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１．設置の趣旨及び必要性 

 

（１）学校法人北杜学園及び仙台青葉学院短期大学の概要 

 

  学校法人北杜学園は，職業教育の実践により地域社会に貢献することを目的として，昭

和 56年，宮城県仙台市青葉区に創立した。以来，仙台医療福祉専門学校，仙台医療技術専

門学校（平成 25年４月，仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科に改組），仙台大

原簿記情報公務員専門学校，仙台工科専門学校，仙台デザイン専門学校において，理学療

法士，作業療法士，言語聴覚士，歯科衛生士，介護福祉士，保育士，公務員，税理士，測

量士，グラフィックデザイナー等，幅広い専門職業人を養成してきた。平成 21年４月には，

「豊かな人間性を育てる教養教育」，「良好な人間関係を築く対人教育」，「地域社会に貢献

し得る実学教育」という３つの建学の精神のもと，本学園における新たな高等教育機関と

して，宮城県仙台市若林区に「仙台青葉学院短期大学」を設立した。平成 29年３月までに

本学園設置校を卒業した学生は 37,500人を超え，東北各地の様々な業種や職種で活躍して

いる。 

仙台青葉学院短期大学は，短期高等教育機関として実学教育を実践することにより仙台

市，宮城県，そして東北６県の地域社会に貢献することをその存在の意義とするものであ

る。平成 29年度までに以下の７学科構成となっている。 

平成 21年４月に，看護学科及びキャリアデザイン学科（平成 24年度より，ビジネスキャ

リア学科に名称変更）の２学科構成により，「仙台青葉学院短期大学」を開学した。その後，

平成25年４月にリハビリテーション学科及びこども学科，平成26年４月に歯科衛生学科，

平成 27年４月に栄養学科，平成 28年４月に観光ビジネス学科を開設した。 

 

本学建学の精神に掲げる「地域社会に貢献し得る実学教育」の到達度合いを示す指標の

一つとして，学生の就職率（就職希望者に対する就職者の割合）の高さがある。 

文部科学省・厚生労働省共同による「大学等卒業者の就職状況調査」（各年度４月１日現

在）によれば，全国の短期大学卒業者の就職率は，平成 27年度卒業者 97.4％，平成 28年

度同 97.0％となっているが，本学既設学科（平成 28年度開設の観光ビジネス学科を除く）

の平均就職率は，平成 27年度 99.7％，平成 28 年度 98.9％（各年度３月 31日現在）であ

り，全国平均よりも高い就職率を誇っている。とりわけ，看護学科及びこども学科におい

ては，学科開設以来，連続して 100.0％となっている。 

 

（２）英語教育に対する考え（社会的背景） 

 

 平成 26年９月，英語教育の在り方に関する有識者会議がまとめた「今後の英語教育の改
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善・充実方策について 報告～グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言～」に

よると，グローバル化の進展の中での英語力の重要性について述べられており，グローバ

ル化が急速に進展する中で，外国語，特に英語によるコミュニケーション能力は，これま

でのように一部の業種や職種だけでなく，生涯にわたる様々な場面で必要とされることが

想定されている。加えて，これからは，国民一人一人にとって，異文化理解や異文化コミュ

ニケーションはますます重要になり，その際，国際共通語である英語力の向上は日本の将

来にとって不可欠であるとされている。 

 我が国では，人々が英語をはじめとする外国語を日常的に使用する機会は限られている

が，2020（平成 32）年の東京オリンピック・パラリンピックはもとより，2050（平成 62）

年頃には，我が国は多文化・多言語・多民族の人たちが，協調と競争する国際的な環境の

中にあることが予想され，そうした中で，国民一人一人が，様々な社会的・職業的な場面

において，外国語を用いたコミュニケーションを行う機会が格段に増えることが想定され

ている。 

 また，外国語には英語以外にも様々な言語が存在し，コミュニケーションの手段という

意味ではそれぞれ重要ではあるが，グローバル化社会において英語が国際共通語として重

要な役割を果たしていることから，英語教育改革を一層推進するとしている。 

 

 加えて，同じく平成 26年 12月の中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接

続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革について～すべ

ての若者が夢や目標を芽吹かせ，未来に花開かせるために～」において，高等学校教育，

大学教育を通じて育むべきものとして，次のように述べられている。 

 グローバル化の進展の中で，言語や文化が異なる人々と主体的に協働していくためには，

国際共通語である英語の能力を，真に使える形で身に付けることが必要であり，単に受け

身で「読むこと」「聞くこと」ができるというだけではなく，積極的に英語の技能を活用し，

主体的に考えを表現することができるよう，「書くこと」「話すこと」も含めた四技能を総

合的に育成・評価することが重要である。 

 

（３）訪日外国人の増加 

 

 日本を訪れる外国人数は，平成 24年以降，年々増加している。平成 28年は，前年を 400

万人以上上回り，過去最高の 2,400万人となった。平成 29年についても，日本政府観光局

（JNTO）による 12月の推計値で 2,869万人を超えており，過去最高を更新し，平成 28年

を 460万人以上上回る数字（約 1.2倍）となった。 

 航空路線の拡充やクルーズ船寄港数の増加，査証要件の緩和に加え，これまでの継続的

な訪日旅行プロモーションなど，様々な要因が訪日外客数の増加を後押ししたと考えられ
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ている。 

 

 【資料１】訪日外客数の推移 

 

 今後も，JNTOを中心に，官民あげてのインバウンド拡大に向けた取組が推進され，2020

年の東京オリンピック・パラリンピック開催も追い風となり，さらに訪日外国人が増える

ことが期待されている。 

東北地方は，東日本大震災の影響で，外国人旅行者数は一時大幅に減少したが，平成 27

年には震災前の水準に回復し，以後も増加傾向が続いている。 

 

 【資料２】東北地方を訪れる外国人宿泊数の推移 

 

 日本全体の訪日外国人の内訳を見ると，東アジア（韓国，中国，台湾，香港）が 70％以

上（東北地方においては 70％以下）を占めるが，欧米豪（イギリス，フランス，アメリカ，

カナダ，オーストラリア等）も 12％程度（東北地方においては 15％程度）となっている。

インバウンドに対応するためには，様々な言語能力を身につけていることが必要であるが，

世界各地で国を問わず，国際共通語となっている英語力を身につけた人材の育成が重要で

ある。 

  

（４）在留外国人の増加 

 

 法務省が公表している平成 29年６月末現在における在留外国人数は，中長期在留者数が

213万 7,160人，特別永住者数が 33万 4,298人で，これらを合わせると 247万 1,458人と

なり，前年末に比べ，８万 8,636人増となり，過去最高となった。 

 宮城県及び東北地方においても，東日本大震災の影響で，平成 23年度末に減少したもの

の，徐々に回復し，現在は震災前よりも増加している。特に本学が所在する宮城県におい

ては，平成 23年度末より５千人以上増加している。 

 

 【資料３】宮城県及び東北地方の在留外国人数の推移 

 

 在留外国人の国籍・地域を見ると，アジア出身が 80％を超えているが，国籍の異なる人々

にとって，共通の言語は英語であり，英語力を身につけていることは，在留外国人と接す

る機会をもつあらゆる場面で求められると考える。 
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（５）宮城県における取組（みやぎ国際戦略プラン） 

 

 本学が位置する宮城県では，「富県宮城の実現」に向けた個別計画として，平成 18年に

「みやぎ国際戦略プラン」が策定され，グローバル経済の促進とみやぎの国際的知名度の

確立による富県宮城の実現に向け取り組んでいる。平成 29年度から平成 32年度までの４

か年を第４期と位置づけ，以下のような施策を掲げている。 

 

○県内企業の海外販路開拓・拡大 

 県内企業の海外展開に向け，各国の市場性等に関する情報提供や，支援を行うことによ

り，輸出品目及び輸出額の拡大を目指す。宮城県には，東北唯一の国際拠点港湾の仙台塩

釜港，東北唯一の国管理空港である仙台空港があり，東北の発展を支えるゲートウェイと

して，交通の拠点のみならず，東北地方の物流拠点となっていることから，国際貨物取扱

量の更なる拡大を狙う。 

○海外からの投資の促進 

 外資系企業の県内進出により，県民の雇用の創出を，外資系企業の経営手法・技術の導

入により，新しいビジネス機会が生まれ，県内企業の国際化・活性化を目指す。 

○インバウンド・アウトバウンドの促進 

 外国人観光客誘致促進のため，関係機関等と連携し，受け入れ体制の整備，情報発信等

の取組を行う。また，仙台空港国際線利用者数の増加と国際航空路線の維持・拡充を進め

る。 

○多文化共生社会形成の推進 

 外国人でも暮らしやすい社会・環境づくりを行い，外国人従業員の移住を伴う外資系企

業の誘致や外国人観光客の誘致につなげる。 

○国際交流・国際協力活動の推進 

 宮城県の知名度を向上させ，県産品の輸出増加や外国人観光客の増加につなげることを

目指す。 

 

 以上のような取組，施策を推進していくには，国際共通語である英語のコミュニケーショ

ン能力を身につけた人材が求められていると考える。 

 

（６）関連団体からの賛同 

 

 東北観光の認知度向上と，国内・海外の観光客等の誘致を推進し，観光産業の振興と東

北経済の発展に寄与することを目的に設立され，観光による交流人口の拡大，地域の活性

化，訪日外国人旅行客を増やすための各種事業を推進している「一般財団法人 東北観光推
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進機構」より，現代英語学科設置に対して賛同書をいただいている。 

 東北において，観光だけでなく，国際大会・国際会議の開催では，語学力が必要とされ，

とりわけ，国際共通語である英語の必要性が急激に高まっており，短期間で外国語を習得

し，国際化に対応可能な人材育成が求められていることの証左である。 

 

 【資料４】仙台青葉学院短期大学現代英語学科（仮称）の設立について 

 

（７）仙台青葉学院短期大学において現代英語学科を設置する理由 

 

仙台青葉学院短期大学は，短期高等教育機関として，また，７学科を擁する総合短期大

学として，看護師，理学療法士，作業療法士，保育士，幼稚園教諭，歯科衛生士，栄養士

等を養成する実学教育を行うことにより，地域社会に貢献することを理念としてきた。 

全国的に見て所得の低い地域である，東北地方，宮城県において，短期高等教育機関の

果たす役割は少なくないと考える。それは，本学への入学志願者数や就職率の高さからも

明らかである。 

 

【資料５】東北各県別１人当たり県民所得（平成 26年度） 

 

加えて，上述した英語教育に対する方針や，訪日外国人や在留外国人の増加等の社会情

勢，本学が位置する宮城県における取組等を踏まえると，英語を用いたコミュニケーショ

ンは，世界規模で事業展開している企業等にとどまらず，広く一般社会で求められるスキ

ルであると言える。また，東北地方の観光振興及び地域経済の活性化には，短期間で英語

を習得し，国際化に対応できる人材が求められている。 

しかしながら，東北地方において，英語を専門的に学べる短期高等教育機関は，２大学

（山形県立米沢女子短期大学 英語英文学科及び岩手県立盛岡短期大学部 国際文化学科）

にとどまっている。 

現在，宮城県内に英語分野の短期大学は設置されていないが，それは単にニーズがない

からということではないと考えている。平成 24 年度から平成 29年度の宮城県内の短期大

学と本学の入学者数を見ても（後述の「学生の確保の見通し等を記載した書類」宮城県内

短期大学及び仙台青葉学院短期大学入学者数の推移 参照），本学が他短期大学の入学者数

を減ずることなく，宮城県初・東北初となる学科を設置するなどにより，短期大学入学の

新たなニーズを掘り起こし，宮城県内の短期大学入学者数の増加に貢献してきた側面もあ

るのではないかと自負するところである。 

また，平成 30年１月に実施した高校生アンケート調査（後述の「学生の確保の見通し等

を記載した書類」高校生アンケート調査 参照）において，「本学 現代英語学科へ入学し
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たい」と回答した高校生が定員を遥かに上回る 767人居り，うち 200人が宮城県に在住す

