
平成 25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 歳人口の減尐や大学間競争の激化、経済不況等の影響もあり、

平成 21 年度以降本学においても学生定員割れが続いている。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。このような厳しい現況を大学教職員が強く認識し、大学に求められている効率

的・効果的な経営と教育を行う公的機関としての質保証という２つのミッション遂行のた

め、平成 25年度においては、以下の事業計画を策定し、取り組んでいくこととする。 

 

１．予算の配分方式及び予算重点化事業項目 

現今の厳しい財政状況を踏まえ、平成 25 年度予算において従来の編成方針の見直しを

行い、原則として、前年度の各部署予算額及び学生収容定員充足率を基に編成する方針と

した。具体的には、①前年度予算の 8割を基礎額とし、②前年度予算の 2割に学生収容定

員充足率（学科、専攻等以外の部署においては全学の充足率とする。）を乗じた額を査定

額として、③「①」及び「②」の合計額を各部署の予算額とするものである。 

同査定方針により捻出した財源により、平成 25年度重点事業である（１）「グローバル

人材育成推進事業」、（２）「京都府立医科大学との連携推進事業」に予算計上した。 

なお、平成 25年度において編成する平成 26年度予算においても、本学の財政状況の現

状を踏まえ、特色ある教育研究の充実の予算を確保しつつ、予算査定方法をより一層明確

化し、編成していく。 

【重点事業（１）】グローバル化推進事業の基盤整備 

グローバル人材育成と大学教育のグローバル化のための体制整備を推進するため、①大

学環境のグローバル化整備、②教育研究のグローバル化推進、③国際連携の推進の３つを

目標に、「グローバル英語コース」（平成 26 年 4 月開設）に係る入試・広報活動、カリキ

ュラム開発、イマ―ジョン学内留学制度の整備、海外留学に関するシステム整備等、教育

体制の構築を行うほか、グローバル教育センターの開設準備、新校舎イマ―ジョンスペー

スの運営準備、ホームページや教育情報公表の充実・多言語化等、全学的なグローバル化

に向けた環境整備を行う。 

【重点事業（２）】京都府立医科大学との連携推進事業の開始 

本学は、平成 24年 4月に京都府立医科大学と包括協定を締結し、教育研究における様々

な分野での連携を進めている。大学間連携推進事業として、①医療語学力をもつ人材育成、

②小児医療センターにおける入院患児へのサポート、③がん患者への心のケア、④臨床心

理士との連携による患者と家族への心理サポートの４つを柱に、平成 25 年度は、人間文



化学部に「医療サポート語学プログラム」を開設するとともに医療事務に関する課外講座

の開設、小児医療ボランティア養成講座の実施、医療心理プログラムの実施、京都府立医

科大学内に心理臨床センターの分室機能をもったオフィスの開設準備等を行う。 

 

２.カリキュラム改革等の推進・ 

建学の精神である「徳と知」を目指すための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。その上で、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た分野横断

