ているか―学級経営に
おける学級通信の役割
を考察するー

2017年12月 九州ルーテル学院大学　紀
要VISIO　47号

なし

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

(2)「観察実習」への取り組み 2017年4月～ 教育委員会や学校を訪問し、小学校教
員免許取得を目指す学生の現場体験・
観察実習の場の確保に努めるととも
に、参加学生に対する事前・事後指導
を行う。

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

４　その他教育活動上特記すべき事項

2017年9月～ 授業に現役教師の講話や集団討論、塾
講師による講義など多様な授業形態を
取り入れ、教員免許取得を目指す学生
の目的意識の明確化と学習意欲の高揚
を図るなどキャリア支援に努めた。

(3)教員採用試験・保育士公務員試験の受験対策指導 2017年4月～

必由館高校

学習会の実施、及び2次試験対策とし
て、論文・集団討論・個人面接・模擬
授業などの指導を行った。
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾂﾓﾄﾘｭｳｲﾁ

氏名　 松本  隆一

最終学歴 学位　 学士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著

共著

pp.43-56

pp.1-10

所属　 人文学部 人文学科

教育法規、生徒指導論、特別活動の指導、小学校教育実習Ⅰ、フレッシュマンゼミ、教師力演習、教職実践演習

職名 教授 生年月

教職　教育学

なし

Ⅰ　教育活動

1955年2月

福岡教育大学教育学部特別教科教員養成課程（理
科）

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

(1)主体的、対話的な
学びを目指した「生徒
指導論」の実践ー生徒
指導事例と教育法規を
関連させた学修を通し
てー

(2)防災・減災のため
の中学校における総合
的な学習の時間～熊本
地震を事例として～

2018年2月15日

2018年2月28日

紀要VISIO 第47号　九州
ルーテル学院大学

紀要論文集　心理・教育・
福祉研究　九州ルーテル学
院大学人文学部心理臨床学
科

坂本昌弥

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

なし

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔﾏｳﾁ　ﾀｶｵ

氏名　 山内　隆雄

最終学歴 学位　 教育学士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著 pp.117-125

所属　 人文学部 人文学科

小学校音楽演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾞﾐ、教師力演習、小学校教育実習Ⅰ、Ⅱ、教職実践演習
特別研究、卒業研究

音楽、小学校音楽演習Ⅰ～Ⅴにおける授
業展開の改善・工夫

職名 教授 生年月

音楽教育

音楽教育推進協議会、熊本県文化協会、熊本県邦楽協会

Ⅰ　教育活動

1951年1月

島根大学教育学部特音課程

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

      授業内容の工夫改善

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

小学校教員養成課程に
おける音楽科を学ぶ学
生の指導

2017年12月 九州ルーテル学院大学紀要
VISIO No.47

３　その他

演奏活動 地歌・箏曲の演奏会への参加

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(1)2017年3月29日 熊本県いきいき芸術体験教室選考委員会

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

(1)2017年7月8日､8月18日
   2017年 8月8日
(2)2017年12月3日
(3)2017年11月24日

教員免許状更新講習
必修「教育改革の動向と展望」
選択「幼児・児童と音楽活動」
宇城市「私の町の音楽会」での演奏
熊本県音楽教育研究大会天草大会　研究授業の助言

高等教育コンソーシアム熊
本・九州ﾙｰﾃﾙ学院大学

宇城市文化協会
熊本県音楽教育研究会

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｼﾑﾗ　ｶﾖ

氏名　 石村　華代

最終学歴 学位　 人間環境学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

共著 pp.60-74

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

2017年4月～2018年1月 すべての担当科目において、学生が主
体的に授業に参加できるよう、ペア学
習やグループ学習、パワーポイントを
使った発表などを取り入れ、授業形態
を工夫した。

なし

(1)課外での教員及び公務員保育士採用試験対策 2017年4月～2018年3月 教員を志望する学生に対して論作文対
策講座を12月に実施し、通年で論作文
の個別指導を行った。また、公務員保
育士を志望する学生に対しても、同様
に論作文の添削を実施した。

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

教職論【幼】、教育原論【幼小】【中高】、道徳教育の理論と実践【小】【中】、教育方法【小】【中高】、カリキュ
ラム論【幼小】【中高】、哲学、フレッシュマンゼミ、教師力演習、教職実践演習、児童教育フィールドワークⅡ、特
別研究、卒業研究

教育哲学会、日本教育方法学会、日本オーラルヒストリー学会、日本世代間交流学会、日本生活体験学習学会、
九州教育学会

Ⅰ　教育活動

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

２　作成した教科書、教材、参考書

(1)アクティブ・ラーニングの実施

1975年3月

九州大学大学院人間環境学府博士後期課程単位取
得満期退学

所属　 人文学部 人文学科 職名 准教授 生年月

教育学、教育哲学

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

道徳教育の理論と実践 2018年4月 大学教育出版 石村秀登、末次弘
幸、宮川幸奈、射場
智子、立花均、軽部
勝一郎、山本孝司、
田中裕喜、佐澤安
廣、余公敏子、余公
裕次、山本貴一、白
石忍、山本達也

２　論文

３　その他

なし
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熊本大学

なし

(1)2017年７月及び12月、2018年１月
(2)2017年７月
(3)2017年９月
(4)2017年12月

熊本哲学研究会　報告
教員免許状講習（選択必修領域）「道徳教育の理論と方法」
講演「知ろう！語ろう！不登校のこと」
校内分野別ガイダンス「世界の子どもたちは今―児童労働を
考える」

熊本哲学研究会
九州ルーテル学院大学
ＮＰＯ法人生活と教育
熊本県立天草高校倉岳分校

３　社会的表彰

(1)2009年1月～現在 NPO法人　生活と教育　理事 NPO法人　生活と教育

委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

年月日

Ⅲ　社会的活動

２　公開講座、講演、研究会活動

(2)2017年4月～2017年9月 熊本学園大学　非常勤講師 熊本学園大学

(3)2017年9月～2018年3月 熊本大学　非常勤講師
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｻﾞｷ　ﾐﾖ

氏名　 井﨑　美代

最終学歴 学位　 修士（教育学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

３　その他

なし

２　論文

なし

１　著書

なし

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

1997年～現在 特に実技や演習の授業において、ビデオ
カメラやICレコーダーを活用し、学生の
自己認識（リーダー育成にかかわる授業
での言葉かけや話し方など）を深める。
さらに課題解決に向けた取り組みとその
成果の評価のために利用している。

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

教育実践上の主な業績 年月日

体育・スポーツ経営学、レク
リエーション

２　作成した教科書、教材、参考書

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

マルチメディア機器を利用した授業の展開

所属　 人文学部 人文学科 職名

概要

1965年7月准教授 生年月

スポーツ実技，体育，健康科学論，保育実践演習，レクリエーション論，保育内容「健康」，　チャイルド・ケアゼミ、
特別研究，卒業研究

日本体育学会　日本体育・スポーツ経営学会　日本体育・スポーツ政策学会

Ⅰ　教育活動

熊本大学大学院教育学研究科修士課程修了
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(9)2015年～ 熊本県スポーツ推進審議会委員 熊本県教育長

なし

３　社会的表彰

(1)2018年8月18日 第65回夏期ダンス研修会主催 熊本県女子体育連盟

(2)2018年1月28日 熊本県学校ダンス発表会主催 熊本県女子体育連盟

熊本県学校ダンス発表会　第60回記念「大東文化大学モダン
ダンス部卒業生による熊本公演」主催

熊本県女子体育連盟(3)2018年2月24日

２　公開講座、講演、研究会活動

熊本県教育庁(6)2012年～ スポーツ功労者等表彰に係る候補者選考委員会委員

財団法人熊本県スポーツ振興
事業団

熊本県陸上競技協会

(4)2004年～現在 Ａ級公認審判 日本陸上競技連盟

(5)2006年～現在 特定非営利活動法人ひとづくりくまもとネット理事 特定非営利活動法人ひとづく
りくまもとネット

(1)1992年～現在 熊本県女子体育連盟理事 熊本県女子体育連盟

(3)2001年～現在 キャンプ・インストラクター 日本キャンプ協会

(2)1997年～現在 障害者初級スポーツ指導員 日本障害者スポーツ協会

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(4)2018年3月17日 親子ふれあい教室実施 財団法人熊本県スポーツ振興
事業団・ミズノ（株）グルー
プ主催により熊本県女子体育
連盟理事への委託

(8)2013年～ 一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団評議員（2017年～
2021年）

(7)2013年～ 一般財団法人熊本陸上競技協会評議員（2017年～2021年）
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ﾌﾘｶﾞﾅ インドウ　アキヒサ

氏名　 犬童　昭久

最終学歴 学位　 学校教育学博士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

１　著書

なし

(1)「第11回星野富弘美術館詩歌公募展」における審査会へ
の参加（学外活動）

(2)芦北町立星野富弘美術館における専門委員会への参加
（学外活動）

(3)平成28年度朝日野病院季節の飾り付けボランティアへの
参加（学外活動）

2018年2月2日

2018年2月15日

2017年5月、7月、12月、
2018年3月

芦北町立星野富弘美術館において「第
１１回星野富弘美術館詩歌公募展」に
おける審査委員を務め、入賞・入選作
品あわせて６３点を決定した。

専門委員会において館長の諮問に応
じ、次に掲げる事項（①美術館資料の
収集に関すること、②美術館資料の寄
贈及び寄託に関すること、③美術館の
企画及び運営に関すること）について
専門委員として助言を行った。

朝日野病院北病棟３階フロアにおい
て、各季節ごとの飾り付けを学生（犬
童ゼミ生）と共に行った。

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

「第11回星野富弘美術館詩歌公募展」表彰式における講評 2018年3月17日 芦北町もやい直しセンター（きずなの
里）
優秀作品について審査委員として講評
を行った。

４　その他教育活動上特記すべき事項

(1)教材作成Ⅰ

(2)教材作成Ⅱ

(3)教材作成Ⅲ

2017年4月 7月

2017年9月 2018年1月

2017年9月 2018年1月

「保育内容（表現Ⅱ）」における制作
の仕方等に関する指導用資料の作成

「図画工作」における表現と鑑賞に関
する指導用資料の作成

「図画工作教育法」における指導案作
成等に関する資料の作成

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)授業内容の工夫改善Ⅰ

(2)授業内容の工夫改善Ⅱ

(3)授業内容の工夫改善Ⅲ

講師

図画工作教育、美術教育

美術科教育学会、大学美術教育学会、和文化教育学会、InSEA（国際芸術教育学会）

Ⅰ　教育活動

兵庫教育大学連合学校教育学研究科博士課程

生年月 1970年12月所属　 人文学部 人文学科

フレッシュマンゼミ、美術史、保育内容（表現Ⅱ）、保育の表現技術、図画工作科教育法、小学校教育実習Ⅰ、小学校
教育実習Ⅱ、特別研究Ⅱ、卒業研究、図画工作【幼】【小】、児童教育フィールドワークⅠ、教職実践演習【幼少】、
特別研究

2017年4月 現在

2017年4月 現在

2017年4月 現在

適宜制作や鑑賞を取り入れて関心・意
欲を喚起する授業の組み立てを行っ
た。

美術に関わる諸要素の理解が円滑とな
るよう、具体的な事例を示すことによ
り関心を高める授業展開を行った。

計画に従い授業展開を行うとともに、
実際の学校現場での実例や場面を提供
したり、教員としての資質向上のため
の資料により考え方を深めるべく授業
展開を行った。

職名
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単著 pp.99-108

単著 pp.109-115

単著 pp.24-28

共著 p.15

(1)科学研究費助成事
業 基盤研究（Ｃ）：
研究代表者

2014年4月 現在 研究課題名「幼児・児童を
対象とした日本美術鑑賞教
育プログラムの開発」（H26
～H29)

保育施設や小学校等
における実践事例の
調査をまとめた。

(2)日本美術鑑賞学習
の現状と課題

2017.2.15 九州ルーテル学院大学研究
紀要VISIO

３　その他

なし

３　社会的表彰

なし

２　公開講座、講演、研究会活動

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(2)作家と作品紹介、
作品名「トルソー」

2017.7.28 第１００回記念佐賀美術協
会誌「佐賀美術協会の１０
０年」

編者：田代博己（佐
賀美術協会実行委員
長）

2017年4月28日 6月11日 展覧会『佐賀大学と「美協展」』において彫刻作品を出展

２　論文

(3)「新学習指導要領
における 図画工作科
を通して育む資質・能
力とは」

2018.3.31 群馬大学『教育実践年報』
第７号

(1)造形的な表現と鑑
賞の活動に関する試論
的考察

2017.2.15

佐賀大学美術館、佐賀美術協
会

九州ルーテル学院大学研究
紀要VISIO
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｹﾋﾞﾝ　ｱｸｽﾄﾝ

氏名　 Kevin Axton

最終学歴 学位　 M.A. in TESOL 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

３　その他

なし

２　論文

なし

１　著書

なし

1999年～現在 公開講座：毎年9回英会話をおしえて、
色名トピックやメディアをつかった。

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

Tasks are used to stimulate student participation and
enhance communicative skills.

Student designed commercial videos.
During the process, students must
negotiate scripts and commercial
slogans in English, then they must
film their commercial.  By doing
this the students are indirectly
learning English communication
skills and certain grammar
principles.

４　その他教育活動上特記すべき事項

Word Calendar (英語語彙の勉強ため)の教材を作成 学生にて毎日語彙の使い方のためを作
成。L2のownageを強化、学生のモチ
ベーションは増加する。

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

Ⅰ　教育活動

1965年7月

Anaheim University; TESOL

所属　 人文学部 人文学科

アドバンスト・イングリッシュ・コミュニケーションⅠ、アドバンスト・イングリッシュ・コミュニケーションⅣ、
コミュニケーション・イングリッシュⅡ、コミュニケーション・イングリッシュⅢ、こどもと英語Ⅰ、
こどもと英語Ⅱ、アメリカ史、現代アメリカ論

職名

2001年～現在 ルーテル学院幼稚園の年中と年長英語
で遊ぼうの担当者（毎週1時間）

講師 生年月

English

JALT
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なし

2017年3月21日
2017年7月2日
2017年7月9日
2017年9月16日
2017年10月14日
2017年12月3日

熊本県立球磨商業高等模擬授業講師
熊本県コンソーシアム熊本模擬授業講師
教員免許状更新講習講師
和水小学生English Camp　講師
13回九州地区高校学校英語ディベート審判
宅麻公民館　こどもと英語

３　社会的表彰

１　職務専念義務免除による活動

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

Ⅲ　社会的活動
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ﾌﾘｶﾞﾅ サカモト マサヤ

氏名　 坂本  昌弥

最終学歴 学位　 博士(学術) 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

共著 pp.1-10

共著 pp.149-169

共著 pp.89-99

共同 p.77

所属　 人文学部 人文学科

理科教育法，理科，理科Ⅰ，理科Ⅱ，環境学，生命と進化論，小学校教育実習Ⅰ，教師力演習，教職実践演習

2017年4月～2018年2月 多目的講義室に設置されている電子黒
板を用いて，講義内容を理解しやすく
するための実践・研究を行った。

職名 准教授 生年月

地球物理学・理科教育学

日本理科教育学会，日本地学教育学会，日本地質学会，日本火山学会，阿蘇学会，鹿児島県地学会，仮想実験授業研究
会

Ⅰ　教育活動

1965年5月

鹿児島大学大学院後期博士課程人文社会科学研究
科

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

電子黒板を用いた講義内容の提示および解説

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

４　その他教育活動上特記すべき事項

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

(3)2016年における桜
島火山噴出物の大気環
境影響

2018年3月発行予定 鹿児島県立博物館研究報告
書，37.