る高校生であることを踏まえると，宮城県に位置する短期大学として，英語分野の学科へ

のニーズは高いものと考える。 

以上により，東北地方，宮城県において，２年間という短期間で，国際共通語である英

語力とともに，豊かなコミュニケーション能力，さらに，社会人として求められる基礎的

な能力を身につけた人材を輩出することは，本学の果たす使命と考え，仙台青葉学院短期

大学 現代英語学科の設置を計画する。 

 

（８）教育上の目的及び学位授与の方針 

 

本学 現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話

す」「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を

育成する。併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵

養することを教育上の目的とする。 

 

本学では，平成 28年度より全学的に学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）と学習成果

との関連について学生にわかりやすい表現に改善し，学習成果の再定義を行った。建学の

精神との関連から，学習成果を【基礎力】【実践力】【人間関係力】【生涯学習力】【地域理

解力】の５つのカテゴリーで表すこととし，各学科の学習成果を具体化した。 

今回設置を計画する現代英語学科についても，既設学科同様に５つのカテゴリーを用い

たディプロマ・ポリシーを定める。 

 

 教育上の目的に基づき，現代英語学科の学位授与方針を以下のとおり定める。 

 

＜ 現代英語学科 ディプロマ・ポリシー ＞ 

現代英語学科に２年以上在学し，次の５つの力で表された本学科が定める学習成果を身

につけ，所定の卒業要件単位数を満たした者に，「短期大学士（英語）」の学位を授与する。 

 

【基礎力】「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を身につけ，英語コミュニケーショ

ン能力を高めることができる（ＣＥＦＲ‐Ｂ１レベル程度※）。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎科目）〕 

【実践力】基礎力で培った英語コミュニケーション能力を基に，実用的英語運用能力を身

につけ，自立した英語使用者として行動することができる。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門展開科目），演習分野〕 
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【人間関係力】コミュニケーション能力，豊かな人間性及び基礎的なビジネス実務能力を

身につけ，他者と良好な人間関係を築くことができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，専門教育分野（関連科目），演習分野〕 

【生涯学習力】生涯にわたり学び，成長し続けることができる。 

〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎科目・専門展開科目），演習分野〕 

【地域理解力】多様な社会・文化を理解することができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，専門教育分野（専門基礎科目・関連科目），演習分野〕 

 

※ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages）：

言語能力のレベルを示す国際標準規格 

 

（９）研究対象とする中心的な学問分野 

 

仙台青葉学院短期大学 現代英語学科の研究対象とする中心的な学問分野は，文学（英語）

とする。 

 

 

２．本学 現代英語学科の重点的機能及び特色 

 

（１）本学 現代英語学科の重点的機能 

 

 平成 17年１月の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像（以下，「将来像」）」

において，新時代の高等教育は，学校種ごとにそれぞれの位置づけや期待される役割・機

能を十分に踏まえた教育や研究を展開すること，各学校種においては個々の学校が個性・

特色を一層明確にしていくことを提言している。そのうえで「将来像」は，大学が，「世界

的研究・教育拠点」，「高度専門職業人養成」，「幅広い職業人養成」，「総合的教養教育」，「特

定の専門的分野（芸術，体育等）の教育・研究」，「地域の生涯学習機会の拠点」，「社会貢

献機能（地域貢献，産学官連携，国際交流等）」の機能の比重の置き方によって，個性・特

色を表し，機能別に分化していくことを提言している。 

 仙台青葉学院短期大学においては，建学の精神に「地域社会に貢献し得る実学教育」を

掲げ，これを実践してきた。本学における重点的機能は「幅広い職業人養成」にある。今

回設置を計画している「現代英語学科」においても，実用的英語力及び社会人として求め

られる基礎的素養を涵養することから，「幅広い職業人養成」を重点的機能とする。 
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（２）現代英語学科の特色 

   

  ① 少人数・習熟度別のきめ細かい教育 

 本学 現代英語学科は，40 人という入学定員を設定しており，講義科目については，40

人による授業を基本とするが，「専門基礎科目」に必修科目として配置する，「国際文化論」

を除く英語関係の演習科目については，習熟度別にクラス分けを行い，さらに少ない人数

（20 人程度）で実施する。また，40 人による全体指導及び８～10 人程度の少人数指導を

組み合わせたゼミナール指導を行う。ゼミ担任制を設けることにより，学生と教員の日常

的なつながりを重視し，学生たちが安心して自らの意見を述べることができる環境を整え，

効果的な指導を行う。 

 

  ② 英語４技能の習得 

 「話す」「聞く」「読む」「書く」の４技能を確実に習得できるよう，それぞれ科目を配置

する。「専門基礎分野」の必修科目（「Oral CommunicationⅠ・Ⅱ」「ListeningⅠ・Ⅱ」「Reading 

＆ VocabularyⅠ・Ⅱ」「Grammar ＆ CompositionⅠ・Ⅱ」）は，それぞれ週２回（半期・30

回）授業を行い，その基礎力をしっかりと養う。「専門展開科目」では，「専門基礎科目」

で学んだことを基盤とし，４技能を統合した実用的英語運用能力を身につける科目を配置

する。学生一人ひとりの技能別の理解度に応じて科目選択ができるほか，英語に慣れ親し

む科目も配置する。 

  

  ③ 演習科目の配置 

  実践的なキャリアデザイン能力を身につけ，自分自身を客観的に分析できるようになる

とともに，様々な職種・業種における仕事について学び，職業意識を養う「キャリア形成

演習」を１年通年で設定する。 

 さらに，「基礎ゼミ」，「総合演習Ⅰ」及び「総合演習Ⅱ」において，コミュニケーション

スキルの向上や，学生自らが課題を発見し，解決する力を育成する。とりわけ，「総合演習

Ⅱ」では，本学科での学びを通して修得した語学力や知識の統合を図り，コミュニケーショ

ン力，プレゼンテーション力，実用的英語力を深化させ，卒業後も学び続ける姿勢を涵養

する。 

 

 ④ 授業外学習支援 

 授業外では，学生の自主的な学習を支援するため，マンツーマン英会話レッスン（初級

から上級まで 10段階のレベル）ができるシステムを契約し，その導入を図る。学生は，授

業の空き時間や放課後を利用し，海外にいる外国人講師とオンラインで英会話学習を行う

ことができる。マンツーマンレッスンのため，個々の学生のレベルに合わせて学習を進め
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られ，また，レッスンの予約は，開始の５分前まで可能であり，学生は予定に合わせてレッ

スンを受けることができる。 

 オンライン英会話システムを利用することにより，主体的な学習習慣を身につけ，また，

外国人と臆することなく会話する態度を醸成する。 

なお，システムの利用方法については，入学時のオリエンテーションにおいて，ログイ

ンＩＤを各自に付与し，詳しく説明を行う。 

現代英語学科専任教員は，ログイン履歴，受講回数，外国人講師による１レッスンごと

の評価等を確認することができ，それらを踏まえて 10段階のレベルのうち，どのレッスン

を受講するのがよいか等，学生に個別アドバイスを行う。 

また，システムの利用に際して不明な点やトラブル等があれば，教職員がその対応にあ

たる。 

 オンライン英会話システムは学生の自主的な学習支援として導入するが，正課授業で学

んだ内容の定着を図り外国人と会話する機会・時間を多く持つため，積極的に利用するよ

う教職員がサポートしていく。 

 

 ⑤ 英語をじっくり学べる環境整備 

今回，新たに多目的演習室を整備する。上述のオンライン英会話などを用いて，リスニ

ングとスピーキングを周囲に遠慮することなく学習することができるスピーキングブース

や，１～２人で外国の映画作品などを鑑賞できる視聴覚ブース，パソコンを設置し，レポー

ト作成などに取り組むことのできるライティングエリア，学生と教員がくつろいだ雰囲気

の中で英会話を楽しむソファースペースなどを配置する。 

 

 

３．学科の名称及び学位の名称 

 

 設置の趣旨，教育上の目的，学科の特色，教育課程等を踏まえ，学科名称及び学位名称

を定める。 

 本学科の学科名称は，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」

「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育

成し，併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコミュ

ニケーション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵養す

ることを教育上の目的とすること，そして，高校生や就職受入先等にもその教育内容が明

確に伝わることを重視し，「現代英語学科」とする。 

 学位に付記する専攻分野については，国際共通語として現代世界で使用されている英語

を学ぶことから，「英語」とする。 
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 学科及び学位の英語名称については，国際通用性を考慮し，以下のとおりとする。 

 

【学科名称】 

現代英語学科              英語名（Department of Contemporary English） 

【学位名称】 

短期大学士（英語）     英語名（Associate of Arts Degree in English） 

 

 

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

 

（１） 各科目区分の科目構成とその理由 

    

本学 現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話

す」「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を

育成する。併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵

養することを教育上の目的とし，以下のとおりカリキュラム・ポリシーを定める。 

 

【現代英語学科 カリキュラム・ポリシー】 

 現代英語学科では，学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた学習成果を身に

つけるべく，教育課程を編成し，授業を実施する。 

 

１．変化の激しい社会の中で，どのような状況や環境に置かれても生き抜いていくための

基礎力を涵養すべく，実社会と結びつき，かつ学科の分野にとらわれない全学共通の内容

を基本とした，『教養教育分野』を配置する。加えて，現代英語学科の専門教育につながる

教養教育科目も配置する。 

２．『専門教育分野』は，『専門基礎科目』，『専門展開科目』及び『関連科目』にて構成す

る。『専門基礎科目』では，「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を中心に，基礎と

なる科目を配置する。『専門展開科目』は，『専門基礎科目』で学んだことを基盤とし，４

技能を統合した実用的英語運用能力を身につける科目を配置する。さらに，ビジネス実務

能力を養成する科目を『関連科目』として配置する。 

３．『演習分野』は，１年次前期から２年次後期まで，教員が学生に身近で指導し，個々の

学生の資質能力を高める，少人数のゼミ科目のほか，キャリア形成支援に関わる科目を配

置する。加えて，卒業要件単位数に含まない自由科目として，リスニング，リーディング，

文法，語彙に関するスキルを強化し，総合的に英語力を向上させる科目を置く。 
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 カリキュラム・ポリシーに基づき，具体的に次のような科目区分，科目構成とする。 

  ① 教養教育分野 

  近年，基礎学力の低下や，専門教育偏重の傾向等により，教養教育の重要性が一層高まっ

ている。平成 14年２月の中央教育審議会答申「新しい時代における教養教育の在り方につ

いて」では，大学における教養教育として，「今後の学部教育は，教養教育と専門基礎教育

とを中心に行うことが基本となり，各大学には教養教育の在り方を総合的に見直し，再構

築することが強く求められる。」と謳われている。また，平成 17年１月の中央教育審議会

答申「我が国の高等教育の将来像」では，学士課程における教養教育は，「専門分野の枠を

超えて共通に求められる知識や思考法等の知的な技法の獲得や，人間としての在り方や生

き方に関する深い洞察，現実を正しく理解する力の涵養に努めることが期待される。」とさ

れ，短期大学の課程においては，「４年制の学士課程に準ずる実質を備えた短期大学の課程

の教育上のこうした特徴を一層明確化するよう，教育の充実に不断の努力を傾注する必要

がある。」と示されている。 

 また，本学における教養教育の目的は，変化の激しいこれからの社会の中で，どんな状

況や環境に置かれても，生き抜くことができるための基礎力を涵養することであり，実社

会と結びつき，かつ，学科の分野にとらわれない全学共通の内容を基本とし，「全学共通教

養科目」を配置している。 

具体的には，本学建学の精神のひとつである，「豊かな人間性を育てる教養教育」を実践

すべく，『教養教育分野』に『人間と文化』，『人間と社会』，『人間と科学』の科目区分を置

き，「日本語表現法」「英語」「歴史と文化」「大学生活論」「暮らしの中の法律」「現代の社

会」「情報処理」の各科目を既設学科において開講している。 

 