的、かつ実践的な教育プログラムを平成 25 年度からスタートする。具体的には、企業や

地域との連携による実践・実習をふんだんに取り入れた、新たな学びを創出する「学部横

断プログラム」などを開設する。また、「コースナンバリング」の導入作業を通して不断

にカリキュラムの見直しを行うことにより、学生にとって何を履修すればよいかが分かり

やすい体系を構築するとともに、類似の科目の統廃合など学内資源の有効活用とスリム化

を図るなど、一連の教育改革を進める。 

また、本学では、幼稚園教諭免許と保育士資格について、それぞれ心理学部心理学科学

校心理専攻、生活福祉文化学部生活福祉文化学科に別々に養成課程を置いているため両免

許資格を取得しづらい現状にある。そのため平成 25 年度においては、両資格が取得可能

な学科の新設（平成 26年度）を目指し、検討準備を進める。 

（１）学部横断型プログラムの実施 

平成 25 年度から、各学部学科の枠を超えた横断的な履修により学生のライフキャリア

形成を促すプログラムとして、「ホスピタリティプログラム」「子ども未来プログラム」の

２プログラムを開設する。学外の専門家の協力も得て実践的な力を養成する科目（「ホス

ピタリティ京都」「実践の子ども学」）を新設するなど、本学の特長を生かしつつ学生にと

って魅力あるプログラムとし、修了者に修了証書を発行する。人間文化学部では京都府立

医科大学との連携により病院での外国人患者の対応ができる人材を養成する一環として、

「医療サポート語学プログラム（英語）」がスタートする。 

（２）カリキュラムの恒常的な見直し 

平成 25 年度から心理学部心理学科発達心理専攻が「現代心理専攻」と名称変更し、よ

り現代的ニーズに対応したカリキュラムとなったほか、上記（１）の各種プログラムなど

様々な見直しを行っている。これらによりカリキュラム改革が進むことにより、一方では

開講科目数が増加傾向にあり、総枠の設定が必要である。下記（３）のコースナンバリン

グと併せ、財務的視点を踏まえてカリキュラムを不断に見直す。 

（３）コースナンバリングの導入 

コースナンバリング（科目を分類し番号を振ることで学習の段階や順序等を表し教育課

程の体系性を明示する仕組み）の導入作業を開始する。科目同士の整理・統合と連携が進

むことでスリム化するとともに、教員が個々の科目に注力しやすくなる、質を伴った学修



時間の実質的な増加・確保につなげるなどの効果を狙う。 

（４）退学・除籍防止へのＧＰＡ制度の活用 

平成 24 年度入学生から、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しているが、

近年は学生の多様化に伴い退学・除籍が増加傾向にあることから、ＧＰＡ値が低い成績不

振者に対して保護者とも連携して指導を強化するなど、退学・除籍の未然防止への活用も

進める。 

 

３．キャリア教育及びキャリア支援事業 

平成 24 年度文部科学省採択の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事

業」に基づき、「ＰＢＬを契機とした主体的な学びの確立」「キャリア形成カリキュラムの

質的改善」の２つのテーマに、それぞれグループ校と連携を計りながら取り組む。キャリ

ア形成カリキュラムの充実化、自己評価システムの整備、「キャリア形成ゼミ」をはじめ

とする地域や企業との連携による実践方授業の支援を行う。 

「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、平成 24 年度より、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」を導入したが、本年度はその定着、充実化を図る。 

就業支援については、キャリア形成への意識啓発から主体的な就業へと向かわせるべく、

キャリア教育とセンターによるキャリアガイダンスを有機的に結び付けるとともに、学生

の意識レベルに応じた適格なキャリアガイダンスの提供を目指す。加えて地元企業や堅実

な中小企業を中心に、新たな就業先企業の開拓に努める。 

 

４．国際教育の推進 

国際教育センターは平成 22 年度に拡充改組されたが、３年目となる平成 25 年度には、

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一層強化し、

海外教育機関への留学を積極的に推進していく。国際交流部門においては、日本語教員養

成課程の教育実習希望に応ずるために、中国や韓国等で実習の受け入れが可能な教育機関

を開拓する。また、平成 26 年度に英語英文学科に開設される「グローバル英語コース」

を準備するとともに、全学のグローバル化推進を支援するために「イマージョンスペース」

を運営する。さらに、言語教育部門では、英語教育カリキュラムを学部横断的なものに改

訂し、英語プレースメントテストを実施して習熟度別クラス編成を実現することによって、

共通英語プログラムの一層のレベルアップを図る。 

 

５．認証評価（第 2期）に係る「点検・評価報告書」の草案作成を開始 

認証評価の第 2期を迎え、自己点検・評価を行うにあたり、新たな基準では「内部質

保証システムが十分に機能していることを、説得力のある根拠をもとに証明すること」



が求められている。本学は平成 27年 1月に「点検・評価報告書」の草案を提出するにあ

たり、平成 25年度より新たな 10の基準ごとに大学各学部、研究科、事務局が点検を開

始し、根拠資料と報告書の草案作成に取り組む。 

 