坂本昌弥・木下紀正

(2)桜島火山周辺の大
気環境

2018年2月15日 九州ルーテル学院大学，
VISIO，47．

坂本昌弥・木下紀正

３　その他

2014-2015年における
桜島火山ガスと大気粒
状物質の相関

2017年9月22日 日本火山学会2017年度秋季
大会　学会発表及び講演予
稿集

坂本昌弥・木下紀正

阿蘇学会設立準備委員会委員及びワーキングチーム委員

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

阿蘇学会

(1)防災・減災のため
の中学校における総合
的な学習の時間

2018年2月28日 九州ルーテル学院大学人文
学部心理臨床学科，心理・
教育・福祉研究，17.

坂本昌弥・松本隆一

（1）2017年5月～2018年3月

-94-



鹿児島県曽於市教育委員会

３　社会的表彰

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

（2）2018年3月13日 曽於市教育委員会溝ノ口洞穴保存整備事業調査員
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ﾌﾘｶﾞﾅ スナガワ ノリコ

氏名　 砂川　典子

最終学歴 学位　 修士（文学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

なし

なし

２　論文

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)AV教材の利用

(2)TOEIC教材を利用した文法とリーディングの授業

(3)パワーポイントを用いた授業

(4)英語での授業

なし

日本英文学会、日本英文学会九州支部、日本アメリカ文学会、日本アメリカ文学会九州支部、日本比較文化学会（理
事・編集委員）、映像メディア英語教育学会（九州支部運営委員）、日本ナサニエル・ホーソーン協会

Ⅰ　教育活動

1971年11月

九州大学大学院人文科学府言語・文学専攻西洋文
学分野英語学・英文学専修博士後期課程単位取得
満期退学

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

所属　 人文学部 人文学科

英語Ⅰ・Ⅱ、フレッシュマン・ゼミ、リーディング＆ライティングⅢ・Ⅳ、応用英文法、米文学概論、英米文学講読
Ⅱ、特別研究、卒業研究

2010年4月～現在

2011年4月～現在

2012年4月～現在

2013年4月～現在

DVDやビデオを利用して、授業で取りあ
げているテーマや内容に関する知識を
より深める。

TOEIC教材を用いて、TOEICの文法問題
や長文読解の問題に取り組み、学生の
スコアアップにつなげる。

パワーポイントを用いて、ポイントが
明快で理解しやすい授業を行う。

オール・イングリッシュのテキストを
用い、授業も出来る限り英語で行う。

職名 准教授 生年月

英米文学・英米文化
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共同発表

共同発表

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

(1)2017年8月17日

(2)2017年9月2日-3日

第5回九州ヘンリー・ジェイムズ研究会

第7回ヘンリー・ジェイムズ研究会

３　社会的表彰

１　職務専念義務免除による活動

(1)2014年1月～現在

(2)2010年4月～現在
   2016年6月～現在

(3)2011年4月～現在

映像メディア英語教育学会　九州支部運営委員

日本比較文化学会　編集委員
日本比較文化学会　理事

実用技能検定　面接委員

映像メディア英語教育学会

日本比較文化学会

財）日本英語検定協会

学会発表
(1)「ヘンリー・ジェ
イムズの中期小説―
The Princess
Casamassima　と The
Bostoniians」シンポ
ジウム：「リアリズム
をめぐる戦い―ジェイ
ムズとハウエルズの小
説論」
(2)ワークショップ：
『American
Literature and
Neuroscience（アメリ
カ文学と神経科学）』

2017年9月2日

2017年10月15日

第7回ヘンリー・ジェイムズ
研究会（佐賀大学）

第56回日本アメリカ文学会
全国大会（鹿児島大学）

水野尚之
吉田明代

Jane F. Thraiｌ
kill
斎藤園子
Wayne E. Arnold

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

３　その他
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾍﾞﾝｹ

氏名　 Patrick Bencke

最終学歴 学位　
Master of
Education

専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

(1)  2017年６月29日 日米協会国際 symposium 実行委員会第一回 熊本日米協会

なし

なし

なし

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

Ⅲ　社会的活動

なし

３　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

２　論文

２　公開講座、講演、研究会活動

熊本県高等学校英語ディベート大会「Debate Contest」
審査委員

熊本県高等学校英語研究部会

なし

(1)  2017年8月19日 教員免許状更新演習「英語の発音及び発音指導実践」 九州ルーテル学院大学

３　社会的表彰

(3)  2018年3月12日 「発音のしかた」出張講演 熊本県立水俣高等高校

(2)  2017年10月14日

(2)  2018年2月18日 English Teachers in Japan (ETJ)関西Expo 「Teaching
successful English pronunciation」講演

English Teachers in Japan

(3)  2017年11月18日 第13回九州地区高等学校英語ディベート大会「Debate
Contest」     審査委員

熊本県高等学校英語研究部会

４　その他教育活動上特記すべき事項

２　作成した教科書、教材、参考書

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

(4)  2017年12月10日 「Music concert and exhibition of craft-works」student
volunteer recruitment

熊本日米協会

年月日 概要

なし

准教授 生年月

English Education

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

English Teachers in Japan (ETJ)

Ⅰ　教育活動

1964年3月

University of Pittsburgh School of Education

所属　 人文学部 人文学科

コミュニケーション・イングリッシュⅠ、コミュニケーション・イングリッシュⅣ、アドバンスト・イングリッシュ・
コミュニケーションⅡ、アドバンスト・イングリッシュ・コミュニケーションⅢ、アカデミック・ライティングⅠ、
アカデミック・ライティングⅡ、卒業研究、英語で紹介する日本、英語で学ぶ時事問題

職名

教育実践上の主な業績
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾋｬｸﾀｹ　ﾀﾏｴ

氏名　 百武　玉恵

最終学歴 学位　
修士
（英米言語文化）

専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著 pp.1-14

共著 pp.171-182

３　その他

なし

２　論文

(1)分離不定詞に現れ
る否定辞の考察

2017年6月1日 英語表現研究34

１　著書

なし

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

職名 准教授 生年月

英語学

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

1955年2月

北九州市立大学外国語学研究科修士課程修了

所属　

(2)授業評価と規格テストの整合性を図る 2001年4月～現在 「TOEIC テスト演習」において、
TOEIC スコアの目標値を設定し、定期
試験で目標値に到達した学生にはA判定
（80点以上）を与えることで評価基準
と規格テストの整合性を図っている。

人文学部 人文学科

フレッシュマン・ゼミ、英語Ⅱ、リーディング＆ライティング演習Ⅰ、リーディング＆ライティング演習Ⅱ、英語史、
英語学概論、TOEIC テスト演習Ⅰ、TOEIC テスト演習Ⅱ、特別研究、卒業研究

(1)授業外の学習推進の工夫

(2)イギリス英語の特
徴

2018年2月15日 紀要VISIO47 浅田壽男

日本英語学会、日本英文学会、英語語法文法学会、日本英語表現学会、北九州言語研究会

Ⅰ　教育活動

2001年4月～現在 「TOEIC テスト演習」において、授業
外の学習を推進するため図書館に授業
科目の関連教材を常備し、課外学習を
義務付けている。

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
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なし

なし

３　社会的表彰

2001年7月～現在 実用英語技能検定面接委員 財団法人日本英語検定協会

２　公開講座、講演、研究会活動

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾂｲ　ﾏｷ

氏名　 三井　真紀

最終学歴 学位　 修士（教育学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

共著 pp.19～29

単著（研究代表
者）

共著
共著

生年月

保育・幼児教育学

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

Ⅰ　教育活動

1975年4月

埼玉大学教育学研究科学校教育専攻学校教育専修
（幼児教育分野）

フレッシュマン・ゼミ、チャイルドケア・ゼミ、保育原理、幼児理解の研究、幼児教育課程論、保育実践演習、
教職実践演習、保育の表現技術、幼児教育方法、保育者論、保育内容（表現Ⅰ）、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱ、卒業研究

日本保育学会、日本比較文化学会、日本こども社会学会

所属　 人文学部 人文学科 職名 准教授

授業へのコメント、質問の受付およびフィードバック

教育実践上の主な業績

2017年4月～2018年3月 授業内やゼミにおいて、学生からのコ
メントや質問を受ける機会を度々設
け、フィードバックを通した学習に力
を入れた。

２　作成した教科書、教材、参考書

(1)フィンランドにお
ける多文化保育の研究
－移民の子どもと生活
世界－

なし

年月日 概要

子育て支援サークル「くれよん部」顧問 2017年4月～2018年3月 子育て支援サークル「くれよん」顧問
として、学生の活動支援を行うととも
に、スーパービジョン等を実施した。

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

４　その他教育活動上特記すべき事項

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

日本における多文化保
育の政策・実践・研究
の動向と課題

2017年10月 九州ルーテル学院大学紀要
VISIO No.47

３　その他

(2)多文化保育・教育
における保育者・教師
の役割や専門性①
(3)他文化保育・教育
における保育者・教師
の役割や専門性②

2017年5月10日
2017年5月10日

日本保育学会第70回大会
（川崎産業大学）口頭発表

咲間まり子,堀田正
央,石暁玲,林悠子,
内田千春,品川ひろ
み,松山有美,中野明
子,韓在熙

2017年4月～2018年3
月

平成28年度科学研究費助成
事業助成金（基盤研究Ｃ）
＜課題番号16Ｋ04640＞
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(2)2017年4月～2018年3月 セクシャルハラスメント委員

(2)2017年12月（16コマ） 保育士特例教科目 集中講義「乳児保育」講師 九州ルーテル学院大学

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称

なし

日本比較文化学会

３　社会的表彰

熊本市子育て支援員研修会講師「乳幼児の生活と遊び」「乳
幼児の発達と遊び」担当

(1)2017年（4コマ） 熊本市

２　公開講座、講演、研究会活動

１　職務専念義務免除による活動

(1)2017年8月（2コマ） 平成29年度　教員免許更新講習
「世界の子どもと日本の子ども」講師

九州ルーテル学院大学

所属、委託団体、授与機関等
の名称
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｺｳｻﾞｷ　ﾁｶﾖ

氏名　 香﨑　智郁代

最終学歴 学位　
博士
（社会福祉学）

専門分野

担当科目

所属学会

(2)保育内容（環境）、保育内容（人間関係）、保育の心理
学Ⅱ

2018年版　ポケット教育小六法 2018年3月 教育及び、福祉関連法から重要な条項を
抽出し学生がハンディに使え、且つ必要
な条項について編集している。

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

学生のアクティブラーニングを念頭に授
業の中で演習課題を必ず盛り込むように
した。また、グループのなかでの討議や
検討を通して、自ら主体的に学べるよう
に取り組んだ。

(3)教職実践演習 昨年に引き続き、「お魚教室」と題し、
地元の漁業士、行政とともに、魚をさば
くことから食するまでを体験を通して、
鮮魚に触れる体験と食について考える機
会とした。

２　作成した教科書、教材、参考書

人文学部 人文学科

幼稚園教育実習Ⅰ・Ⅱ　保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、保育内容（環境）、保育内容（人間関係）、保育の心理学Ⅱ、フレッシュ
マン・ゼミ、
チャイルドケア・ゼミ、教職実践演習、保育実践演習

(1)幼稚園教育実習Ⅰ 授業では、他の学生の模擬保育の評価
シートを作り、互いの模擬授業内容につ
いて省察できるようにした。また、実習
後に実習報告会を設定し、それぞれの実
習内容を振り返ることで次の実習に向け
ての課題を自分で明確にしていく機会と
した。就職担当の職員とも連携し、就職
に向けての取り組みも盛り込んだ。

職名 准教授 生年月

子ども家庭福祉・地域子育て
支援

日本保育ソーシャルワーク学会、日本乳幼児教育学会、日本保育学会、日本人間関係学会、こども環境学会

Ⅰ　教育活動

1976年1月

熊本学園大学大学院社会福祉学研究科博士後期課
程

所属　

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし
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単著・共著の別 該当頁数

共著 pp.348-353

共著 Ｑ8（pp.33-35）
Ｑ15（pp.57-59）

共著 Ch.3(pp.33‐45)

共編著 第8編

共著 Ch.3(pp.18－24)

共編著 Ch.12(pp.96－
102)

2018年3月 晃洋書房 伊藤良高・大津尚
志、橋本一雄、荒井
英治郎、池上徹、岡
田愛、塩野谷斉、冨
江英俊、中谷彪、永
野典詞、森本哲也

(4)2018年版ポケット
教育小六法

(5)乳児保育のフロン
ティア

2018年3月 伊藤良高・伊藤美佳
子編著

晃洋書房

(6)乳児・幼児教育の
フロンティア

2018年3月 晃洋書房 伊藤良高・宮崎由紀
子・香﨑智郁代・橋
本一雄　編

(3)子どもの豊かな育
ちを支えるソーシャ
ル・キャピタル

2018年2月 ミネルヴァ書房 伊藤良高・牧田満知
子・立花直樹編著

１　著書

(1)保育士2018年度版
完全合格テキスト上

2017年10月 翔泳社 保育士試験対策委員
会（著）汐見稔幸
（監）永野典詞、汐
見和恵、木村純、小
林美由紀

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

(2)保育ソーシャル
ワーカーのおしごとガ
イドブック

2017年10月 晃洋書房 伊藤良髙・伊藤美佳
子・鶴宏史・三好明
夫・永野典詞・吉田
祐一郎・香﨑智郁
代・桐原誠・山本佳
代子・下坂剛・宮崎
由紀子・若宮邦彦・
小口将典・丸目満
弓・北野幸子
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調査協力

Ⅲ　社会的活動

年月日

(3)2017年4月～2018年3月 広崎保育園、たつだの森保育園、第２さくら幼楽園、菊池さ
くら保育園、北合志保育園、舞原保育園、城南慈光保育園、
きらら保育園、川辺保育園　スキルアップ研修講師

公益財団総合健康推進財団九
州支部

３　その他

熊本地震を経験した
「育児中の女性」への
アンケート報告書

2018年3月 熊本市男女共同参画センター
はあもにい

(1)2017年9月3・4日 学会認定資格「保育ソーシャルワーカー」養成研修　講師 日本保育ソーシャルワーク学
会

委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(1)2017年9月～2018年3月 非常勤講師（年齢別保育Ａ） 熊本学園大学

(2)2013年10月～現在に至る 学会事務局理事・事務局書記 日本保育ソーシャルワーク学
会

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

(2)2017年8月20日、10月29日 熊本市子育て支援員研修　講師 熊本市健康福祉子ども局保育
幼稚園課

３　社会的表彰

熊本県子育て支援員研修　講師 公益財団総合健康推進財団九
州支部

(3)2017年11月29日

(4)2018年1月27日 佐賀県子育て支援員研修　講師 公益財団総合健康推進財団九
州支部

２　論文

なし

-105-



ﾌﾘｶﾞﾅ ｼﾞｬｯｸﾘﾝ ﾍﾞﾝｹ

氏名　 Jacqueline Bencke

最終学歴 学位　 M.A. 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

なし

1970年3月

University of Minnesota

所属　 人文学部 人文学科 職名 講師 生年月

International Education
and Music Education

宗教音楽A、宗教音楽B、宗教音楽C、英語発音演習I

なし

Handbell Musicians of America、American Choral Director's Association、International Council of
Ethnodoxology、Japan Evengelical Missionary Association、Wisconsin Teaching License

Ⅰ　教育活動

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

Kwansei　Gakuin: Kansai ETJ English Language Teaching
Expo

2018年2月17日 Teaching successful English
Pronunciation

４　その他教育活動上特記すべき事項

第３回FD研修会　ASL授業　反省・発表 2017年3月9日 重度聴覚障がいの学生の受講する
英語科目の教授法と評価方法、並びに
情報保障方法の開発

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

なし

２　公開講座、講演、研究会活動

Newsletters: 8回アメリカのルーテル教会に行って、KLCと
熊本教会の宣教師活動について発表

Ⅲ　社会的活動

2017年4月1日～2018年3月31日

３　社会的表彰

１　職務専念義務免除による活動

(1)

室園教会 奏楽、熊本教会 国際礼拝音楽指導
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐｽﾞﾏﾁ　ｱｲ

