
【パブリックコメント】　― KGUの全学DP・APについて ―
学　長　　規矩　大義　（理工学部教授）

本学では、「学位授与方針（ディプロマポリシー）」、「教育課程
の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）」、「学生の受け入れ
方針（アドミッションポリシー）」の3ポリシーの再策定に向けて、
全学的な検討を行っています。

昨年度実施された大学基準協会の「関東学院大学に対する大学
評価（認証評価）」において、現行の3ポリシーに対して厳しい
指摘がなされ、検証・改善を求められたところですが、この
評価結果に対応するのみならず、本学の教育の基本的方向性を
3ポリシーにおいて明確に示すことは、大学に与えられた使命
といえます。

そのような経緯から、本年5月に「3ポリシー再策定検討WG」
（座長：出石副学長）を学内に設置し、鋭意取り組んできたところ、

以下のとおり、7月までに「全学ディプロマポリシー（DP）」、
「全学アドミッションポリシー（AP）」の素案が示されるに至りました。

つきましては、簡易なかたちですが、本紙面を活用して、この
2ポリシーについてパブリックコメントを実施いたします。高等研
のメールアドレス（本紙4面末尾に記載）あてに、教職員の皆様
の忌憚のないご意見を投稿してください（様式等は問いません）。

詳しくは、現在WGで検討中のカリキュラムポリシー（CP）と
併せて、9月3日に開催する全学教員研修会（一部4面にて案内
しています）等において全学的な議論を行う予定ですので、申し
添えます。

なお、ご意見を頂くに当たり、3ポリシー策定の主なポイント
を以下に示します。
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【注】本来、時系列で言うと、AP→CP→DPの順がイメージされますが、WGでは、①まず本学を卒業するのに必要な能力を示し、②次に本学
に入学する学生が有すべき資質を求め、③「①から③」に育てるための教育内容を示す――という方針のもと、策定作業を進めています。

［関東学院大学 学位授与方針（ディプロマポリシー）］素案
本学は、キリスト教に基づく建学の精神と校訓「人になれ　奉仕せよ」のもと、次の能力を備え、所定の単位を修得した学生に学位

を授与する。
知識・理解	 1．自己理解と他者理解につながる幅広い教養を身につけている。（教養に関する知識・理解）
	 2．所属する学部・学科の学問領域固有の知識と方法論を修得している。（専門に関する知識・理解）
	 3．本学の立地する「神奈川」の歴史・文化・風土等の特性を理解している。（地域に関する知識・理解）
思考・判断・表現	 4．国際社会において、他者がもつ社会的・文化的背景を理解したうえで、自己を客体化して思考することができる。
	 　　（多文化・異文化との共生）
	 5．倫理観と公平・公正の精神をもって、事象を判断することができる。（倫理観・公平公正な判断）
	 6．他者の意見に耳を傾けるとともに、自らの意見を適切な表現手段を用いて発信することができる。（傾聴と発信）
関心・意欲	 7．生涯にわたり、進んで知識・教養・技能を高めようとする意欲を有している。（生涯学び続ける意欲）
	 8．社会・地域・組織の一員としての役割を果たそうとする主体性をもっている。（社会参加への主体性）
態度	 9．豊富な知識と広い視野のもとに、様々な背景をもった他者を尊重して協働できる。（チームワーク、他者との協働）
	 10．問題に対して、誠実に向き合おうとする実践的態度を身につけている。（建学の精神の実践、奉仕動機）
技能	 11．発見した問題を、解決するための手法を適切に選択できる。（問題発見・解決）
	 12．国際社会において協働できる語学力を有している。（語学力）

［関東学院大学 学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）］素案
本学は、キリスト教に基づく建学の精神と校訓「人になれ　奉仕せよ」に共感し、明確な目的意識と情熱を持ち、次の資質を有する

多様な学生を広く求めます。
知識・理解	 1．高等学校で履修した教科・科目について、教科書レベルでの基礎的な知識を有する。
	 2．高等学校の専門課程に特有の知識・技能を有する。
思考・判断・表現	 3．柔軟に思考し、自分の意見をまとめることができる。
関心・意欲	 4．社会の諸問題に関心を持ち、さまざまな課題に積極的に挑戦しようとする意欲を有する。
	 5．文化・スポーツ・社会貢献活動に積極的に取り組む姿勢を有する。
態度	 6．コミュニケーションを効果的に図り、相互理解に努めようとする態度を有する。
技能	 7．自分の考えを伝えられる日本語力を有している。