 現代英語学科においても，全学方針に基づき，『教養教育分野』に『人間と文化』，『人間

と社会』，『人間と科学』の科目区分を置き，「全学共通教養科目」及び学科独自の教養教育

科目を配置する。本学科は２年課程であるため，修業年限中に履修できる教養科目数には

限りがあるが，上述の中央教育審議会答申「新しい時代における教養教育の在り方につい

て」においても定義されているように，「教養とは，個人が社会とかかわり，経験を積み，

体系的な知識や知恵を獲得する課程で身に付ける，ものの見方，考え方，価値観の総体」

であることを学生に教授し，生涯にわたり学び続けていくための扉を示していくことから

も，１年次前期から２年次後期まで教養科目を配置し，涵養していく。 

  

  ａ．人間と文化（必修５単位） 

１年次前期に必修科目として，「日本語表現法」「言語学基礎」を配置する。これから学

ぶすべての知識活動の基盤となる国語力を養い，言語学全般に関する基本概念を学ぶ。ま
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た，東北地方の歴史的特徴や伝統，年中行事，文化・社会・経済について学ぶ「東北学」

を選択科目として，歴史や宗教，思想など，今日の世界について知識を深める「歴史と文

化」を必修科目として配置する。 

 

日本語表現法  言語学基礎 東北学 歴史と文化 

   

ｂ．人間と社会（必修３単位） 

大学生活の基盤となる知識やスキルを身につける「大学生活論」，憲法や民法等の条文に

触れ，法律の基礎知識を修得する「暮らしの中の法律」，現代社会の構造，趨勢，問題点を

理解する「現代の社会」の３科目を必修科目として配置する。また，認知心理学をはじめ，

心理学全般の理解と基礎的知識を修得する「心理学」を選択科目として配置する。 

 

 

 

ｃ．人間と科学（必修３単位） 

コミュニケーションツールとして情報機器を活用し得る技能を育成する「情報処理Ⅰ」

を１年次前期に必修科目として，より応用的な知識・技術を修得する「情報処理Ⅱ」を１

年次後期に選択科目として配置する。さらに，健康な生活と食との関係について，また病

気やけが，感染症に関する基礎知識とその対処法について学ぶ「食と健康」を２年次後期

に必修科目として配置する。 

 

情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 食と健康 

 

なお，ａ～ｃの選択科目より３単位以上選択する。 

 

  ② 専門教育分野 

  『専門教育分野』に，『専門基礎科目』，『専門展開科目』，『関連科目』の３つの科目区分

を置く。 

  

  ａ．専門基礎科目（必修 18単位） 

『専門基礎科目』には，現代英語学科の基礎をなす，４技能に関する科目を８科目配置

し，すべて習熟度別にクラス編成を行う。 

また，１年次後期に開講する「国際文化論」では，日本における多文化共生，異文化理

解の望ましい在り方について考察する。 

大学生活論 心理学 暮らしの中の法律 現代の社会 
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『専門基礎科目』に配置する科目はすべて必修科目とする。 

 

Oral CommunicationⅠ Oral CommunicationⅡ ListeningⅠ ListeningⅡ 

Reading ＆  VocabularyⅠ  Reading ＆  VocabularyⅡ  Grammar ＆  CompositionⅠ 

Grammar ＆ CompositionⅡ 国際文化論 

 

  ｂ．専門展開科目（必修 10単位，選択８単位以上） 

『専門展開科目』には，『専門基礎科目』で学んだことを基盤とし，４技能を統合した実

用的英語運用能力を身につける科目を配置する。 

「Oral CommunicationⅢ」「Business Communication」「Media English」「Essay Writing」

「Public Speaking」は必修科目とし，その他，学生一人ひとりの理解度や興味関心に応じ

て科目選択ができる。選択必修科目として，英語に慣れ親しむ科目（「Extensive Reading」

「英語文学講読」「English for Tourism」「Chorus English」「Cinema English」「Drama English」

「海外研修」）を配置する。 

 

Oral CommunicationⅢ Business Communication  Media English Essay Writing 

Public Speaking  Extensive Reading 英語文学講読 English for Tourism 

Chorus English Cinema English Drama English 海外研修 

 

  ｃ．関連科目（必修２単位，選択４単位以上） 

ビジネス実務能力を養成する科目を１年次前期から２年次後期にかけて関連科目として

配置する。 

国際的な交流の場面で，文化や言葉の異なる人々と接する際の共通認識であるプロト

コールについての知識や技能について学ぶ「ビジネスプロトコール」を１年次前期に必修

科目として配置する。加えて，マーケティング・ミックスの考え方や，新しいマーケティ

ング方法を学ぶ「マーケティング」，ビジネス文書の基礎知識について理解し，文書作成能

力を養う「ビジネス文書実務」，企業や組織が営む観光ビジネスの全体像について，事例研

究を交えて理解を深める「観光ビジネス論」，接遇やサービス業界で求められるおもてなし

の基本，エアライン業界で必要な知識やスキルを身につける「エアラインサービス」の５

科目を開設する。 

なお，「エアラインサービス」は，ＡＮＡエアラインスクールとの教育連携協定により，

社会人基礎力や接遇基礎力を実践的に学ぶことができる。 

 

ビジネスプロトコール マーケティング ビジネス文書実務 観光ビジネス論 

エアラインサービス 
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③ 演習分野 

  ａ．演習科目（必修６単位） 

 『演習科目』には，実践的なキャリアデザイン能力を身につけ，学生自らが課題を発見

し解決する力や，将来に向けて継続的に学ぶ姿勢を育成する４科目を必修科目として配置

する。とりわけ，「総合演習Ⅱ」では，本学科での学びを通して修得した語学力や知識の統

合を図り，実践能力や思考力，判断力を養い，卒業後のキャリア形成に役立てる。 

 また，リスニング，リーディング，文法，語彙に関するスキルを強化し，総合的に英語

力を向上させる「英語特別演習Ⅰ」及び「英語特別演習Ⅱ」を自由科目（卒業要件単位数

に含めず）として配置する。 

 

キャリア形成演習 基礎ゼミ 総合演習Ⅰ 総合演習Ⅱ 英語特別演習Ⅰ 

英語特別演習Ⅱ 

 

 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

 

（１）設置の趣旨，特色，教育課程等を踏まえた教員配置 

 

本学 現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話

す」「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を

育成する。併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵

養することを教育上の目的とし，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる学習成

果を身につけるべく，教育課程を編成する。 

また，現代英語学科において，研究対象とする中心的な学問分野は文学（英語）である

ことから，文学，なかでも英語を中心に，研究業績及び教育経験豊富な教員組織を編成し，

科目の特性及び教育内容に応じて，専任教員，兼担教員及び兼任教員を適切に配置する。 

『専門教育分野』のうち，『専門基礎科目』及び『専門展開科目』については，専任教員

（教授，准教授及び講師）がそのほとんどを担当する。『関連科目』については，観光分野

等，当該分野に精通した兼担教員を配置し，専門的知識を教授し，実務能力を身につけさ

せる。 

  

  ① 教養教育分野 

本学の全学的教養教育の方針に基づき，全学共通教養科目を中心とした教養科目を配置

する。担当教員は，本学他学科での教育歴のある兼任教員を中心に配置する。なお，「食と
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健康」については，本学科専任教員が担当する。 

 

  ② 専門教育分野 

『専門教育分野』の主要科目には，専任教員を中心に配置する。 

なお，専任教員の配置計画については，（２）専任教員の配置計画で述べる。 

 

  ａ．専門基礎科目 

 『専門基礎科目』には，現代英語学科の基礎をなす，英語の「話す」「聞く」「読む」「書

く」の４技能に関する科目を８科目配置し，すべて本学科専任教員が担当する。「国際文化

論」については，既設のビジネスキャリア学科兼任教員を配置する。 

    

  ｂ．専門展開科目 

『専門展開科目』には，『専門基礎科目』で学んだことを基盤とし，４技能を統合した実

用的英語運用能力を身につける科目を配置し，すべて本学科専任教員５人が担当する。 

 

  ｃ．関連科目 

 『関連科目』には，本学他学科専任教員（兼担教員）を配置する。 

 

  ③ 演習分野・演習科目 

  『演習科目』は，「キャリア形成演習」を除き，本学科専任教員が担当する。とりわけ，

学生自らが課題を発見し解決する力や，将来に向けて継続的に学ぶ姿勢を育成する３科目

（「基礎ゼミ」「総合演習Ⅰ」「総合演習Ⅱ」）については，１年次及び２年次に配置し，ゼ

ミナール等を通じて，専任教員が２年間を通して，きめの細かい指導を行う。  

 

（２）専任教員の配置計画 

 

本学 現代英語学科では，文学（英語）を中心的な研究対象分野とし，専任教員（６人）

を配置する。 

専任教員のうち２人については，日本での英語教育経験豊富なネイティブ教員，４人に

ついては，日本人教員である。日本人教員４人のうち３人については，英語教育研究にこ

れまでも従事している者である。ネイティブ教員は，英語で臆することなく会話できる能

力や姿勢を育成し，日本人教員は，文法構造や読解，語彙などを中心に教授する。 

ネイティブ教員と日本人教員を配置することにより，両者の強みを活かし，英語を母国

語としない日本人が効果的に実用的英語力を身につけることができる。 
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① 教授 

大学及び短期大学における教育歴及び研究業績を豊富に有する教員３人を教授として配

置する。２人の教授（英文学修士，医学博士）は，ともに大学での教授歴が 20年以上あり，

教育研究はもちろん，学科運営及び大学運営において豊富な経験を有している。うち１名

は本学副学長である。副学長という本学の教育方針や運営方針を熟知した教授を新設学科

に配置することにより，学科開設当初から安定した組織運営を行うことができる。 

もう１人の教授（教育学修士）については，本学開学時からビジネスキャリア学科の専

任教員として既設学科の英語系科目を担当している専任教員が異動する。 

 

② 准教授 

 大学及び短期大学における英語教育歴を有する准教授１人（中世英文学修士）を配置す

る。この教員は，既設学科の観光ビジネス学科において専任教員として英語系科目を担当

している。 

 

③ 講師 

短期大学において 10年以上の英語教育歴を有する教員（修士（比較社会文化））１人，

大学において英語教育歴を有する教員（英語教授法学修士）１人，合わせて２人を講師と

して配置する。 

 

 学科開設時における専任教員の年齢構成は，70歳代の教授１人，60歳代の教授１人，40

歳代の教授１人，40歳代の准教授及び講師各１人，30歳代の講師１人を計画し，教育研究

の活性化を図る。これは，本学科が求める教育を行うための専門性を有し，また，開設当

初より安定した学科運営を行うことを専任教員組織の優先的条件とした構成である。加え

て，60～70歳代の教授２人は大学教授としての教育研究業績が豊富であり，教授方法や研

究指導など，後進の指導も期待できる。とりわけ，30歳，40歳代の講師は，教授及び准教

授の指導を受けながら，次世代において教育研究の質を途切れさせることのないよう，教

育研究業績を積み上げていく。 

 本学専任教員等定年規程では，第２条第１項において，教授，准教授，講師及び助教の

定年は満 65歳，同条第２項において，助手の定年は満 60歳としているが，同条第５項に

おいて，定年を超えた年齢の者で理事長が特に必要と認めたものは，１年を超えない任期

で専任教員等として採用し，その任期を更新することができるとしており，さらに同上第

６項において，学科設置の際に配属された専任教員等については，前項の規定にかかわら

ず，完成年度中に理事長が退職の時期を決定するものとする，としている。 

 

 【資料６】仙台青葉学院短期大学 専任教員等定年規程 
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教育研究の継続性を踏まえ，本学科の教員組織編成の将来構想を示す。 