氏名　 水町　愛

最終学歴 学位　 修士（教育学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

なし

なし

２　論文

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

講師 生年月

音楽教育

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

1980年3月

佐賀大学教育学研究科教科教育専攻音楽教育専修
修了

所属　

(2)実技発表会の実施 2017年4月1日～2017年10月
27日

「器楽Ⅲ」「器楽Ⅳ」「器楽Ⅴ」にお
いて、音楽実技の様々な学習成果を発
表させる機会を数多く設けた。発表と
鑑賞および相互評価の経験を重ねるこ
とを通して、ピアノ演奏や歌唱等の
様々な表現技術を向上させ、保育・教
育現場での実践力を身につけることに
活かした。４年生では卒業演奏発表会
を実施したが、４年間の集大成の発表
を１～３年生にも鑑賞させたことによ
り、相互の意識を高めることに繋げる
ことができた。

人文学部 人文学科

器楽Ⅰ、器楽Ⅱ、器楽Ⅲ、器楽Ⅳ、器楽Ⅴ、保育実践演習

職名

なし

Ⅰ　教育活動

(1)出席カードの活用 2017年4月1日～2017年10月
27日

出席カードにより出席を管理するとと
もに、講義の感想および質問や意見を
学生が記入する時間を確保し、毎時間
回収した。この内容を確認すること
で、学生理解を深めるとともに授業改
善にも活かした。

なし
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ピアノ独奏

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰

1　職務専念義務免除による活動

なし

(1)GRUPPE-WA 第11回
サロンコンサート

2017年5月 場所：MUSICASA（代々木上
原）
曲目：「アラベスク」ハ長
調 op.18／R.シューマン

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

３　その他
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾜﾀﾞ　ﾕﾐｺ

氏名　 和田　由美子

最終学歴 学位　 博士（心理学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

研究代表者科学研究費基盤C
幼児におけるネガティ
ブではない泣きの表出
と理解

2017 2019年度 科学研究費基盤C
(17K04393)

和田由美子
（研究協力者：井﨑
美代）

なし

３　その他

なし

２　論文

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

webを活用した事前・事後学修の実施

なし

日本心理学会、日本感情心理学会、日本生理心理学会、日本老年行動科学会、日本動物心理学会，日本行動神経内分泌
研究会

Ⅰ　教育活動

1968年8月

筑波大学大学院博士課程心理学研究科　修了

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

所属　 人文学部 心理臨床学科

行動科学概論、生理心理学、学習心理学、心理学外書講読Ⅰ、心理学実験実習、心理学研究法、
フレッシュマン・ゼミ、心理臨床学の基礎、特別研究、卒業研究、生理心理学特論（大学院），研究指導（大学院）

2017年度前期・後期 授業資料をweb上にアップし、学生が授
業前に授業内容を確認し，事前学修を
行えるようにした。また、事後学修の
結果を学生にweb入力させることで、学
生と教員の利便性を計った。「生理心
理学」では復習効果をたかめるため
に，事後学修の復習問題の回答入力直
後に正誤と得点が表示されるよう入力
画面を構成した。

職名 教授 生年月

実験心理学、生理心理学
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２　公開講座、講演、研究会活動

なし

(1)2017年7月12日

(2)2017年 8月10日

(3)2017年2月22日

出張講義　「感情心理学入門：涙の不思議」

教員免許状更新講習（こころの問題へのアプローチ～幼児・
児童・生徒への支援と教師のメンタルヘルス）「認知の個人
差：理解と支援」

模擬講義「心理学ってなんだろう」

八代東高校

九州ルーテル学院大学

菊池高校大学訪問
（於：九州ルーテル学院大
学）

３　社会的表彰

１　職務専念義務免除による活動

2017年8月23-25日 集中講義・非常勤講師「比較心理学」 福岡県立大学人間社会学部人
間形成学科

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｱﾘﾑﾗ　ﾀﾂﾕｷ

氏名　 有村　達之

最終学歴 学位　
医学博士
（乙 九州大学）

専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の
別

該当ページ数

共著 pp.1-15

共著 pp.388-396

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

なし

慢性痛患者の心理アセ
スメントのキーポイン
ト - 慢性痛と怒り -

2017年5月 日本臨床麻酔学会誌　37巻　
3号

田代雅文、有村達
之、細井昌子

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

１　著書

２　論文

病気のひとのこころ 2018年1月25日 誠信書房 編者；松井三枝、井
村修、著者；有村 
達之、腹巻 豊、井
村 弘子、小池 眞規

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名称
（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

(2)認知行動療法の体験学習 2016年10月 2018年2月 心理専門職として業務を遂行する上で必
要な認知行動療法の技術について、受講
生自らが半年間認知行動療法を体験する
という講義を行った。受講生からはスト
レスとのつきあい方がわかったなどの感
想があり、好評であった。実際に受講前
後で受講学生の平均ストレス反応得点が
統計学的に有意に減少していた。

なし

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)教育相談における事例理解力向上の試み 2016年10月 2018年2月 カウンセラーとしての実践力を強化する
ため、架空事例を用いて見立ての実習を
数回にわたって行ったのが学生からは好
評であった。

所属　 人文学部 心理臨床学科

臨床心理学、心理査定法、フレッシュマン・ゼミ、卒業研究、特別研究I・II、心理学研究法、教育相談、
医療心理学、心理臨床学の基礎、認知行動療法

概要

生年月

臨床心理学、心身医学、
慢性疼痛、認知行動療法

職名 教授

Ⅰ　教育活動

1963年10月

九州大学大学院教育学研究科博士後期課程教育
心理学専攻単位取得後退学

日本認知療法学会、日本認知・行動療法学会、日本心身医学会、日本慢性疼痛学会、日本心理学会、
日本心理臨床学会、日本人間性心理学会

教育実践上の主な業績 年月日
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なし

2017年11月15日 「認知行動療法による援助者のセルフケア」 済生会熊本病院

３　社会的表彰

２　公開講座、講演、研究会活動
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾜﾀ　ｼｮｳｲﾁ

氏名　 河田　将一

最終学歴 学位　 修士（教育学） 専門分野

担当科目

所属学会

(2)ワークシートの作成 2003年4月～2018年3月 演習課題では、ワークシートを作成し
て、学生が主体的に課題に取り組み、
実施後のフィードバックがしやすいよ
うにしている。

(1)発達障がい児への個別学習支援「金曜教室」の実践と学
生ボランティアの養成

2004年4月～2018年3月 発達障がいを有する小中学生、高校生
への個別学習支援の企画運営と学生ボ
ランティアの養成。

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

2003年4月～2018年3月 担当科目の一部においては、DVD教材を
活用した講義を行っている。

(4)毎時間の感想文と自己チェックの実施 2003年4月～2018年3月 毎時間学生に感想文を書いてもらい、
併せて出席・遅刻、受講態度、私語に
ついて学生自身が主体的にチェックす
るようにし、それにコメントを書いて
返却するようにしている。

(5)特別支援現場等での支援体験活動 2003年4月～2018年3月 授業以外の体験活動として、療育活動
や小学校での特別支援ボランティア、
特別支援学校の授業見学や行事支援を
取り入れ、体験的に知見を得るように
している。

２　作成した教科書、教材、参考書

(1)事例紹介を通した教授 2003年4月～2018年3月 担当科目の多くは、臨床にかかる講義
であることから、事例を紹介しながら
詳説することで、学生の理解を促すよ
うにしている。

(2)PowerPointを利用した教授 2006年4月～2018年3月 担当科目の一部においては、
PowerPointによるプレゼンテーション
を活用した講義を行っている。

(3)DVD教材を利用した教授

(3)ダウン症児・者支援実践と学生ボランティアの養成 2003年4月～2018年3月 日本ダウン症協会熊本支部が行う療育
活動に対して、ダウン症の知識を有す
る学生を育成・派遣。

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

(2)熊本市及びその近郊の小学校における特別支援教育学生
ボランティアの養成と派遣

2004年4月～2018年3月 特別支援教育にかかる県内通常学校等
での補助教員的役割をもつ学生ボラン
ティアの養成と派遣。

(6)学期末の授業評価 2004年4月～2018年3月 学期末ごとに授業評価アンケートを実
施し、改善計画を提示している。

(1)資料の配布 2006年4月～2018年3月 担当科目の一部においては、必要に応
じて補足資料を配布し、理解を深めて
いる。

1972年1月

熊本大学大学院教育学研究科障害児教育専攻修了
特別支援教育学、
臨床発達心理学

発達障害者の心理、発達障害者の適応援助、発達援助の技法、軽度発達障害教育総論（心理等）、
軽度発達障害教育総論（教育課程等）、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱ、卒業研究、特別支援学校教育実習Ⅰ、
特別支援学校教育実習Ⅱ、人間と障害（心理）、人間と障害（人文）、障害者心理学特論Ⅰ（大学院）、
障害者心理学特論Ⅱ(大学院）、障害者支援学実習Ⅰ（大学院）、障害者支援学実習Ⅱ（大学院）、
研究指導（大学院）

日本特殊教育学会、日本LD学会、日本発達障害学会、日本特別支援教育システム学会、日本保育ソーシャルワーク学
会、日本小児保健協会、九州臨床心理学会

Ⅰ　教育活動

所属　 人文学部 心理臨床学科 職名 教授 生年月
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単著・共著の別 該当ページ数

単著 pp.2-3

共著 PF1-12

単著

(2)2013年4月～現在 日本LD学会編集委員（全国学会誌査読） 一般社団法人日本LD学会

(９)2014年4月～現在 熊本県教育振興基本計画（第2期）推進委員 熊本県教育委員会

(1)2012年4月～現在 「心理学評論」論文査読者（全国専門誌査読） 心理学評論研究会

(11)2018年1月～現在 日本LD学会代議員 一般社団法人日本LD学会

(10)2016年6月～現在 特別支援教育士資格認定協会被災地支援委員会副委員長 一般社団法人特別支援教育士
資格認定協会

(8)2013年4月～現在 熊本県立盲学校いじめ防止対策委員 熊本県教育委員会

(6)2008年4月～現在 熊本県立宇土高等学校／宇土中学校学校評議員・スクールカ
ウンセラー・いじめ防止対策委員

熊本県教育委員会

(1)2000年4月～現在 日本臨床心理士会／熊本県臨床心理士会正会員 日本臨床心理士会、熊本県臨
床心理士会

(2)2005年4月～現在 公益財団法人日本ダウン症協会熊本支部顧問 公益財団法人日本ダウン症協
会熊本支部

(4)2007年4月～現在 日本特別支援教育士会熊本支部会員（2011年4月～支部長） 日本特別支援教育士会熊本支
部会

(5)2007年4月～現在 熊本市北部地域発達支援ネットワーク代表 熊本市北部地域発達支援ネッ
トワーク、熊本市

(3)2007年4月～現在 熊本市教育委員会特別支援教育専門家チーム委員 熊本市教育委員会

(7)2012年4月～現在 熊本市就学支援委員 熊本市教育委員会

日本ダウン症協会熊本支部
会報「きぼう」第43号

河田将一(1)熊本地震における
ダウン症児・者の心身
の健康に関する調査
（中間まとめ）

2017年4月

(2)私立高等学校にお
ける特別支援教育の体
制整備の充実に関する
研究

2017年10月 日本LD学会第26回大会発表
論文集

織田佐智子、河田将
一

２　論文

１　著書

２　論文査読

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　社会的活動にかかる役職等

３　その他

熊本日日新聞 教育コ
ラム「こころノート」
執筆

2017年6月、9月、12
月、2018年3月

熊本日日新聞社

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）
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(1)2016年5月 熊本市教育委員会子ども教育相談室研修講師 熊本市教育委員会

(18)2018年3月 宇城市立豊福小学校授業研究会講師・助言者 宇城市教育委員会、宇城市立
豊福小学校

(17)2018年2月 熊本県立盲学校いじめ防止対策委員会研修講師 熊本県立盲学校

(16)2017年12月 熊本県立盲学校いじめ防止対策委員会研修講師 熊本県立盲学校

(14)2017年11月 熊本市教育委員会特別支援教育専門家派遣（熊本市北－5ブ
ロック特別支援教育研修）講師

熊本市教育委員会

(15)2017年11月 宇城市立豊福小学校授業研究会講師・助言者 宇城市教育委員会、宇城市立
豊福小学校

(13)2017年9月 宇城市立豊福小学校授業研究会講師・助言者 宇城市教育委員会、宇城市立
豊福小学校

(11)2017年8月 熊本県特別支援教育研究会夏季研修大会分科会助言者 熊本県特別支援教育研究会

(12)2017年8月 日本ダウン症協会熊本支部夏期療育合宿保護者研修会講師 日本ダウン症協会熊本支部

(9)2017年8月 九州ルーテル学院大学教員免許状更新講習「こころの問題へ
のアプローチ」講師

九州ルーテル学院大学

(10)2017年8月 九州ルーテル学院大学教員免許状更新講習「教育の連続性を
考慮した幼少連携」講師

九州ルーテル学院大学

(5)2017年7月 宇城市立松橋中学校特別支援教育校内研修講師 宇城市立松橋中学校

(8)2017年8月 熊本市教育委員会特別支援教育専門家派遣（熊本市立西原中
学校特別支援教育研修）講師

熊本市教育委員会

天草市保育所連盟保育者研修会講師 天草市保育所連盟

(4)2017年7月 熊本県立盲学校いじめ防止対策委員会研修講師 熊本県立盲学校

(7)2017年7月 八代市千丁中学校校区特別支援教育合同研修会講師

(6)2017年7月

八代市教育委員会

八代市鏡中学校校区特別支援教育合同研修会講師 八代市教育委員会

なし

４　社会的表彰

３　公開講座、講演、研究会活動

(2)2016年5月 宇城市立豊福小学校授業研究会講師・助言者 宇城市教育委員会、宇城市立
豊福小学校

(3)2017年7月
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ﾌﾘｶﾞﾅ ナカムラケイコ

氏名　 中村 敬子

最終学歴 学位　 学士 専門分野

担当科目

所属学会

熊本県放課後児童支援員認定資格研修会での講演 2017年9月23日
2017年10月29日
2017年12月9日
2018年1月27日

放課後支援員に対し、障がいのある児
童への基本的な生活習慣の習得の援助
や自立に向けた支援等に必要な知識技
能について具体的に講義した。

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)障がい児教育等に関する情報を新聞記事等から収集す
る。

(2)ゲストを招いての講義①

(3)ゲストを招いての講義②

教授 生年月

特別支援教育学

日本特殊教育学会

Ⅰ　教育活動

1948年10月

熊本大学教育学部養護学校教員養成課程

所属　 人文学部 心理臨床学科

人間と障害、重複障害教育総論（心理等）、重複障害教育総論（教育課程等）、コミュニケーション障害者の適応援
助、肢体不自由教育総論、病弱教育総論、特別支援教育実習Ⅰ、特別支援教育実習Ⅱ、卒業研究

2017年前期

2017年6月8日

2017年7月18日

特別支援教育や福祉等に関心を持ち、
考える力を育成することを目的とし
て、学生に情報を収集させ考えたこと
を発表させた。発表後に、学生の発表
に対してコメントした。（病弱教育総
論）

特別支援学校の教育課程・指導法の実
際への理解を深めるため、熊本県立熊
本かがやきの森支援学校スーパー
ティーチャー（井上礼二先生）をゲス
トとしてお招きし、重複障がい児の①
教育課程、②教科別の指導について講
話いただいた。（重複障害教育総論
（教育課程等））

病弱の子どもを育てている末満さん
（熊本県立黒石原支援学校の保護者を
ゲストとしてお招きし、保護者の立場
から子育ての喜びや苦労、日頃心がけ
ていることなどについて講話をしてい
ただいた。（病弱教育総論）

職名
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２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰

