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京都ノートルダム女子大学 

平成 24 年度事業計画 

 

序 

本学は昭和 36年の創立以来、学生定員を確保し、経営的にも安定水準で進展してきた。

しかしながら、近年の 18 歳人口の減少や大学間競争の激化、経済不況等の影響もあり、平

成 21 年度入学生から 23 年度に至るまで定員割れをきたした。このため、平成 22 年度決算

において財政収支バランスが初めてマイナスに転じる結果となったが、定員割れは 4 年間

継続して大学の財政に影響をもたらすことから、今後も財政状況が悪化の傾向にあること

は明らかである。24 年度以降も定員割れが続くことを想定した法人のストレステストにお

いても帰属収支が近い将来、大幅な赤字になることを推定しており、深刻な経営困難状態

に陥る可能性もある。このような状況から、現在、法人において「経営改善計画書」を策

定中であるが、本学としては同計画書を踏まえ、平成 24 年度において以下の事業計画を実

施する。 

 

１.カリキュラム改革等の推進 

本学の建学の精神である「徳と知」に立ち戻って本学の教育コンセプトを見直すととも

に、本学教育の柱である「キャリア教育」「初年次教育」「国際教育」のさらなる充実化を

図る。そのうえで、学生のニーズの多様化とライフキャリア形成の必要性に対応するため、

既存の 3 学部の学領域の枠を超え分野横断的、かつ実践的な教育プログラムを取り入れる。

具体的にはカリキュラムの履修科目構成に、「共通教育科目」「専門教育科目」につづく第

３のカテゴリーとして、「学際教育科目」を新設し、学部を超えた専門科目の体系的履修を

評価するなどの制度整備を行ったうえで、自分の所属する学部以外の領域を学べる副専攻

システムと、学部学科の枠を超え、さらには企業や地域との連携による実践、実習をふん

だんにとりいれた、新たな学びを創出する学部横断的な教育プログラムを開発するなどの

一連の教育改革をすすめる。 

（１）キャリア教育を体系化した共通教育 

   共通教育の大幅なカリキュラム改編を行い、本学に入学した学生が４年間の学士課

程教育を通して身につける力（学士力）の基盤・基礎を培うことができるよう、ラ

イフキャリアの形成をめざすことを柱とした共通教育科目のカリキュラム改革を行

う。 

（２）初年次教育の充実強化 

   人間文化学部では、初年次教育を充実させるため、「学部共通科目」として「学びの

扉」（文化学・京都学・芸術学・文学・ことば学・女性学の６科目から３科目選択）

を新設するとともに、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を英語英文学科にも拡充し、人間文化学科

では、領域の変更や科目の新設など専門教育科目も大きく見直す。 
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（３）幼稚園・小学校の専修免許課程を新設 

