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１．札幌学院大学の理念・目的・教育目標 

 

（１） 本学の創立と建学の精神 

 

札幌学院大学の草創は、札幌文科専門学院に始まる。北海道における高等教育は、自然科学分野

が先行し、人文･社会科学分野は著しく遅れていた。1945年、第2次世界大戦終結時、北海道には、

文科系の総合カリキュラムをもつ男女共学の高等教育機関はひとつもなかった。戦後の飢餓と欠乏

の困苦、さらには敗戦による旧い価値観の崩壊は、国民、とくに若者の精神的支柱を喪失させ、将

来に対する不安と動揺によって、去就に迷うものが少なくはなかった。戦地からの帰還者をはじめ、

いかに生きるべきかを模索する若者たちの中から「北海道に文系の学び舎を創ろう」という声が沸

き起こり、意欲溢れる若者たちとその声に共感する教職員によって、1946年、本学の基礎をなす札

幌文科専門学院（経済学専攻・法学専攻・文学専攻、昼間部・夜間部）が築かれた。 

その設立趣旨には「札幌文科専門学院ハ新日本建設ノ為メニ民主主義ノ原理ニ基ヅク教育ヲ行ヒ

青少年ノ文化的使命感ノ高揚ヲ通シテ世界文化ノ興隆ニ寄与・・・特ニ・・・北方文化ノ新指導者

タルノ任ニ当リ得ベキ人格ト知能ノ育成ヲ期ス可ク茲ニ設立シタルモノナリ」とある。本学の濫觴

をなす札幌文科専門学院の設立の目的が民主主義的価値観をもった北方文化の担い手の育成にあ

ったことが浮かび上がる。 

札幌文科専門学院学則の冒頭、「教旨」の項に謳われた文章―「本専門学院ハ学ノ自由研討ヲ主

トシ常ニ独創的研鑽ニ全力ヲ挙ゲ個性ヲ尊重シ日本指導者タルノ学識ト人格ヲ養成スルト共ニ時

世ノ進運ニ資セン事ヲ以テ建学ノ本旨トス」―を基礎に、札幌文科専門学院の建学の精神―「学の

自由」「独創的研鑽」｢個性の尊重｣―が確立された。そこには、第 2 次世界大戦後の余燼の中、学

問ひいては思想信条の自由と個性の尊重を基礎に、新しい日本の建設に資する独創性溢れる人材の

養成を目指そうという教育目的が息づいている。 

この建学の精神は教育内容に活かされ、当時のカリキュラムをみると、専門学院と称するものの、

従来の専門学校のように、技術並びに職業教育にのみ重点をおくのではなく、戦後の学制改革（1947

年）に先立ち、発足当時から「精神のない専門人」になることを防ぐため、広い視野と豊かな人間

性の持ち主を作り出す教養教育重視の全人格的な育成を志向していたことが明らかである。建学の

精神、それを具現化する豊かな人間性を備えた人材の育成という教育目的は札幌文科専門学院・札

幌短期大学・札幌商科大学・札幌学院大学と目覚しい発展を遂げた学園の精神的支柱をなしてきた。 

 

（２） 創立後の歩み 

 

1950年、札幌文科専門学院は札幌短期大学（商業経済科・英文科）として新しく発足する。前身

をなす札幌文科専門学院の精神を引き継ぎ、その設置目的及び使命として以下の4点が掲げられた。 
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① 北海道総合開発の実務担当者の養成 

② 北方文化の植民地的停頓性及び跛行性の打破 

③ 短期大学に対する世間の熾烈なる要望への順応 

④ 教育の機会均等と男女共学の励行 

 

札幌短期大学が誕生した 1950 年は、わが国の新しい学校制度による短期大学の発足した年でも

あり、大学設置審議会において決定された短期大学設置基準は、短期大学を「一般教育との密接な

関連において、職業に必須な専門教育を授ける完成教育機関」と定義していた。短期大学発足当時

のカリキュラムは、多彩な一般教育カリキュラムと、商業経済科、英文科共に、実務的かつ理論の

学習にも目配りの利いた、教育にかける意欲を物語るカリキュラムから構成されている。学生たち

は勉学に加え、学友会活動、サークル活動に打ち込み、教職員は教育に加え、研究所の開設、研究

論集の刊行等、研究活動にいそしむ日々において、学内では、四年制大学昇格に向けた夢を具現化

するためのさまざまな活動が展開される。 

札幌文科専門学院、札幌短期大学に学んだ多くの卒業生や教職員のひたむきな努力が実って、短

期大学が現在の大学の所在地札幌近郊の江別市において4年制の大学・札幌商科大学への昇格を遂

げたのは 1968 年春であった。第 1 期生のために用意された学生便覧中の大学の沿革は本学の特徴

を極めて率直に表している。 

「私たちは、徒らに伝統や名門の名にのみ依存して、自ら恃む所のないことを潔しと致しません。

それよりはむしろ無名のわれわれが、無名の地に、無名の大学を始めることをこそ誇りに思うもの

です。」 

札幌商科大学は本道初の商科系私立大学として、さらには「現代の人間のあり方に根源的探求の

光をあて、未来に生きる創造的人間を生み育てたいという希い」を教学の精神として掲げ、斬新で

多彩なカリキュラム内容そして履修制度を確立していく。札幌商科大学商学部商学科の設立趣意書

は、その設置目的及び使命として「北海道産業経済の発展と道民福祉の向上を志向する人材の育成」

を掲げ、教育の目的を「真に北海道経済の中核となり得る、着実で地味な人格と穏健な思想を備え、

品位と節度ある人間の養成」、さらに「幅ひろく人間味豊かな人材を養成するために一般教育を重

視し、また外国語と外国文化教育を拡充し、実際的技能教育をも重視して時代の要請に応えること」

とし、札幌文科専門学院・札幌短期大学を通じて脈々と伝えられた人間性重視、実学重視の教育を

引き継いでいくことを謳っている。 

さて、札幌商科大学さらには前身の札幌短期大学の歴史に光を放つ制度として「三者協議」があ

る。大学開設の翌1969年春、学園紛争が全国に広がった。政府はこの事態に対して、「大学運営に

関する臨時措置法」を国会に提案、大学立法闘争が起こる。札幌短期大学と札幌商科大学の教授会

と事務局会議は、この立法化に反対する態度を明確にし、教授会、事務局会議、学生自治会の三者

が「大学立法に関する全学討論集会」を開催した。以後、予算審議、教学改革、学費問題、学生処

分の問題、将来構想などをめぐって頻繁に三者協議が行われ、学園運営の伝統となった。時を同じ

くして、後に当時の法人名を冠して「明和体制」と名づけられる本学独自の大学運営体制が確立さ
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れていく。①理事会の過半数を教職員の代表が占める、②予算原案の作成を含む日常的学園運営は、

教職員代表によって構成される学内理事会が行う、③財政状況・予算状況などの経理の実情は、す

べてガラス張りで、学生父母にも公開されている、④予算案など、すべての重要事項は、全教職員

が構成する大会で決定される、という特色を持つ体制である。いわば直接民主主義的運営体制と名

づけられるこの運営体制は、後に大学の規模が拡大し次第に機能の十全な発揮が困難になる現実を

前に、代議制を取り入れた間接民主主義的運営体制へと変化していく。しかし、その基本的精神は

今日に至るまで、わが大学の運営体制の中に生きているといえよう。さらに、明和体制のもと、職

階制への批判を基礎に職名規程をめぐる真摯な討議が展開され、以下の基本姿勢が確認された。①

全教員は対等な立場で教育・研究に責任をもち合う、②教育・研究の質の向上は、職階制をバネに

してではなく、授業の相互交流、共同研究、学生の要求、批判の積極的吸収、学外の同学者との研

究交流、研究条件の是正等を通じて行われるべきである。この職名規程の見直しも、1990年代に入

り、更なる見直しがなされ、今日の制度に変更されていくが、明和体制と同様、その基本的精神は

いまなお学内に色濃く残っている。 

札幌商科大学の基礎となした札幌短期大学は、当初、大学が新設された江別市への移転が計画さ

れていたが、諸般の事情の下にその発展的解消および商学部経済学科の設置、人文学部および商学

部第二部の開設に変更される。こうして、1976年には商学部は商学科・経済学科の2学科体制にな

り、翌年の1977年には人文学部人間科学科及び英語英米文学科さらには商学部第二部商学科の開設

に至る。 

人文学部人間科学科の発足は、本学が、その発足時から内包してきた人間性重視の教育を直截に

担う学科の誕生として、さらに英語英米文学科は札幌文科専門学院文学専攻、札幌短期大学英文科

の精神を引き継ぎ、英語の活用という実学重視の学科としての特徴を兼ね備えた学科として設置さ

れた。人文学部設立趣意書に謳う｢真に人間尊重の立場に立つ総合的な人間の科学とそれに基づく教

育システムの創造｣という文言には、本道初の人文学部を誕生させる喜びと気負いが横溢している。 

人文学部開設に伴い、従来、商学部で一般教育を担当してきた教員の大半が人文学部に移籍した

ことに起因して、暫時、人文学部が全学の一般教育を所管、その後の討議を経て、1986年以降、一

般教育会議方式による運営（教授会に準じる機関として商学部第一部3名、法学部2名、人文学部

21名の一般教育担当者で構成される一般教育会議による責任体制の確立）が始められる。 

さらに1984年、法学部法律学科が設置された。中核的スタッフが一定程度在籍しており、既存学

部・学科との相互補完関係が期待でき、経営基盤の安定化に寄与しうる見通しがあることが評価さ

れての構想であった。また、学部が発足時から「鋭い人権感覚と十分な法的素養をそなえ、本道の

開発と行政の発展、住民福祉の向上に真に貢献しうる人物」の育成を教育目標に掲げたことが明示

するように、本学が揺籃時から内包する人間性重視・実学重視の精神を継承しての設置であった。

この段階で、広く学内外に新校名を募り、札幌学院大学と改称した。 

その後、情報系新学部の開設と商学部第一部経済学科の学部昇格を目指す構想の討議が展開され、

1991年、社会情報学部を開設し、同年商学部第一部経済学科を経済学部経済学科へと改組・転換し

た。「社会に有用な人材の育成と現代社会の研究とは、社会学と情報学の双方の視点、すなわち社会
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現象を社会学に基づいて把握し、その情報過程を情報学的に認識する視点・・・に基づいてはじめ

て可能になることであって、・・・以上のようなアプローチを社会情報学と呼ぶ」という本邦初の名

称の定義のもと、新学部がスタートした。情報処理、プログラミング演習、オペレーションズ・リ

サーチ等情報科目群は本学の実学志向を体現するものであり、理系に近い学部を設置するための財

政的負担の一部は、新学部のスタッフの3分の2を、本学在籍者によって担うことにより相殺され

た。この年、大学設置基準の「大綱化」が提示された。「大綱化」を受けて本学では「一般教育問題

検討委員会」ついで「一般教育改革検討委員会」さらには｢一般教育内容検討委員会｣を組織、長期

に及ぶ討議を重ね、1996年、①従来の一般教育科目、外国語科目、保健体育科目の呼称を全学共通

科目と一括変更、②一般教育会議を廃止して全学共通科目担当の全教員による「総合教育センター」

の設置を決定、今日に至っている。 

その後、法学部に大学院法学研究科（1995年）、人文学部に大学院臨床心理学研究科（2000年）

を設置、2001 年には人文学部に臨床心理学科を設置、さらに 2003 年、全学部支援体制の下に大学

院地域社会マネジメント研究科を設置、2006年春には人文学部にこども発達学科を設置、現在6学

部9学科体制の文系総合大学として2006年 5月現在、学生4,851名、院生79名が勉学にサークル

活動に励んでいる。 

 