①関東学院大学らしさ、②検証の容易性（箇条書き・5 領域分類）、③学部ポリシーとの連動（一気通貫性）



つぶやき

関東学院の SD活動について
大山　保

（法人事務局長）

SD推進部会の発足に寄せて
目黒　清孝
（大学事務局長）
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学院各校が直面する課題に取り組むにあたり、職員の能力向上
が求められている。事務処理能力の向上だけでなく、IR推進室
の設置に象徴されるような体系的な情報集約・分析、課題解決
のための積極的な提案、改善プログラムの推進、高度な知識・
スキルの取得等が必要になっている。
「中期目標と計画（Olive 7）」では、能力育成に関する目標を

「定型業務をこなすだけでなく、自ら企画立案し、改革・改善
できる専門性や業務の高度化・多様化へのチャレンジ精神を
持つと同時に、チームワークで仕事を行う協調性とコミュニケー
ション能力を持った事務職員を育成する」とし、研修の充実、
自己研鑽活動、目標管理、給与制度改定等による人材育成型制度
の構築を計画している。

その育成策のひとつが評価研修である。職員研修は、例年の
プログラムを変更し、評価研修に重点を置いている。昨年度開始
した人事評価制度の定着が目的ではあるが、それだけではない。
評価制度のベースは目標管理である。職員は学院・各校の目標・
方針をブレイクダウンし、部署・個人レベルでの目標・計画を
作成する。計画的な業務遂行や改革・改善の実行が重要となる。
各校各部署とともに各個人においても意識的にPDCAを回さ
なければならない。このこと自体が職員にとってのOJTとなる。
また、従来の組織では対応できない問題についてはワーキンググループ
で対応しており、その活動も能力育成の機会となる。

これらの取り組みのなかでさらに必要なスキル・知識等が
明らかになってくるだろう。また、単なる知識・技術習得型研修
では不十分なこともある。研修委員会では、従来の研修・外部
研修に加え、各個人の能力開発への支援等を行う自己啓発

（Self-Development）研修、PBL型セミナー、マネジメント研修、
大 学 院 研 修 等 の 組 織 的 な 人 材 育 成（Systematic human 
resource Development）を実施していきたい。研修と実務を
結び付け、業務改善と一体化しなければならないと思う。

私のあまり鮮明ではない記憶によりますと、SDという言葉
が大学業界で認知されたのは、所謂学士課程答申と呼ばれている

「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008 年 12 月 24 日
中央教育審議会）ではないかと思っています。

その答申に呼応したかのように、関東学院職員研修委員会で
は2009年度から職員研修をSD、人材育成プログラムとして
位置づけ、2009～2010年度は「これからの学院を支えるスタッフ
となるために——SD活動のさらなる充実を目指して」、2011
～ 2014 年度は「学院を支えるスタッフとしての課題発見、
解決実践」を共通テーマとして実施しています。

SD（スタッフ・ディベロップメント）とは何か。例えばある
解説によれば、「事務職員や技術職員など教職員全員を対象と
した、管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のため
の組織的な取組」などと定義されていますが、申すまでもなく
大学職員の業務は複雑化し、またその領域も拡大の一途をたどって
います。

さらに近年、本学においては、学部改組等の計画・実施により、
職員の業務量・時間外勤務も増加傾向にあります。現行の業務
の見直し、合理化、簡略化を進めなければ、今後、立ち行かなく
なるおそれも感じています。大学事務局としては、今以上に
先生方のご理解、ご協力を得ながら、業務改善をより一層推進
していく所存です。

そのような中で今年度、高等教育研究・開発センター内に
あらたにSD推進部会が立ち上がったのは、グッドタイミング
ではなかったかと感じています。今後は、SD推進部会と関東学院
職員研修委員会が協同して、事務職員の資質向上のための組織的
なさまざまな取組を企画・実施していただければと、大変期待
しております。

