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Ⅰ．中期目標の達成状況 

１ 教育に関する目標の達成状況 

中項目 １ 教育の成果に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
教育の成果に関する全学的な目標 

カリキュラム・プログラムの改善による基礎学力、問題発見能力、問題解決能力等の向上を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 学士課程と大学院課程との連携教育の実施による専門学力の向上と進学意欲の上昇を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 女性のライフスタイルに即した教育課程・方法の開発に基づく就学環境を改善する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 社会人のキャリア・アップを支援する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目５ 小項目 アフガニスタン等開発途上国の女子教育・女性研究者支援を充実させる。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 
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全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 

中項目 ２ 教育内容等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

アドミッションポリシーに関する目標 
国籍・年齢に関係なく、本学の教育理念に合致して、すぐれた資質を持ち、勉学・研究に対する

強い意欲を有する女性を受け入れる。また諸外国、とりわけアジア諸国よりすぐれた女子の留学

生を受け入れる。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 

教育課程に関する基本方針 

教養教育：日本語によるプレゼンテーション能力、英語のコミュニケーション能力及び情報リテ

ラシーの養成などスキル教育を授けるとともに、２１世紀を生き抜くための「知」を重視した教

育を授ける。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
専門教育：専門分野における教育目的を明確に達成しうる教育科目を配当し、体系的な教育プロ

グラムを編成するとともに、幅広い教育を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 

教育方法、授業形態、学習指導法、成績評価等に関する基本方針 

新入生を対象とする少人数制のゼミの充実をはかり、授業の理解度を把握するための方策を実施

し、学生のモチベーションを高める。また、各授業科目の成績評価基準を明確化し、厳格なる評
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価を行う。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 

中項目 ３ 教育の実施体制等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

教職員の適正な配置を行うとともに、退職者の後任補充については役員会管理とし、各部局の意

見を聴取しながら配置を定め、学内の人材の流動化を図る。 

教育推進室で教育環境を把握しその整備をはかり、また教育の質の改善をはかることを目標とす

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 

中項目 ４ 学生への支援に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

情報化の推進をはかり、学内施設の利用状況を的確に把握し、教室を開放するなど学習環境を整

備し、学生相談体制を充実し、学習や生活支援を行うとともに、出来る範囲での経済的支援を実

施する。また、学生の意見を吸い上げるシステムを構築し、良好な学内環境を保持する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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２ 研究に関する目標の達成状況 

中項目 １ 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
研究活動を活発化して拠点化をはかるとともに、国際交流を推進して国際的に認知され、高度な

水準を維持する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 
社会連携・広報推進室より、各種メディアを通じて研究成果を社会に発信し、社会的還元を促進

する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
世界の女性研究者、特にアジアの女性研究者との間にネットワークを形成し、緊密な連携の下に

共同研究をし、その成果を広く世界に発信する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

 

中項目 ２ 研究実施体制等の整備に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
教職員の適正な配置を行うとともに、退職者の後任補充については役員会管理とし、各部局の意

見を聴取しながら配置を定め、学内の人材の流動化を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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小項目番号 小項目２ 小項目 研究推進室で研究環境を把握しその整備をはかり、また研究の改善を図る。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 特に女性のライフスタイルに即した研究環境や研究体制を整備する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 重点領域の研究推進のため、設備使用の便宜を図る。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目５ 小項目 総合評価室において、第三者を交えた厳正な評価をする。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 
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３ 社会との連携、国際交流等に関する目標の達成状況 

中項目 １ 社会との連携、国際交流等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 社会人教育の推進、特に社会人女性の勉学再開とその成果の社会還元を支援する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 地域社会との相互交流を密にする。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
国際交流に関しては、海外各地の大学との交流協定締結を促進し、研究者及び学生の交流を活発

化する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 国際貢献に関しては、アフガニスタンに代表される途上国女子教育支援を強化充実する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続的に実施している。 

 
 
 
 