６．施設・設備関係 

北山キャンパス整備事業は、平成 24 年度より本格的に工事が進んでおり、12 月から、

新本館工事に着手しており、平成 26年 2月に竣工の見込みである。また、平成 25年度に

おいては実施設計での新本館内イマージョンルームやアクティビティスペースの設置や

ＩＣＴ設備等の導入を図る。 

なお、当初、新本館は平成 25年 10月の竣工予定であったが、建設地の土壌調査・対策

工事の影響により、約 5か月間遅れる見込みとなった。 

 

７．事務組織の改編等 

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、担当部署が不明確な業務に対

応するための協業体制としてグループ制・チーム制を平成 22 年度に導入した。その後、

同制度の定着が図られてきたが、有効に機能しているチームがある一方で形骸化している

チームもあることやチームでなく課の所掌とすることが可能となった業務もあることか

ら、平成 25 年度においては、チーム制の見直しを含め、新キャンパス整備計画に連動し

た事務室の大部屋化への移行をも見据えつつ、事務組織機能の再構築を目指す。例えば、

現在、総務課、教務学事課、学生課、保健室等で編成している「キャンパスサポートチー

ム」の業務を学生課の下に一元化し「キャンパスサポート推進室」を設置する。また、入

試課と広報課による「入試広報チーム」を「入試・広報課」とする。さらに、現在の学長

室を廃止し、同室の業務を総務部及び教務部に振り分ける。 

なお、管理部門の一部を法人本部事務局との兼任体制にするなど、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。 

 

８.人事制度の整備 

大学をとりまく経営環境は極めて困難な局面に差し掛かっており、大学が生き残るため

には、大学事務職員の各部署における業務遂行のスキルアップが強く求められている。そ

のためには、現場での実務経験のみならずそれをサポートするＳＤ（能力開発、スタッフ

ディベロップメント）などの取組みが非常に重要であることを踏まえ、平成23年度から3

年計画で職員研修を実施している。研修計画の最終年にあたる平成25年度においては、講

師の評価を人事考課に反映させ人事異動の参考資料として活用していくとともに、モチベ

ーションを高めることを目的として、人事考課を給与などの処遇に連動させることを検討

する。また、教員に対しては、服務規程を整備するとともに、人事考課制度の平成25年度



内導入を目指す。 

 

９.経費の抑制 

（１）人件費の抑制 

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、採用の抑制を図る。

職員については可能な限り、退職者の後任を非常勤または派遣により措置する。 

（２）70歳定年教員の給与の調整 

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

給与を減額（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たものの当該教員の全員の

同意が得られていない状況から、現在、理事会で継続審議中である。平成 25 年度におい

て、当該全教員の同意を得て、同制度の実施を図る。 

（３）非常勤教員の雇用抑制 

各学科において非常勤講師担当コマ数の削減を行う。また、単価の全学統一（講師ごと

の経歴換算をしない）及び引き下げを検討する。非常勤教員数を削減することにより、専

任教員の負担増が予測されるが、フェロー制度（退職教員の協力を得て特別講師として教

鞭をとってもらうボランティア制度)の導入による負担の軽減を検討する。 

（４）超過勤務手当額の抑制 

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、平成25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。 

（５）経費削減の日常的チェック 

平成 24 年度に「経費節減プロジェクトチーム」を立ち上げた。同プロジェクトチーム

は、主任級を主とした次世代育成職員研修（トップガン研修）において、自主的な取り組

みとして提案されたもので、提案者を核に教員数人の協力を得て、学長のもとに発足した

ものである。同プロジェクトチーム（通称「チェッカーズ」）は、本学の厳しい財政状況

を踏まえ、人件費・管理費をはじめ、学内の諸経費のチェックを行い、節減の可能性を探

り、平成 25年度において学長に提案することとしている。 

 