（３） 本学の理念・目的・教育目標 

 

１）理念と目的 

本学は、札幌文科専門学院さらには札幌短期大学の歴史を引き継ぎ、1968年、札幌商科大学設置

時、大学設置の目的として「北海道産業経済の発展と道民福祉の向上を志向する人材の育成」を掲

げ、以降今日まで、大学づくりの道を大学構成員の叡智と努力と協力の下に歩んできた。本学が掲

げる理念―「自律」・「人権」・「共生」・「協働」には、学園創立以来の歴史と伝統が息づいている。 

 

① 「自律  自律する力を育てる大学」 

②  ｢人権  人権を尊重する大学｣ 

③ 「共生  地域と共生する大学」 

④  ｢協働  構成員で創りあげる大学｣ 

 

① 自律の対語は他律である。学園が創設時に掲げた建学の精神―「個性の尊重」「独創的研鑽」

は、まさしく他律の対語であり、自らの頭で考え、自らの意志で行動する人間＝自律的人間の創

造につながる。さらに自律は自立につながる。「北海道産業経済の発展と道民福祉の向上を志向

する人材の育成」という4年制大学昇格時の大学設置目的はまさしく自立できる力能を備えた若

者の育成を謳うものであった。後に教育目標に関連して記すように、クラス・ゼミ等少人数教育

を通しての自己表現能力の育成、体験型教育の推進、国内外他大学における留学研修、就職へ向

けての段階的組織的準備のシステム化等、4 年間の大学生活をとおして、自律・自立の理念が若
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者たちの精神に内在化するべくさまざまな工夫を積み重ねている。 

② また、学園は、その創設時より、広い視野と豊かな人間性の陶冶をめざす全人格的教育をめざ

してきた。その歴史と伝統が、基本的人権についての認識を有し、他者の痛みを理解し、他者の

人権に留意する若者を育むことを理念として掲げ、実践する本学の教育に通底している。そうし

た営為は、とりわけ全学共通科目における「日本国憲法」、「人権論」、「現代の福祉」、「平和学」、

「女性学」等の開講、教職員協働のボランティア組織・バリアフリー委員会に代表される活動等、

広い意味で人権の学習に関る活動に代表される。なお、本学では、2001年 2月、札幌学院大学セ

クシュアル・ハラスメント防止委員会を設置、学生・教職員からの訴えに対して、人権に配慮し

た対応をつみかさねてきた。さらに、情報セキュリティ委員会を中心に個人情報に関するガイド

ラインを作成、個人情報の管理に留意している。 

③ 札幌文科専門学院、札幌短期大学そして札幌商科大学・札幌学院大学の設置趣旨には、いずれ

も地域社会に有為な人材の育成が掲げられている。地域と共生する大学という理念には、地域社

会において、地域の事業体において、期待され必要とされる役割を担う人材の育成をめざすとい

う認識が組み込まれている。人材養成に加えて、後に教育目標に関して触れるように、大学院の

活動、さらには、教員の研究活動を中心に社会貢献・地域貢献活動が展開されてきた。大学院臨

床心理学研究科が中心になって開設している心理臨床センターは、広く道内の心の病を抱える

方々への相談業務に係わり、地味ではあるが大きな意味を持つ活動を継続している。地域社会マ

ネジメント研究科は研究科附設の地域社会マネジメント研究センター並びに電子ビジネスセン

ターを拠点に大学の所在地江別市をはじめ広く北海道地域社会の活性化につながるプロジェク

トを展開中である。さらに地域住民への図書館の開放、大学のホールにおける講演会・音楽会の

地域住民開放、周辺住民自治会との懇談会の開催、地域住民と共同で行う夏季の防犯パトロール

等は、大学と地域社会の共生のための地道な営為といえる。 

④ 先に見たように、本学は、学園の濫觴時において、まさに学生と教職員の手作りで創りあげら

れた歴史を持つ。その後、短大昇格、大学昇格の歩みにおいても、基本的に学生と教職員の熱意

と努力が今日の大学創りの基礎を成してきた。その意味で、まさしく言葉の正しい意味で構成員

が創りあげる大学としての歴史を刻んできた。本学では、例えば新入生を迎えての1泊2日の合

宿オリエンテーションの実施は、実行委員を務める上級生の活躍なしにはなしえない。オープン

キャンパス時における学生の協力も大きい。学費討議時には大学の予算・決算が学生に公開され、

カリキュラム等についての意見交換も交わされている。情報ポータルシステム（大学と学生との

コミュニケーションを促進する情報ネットワークシステム）を活用して学生の声を聞き、それに

対する大学側の声をフィードバックする仕組みも開発中である。授業評価及び学生生活実態調査

の結果のフィードバックを通して学生の声が教員に届く仕組みもある。また、教職員は対等に大

学の管理運営に参加しており、学部・学科再編等に関する委員会等でも教職員が円卓を囲み討議

を重ねている。本学が、本学の歴史の一時点において刻印してきた三者協議の精神は現在もなお

活き続けているといえよう。 

以上にかいつまんで見たように、本学の理念には本学の歴史と伝統が集約されている。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

２）教育目標 

本学では、教育・研究・社会貢献・大学運営のカテゴリー毎に、これらの理念を具体的に表す目

標をたて、教育そして研究の場において具現化させる営為を追求してきた。教育目標については以

下の4点の人材育成目標を掲げている。 

 

① 自律した人間の育成 

自ら意欲を持って学び、自らの職業と人生とを主体的に切り拓くことのできる自律した

人間を育成する。 

② 豊かな人間性の育成 

幅広い教養に基づく豊かな人間性と個性とを備えた人間の育成をめざす。 

③ 社会を担いうる人間の育成 

幅広い教養と基礎的専門能力とを培うことによって、広い視野に立って主体的に課題を

探求し、総合的に判断する能力を備えた、社会に貢献しうる人間を育成する。 

④ 専門職業人の育成 

大学院においては、学部教育の展開として、または社会人のキャリア・アップの場とし

て、それぞれの専門領域の高度な学識と技術を身につけることを通して、専門職業人とし

て社会で活躍できる人間の育成をめざす。 

 

３）理念・教育目標に沿った教育・人材育成の適切性 

次に、本学の理念・教育目標に沿った教育・人材育成がいかなる内実を有するかについてみる。

言い換えれば、実際のカリキュラムや教育方法における実践活動を通して大学の理念や教育方法が

学生に血肉化されるための工夫について展開する。 

第一の教育目標 ―自律した人間の育成― については、そのための方策として、先に理念に関し

て触れたように、①何よりも、クラス・ゼミナール等小規模単位の教育を通しての主体性・自立性

の育成、②フィールドワーク、インターンシップ、ボランティア活動等の体験型学習を通しての主

体性・自立性の育成、③国内外の大学での留学研修を通しての主体性・自立性の育成、④修学指導、

生活相談および就職指導など、学生へのサポート体制を充実させることで、職業と人生を主体的に

切り拓くことができる人間を育成する教育実践が何より有効な方法であると思料し、教職員が力を

合わせて努力を積み重ねてきた。  

第二の教育目標 ―豊かな人間性の育成― については、①全学共通教育の充実はもとより、②ク

ラス・ゼミナール等少人数の単位での友人・教員との人間的接触、③課外活動、ボランティア活動

の活性化や学外でのさまざまな体験型学習の推進により、教育目標の具現化が試みられている。 

第三の教育目標 ―社会を担いうる人間の育成― については、①合理的なカリキュラムの準備、

②教員の教育能力の向上により教育目標の具現化が図られ、知的・人的資源の地域社会への還元に

至ることを自覚し、全学的レベル、学部レベルのＦＤ活動を実施、③正規のカリキュラムに組み込

まれた就職関連・資格取得関連のカリキュラムにくわえて、エクステンションセンター活用の資格
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

取得が重視され、社会を担いうる人材の育成の有効性を高める工夫を行っている。 

第四の教育目標 ―専門職業人の育成― については、我が大学の大学院が税理士、臨床心理士等

の専門職業人の育成、公務員や教員等のスキルアップをめざす性格の大学院であることを明確にし、

それにふさわしい教育指導を行っている。 

 

（４） 理念・目的・教育目標の周知の方法 

 

大学の理念・目的・教育目標は、大学に関係するすべてのものが共有し、理解するものでなけれ

ばならない。我々は、上述したように、常日頃の教育実践活動を通して理念・教育目標を血肉化し

た展開を志向すると同時に、周知の方法として、①入学式、学位記授与式、保護者懇談会（年3回、

3地域で開催）、公開市民講座（年3回、3地域で開催）、オープンキャンパス（年3回）、企業と大

学の就職懇談会（年 2 回、2 地域で開催）等において、主として学長が式辞や挨拶等で紹介し理解

を求める。②各年の入学案内、学部毎の履修要項に本学の歴史と伝統についての学長の挨拶と共に

理念と教育目標を掲載して、学内のみならず、学外に人々の理解を求める。③大学のホームページ

への掲載等を試みてきた。 

 

（５） 研究目標・社会貢献の目標・大学運営の目標 

 

はじめに述べたように、本学の理念は「自律・人権・共生・協働」である。理念は、我々がどの

ような大学を創るのか、目指すのかという視点を基礎に構築されている。我々は、これらの理念を

教育の現場で活かすための教育目標と同時に、研究目標・社会貢献の目標そして大学運営の目標を

構築し、日々の大学生活の指針としている。以下、教育目標と並ぶ研究目標そして社会貢献の目標・

大学運営の目標の骨子を展開する。 

 

研究目標は以下の3点である。 

① 独創的研究の推進 

人類社会の持続可能な発展を目指し、それぞれの専門分野において自由で個性的な発想

に基づく独創的な学術研究を推進し、真理の探究および知の創造に貢献する。 

② 学際的研究と社会連携 

現代的諸課題の多面的・複合的性格に鑑み、狭隘な専門分野の枠をこえる学際的研究や

産官学の社会連携に基づく学術研究を推進する。 

③ 地域的諸課題の解決 

地域社会に深く根ざす大学として、所有する知的・人的資源を最大限に活用し、他の諸

機関とも連携しつつ、地域的諸課題の発見および解決のための学術研究を積極的に推進す

る。 
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 社会貢献の目標は以下の2点である。 

① 地域社会への貢献 

大学に対する社会的要請に敏感に応答し、知的・人的資源の地域社会への還元はもとよ

り、人的交流、共同研究、施設開放などを通して、地域社会の環境保全、産業育成、経済

振興、教育・文化および福祉の向上などに積極的に寄与することによって、地域社会に開

かれた大学としての役割を果たす。 

② 国際交流と国際貢献の推進 

地域社会への貢献にとどまらず、国際社会にまで視野を拡大し、世界に開かれた大学と

して、各国の大学や研究機関と学術交流を行い、海外提携先との間で学生の交流・交換を

推進し、また国際社会に知的・人的資源を供給することによって、相互理解の促進および

国際社会の発展に貢献するよう努める。 

 