2021（平成 33）年４月に，50歳代の教授２人の採用を計画する。学科開設時において准

教授及び講師である専任教員が，教育研究業績及び学科運営活動等を積み，次の職位へ昇

任することも視野に，大学及び学科として取り組むＦＤ活動や日々の指導を丁寧に行って

いく。昇任後には若手の教員を採用し，教育研究が活性化するよう運営していく。 

 

 職位，年齢構成等が一定の範囲に偏ることのない教員組織となるよう，適切な教員配置

及び教員補充を行っていく。 

 

 

６．教育方法，履修指導方法及び卒業要件 

 

（１）授業方法及び教育方法 

 

 本学科は，英語の４技能の習得を通じ，実用的英語力及び社会人として求められる基礎

的素養を涵養するため，講義及び演習の授業形態を科目の特性に応じて配置する。講義科

目については，40人を基本とし，演習科目については，20人程度により授業を行う。「基

礎ゼミ」，「総合演習Ⅰ」及び「総合演習Ⅱ」については，８～10人程度のより少人数規模

できめ細やかな指導を中心に行い，教育効果を高める。 

 

（２）履修指導方法 

 

 学生が開設授業科目の目的や内容を十分に理解し，適切な履修計画を策定できるように，

以下の方法を実施する。 

 

 ① オリエンテーション，学生便覧，シラバス等による指導 

 履修指導等を目的としたオリエンテーションを各年次授業開始前の４月上旬に行う。 

 「学生便覧」，「シラバス」，「時間割」等を用いてカリキュラム編成の考え方，履修及び

単位認定方法，卒業要件，履修登録等について説明を行う。 

 「学生便覧」には，学則，履修規程他諸規程及び履修についてのほか，各種手続きや大

学生活に必要な情報等について記載している。 

 各授業科目の配当年次及び開講時期，授業形態，必修・選択の別，評価方法，授業の概

要，到達目標，学修者への期待，授業計画，準備学習等を「シラバス」に示し，学生に配

布する。また，ホームページに公開する。「シラバス」に記載する「到達目標」は，学生が
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当該科目の履修を通じて，身につける能力をイメージできるように表現する。「学修者への

期待」及び「準備学習」には，受講の心構えや受講のルール，授業時間外に行うべき準備

学習（予習・復習）の方法や内容について具体的に記載し，学生の主体的な学修を促す。

さらに，各授業の初回講義時には授業の目的や授業の進め方などを明確に説明する。 

 

 ② 履修モデルの作成 

本学科は，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」「聞く」

「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育成する。

併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコミュニケー

ション能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵養すること

を教育上の目的とする。養成する人材像は上述の通り１つであるが，学生がよりイメージ

しやすくするために，２つの履修モデル（販売・営業モデル，観光・接遇モデル）を示す。

これらモデルは，実用的英語力を活かした業務であり，卒業後の進路として多く見込まれ

る業務である。また，後述の「学生の確保の見通し等を記載した書類」人材需要アンケー

ト結果とも符合している。学生は履修モデルを参考に，卒業後の具体的進路を見据えた科

目選択を行うことができる。 

 

【資料７】仙台青葉学院短期大学 現代英語学科 履修モデル 

 

 ③ 個別指導の実施（オフィスアワーの設定） 

 学生に対する個別指導の機会を確保するため，教員はオフィスアワーを設ける。時間帯

については，掲示などを活用して学生に周知する。専任教員は，学生からの学業や大学生

活全般に関する質問・相談に応じ，他の教職員と連携して，個々の学生の充実した学生生

活を支援する。なお，オフィスアワー時間帯以外でも，教員が研究室在室時は質問・相談

に応じる。 

 兼担・兼任教員については，授業の前後のほか，学生から質問・相談があった際は，随

時対応することとしている。 

 

（３）卒業要件 

 

 卒業要件は，以下の通り 62単位以上とする。これは，短期大学設置基準第 18条第１項

に規定される卒業要件 62単位以上修得を満たしている。 

 卒業要件（62単位以上）の内訳は以下の通りである。  
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科目区分 
卒業要件（単位） 

計 
必修 選択必修 

教養教育分野 11   3 14 

専門教育分野 

専門基礎科目 18  － 18 

専門展開科目 10  8 18 

関連科目 2   4 6 

小計 30  12 42 

演習分野  6 － 6 

合計 62 62 

 

（４）履修科目の年間登録上限及び他大学における授業科目の履修 

 

 履修科目の年間登録上限については，短期大学設置基準第 13 条の２及び本学学則第 22

条に基づき，年間履修登録上限を 48単位に設定する。 

 また，短期大学設置基準第 14条及び本学学則第 28条により，教育上有益と認めるとき

は，他の短期大学または大学において履修した授業科目について修得した単位を，２年課

程である本学科については，30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

 

 

７．施設，設備等の整備計画 

 

仙台青葉学院短期大学は，学都仙台に位置する。東北最大の都市であり，緑豊かで落ち

着いた仙台市は，教育を行う環境として適している。 

本学は，仙台市内に，五橋キャンパス（大学本部，看護学科，ビジネスキャリア学科，

こども学科），中央キャンパス（現代英語学科，歯科衛生学科，栄養学科，観光ビジネス学

科），長町キャンパス（リハビリテーション学科）を置く。３つのキャンパスは何れも，Ｊ

Ｒまたは地下鉄の駅から徒歩５～10分の距離にあり，学生の通学及び実習先等への移動に

おいて，利便性を発揮している。 

加えて本学校地は，仙台市中心部から車で 15 分という好アクセスな栗生体育館，豊かな

自然に囲まれた宮床グラウンドより構成される。 

現代英語学科では，中央キャンパス，栗生体育館，宮床グラウンドを使用する。 

以下，現代英語学科及び大学本部にて使用する校地，校舎等について述べる。 
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（１）校地，運動場の整備計画 

 

① 中央キャンパス 

中央キャンパス（校地面積 1,664.89㎡）が位置する仙台市青葉区中央は，ＪＲ，地下鉄，

バスの何れによっても好アクセスな仙台市中心部に位置し，学生の毎日の通学にとって利

便性に優れている。本学 現代英語学科に２年間在学する学生は，勉学はもちろん，学生生

活全般を通じて有意義な時間を過ごすことが可能である。中央キャンパスは，仙台青葉学

院短期大学 現代英語学科，歯科衛生学科，栄養学科及び観光ビジネス学科が共用する。ま

た，一部は本学園が設置する仙台医療福祉専門学校 医療系学科（医薬品販売学科及び医療

事務学科）と共用する。 

中央キャンパスと，大学本部校舎である五橋キャンパスとは，徒歩 10～15分程の距離で

ある。 

 

② 栗生校地（体育館） 

仙台市中心部から車で 15分という好アクセスな仙台市青葉区栗生に，栗生校地（校地面

積 3,939.95㎡）を置く。広瀬川支流の河川と河川緑地公園に近接し，近景・遠景に山を眺

める。栗生校地には，学生の課外活動のために利用する体育館を配置する。 

中央キャンパスから栗生校地への移動には専門のドライバーが運転する学園バスを用い

ることにより，学生に経済的負担をかけず，かつ安全に移動することができる。 

 

 

③ 宮床校地（運動場） 

仙台市に隣接する黒川郡大和町に位置する宮床に，豊かな自然に囲まれた広々とした宮

床校地（10,570.00㎡）を置く。宮床校地には，グラウンド（2,874.00㎡）と課外活動施

設を配する。 

中央キャンパスから宮床校地へは車で 35～45 分程の距離である。栗生校地と同様，移動

には専門のドライバーが運転する学園バスを用いることにより，学生に経済的負担をかけ

ず，かつ安全に移動することができる。 

 

なお，現代英語学科において，教育課程内で栗生校地及び宮床校地を使用する科目はな

く，課外活動においてのみ使用する計画であるため，別地であることによる授業への支障

はない。 
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（２）校舎等施設の整備計画 

 

  ① 中央校舎３号館・中央校舎３号館ＡＮＮＥＸ ＜現代英語学科 ＞ 

中央キャンパス内「中央校舎３号館・中央校舎３号館ＡＮＮＥＸ」（校舎面積 9,270.74

㎡）は，仙台青葉学院短期大学 現代英語学科，歯科衛生学科，栄養学科及び観光ビジネス

学科（４学科収容定員合計 580人），そして本学園が設置する仙台医療福祉専門学校の医薬

品販売学科及び医療事務学科（２学科収容定員合計 160人）の共用とする。 

ただし，講義室及び演習室は，現代英語学科専用で整備するため，教育研究に支障はな

い。 

なお，校舎を共用することについて，専修学校設置基準及び所管する宮城県の「私立専

修学校の設置等の認可に関する審査基準」第８条に規定する校舎面積基準（500 ㎡）を満

たしている。 

 

 【資料８】私立専修学校の設置等の認可に関する審査基準 

 

現代英語学科の設置に伴い，中央校舎３号館及び中央校舎３号館ＡＮＮＥＸの２階・４

階について改修工事を行う。改修工事に際しては，既存学科の授業に支障が出ないよう，

防音対策，安全管理，工事日程等に十分な配慮を行う。 

 

現代英語学科専用として，講義室４室（70.25～83.85㎡）を整備する。講義室には，プ

ロジェクタ，スクリーン，備え付けのパソコンを準備する。研究室４室については，現代

英語学科専用とする。このほか，４学科共用として，演習室１室（75.24 ㎡），情報処理室

２室（各 78.24㎡，パソコン 44台設置），共同研究室３室（33.39～36.28 ㎡）を整備する。 

 

さらに，これまで７階にあった図書館中央分室をさらなる活用推進を図るため，２階に

移設する。その向かい側に，現代英語学科専用の多目的演習室（164.71 ㎡）を配置する。

多目的演習室には，８～10 人のゼミなどを行うことのできるモニターを備えた個室２室，

現代英語学科の学生が，オンライン英会話などを用いて，リスニングとスピーキングを周

囲に遠慮することなく学習することができるスピーキングブースを３ブース，１～２人で

外国の映画作品などを鑑賞できる視聴覚ブースを３ブース，パソコンを設置し，レポート

作成などに取り組むことのできるライティングエリア，学生と教員がくつろいだ雰囲気の

中で英会話を楽しむソファースペースなどを配置する。 

また，同じ２階に学生ラウンジを置く。教育環境の充実並びに学生の経済的負担を軽減

するため，２階にはすべて Wi-Fi環境を整える。 

図書館中央分室では静かに，多目的演習室ではアクティブに，学生ラウンジではさらに
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リラックスした雰囲気でと，学生たちは学びの空間を選択できる。 

図書館中央分室及び学生ラウンジは，４学科にて共有する。図書館中央分室内の閲覧席

数は 50 席，学生ラウンジは 90 席ある。Wi-Fi 環境整備により，電子図書は，図書館のみ

ならず，学生ラウンジでもストレスなく閲覧できる。また，２～７階の各階エレベーター

ホールにもテーブルと椅子を配置し，学生たちがそれぞれに好む場所を選んでくつろぐこ

とができる。 

 

 【資料９】仙台青葉学院短期大学 現代英語学科 時間割 

 

教授及び准教授には，個室研究室４室を整備する。講師には，２～３人による共同研究

室を整備する。 

各研究室には，執務机，椅子，書架，キャビネット，ミーティングテーブル，ホワイト

ボード，パソコン，プリンタなどを整備し，教育・研究推進のための環境を整える。また，

オフィスアワーを設けるとともに，アカデミックハラスメントなどが生じないように施設

としても配慮し，学生たちが気軽に質問等に訪れることができるように整備する。 

 

また，五橋キャンパスの仙台青葉学院短期大学本部事務局と連携し，管理運営，学生の

就職支援，教務事務等の機能を果たしていくため，１階に事務室を置き，２階には学生総

合支援センター，５階には学生相談室を配置する。 

 