１　職務専念義務免除による活動

なし

２　論文

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

なし

３　その他

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐｼﾛ　ﾀﾞｲｽｹ

氏名　 三城　大介

最終学歴 学位　 社会福祉学修士 専門分野

担当科目

所属学会

２　作成した教科書、教材、参考書

大学院での「精神保健福祉特論」の資料 2017年度通年 三城の研究対象であるIPSプログラム
（精神障害者の為の就労支援プログラ
ム）のフィールドで検証データや、そ
の効果を裏付ける質的研究で得られた
データを講義に用いて、実際の精神障
害者への支援状況の理解に役立てた。
また、演習的な講義では、実際に社会
復帰を目指している精神障害者用に作
成したIPSプログラムを、個人情報に充
分配慮した上で、実際の事例を使って
実施した。実際のフィールドで行なわ
れていることなので、受講学生の関心
は高かった。それ以外にも、薬物依存
症回復施設大分ダルクの支援活動の一
として、厚労省の薬物対策班の支援を
受けて行っている刑務所での薬物事犯
受刑者へのカウンセリング活動で得ら
れた実践報告など、コミュニティー
ワーカーとしての実践状況をリアルタ
イムで受講学生に伝えている。

(2)ゼミ教育の充実 2017年度通年 ゼミ教育を充実させるために、三城が
運営を支援している精神障害者の就労
に積極的に取り組んでいる多機能型施
設（NPO法人ちちんぷいぷいあけぼの）
で、夏休みを利用して体験入職、実際
の援助者やマネジメントの実際を体験
させた。また、熊本県てんかん協会が
開催する転換キャンプやそのほかの行
事に積極的に参加を促し、臨床力の育
成にも心がけた。

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(1)精神保健福祉士国家試験合格の為の対策講座の実施（単
以外の講座として開設）

2017年度通年 精神保健福祉士国家試験受験対策とし
て開設。前期は、国家試験受験科目の
内、共通科目を中心に週2コマ実施、後
期は受講学生の習熟度とメンタル面で
のサポートを考慮し週に6コマまでパラ
サイトして実施した。加えて夏期、冬
期休みにはそれぞれ5日間25コマの集中
講座と模擬試験を実施して、合格者増
を目指した。最後まで受講した17名の
学生のうち14名が合格した。

職名 教授 生年月

精神科リハビリテーション学

日本障害者リハビリテーション学会、日本てんかん学会、日本精神障害者リハビリテーション学会

Ⅰ　教育活動

1964年5月

九州保健福祉大学大学院社会福祉学研究科博士課
程満期退学

所属　 人文学部 心理臨床学科

社会福祉思想史、社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ、地域福祉論、地域福祉方法論、社会保障論Ⅰ・Ⅱ、
精神科リハビリテーション学Ⅰ・Ⅱ、特別研究、卒業研究、精神保健福祉学特論Ⅰ・Ⅱ（大学院）、
研究指導（大学院）
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熊本就労支援研究会での世話人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年度より継続中

単著・共著の別 該当頁数

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

３　その他

なし

２　論文

なし

１　著書

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

熊本県内の対人援助職（施設や病院の
ワーカー・教員・公的機関の職員等）
で組織する研究会（会員数約200人）の
世話人会にルーテル着任後すぐに参
加。研究会の運営に携わる。それによ
り、県内の支援機関等々や卒業生、他
大学等々とのネットワークを作る。

Ⅱ　研究活動

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

合志市見守りサポーター研修 2015年度より開講し継続中 合志市の母子や児童を対象にした虐待
やDVを未然に防ぐための地域見守りサ
ポーター研修が前12回の講義形式で実
施された。そのなかの3回を担当。

大分県・大分市・大分県議会
自民党政策部会・大分てんか
ん協会・徳田弁護士事務所・

(4)2015年3月～継続中 多機能型施設でのIPSモデルの実証実験

(1)2002年～継続中 薬物依存症回復施設大分ダルクの運営 法務省・大分保護観察所・河
村クリニック・大分ダルク支
援会

(2)2006年～継続中 大分刑務所内での薬物事犯受刑者へのグループワーク 厚労省薬物対策班・大分刑務
所・大分保護監察所・熊本刑
務所

大分精神障害者就労推進ネットワークの活動

NPO法人ちちんぷいぷいあけ
ぼの

(5)2012年4月～継続中 熊本県障害者就労支援研究会の世話人 熊本県内の精神科医療機関、
行政、福祉施設、特別支援学
校と共同で研究会を主宰

(3)2005年11月～継続中

(6)2015年5月～2019年6月 合志市まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議座長 合志市が主催する合志市総合
戦略会議の座長

(8)2017年6月～継続中 公益社団法人日本てんかん協会理事 政策担当理事として2017年6
月就任

(7)2015年10月～2018年10月 熊本市精神保健福祉審議会委員 熊本市が精神保健福祉法とう
に基づいて実施する精神保健
福祉審議会の委員
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２　公開講座、講演、研究会活動

なし

３　社会的表彰

(2)2017年9月17日

(1)2017年9月16日 社会福祉士国家試験対策講座「社会保障」「地域福祉の理論
と方法」

大分県社会福祉士会

講演「てんかん患者と就労継続支援施設」 てんかん協会熊本支部

(3)2017年12月8日 合志市地域見守りサポーター養成研修3 合志市

(4)2017年12月15日 合志市地域見守りサポーター養成研修4 合志市

(5)2018年1月19日 合志市地域見守りサポーター養成研修10 合志市

(6)2018年1月21日 講演「てんかん講座」 日本てんかん協会
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｼｻﾞｶ　ﾏｻｺ

氏名　 石坂　昌子

最終学歴 学位　 博士（心理学） 専門分野

担当科目

所属学会

なし

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

2013年4月～2017年11月 毎回、複数のテキストから独自に資料を
作成、配付し、それにそって授業を進め
た。その際、パワーポイントで作成した
り、最新の知見や図表などの視覚教材を
取り入れたりすることによって、学生の
理解度と学習意欲の向上を図った。

人文学部 心理臨床学科

【学部】心理学、人格心理学、精神分析学、心理査定法、フレッシュマン・ゼミ、心理臨床学の基礎、卒業研究

2013年4月～2017年11月 授業では、臨床現場の心理士としての経
験や事例を紹介することで、あまり現場
体験のない学生にも具体的に理解できる
よう努めた。

職名 准教授 生年月

臨床心理学

日本心理学会、日本心理臨床学会、日本精神分析学会、日本教育心理学会、日本発達心理学会、国立医療学会、
日本臨床死生学会、日本健康支援学会、日本保健医療行動科学会

Ⅰ　教育活動

1978年9月

九州大学大学院人間環境学府人間共生システム専
攻心理臨床学コース博士後期課程単位取得満期退
学

(2)学生からの意見や質問へのフィードバック 2013年4月～2017年11月 毎回、授業で学生へ感想・意見・質問な
どを記す出席カードを配付、回収し、そ
の内容をふまえて、次回の授業開始時に
前回の復習や質問への回答をした。双方
向の授業展開となるように工夫しなが
ら、学生の理解度を把握し高め、毎回の
授業内容の改善に活かした。また、授業
の感想を紹介することによって、個々の
学生が、他学生の理解を学び、自分自身
の学修の振り返りともなる機会を設け
た。

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

所属　

(1)臨床現場の紹介

(3)視聴覚機材の活用 2013年4月～2017年11月 まず、視聴覚教材を学修へ活用する意義
を検討することで、学生の視聴へのモチ
ベーションを高める一助とした。その
後、授業内容と関連した精神疾患や発達
障害、医療などのDVDや絵画、音楽を視
聴することで、学生の理解を深めたり、
関連分野に対する関心・問題意識を向上
させたりした。視聴後は、授業内容と関
連付けて解説をし、学生の感想・意見・
質問を取り上げて全体にフィードバック
をすることで理解の定着を図った。

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

レジュメの作成
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単著・共著の別 該当ページ数

共著

共著

共著 p.343

共著 p.344(4)重度肢体不自由者
の心理社会的変化(2)
―大学生活後半におけ
るQOLに着目して―

2017年9月22日 日本心理学会第81回大会 石坂昌子・
糟谷知香江・
河津巌

(3)重度肢体不自由者
の心理社会的変化(1)
―大学進学までのライ
フヒストリーから―

2017年9月22日 日本心理学会第81回大会 糟谷知香江・
石坂昌子・
河津巌

(1)2016年4月～2018年3月 世話人 熊本市難病・疾病友の会（ボ
チボチの会）

(2)2010年6月～2018年3月 心理査定委託相談員 福岡女学院大学臨床心理セン
ター

(2)2017年7月25日 こころの健康づくり計画研修会
「アサーション―現状と対策―」

独立行政法人国立病院機構熊
本再春荘病院

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名称
（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

１　著書

３　その他

(5)科学研究費助成事
業・若手研究(B)・研
究代表者「難病患者・
家族のQOLに関する
フィードバック面接の
試み」（課題番
号:15K17316）

２　論文

なし

(1)Comparison of
Baum Test and
Resilience between
Japan and Malaysia

2017年7月12日 The 15th EFPA European
Congress of Psychology
(RAI Amsterdam Convention
Centre)

Emi Kodama,
Chong Gan,
Masako Ishizaka,
Kazuko Yoshioka

(2)Comparing
Japanese and Koreans
awareness about the
psychological
distance between
university students
and their parents

2017年7月12日 The 15th EFPA European
Congress of Psychology
(RAI Amsterdam Convention
Centre)

Kazuko Yoshioka,
Haruka Nakamura,
Emi Kodama,
Masako Ishizaka

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

３　社会的表彰

面接指導員 福岡県立大学大学院心理教育
相談室

２　公開講座、講演、研究会活動

熊本県精神保健福祉審議会

(4)2017年4月～11月17日

(1)2015年3月20日～2017年11月14日 心理療法士 独立行政法人国立病院機構熊
本再春荘病院

(3)2016年9月20日～2018年3月 熊本県精神保健福祉審議会委員
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ﾌﾘｶﾞﾅ イワナガ　ヤスシ

氏名　 岩永　靖

最終学歴 学位　
修士（精神保健
学）

専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

共著 pp.80-86
pp.176-182
pp.273-279

３　その他

なし

２　論文

なし

１　著書

第17回～第19回精神保
健福祉士国家試験専門
科目問題解答・解説集

2017年6月7日 へるす出版 公益社団法人日本精
神保健福祉士協会編
集

メンタルサポーターの学生派遣と指導 2011年10月～現在 不登校児童生徒への学習支援

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

(2)精神保健福祉援助実習指導Ⅰにおける精神科医療機関見
学

人文学部 心理臨床学科

心理臨床学の基礎、精神保健福祉論Ⅰ、精神保健福祉論Ⅱ、精神保健福祉現場体験、精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、精
神保健福祉援助実習指導Ⅱ、精神保健福祉援助実習指導Ⅲ、精神保健福祉援助実習、学校ソーシャルワーク論、学校
ソーシャルワーク演習、学校ソーシャルワーク実習指導、学校ソーシャルワーク実習、特別研究、卒業研究

(3)視覚教材の利用 2017年4月～2018年3月 それぞれの授業内で精神障害者の生活
やスクールソーシャルワーカーなどに
関するDVDなどを活用し、学生のPSW、
SSWや精神障害に対する具体的な理解を
深めることができた。

職名 准教授 生年月

精神保健福祉、学校ソーシャ
ルワーク

2017年11月13日 次年度実習に行く3年次生に対して、桜
が丘病院の協力を得て、病棟や関連施
設の見学、精神科病院の概要、精神保
健福祉士の実際についての講義を実施
し、実習に向けての意識向上を図るこ
とができた。

日本学校ソーシャルワーク学会、日本児童青年精神医学会、日本子ども虐待防止学会、日本ブリーフサイコセラピー学
会

Ⅰ　教育活動

1964年2月

九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科
精神保健学専攻　修了

所属　

(1)精神保健福祉援助実習におけるグループスーパービジョ
ンの実施

2017年5月8日～2017年6月2
日

実習期間中に2回の帰校日を設けグルー
プスーパービジョンを実施し、実習場
面での気づきを深めることができた。
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(3)2017年9月24日 『チーム学校～国の指針とSSW～』香川スクールソーシャル
ワーカー協会9月定例研修会

香川スクールソーシャルワー
カー協会

(4)2017年10月7日 『学校ソーシャルワークとは？』平成29（2017）年度熊本学
園大学付属高校「学部・学科研究会」

熊本学園大学付属高校

(10)2018年2月27日 『保小中・地域連携とスクールソーシャルワーカーの役割』
住吉けんこう委員会講師

住吉けんこう委員会

(8)2018年2月1日 『支援体制の構築～事例から学ぶ～』平成29年度阿蘇市特別
支援連携協議会研修会

阿蘇市教育委員会

(9)2018年2月10日

九州ルーテル学院大学

(5)2017年11月1日 『子どもの貧困ワーク』合志市地域の家族見守りサポーター
養成講座講師

合志市

(7)2018年1月12日 『保護者への対応』合志市地域の家族見守りサポーター養成
講座講師

合志市

(6)2017年12月22日 『児童虐待が及ぼす影響』合志市地域の家族見守りサポー
ター養成講座講師

合志市

(1)2017年4月25日 『スクールソーシャルワーカーの実務について』熊本県教育
委員会新規任用スクールソーシャルワーカー研修会講師

熊本県教育委員会

日本学校ソーシャルワーク学会九州沖縄ブロック第10回研究
大会シンポジウム『スクールソーシャルワーカーが行うアウ
トリーチについて考える』座長

日本学校ソーシャルワーク学
会九州沖縄ブロック

２　公開講座、講演、研究会活動

(2)2017年8月19日 『教育現場におけるソーシャルワーク』教員免許状更新講習
「学校と地域の教育相談」講師

(12)2015年11月～現在 合志市女性・子ども支援協議会会長 合志市

(13)2015年11月～現在 子どもの司法と精神保健・福祉を考える会副会長 子どもの司法と精神保健・福
祉を考える会（熊本）

(10)2014年5月～現在 熊本県いじめ防止対策連絡協議会委員 熊本県教育委員会

(11)2017年8月～現在 熊本県いじめ防止対策審議会会長 熊本県教育委員会

(8)2013年6月～現在 熊本県精神保健福祉士協会副会長 熊本県精神保健福祉士協会

(9)2014年4月～現在 宇土市教育委員会スクールソーシャルワーカー 宇土市教育委員会

(6)2012年7月～現在 日本学校ソーシャルワーク学会全国理事 日本学校ソーシャルワーク学
会

(7)2013年5月～現在 日本学校ソーシャルワーク学会編集委員長 日本学校ソーシャルワーク学
会

(5)2012年4月～現在 熊本県スクールソーシャルワーカースーパーバイザー 熊本県教育委員会

(3)2003年4月～現在 熊本アルコール関連問題学会理事 熊本アルコール関連問題学会

(4)2009年6月～現在 メンタル対策委員会委員 財団法人熊本県学校保健会

(1)1999年4月～現在 熊本精神科リハビリテーション研究会理事 熊本精神科リハビリテーショ
ン研究会

(2)2001年4月～現在 熊本県こころの健康チームアドバイザー 財団法人熊本県学校保健会

なし

３　社会的表彰

(14)2016年6月～現在 公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国理事 公益社団法人日本精神保健福
祉士協会

(15)2017年2月～現在 宇土市いじめ問題対策連絡協議会委員 宇土市教育委員会

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｶｽﾔ　ﾁｶｴ

氏名　 糟谷　知香江

最終学歴 学位　 博士（文学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

共著 pp.17-29

共著 pp.11-19

共著

共著

所属　 人文学部 心理臨床学科 職名 准教授 生年月

なし

社会心理学、教育心理学

社会心理学、教育心理学、心理学統計法Ⅱ、心理測定法、心理学、フレッシュマンゼミ、心理臨床学の基礎、特別研究、
卒業研究、教育心理学特論（大学院）、研究指導（大学院）

なし

日本心理学会、日本社会心理学会、日本教育心理学会、日本発達心理学会、東北心理学会

Ⅰ　教育活動

東北大学大学院文学研究科博士後期課程

1971年8月

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名称
（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