 大学運営の目標は以下の2点である。 

① 構成員の協働 

教育・研究・社会貢献の目標を実現するために、大学の外の声に耳を傾けつつ、知の共

同体としての大学を構成する学生・院生、教員、職員の三者間の相互の信頼と協力とに基

づいて、大学を民主的かつ機動的に運営し、ひいては大学の自治を促進することをめざす。 

② 情報公開と説明責任 

大学の運営に際しては、大学の情報を外部に公開し、大学構成員はもとより、大学の外

からの信頼が得られるように説明責任を十分に果たすことをめざす。 

 

（６） 評価と課題・改善方策 

 

本学の理念および教育目標、研究目標、社会貢献の目標そして大学運営の目標は、60年余の歳月、

本学が北の大地で築き上げてきた歴史と伝統、建学の精神を踏まえ、その継続性に留意しつつ策定

されている。 

豊かな人間性の育成そして実学重視という、本学がその揺籃期から掲げてきた人材育成目標は、

本学の教育目標 ―自律した人間の育成・豊かな人間性の育成・社会を担いうる人間の育成・専門

職業人の育成― に明確に刻印されている点は評価されよう。60 年余の歳月に開設してきた新学

部・新学科の設置趣旨そして現実の教育が、いずれも本学の人材育成目標に沿うかたちで展開され

てきたことは、つとに指摘したところである。特に豊かな人間性の育成は本学の全学共通科目の教

育目標「思考の深化」｢視野の拡大｣｢生きる知恵の修得｣に明示されるところであり、人文学部、法

学部をはじめとする学部教育においても意図的に追求されている。さらに本学の全学部で展開され

ている実験・実習、フィールドワーク、インターンシップ等のいわゆる体験型学習の展開は、広義

の実学教育につながるものであり、本学の特徴として評価される。 

既述したように、教育目標には、目標にとどまらず、日々の教育実践において教育目標が具体的

 - 10 -



Ⅰ 理念・目的・教育目標 

に展開されるように、教育内容や教育方法に踏み込んだ叙述を行う等の工夫をこらしている点も特

徴として評価されよう。当然のことながら、後に各学部の教育方法・教育内容の項で展開するよう

に、本学における日々の教育においてその具現化へ向けてのさまざまな努力が積み上げられている。 

本学の理念・目標は、教育目標だけでなく、研究目標、社会貢献の目標そして大学運営の目標も

並置し、大学の使命が総体として含まれるよう工夫されている。研究に関しては、週当たり持ちコ

マの制限、各学部から毎年1名の国内外留学研修枠の確保に代表されるように、独創的研究促進へ

向けての具体的な手立ての配慮がなされる等、理念と目標の実現に向けた工夫がなされている。卒

業生は、道内外地方自治体、教育機関、民間企業等に就職して地域社会の発展に貢献している。大

学院修了生の活躍も目覚しく、税理士、臨床心理士等の専門職業人として巣立つものが少なくない。

毎年、札幌市内と東京都内で開催する企業と大学との就職懇談会で企業サイドからもたらされる卒

業生の活躍に関する評価も高く、就職率も上向きである。大学運営の目標に示される構成員の協働

は、日々の大学運営において実践されており、本学の個性と特徴を具現化するものである。さらに、

学内のボランティアサークル（バリアフリー委員会＝聴覚障がい学生の支援のためのノートテイク

活動を中心とする学生・教職員の協働組織、遊ベンチャー＝地域の子どもを対象とする遊びを通し

てのこどもの心と体の育成を図る学生・教職員の協働組織）等に代表されるボランティア活動は、

他大学、多方面から期待される目覚しい活躍を展開しており、大学の理念―自律・人権・共生・協

働を文字通り具現化する活動を展開していると評価される。 

本学の理念・教育目標等は現代の若者の理解を容易にするための工夫を積み重ねて構築されてい

る。換言すれば、本学の理念そして諸目標は、我々がどのような大学を創るのか、目指すのか、い

かなる人材育成を行うのかという問いかけに応え、ともすれば極めて抽象的になる大学の理念・目

標を、できるだけ高校生や学生・院生さらには保護者等が理解できるように、わかりやすい言葉で

表現するように、努めて提示されている点が評価されよう。 

人権を理念に掲げる本学において、大学側の留意にも拘らず、2004年春、個人情報の漏洩が疑わ

れる事件が発生、その対応に追われた。セクシュアル・ハラスメント、さらには性犯罪についても

無縁ではない経験をもつ。今後、学生・教職員に対するいっそうの学習をとおした周知が必要であ

る。学内にはセクシュアル・ハラスメント、個人情報保護および苦情処理一般に対応する組織が存

在するが、啓発活動等において更なる工夫を行なう。 

最後に、大学・学部・大学院研究科の目的、教育目標について不断に検証していくことも重要と

考える。本学において、学部の自治を尊重しつつ全学的な見地からそれらを検証する機関は大学評

価委員会である。現在、既存学部・学科の再編、見直しの検討が精力的に進められている。この検

討は教学全般に対する現状分析と評価なしには成し得ず、学部・学科の目的および教育目標の妥当

性、有効性を再考する機会ともなっている。したがって、今後大学評価委員会はこれらの議論と検

討の結果を踏まえ、点検・評価活動の毎年度実施を通じて、各教育研究組織の目的、教育目標をよ

り豊かなものにすべく不断に点検と検証を進める。同時に、大学のステイクホルダーである学生の

父母をはじめ、関係する地域諸団体、および特に卒業生の進路先となっている企業、機関との意見

交換あるいは意見聴取の機会を強め、それらを上記検証のための一つのシステムとして位置づけ取
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り組むことも必要である。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

２．学部の理念・目的・教育目標 

 

１ 商学部第一部 

 

（１） 沿革  

 

商学部第一部は、大学の前身となる札幌短期大学時代の商業科からの流れを引継ぎ、1968年札幌

商科大学開学と同時に設置され、商学に関する蓄積と歴史を持った学部である。当初は、商学部商

学科定員 200 名の一学科構成としてスタートし、時代の要請に応えて 1976 年 4 月には学部内に経

済学科を増設し、商学科（入学定員 200 名）、経済学科（入学定員 150 名）の 2 学科構成に移行し

た。この 2 学科構成の長い時代を経て 1991 年、商学部第一部経済学科を経済学部経済学科へと改

組・転換し、かつての商学科一学科構成に戻り現在（入学定員200名）に至っている。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）理念・教育目標 

商学部第一部は、大学の理念と教育目標に連動して、７項目の学部固有の教育目標を定めている。

すなわち、①ビジネス実践の学修から適応可能な潜在的能力を養うこと、②学生参画（教員と学生

が一緒になって）の教育、③自律する力をもつ学生、④地域に貢献する力を養うこと、⑤学生の学

修への動機と意欲を高めてゆくこと（改善努力）、⑥豊かな人間性と個人の想像力そしてチームワ

ークの強みを高める風土（人間育成）、⑦保護者・卒業生・地域・企業との連携、がそれである。 

上記①、②、③は「大学の理念①自律」に対応し、③、⑥が「同②人権」に対応し、④、⑦が「同

③共生」に対応し、②、⑦が「同④協働」に対応している。 

これらの教育目標、またそれを実現するための教育方法や態度は、分かち難く結びついており、

本学部の存立と学部教育の特色をより具体的なレベルで示すために、むしろこうした統合的な7つ

の教育目標として掲げ、それらが融合することで、単なる実学教育にとどまらない、大学の根本教

育理念である全人教育に結びつけるようにしている。 

企業社会や企業組織、人間の経営行動や消費行動について実学として学ぶ本学部では、①の「ビ

ジネス実践の学修から適応可能な潜在的能力を養うこと」が根本的かつ共通する教育目標となる。

つまり、ビジネスの実践から得られた豊富な知恵と知識を学びとるとともに、将来のビジネスマン

としての人格の陶冶と社会に適応可能な潜在的能力を養うことが基本的な教育目標である。現代の

人々の経済活動を基本的に構成する生産と消費、それを結ぶ流通、そして経済活動についての会計

学の計数的情報把握とＩＴによる情報把握・創造などを主眼に、現代企業の構造と機能の解明、企

業を取り巻く環境と地域、消費者の行動原理などについて体系的に学ぶことができるように科目群

を配置している。また、諸資格を含め、経営者・起業家、業界ごとの営業・販売、企画、会計、地

域やＮＰＯのリーダー、および高等学校教員などの仕事を目指す教育を行っている。この教育目標
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は全学共通科目群の「コンピュータ基礎」や「論述・作文」、1年次の基礎的な専門科目群、たとえ

ば「商学総論」、「会計学総論」、「経営学総論」などを出発点にして、商学領域、会計学領域、経営

学領域の専門科目群の基本的な教育姿勢として貫かれ、実施されている。 

②の教育目標は「学生参画（教員と学生が一緒になって）の教育」で、本学部の特徴的な教育目

標になっている。大教室の多人数講義では、ともすれば教員の一方的な講義に終わり、学生は受動

的な学習しか行わない。実社会において生き抜くためには、能動的、かつ自律的な行動能力の開発

と養成が求められる。その為に、大企業と中小企業のビジネスの現場、小売業やサービス業のビジ

ネスの現場、非営利組織や地方自治体の現場をフィールドとして、学生自らが現実の問題発見、問

題意識の明確化と課題設定、課題解決策の提示を行うことができるような学習環境を産官学が連携

する形で創っている。これらは、1年次の基礎ゼミ、2年次の専門ゼミ、3年次の応用ゼミなどの演

習科目群で実施され、講義形態と演習・フィールドワークを取り入れた「商学調査実習」、「インタ

ーンシッププログラム」や全国規模の学生経済ゼミナール大会（ブロックゼミ）参加において実施

されている。 

商学を総合的に修め、社会で市民的教養をもち、有為な活躍をするように、「自律する力をもつ学

生」の育成が③の目標である。それは、それぞれの自分の将来像に合わせたより高い専門性を身に

つけ、企業家マインドを育て、事業後継者や地域社会のリーダーなど新時代に対応できる専門的職

業人の養成を目指して行われている。企業・事業所調査や地域調査といった体験型教育、さらに会

計などの資格取得のための学修を積みながら、実践的な姿勢を身につけていくなかで養われる。自

ら分析し、アイディアを創造し、表現できる力をつけ、自律する力をもつ学生を育てることに力を

注いでいる。企業の実際を学ぶ「インターンシッププログラム」や各地域に分かれてグループごと

にフィールド調査を行う「商学調査実習」など、実践的な教育の中で学生自身の将来の目標に合わ

せて学ばせている。こうした学習を通じ、偏差値教育の弊害として自ら能力に低い限界を設定し、

より高い目標に向かって行動的になれない学生の学習意欲を喚起し、自信と自尊の心を植え付け、

学生自身による自己形成を可能とする学習環境の整備を行っている。 

自律性を養うための教育に付随し、演習科目群のうちのいくつかでは、④「地域に貢献する力を

養うこと」を目的にもつ教育を行っている。例えば、学習のフィールドとして選定された地域の地

域興し、商店街再生や道内の観光ビジネス、高速交通体系整備に伴う地域課題の解決に向けての提

起や農業・エコビジネスなどの経営課題で地元自治体、商工会議所、農協などの協力を得、連携し

て学修していくという取り組みを行っている。起業する実践的な教育もこうした目標をもって行わ

れている。同時に、ルールを遵守し、多様な社会へ関心をもち、そして人権を尊重する意識を涵養

していくことを、こうした社会や産業界と連携した科目群や客員教授として招聘している企業経営

者や公認会計士などの専門家による特別講義などを通じても学ぶようしている。全学共通科目であ

る「健康科学」において自らの心身の成長と連動して自律するための学修を行い、併せて法学系科

目群、経済学系科目群、人文系科目群などの履修によって、教養のある健全な市民となるような教

育科目を設置している。 

⑤の「学生の学修への動機と意欲を高めてゆくこと（改善努力）」として、これら教育システム
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