今、必要なこと、いったい自分は何ができるのだろうか？と考えてみること。そして、学内に関心と興味を持つこと
ができる機会が随所にあふれるキャンパスを目指すこと。� （水越　茂）

先に終了した「大学生基礎力養成講座」で、微力ながら「学習サポーター」を務めた。これは、教員、職員、学生で編成されて
おり、勉強がわからないと頭を抱える1年次生をサポートするスタッフである。1年次生の約4割弱が大学生に必要な基礎学力に
不安をもつ本学の現状や、現場でのサポート方法、対応の難しさ、喜び等を共有し情報交換が行われ、私も学びをいただいた。
今回、「SD推進部会」のメンバーになってまず思ったのは、この部会で考える「SD」とは何かということであった。何人かの方々に
お話を伺った結果、大学教育に向かう「教職協働」が重要なキーワードとなることを再認識した。上記は「学
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教職協働」のひとつ
だが、この部会でSDをどう定義づけ、何を目指すかはこれから議論する必要がある。まず、教員・職員それぞれの立場や
各個人のキャリアを背景とした視点、思考、想いを共有し、従来の枠から出て、大学・教育・組織を見るところからスタート
してみたい。 （部会長　山田 裕美子）

教・職14名の有志から成る「SD推進部会」がスタートします!



【寄稿】真の高等教育に向かって
副学長（研究、社会連携担当）　　小松　督

（理工学部教授）

「高等研」webは ▷▷▶http://kotoken.kanto-gakuin.ac.jp
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大学の使命が、「教育」と「研究」にあることは、明白なことです。
そして、高校までの学校の使命が、主に、「教育」であることを
考えると、その違いは、「研究」ということになります。では、「教育」
のほうは、共通なものとしてとらえられるのでしょうか。
「教育」はある意味、情報伝達になります。コミュニケーション

です。学んでいるすべての人の頭の中に、同じ情報を確実に
届ける必要があります。これは、一方通行だけの情報の垂れ流し
では決してできません（それはコミュニケーションとはいいま
せん）。大学では、「教育」において、教員と学生の双方向のコミュニ
ケーションがより大切になっています。

それを実現するための効果的な方法を構築し、学びの現場に
かかわるすべての人がそれを共有してこそ、大学での「教育」の
目的が達成されると考えます。高等教育とは、教える内容が
高等なこともさることながら、教える方法も高等でなければ
なりません。高等研の活躍を大いに期待します。

高等研『年報』は、①当該年度に実施したフォーラム・セミナー等の講演録、②研究論文および実践報告、③用語集・
ティップス集等の関連資料を適宜掲載、オープンな活動記録を目指します。投稿希望はお気軽に！

日時：2014年4月30日（水） 13:00～16:30
会場：金沢八景キャンパスForesight 21（大会議室他）

・13:00～［学長挨拶］［副学長報告］
・13:40～［JPFFコンテンツ視聴］
　①沖 裕貴 氏「大学の授業の設計」
　②三浦 真琴 氏「ALの理論と実践における課題」
　③大島 英穂 氏「教職協働による大学運営」
・15:00～［グループ・ワーク］※定員制
　「教職協働で考える：KGUの「教育力」と学生支援」

2014年度「全学FD・SD講習会」

教職協働で考える：KGUの「教育力」と学生支援
2014年4月30日、「全学FD・SD講習会」を開催しました。

今回は“教職協働”をテーマに掲げ、初めての試みとして実際の
高等研部会での議論を素材としたグループ・ワークを実施、
総来場者数は70名（教39、職31）、うち新任者の出席率は教員
82.6%、職員は100%でした。

グループ・ワークのテーマは、前号（Vol.2）で紹介した大学生
基礎力養成講座の“自学自習回”に関するもので、「1 時間で
“具体案”をまとめ、各組3分で発表」というタイトな条件下、
教・職の垣根を越えた“楽しい”討議が展開されました。定員制
を採らざるを得ない企画ですが、今後もこのような機会を積極的
に設けていきます。

また今回は、本学が加盟するJPFF（全国私立大学FD連携
フォーラム）のご協力により複数の映像コンテンツが用意され、
来場者の興味・関心に応じた任意の教材を視聴する方式を採用
しました。同教材のアカウントは、各学部のFD委員会に配付済
ですので、学部・学科での通常のFD活動等にご活用いただけ
れば幸いです。 （木田 竜太郎）