３　その他

発達障害児を持つ母親
の時間的展望の変化：
「人生紙芝居」を用い
た自伝的語りの再構成

2018年2月 心理・教育・福祉研究 第17
号

糟谷知香江・村田ひ
ろみ・河瀬未来世・
河津 巖

重度肢体不自由者の心
理社会的変化(2)：大
学生活後半における
QOLに着目して

2017年9月 日本心理学会第81回大会 石坂昌子・糟谷知香
江・河津 巖

（学会発表）
重度肢体不自由者の心
理社会的変化(1)：大
学進学までのライフヒ
ストリーから

2017年9月 日本心理学会第81回大会 糟谷知香江・石坂昌
子・河津 巖

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

肢体不自由の当事者は
バリアフリー絵本『わ
たしの足は車いす』を
どう受け止めるか：障
害理解教育の観点から

2018年2月 VISIO No.47 糟谷知香江・柴田美
優・池福 泉・村上
祐紀・佐藤 凛・一
門惠子

なし

-125-



(2)2017年11月 くまもと県民カレッジ主催講座　知って守ろう心と体：「い
つもと違う」そんなときこそ

２　公開講座、講演、研究会活動

なし

(1)2017年8月 教員免許状更新講習　こころの問題へのアプローチ～幼児･
児童･生徒への支援と教師のメンタルヘルス「レジリエンス
の理解と強化："折れない心"を育てるために」

熊本県生涯学習推進センター

九州ルーテル学院大学

３　社会的表彰
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ﾌﾘｶﾞﾅ ｻｻｷ　ｼﾞｭﾝｼﾞ

氏名　 佐々木　順二

最終学歴 学位　
博士（心身障害
学）

専門分野

担当科目

所属学会

第13回日本聴覚障害学生高等教育支援
シンポジウム内で開催されたコンテス
トで、聴覚障害学生と教職員４名の共
同でポスター発表を実施。手話サロン
の活動を中心に、手話カフェ、課外講
座「手話と聾文化」の取り組みを紹
介。プレゼンテーション賞を受賞し
た。

2017年度障がいのある学生の修学支援に関する講演会「障が
い学生支援が創出する「価値」」の企画・実施

2017年12月9日 障がい学生サポート委員会の企画を、
委員のメンバーと共同で企画・実施。
第一部では「障害のある学生の修学支
援に関する検討会報告書（第二次まと
め）」に関する講演（筑波技術大学・
白澤麻弓准教授）、第二部では、学生
企画「私たちの創出する価値―自立の
姿と共生社会―」を実施。障がい学生
自身の成長の機会ともなった。

「本学の英語科目における合理的配慮
と課題―教員及び学生の振り返りから
―」と題し、聴覚障害学生の英語教職
履修に向けた準備、担当教員による教
授法・評価方法の開発、本人及び支援
者の振り返りからみえる課題について
報告。

(3)聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト2017 2017年10月28日

４　その他教育活動上特記すべき事項

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

(1)福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校・聴覚障がい者進学
支援セミナー・講話

2017年8月22日 福岡高等聴覚特別支援学校の生徒、保
護者、教職員、福岡県内の高等教育機
関の関係者を対象に、「本学における
聴覚障がい学生の修学と聴覚障がいへ
の理解」と題し、本学の支援の現状、
学生の成長について講話を実施。

(2)平成29年度教育関係共同利用拠点事業・語学教育のイ
コールアクセスを考える・事例報告

2017年9月9日

事前学修、事後学修に用いる資料、
ワークシート、補足資料をポータルサ
イトにアップロードし、受講生の授業
外での学修の促進を図った。

(1)国立情報学研究所の研究者用ポータルサイトresearchmap
を活用した事前学修・事後学修の促進

2017年4月～2018年2月

心理臨床学科

【学部】人間と障害、障害者教育総論Ⅰ、障害者教育総論Ⅱ、聴覚障害教育総論（教育課程等）、聴覚障害教育総論
（心理等）、コミュニケーション障害者の心理、特別支援学校教育実習Ⅰ、特別支援学校教育実習Ⅱ、フレッシュマ
ン・ゼミ、特別研究、卒業研究
【大学院】障害者臨床教育学特論Ⅱ、研究指導

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

職名 准教授 生年月

障害原理論、聴覚障害教育学

日本特殊教育学会、障害科学学会、ろう教育科学会、日本聴覚言語障害学会、社会事業史学会、日本社会福祉学会、日
本特別ニーズ教育学会、日本盲教育史研究会

Ⅰ　教育活動

1972年10月

筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科

所属　 人文学部
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単著・共著の別 該当頁数

共著 pp.445-461
pp.738-743
pp.902-904

単著 pp.7-8

(2)2018年2月 第２回学校評議員会 熊本県立熊本聾学校

２　公開講座、講演、研究会活動

大学コンソーシアム熊本　教員免許状更新講習「インクルー
シブ教育の日本的文脈を考える」

大学コンソーシアム熊本教員
免許状更新講習事業部会

(2)2017年7月8日、8月18日 九州ルーテル学院大学　教員免許状更新講習「インクルーシ
ブ教育の日本的文脈を考える」

九州ルーテル学院大学

(1)2017年7月8日

１　職務専念義務免除による活動

2018年2月 明石書店、総1342頁

３　その他

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

2017年10月28日 聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト2017・プレゼ
ンテーション賞（共同発表者としての受賞）

日本聴覚障害学生高等教育支
援ネットワーク

３　社会的表彰

(1)2017年6月 第１回学校評議員会

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

熊本県立熊本聾学校

義務就学制実施後の聾
教育の目的論と言語指
導法の整備―昭和30年
代までの公立校と私立
校の比較―

2017年7月 ろう教育科学会第59回大会
資料集

２　論文

１　著書

『日本障害児教育史
[戦前編]』

中村満紀男編著

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

-128-



ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｶﾉ　ﾐﾕｷ

氏名　 高野　美雪

最終学歴 学位　 博士（医学） 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

共著 2018年3月 pp.21-31

(3)熊本大学・理化学研究所による小児疲労検査 2013年4月～現在 研究協力者として、医療機関にかかる
不登校児に対し、疲労に関わる認知検
査を実施している。研究補助として学
生も参加している。

(1)熊本県立涌心館高校スクールカウンセラー

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

2011年4月～現在 医療機関にかかる不登校児、発達障害
児、病弱児に対して当大学大学生をサ
ポーターとして家庭に派遣した。

なし

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

２　作成した教科書、教材、参考書

なし

なし

２　論文

2011年4月～現在 学校現場においてカウンセリングを実
施している。

(2)生活・学習支援サポーター

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

発達障がいのある子ど
もと家族の避難生活上
の困難さや必要な支援
について～熊本地震に
おける影響～

長澤久美子、高野美
雪

心理・教育・福祉研究第17
号

３　その他

１　著書

1966年3月

熊本大学大学院医学薬学研究科博士課程修了

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

所属　 人文学部 心理臨床学科 職名 准教授

日本小児神経学会、日本衛生学会、日本小児精神神経学会、日本LD学会、日本発達心理学会、日本音楽療法学会、日本
学校メンタルヘルス学会、日本疲労学会

生年月

Ⅰ　教育活動

予防医学、学校教育臨床

発達アセスメント、発達心理学、障害児保育、カウンセリング、教育相談【中高】、特別研究Ⅰ・Ⅱ、
卒業研究、学校臨床心理学特論、障害心理査定特論、修士論文研究指導
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(4)2017年8月25日 熊本市特別支援教育研究会夏季研修
「WISCⅣの見方と通級児童への 学習支援・指導への活用に
ついて」

熊本市立帯山小学校

合志市役所

２　公開講座、講演、研究会活動

(3)2017年11月8日 合志市地域サポーター養成講座
「家族問題と地域の気づきと見守り子どもの発達・愛着問題
について」

(5)2018年1月16日 平成29年度合志市生涯学習後期主催事業生涯学習主催講座
「現代人のための心と体の処方箋～豊かに生きるために～
気づいている？今の自分 やってみよう！心の健康チェッ
ク」

西合志図書館集会室

なし

(6)2017年6月14日 熊本中央高校特別支援教育講演「発達障がいってなんだろう
サポートを考えてみよう 」

熊本中央高校

３　社会的表彰

熊本県立ひのくに特別支援高等学校　学校評議員

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

熊本県立ひのく特別支援高等
学校

(1)2014年４月～現在 委員 熊本市人権啓発市民協議会

１　職務専念義務免除による活動

(2)2011年4月～現在

(3)2015年9月～現在 JICA草の根技術協力事業（平成27年度～平成29年度）
「タイにおける知的障がい児支援人材育成プロジェクト」事
業協力者

熊本大学医学部公衆衛生学
JICA

(6)2014年4月～現在 熊本県臨床心理士会　学校支援担当理事・SCコーディネー
ター  震災対応、緊急支援SC対応

熊本県臨床心理士会

(2)2017年5月20日 熊本県立湧心館高校育友会定期総会
「見直そう！生活リズムと健康」

熊本県立湧心館高等学校

(1)2017年9月～10月 講師、熊本県実習指導者講習会「教育心理学」 熊本県看護協会

(4) 2011年4月～2013年3月、2015年4月
～現在（2014年度改カリの為、1年閉
講）

非常勤講師　科目名「衛生学（担当：学校保健）」 熊本大学医学部公衆衛生学

(5)2015年4月～現在 熊本県障害児審査委員 熊本県教育委員会
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ﾌﾘｶﾞﾅ ﾆｼ　ｱｷｵ

氏名　 西　章男

最終学歴 学位　 修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当ページ数

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

社会福祉学会、キリスト教社会福祉学会、日本福祉教育ボランティア学習学会、ケアマネジメント学会

Ⅰ　教育活動

1964年12月

大分大学大学院福祉社会科学研究科修士課程

所属　 人文学部 心理臨床学科

教育実践上の主な業績 年月日 概要

職名 准教授 生年月

ソーシャルワーク

精神保健福祉援助実習、精神保健福祉援助演習、精神保健福祉援助演習Ⅰ、精神保健福祉現場体験、相談援助、
ボランティア学修論、ボランティア体験学修、フレッシュマン・ゼミ、特別研究Ⅰ・Ⅱ、卒業研究

２　論文

なし

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

２　作成した教科書、教材、参考書

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(1)2008年3月～現在

(2)2016年4月～現在

なし

１　著書

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行又は発表の年月
日

発行所又は発表雑誌等の名
称（巻・号数を含む）

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

なし

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

熊本県社会福祉士会理事 社団法人熊本県社会福祉士会

九州大学軟式野球連盟理事 全国大学軟式野球連盟

熊本中央YMCA運営委員 熊本中央YMCA

(5)2014年～ 法人後見事業運営検討委員会委員 熊本市社会福祉協議会

(4)2012年4月～現在

(3)2009年4月～現在 社会福祉法人やまびこ福祉会理事 社会福祉法人やまびこ福祉会
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なし

大分県社会福祉介護研修セン
ター

(10)2017年8月20日

３　社会的表彰

「介護支援専門員実務研修受講試験」直前対策セミナー（模
擬試験及び要点の解説等）

(11)2017年8月23日 日田玖珠グループホーム連絡協議会研修会 日田玖珠グループホーム連絡
協議会

(12)2017年8月25日 社会福祉法人菊愛会職員研修会 菊愛会

(13)2017年8月30日 益城中学校教職員研修会 益城中学校

(14)2017年9月2日 地域支え合いセンターアドバイザー（熊本市東部交流セン
ター）

熊本県社会福祉士会

(15)2017年9月12日 熊本市社会福祉協議会指定受入施設担当職員研修会 熊本市社会福祉協議会

(8)2017年7月16日

(17)2017年9月22日 大分県老施協在宅部門研修会 大分県社会福祉協議会

(2)2018年1月20日・1月28日・2月17
日・2月25日

大分県介護支援専門員更新・実務研修 大分県社会福祉協議会

平成29年度介護福祉士実習指導者講習会「スーパービジョン
の意義と活用及び学生理解」

大分県介護福祉士会

(9)2017年7月25日、8月8日、8月18日

(3)2017年5月31日

大分県社会福祉介護研修セン
ター

平成29年度「介護支援専門員実務研修受講試験」、「受験準
備講習会（要介護・要支援認定）」

社会福祉施設新任介護担当職員研修会　相談援助とケアマネ
ジメント

大分県社会福祉介護研修セン
ター

(7)2017年7月15日

平成29年度福岡県主任介護支援専門員研修会「スーパービ
ジョン」

福岡県介護支援専門員協会

(5)2017年6月15日 水俣市地域密着型サービス事業者公募選定委員会 水俣市

(6)2017年7月8日 中間市市民後見人フォローアップ研修 中間市

２　公開講座、講演、研究会活動

(1)2017年5月21日 九州社会福祉学会分科会「医療福祉」コーディネーター 九州社会福祉学会

(4)2017年6月6日 熊本県生活保護課担当職員研修会 熊本市健康福祉局福祉部保護
管理援護課

(16)2017年9月16日 熊本県社会福祉士会益城ブロック研修会 熊本県社会福祉士会

(18)2017年10月31日・11月14日・11月
28日・12月19日・2018年2月14日・3月6
日・

福岡県主任介護支援専門員更新研修 福岡県介護支援専門員協議会

(19)2017年11月7日 福岡市支え合いの会研修会 福岡市支え合いの会

(20)2017年11月11日 熊本県社会福祉士会熊本市中央・西・北ブロック合同研修会 熊本県社会福祉士会

(21)2017年11月19日 益城町男女共同参画センター講演会 益城町男女共同参画センター

(22)2017年11月21日 熊本市主任介護支援専門員研修会 熊本市介護支援専門員協議会

(23)2017年11月24日 玖珠町介護支援専門員協議会研修会 玖珠町介護支援専門員協議会

(24)2017年12月8日 上天草市介護支援専門員協議会研修会 上天草市介護支援専門員協議
会

(28)2018年2月20日～22日 地域支え合いセンターアドバイザー派遣事業研修会（大津
町、熊本市、甲佐町）

熊本県社会福祉協議会

(29)2018年3月9日 日本ソーシャルワーク教育学校連盟九州ブロック研修会講師 日本ソーシャルワーク教育学
校連盟

(25)2017年12月13日 社会福祉法人同心会「福祉講座」講師 社会福祉法人同心会（臼杵
市）

(26)2017年12月25日 福岡県社会福祉協議会生活支援員研修会 福岡県社会福祉協議会

(27)2018年1月30日 合志市生涯学習講座 合志市

-132-



ﾌﾘｶﾞﾅ ヒサザキ タカヒロ

氏名　 久崎　孝浩

最終学歴 学位　 人間環境学修士 専門分野

担当科目

所属学会

単著・共著の別 該当頁数

単著 pp.33-49

日本心理学会，日本発達心理学会，日本感情心理学会，International Society of Infant Studies，American
Psychological Association

Ⅰ　教育活動

1974年1月

九州大学大学院博士課程単位取得退学

所属　

(2)2017年4月1日～2018年3月31日 編集委員 日本感情心理学会

(2)情報処理室の利用 2017年4月～2018年1月

人文学部 心理臨床学科

フレッシュマンゼミⅠ，心理臨床学の基礎，乳幼児臨床心理学，児童心理学，青年心理学，心理学統計法Ⅰ，心理学実験
実習，心理測定法，特別研究，卒業研究，心理学統計法特論（大学院）

(1)視聴覚教材の利用 2017年4月～2018年1月 児童心理学や乳幼児臨床心理学におい
て，乳幼児・児童に関する実験やドキュ
メンタリーを映像で示すことで，子ども
の標準的な発達や不健全な発達について
学生の理解が深まるよう努めた。