が、完成されたものとしてあることはなく、絶えず変化する現実、そして今日の大学が直面してい

る絶えず変化する学生に対応して、絶えず改善の必要性があるという考えに立っている。実学を学

ぶ学部として、絶えず変化する現実に対応しつつ、またその進学動機や学習意欲・職業観において

希薄化、多様化する今日の学生に対して、絶えず学生の動向を見極めつつ、その教育方法の不断の

改善を進めていくこととしている。 

これら複合的、融合的な教育目標の達成に向けて、また大学の根本教育理念というべき全人教育

を行うために、⑥「豊かな人間性と個人の想像力そしてチームワークの強みを高める風土（人間育

成）」の目標も掲げた。①～⑤の目標達成により⑥も同時的に達成されるわけだが、例えば、学生支

援データベースである学生指導シート「はぐくみ」を使って、教員と職員が学生一人ひとりとコミ

ュニケーションの場をつくりながら教育目標実現の支援を行うことで、この目標達成を強化してい

る。この「はぐくみ」は、学生の学修状況、1年次の自己発見レポートと2・3年次のコンピテンシ

ー診断などの職業適性検査の結果からの個人の行動特性の把握、指導履歴、などの情報を蓄積し、

学生一人ひとりがどう成長しているのか、していこうとしているのかの情報を蓄積するとともに、

こうした情報を利用しながら、一人ひとりの個性と能力を豊かに活かせるように指導をし、総合的

な人間力の育成に努めている。 

⑦「保護者・卒業生・地域・企業との連携」は、上記の調査実習や実務家講義に見られる社会と

連携した教育の場づくりがあげられる。また、近年の学生の修学状況、学生生活の変化により、そ

の育成には保護者との連携が強く意識されるようになっている。全学的に保護者懇談会や後援会活

動を通じ、保護者との連携を強化しているが、学部においても、個々の学生の修学状況や成長の状

況などについて保護者とのコミュニケーション・連携を強化し、育成を図っていく。また、実務や

実社会の講義のみならず、卒業後の進路を積極的に切り開くためのより身近なモデルとして、地域

社会で活躍する卒業生と連携し、教育体制を豊かにすることを目標として掲げている。 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

 学部の教育目標については、年度始めに配布する履修要項並びに学部独自の広報誌である『商学

部報』に掲載し、広く周知を図るとともに、学部独自のホームページ上にも掲載して学内外へ公開

している。1 年生に対しては入学時のガイダンスでの説明も行っている。それにより、本学部の教

育目標を教職員が理解して、教育研究への基本方向を明示することができ、また学生にとっても目

的意識的に学修していくことの必要性が理解し易くなったと言える。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

本学部では以上の7つの教育目標を掲げ、学生一人ひとりが将来のビジネスマンとしての人格の

陶冶と、変動著しい経済環境の中にあって適応可能な潜在的能力の育成を主眼とした教育実践を行

なっている。現代社会における経済活動の中心は企業によって担われており、また消費活動をする

のは消費者としての市民である。その生産と消費を橋渡しするものとして、企業による流通活動が
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

ある。したがって本学部で学ぶ学生は教育目標の第1に掲げられている「ビジネス実践の学修から

適応可能な潜在能力を養うこと」が求められるのはいうまでもない。そのため企業活動の現場に学

生自身が立ち会う「学生参画の教育」は、本学部の教育目標として重要な位置づけを持っている。

１年次から４年次までの一貫したゼミナールによる少人数教育と「商学調査実習」、「インターンシ

ッププログラム」や全国規模の学生経済ゼミナール大会（ブロックゼミ）参加などを通じて、この

目標は達成されている。年度末の商学調査実習報告会では、丸１日かけ10を超えるグループがプレ

ゼンし、その成果とレベルを競い合っている。また、インターンシップは受入企業の担当者など学

外の実務家を招き、その前で学生が成果をプレゼンする。そこでの学生の成長ぶりは、2006年に実

施した本学部ＦＤフォーラム（学生とともに考える授業改善）においても議論されたように、学生

自身による高い評価と教授会構成メンバーによる高い評価によっても明らかである。これら教育シ

ステムに参加した学生は、ほとんどが進路を明確にし、就職内定率も高く、2006年度の就職内定状

況は80%に達している。 

繰り返しになるが、学部の教育目標を達成するための教育方法として、講義、演習科目の他に学

生と教員がともに参加する実践的な科目を配置している点が、最大の評価点である。学部教育の特

徴として位置づけられる「商学調査実習」には毎年多くの学生が参加（履修学生2005年度103名、

2006年度94名）し、貴重な成果を収めている（『商学調査実習報告書』）。また「インターンシップ

プログラム」においても単なる就業体験に終わるのではなく、企業分析・提案型の教育（『インター

ンシップ報告書』）を実施し、参加企業からも高い評価を受けている。これらの教育目標に基礎づけ

られた教育成果は、極めて幅広い就職実績（2005 年度、卸・小売業 36%、サービス業 23%、製造業

14%、金融・保険業10%、公務員5%）に反映されている。したがって本学部の7つの教育目標は現在

においても有効性のある目標と考えられ、かつ評価できるものと判断する。 

課題は、この教育目標をより実りある形で達成する、またあまねく全学部学生に波及するための

方策であり、それにふさわしい新しいカリキュラムの編成である。常に変化する社会、経済状況の

動向、また近年の学生にふさわしい科目の編成と教育方法の展開が不断に追及されていくことが必

要であり、そのために⑤の「改善努力」を１つの目標として掲げている。 

こうした目標達成のための改善に向けての議論は、基本的には学部教授会において常時なされて

いるが、今後は学内外の評価に基づいたチェックと、それに基づく改善・改革の具体化を公表する

こと、そこにもっと学生を巻き込み参画させていくこと、そのための計画－実行－評価－実践の新

たなシステムの構築によって行われることが必要であると考えており、現在、教授会、学部教務委

員会において定期的に議論を積み重ねている。 

「はぐくみ」の積極的活用は、ＩＴＣ技術に明るい教員に限られ、今なおペーパーベースやフェ

イストゥフェイスのコミュニケーションに頼るところが大きい。フェイストゥフェイスのコミュニ

ケーションは⑥の目標（人間育成）達成の手段として今なお有効であり、むしろ必要なものである。

こうした従来の教育改善努力の方法の良さを継承しつつ、ＩＴＣを活用した新たな技術環境に基づ

く教育方法の融合的・相乗的効果を発揮する改善の進捗も課題の１つである。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

２ 経済学部 

 

（１） 沿革 

 

札幌学院大学経済学部の原点は札幌文科専門学院に置かれた「経済学専攻」であり、前身は1968

年に設立された札幌商科大学商学部である。1976 年に商学部経済学コースを商学部経済学科に拡

充･増設したものが現在の経済学部の基盤になっている。この学科の目的は経済学教育を充実させ、

かつ、現代経済の課題に体系的に取り組むことであった｡ 

札幌学院大学商学部第一部経済学科が現在の経済学部に改組・転換されたのは1991年であった。

その改組・転換の主旨は、内部充実および「国際化・情報化の進展に伴う現代的課題、とくに北海

道経済の活性化に貢献し得る人材の養成」を目指し、産業社会の要請を先取りし、札幌学院大学経

済学部が専門教育を授けた卒業生（経済学士）を産業社会に積極的に送り出すことを目指すことで

あった。 

 

表Ⅰ－1 経済学部の沿革 

1946（昭和21）年 6月 札幌文科専門学院創立 

1968（昭和43）年 2月 

                  4月 

札幌商科大学（商学部商学科）設置認可 

札幌商科大学（商学部商学科）開学 

1975（昭和50）年12月 札幌商科大学商学部商学科に商学部経済学科増設認可 

1976（昭和51）年 4月 札幌商科大学商学部経済学科開設 

1982（昭和57）年 １月 札幌商科大学商学部第一部商学科・経済学科定員増認可 

1984（昭和59）年 4月 札幌商科大学を札幌学院大学に改称 

1990（平成 2）年12月 札幌学院大学経済学部経済学科設置認可 

1991（平成 3）年  4月 
札幌学院大学商学部第一部経済学科学生募集停止 

（1996年 7月 廃止認可） 

1991（平成 3）年  4月 

から現在に至る 
札幌学院大学経済学部経済学科設置 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）理念・教育目標 

① 教育基本姿勢 

人格の完成をめざし、広く知識を授けるとともに、深く専門分野を修め、知的､道徳的及び応

用的能力を育てることを教育の基本姿勢とする。 

② 教育目標 

経済学部の教育目標は、以下の3つの教育目標からなる。経済学部では、一人ひとりの学生に

向き合う教育をし、学生の「期待」や「夢」の実現を指導・支援する教育を心がける。 

第一の目標は、経済学の分析能力を修め、産業社会で活躍する人材育成教育である。 

経済学の専門知識を修め、国際的視野と地域視点を持って、現代経済の問題に取り組みかつ解
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

決する能力を育み、産業社会で活躍する人材を育成する。とりわけ、北海道の産業の発展ならび

に社会福祉・社会文化の向上に積極的に取り組む人材を育成することを第一の目標に掲げている。 

この目標の実現化・具体化に向けて、経済学部のカリキュラムの 3・4 年生に「現代経済科目

群（ＣI 群）」ならびに「地域・国際科目群（ＣⅡ群）」を設け、現代の日本および世界経済の課

題に取り組み、現代の企業や産業に関する経済問題を理解する能力を磨き、国際的視野と地域視

点をもち、現代の諸問題を総合的に分析できるように学生の潜在能力を向上させ、産業社会で活

躍出来る人材育成教育をすることを目指している。 

第二の目標は、経済学の専門知識を身につけ、日常生活を豊かにする教養教育である。 

経済学部では、経済学の専門知識を修めた学生が社会において豊かで幸福な生活を営むための

教養教育を目指す。経済の専門用語、日本経済の財政・金融状況、新聞などの経済欄の経済問題

を理解できる教養人・生活者を育成し、また、金利や利息などの金融に関する知識を身につけ、

自己の財産を自身で守ることができる社会人・生活者を育成する。 

この目標の実現化・具体化に向けて、経済学部のカリキュラムの 2・3 年生に専門知識を教え

る専門「基礎科目群（Ｂ群）」を開設し、学生が社会においても幸福で豊かな日常生活を営むに

欠かせない知識を教える。 

第三の目標は、経済学を総合的に修め、市民社会の形成に参加する自律した人間教育である。 

経済学部では、自律した人間が市民社会の仕組みや制度の形成に積極的に参加する人間教育を

する。学生が経済学を他領域科目（法律科目や全学共通科目など）と共に修め、地域社会の行事

や事業に参加するとき、その社会をどのような仕組みにするかについて具体的な提案のできる社

会人の育成をする。たとえば、ある地域に公園施設を設けるときに、「どのような規模の公園施

設を設置し、その負担をどのように地域住民間に配分するか」などの地域住民社会の問題に具体

的に取り組む社会人を育成する。 

経済学部では、この教育目標を掲げ、札幌学院大学経済学部の求める学生の特性を次の3項と

し、学生に求めている。 

(1) 経済・社会に関心を持ち、経済学の専門知識を修め、製造業、銀行・証券業、流通業など

の産業社会で活躍することを目指す学生 

(2) 幅広い教養と専門知識をもとめ、教養豊かな社会人になることを目指す学生 

(3) 国際的視野と地域視点を持って、国際社会や地域社会で活躍する学生、とりわけ北海道の

産業の発展ならびに福祉・文化の向上に貢献することを目指す学生 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