10．広報関係 

平成 25～26年度の 2カ年の広報活動により、平成 27年度入試以降、入学定員（430名）

を安定的かつ継続的に確保できる状況を実現する。マイルストーンとして、平成 26 年度

入試は「受験者総数 850名、入学者総数 370名」を目標数値として設定する。 

基本戦略として、まず、本学の魅力・特長（訴求ポイント）を再検討し、明確にした上

で、①重点設定校（200校）との関係強化、②接触機会の増加による高校生の早期囲い込

み、③オープンキャンパスのコンテンツ拡充による参加者増、参加者満足度向上に取組む。 



目標達成のための具体的施策として、①高校訪問の強化（重点校 200校への徹底フォロ

ー）、②費用対効果の高い進学媒体の精選と活用、③訴求力の高い刊行物制作と効果的な

活用、④学生募集専用入試サイトの新規開発、⑤オープンキャンパスの改革による参加者

大幅増、⑥進学説明会等による潜在的本学志望者の掘り起こし、⑦個別接触機会（大学見

学者対応、個別相談会等）の拡充、⑧学生確保マーケティングシステム（GMS）による広

報戦略の深化、⑨メディア各社との関係強化による一般メディアの有効活用、を遂行する。 

 

11. 入試制度改革等 

大学の二極化がさらに進んでおり、本学も定員確保には苦慮しているのが現状である。

一般的に大手進学雑誌社が発表している大学の評価（難易度）は、一般入学試験、大学入

試センター試験利用入学試験結果を基準に行われるため、両入学試験を成立させるために

も、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）での受験

生確保にまずは注力したい。また、ＡＯ入学試験や留学サポート英語特色入学試験等にお

いて、本学の特色に合った目的意識の高い受験生の関心を得ていく。グローバル英語コー

ス特別入学試験を実施予定であるが、出願資格や試験内容等について他大学の内容を検討

し実施案を作成する。 

また、編入に関しては、三年次だけでなく、資格取得やカリキュラムに、より負担が尐

ない二年次編入学の実施を検討していく。 

 

12．京都工芸繊維大学との連携 

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。平成 25 年度においても、これまで以上に連携交流を推進し、社会人

対象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年度から継続して実施している職員相互交流人事について、平成 25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、

教員交流として大学教員ＦＤ研修会の共同実施や科研費説明会を合同実施する。 

 

13．大学・地域との連携 

本学が組織的に地域と連携し、地域社会における学びの場を提供する等、地域貢献に資

するとともに、本学の学生が主体的に学びながら地域の課題に取り組むことにより大学

COC（Center of Community）機能の強化を図る。具体的には、京都府立医科大学との連携

による事業（医療サポート語学プログラムの開始、小児医療ボランティア講座の開講、患

者とその家族の心理サポート等）をはじめ、京都の洛北地域の活性化を目的に社会人のた



めの学びの場として開講される洛北エリア・コミュニケーション（RAC）プロジェクトに

おける講座提供等を実施する。また、学生が主体的に学び、取り組む力を育むために開設

された実践型授業科目「キャリア形成ゼミ」では、社会福祉法人京都市左京区社会福祉協

議会との連携による「町づくりプランナーゼミ」や㈱JTB西日本京都支店との連携により

京都を紹介する旅行を企画する「旅行プランナーゼミ」、上京区高齢者施設との連携によ

る「福祉プランナーゼミ」等、実践的な授業を提供するほか、学部横断型「子ども未来プ

ログラム」を新たに開設し京都市葵児童館との連携による実習事業を展開する。 

 

14．学生の認安全確保・緊急対応 

平成 25年 1月に発行した『学生携帯用（事故・急病・ 大地震）時対応マニュアル』を

基に 4月の学年別オリエンテーション時の説明で、具体的な対応策や避難経路を周知徹底

させる方針である。また、マニュアル内に記載されている「葉書による安否確認」には、

本学で印刷した専用の葉書を配布し、マニュアルと共に携帯させる。  

新校舎建て替えやソフィア館の改修工事が順次実施されるため、避難経路には特に慎重

を期し、構内に設置している「避難経路図」で常に最新のものを確認できるようにする。       

また、教職員は自主消防訓練時に迅速な学生の避難誘導が行えるようシュミュレーション

を行う。学生を安全に避難誘導させることを第一に、各課で想定される危機管理について

も今後課長会で検討を重ねていく。 

緊急時に全学生及び教職員の安否を確認する体制を整える。確認には、稼動中の教務シ

ステム「Campus mate」が有するメッセージ機能を利用する。安否を確認するメールを対

象者が受信用に登録したメールアドレスに向けて一斉に送信する。本稼動までに対象者全

員の連絡先メールアドレスの登録と実地試験が必要であり、いずれも平成 25 年 3 月中に

完了させる予定（新任教職員、中途採用者については着任時に説明し、登録させる）であ

る。なお緊急時における備蓄（品名及び内容等）についても検討を重ねていく。 

 