 以上により，施設・設備整備において，現代英語学科を設置することに伴う支障はなく，

中央キャンパスのさらなる充実を図るものである。 

 なお，完成年度末までに必要な設備については，開設前年度までにすべて整備する。 

 

② 五橋校舎２号館 ＜ 短期大学本部 ＞ 

五橋キャンパス内「五橋校舎２号館」（校舎面積 9,798.90㎡）に，仙台青葉学院短期大

学本部，看護学科，ビジネスキャリア学科及びこども学科を置く。 

五橋校舎２号館には，講義室 10室，演習室 15 室（ピアノ練習室９室含む），演習室兼自

習室２室，情報・語学学習室２室，実習室４室，図書館，学生総合支援センター，学生相

談室，保健室，学生ホール４室に加え，学長室，研究室 34室（共同研究室含む），事務室

等を教育研究の充実に資するべく配置している。 

 

ａ．事務室 

仙台青葉学院短期大学事務局には，運営管理センター，学生総合支援センター及び五橋

キャンパス事務を置き，各センターは本学の運営及び学生の厚生補導，キャンパス事務は
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教務事務業務にあたる。 

 

ｂ．図書館 

仙台青葉学院短期大学図書館は，教養教育に関する図書，看護学，経済学並びに保育・

教育学分野の専門図書を整備している。加えて電子ジャーナルを含めた学術雑誌及び視聴

覚教材を整備している。大学全体で図書は約 28,850冊，雑誌 139種，電子ジャーナル８種

である。 

  図書館には，閲覧スペース（68 席），レファレンスコーナー，情報ブース，書庫等を設

置している。閲覧スペースには，個別の閲覧及び自習ができるブースと，グループ学習が

できるスペースを設け，学生の様々な学習ニーズ及び教員の教育研究に対応する。レファ

レンスコーナー及び情報ブースにはパソコンを設置し，情報検索及び電子資料閲覧に供し

ている。 

 

ｃ．学生総合支援センター 

短期大学本部校舎に学生総合支援センターを置き，学生たちが充実した学生生活を送る

ことができるよう，就職支援，課外講座による資格取得支援，サークル等の課外活動支援，

健康・メンタル・住居相談など学生生活支援等を行っている。経験豊富な専任職員が，各

学科の特性を踏まえ，適切な指導を行っている。 

学生総合支援センターは，各学科専任教員及び各キャンパス職員と連携を図り，どのキャ

ンパスにおいても学生が効果的な支援を受けられるように配慮する。 

 

③ 栗生体育館 

仙台市中心部から車で 15分という好アクセスの仙台市青葉区栗生に，体育館（建築面積

1,542.13㎡）を置く。本体育館では，バスケットボール，バレーボール，フットサルなど

を行うことができる。体育館には常勤の職員を置き，また，シャワー室を備えるなどによ

り，学生が快適に利用できる。 

現代英語学科の教育課程においては体育館を使用する科目はなく，学生が課外活動で希

望する場合に，専門のドライバーが運転する学園バスにより安全かつ経済的負担なく移動

できる。 

 

（３）図書等の整備計画 

 

現代英語学科が使用する図書館中央分室には，英語学や言語学，英語検定対策等に関す

る図書を中心に 700冊（うち外国書 300冊）を整備する。また，電子ジャーナル２種を含

む学術雑誌 17種（うち外国書 12種），及び視聴覚資料 30点を整備する計画である。 
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今回整備する図書のうち，約 370冊については，電子図書とする。電子図書は，図書館

内パソコンや学生ラウンジ等学内無料 Wi-Fiスポットから閲覧が可能であり，また，学外

からも閲覧ができる。また，他キャンパスに所蔵されている図書・資料は，在籍するキャ

ンパスに取り寄せて利用することができる。 

 

 【資料 10】仙台青葉学院短期大学 現代英語学科 学術雑誌等整備計画 

 

  蔵書検索等については，五橋キャンパス図書館及び図書館長町分室と同様のシステムを

使用し，各キャンパスの蔵書を検索し，貸出を受けることができる。図書館の蔵書につい

ては，本学ホームページからも検索することができる。蔵書検索システムでは横断検索が

可能で，本学の蔵書のみならず他大学等の図書や論文検索もできる。また，他キャンパス

に所蔵されている図書・資料は，在籍するキャンパスに取り寄せて利用することができる。

図書館の機能を十分に発揮させるため，図書館司書を配置し，学術情報，資料の収集，整

理及び提供，「図書館だより」の発行等により，学生ができるだけ多く読書の機会を持てる

ように工夫を凝らしている。また，必要な図書・資料が本学にない場合は，図書館が窓口

となり，学外図書館等への図書・資料の利用または文献複写を依頼する。 

 

 

８．入学者選抜の概要 

 

（１）入学者の受入方針 

 

  現代英語学科の養成人材像に基づき，以下のような能力と資質をもった学生を求める。 

 

【現代英語学科 アドミッション・ポリシー 】 

１．入学後に学びを継続するための基礎学力を有している。 

２．本学での学びを通じて，英語力を向上する意欲がある。 

３．他者と良好なコミュニケーションを図ることができる。 

４．学習習慣が身についており，生涯を通じて学び続ける意志を持っている。 

 

（２）入学試験概要 

                             単位；人 

 入学定員 
一般選抜 特別選抜 

一般入試 ＡＯ入試 推薦入試 

現代英語学科 40 10 10 20 
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  ① 一般選抜 一般入試 

基礎学力を判定するために英語の学科試験を実施し，併せて面接及び調査書により総合

的に判定する。 

なお，学科試験については，英語外部試験で取得したスコアに基づき，英語の得点とし

て換算することも可能とする。 

 

 ② 一般選抜 ＡＯ入試 

ＡＯ入試課題記入シート，面接及び調査書により総合的に判定する。 

 

③ 特別選抜 推薦入試 

高等学校長等からの推薦を受けた者を対象に，小論文，面接及び調査書により総合的に

判定する。面接では，英語による自己紹介等を行い，英語基礎学力の判定材料のひとつと

する。 

 

（３）選抜体制 

 

  入学試験の実施については，学長の下，学科開設前は専任教員予定者等で構成する現代

英語学科入試委員会を設置し，短期大学設置基準第２条の２及び大学入学者選抜実施要項

の規定に従い，その準備，実施，合否判定に至るまで，公正かつ妥当な方法により行うも

のとする。学科開設後は，本学規定に基づき，公正かつ妥当な方法により行う。 

 

 

９．実習の具体的計画 

 

（１）実習の概要 

 

現代英語学科では，「海外研修」（２～３週間）を「専門展開科目」の選択科目として１

年次９月に実施する。「海外研修」は，英語力の強化はもとより，異文化に直接触れ，異文

化社会の中で生活することを通して，英語学習に対する動機づけやコミュニケーション能

力を高め，また，課題を発見し，解決する力を身につけることを目的とする。 

大学での語学研修のほか，現地の家庭にホームステイすることにより，２～３週間とい

う期間の中で，24時間生きた英語に触れる機会を設ける。加えて，地元小学校の訪問や他

国の留学生に日本文化を紹介するなどの交流活動を通して，社会貢献も行う。 

 



- 26 - 

 

（２）実習先の確保の状況 

 

語学研修先として，「海外研修」の授業内容及び到達目標を達成できるよう，オーストラ

リアの国立サザンクロス大学を予定している。 

国立サザンクロス大学は，日本をはじめ世界各国から大学生等の受入れ実績があり，教

育内容やサポート体制についても定評がある。 

 

（３）実習先との連携体制 

 

 研修実施にあたっては，本学と研修大学とが，内容や時間について調整を行う。 

研修前には，学内において，研修に向けた心構えやマナー，現地の文化や風習について

理解を深め，研修の意義を明確にするため，事前オリエンテーション・学習を実施する。 

研修中は，単位認定者である専任教員が引率し，学生の学習状況の確認や体調管理など

生活面の支援を行う。渡航中に万が一災害やトラブルに巻き込まれた際にも，学生をサポー

トし，本学及び保護者等との連絡調整にあたる。 

研修後は，事後指導として，研修を通じて学んだことをレポートにまとめて提出させ，

報告会を開催する。 

 

（４）成績評価体制及び単位認定方法 

 

単位認定者である専任教員は，事前学習，現地滞在中における学習や活動状況，語学研

修に係る評価，レポート及び報告発表内容等を総合的に判断し，成績評価及び単位認定を

行う。 

 

（５）その他特記事項 

 

 海外研修にあたっては，移動，研修中のけがや万が一の事態に備え，事前研修等におい

て学生に指導を行い，海外旅行保険への加入を参加学生全員に義務づける。 

 研修費用のうち，国立サザンクロス大学の授業料については，本学が一部補助し，学生

及び保護者の経済的負担を軽減する。 

 

 

10．管理運営 

 

  本学の教学面における管理運営の体制を以下の通り示す。 
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（１）運営協議会 

 

大学全体の運営に関する重要事項，教授会や全学委員会から上申された事項等に関して

審議する機関として運営協議会を置く。運営協議会は，学長の諮問機関として，学長，副

学長，学長室長，学科長，各種全学委員会委員長，事務局長，センター長及びキャンパス

長，学長が指名した者を構成員とする。審議結果を参考に学長が決裁を行う。月１回の開

催を原則とし，また，緊急性の高い議案が生じた際は臨時運営協議会を開催する。なお，

平成 29年度の開催回数は全 16回である。 

【 運営協議会 審議事項 】 

① 学則その他学内諸規程に関する事項 

② 教育課程に関する事項 

③ 予算に関する事項 

④ 教員の採用及び昇任に係る教育研究業績の審査に関する事項 

⑤ 教授会及び各種全学委員会に関する事項 

⑥ 教授会及び各種全学委員会から上申された事項 

⑦ その他学長が運営協議会の意見を求める事項 

 

（２）教授会 

 

  学科の運営に関する重要事項について審議する機関として教授会を置く。教授会は，学

科長，副学科長，専任教授，その他学長が指名した者を構成員とする。審議事項は，入学

試験の合否判定，学生の入学，卒業，進級判定など学科運営の重要事項とする。審議結果

は，運営協議会に上申する。ただし，各学科での審議の頻度が高い入学試験の合否判定や

学生の進級，休学等に関しては，審議結果を運営協議会に報告せず，学長に直接上申する。 

なお，定例開催とするのではなく，学生の不利益等とならないよう，審議を要する事項

が生じた際に，臨機に開催している。 

【 教授会 審議事項 】 

  ① 入学試験の合否判定に関する事項 

  ② 学生の入学（転入学及び再入学を含む。），卒業に関する事項 

  ③ 学生の進級，休学，復学及び願い出による退学に関する事項 

  ④ 学位の授与に関する事項 

  ⑤ 教育課程の編成に関する事項 

⑥ 学生の除籍に関する事項 

  ⑦ 学生の賞罰に関する事項 
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  ⑧ 教員の採用及び昇任に係る教育研究業績の審査に関する事項 

  ⑨ その他学長が教授会の意見を求める事項  

 

（３）全学委員会 

 

以下の全学委員会を設置する。審議結果は，運営協議会に上申，報告する。また，ＦＤ・

ＳＤ，学生，保健，入試広報，教務及び教職課程の各委員会については，学科ごとの分科

会を設置し，分科会での審議結果は，全学委員会へ報告する。なお，ほとんどの委員会は，

毎月定例の委員会開催日を設定し，大学運営の向上のために活動している。 

【 全学委員会 】 

  ① ＦＤ・ＳＤ委員会 

  ② ハラスメント委員会 

  ③ 研究推進・紀要委員会 

  ④ 学生委員会 

  ⑤ 図書委員会 

  ⑥ 保健委員会 

  ⑦ 研究倫理審査委員会 

  ⑧ 自己点検・評価委員会 

  ⑨ 入試広報委員会 

 ⑩ 教務委員会 

  ⑪ 教職課程委員会 

 ⑫ ＩＲ委員会 

 

（４）学科会議 

 