経済学部では、教育基本姿勢と3つの教育目標および経済学部の求める学生像をホームページで

公開している。また、教育基本姿勢と教育目標については、履修要項、新入生ガイダンスおよび在

学生ガイダンスにおいて学生に伝えている。さらに、オープンキャンパスにおいて、受験生と高校

教員・保護者に経済学部の基本姿勢と教育目標ならびに求める学生像（アドミッション・ポリシー）

を伝えている。保護者（父母）に対しては、本学の保護者懇談会のための冊子においても教育目標
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

を伝えている。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

経済学部の第二ならびに第三の教育目標は、学生に日常生活を豊かにする教養を与え、市民社会

の一員としての人間に形成することに繋がるので、経済学部の教育目標としては有効であると判断

している。現行カリキュラムに即して評価すると、経済学部の「入門科目群（Ａ群）」、「基礎科目

群（Ｂ群）」、「地域・国際科目群（ＣⅡ群）」、「現代経済科目群（ＣⅠ群）」のカリキュラム体系は、

学生の日常生活を豊かにする教養教育と市民社会の形成に参加する人間教育に有効であると判断

している。 

社会的ニーズや社会状況に照らし合わせて判断するに、経済学部の第一の教育目標は妥当である

が、この目標を完全には達成していない。学生の就職先は、2004年度までは圧倒的に卸・小売業・

飲食関係が多かったが、2005年度に経済学部が力を入れている金融関係への就職率が上昇したこと

は、経済学部の第一の教育目標の観点からすると、経済学部の人材育成教育の成果であると評価し

ている。 

経済学部の卒業生の多くを金融・製造業・サービス業等に送り出すことが求められるが、金融関

係に就職する卒業生の比率は、10～15%と高くはない。現行カリキュラム体系の改良、すなわち、「現

代経済科目群（ＣⅠ群）」および「地域・国際科目群（ＣⅡ群）」内の科目間の関連性を明確にし、

金融や産業等に関する新しい科目を組み込む必要がある。 

現在、模索している方向は、社会において「国際的視野と地域視点をもった」金融専門家として

活躍する人材を育成するために、「現代経済科目群（ＣⅠ群）」の金融・証券・保険などに関する科

目および法律関連科目を組み入れるシナリオ、あるいは、金融専門家を育成するための講義（ある

いは正課以外で講座）を開くシナリオである。後者の方向は、本学のエクステンションセンターに

おいて、ＦＰ（フィナンシャル・プランナー）講座が開講されていて、この講座に歩調を合わせる

講義（正課以外での講座）を設けることによって、「国際的視野と地域視点をもった」金融専門家

育成の実現が可能になる。2007年度に30人ほどの学生に正課外でキャリア支援講座の一貫として、

「金融専門家講座」をパイロット計画として打ち上げている。 

どの方向にするかの絞り込みは、教務委員会ならびに第 2 次「経済学部構想委員会」（2007 年 3

月設置）において検討する。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

３ 人文学部 

 

（１） 沿革 

 

① 学部創設 

本学部は、札幌短期大学の発展的解消により、1977年 4月、商学部第二部とともに札幌商科大

学人文学部（人間科学科入学定員 100 名、英語英米文学科 50 名）として発足した。人間科学科

は、札幌商科大学および札幌短期大学の教養担当専任教員を主力として、当時全国の大学の人間

科学科としては三番目に設置され、また英語英米文学科は札幌短期大学英文科を継承発展させた

ものである。その後、臨時定員増の認可により、1992年度から人間科学科入学定員150名、英語

英米文学科70名となった。この臨時定員増の一部恒常定員化を2000年度から人間科学科入学定

員130名、英語英米文学科70名として実現した。 

② 臨床心理学科増設 

人間科学科の臨床心理学関係の研究・教育の蓄積のうえに、2000年度大学院臨床心理学研究科

を開設したが、その基礎課程として人間科学科の臨床心理学的分野を特化させ、翌2001年 4月、

臨床心理学科（入学定員90名）を増設した。本学科は、2004年度から3年次編入10名の定員増

を実施した。 

③ こども発達学科増設 

人間科学科の、心理・教育関係領域の蓄積のうえに、同学科の人間発達的分野を特化させ、2006

年 4 月、こども発達学科（入学定員 50 名）を増設した。本学科では、小学校教諭一種免許状を

取得することも可能である。なお、こども発達学科については、今回の評価の対象とはならない

ので、以降、本学科については記述しない。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）理念・教育目標 

① 人文学部の理念 

 真に人間尊重の立場に立つ総合的な人間の科学とそれにもとづく教育システムの創造をめざ

す。 

② 人間科学科の教育目標 

 人間科学科の教育目標は、諸学の協働による総合的な人間の科学を追求することをめざして、

人間と人間社会・文化に関する個別学習を中心とした一定の体系的学習を基礎としつつ、人間と

人間の全活動についての生きた総合的知見を各人の内部に形成することを目指すこと、他の人間

との間に真に人間らしい社会関係を形成できるような人間的価値観の自覚と創造に資する豊か

な素材と刺激を提供すること、地域社会（とりわけ北海道社会）の現実と学生の学問的探求とを

積極的に媒介し、深い理解と愛情をもって地域社会の福祉と文化の向上発展に役立とうとする意
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

欲とその学問的能力を育成することを目指すこと、およびこのために卒業後必要とされる知識・

技能・資格取得について十分配慮することである。 

③ 英語英米文学科の教育目標 

 英語英米文学科の教育目標は、英語運用能力を養成しながら異文化への理解を深め、国際交流

や地域社会に貢献できる人材の育成を目指すことにある。 

④ 臨床心理学科の教育目標 

 臨床心理学科の教育目標は、人との対話能力や自己表現能力の向上につとめ、感受性豊かな人

材を育成すること、実習で臨床心理的アプローチの技法や態度を学ぶと共に、その体験を通して

責任感や倫理観を培うこと、および家庭、学校、職場、医療現場において心のケアに関する専門

的な援助ができる人材を養成することである。 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

人文学部の理念・教育目標については、年度当初の各学科各学年のガイダンスにおいて説明して

いる。また、各学科作成の学科紹介小冊子においても理念・教育目標を記載し対外的にも周知して

いる。理念・教育目標はホームページ及び在学生に配布される『履修要項』に掲載されている。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

学部の理念は、30年前、学部開設時の設置趣意を継承している。この理念は、人文系諸学問分野

を中核とする個別諸科学にもとづきながら、人間と人間生活をその多様性と発展のうちに総合的・

全面的に把握できる人間の養成をめざす専門学部であると同時に全学の一般教育を新たな視角か

ら担当する学部・学科であるという複合的な規定によっている。一般教育（現行、全学共通教育）

の責任体制は、その後、改革され、現在また再検討が開始されつつあるが、「真に人間尊重の立場

に立つ総合的な人間の科学とそれにもとづく教育システムの創造」は、本学の理念の形成にとって

その基盤ともなっているものであり、また今後の学士課程教育全体の改革にとって依然として新た

な視点を提起しつづけている。このことは、全国の人間科学部および人間科学科を有する諸大学に

よる「フォーラム人間科学を考える」の第3回集会（1997年 9月、本学開催）において本学部の理

念と理念を検討する問題視点が注目されたことにもみてとることができる（本集会の報告と討論の

記録は、『札幌学院大学人文学部紀要』第 63 号、1998 年 3 月に収録されている）。一般教育と専門

教育とを統一的に把握する学部という視点、その基盤としての「広義の人間科学」という視点は、

当時、先駆的問題提起であったし、現在においても先駆性を失っていない。 

本学部は学部開設以来 30 年の教育研究の蓄積の中で、収容定員・学科数とも倍増するに至って

いる。開設時全国3番目の人間科学科を含む人文学部は、新たな領域への挑戦と社会的要請に果敢

に応えた結果、そうした努力は「臨床心理学科」及び「こども発達学科」の設置に結びついた。新

たな2学科の設置は、学部設置の理念に導かれ、現実の課題に対応することができた結果であると

言えよう。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

さて、在学生の学部・学科への評価に関して言うならば、大学生活の満足度という指標からそれ

を判断することが可能であろう。学生満足度を測る調査からは、「大いに満足している」、「まあま

あ満足している」の合計は、人間科学科 69.8%、英語英米文学科 69.8%、臨床心理学科 71.9%、（な

お、今回評価対象外ではあるが、こども発達学科 90.5%）である（札幌学院大学『第 8 回学生生活

実態調査報告書』2007年 3月、45頁）。こうした評価からも、本学部の理念・教育目標に基づく教

育活動は、今後とも基本的に堅持されてよいと考える。 

 今後の学部学科の理念、教育目標に係わる方向性としては、本学部が目指した狭義の人間科学で

はなく、「総合的な人間の科学」に立脚しつつも現代的な展開が求められている。人間科学科から

「臨床心理学科」、「こども発達学科」が学問研究領域として特化し学科として独立してきたことか

ら人間の科学の「総合性」といった側面が問われてきているからである。 

一方、今日、人間科学に対する理念的・実践的反省も含んでか、新たな動きも台頭している。例

えば、人間科学部・人間科学科ではなく、人間学部・人間学科という名称の学部・学科も拡大して

いる。今回全国的規模で広範な領域の多数の研究者の呼びかけによる「総合人間学会」の発足にも、

このことは見てとれる（第1回研究集会、2007年 5月予定）。 

本学部の教育システムの特色である実習・実験・調査および留学研修等の体験的学習のカリキュ

ラム上の位置、及びそれら諸科目の指導体制のいっそうの充実を図り、こうした実践的な教育活動

から得られる知見を下に総合的な人間の科学という視点から学部学科の理念を検討し続けること

が課題である。 

教育目標については、3学科とも、2005年度に教育課程改革を実施しているので、新課程による

卒業生を送り出す 2008 年度までに現行教育課程の総括と再検討を行うとこととなっており、した

がって、教育目標の評価は上記総括との関連でなされるのが妥当であると判断している。 

 - 22 -



Ⅰ 理念・目的・教育目標 

４ 法学部 

 

（１） 沿革 

 

法学部の起源は、1946年「札幌文科専門学院」が札幌の地に創立され、そこに経済学専攻・文学

専攻と並び「法学専攻」が設置されたことに求められる。この時期、「法科」と呼ばれた「法学専攻」

は戦後の新たな息吹の中で知を求める人々に対して北海道の法学教育のパイオニアとしての役割を

果したといえよう。 

「札幌文科専門学院」は1950年に「札幌短期大学」へ昇格、それに伴い「法科」は廃止される。

しかしながら、その流れは脈々と継承され、「札幌短期大学」は1968年に「札幌商科大学」に昇格

し、さらに 1984 年には「札幌学院大学」と改称するが、それと同時に「法学部法律学科」が設置

される。爾来、北海道大学、北海学園大学に継ぐ北海道で3番目の法学部として地域社会の法学教

育に対する需要に積極的に応えてきた。 

 

（２） 理念・目的・教育目標  

 