15．ＦＤ関係等 

「授業評価アンケート」については、各授業の内容および方法を改善することを目的に

平成 25年度も引き続き全学的に実施する。「オープンクラス」は、公開授業科目数を拡大

し、全学的な授業内容や授業方法の質の向上を図る。 

また、平成 24年度後期に全学部学生を対象に実施した「学生満足度調査」の調査結果

を公表するとともに、その結果を基に教育環境の改善に努める。 

 

16．学生課関係 

（１） 学生の集会及び団体、学生の対応 

在学生が本学ホームページで常に学生生活情報が確認できるよう「キャンパスライフガ

イド」の内容を盛り込み更に充実させる。 



・現在実施されている「学生満足度調査」の結果をもとに、学生の大学に対する意見、質

問等については、学生委員会の議題とし、学生会執行部との調整をもとに改善を図ってい

く。 

・大学と警察が連携し、犯罪情報や被害防止のための情報交換を実施し、学生が安全で安

心して暮らせるための自主防犯意識の向上と自主防犯行動の促進を図ることを目的とし

た「左京区（下鴨）6大学安全・安心ネットワーク」で情報交換をおこない防犯情報等の

掲示、学生の自主防犯意識を高める。学生の相談については、内容により所轄の警察へ連

絡相談し対応する。 

（２） 学生行事の充実 

・新入生全員を対象に大学生活を支援するためにフレッシュマンセミナーに引き続き学生

会執行部会及び課外活動団体を主体とした学生行事を 5 月 16 日（木）実施する。新入生

と上級生が交流と親睦を図ることで更に大学生活の目的や目標を明確にすることのでき

る行事とする。 

・大学祭（ＮＤ祭）：２日間を休講しておこなわれる大学行事であることから、１、２年

次生は全員強制参加とし研究発表等の場と考え、指導教員は助言、指導をおこなうことに

よって、大学全体（学生、教職員）が地域社会へ向けて「京都ノートルダム女子大学」を

発信することのできる取り組みを提案する。 

・第 13 回カトリック女子大学総合スポーツ競技大会：平成 25 年度は、同競技大会を 11

月 30日～12月 1日に本学で開催する。聖心女子大学、ノートルダム清心女子大学、白百

合女子大学、清泉女子大学、本学の 5校が参加予定であるが、開催校として各クラブ・団

体がボランティアとして大会運営に当たるよう指導する。 

・リーダースセミナー：学生が課外活動の課題を話し合い、各クラブの活性化と相互交流

をはかり、リーダーシップのトレーニングを兼ねることを目的としたセミナーを 2月に 2

日間実施する。救命講習会も取り入れ、AEDの使用方法と緊急対応について学ぶ。 

・学生が企画、調整した地域との連携活動を推進し支援する。 

（３）学生の生活支援 

奨学金説明会を実施し、個別対応と面談をおこない経済的理由による退学・除籍者なく

す。本学学生の約 3割が奨学金の貸与を受けており、卒業後は多額の返還金（借金）を抱

えたまま生活を送ることになる。しかし、給付奨学金は約 0.3％の学生に一人年間 20 万

円の給付していることに留まっている。経済的困窮者に対して修学意欲を高め学習に専念

できるよう大学独自の支給奨学金を増額して支援する。 

（４）マーガレット寮の閉寮計画と外国人留学生の松ヶ崎学生会館入寮について 

マーガレット寮は、平成 26年に閉寮予定であったが、現在入居している寮生に配慮し、

2 年延期し平成 28 年に閉寮する計画である。現在マーガレット寮に入居している外国人

留学生は、原則として平成 25 年 4 月に京都工芸繊維大学松ヶ崎学生館に移ることをとし

ている。また、平成 25年度以降入学する留学生は原則として同学生館に入館する。 