  学科長の諮問機関として位置づけ，学科長，副学科長，専任の教授，准教授及び講師，

その他学科長が指名した者を構成員とする。教授会で定めた基本方針に則り，学科運営の

日常的事項を審議する。学科運営にとって中心的な位置づけとなるものである。 

 

 

11．自己点検・評価 

 

（１）実施方法 

 

  本学では，学則第２条第１項の規定及び自己点検・評価規程に基づき，本学の建学の精
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神・理念に照らし，その使命及び目的を達成するため，本学における教育，研究活動等の

状況について自己点検・評価を行っている。 

 

（２）実施体制 

 

  本学では，自己点検・評価の実施のために，「仙台青葉学院短期大学 自己点検・評価規

程」を整備し，これに基づいて自己点検・評価委員会を設置している。自己点検・評価委

員会は，本学専任教員及び専任職員，その他必要に応じて学長が指名する者を構成員とす

る。自己点検・評価委員会は，実施に際し，実施計画，実施要項，報告書等に関する事項

を審議する。 

 平成 29年度自己点検・評価報告書作成にあたっては，下記４つの評価基準に従い，評価

項目を設定する。 

 【 評価基準 】 

 ・建学の精神と教育の効果 

 ・教育課程と学生支援 

 ・教育資源と財的資源 

 ・リーダーシップとガバナンス 

 

（３）第三者による点検・評価 

 

平成 27年度に一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価を受審し、「適格」と認

定された。 

また，平成 28年度より，より適切性を高めるため，地域社会等学外の客観的な視点を踏

まえた外部評価を毎年度実施することとしている。 

 

（４）結果の活用及び公表 

 

自己点検・評価活動により明らかとなった課題を中心に教育重点目標を策定、学長より

全教職員に発信し、周知を図っている。また、報告書をもとに、各学科、全学委員会等に

係る課題についても、次年度の改善目標として取り組むよう発信されており、全学はもと

より、各部門においても積極的な自己点検・評価活動に努めている。 

機関別評価結果及び自己点検・評価報告書は、本学ホームページに公表している。 

 

 

 



- 30 - 

 

12．情報の公表 

 

（１）公表の方針 

 

  大学の教育研究活動等に関する情報については，社会的な関心が高まっており，また，

大学が公共的な機関であることに鑑み，本学の教育研究活動等に関する情報を広く社会に

提供している。 

 

（２）公表の方法 

 

  主に本学のホームページを活用し，掲載している。ホームページアドレスは以下の通り

である。 

（ https://seiyogakuin.ac.jp/disclosure トップ＞情報公開 ） 

 

  加えて，教育研究活動の成果を定期的に「研究紀要」として発行し，東北６県を中心と

する大学・短期大学等に配布している。 

 

（３）公表項目とその内容 

  

本学では，以下の項目について，具体的な内容を公表している。 

 

① 大学の教育研究上の目的に関すること 

・建学の精神，教育研究上の理念及び養成人材像・教育目標 

 

② 教育研究上の基本組織に関すること 

・設立年，大学名称，設置学科 

 

③ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

・専任教員数，教員１人あたりの学生数，年齢・職位別専任教員数，教員紹介 

 

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

・アドミッション・ポリシー，収容定員，在学者数，社会人学生数，留学生数，収容定員

充足率，入学定員，入学者推移，卒業者数，学位授与者数，進学者数並びに就職者数 
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⑤ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

・カリキュラム・ポリシー，カリキュラムマップ，カリキュラムツリー，シラバス，年間

予定表 

 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

・学則，履修規程，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム，卒業要件・卒業要件充足に伴

う資格と称号 

 

⑦ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

・施設紹介，所在地・アクセス，運動施設 

 

⑧ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

・納付金 

 

⑨ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

・学生総合支援センター 

 

⑩ その他 

・学科設置に係る設置届出書，設置計画履行状況報告書，公的研究費の不正使用防止・研

究活動上の不正行為防止への取組，自己点検・評価及び第三者評価，教職課程に関する情

報 

 

 

 

13．教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

 

本学全体の教育研究の質的向上を図るための主な取組は，以下の通りである。 

 

（１）ＦＤ・ＳＤ委員会の活動 

 

ＦＤ・ＳＤ委員会は，本学専任教員及び専任職員，その他必要に応じて学長が指名する

者によって構成され，ＦＤ・ＳＤ全体企画及び実施計画の立案・実施，ＦＤ・ＳＤ活動に

関する評価等について審議，運営にあたっている。 

教育方法について工夫・改善を図るため，また，教材の研究・開発等を推進するため，

ＦＤ講演会及び研修会を開催し，情報交換を行う。これまでに，後述する授業改善アンケー
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トの評価結果が特長的な教員による公開授業や事例報告のほか，「学生の困難を乗り越える

力の育て方～逆境を成長につなげるために～」や「大学における発達障害のある学生への

対応について」などをテーマにＦＤ研修会を実施している。 

また，ＦＤ委員等外部研修へ参加した者は，学内報告会により，教員間で情報の共有を

行う。 

ＳＤについても，教育，学生支援のさらなる充実を図るため，学内での研修会開催の他，

職員の外部研修への参加を積極的に支援する。 

教職協働の観点からも，ＦＤ・ＳＤ委員会が中心となり，学内におけるＦＤとＳＤの連

携を推進していく。 

 

（２）シラバス（授業計画）の充実 

 

平成 24年８月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向

けて～生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」の「学士教育課程の質的転

換への方策」にもあるように，学習時間の実質的な増加・確保の方策のひとつとして，シ

ラバスの充実を図っている。毎年度，シラバス作成要領及びシラバスの様式について，教

務委員会が中心となり，学生にわかりやすく，かつ，学生の能動的な学習を促すにはどの

ようにしたらよいか検討し，改善を図っている。具体的には，「到達目標」及び「学習者へ

の期待（含準備学習）」の項目を設けた。「到達目標」では，学生が当該授業終了後，身に

つく能力をイメージできるようにする。「学習者への期待（含準備学習）」では，授業時間

外における準備学習（予習・復習）の方法や内容についても具体的に記載する。 

シラバスを充実させることにより，学生が事前準備，授業の受講，事後の展開を通して，

能動的に学習し，理解を深める一助となることから，今後も検証，検討を重ね，改善・充

実を図っていく。 

 

（３）学生による授業改善アンケートの実施 

 

各授業科目の最終日に，授業改善アンケートを実施している。集計後，学長，副学長，

学科長そして科目担当教員へのフィードバックを行っている。教員はその結果を踏まえ，

授業への取組を見直し，改善報告を提出する。 

授業改善アンケートは，ＦＤ・ＳＤ委員会による集計結果の分析，分析結果についての

ＦＤ・ＳＤ研修会の開催，評価の結果が特長的な教員による公開授業や事例報告を実施

するなどし，授業改善に向けた取組を全学的に行う。 

また，アンケート結果は冊子にまとめ，図書館に備え置き，学生が閲覧できるようにす

る。 
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（４）ティーチング・ポートフォリオの導入 

 

科目担当教員が事前に，本学ホームページに授業資料，補助教材を投稿し，学生が予習・

復習にこれらの資料を活用できるシステムとして，ティーチング・ポートフォリオを導入

し，運用している。 

なお，学生の予習・復習のみならず，教員相互も閲覧可能な環境であることから，教材

研究の参考資料として活用することも目的としている。 

 

（５）学内における研究助成について 

 

個人研究費（教育研究費）の他，学長裁量研究費及び奨励研究費を配分し，教育研究の

支援体制を整備している。 

 

① 学長裁量研究費 

本学の教育改善の推進に寄与する研究，学術の進歩発展及び本学の教育・研究の向上に

寄与する研究に対し，学長の裁量で財政的な支援を行う。 

 

② 奨励研究費 

科学研究費助成事業への申請を奨励・支援することにより，科研費の採択を促進するこ

とを目的とする。新規で採択された研究課題の立ち上げに要する費用を補完する「採択奨

励研究費」，不採択となった研究課題に対し，引続き直近の申請に向けての準備に充てる「再

申請奨励研究費」がある。 

 

（６）現代英語学科の取組 

 

若手教員や教育歴の少ない教員が，助教，講師，准教授，教授と段階を追って教育研究

業績を積み上げていくために，経験豊富な教授らによる指導やＦＤ等，学内育成の体制を

整備，充実させる。 

現代英語学科の研修としては，全学で取り組むＦＤ・ＳＤ委員会活動の他に，学科独自

にＦＤを計画し，積極的に取り組んでいく。特に若手教員に関しては，教員相互の授業見

学や模擬授業，授業検討会等を取り入れ，さらに学生の授業評価や，自己点検・評価を通

じて多面的な評価を行い，教育の質を高めるための体制を整備し，教員の教育内容及び方

法の改善を図っていく。 
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14．社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

 

学生のキャリア形成支援を行うため，教育課程内外において指導を行い，本学の学生支

援に対する満足度を高めるとともに，社会に適応できる人材の育成を目指す。 

 

（１）教育課程内の取組について 

 

 現代英語学科では，実用的英語力を身につけた人材，社会人として求められる基礎的素

養を身につけた人材を養成するべく，学生が社会的・職業的自立を図るために必要な能力

を培うため，教育課程内において，以下のような取組を行う。 

実践的なキャリアデザイン能力を身につける科目（「キャリア形成演習」）や，学生自ら

が課題を発見し解決する力や，将来に向けて継続的に学ぶ姿勢を育成する少人数制による

ゼミナール科目（「基礎ゼミ」，「総合演習Ⅰ」，「総合演習Ⅱ」）を配置する。２年間を通し

てゼミナール科目を配置することにより，自ら課題を発見し，解決する能力を養う。 

 また，社会人として，言語能力及びコミュニケーション能力は必要不可欠なものである

ことから，『教養教育分野』，『専門教育分野』及び『演習分野』の教育課程全体を通じて，

学生の社会的・職業的自立に向けた指導を行う。 

 

（２）教育課程外の取組について 

 

 本学では，教育課程外のキャリア形成支援への取組として，以下の業務を実施している。 

 

① 学生総合支援センターの設置及び活動 

本学では，学生が充実した学生生活を送り，キャリア形成を行うことを多方面からサポー

トすることを目的として，学生総合支援センターを設置している。専任の職員を配置し，

各学科の特性を踏まえた適切な指導を行っている。 

 専任アドバイザーによる資格取得支援・就職斡旋・相談業務を中心に，学生生活や就職

に対する不安を取り除きつつ，学生が適職に就くことを目的に支援している。具体的には，

就職ガイダンスの開催や面接試験対策など，学生一人ひとりにきめ細かいフォローを行っ

ている。 

 また，臨床心理士・認定心理療法士の資格を有する職員を配置し，学生生活に関わるこ

と，心身の健康に関わることについて相談に応じている。学生だけでなく，学科ごとに開

催する保護者会では，保護者との個別面談も実施している。 
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② マナー指導 

 学生委員会と学生総合支援センターが中心になって，マナー指導を行っている。 

 入学時オリエンテーションでの講話，日常の学内定期巡回によるマナー指導，社会が求

めるニーズや現状把握を行い，指導体制に活かしている。 

 

③ ボランティア活動等 

 各種ボランティア活動（被災地支援等）を推進すべく，学生総合支援センターが担当窓

口として機能している。 

 

④ 卒業生の就職先に対する方針 

 本学卒業生の採用実績のある企業，医療機関，福祉施設等，及び新たに見込まれる就職

先等に対して，卒業生の就業状況について聞き取り調査を実施するとともに，次年度の求

人依頼を兼ねて訪問を実施している。 

 

（３）適切な体制の整備について 

 