１）理念・教育目標 

法学部は、大学の理念および教育目標を踏まえたうえで、法学は何よりも人間の尊厳を重視する

精神に基づくものでなければならないと考え、「人間の尊重」を学部の理念にすえて教育を行って

いる。さらに法学部は、学問の自由を根底にすえ、これまでの諸科学の貴重な成果を余すところな

く継承しつつ学部教育を展開し、「鋭い人権感覚と豊かな国際感覚をそなえ、地域社会の発展と住

民福祉の向上に貢献しうる人間を育成する」ことをその教育目標としている。鋭い人権感覚の涵養

という点は、「人間の尊重」という学部の理念から引き出されるのはいうに及ばず、「人権を尊重す

る大学」という大学の理念とも呼応して、法学部の教育目標の柱をなす部分である。豊かな国際感

覚の醸成という点は、北海道という地域においても抗しがたい近年の国際化の流れの中で平和と国

際親善に寄与しうる人材の養成をめざしたものである。地域社会に貢献しうる人間の育成という点

は、法学部創設時には北海道に法学部が2つしか存在せず、当然のこととして地域の強い期待に応

えようとしたことの反映である。 

このような法学部の理念および教育目標と並んで、法学部のカリキュラムにおいては「法現象・

政治現象を通して社会現象に迫り、より正確な社会認識を獲得すること」と「社会で生じる様々の

問題や紛争を法的に処理する実務的な専門的能力の養成」との二つのねらいが貫かれていることも

言い添えておきたい。社会認識の獲得というねらいは、実体法・手続法の専門科目の中で貫かれる

のみならず、「法哲学」「法社会学」「法制史」といった基礎法部門や、「政治学原論」「行政学」「国

際関係論」といった政治学部門、さらに「経済学概論」といった関連部門をカリキュラム上に位置

づけるという形で貫かれている。また全学共通科目の「日本国憲法」「くらしの法」「現代の法」「現

代の政治」「国際問題」といった教養科目でも、法学および政治学の視点から社会を見る眼を養う
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

ことができる。実務的な能力の養成というねらいについては、多くの「専門演習」でこの点に十分

に配慮するとともに、体系的な履修を促進するために専門科目の年次配当を系統的に整備している。

また「法政特殊講義」では時代の要請に応じた新しい分野の授業、「法政総合講座」では弁護士、

裁判官、行政官、経営者など実務家による授業なども展開することによって実現をめざしてきた。 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

法学部の理念・目標については、学生に対しては、入学時の新入生ガイダンス、在学生ガイダン

ス、全員に配布される『履修要項』で基本的に周知を図り、また法学部のホームページを立ち上げ

て以来そこにも掲載し、社会に対しても広報してきた。また、学生の保護者に対しては、保護者懇

談会において冊子を配布し、学部の教育目標を伝えてきた。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

近年、われわれの社会が複雑化し、「法化社会」の様相をますます強めるに伴い、そうした社会

において十分な法的素養をそなえ、問題や紛争を法的に処理する実務能力をもった人材の育成が求

められている。「法化社会」において法律家として生きる場合はもちろんのこと、さまざまな社会

組織の一員として生きる場合も、法学部出身者にはこうした法的な実務能力が期待されている。ま

た、国民国家の狭い枠組みを超えて展開するグローバリゼーションのうねりは、どこにいようと否

応なく平和・環境・人権・経済などの諸領域において国際的視野を持つことを人々に迫る。さらに

人権について触れるならば、在日外国人の人権はいうまでもなく、最近では「格差社会」における

社会的・経済的弱者の生存権のあり方も鋭く問われている。法学部出身者には特にこうした問題群

に対処する能力が社会的に求められている。法学部はこうした時代の要請に応えうる人材を育成す

ることをめざし、カリキュラム上のみならず、学部主催の講演会や施設見学会などの多様な機会を

通じて努力してきた。 

法学部の「人間の尊重」という理念および「鋭い人権感覚と豊かな国際感覚をそなえ、地域社会

の発展と住民福祉の向上に貢献しうる人間を育成する」という教育目標は、基本的に時代の要請に

合致し、法学部の特性を明確に表現し、またその目標を実現するための仕掛けをカリキュラムに求

めるのにとどまらず、多様な仕方で用意しているという点で、概ね妥当であると評価することがで

きよう。最近の進路先調査によれば、鋭い人権感覚や豊かな国際感覚が余すところなく活かせるよ

うな職に、あるいは法律専門職に卒業生の多くが進んだとはいえないかもしれないが、豊かな感性

を持って地域社会（北海道）に貢献しうる人材として、特に公務および金融保険の分野などに相対

的に多くの卒業生を送り出してきたことは確かである。 

【課題・改善方策】 

法学部の理念および教育目標は、学部創設時のものを基本的に継承しており、そのため創設学部

の気負いと学生に対するやや過剰な期待とが内在し、多少抽象度の高いものになっていることも事
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

実である。学生の実態や進路先なども念頭に置きつつ、より身近できめ細かな目標を設定すること

も有用であろう。近年の入学学生の状況および社会状況の変化をも踏まえて、学部としては次期カ

リキュラム改定時（2008年）にはこの点を見直すことを予定している。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

５ 社会情報学部 

 

（１） 沿革 

 

本学部は 1991 年 4 月に、日本で最初の社会情報学部として開設された。学科は社会情報学科の

みの1学部1学科構成で現在に至っている。開設目的は情報学と社会学の融合により「社会現象を

社会学の立場から捉えこれを情報学に基づいて研究し、社会学と情報学との素養の上に立って情報

社会の広範な諸問題に対処することができる有為な人材を養成すること」である。社会学と情報学

の2つの分野をもとにして新たな学部を開設するに至った背景には、それまでの本学人文学部にお

ける社会学研究・教育の実績、北海道内の文系私立大学では最初に設立された電子計算機センター

を活用した情報教育の実績があり、それに加え、学内における情報学系学部設立の要望があった。

社会情報学は新たな学問分野であるため、社会的要請に基づきながら教育内容を構成し、これと並

行して学の形成とその体系化を行なうことが必要であった。そのため開設年から毎年「社会と情報

に関するシンポジウム」を開催している。本学部の初代学部長は日本社会情報学会の設立（1996年）、

その後の運営にも深く関わっている。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）理念・教育目標 

本学部の理念は「社会情報学の形成に対し貢献すること、現代情報社会を担う人材を養成するこ

と」である。 

教育目標は、現代社会において生起する様々な問題を解決するために、「ネットワーク」と「コ

ミュニケーション」をキーワードとして、社会の情報現象の特質を的確に把握し、望ましい社会の

実現に向けて情報技術を用いることができる素養を持った人材を育成することである。具体的には、

2 つの柱として「社会の出来事や情報を、多角的に見ることのできる幅の広い視点を育むこと」と

「情報の収集、分析、処理に対する方法やスキルを学ぶこと」を掲げている。 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

履修要項に掲載し新学期ガイダンスにおいて説明を行なっている。また、学部ホームページに掲

載し、日常的に学生の目に触れるようにしている。周知方法の有効性については未検証である。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

当学部では、社会情報学の形成とその体系化を行う目的で、開設時から毎年「社会と情報に関す

るシンポジウム」を社会学、情報学、隣接分野から一線の講師を招いて開催し、幅広く学際的なテ
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

ーマで議論を行い、その記録を社会情報学部の紀要『社会情報』に掲載し、成果を公表している。

また同じ目的で、1991年に開始した社会・意識調査データベース（ＳＯＲＤ）は全国の関係者の認

知を得ており、全国規模での社会学研究者との協力関係を促進している。社会情報学会においても

当学部の教員が講演、論文投稿などを行い、社会情報学分野の発展に寄与している。 

当学部では、現代情報社会を担う人材育成を行うために、社会の変化を見極めながら教育方法の

改善を行ってきた。学部設置当初は学生が社会学と情報学の両分野をバランス良く学ぶことができ

るようにカリキュラム上の配慮を行ない「柔軟な思考力を持つ理系」、「科学的な思考力を持つ文系」

の人材育成を目指した。その後のインターネットの爆発的普及、コンピュータ利用環境の変化、学

生の学ぶ意識や目的意識の変化などに対応して、2001 年度に大きなカリキュラム変更を行なった。

ここでは①2年次以降にコンピュータ実習／利用科目を多く配置する、②講義の選択の幅を広げる、

③能力や興味に応じたレベルの講義を選択できるようにする、④講義内容の理解を助ける講義方式

を採用する、という点に配慮した。2001年度から新入生全員がノート型パソコンを携帯し、多人数

の講義においても教員と学生及び学生どうしが情報を共有して議論をすすめながら講義を展開し

ていく、いわゆる「双方向講義」を行ない、学生がパソコンを道具として使いこなす訓練を行なう

とともに、ネットワーク環境での情報収集・加工・発信が行なえるようにしている。また、高等学

校における教科「情報」の必修化が大学の情報教育に与える影響についても、2004年度から高等学

校での実地調査を行って対応策を検討し、高大連携を図りつつ社会の要請に応えることの出来るＩ

ＣＴ人材の育成を目指している。卒業後の進路は、大別すると、主たる業種として｢情報関係｣と

｢卸・小売業関係｣が多い。パソコン活用スキルは情報関係以外の業種でも評価されており、プレゼ

ンテーション（発表、提案）能力は、就職先の企業において社内表彰を受けるなどの事例も報告さ

れている。社会調査の方法を習得することによって、問題意識を持って自らデータを収集・分析し、

結果を発信する力を身につけている。進路実績から判断するならば、当学部の教育は掲げた目標に

沿って一定の成果を上げていると評価している。 

【課題・改善方策】 

上記の教育目標を達成すべく、これまでカリキュラムの改善、実践的な教育方法の展開などを行

ってきたが、学習成果の測定は主として科目ごとに行われてきた。基礎学力や興味・関心が多様化

する学生達の学習意欲を向上させるためにも、当学部の教育システム全体としての仕上がり基準の

明確化を行って学生に提示し、目標達成に向けての科目間連係を図る必要がある。今後重要度をさ

らに増していく学生の職業観育成のために、学部のカリキュラムと資格取得、インターンシップを

積極的に関連付けていくことも課題の1つである。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

６ 総合教育センター 

 

（１） 沿革 

 

 総合教育センターは、本学の「全学共通科目」を運営する組織である。以下の変遷を経て現組織

となった。 

まず、札幌商科大学の単科大学時代は、一般教育科目担当者は商学部に所属し、一般教育を運営

した。1986 年にこの運営方式を「一般教育会議方式」（本報告書「Ⅲ 学士課程の教育内容・方法

等」の「はじめに」で後述）に移行。そして、1996年に「総合教育センター」として改組され、現

在に至っている。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）理念・教育目標 

 「全学共通科目」の教育目標は「思考の深化」、「視野の拡大」、「生きる知恵の修得」の３つであ

る。これらは人文・社会科学系の総合大学である本学の「学部学科の枠を超えた大学生としての総

合的力量の涵養（＝現代の学生が身につけるべき教養）」（2004 年度 第 7 回大学協議会「全学共通

科目カリキュラム改革について」）という一般的な見地から与えたものである。これらは同時に学

生への教育像を意識して作られたものであるので、様々な基礎力がついていない状態で入学してく

る学生に対して、いわゆる「教養」を身につけさせることに重きを置いた教育目標である。 

 

２）理念・教育目標の周知の方法 

 教育目標は『履修要項』や独自のホームページに掲載していて、なおかつ教務ガイダンス時にこ

れらを周知徹底している。これは有効に働いていると思われる。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