   大学院心理学研究科発達・学校心理学専攻では、新たに幼稚園・小学校の専修免許 

状が取得できる教職課程を開設する。 

（４）「学生便覧」のリニューアル 

   学生便覧に掲載する情報を整理して見やすくし、入学時にだけ配付することにより

大幅なコスト削減を行うとともに、これまで学生便覧に掲載していた各年度の学事

日程や開講科目、ルールの変更点などの情報は、「学生手帳」等を新たに作成し毎年

度配付する。 

（５）ＧＰＡ制度の効果的な活用 

   「ＧＰＡ」制度の導入により、平成 24年度入学生からは、ＧＰＡ値が高い学生に対

して年間登録上限単位数を基準値より増やすことができる制度を導入し、教育の質

保証と優秀な学生の輩出を目指す。 

なお、人間文化学科では、平成 24 年度において、新カリキュラムを発足させる。学科

の学びを更に分かり易くするため、学科で学べる専門領域を 3 領域から「日本語と日本文

化」「多文化理解」「芸術と思想」「読書と情報の文化」の４領域体制にする。また、博物館

学芸員課程を英語英文学科にも開放、またウェブデザイン実務士資格課程を新設する。 

生活福祉文化学科では、平成 24 年度入学生から「レクリエーションインストラクター」

についても廃止する。同時に社会福祉士及び精神保健福祉士資格取得希望者に対する国家

試験対策等の講座（単位認定外）の充実を専任教員が一丸となって行うこととする。 

心理学部においては、博士課程前期及び後期課程入学者を増やす取り組みとして、平成

24 年度からは「長期履修学生制度の導入（発達・学校心理専攻、心理学専攻）」「再入学規

程の改正、再入学後の学費軽減（心理学専攻）」「TOEIC の成績を含めた新たな基準の追

加（発達・学校心理専攻）」を実施する。 

２．キャリア教育およびキャリア支援事業 

平成 22 年度に文部科学省の選定を受けた就業力ＧＰに基づく事業として、実践型授業

である「キャリア形成ゼミ」を 24年度から本格開講するとともに、「キャリア自己評価シ

ステム」の定着をすすめる。その一方、就業力ＧＰの後継事業にも参画することを目指す

ことで、企業や地域との連携による学生の実践的な学びの場の充実化を図る。 

さらに「インターンシップ」については、大学が企業との連携によって実践の場を提供

する従来型の授業に加え、学生自身が開拓した連携先企業で実践を行う、「自己開拓型イン

ターンシップ」の導入を図り、より就業に意欲的な学生を育てる。 

就業支援については、依然として厳しい雇用情勢に対応するため、キャリアセンターに

よるキャリア形成サポート体制を強化、キャリアアドバイザーを適切に配置し、学生支援

にきめ細かに対応するとともに、地元企業や堅実な中小企業を中心に、新たな就業先企業

の開拓に努める。 

 



- 3 - 

 

３．国際教育の推進 

平成 23 年度には本学の国際交流や言語教育の実績を効果的に融合させることを目的と

して、従来の言語学習センターと国際交流センターの２センターを合併して国際教育セン

ターを開設した。平成 24 年度においてはさらに、国際性と社会性、コミュニケーション能

力涵養のため、海外研修や留学制度を強化し、海外教育機関への留学を積極的に推進する。 

また、現在、すべての学部学科において留学生を受け入れているが、日本語教員養成課程

の教育実習については、受講生が多いことから中国の協定大学である上海商学院および香

港中文大学以外に、韓国等で実習を受け入れ可能な教育機関を開拓する。 

 

４．認証評価に係る「改善報告書」と「完成報告書」の提出 

 認証評価結果を受けてから 3 年後の 7 月末日までに「提言に対する改善報告書」を

取り纏め、 根拠資料と共に提出しなければならない。また、心理学部、生活福祉文化

学部については、認証評価受審時に申請資格充足年度（標準修業年限＋1 年）を経て

いなかったため、「完成報告書」を提出することが定められている。平成 24 年度は、

認証評価結果を受領した平成 21 年度から 3 年目にあたるため、19 項目にわたる助言

に係る「改善状況報告書」及び心理、生活福祉文化、両学部の「完成報告書」を取り

纏めて提出する。 

 

５．施設設備計画 

24 年度から本格的な工事が施工されるが、24 年度における主な工事として、2 月～3

月に現ユージニア館 3 階旧ユージニア寮の間仕切改修を行ない、その場所に 4 月～5 月に

おいて、現ユージニア館南側研究室、事務室（学生課、キャリアセンター、保健室等）を

移転するとともに、4月～7月にかけて、移動後の現ユージニア館南側解体工事及び埋蔵文

化財発掘調査を行い、8 月に新本館着工を行なう予定である。 

 

６．事務組織の改編等 

大学の教育・研究活動を支援するばかりでなく、大学運営で重要な使命を帯びている事

務局は機能的かつ効率的な組織であると同時に、様々な局面で発生する諸課題に柔軟に対

応できる組織でなければならない。そのため、課の壁を越え各課業務の繁閑に柔軟に対応

するとともに、担当部署が明確でない業務をチームで対応するための組織としてグループ

制・チーム制を 22年度に編成したが、24年度は同制度の機能強化を図るとともに、「大学

改革」「学外連携」「大学評価」「研究支援」等の担当部署の設置や見直し整備を図る。 

また、北山キャンパス総合整備計画の推進に伴い、平成 24 年度には、現ユージニア館

の一部が取壊され、事務室の一部も移転することになるが、業務への影響を最小限に抑え、

学生サービスの低下を来たさにように対応するとともに、キャンパス整備計画における事

務室の大部屋化に対応した事務組織の具体化を図る。 
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なお、他法人・他大学の事務組織を参考にしつつ、法人全体との調整・連携をも視野に