職名 准教授 生年月

発達行動学・感情心理学

２　作成した教科書、教材、参考書

教育実践上の主な業績 年月日 概要

１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

心理測定法や心理学実験・実習におい
て，収集したデータを情報処理室内のPC
を使って分析することを通じて，データ
分析法に関する学生の理解が深まるよう
努めた。

なし

３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

なし

４　その他教育活動上特記すべき事項

なし

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の名称
発行または発表の年
月日

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名（共著
の場合のみ記入）

１　著書

なし

２　論文

乳幼児期における“他
者の心”の理解の発達
に対する情動的映し出
しの機能に関する試論

2018年2月28日 心理・教育・福祉研究:心理
臨床学科紀要論文集

久崎孝浩

３　その他

なし

Ⅲ　社会的活動

年月日 委員、講演テーマ・研修会、賞・表彰等の名称
所属、委託団体、授与機関等
の名称

１　職務専念義務免除による活動

(1)2017年4月1日～2018年3月31日 スクールカウンセラー 湧心館高等学校

(3)2017年6月3・4日 非常勤講師（担当：心理学実験３） 放送大学（熊本学習セン
ター）
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２　公開講座、講演、研究会活動

なし

なし

３　社会的表彰
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２.2017年度授業参観ウィーク（試行）報告
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３．授業評価アンケート

本資料は、2017 年度の各期末に学生に実施した授業評価アンケート調査結果を収録したものである。 調

査科目は以下のとおりである。 

調査科目一覧 

前 期 後 期 

科目名 ｸﾗｽ 回答者数 科目名 ｸﾗｽ 回答者数

フレッシュマン･ゼミ 1 全必 175 TOEIC テスト演習Ⅱ 3 ｷｬﾘｱ 5

TOEIC テスト演習Ⅰ 3 ｷｬﾘｱ 8 アカデミック・ライティングⅡ 3 ｷｬﾘｱ 11

アカデミック・ライティングⅠ 3 ｷｬﾘｱ 24 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 1 ｷｬﾘｱ 11

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 1 ｷｬﾘｱ 11 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣ 2 ｷｬﾘｱ 7

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 2 ｷｬﾘｱ 9 エアライン講座 1 ｷｬﾘｱ 15

アメリカ史 3 ｷｬﾘｱ 26 カウンセリング（小児期・思春期） 2 全選 29

キャリア・デザインⅡ 3 全選 7 キャリアデザインⅠ 2 全選 59

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 3 全選 39 キリスト教Ⅰ 1C1･2 必 38

キリスト教Ⅰ 1H1･2 必 38 キリスト教Ⅰ 1C3･4 必 43

キリスト教Ⅰ 1H3･4･5 必 64 キリスト教Ⅱ 1H3･4･5 必 60

キリスト教Ⅱ 1C1･2 必 35 キリスト教Ⅱ 1H1･2 必 37

キリスト教Ⅱ 1C3･4 必 34 キリスト教と文学 3 全選 29

グローバル・スタディーズ 1H 必,1C 必 178 キリスト教と倫理 2 全選 14

こどもと英語Ⅰ 3ｷｬﾘｱ,3児童 28 キリスト教保育 1 保育 32

こどもの食と栄養 2 保育 30 こどもと英語Ⅱ 3ｷｬﾘｱ,3児童 16

こどもの保健Ⅱ 2 保育 30 こどもの保健Ⅰ 1 保育 33

こどもの保健Ⅲ 2 保育 29 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ 1 ｷｬﾘｱ 17

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ 1 ｷｬﾘｱ 16 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ 1 ｷｬﾘｱ 13

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ 1 ｷｬﾘｱ 15 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅣ 2 ｷｬﾘｱ 14

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅢ 2 ｷｬﾘｱ 12 コミュニケーション障害者の心理 2C 76

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅢ 2 ｷｬﾘｱ 16 コミュニケーション障害者の適応援 2C 80

ｽﾋﾟｰﾁ＆ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄⅠ（a） 3 ｷｬﾘｱ 15 ジェンダー学 3 全選 44

ｽﾋﾟｰﾁ＆ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄⅠ（b） 3 ｷｬﾘｱ 10 スピーチ＆ディベートⅡ(a) 3 ｷｬﾘｱ 8

ソーシャルワーク論 2 全選 71 スピーチ＆ディベートⅡ(b) 3 ｷｬﾘｱ 10

ソフトウェア検定演習 3 ｷｬﾘｱ 13 チャイルド・ケアゼミ 1保育、1C 33

データベース論 3 ｷｬﾘｱ 26 ハングルⅡ 1 全選 36

ハングルⅠ 1全選 58 プログラミング言語 2 ｷｬﾘｱ 25

ボランティア学修論 1H 必 101 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1 ｷｬﾘｱ 23
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調査科目一覧（つづき） 

ボランティア学修論 1C 必 71 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ 1 ｷｬﾘｱ 20

マーケティング論 2 ｷｬﾘｱ 30 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 2 ｷｬﾘｱ 15

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1 ｷｬﾘｱ 20 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅳ 2 ｷｬﾘｱ 19

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 1 ｷｬﾘｱ 21 英語Ⅱ 1C 必 24

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 2 ｷｬﾘｱ 21 英語Ⅱ 1H 必 22

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅲ 2 ｷｬﾘｱ 21 英語Ⅱ 1H 必 36

レクリエーション論 2 全選 19 英語Ⅱ 1C 必 26

医療心理学 1C 82 英語Ⅱ 1H 必 33

英語Ⅰ 1H 必 26 英語Ⅱ 1C 必 24

英語Ⅰ 1C 必 24 英語で学ぶ時事問題 3 ｷｬﾘｱ 8

英語Ⅰ 1C 必 24 英語科教育法Ⅱ 3T 10

英語Ⅰ 1H 必 35 英語科教育法Ⅳ 4T 7

英語で紹介する日本 3 ｷｬﾘｱ 12 英語学概論 2 ｷｬﾘｱ 26

英語科教育法Ⅰ 3T 12 英語通訳演習Ⅱ 3 ｷｬﾘｱ 20

英語科教育法Ⅲ 4T 7 英米文学講読Ⅱ(評論） 3 ｷｬﾘｱ 6

英語史 2 ｷｬﾘｱ 13 英語発音演習Ⅱ(a) 2 ｷｬﾘｱ 8

英語通訳演習Ⅰ 3 ｷｬﾘｱ 33 英語発音演習Ⅱ(b) 2 ｷｬﾘｱ 28

英語発音演習Ⅰ(a) 2 ｷｬﾘｱ 21 応用英文法 1 ｷｬﾘｱ 47

英語発音演習Ⅰ(b) 2 ｷｬﾘｱ 23 応用言語学 3 ｷｬﾘｱ 13

英米文学講読Ⅰ(小説） 3 ｷｬﾘｱ 3 学校ソーシャルワーク実習指導 4C 5

音楽【小】 1 ｷｬﾘｱ,1C 31 学校ソーシャルワーク論 3C 26

音楽【小】 1 児童 31 環境学 1C 必 83

音楽【幼】 1 保育,1C 37 環境学 1H 必 106

音楽科教育法 3 児童,3T 42 企業情報管理論 3 ｷｬﾘｱ 24

家庭科教育法 3 児童,3T 43 企業経営論(後期へ) 3 ｷｬﾘｱ 25

家庭 2児童、2T 36 器楽Ⅱ 1H3 17

家庭支援論 3 保育 28 器楽Ⅱ 1 ｷｬﾘｱ,1C 30

学校ソーシャルワーク演習 4C 6 器楽Ⅱ 1H4 17

学校ソーシャルワーク実習指導 4C 5 器楽Ⅱ 1 児童 31

学習心理学 3C 67 器楽Ⅲ 2 保育,2C 36

器楽Ⅰ 1H4 17 器楽Ⅳ 3H3、4 38

器楽Ⅰ 1児童,1ｷｬﾘｱ 器楽Ⅴ 4 保育 22

基礎英文法 1 ｷｬﾘｱ 55 カリキュラム論【中高】 3T 13

教育経営学【中高】 2T 26 カリキュラム論【幼小】 3 児童,3T 29

教育原論【中高】 2T 20 教育経営学【小】 2児童,2T 42

教育原論【幼小】 2 こども,2T 55 教育経営学【幼】 2保育,2C 29
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調査科目一覧（つづき） 

教育心理学【中高】 3C,3T 53 教育相談【幼小】 3 こども,3T 64

教育心理学【幼小】 2 こども,2T 68 教育方法【小】 2 児童,2T 25

教育法規 3 児童,3T 54 教育方法【中高】 2T 23

教職論【小】 2 児童,2T 39 教師力演習 1 児童,1T 79

教職論【中高】 2T 23 教職実践演習【小中高】 4T 28

教職論【幼】 2 保育,2C 30 教職実践演習【幼】 4 こども,4T 19

経済学 1 全選 52 経営学 1 全選 93

軽度発達障害教育総論（心理等）（教育課程等） 3C 75 現代アメリカ論 3 ｷｬﾘｱ 23

現代社会論 3 全選 39 現代社会とメディア 3 ｷｬﾘｱ 20 

公民科教育法Ⅰ 3T 6 健康科学論 1 全選 142

行動科学概論 1C 68 公的扶助論 2C 50

国語【小】 1 児童,1T 63 公民科教育法Ⅱ 3T 8

国語【幼】 1 保育,1C 37 算数 2 児童,2T 28

国語科教育法 3 児童,3T 39 肢体不自由教育総論 2C 62

国際ビジネス論 3 ｷｬﾘｱ 32 肢体不自由者の心理・生理・病理 2C 66

国際理解英語 3 全選 33 児童家庭福祉 1 保育 45

算数科教育法 3 児童,3T 43 社会 2 児童,2T 40

視覚障害教育総論(心理等)(教育課程等) 3C 79 社会学 2 全選 54

児童心理学 2 こども,2C 61 社会心理学 2C 77

社会科教育法 3 児童,3T 43 社会的養護内容 2 保育 28

社会的養護 2 保育 36 社会福祉原論Ⅱ 1C 必 76

社会福祉 1 保育 33 社会保障論Ⅱ 3 こども,3C 26

社会福祉原論Ⅰ 1C 必 77 小学校英語指導者原論 2ｷｬﾘｱ,2児童 25

社会福祉思想史 2C 5 小学校音楽演習Ⅱ 2 児童 15

社会保障論Ⅰ 3 保育,3C 36 小学校音楽演習Ⅳ 3 児童 11

社会力育成論 2 全選 67 障害者教育総論Ⅱ 2C 47

小学校音楽演習Ⅰ 2英＋小、小 12 情報活用基礎 1H5（再履修者） 21

小学校音楽演習Ⅰ 2小+特 26 情報活用基礎 1 ｷｬﾘｱ 12

小学校音楽演習Ⅲ 3 T 12 情報活用基礎 1C 24

小学校音楽演習Ⅴ 4 児童 5 情報活用基礎 1 ｷｬﾘｱ 22

障害児保育 2 保育 30 情報活用基礎 1C 18

障害者の病理・保健 3C 83 情報検定演習Ⅱ 2 ｷｬﾘｱ 7

情報基礎 1H1･2 必 21 情報表現論 2 全選 15

情報基礎 1C3･4 必 25 情報表現論 2 全選 13
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調査科目一覧（つづき） 

情報基礎 1H3･4･5 必 24 食育論 3 全選 59

情報基礎 1C1･2 必 17 心理学外書講読Ⅱ 3C 12

情報基礎 1H1･2 必 16 心理学研究法 3C 68

情報基礎 1C3･4 必 22 心理臨床学の基礎 1C 必 79

情報基礎 1H3･4･5 必 25 神経心理学 1C 7

情報基礎 1C1･2 必 18 図画工作【小】 1児童 29

情報検定演習Ⅰ 2 ｷｬﾘｱ 16 図画工作【小】 1C,1ｷｬﾘｱ 32

情報処理ネットワーク論 3 ｷｬﾘｱ 21 図画工作【幼】 1H3 16

食育論 4全選 79 図画工作【幼】 1H4,1C 20

心理学 1H 選 47 生活【小】 2 児童,2T 39

心理学 1C 必 74 生活【幼】 3 保育,3C 37

心理学外書講読Ⅰ 3C 20 生徒指導論(進路指導を含む。)【中高】 2T 26

心理学外書講読Ⅲ 4C 4 精神医学Ⅱ 3C 27

心理学統計法Ⅰ 2C 71 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ 2C 35

心理学統計法Ⅱ 3C 34 精神科ソーシャルワーク論Ⅲ 4C 12

心理査定法(a) 3C 40 精神科リハビリテーション学Ⅱ 3C 27

心理査定法(b) 3C 50 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 3C 21

心理測定法 3C 21 精神保健学Ⅱ 2C 48

心理測定法 3C 22 精神保健福祉援助演習Ⅰ(a) 3C 21

人格心理学 2C 63 精神保健福祉援助演習Ⅲ 4C 13

人間と障害 1H 選 64 精神保健福祉論Ⅰ 1C 41

人間と障害 1C 必 72 精神保健福祉論Ⅲ 2C 32

人権論 3 全選 17 青年心理学 2C 54

図画工作演習 2 児童,2T 42 相談援助 3 保育 29

図画工作科教育法 3 児童,3T 35 体育【小】 2児童,2ｷｬﾘｱ 19

政治学 2 全選 18 体育【小】 2C 17

生活科教育法 3 児童,3T 43 体育【幼】 2H4 14

生徒指導論(進路指導を含む。)【小】 2 児童,2T 35 体育【幼】 2H3,2C 14

生命と進化論 3 全選 13 地域福祉方法論 2C 32

生理心理学 2C 87 中国語Ⅱ 2 全選 8

精神医学Ⅰ 3C 10 哲学 1 全選 53

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ 2C 40 特別活動の指導【小】 2 児童,2T 39

精神科ソーシャルワーク論Ⅲ 3C 28 日本語文章表現法Ⅱ 1 児童,1C 2

精神科リハビリテーション学Ⅰ 3C 30 日本語文章表現法Ⅱ 1 ｷｬﾘｱ,1C 8
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調査科目一覧（つづき） 

精神分析学 3C 48 日本国憲法(a) 2 全選 35

精神保健学Ⅰ 2C 62 日本国憲法(b) 2 全選 55

精神保健福祉援助演習Ⅱ 4C 15 乳幼児臨床心理学 1 保育,1C 43

精神保健福祉論Ⅱ 2C 37 認知行動療法 2C 61

精神保健福祉論Ⅳ 3C 24 発達援助の技法 3C 81

体育科教育法 3 児童,3T 40 病弱者の心理・生理・病理 3C 80

地域福祉論 2 保育,2C 31 保育の心理学Ⅱ 3 保育 28

中国語Ⅰ 2 全選 29 保育の表現技術 2 保育 26

聴覚障害教育総論（心理等）（教育課程等） 3C 68 保育実習指導Ⅰ 2 保育 30

重複障害教育総論(心理等)(教育課程等) 3C（前期） 54 保育実習指導Ⅱ 3 保育 30

道徳教育の理論と実践【小】 3 児童,3T 43 保育者論 2 保育 29

道徳教育の理論と実践【中】 3T 12 保育相談支援 3 保育 29

特別活動の指導【中高】 2T 24 保育内容(言葉) 1H4,1C 17

日英語比較 3 ｷｬﾘｱ 8 保育内容(言葉) 1H3 16

日本語文章表現法Ⅰ 1C 8 保育内容(人間関係) 2 保育 26

日本語文章表現法Ⅰ 1H1(1C) 19 保育内容(表現Ⅰ) 1 保育,1C 35

日本語文章表現法Ⅰ 1H2･5 57 幼児教育課程論 3 保育,3C 34

乳児保育 2 保育 30 幼児教育方法 2 保育,2C 29

発達アセスメント(a) 2C 38 幼稚園教育実習Ⅰ 3 保育,3C 29

発達アセスメント(b) 2C 21 理科 2 児童 16

発達障害者の心理 2C 92 理科 2 ｷｬﾘｱ,2C 23

発達障害者の適応援助 2C 76 歴史学 1 全選 58

発達心理学 1C 76

秘書学(a) 2 全選 47

秘書学(b) 2 全選 14

非行・犯罪心理学 3C 84

美術史 2 全選 37

病弱教育総論 2C 63

福祉行財政論 2C 34

福祉法学 3C 28

米文学概論 2 ｷｬﾘｱ 24

保育の心理学Ⅰ 3 保育 30

保育の表現技術 2 保育 26
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調査科目一覧（つづき） 

保育原理 2 保育 29

「ｸﾗｽ」欄の見方 左側の数字：

学年 中央の文字：以下参照 右

側の数字：ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 

例）2全選：2年次・共通教育科目・選択科目

全学年共通 全：共通教育

科目 H：人文学科専門教育

科目 

ｷｬﾘｱ：人文学科ｷｬﾘｱ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ専攻専門教育科目 

こども：人文学科こども専攻専門教育科目 C：心

理臨床学科専門教育科目 

必：必修科目 

選：選択科目 

T ：教職課程 

保育実習指導Ⅰ 2 保育 30

保育実践演習 3 保育 29

保育内容(環境) 2 保育 30

保育内容(健康) 2 保育 28

保育内容(総論) 1 保育,1C 38

保育内容(表現Ⅱ) 1H3 17

保育内容(表現Ⅱ) 1H4,1C 19

幼児理解 3 保育,3C 36

幼稚園教育実習Ⅰ 3 保育,3C 35

幼稚園教育実習Ⅰ 4 こども,4C 29

理科演習Ⅰ 2小＋特 25

理科演習Ⅰ 2英+小、小 16

理科演習Ⅱ 3 児童 13

理科教育法 2 児童 15

理科教育法 2 ｷｬﾘｱ,2C 23

臨床心理学 2C,3 保育 60
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実施時期 2017年度前期