編集
後記

2014年度 全学FD・SD講習会 プログラム

『高等教育研究・開発センター 年報』
創刊号の原稿を募集します！

　学内外の優れた教育実践の事例および学術研究の成果等
を周知・共有化するため、『年報』を発行します。
　本学教職員（非常勤を含む）各位の積極的なご投稿、外部
有識者のご寄稿・ご推薦をお待ちしています。

［投稿要領（略）］
（1）�書式は、A4版用紙を縦位置、横書きで使用し、

ワープロ（PC）で作成する。
（2）��分量は、40字×30行を1頁とし、研究論文は15頁

以内、実践報告は10頁以内、文献紹介等は1頁以内
とする。（図表、注および参考文献等を含む。）

（3）��図表は、本文中の適切な箇所に自らレイアウトして
記載する。

（4）��注および参考文献等は、原稿末尾に一括して記載する。
※投稿締切：2015年1月末日、発行：同3月末日予定。
※採否は、高等研センター員会議の審議により決定。

　（詳細は高等研までお問い合わせ下さい。）

告知
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2014年度　関東学院大学「全学 FD・SDフォーラム」開催！

KGUは
どのような「学士」を育てるか

　2008 年の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」において、各専攻を通じて培うべき「学士力」
なる概念が提示されたことは、われわれ大学関係者に少なからぬインパクトをもたらし、その余波はなお
現在進行形といえる。
　想えば現今の大学 “改革競争時代” の幕開けを告げた大学設置基準の「大綱化」（1991 年）は、それまで
称号に過ぎなかった学士号を明治以来久方振りに「学位」として位置づけ、大学の “卒業生” を学士課程教育の
“修了生” へと再構築する方向性が示された端緒でもあった。高等教育の市場化・国際化という荒波の中、
2008年答申はその明確化・体系化――いわゆる3つのPolicy――を待ったなしの課題として各大学に突きつけ、
さらに 2012 年、大学教育の「質的転換」答申を経た現在では、それらの検証と評価のあり方――第 4 の Policy：
Assessment――が問われる段階となっている。
　しかし、少し考えてみたい。そもそも【学士】とは何か？　学士に求められるものとは何か？　知性か、教養か、
品性か、技能か、その全てか、あるいは他の何かか……　われわれは学生と向き合う中、何をもってその学生を
評価しているのか？　よき学生とは？　よき授業とは？　よき教員・職員とは？　そしてよりよき大学とは……
　本年の関東学院大学（KGU）FD・SD フォーラムでは、グローバルかつヒストリカルな観点から大学改革の
原理と課題に鋭くメスを入れる第一人者・羽田 貴史 氏（東北大学教授）をお招きし、規矩学長はじめ本学の
トップマネジメントを担うキーパーソンとともに、KGU が養成する学士の姿・あり方に関する議論の場を設け、
教・職における立場の違い、学問領域のディシプリンの違いを乗り越えて、ともに模索されるべき「学位授与機関」

「学士課程教育機関」としての KGU のユニバーシティ・ポリシーを再考する契機としたい。

日　時 ● 2014 年9月3日水  14：00（受付）▶ 17：30
会　場 ● 金沢八景キャンパス Foresight21（F-302教室）

※全学教員研修会（13：00～）内にて開催。

P R O G R A M
14：15 ▶１４：45 報　　告

「３ポリシー再策定検討ワーキングについて」
 副学長（教学、自己点検・評価担当）　出石　　稔

14：45 ▶１5：45 基調講演
「高等教育研究と “学士論” の課題（仮）」

羽田　貴史 氏（東北大学 高度教養教育・学生支援機構 副機構長・教授）

16：00 ▶１7：30 シンポジウム
「≪よき学生≫とは誰か？―― KGUが目指す “学士像”」

【パネリスト】
 学　長 規矩　大義（理工学部教授）
 副学長（学生生活、IR 担当） 小山　嚴也（経済学部教授）
 事務局長 目黒　清孝
 ゲスト・コメンテーター 羽田　貴史 氏

［司会］高等教育研究・開発センター長 出石　　稔（法学部教授）

※上記プログラム等は変更になる可能性があります。