入れて望ましい事務組織の在り方を検討する。 

 

７.人事制度の整備 

職員については、現在の人事考課制度の定着を図るとともに、平成 23 年度に導入した

「進路選択制度」の促進を図る。また、教員については服務規程を整備するとともに、人

事考課制度を導入し、職員と併せ人事考課に基づく給与などの処遇に連動させることで教

職員のモチベーションを高める。 

 

８.人件費の抑制 

人件費の抑制の一環として、教職員の採用の抑制を図る。教員については大学評議会決

定（平成 22 年 6 月 23 日）に基づき、①大学設置基準における必要専任教員数に不足が生

じる場合、②資格課程等、法律上必要な教員配置に支障が生じる場合、③大学又は学部・

学科・専攻・センターの運営において、極めて大きな支障が懸念される事由がある場合を

除き、定年退職者の後任は原則として採用（補充）しない。また、職員については、退職

者の後任を可能な限り非常勤または派遣により措置する。 

定年 70 歳の教員については 65 歳に達した翌年度から、70歳に至るまで、10％ずつ減額

（既に 65歳を過ぎている場合は、同制度導入初年度から 70歳に至るまで毎年 10％ずつ減

額）することを大学の管理運営会議において決定し、現在、理事会で審議中であるが、24

年度から実施する。 

また、非常勤教員の単価の全学統一（講師ごとの経歴換算をしない）及び引き下げを行

うとともに、非常勤講師削減の一部対応として、退職教員の協力を得て、名誉教授ら教員

ＯＢが登録制で組織し、無償で非常勤講師など教鞭をとってもらうボランティア制度（エ

ルダープロフェッサー制度）の導入を検討する。 

平成 22 年度から職員の超過勤務手当額の抑制を進めているが、24 年度においても、「①

ノー残業デーの実施、②勤務時間外の会議の縮小、③教員による職員への時間外用務の抑

制、④業務のより一層の効率化等を図る。」等の取り組みを推進する。 

 

９.効率的な学生募集・広報活動の強化 

平成 21 年度より着手している全学的な広報活動の抜本的改革により目標数値を定めた

広報計画の分析と徹底した業務の見直しを進め、毎年、資料請求者数及びオープンキャン

パス参加者数、志願者数ともに前年対比 5%増を目標とする広報活動を展開することにより、

志願者数のＵ字回復を目指す。限られた予算の中で、着実な資料請求者数の増加、オープ

ンキャンパスへの動員数の増強、出願促進のためのフォロー対策強化、合格後の歩留まり

促進等、きめ細かい学生募集マーケティングの手法を使って効率的な広報活動を展開し、

本学の「魅力と価値の可視化」を図る。 
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なお、志願者増強を図る施策として、①効率的な進学媒体の選定と資料請求者数の増強、

②効果的なオープンキャンパスの実施と来場者数の増加、③学外進学説明会の強化、④高

校訪問の改善、⑤9 月以降の併願校としての受験促進策の強化、⑥在学生を活用した募集

活動の促進、⑦学生確保マーケティングシステム（GMS）の導入、⑧ホームページにおける

受験生向け情報の充実等を重点課題として広報活動を進めるものとする。 

 