 本学始まって以来、全学共通科目を運営する組織が変遷してきたが、2004年度まではいわゆる「教

育目標」と呼ばれる類の明示的な文言は、この組織には存在しなかった。直近のカリキュラム改革

で、「教育目標」を作成し、それに基づいて第 1 歩目を踏み出した。これまでなかったものを作り

上げたという点では、評価に値するものである。 

 学部教育と密接に関わる共通教育であるが、「広い教養」を身につけるという視点において、学

部教育では提供することのできない科目を多数開講している。一部の学科では、主体的に少数の科

目を指定選択科目、それ以外の科目を自由選択科目という形式で履修させている。また、多種多様

な科目を開講しており、全学共通科目の独自の「履修モデル」を示しているので系統的な知識を得
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

ることもできるが、学生の意志により自由に選択できる方式でもある。 

 大綱化以後の流れである「学部が責任を持って教養科目を開講する」という形態となっていない

が、「大学生としての総合的力量の涵養」という視点では、これほどの科目の選択肢のある近隣の

大学は他にはない。実際に単位互換協定による学生の受入学生数は本学が突出して多く、そのほと

んどが全学共通科目を受講している。 

 また、開講している科目は3つの教育目標のキーワードとの関連の程度をシラバスに記載してお

り、これは教育目標を十分意識したものとなっている。 

【課題・改善方策】 

 教育目標のキーワードと科目との関連をシラバスに明記しているが、これらが学生の科目選択に

どう影響しているのかを、学生への調査を通して評価する必要がある。2005年度から新しいカリキ

ュラムが始まっているので、2007～2008年度にかけてこれらの調査を行う。しかし、実際の学生の

科目選択基準は、①時間割の空きを埋める、②「教養科目」の単位は学年の早いうちにとるといっ

た傾向が強いことから、学部学科の専門科目ほど熱心にシラバスを読んでいない、そこで、いかに

この独創的な取り組みを実質的なものとするかが、最大の課題である。 

 一方、学部・学科にとっても「専門科目につながる教養科目はどんなものが必要か」という視点

で議論が行われ始めたばかりである。学部・学科と連携をとりながら、根源的な問題の解決を順次

行っていくことが大きな課題である。この解決のために 2007 年度以降計画的に、学部・学科との

打ち合わせを行っていく。 
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３．大学院の理念・目的・教育目標 

 

１ 法学研究科 

 

（１） 沿革 

 

法学研究科の設置は、本学における大学院構想の先鞭をきって実現されたものである。わが大学

院構想は、1968 年の札幌商科大学設置趣意書に明記され、さらに 1984 年の法学部設置の際にも、

学部完成と同時に法学研究科の設置申請をすべきことが構想され、1987年の本学長期構想『時代の

展望と大学教育の創造』にもその実現が目途とされていたが、大学は、当時の時代的背景と学内外

の強い要請のもとに、社会情報学部、経済学部の設置（1991年）を先行させたため、これら両学部

の完成をまって法学研究科の設置申請（修士課程・定員10名）がなされ、受理されたのは1995年

であった。ただ当時において「学部立ち上がり型大学院」としては、法学部が最もその条件を満た

していたといえよう。以来、法学研究科は設立趣意書に掲げた教育理念を着実に実践し、昨年、法

学研究科設立10周年を迎えた。この間に、すでに76名の法学修士が巣立った。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

  

教育目標は、以下の3点である。 

第一に、“人間の尊重”を理念とする法学部の精神の発展的継承である。「学部立ち上がり型」の

法学研究科は、学部の教育理念、すなわち“人間の尊重”の下に、「鋭い人権感覚と豊かな国際感

覚をそなえ、地域社会の発展と住民福祉の向上に貢献しうる人間を育成すること」を踏襲して、こ

れを現代社会の法的事象を的確に把握するための新たな理念として発展的に位置づけ、新たな理論

と実践を再構築して、日本のみならず国際社会の複雑な構造を反映して惹起されている多様な司法、

立法、行政等の諸問題に果敢にとりくみ、現下の“人間の尊重”をより具体的に、平等の実現と人

権擁護の視点から問い直すことを目的としている。これは、わが大学の理念である「自律」、「人権」、

「共生」、「協働」を法学研究科において実現しようとするものである。 

第二に、「高度な法的処理能力・解決能力をもつ人材」および「地域社会に貢献する人材」を育

成することである。そのために、現代的諸課題（消費者問題、環境問題、福祉問題など）が法科学

の好個の研究対象であることを認識させ、時代の要請に即応すべく開講されている多彩な「公法科

目群」、「民事法科目群」、「政治・国際科目群」などを礎に、その理論と実践の学習を通じて、法学

部教育では得られない高度の法運用能力や法的思考法を確実に修得させ、主体的に社会に貢献し得

る人材養成を目標に据えることが要である。このことは、大学の教育目標の一つ、「社会を担いう

る人間の育成」を目指すことにほかならない。 

 第三に、地域に開かれた大学院として「社会人のリカレント教育の拡充」および「高度専門職業

人の育成」である。これは設立趣意書に掲げられた本研究科の特色の一つである。趣意書にいわく
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「近年、リカレント教育等の重要性について期待と要請が高まり、高度の専門的知識・能力をもつ

人材の養成や社会人の再教育は、大学院教育の責務である。本大学院は地域に開かれた大学院とし

て、できるかぎり社会的要請に応えるべく企業や公共団体、そして生涯学習を志す地域住民等にも

門戸を開くものである」と。今日、法学研究科開設以来、年を重ねるにつれて社会人志願者が漸増

し、とくに将来、税理士等の資格を取得し、高度の専門的知識を身につけた職業会計人や企業法務

スペシャリストとして活躍することを志す者が多数入学している現実がある。このことを踏まえ、

本研究科は、租税法、企業法等精選された公法科目群および民事法科目群の学習に加え、「専門演

習」を通じて個別ないし集団指導の実効性を高め、実務に即し専門に特化した実践的法運用能力の

獲得を図って、専門職業人を育てることを目標に据えている。これは、本学の教育目標の一つ、「専

門職業人の育成」を法学研究科において実践しようとするものである。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

今日、官から民へという社会運営の見直しが進められ、市場メカニズムの活用と規制改革は、競

争と法・ルールの緊張を生み出し、市民に法律素養・法的知識を身につけ、それを用いてさまざま

な問題に対処する能力を身につけるよう迫っている。それだけに、豊かな人権感覚に裏づけられた

法的知識や法的思考法を用いて問題を発見し解決しうる人材、専門的な法運用能力を有する専門職

業人の養成は、社会にとって緊要な課題である。こうした社会的要請を担うべく、わが法学研究科

が存立している。 

 如上の理念・目的の下に、本研究科は設立趣旨に即して「高度な専門知識・能力を持つ人材およ

び地域社会に貢献する人材の育成」に努め、学部の専門演習において達し得なかったより高度な専

門知識を習得させるためにカリキュラムを体系化し、少数精鋭を育む「演習」を通じて、実務に即

した専門教育の実を上げている。また法学専門教育の国際化と併せ、研究と実践の一体化を図るた

め、実社会の専門分野で活躍している多様な専門家、元裁判官、弁護士、公認会計士、税理士等を

招聘し生きた「特別講義」を実施し、開設以来、既に 70 余名の実務家による日々新たな実践的講

義が展開されていることも、学位取得後の進路に優れた影響を与えている。すなわち、ある者は隣

国の国立大学で日本法の教師となり、ある者は貿易商社を営み、またある者は地方自治体の職員と

して活躍している。そして税理士志願者の一部は既に開業し、また他は実務研修の段階に進み、そ

の多くが概ね初期の目的を達しているものと推測される。こうしてみると、本研究科の理念・目的

とその教育実践は、真実社会的に妥当なものであったといえよう。 

 法学研究科は不断に教育改革を進めているが、さらによりよい教育効果を上げるために、大略、

つぎの課題が残されているように思われる。一つは「学部立ち上がり型」大学院に相応しく、法学

部と融合した系統的な専門教育システムを構築すること、二つは、社会人学生からの要請に応える

ため、都心部サテライト教室における夜間部、土曜・日曜の講義、夏期・冬期の集中講義などの導

入である。 
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２ 臨床心理学研究科 

 

（１） 沿革 

 

「心の専門家」の育成の必要性という時代的要請をうけ、本研究科は 2000 年 4 月に開設された。

修士課程（2年間）をもうけ、募集定員は1学年10名である。2001年春に、財団法人日本臨床心理

士資格認定協会より北海道地域で第1号の「指定制大学一種校」に認定された。さらに、2003 年度

の実地視察（対象が全国の 17 大学）で、臨床心理士養成訓練システムに対し、評価「Ａ」を受け、

現在に至っている。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）教育理念 

本学臨床心理学研究科（臨床心理学専攻）では、臨床心理学を中心に心理臨床に関連する分野の

連携を得ながら、さまざまな人間の心の問題を心理臨床の視点から取り上げる。本研究科では、臨

床心理学を中心に、心理臨床に関連する分野の研究対象の多くを占めるいわゆる適応障害が、人格、

家族、学校、社会等と不可分の関係をもつことから、それぞれの視点からの心理学的研究および実

践を踏まえつつ、臨床心理学・臨床心理査定・臨床心理面接の学習を基盤として、高度の専門的な

研究・教育・実習を行い、臨床心理学における優れた学識と実践力を有する高度専門職業人である

臨床心理士の養成を図る。本研究科は修士課程のみの高度職業人養成機関として位置づける。 

本研究科では主として今日深刻な問題を我々に提起している学校領域に直接対応するスクール

カウンセラーの養成に力を注ぐ。21世紀を担う児童生徒の心身の健康を守り、心を育てる視点を教

育の基本とすることにより家庭生活の安定・充実を図り、地域社会における良好な人間関係の樹立

を促進する。臨床心理士養成は結果として子どもの成長・発達に寄与し、さらに同時に現代社会に

存在する障害・健康の問題にも対峙し、その全体的な関わりの中から人間の総合的な心身の健康を

促進する役割をもつ。本研究科では臨床心理学の発達を促進すると同時に臨床心理士という専門識

の育成・向上に努め、人間尊重の立場に立ち、地域社会に貢献しうる人間の育成に努めることを教

育理念とする。 

設置目的は、上記の教育理念に基づくものである。 

 

２）教育目標 

上述の理念に基づき、次のような目標のもとに教育を展開する。 

① 心を育てる教育 

指導教員による「心を語る」教育ではなく、指導教員と大学院生とが心を触れ合わせる教育を

通じて、人の心を理解し、人の心を癒せるような「心を育てる」教育を目指す。大学院生には、

心に触れる体験から「心」というものをそのまま自分の感性で感じてもらう。本学は体験教育を
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重視する。この目的を達成するために本研究科は小集団による参加型教育を目指す。 