調査対象 1．授業に対するあなた自身の取り組みについて

　実施科目数 203 科目 　　①この授業にどの程度出席しましたか

回答学生合計延べ人数

全体 6632 人

　　④事前学修・事後学修によって、授業の理解は進みましたか

<学年別内訳> 　　⑤事前学修・事後学修によって、授業への参加意欲は高まりましたか

　１年 2185 人 　　⑥授業の到達目標について、目標は達成できましたか

　２年 2058 人

　３年 1922 人 2．授業について

　４年 359 人 　　①事前学修・事後学修についての説明は十分でしたか

　５年以上 14 人 　　②事前学修・事後学修の課題は授業に有効でしたか

　長期履修学生 26 人 　　③授業は『講義概要（シラバス）』に沿って実施されましたか

　科目等履修生 6 人 　　④授業で、先生の熱意や意欲は感じられましたか

　不詳 62 人 　　⑤先生は、授業をわかりやすくする工夫をしていましたか

　　⑥質問した時に、適切に答えてもらいましたか

<性別内訳> 　　⑦授業中は勉強に集中できる雰囲気でしたか

　男性 1355 人 　　⑧全体として、この授業は有意義でしたか

　女性 5147 人 　　⑨この授業について、要望や感想があれば記述してください

　不詳 130 人

調査結果（全体）

質問項目Ⅰ－① （人）

質問項目Ⅰ－② （人）

質問項目Ⅰ－③ （人）

30分～60分

213

全体 214

120分以上

717

　　③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均すると
　　　 どのくらいでしたか

3076110

60分～120分

全体

②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを知っていますか

誤記入いいえ

質 問 項 目

1～3回欠席 4回以上欠席 誤記入

26

はい

授業評価アンケート調査結果（講義科目・演修科目）

①この授業にどの程度出席しましたか

毎回出席

4644 1824

　　②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを
　　　 知っていますか

全体 137

誤記入

139

ほとんどやっていない

27202841

③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

- 1 -
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回答の平均値（全体）
評価基準 五段階評価

＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

平均値（質問項目Ⅰ－④～⑥）

④ ⑤ ⑥

4.1 4.1 4.2

平均値（質問項目Ⅱ－①～⑧）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

4.3 4.3 4.4 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5

調査結果（学年別）

質問項目1－① （人）

質問項目Ⅰ－② （人）

1年 2045 96

65

0

21

101

81

1735

44

24

3324年

長期履修学生

②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを知っていますか

はい

212 53 1

470

（「５：はい」「４：どちらかといえばはい」「３：どちらともいえない」「２：どちらかといえばいいえ」「１：いいえ」）

毎回出席

いいえ 誤記入

1280 605 30

5091657 4

1～3回欠席

15

4回以上欠席 誤記入

21 4 1

93

1911

4年

1年

長期履修学生

2年

3年

2年

3年

全体

全体

①この授業にどの程度出席しましたか

1551

2

6

85

7

9

0

27

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
④

⑤⑥

質問項目Ⅰ－④～⑥

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

質問項目Ⅱ－①～⑧

全体

- 2 -
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質問項目Ⅰ－③ （人）

回答の平均値（学年別）
評価基準 五段階評価

＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

平均値（質問項目Ⅰ－④～⑥）

④ ⑤ ⑥

4.0 3.9 4.0

4.1 4.1 4.1

4.3 4.2 4.3

4.1 4.1 4.2

4.4 4.3 4.2

平均値（質問項目Ⅱ－①～⑧）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

4.2 4.2 4.4 4.6 4.4 4.4 4.5 4.5

4.2 4.2 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5

4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5

4.3 4.3 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7

4.5 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 4.6 4.9

長期履修学生

1年

264

2年 40

67

96

253

120分以上 60分～120分 30分～60分

1年

3年

4年

長期履修学生

4年

2年

長期履修学生

3年

4年

1年

2年

4

168

6 22 9

39

30894

907 903

ほとんどやっていない

56

156

786

誤記入

③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

941

16 02

3年

（「５：はい」「４：どちらかといえばはい」「３：どちらともいえない」「２：どちらかといえばいいえ」「１：いいえ」）

4

166

720

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
④

⑤⑥

質問項目Ⅰ－④～⑥

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

質問項目Ⅱ－①～⑧

1年 2年 3年 4年 長期履修学生
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

1．授業に対するあなた自身の取り組みについて

14%

1%

1%

2%
15%

4%

29%

23%

23%

32%

59%

15%

57%

76%

76%

67%

26%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

①この授業にどの程度出席しましたか

4回以上欠席 1～3回欠席 毎回出席

3%

0%

2%

5%

2%
8%

10%

12%

8%

14%

6%

15%

49%

45%

45%

42%

45%

62%

39%

43%

45%

39%

47%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

120分以上 60分～120分 30分～60分 ほとんどやっていない

92%

96%

96%

94%

94%

100%

8%

4%

4%

5%

6%

0%

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを知っていますか

はい いいえ

- 4 -
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

34%

38%

42%

50%

47%

31%

38%

35%

33%

31%

33%

54%

26%

24%

21%

17%

19%

15%

1%

2%

2%

1%

1%

0%

1%

2%

1%

0%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑥授業の到達目標について、目標は達成できましたか

５ ４ ３ ２ １

37%

39%

42%

51%

45%

54%

32%

31%

32%

27%

25%

31%

26%

24%

22%

20%

26%

15%

1%

3%

2%

1%

2%

0%

4%

4%

2%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

④事前学修・事後学修によって、授業の理解は進みましたか

５ ４ ３ ２ １

36%

37%

41%

50%

43%

46%

35%

29%

31%

28%

27%

38%

24%

26%

24%

20%

26%

15%

3%

3%

3%

1%

3%

0%

2%

4%

2%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑤事前学修・事後学修によって、授業への参加意欲は高まりましたか

５ ４ ３ ２ １

- 5 -
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

2．授業について

46%

50%

50%

58%

53%

65%

35%

29%

29%

25%

27%

27%

17%

19%

19%

15%

18%

8%

1%

2%

2%

1%

2%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

②事前学修・事後学修の課題は授業に有効でしたか

５ ４ ３ ２ １

53%

61%

53%

64%

63%

81%

29%

25%

29%

24%

24%

15%

16%

12%

16%

11%

12%

4%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

③授業は『講義概要（シラバス）』に沿って実施されましたか

５ ４ ３ ２ １

47%

50%

50%

58%

52%

65%

30%

29%

29%

25%

30%

19%

20%

16%

19%

15%

13%

15%

1%

3%

2%

2%

3%

0%

1%

2%

1%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

①事前学修・事後学修についての説明は十分でしたか

５ ４ ３ ２ １

- 6 -
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

67%

63%

60%

65%

75%

88%

25%

24%

25%

24%

18%

12%

5%

10%

10%

9%

4%

0%

2%

2%

4%

1%

1%
0%

1%

1%

2%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑤先生は、授業をわかりやすくする工夫をしていましたか

５ ４ ３ ２ １

65%

63%

61%

67%

73%

88%

25%

22%

23%

22%

20%

12%

9%

13%

13%

10%

6%

0%

1%

2%

2%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑥質問した時に、適切に答えてもらいましたか

５ ４ ３ ２ １

66%

68%

64%

67%

76%

88%

23%

24%

24%

24%

20%

12%

10%

7%

9%

8%

3%

0%

1%

1%

2%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

④授業で、先生の熱意や意欲は感じられましたか

５ ４ ３ ２ １

- 7 -
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

58%

64%

57%

66%

68%

62%

28%

23%

28%

23%

23%

38%

10%

10%

11%

9%

6%

0%

3%

2%

3%

2%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑦授業中は勉強に集中できる雰囲気でしたか

５ ４ ３ ２ １

72%

66%

63%

67%

74%

88%

21%

23%

24%

23%

19%

12%

5%

8%

9%

8%

5%

0%

1%

1%

2%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

⑧全体として、この授業は有意義でしたか

５ ４ ３ ２ １

- 8 -
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実施時期 2017年度後期

調査対象 1．授業に対するあなた自身の取り組みについて

　実施科目数 159 科目 　　①この授業にどの程度出席しましたか

回答学生合計延べ人数

全体 5083 人

　　④事前学修・事後学修によって、授業の理解は進みましたか

<学年別内訳> 　　⑤事前学修・事後学修によって、授業への参加意欲は高まりましたか

　１年 1819 人 　　⑥授業の到達目標について、目標は達成できましたか

　２年 1590 人

　３年 1413 人 2．授業について

　４年 178 人 　　①事前学修・事後学修についての説明は十分でしたか

　５年以上 23 人 　　②事前学修・事後学修の課題は授業に有効でしたか

　長期履修学生 20 人 　　③授業は『講義概要（シラバス）』に沿って実施されましたか

　科目等履修生 6 人 　　④授業で、先生の熱意や意欲は感じられましたか

　不詳 34 人 　　⑤先生は、授業をわかりやすくする工夫をしていましたか

　　⑥質問した時に、適切に答えてもらいましたか

<性別内訳> 　　⑦授業中は勉強に集中できる雰囲気でしたか

　男性 1034 人 　　⑧全体として、この授業は有意義でしたか

　女性 3972 人 　　⑨この授業について、要望や感想があれば記述してください

　不詳 77 人

調査結果（全体）

質問項目Ⅰ－① （人）

質問項目Ⅰ－② （人）

質問項目Ⅰ－③ （人）

30分～60分

166

全体 168

120分以上

503

　　③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均すると
　　　 どのくらいでしたか

2474668

60分～120分

全体

②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを知っていますか

誤記入いいえ

質 問 項 目

1～3回欠席 4回以上欠席 誤記入

17

はい

授業評価アンケート調査結果（講義科目・演習科目）

①この授業にどの程度出席しましたか

毎回出席

2928 2018

　　②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを
　　　 知っていますか

全体 119

誤記入

89

ほとんどやっていない

21182205

③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

- 1 -
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回答の平均値（全体）
評価基準 五段階評価

＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

平均値（質問項目Ⅰ－④～⑥）

④ ⑤ ⑥

4.1 4.1 4.1

平均値（質問項目Ⅱ－①～⑧）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

4.3 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5

調査結果（学年別）

質問項目1－① （人）

質問項目Ⅰ－② （人）

1年 1699 80

62

0

16

86

63

1268

40

19

1594年

長期履修学生

②『講義概要（シラバス）』に事前学修・事後学修が記載されていることを知っていますか

はい

113 20 1

557

（「５：はい」「４：どちらかといえばはい」「３：どちらともいえない」「２：どちらかといえばいいえ」「１：いいえ」）

毎回出席

いいえ 誤記入

664 701 45

6051175 3

1～3回欠席

36

4回以上欠席 誤記入

12 8 0

44

1463

4年

1年

長期履修学生

2年

3年

2年

3年

全体

全体

①この授業にどの程度出席しましたか

1008

1

3

59

3

8

0

16

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
④

⑤⑥

質問項目Ⅰ－④～⑥

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

質問項目Ⅱ－①～⑧

全体

- 2 -
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質問項目Ⅰ－③ （人）

回答の平均値（学年別）
評価基準 五段階評価

＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

平均値（質問項目Ⅰ－④～⑥）

④ ⑤ ⑥

4.1 4.0 4.1

4.1 4.0 4.1

4.3 4.2 4.3

4.0 3.9 4.0

4.4 4.4 4.1

平均値（質問項目Ⅱ－①～⑧）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

4.3 4.3 4.5 4.6 4.5 4.4 4.5 4.5

4.2 4.2 4.2 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4

4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5

4.2 4.1 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4 4.5

4.5 4.5 4.3 4.5 4.4 4.4 4.0 4.4

長期履修学生

1年

102

2年 77

51

32

166

120分以上 60分～120分 30分～60分

1年

3年

4年

長期履修学生

4年

2年

長期履修学生

3年

4年

1年

2年

4

207

1 20 3

22

14759

678 606

ほとんどやっていない

48

67

582

誤記入

③授業１回当たりの事前学修・事後学修の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

829

14 01

3年

（「５：はい」「４：どちらかといえばはい」「３：どちらともいえない」「２：どちらかといえばいいえ」「１：いいえ」）

1

87

649

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
④

⑤⑥

質問項目Ⅰ－④～⑥

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

質問項目Ⅱ－①～⑧

1年 2年 3年 4年 長期履修学生
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

1．授業に対するあなた自身の取り組みについて

3%

2%

1%
3%

11%

0%

48%

33%

35%

50%

64%

40%

49%

65%

64%

47%

25%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

①この授業にどの程度出席しましたか

4回以上欠席 1～3回欠席 毎回出席

9%

0%
5%

2%

1%
5%

10%

9%

13%

7%

11%

20%

51%

47%

43%

43%

38%

70%

29%

43%

39%

48%

50%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

③授業１回当たりの事前学習・事後学習の合計時間は平均するとどのくらいでしたか

120分以上 60分～120分 30分～60分 ほとんどやっていない

96%

96%

96%

94%

91%

100%

4%

4%

4%

6%

9%

0%

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

長期履修学生

②『講義概要（シラバス）』に事前学習・事後学習が記載されていることを知っていますか

はい いいえ

- 4 -
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

33%

41%

38%

51%

36%

30%

44%

33%

37%

29%

30%

45%

21%

22%

21%

18%

32%

25%

1%

2%

3%

1%
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⑥授業の到達目標について、目標は達成できましたか
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④事前学習・事後学習によって、授業の理解は進みましたか
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⑤事前学習・事後学習によって、授業への参加意欲は高まりましたか
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。

2．授業について
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②事前学習・事後学習の課題は授業に有効でしたか
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③授業は『講義概要（シラバス）』に沿って実施されましたか
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①事前学習・事後学習についての説明は十分でしたか
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。
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⑤先生は、授業をわかりやすくする工夫をしていましたか
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⑥質問した時に、適切に答えてもらいましたか
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④授業で、先生の熱意や意欲は感じられましたか
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＊誤記入・未記入は集計の対象から除いています。
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⑦授業中は勉強に集中できる雰囲気でしたか
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⑧全体として、この授業は有意義でしたか
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４. 公開講座