10. 入試制度改革 

現役高校３年生約７万人を対象としたアンケート（平成 23 年度リクルート・進学ブラ

ンド調査）における、「入試方法が自分に合っている」との項目において、関西エリアの女

子部門では、本学が 12 位（昨年 47位）と上位にランクされている。この結果は、高等学

校との情報交換等で入試改革を行ってきた評価と考えられる。 

定員確保問題の解決には一般入試を主軸とした選抜機能の正常化が最適だが、今後二極

化が加速する環境下で受験難易度の本学の立ち位置が向上するとは短期的には考え難い。

本学の評価が社会的に定着し、志願者間で選抜が成立するまでにはさらに長い時間がかか

る。従って本学の取るべき方針は必然的に、推薦系入学試験（ＮＤ女学院高等学校内部進

学、指定校推薦、公募制推薦、本学独自の特色ある入学試験）の再定義と機能の明確化、

ＡＯ入試の充実、三年次編入学試験の検討が主となるが、高等学校では、一般入学試験及

び大学入試センター試験受験の指導を強めていることから、一般系の対策も検討する。 

 

11．京都工芸繊維大学間連携 

本学と京都工芸繊維大学（以下「工繊大」）は、平成 21 年度に締結した包括協定に基づ

き、連携協力・交流を進めているが、平成 23年に工繊大の校地に本学の仮校舎「ノートル

ダム館」を建設し、併せて工繊大の教室の一部を利用し、同年 4 月から本学の授業の一部

を実施している。24 年度においても、更に連携交流を推進し、社会人を対象にした講座の

積極的な開講を進めるとともに、「ノートルダム館」を両大学の連携のシンボルとして広く

地域に開放した形で利用し、連携による特色ある大学づくりを推進していく。また、平成

22年度から実施している職員相互交流についても継続して、24 年度においても本学職員を

工繊大に派遣するともに、工繊大職員を本学に受け入れる。さらに、教員の交流として両

大学教員ＦＤ研修会の共同実施や科研費説明会を合同で行なう予定である。 

 

12．大学・地域との連携 

本学の地域連携としては、「大学コンソーシアム京都」への加盟により、大学間の単位

互換制度をはじめ、京都の大学が連合して進学説明会を開催する「学びフォーラム」の実

施、「京都学生祭典」への参加、生涯学習の「京カレッジ」、インターンシップ、国際交流

事業、FD/SD フォーラム等教職員の研修事業等に積極的に参加している。その他、聖母女

子短期大学をはじめとする地域の短期大学との編入学の推薦に係る協定を結んでいる他、
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外国人留学生の受け入れに係る地域の日本語学校との指定校推薦協定を結ぶ等、入学者確

保のために地域の学校との連携を強化する対策を講じている。 

特に平成 22 年度以降においては、下記のとおり、「大学間連携」「地域連携」「高大連携」

「産学連携」等、あらゆる形の「連携」を積極的に推進してきた。その結果、特色ある大

学づくりや大学としての基盤整備、質の向上につながる効果をもたらし、学生、教職員が

活発に活動・交流しており、これらの連携が大学の成長を大きく支えているが、平成 24

年度においても、引き続き、これらの連携を積極的に推進していく。 

平成 24 年度は、京都府立医科大学との連携に関する包括協定を締結し、国際医療を支

援する医療英語への取組みに着手する他、小児医療支援、がん患者への心のケア・心理サ

ポート、心理臨床センターの利用等の準備を進める。 

今後、こうした連携活動を推進し、京都府公立大学法人（京都府立大学・京都府立医科

大学）との連携をはじめ、自治体との地域連携を推進するほか、京都社会福祉協会との地

域連携や平成 23 年度以降に教育課程に「キャリア形成ゼミ」を開設する。また、「教員免

許状更新講習」のように本学が認定証を発行する社会人対象講座についても積極的に開講

する方針である。 

また大学以外の地域施設や地域住民組織との連携として、まず北山ふれあいセンターに

おいて、施設職員やセンターを利用する高齢者や障がい者、子どもとその母親などとの連

携により、学生のライフキャリア形成に寄与する実践型授業の展開を計画していく。さら

に、地域高齢者の生活の質と地域役割というものを、地域住民とともに継続的に探ること

を目的とした研究をすすめる。まずその手始めに、24 年度は、左京区老人クラブ連合会の

協力により、心理学部と生活福祉文化学部の教員から成る学際的研究グループが、サクセ

スフルエイジングの視点からの地域高齢者を対象とした調査研究を実施、成果を学内外に

公表していく。 

以 上 