 上記教育課程内外の取組を円滑かつ効果的に実施すべく，全学において共通理解を図り，

更なる改善を目指して取り組むことができる体制を整備する。 

  教育課程外の取組については，学生委員会及び学生総合支援センターが中心となり，教

育課程内については，授業科目とかかわることから，学科専任教員を中心に必要な体制を

整備する。 
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【資料１】　訪日外客数の推移

（人）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

訪日外客数 8,358,105 10,363,904 13,413,467 19,737,409 24,039,053 28,691,100

日本政府観光局（JNTO)　訪日外客数の動向をもとに作成

平成29年のみ推定値(平成30年2月現在)
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【資料2】　東北地方を訪れる外国人宿泊数の推移

出典：宿泊旅行統計調査（観光庁）
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【資料3】　宮城県及び東北地方の在留外国人数の推移

(人）

平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年6月末

宮城県 15,942 13,865 14,214 15,247 16,274 17,708 19,314 19,417

東北6県 48,268 42,608 42,691 44,349 46,014 48,683 52,298 53,747

全国 2,087,261 2,047,349 2,033,656 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822 2,471,458

法務省：各年度末及び平成29年6月末現在における在留外国人数について（確定値）

在留外国人数の推移
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【資料４】仙台青葉学院短期大学現代英語学科（仮称）の設立について 

 

一般社団法人東北観光推進機構からの賛同書 



【資料5】　東北各県別１人当たり県民所得（平成26年度）

全国順位 都道府県
１人当たり
県民所得
（千円）

第41位 青森県 2,405

第39位 秋田県 2,467

第32位 山形県 2,589

第29位 岩手県 2,716

第24位 宮城県 2,807

第21位 福島県 2,861

- 全国 3,057

　内閣府　平成26年度県民経済計算　をもとに作成

―1―



【資料６】仙台青葉学院短期大学 専任教員等定年規程 
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仙台青葉学院短期大学 専任教員等定年規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は，仙台青葉学院短期大学就業規則第２条第２項第１号及び第２号の規定に

基づき，教授，准教授，講師及び助教並びに助手（以下「専任教員等」という）の定年に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定年） 

第２条 教授，准教授，講師及び助教の定年は満６５歳とする。 

２ 助手の定年は満６０歳とする。 

３ 専任教員等の退職の時期は，定年に達した日の属する年度の末日とする。 

４ 第１項及び第２項に定める定年に達した専任教員等のうち，理事長が特に必要と認めた者

は，１年を超えない任期で再任用し，その任期を更新することができる。 

５ 定年を超えた年齢の者で理事長が特に必要と認めたものは，１年を超えない任期で専任教

員等として採用し，その任期を更新することができる。 

６ 学科設置の際に配属された専任教員等については，前２項の規定にかかわらず，当該学科

の完成年度中に理事長が退職の時期を定めるものとする。 

 

（改廃） 

第３条 この規程の改廃は，理事会にて行う。 

 

 附 則 

１．この規程は，平成２１年４月から施行する。 

２．仙台青葉学院短期大学の設置認可の対象となった教授，准教授，講師，助教については，

本規程第２条の規定に関わらず例外的に運用することとし，完成年度末の理事会において定年

退職の時期を検討する。 

 

附 則 

１．この規程は，平成２５年４月から改定施行する。 

 

附 則 

１．この規程は，平成２８年８月２６日から改定施行する。 

 

附 則 

１．この規程は，平成３０年３月９日から改定施行する。 

 



【資料７】　仙台青葉学院短期大学　現代英語学科　履修モデル①

科目名称 単位数 科目名称 単位数 科目名称 単位数 科目名称 単位数

日本語表現法 2

言語学基礎 2 歴史と文化 1

1 現代の社会 1 暮らしの中の法律 1

心理学 2

人間と科学 情報処理Ⅰ 1 情報処理Ⅱ 1 食と健康 2

Oral CommunicationⅠ 2 Oral CommunicationⅡ 2

ListeningⅠ 2 ListeningⅡ 2

Reading & VocabularyⅠ 2 Reading & VocabularyⅡ 2

Grammar & CompositionⅠ 2 Grammar & CompositionⅡ 2

国際文化論 2

Chorus English 2 Business Communication 2 Oral CommunicationⅢ 2 Essay Writing 2

Extensive Reading 2 Media English 2 Public Speaking 2

Drama English 2 英語文学講読 2

ビジネスプロトコール 2 ビジネス文書実務 2 マーケティング 2

2 2

基礎ゼミ 1 総合演習Ⅰ 1

英語特別演習Ⅰ 2 英語特別演習Ⅱ 2

62単位以上 62 18 23 8 13

※ は必修科目

は選択科目

は自由科目

合計

演習
分野

演習科目 必修6単位 6

キャリア形成演習 総合演習Ⅱ

専門
教育
分野

専門基礎科目 必修18単位 18

専門展開科目
必修10単位

選択8単位以上
18

関連科目
必修2単位

選択4単位以上
6

２年次前期 ２年次後期

教養
教育
分野

人間と文化

必修11単位
選択3単位以上

14
人間と社会

大学生活論

実用的英語力及びコミュニケーション能力を活かして，販売・営業業務に従事

科目区分
卒業要件

及び履修方法
履修

単位数

１年次前期 １年次後期

-1-



【資料７】　仙台青葉学院短期大学　現代英語学科　履修モデル②

科目名称 単位数 科目名称 単位数 科目名称 単位数 科目名称 単位数

日本語表現法 2 東北学 2

言語学基礎 2 歴史と文化 1

人間と社会 1 現代の社会 1 暮らしの中の法律 1

人間と科学 情報処理Ⅰ 1 情報処理Ⅱ 1 食と健康 2

Oral CommunicationⅠ 2 Oral CommunicationⅡ 2

ListeningⅠ 2 ListeningⅡ 2

Reading & VocabularyⅠ 2 Reading & VocabularyⅡ 2

Grammar & CompositionⅠ 2 Grammar & CompositionⅡ 2

国際文化論 2

Business Communication 2 Oral CommunicationⅢ 2 Essay Writing 2

Extensive Reading 2 Media English 2 Public Speaking 2

2 English for Tourism 2 Cinema English 2

ビジネスプロトコール 2 観光ビジネス論 2

エアラインサービス 2

2 2

基礎ゼミ 1 総合演習Ⅰ 1

英語特別演習Ⅰ 2 英語特別演習Ⅱ 2

62単位以上 62 18 21 10 13

※ は必修科目

は選択科目

は自由科目

総合演習Ⅱ

合計

海外研修

関連科目
必修2単位

選択4単位以上
6

演習
分野

演習科目 必修6単位 6

キャリア形成演習

専門
教育
分野

専門基礎科目 必修18単位 18

専門展開科目
必修10単位

選択8単位以上
18

２年次前期 ２年次後期

教養
教育
分野

人間と文化

必修11単位
選択3単位以上

14
大学生活論

実用的英語力及びコミュニケーション能力を活かして，観光・接遇業務に従事

科目区分
卒業要件

及び履修方法
履修

単位数

１年次前期 １年次後期

-2-



私立専修学校の設置等の認可に関する審査基準

（趣旨）

第１条 私立専修学校（以下「専修学校」という。）の設置及び専修学校の課程の設置並

びに専修学校の目的変更の認可等については，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

その他の法令の規定によるほか，この基準の定めるところによる。

（目的）

第２条 専修学校は，職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図る

ことを目的として，広く一般に公開して教育がなされるものでなければならない。

（名称）

第３条 専修学校の名称は，設置する分野及び課程にふさわしい名称とし，かつ，学校教

育法第１条に規定する学校及びこれに類似する名称並びに県内の既存の学校と同一又は

紛らわしい名称を用いてはならない。

２ 専門課程を置く専修学校は，原則として専門学校と称すること。

（設置者）

第４条 専修学校の設置者は，学校法人，私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第６

４条第４項の法人，財団法人，社団法人その他の公益法人及び個人とし，専修学校を経

営するために必要な知識又は経験を有するとともに，経済的基盤及び社会的信望を有し

ていなければならない。

２ 専修学校の設置者の住所及び事務所は，原則として県内に定めるものとする。

（位置及び環境）

第５条 専修学校の位置及び環境は，教育上及び保健衛生上適切なものでなければならな

い。

（開設の時期）

第６条 専修学校の開設は，原則として４月１日とする。

（総定員）

第７条 専修学校の生徒の総定員は，設置する課程の分野ごとに常時４０人以上でなけれ

ばならない。ただし，昼間及び夜間の両方を設置しようとする場合は，それぞれが４０

人以上でなければならない。

２ 前項の総定員は，安定した経営が維持できるものであり，かつ，定員の充足について

確実な見込みがあるものでなければならない。

（施設及び設備）

第８条 専修学校の施設のうち校地は，校舎等建物敷地，その他目的に応じて必要な施設

の用地を保有するのに必要な面積でなければならない。

２ 専修学校の施設のうち校舎は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならな

い。

⑴ 校舎は，目的，生徒数又は課程に応じて教室，教員室，事務室等を備え，かつ，専

修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２号。以下「基準」という。）に定める面積

以上であること。

⑵ 校舎には，前号の施設のほか，おおむね図書室，保健室，便所，講堂，生徒控室等
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の施設の備えがあること。

⑶ 講義を主とする教室の１室当たりの面積は，同時に授業を行う生徒１人当たり１．

５㎡以上であること。

⑷ 教育条件等向上のためにやむを得ず分教室を設置する場合は，本校舎から徒歩で１

０分以内の場所に位置し，本校との一体性が確保されていること。

３ 専修学校の設備は，目的，生徒数又は課程に応じて必要な種類及び数の機械，器具，

図書のほか，机，いすその他の教具及び校具等を備えなければならない。

（教職員）

第９条 専修学校の校長は，学校教育法第９条に定める欠格条項に該当せず，かつ，教育

に関する識見及び経験を有している者でなければならない。この場合，教育，学術又は

文化に関する業務に５年以上の経験を有するものとする。

２ 専修学校の校長は，原則として専任とする。ただし，やむを得ず兼務とする場合は，

専任の副校長を置くものとする。この場合，副校長は校長の資格を有する者でなければ

ならない。

３ 専修学校の教員は，学校教育法第９条に定める欠格条項に該当せず，かつ，基準第１

８条から第２０条に定める教員資格を有する者（学校教育法施行規則第１８５条に規定

する助手は含まない。）でなければならない。

４ 専修学校の教員の数は，課程ごとに，学科の属する分野ごとに基準第１７条別表第１

に定める人数以上でなければならない。

５ 前項の教員の数の半数以上は，専任の職員でなければならない。ただし，３人を下る

ことはできない。

６ 事務職員は，専修学校の規模に応じて原則として１人以上置くものとする。

７ 健康管理に関する専門的事項に関し，技術及び指導を行う医師を原則として１人以上

置くものとする。

（運営）

第１０条 専修学校の運営については，次の各号のいずれにも該当するものでなければな

らない。

⑴ 課程ごとに入学資格を設け，修業年限は学科ごとに１年以上とすること。

⑵ 学科ごとに１年間の授業時数が８００時間以上であること。ただし，夜間学科等に

ついては，１年間の授業時数は４５０時間を下らない範囲で修業年限に応じて減ずる

ものとするが，この場合，修業年限を１年半又は２年とし，合計授業時数が８００時

間以上になるものとすること。

⑶ 授業時数の１単位時間は，５０分を原則とすること。ただし，教育上支障がない場

合は，４５分とすることができる。

⑷ 学科ごとに開設する授業科目が適当であり，専門課程の授業科目の開設に当たって

は，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮すること。

⑸ 一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は，４０人以下を原則とすること。

ただし，他の法令等に規定のある場合又は教育上の必要その他特別の事由があり，か

つ，教育上支障のない場合は，この限りでない。また，教育上必要があるときは，学

年又は学科を異にする生徒を合わせて授業を行うことができるものとする
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⑹ 卒業証書には，当該卒業生の修了した課程，学科の名称及び修業年限等を明記する