（１）

講 座 名：オープンカレッジ「これでバッチリ！小学校英語」

     第１回：８月２４日（木）

     第２回：８月３１日（木）

     第３回：９月７日（木）

     開催定員を満たず、中止

（２）

講 座 名：公開講座「あまり知られていない夏目漱石」

講 師 名：金戸 清高

期  日：１０月２１日（計１回） 時 間：１０：００～１１：３０

会  場：九州ルーテル学院大学 エカード会館２階講義室

定  員：３５名         受 講 者：１１名

受 講 料：２，０００円      対  象：一般

講座概要：文豪 夏目漱石のまだ知られざる一面を、その生涯と作品をたどりながら紹介

（３）

講 座 名：公開講座「夏目漱石の小説を読む」

講 師 名：金戸 清高

会 場：九州ルーテル学院大学 エカード会館２階講義室

定 員：毎回３５名

受 講 料：毎回５００円

対 象：一般

講座概要：「草枕」や「二百十日」「道草」など熊本にちなんだ作品を読む読書会

期 日：第１回 「草枕①」 １０月１８日（水）１９：００～２０：３０ 受講者９名

     第２回 「草枕②」 １１月１５日（水）１９：００～２０：３０ 受講者８名

     第３回 「二百十日」１２月１３日（水）１９：００～２０：３０ 受講者５名

     第４回 「道草①」  １月１７日（水）１９：００～２０：３０ 受講者９名

     第５回 「道草②」  ２月 ７日（水）１９：００～２０：３０ 受講者５名
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5.入試関連データ

　　本資料は、2017年度に実施した2018年度入試について、結果をまとめたものである。

（1） 全体 (人）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

指定校推薦 6 38 44 6 38 44 6 38 44 6 38 44

併設校推薦 2 19 21 2 19 21 2 19 21 2 19 21

公募推薦 13 49 62 13 49 62 4 23 27 4 23 27

授業料全額免除（※１） 1 8 9 1 8 9 0 0 0 0 0 0

一般Ⅰ期 57 150 207 57 149 206 25 93 118 17 59 76

一般Ⅱ期 16 44 60 14 43 57 2 12 14 1 6 7

センター試験利用 18 62 80 18 62 80 7 32 39 3 3 6

編入学 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

帰国学生及び私費外国人留学生 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

長期履修学生 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

長期履修学生　編入学 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

総合計 114 374 488 112 372 484 46 219 265 33 150 183

新一年生のみ（※２） 113 372 485 111 370 481 46 218 264 33 149 182

※1：全額免除・公募併願は、志願者および受験者は、全額免除の欄でカウントし、
　　　合格者および受験者は公募で合格した場合は公募の欄、全免で合格した場合は全免の欄でカウントした。

※2：編入学、長期履修学生（編入学）を除いた。

（２）　人文学科

　　１）　キャリアイングリッシュ・イングリッシュ専攻

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

指定校推薦 4 11 15 4 11 15 4 11 15 4 11 15

併設校推薦 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8

公募推薦 3 8 11 3 8 11 0 7 7 0 7 7

全額免除（※１） 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0

一般Ⅰ期 5 35 40 5 35 40 3 19 22 1 11 12

一般Ⅱ期 2 11 13 2 11 13 0 3 3 0 1 1

センター試験利用 3 7 10 3 7 10 1 5 6 0 1 1

編入学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帰国生・外国人 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

長期履修学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生（編入学） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総合計 18 83 101 18 83 101 8 53 61 5 39 44

新一年生のみ（※２） 18 83 101 18 83 101 8 53 61 5 39 44

※1：全額免除・公募併願は、志願者および受験者は、全額免除の欄でカウントし、合格者および
　 　受験者は公募で合格した場合は公募の欄、全免で合格した場合は全免の欄でカウントした。
※2：編入学、長期履修学生（編入学）を除いた。

　　志願者にカウントした。
※4：合格学科を第２、第３希望で志願した者も、その合格した学科・専攻を受験したものとみなした。

※3：合格学科を第２、第３希望で志願し合格した者も、その合格した学科・専攻を志願したとみなして、

志願者（※３） 受験者（※４） 合格者 入学者

志願者 受験者 合格者 入学者
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①保育コース

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

指定校推薦 2 10 12 2 10 12 2 10 12 2 10 12

併設校推薦 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4

公募推薦 0 11 11 0 11 11 0 8 8 0 8 8

全額免除 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0

一般Ⅰ期 3 25 28 3 25 28 1 14 15 1 9 10

一般Ⅱ期 0 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 1

センター試験利用 0 8 8 0 8 8 0 4 4 0 1 1

編入学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帰国生・外国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生（編入学） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総合計 6 68 74 6 68 74 4 40 44 4 32 36

新一年生のみ 6 68 74 6 68 74 4 40 44 4 32 36

※2：合格学科を第２、第３希望で志願した者も、その合格した学科・専攻を受験した
　 ものとみなした。

②児童教育コース

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

指定校推薦 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

併設校推薦 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

公募推薦 3 5 8 3 5 8 0 1 1 0 1 1

全額免除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般Ⅰ期 25 40 65 25 40 65 8 26 34 5 16 21

一般Ⅱ期 5 9 14 5 8 13 1 3 4 1 2 3

センター試験利用 7 22 29 7 22 29 2 10 12 1 0 1

編入学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帰国生・外国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生（編入学） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総合計 40 78 118 40 77 117 11 42 53 7 21 28

新一年生のみ 40 78 118 40 77 117 11 42 53 7 21 28

※2：合格学科を第2、第3希望で志願した者も、その合格した学科・専攻を受験したものとみな
　した。

    2）こども専攻（編入学および長期履修学生の受け入れはしていない）

※１：合格学科を第2、第3希望で志願し合格した者も、その合格した学科・専攻を志願したとみなして、志ああ
願者にカウントした。

志願者（※１） 受験者（※２） 合格者 入学者

※1：合格学科を第２、第３希望で志願し合格した者も、その合格した学科・専攻を志願したとみああなして、志
願者にカウントした。

志願者（※１） 受験者（※２） 合格者 入学者
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（３）  心理臨床学科

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

指定校推薦 0 16 16 0 16 16 0 16 16 0 16 16

併設校推薦 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8

公募推薦 7 25 32 7 25 32 4 7 11 4 7 11

全額免除 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

一般Ⅰ期 24 50 74 24 49 73 13 34 47 10 23 33

一般Ⅱ期 9 18 27 7 18 25 1 5 6 0 2 2

センター試験利用 8 25 33 8 25 33 4 13 17 2 1 3

編入学 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

帰国生・外国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期履修学生 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

長期履修学生（編入学） 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

総合計 50 145 195 48 144 192 23 84 107 17 58 75

新一年生のみ（※１） 49 143 192 47 142 189 23 83 106 17 57 74

※1：編入学、長期履修学生（編入学）を除く。

※3：合格学科を第２、第３希望で志願した者も、その合格した学科・専攻を受験した
　　ものとみなす。

入学者

※2：合格学科を第２、第３希望で志願し合格した者も、その合格した学科・専攻を志願したとみ
　　なして、志願者にカウントする。

志願者（※２） 受験者（※３） 合格者
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（人）

入学時数 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末
2014年計 155 155 155 156 155

男子 26                 26                 26                 26                 26
女子 129               129               129               130               129

在学率 100.0% 100.0% 100.0% 100.6% 100.0%
2015年計 178               -                   178               178               177

男子 37                 37                 37                 37
女子 141               141               141               140

在学率 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 99.4%
2016年計 166               -                   -                   166               162

男子 37                 37                 35
女子 129               129               127

在学率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 97.6%
2017年計 185               -                   -                   -                   183

男子 44                 44
女子 141               139

在学率 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.9%
※ 長期履修学生を除く。　　※ 年度末学生数には３月３１日付退学者は含む。

（人）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 計

退学 0 0 1 1 2
除籍 0 0 0 0 0
退学 0 0 2 2
除籍 0 0 0 0
退学 1 2 3
除籍 0 1 1
退学 2 2
除籍 0 0

2014年度以降の入学者に関する退学・除籍等の人数及び主な理由は以下のとおりである。

一身上の都合 2人　　（うち、2017年度2人）
進路変更 4人　　（うち、2017年度4人）

1人　　（うち、2017年度1人）
修学意欲低下 2人　　（うち、2017年度0人）

除籍の理由： 経済的理由 1人　　（うち、2017年度1人）

経済的／家庭的理由

退学の理由：

　　除籍者１人

　　退学者９人

（２）退学・除籍等

入
学
年
度

2015年度

2016年度

2017年度

備　　考

（男0・女1）
2016年度編入学1人

2017年度編入学1人
（男0・女1）

入
学
年
度

（１）在学生異動

６．学生異動

2014年度

-164-



７.  就職状況

（1）内定率・進路決定率の推移

就職希望者全体の

内定率

卒業生全員の

進路決定率（卒業生数）

2016 年 3 月卒業（16 期生） 99.4％ 94.7％（173 人）

2017 年 3 月卒業（17 期生） 97.1％ 95.0％（180 人）

2018 年 3 月卒業（18 期生） 98.5％ 91.5％（143 人）

＊長期履修生を除く

（2）就職先業種別内訳［上位 5 位まで］

2016 年 3 月卒業（16 期生） 2017 年 3 月卒業（17 期生） 2018 年 3 月卒業（18 期生）

教育・学習支援業 32.3％ 教育・学習支援業 33.3％ 教育・学習支援業 31.4％

医療・福祉 28.0％ 医療・福祉 21.2％ 医療・福祉 24.1％

卸・小売業 9.7％ 卸・小売業 10.9％ 卸・小売業 8.8％

サービス業 7.3％ 運輸・郵便業 4.8％ 製造業 6.6％

金融業・保険業 4.2％ 金融業・保険業 4.8％ サービス業 6.6％

（3）地域別就職状況

2016 年 3 月卒業（16 期生） 2017 年 3 月卒業（17 期生） 2018 年 3 月卒業（18 期生）

熊本 73.2％ 熊本 78.5％ 熊本 75.8％

九州 14.6％ 九州 11.1％ 九州 11.4％

本州 11.5％ 本州 6.4％ 本州 12.8％
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９．委員会構成員

2017 年度の委員会構成員は以下のとおりである。委員長には「*」印を付した。

2017 年度（年度途中の異動を含む）

委員会名 構成員

学長室会
広渡純子*、志水龍星、黄大衛、松本充右、和田由美子、有村達之、

島内直英、永野典詞、三城大介、河田将一、百家裕幸、岡本真理

学務・入試委員会

教務
島内直英*、松本充右、和田由美子、永野典詞、

山内隆雄、有村達之、岡本真理、白沢佳子、荒牧陸雄、川田翔大

更新講習 三城大介*、山内隆雄、白沢佳子、川田翔大

入試対策 島内直英*、金戸清高、益田亮英、飯川幸眞、白沢佳子

学生支援委員会
河田将一*、井﨑美代、中村敬子、砂川典子、水町愛、坂口裕俊、

山内雅弘、井上光行、根間貴子、三浦慎里子

教育方針策定推進委員会
広渡純子*、志水龍星、松本充右、和田由美子、永野典詞、

島内直英、有村達之、山内隆雄、白沢佳子

図書館委員会
高野美雪*、有村達之、椛一喜、坂本昌弥、パトリック・ベンケ、

香﨑智郁代、水町愛、坂本美樹

教職支援委員会
山内隆雄*、金戸清高、河田将一、島内直英、中村敬子、益田亮英、

松本隆一、犬童昭久、岩永靖、坂本昌弥、白沢佳子、木村千香子

自己点検・総合評価委員会
石村華代*、有村達之、松本隆一、久﨑孝浩、香﨑智郁代、

荒牧陸雄、井上光行

FD・研究委員会 百武玉恵*、石村華代、和田由美子、三井真紀、荒牧陸雄

SD 委員会 岡本真理、志水龍星、坂本美樹、坂口裕俊、石田豊美、久﨑孝浩

将来計画委員会 広渡純子*、松本充右、永野典詞、高野美雪、百家裕幸、荒牧陸雄

宗教委員会
黄大衛*、金戸清高、西章男、パトリック・ベンケ、香﨑智郁代、

ジャックリン・ベンケ、井上光行、中島由梨香、齊藤亜紀子

地域連携推進委員会
金戸清高*、ケビン・アクストン、佐々木順二、高野美雪、

百武玉恵、坂本昌弥、根間貴子、三浦慎里子、志水龍星(和水・合志)

ボランティア推進委員会 西章男*、岩永靖、三井真紀

障がい学生サポート委員会
佐々木順二*、石村華代、河田将一、中村敬子、犬童昭久、

砂川典子、西章男、水町愛、坂口裕俊、根間貴子、中島由梨香

グローバル委員会
松本充右*、砂川典子、ケビン・アクストン、パトリック・ベンケ、

三浦慎里子

IR 委員会 久﨑孝浩*、椛一喜、糟谷知香江、三井真紀、飯川幸眞、塩崎和親

情報化推進委員会 椛一喜*、井﨑美代、犬童昭久、糟谷知香江、櫻井和夫、塩崎和親

-167-



施設整備委員会 井﨑美代*、岩永靖、志水龍星、大寺拓郎

ハラスメント防止委員会 糟谷知香江*、春木進、黄大衛

相談員 佐々木順二*、三井真紀

20 周年事業委員会 松本充右*、金戸清高、井﨑美代、百武玉恵、志水龍星

臨床研究所運営委員会 岩永靖*、広渡純子、春木進、石坂昌子、志水龍星

乳児保育園運営委員会
広渡純子*、永野典詞、栗原裕子、志水龍星、尾田明子、

外部有識者 2 名

研究倫理審査委員会
※委員長は互選 有村達之、佐々木順二、百武玉恵、三井真紀、

学外教職員若干名

研究費不正防止推進委員会
※委員長は互選 松本充右、和田由美子、百家裕幸、岡本真理、

学外教職員若干名
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１０．2017 年度教職員構成

教授 准教 講師 助手 計 客員教授 兼任

学 部 15 16 4 0 35 1 69
大学院 *4 *5 0 0 9 0 6（3 名は学部を含む）

専任教員（年度途中の異動を含む）      

大学院担当教員には「*」印を付す。

事務職員（年度途中の移動を含む）

事務局長 百家 裕幸 

大

学

事

務

部 

学長補佐 志水 龍星 

事務長 岡本 真理 

将来計画室 荒牧 陸雄 

学務・入試ｾﾝﾀｰ 飯川 幸眞 

 白沢 佳子 

 川田 翔大 

 中島 由梨香 

 大寺 拓郎 

教職・保育支援ｾﾝﾀｰ 木村 千香子 

学生支援ｾﾝﾀｰ 坂口 裕俊 

山内 雅弘 

井上 光行 

吉田 加代 

三浦 慎里子 

図書館 坂本 美樹 

技労 眞﨑 利範 

宮田 博司 

非常勤職員 齊藤 亜紀子 

米岡 文香 

豊福 恵美 

鬼武 麻美 

髙宗 佳奈 

塩崎 和親 

田上 佳代 

野田 志保 

谷口 英里 

龍  美穂 

西山 敦子 

法

人

事

務

局 

総務課 石田 豊美 

根間 貴子 

経理課 櫻井 和夫 

藤林 敏秀 

緒方  聡 

給与厚生課 水谷 江美子 

綾垣 和好 

管財 所埜 泰行 

嘱託職員 松山 すみ 

非常勤職員 浅山 陽子 

三浦 貴美 

学長（教授） 広渡 純子 

ﾁｬﾌﾟﾚﾝ（講師） 黄  大衛 

人
文
学
科

学科長・教授 松本 充右 

教授 金戸 清高 

椛  一喜 

島内 直英 

永野 典詞 

春木  進 

益田 亮英 

松本 隆一 

山内 隆雄 

准教授 石村 華代 

井﨑 美代 

犬童 昭久 

ｹﾋﾞﾝ・ｱｸｽﾄﾝ 

坂本 昌弥 

砂川 典子 

ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾍﾞﾝｹ 

百武 玉恵 

三井 真紀 

講師 香﨑 智郁代 

 ｼﾞｬｯｸﾘﾝ・ﾍﾞﾝｹ 

 水町  愛 

心
理
臨
床
学
科

学科長・教授 和田 由美子*
教授 有村 達之*

河田 将一*
中村 敬子 

三城 大介*
准教授 石坂 昌子*

岩永  靖 

糟谷 知香江*
佐々木 順二*
高野 美雪*
西  章男 

久﨑 孝浩*

大学院人文学研究科 

研究科長・教授 有村 達之*

*は兼担教員
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