こと。

⑺ 学校安全計画が作成され，生徒の健康診断，健康相談及び教職員の健康診断等が行

われること。

２ 専修学校の維持経営に必要な財源については，生徒納付金その他の確実な収入をもっ

て充てるものとし，毎年度の収支の均衡が保たれるもので，次の各号のいずれにも該当

するものでなければならない。

⑴ 申請時において，開設年度の経常経費のおおむね４分の１以上に相当する額の自己

資金を有すること。

⑵ 経営が営利的に行われるものでなく，会計処理が適正に行われること。

⑶ 生徒納付金の総額は，年間経常経費の１．５倍相当額の範囲内とすること。

⑷ 学校教育以外の授業を行う場合には，経理区分はもとより，経営の形態について区

分して行われるものであること。

（資産）

第１１条 専修学校の設置者は，専修学校を運営するために，次に掲げる資産を有しなけ

ればならない。

⑴ 施設のうち校地は，原則として自己所有でなかればならない。ただし，特別の事情

があり，かつ，借用期間が２０年以上の公正証書による貸借契約が締結され，永続的

かつ安定的な利用が可能である場合及び国又は地方公共団体から借用する場合は，こ

の限りでない。

⑵ 前号の校地の借用については，借地権が登記されることを条件とする。ただし，国

又は地方公共団体からの借用による場合は，借地権の登記は要さないものとする。

⑶ 施設のうち校舎は，自己所有でなければならない。ただし，特別の事情があり，か

つ，教育上支障がないと認められる場合は，基準面積に相当する部分以外の校舎につ

いては，この限りでない。

⑷ 設備は，原則として自己所有でなければならない。ただし，特別の事情があり，か

つ，教育上支障がないと認められる場合は，この限りでない。

（負債）

第１２条 専修学校の施設又は設備の整備に伴う負債は，特別の事情があり，償還計画が

適切かつ確実なものと認められるものに限り，資産総額の３分の１以内において認める

ものとする。

２ 前項の負債は，日本私立学校振興・共済事業団，銀行，信用金庫又は知事が認める金

融機関からの借入金によるものでなければならない。

３ 前２項の規定は，専修学校の設立後においても遵守するものとする。

（資産の内容）

第１３条専修学校の資産は，前条の借入金に係る担保とされているものを除き，負担の付

いているものであってはならない。

（区分所有）

第１４条建物を区分所有して専修学校の校舎として使用することは，原則として認めない。

ただし，特別の事情があり，教育上支障がないと認められる場合で，次の各号のいずれ
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にも該当するものは，この限りでない。

⑴ 専修学校として使用する部分の位置及び環境が，教育上，保健衛生上及び防災上適

切であること。

⑵ 専修学校として使用する部分が階全体であり，複数の階にまたがる場合は連続した

階であること。

⑶ 専修学校の専用となる出入口及び通路が確保されており，他の部分と明確に区分さ

れていること。

（附帯事業）

第１５条 専修学校の附帯事業は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならな

い。

⑴ 専修学校本来の教育に支障を来さないこと。

⑵ 専修学校の目的に照らして適当であること。

⑶ 修業年限が１か月以上１２か月以下であること。ただし，通信教育等により修得に

一定の期間を要する場合は，目的や期間を明確にし，その修得に必要な最低限の期間

内であること。

⑷ 学則に明示し，入学案内，修了証書等においても附帯事業である旨を明示すること。

⑸ 附帯事業の収入が，専修学校本来の経常的経費の２分の１以内であること。

（既設校等の適正管理）

第１６条 既設の専修学校等（学校教育法第１条に規定する学校及び各種学校を含む。以

下「既設校」という。）の設置者による専修学校の設置及び専修学校の課程の設置並び

に専修学校の目的変更の認可等については，以下の各号のいずれにも該当するものでな

ければならない。

⑴ 設置経費の財源として，既設校の生徒納付金から繰り入れる場合には，既設校の維

持経営に支障を来さない範囲内とすること。

⑵ 既設校の在籍生徒数が，原則として，収容定員を著しく超過していないこと。

⑶ 既設校の在籍生徒数が，原則として，収容定員を一定期間相当程度下回っていない

こと。

⑷ 既設校のための負債について，第１２条に掲げるもののほか，償還が適正に行われ

ており，かつ，適正な償還計画が確立されていること。

⑸ 次の各事項について既設校の管理運営の適正を期し難いと認められる事実がないこ

と。

イ 法令の規定，法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて適正に管理運営され

ていること。特に，法令，通達及び通知に基づく登記，届出，報告等の履行状況

ロ 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間における訴訟その他の紛争の有無

ハ 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の償還（利息，延滞金の支払いを含

む。）又は公租・公課（日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。）の納付の状

況

２ 専修学校の設置者及び専修学校を設置しようとする者が学校教育以外の事業を行って

いる場合には，当該事業のための負債について，償還が適正に行われており，かつ，適

正な償還計画が確立されていなければならない。
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（計画書の提出）

第１７条 専修学校を設置しようとする者は，専修学校開設予定年度の前々年度の９月３

０日までに，専修学校の課程を設置しようとする者は，課程設置予定年度の前々年度の

３月３１日までに，専修学校設置計画書又は専修学校課程設置計画書を知事に提出する

ものとする。

（認可申請）

第１８条 専修学校設置認可申請書及び専修学校課程設置認可申請書の提出は，前条の計

画書の承認に基づき，計画の達成が確実となった時期に，関係書類を添えて，速やかに

行うものとする。

２ 専修学校目的変更認可申請書の提出は，申請の内容が関係法令及びこの基準の規定に

適合していると認められたとき，関係書類を添えて，速やかに行うものとする。

（生徒募集）

第１９条 前条の申請認可前の生徒募集は，原則として禁止する。ただし，次の各号のい

ずれにも該当する場合は，この限りでない。

⑴ 第１７条に定める計画の承認を受けているとき。

⑵ 前条の認可申請書を提出しているとき。

⑶ 校舎等の建設工事が進行しており，開設予定年度の開校が確実と認められるとき。

２ 募集要項には，「開校予定」又は「認可申請中」と明示すること。

３ 募集人員は，学則上の入学定員を明示すること。

４ 入学案内又は募集広告が入学者に誤解を与えることのないよう留意すること。

附 則

１ この基準は，平成６年１２月１日から施行する。ただし，平成６年１１月３０日以前

に提出された計画書についての審査は，なお従前の例による。

２ 私立専修学校設置認可等取扱内規（昭和６２年２月５日施行）は，廃止する。

附 則

この基準は，平成８年３月１日から施行する。

附 則

この基準は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この基準は，平成２４年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この基準は，平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１７条の規定は，平成３０年度に専修学校を開設しようとする専修学校設

置計画書の提出から適用し，平成２９年度以前に専修学校を開設しようとする専修学校

設置計画書の提出については，なお従前の例による。

y_nakajima
テキストボックス
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【資料9】　仙台青葉学院短期大学　現代英語学科　時間割

時間割 １年前期

時間帯

9:00

～

10:30 小松 山﨑

10:40

～

12:10 スミス ジョーンズ 金井 山﨑 スミス ジョーンズ 小松 山﨑

13:00

～

14:30 金井 小松 金井 小松 金井 山﨑

14:40

～

16:10

16:20

～

17:50

時間割 1年後期

時間帯

9:00

～

10:30 スミス ジョーンズ スミス ジョーンズ

10:40

～

12:10 スミス ジョーンズ 金井 山﨑 小松 山﨑

13:00

～

14:30 小松 山﨑 小松 山﨑 金井 山﨑

14:40

～

16:10

16:20

～

17:50

月 火 水 木 金

1

ListeningⅠ Chorus English 海外研修

ジョーンズ 金井，小松

2

Oral
CommunicationⅠ

Grammar &
CompositionⅠ

言語学基礎
Oral

CommunicationⅠ
ListeningⅠ

鎌田

3

Reading &
VocabularyⅠ

基礎ゼミ 情報処理Ⅰ
Reading &

VocabularyⅠ
Grammar &
CompositionⅠ

スミス，鈴木，ジョーンズ，
金井，小松，山﨑

杉崎

4

日本語表現法 大学生活論

福嶋 小松

5

エアラインサービス
ビジネス

プロトコール
キャリア形成演習

月 火 水 木 金

佐藤　美輪 小形 佐藤　泰子

1

ListeningⅡ
Business

Communication
Oral

CommunicationⅡ
海外研修

山﨑 金井，小松

2

Oral
CommunicationⅡ

Grammar &
CompositionⅡ

国際文化論 ListeningⅡ

飯田

3

Reading &
VocabularyⅡ

総合演習Ⅰ 情報処理Ⅱ
Reading &

VocabularyⅡ
Grammar &
CompositionⅡ

スミス，ジョーンズ，金井，
小松，山﨑

杉崎

4

ビジネス文書実務 心理学 Extensive Reading 大学生活論

今井 石川 小松 小松

5

英語特別演習ⅠA キャリア形成演習 英語特別演習ⅠB

小松 佐藤　泰子 山﨑
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時間割 2年前期

時間帯

9:00

～

10:30

10:40

～

12:10

13:00

～

14:30

14:40

～

16:10

16:20

～

17:50

時間割 2年後期

時間帯

9:00

～

10:30

10:40

～

12:10

13:00

～

14:30

14:40

～

16:10

16:20

～

17:50

月 火 水 木 金

1

Media English 歴史と文化

スミス 吉沢

2

Oral
CommunicationⅢB

現代の社会

ジョーンズ 大瀧

3

Oral
CommunicationⅢA

東北学
Oral

CommunicationⅢA
Oral

CommunicationⅢB

スミス 榎森、黒田 スミス ジョーンズ

4

英語特別演習ⅡB 総合演習Ⅱ Drama English
English for
Tourism

山﨑
スミス，ジョーンズ，金井，

小松，山﨑
金井 金井

5

英語特別演習ⅡA

402講義室

小松

月 火 水 木 金

1

観光ビジネス論

成澤

2

Cinema English Essay Writing 英語文学講読

スミス 金井 金井

3

Public Speaking 食と健康

ジョーンズ 鈴木

4

マーケティング 総合演習Ⅱ 暮らしの中の法律

小形
スミス，ジョーンズ，金井，

小松，山﨑
山口

5
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№ 種別 名称 出版社 備考

1 内国 CNN ENGLISH EXPRESS 朝日出版社 電子ジャーナル付

2 内国 ENGLISH JOURNAL アルク

3 内国 異文化コミュニケーション　 国際文献社

4 内国 多聴多読マガジン コスモピア株式会社

5 内国 新 英語教育 本の泉社

6 外国 ELT　Journal Oxford　University　Press

7 外国 Language LINGUISTIC　SOCIETY　OF　AMERICA

8 外国 PMLA MODERN　LANGUAGE　ASSN 電子ジャーナル付

9 外国 Animation Magazine Animation Magazine

10 外国 Backpacker Backpacker

11 外国 Time：Asia　Edition Time：Asia　Edition

12 外国 TIME for Kids TIME

13 外国 National Geographic Kids NAT　GEOGRAPHIC　SOCIETY

14 外国 Wired Wired

15 外国 RollingStone RollingStone

16 外国 Seventeen Hearst Magazines

17 外国 Psychology Today Psychology Today

【資料10】仙台青葉学院短期大学 現代英語学科 学術雑誌等整備計画

―1―


	目次
	1．設置の趣旨及び必要性
	2．本学　現代英語学科の重点的機能及び特色
	3．学科の名称及び学位の名称
	4．教育課程の編成の考え方及び特色
	5．教員組織の編成の考え方及び特色
	6．教育方法，履修指導方法及び卒業要件
	7．施設，設備等の整備計画
	8．入学者選抜の概要
	9．実習の具体的計画
	10．管理運営
	11．自己点検・評価
	12．情報の公表
	13．教育内容等の改善を図るための組織的な研修等
	14．社会的・職業的自立に関する指導等及び体制
	添付資料目次
	【資料1】
	【資料2】
	【資料3】
	【資料4】
	【資料5】
	【資料6】
	【資料7】
	【資料8】
	【資料9】
	【資料10】