② 実践中心の教育 

事例を中心とした実践的な学習を教育の基本的な柱とする。ひとりの人生の一端に触れ、人の

心は重いという現実に丁寧に触れていく。歴史的事例、文献上の事例から学習を始め、除々に実

事例へと導く。そのような実践を通じて、自己に責任を持ち、社会的調整を図ることができる実

践的臨床能力を有する人の心を育てる。 

③ 実践と研究教育の統合 

実践の成果は研究報告としてまとめるように指導する。実際に体験したことを言葉にする学習

を経て、その場で適切な言葉を選択できるような心（智恵）の成熟を促進する。さらに言葉を論

文化する学習を積み上げていく。本研究科では既成の理論を適用する演繹的研究方法ではなく、

実践成果を理論化していく帰納法的研究姿勢を大切にする。 

④ 研究成果の地域社会への還元 

高度の事例担当能力を身につけた臨床心理士が、例えばスクールカウンセラーとして地域社会

に入っていく。それにより社会は除々に変化を見せ、より安定の方向へと熟していくことが期待

される。専門的援助への責任をもった臨床心理士の研究成果が地域社会へと還元されて初めて本

研究科は地域社会への貢献を謳えるものと考えている。誕生した臨床心理士の研究交流を教育の

財産として位置づけ、本研究科修了後も本学部附属の心理臨床センターに関わることができるよ

う配慮する。 

なお、この点に関わり現任者の再教育について特に力説しておきたい。本研究科ではより積極

的に地域社会への還元を図る目的で、臨床心理士資格取得を将来希望する現任臨床心理担当者、

ならびに心理臨床近接領域にある者に対して心理臨床的能力獲得のための再教育を行う。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

開設以来、「指定制大学第一種校」の維持と臨床心理士養成訓練システムの評価「Ａ」の維持は、

高く評価される。これは、優秀な教員が揃い、講義内容の充実と共に、心理臨床センターを中心と

する実践的教育が高く評価されたことによる。2005年度までの修了生は49名であり、そのうち45

名が臨床心理士の認定試験に合格している。本学の合格率は 91.8%であり、全国合格率の 64.8%に

比しても高い数値となっている。これらを踏まえると本研究科が掲げる教育目標は妥当性・有効性

をもっており、人材養成の目的も達成していると評価している。 

【課題・改善方策】 

高い評価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善へ

の不断の努力が必要である。また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、一方、

卒後（修了生）の就職状況の把握と就職援助も現実的課題となっている。 
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３ 地域社会マネジメント研究科 

 

（１） 沿革   

 

近年における高等教育の高度化・複雑化への適切な対応を図るために、1995年に、国際社会に貢

献しうる幅広い法学の専門知識と人間性豊かな実践的技能を身につけた人材の養成を目的として

大学院法学研究科法学専攻（修士課程）が設置された。さらに 2000 年に、現代社会のこころの問

題に対処しうる専門職業人を育成するという社会的課題に応えるために、スクールカウンセラーな

どとして活躍することが期待される臨床心理士養成を目的とする大学院臨床心理学研究科臨床心

理学専攻（修士課程）を開設した。 

2003年 4月に、独立研究科として地域社会マネジメント研究科（修士課程）を開設した。当研究

科は大学院設置基準 第14条を適用し、夜間及び土曜日に社会人が学べる大学院としてその役割が

注目されている。 

このようにして本学は、大学院3研究科を擁するに至ったが、ここ数年来、より一層の大学個性

化をめざしつつ、市民講座、コミュニティ・カレッジの開設や年間を通してのさまざまな公開講座

の開講、衛星通信講座エルネットへの参加など、社会人教育・生涯学習の充実や高等教育への社会

的要請の多様化に応えるための多くの新しい試みを展開している。 

 

（２） 理念・目的・教育目標 

 

１）本研究科の目的 

地域社会マネジメント研究科は、夜間教育という形で社会人教育を一貫して重視してきた本学の

伝統を継承しつつ、ヒュマニティと個性の尊重、及び地域社会への貢献という建学の理念を、現代

社会の新たな状況と課題の中で一層具体的に実現するものである。 

20 世紀最後の四半世紀から現れ始めていた社会構造の大きな変動は、21 世紀に入り国際的にも

地域的にもますます進行してきた。本学が存在する北海道においても、その構造変動が同時に進行

していることは確かである。 

その現状をみると、全国的な経済不況の下で企業や地方自治体の経済破綻や雇用問題が顕在化し、

広域な北海道の市町村では過疎化などによる深刻な危機に直面している。そうした地方財政の逼迫

化や地方分権化の潮流の中で、従来の行政制度、地域政策の手法では、地域住民のニーズに十分に

応えることができず、自治体・コミュニティ各組織・諸企業などを維持・運営し、地域社会の繁栄・

活性化を達成することがますます困難になっている。それゆえ、行政による上からの経済・社会政

策に代わって、自治体・企業・地域住民の共同参画によって総合的に地域発展を考えるシステムづ

くりと地域社会の新しいプロジェクト創造を含む総合的なマネジメント能力の育成が社会的に要

請されている。具体的構造については、図Ⅰ－1において後に示す。 

そうしたダイナミックなシステムの開発と維持・発展の重要な一翼を担うものとして、総合的な
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専門的知識と判断力をもった専門職業人を養成する高等教育機関の役割が従来にも増して重要視

されてきている。 

本学は、地域に密着した高等教育機関としてそのような地域社会の要請に応えるために、地域社

会の構造変動の本質を見極め、新たな手法と視点により地域社会の諸課題を創造的に解決しそのプ

ロジェクトを持続的に維持・発展させていくためのマネジメントを、広い視野で総合的・立体的に

研究する「地域社会マネジメント研究科」を設置し、社会人が受講しやすい教育システムを採用し

つつ、地域の諸分野でリーダー的役割を果たしうる専門職業人養成を目標としている。   

地球規模での変動と表裏一体の関係で進行しつつある地域社会の問題は、従来のパラダイムの延

長上でコミュニティ・自治体・諸企業を維持し運営していくことがますます困難になっていること

にある。地域社会マネジメント学の構築を目的とする本研究科は、そうした問題意識を〈地域社会〉

とその〈マネジメント〉を組み合わせることによって構想するものである。本研究科が〈地域社会〉

を研究対象とするということは、地球上の諸地域とそのグローバルな相互関係の変動状況を視野に

入れつつも、とりわけ北海道という地域を地理的・経済的・社会的・文化的な視点から総合的に研

究することを意味する。そして〈マネジメント〉という概念は、北海道という地域社会の具体的構

造に基づきその地域社会を広い視野で総合的・多面的に革新していく現実的かつ創造的なプロジェ

クトを策定し、実現可能な計画、組織編成、人員配置、指導と管理、評価機能など、人的・物的な

資源（いわゆるヒト、モノ、カネ、情報）を有効に活用してそうした地域社会の創造的プロジェク

トを戦略的に意思決定し維持・発展させていく実践的な知識と技術を意味する。 

従って、本研究科の目的は、基本的には北海道という地域社会の創造的プロジェクトの開発と実

現を持続的・戦略的に維持・発展させうるマネジメントの構成を研究対象とし、地域社会の現実の

構造変動を分析するとともに、そのサスティナブルで創造的なプロジェクト形成を含む総合的なマ

ネジメント能力をもった専門職業人を養成することにあり、多元的価値観を有する地域住民の要求

に積極的に応える価値創出基盤を形成することによって 21 世紀の北海道創生ための「地域力」の

創生と発展、ひいては人類の新しい歴史のために貢献していくことである。本研究科を北海道の地

における「地域社会マネジメント学」の中枢的高等教育機関として位置づける。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

図Ⅰ－1  

 

「定常型社会」状況に直面し、各々の地域が「自立、持続可能な発展」を図るには、各々の地域

固有のグランドデザインづくりが不可欠である。このグランドデザインづくりのプロセスにおいて

は、これ迄繰り返してきた単なる地方行政の総合計画づくりからパラダイムシフトし、「地域経営」

の視点とこれを具体化していく能力をもつ人材の重層的ストックが強く求められている。ここにお

いて求められる人材像は経済デザイン、社会デザイン、空間デザインの3分野にわたる知見能力と

バランス力を併せた総合的能力とコーディネーター（統合性）能力及び実践力である。本研究科は

この3分野における高い専門性を持つ教員が連携して院生に対して当該能力を涵養していくことを

目的とする極めて先導性のある研究科である。 

一方において「自立、持続可能な発展」を骨子とするグランドデザインを実現していく為には「官

と私」の 2極対立から「公・民」協働が必須となる。図Ⅰ－2 で示すように、これまでの 3 つのセ

クターの各々のスキルアップを図ると同時に3つのセクター間に新たに3つのポジションとこれを

総合する 7 つ目のポジションを創出、実現化し、7 つのポジションに軸足を置く人材が各々の場面

に応じてフレキシブルな組み合わせを構築し、真の「公民協働」が図られていくべきである。本研

究科では院生各々がどのポジションに位置どりをして、総合的能力、コーディネート能力（統合性）、

実践力を学ぶかによって目標が自ずと異なってくる。従って先ずこのシステム（図Ⅰ－2）の理解

の上に、相互に関連する複眼的教育を実践する。 
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Ⅰ 理念・目的・教育目標 

図Ⅰ－2 地域社会マネジメントのＰＰＰ概念図(Public Private Partnership・官民協働) 

 

 

 

２）教育目標 

① 積極的に社会人の再教育と人材養成をめざす生涯学習的役割 

本研究科は積極的に社会人の再教育と人材養成をめざし、そのためのカリキュラムと教育方法

を整備することによって、地方自治体職員、営利・非営利の起業家志望の社会人、及びコミュニ

ティ諸領域の活性化やまちづくりへの貢献をめざす地域住民等が受講しやすい教育システムを

導入する。本研究科は、究極的には地域社会の未来がヒューマンパワーの育成と活用にかかって

おり、人的な資源こそが地域社会における生活の質の向上と人間性の尊重及び回復にとって最も

重要な資源であるという視点を重視し、フィランソロピーの見地にもとづき有為の人的資源を育

成することによって地域社会の創造的発展に寄与することを意図する。 

② 有機的なカリキュラム編成による領域横断的な教育と研究 

不確実な変わりやすい環境の中で戦略的な地域社会マネジメントの実効性を総合的・立体的に

把握してプロジェクト化・組織化しうる人材の養成が求められている。本研究科では、学問分野

や専門領域によって縦割りに分断された教育・研究を越えて、領域横断的で総合的な教育・研究

をめざし、有機的に構成されたカリキュラムを編成する。地域社会の実際の現実的諸課題に対処

するためには、そうした総合的な戦略ビジョンをもちうる人材養成が不可欠であると考えるから

である。また、その総合的性格こそが本研究科を独立の研究科として構成した理由でもある。す

なわち、本研究科はその総合的性格によって複数学部にまたがる多面的な編成を必要としている

がゆえに、また学部とは異なる独自な制度と教育方法によって専門職業人を養成することを目的

とするがゆえに、すべての学部及び研究センターを基盤とする独立の研究科として設置されたも

のである。 
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③ コミュニティ創生のマネジメント能力の育成 

地域社会コミュニティ諸領域の具体的活性化と営利・非営利分野における創造的マネジメント

を、総合的・戦略的なビジョンをもって指導していくことのできる先駆的な能力と資質の養成が

社会的に求められている。したがって本研究科が追及するのは、地方行政や地域経済等の現実を

深く理解した上で、企業人や地域住民と連携しつつ現実的・創造的な地域社会デザインを構想し、

その持続可能なマネジメントを実行しうる人材を養成することである。 

近年注目を集めているいわゆるＮＰＯ活動やまちづくり総合プロジェクトなどの非営利組織

も、地域社会の総合的・創造的マネジメントをなしうる政策参画能力と責任ある運営能力をもっ

た人材を必要としている。 

しかし、地域社会というコミュニティの企画運営に携わる者には人間の問題についての深い洞

察が欠かせない。したがって本研究科では、地域社会運営のスキル修得のみならず、人間とその

歴史についての総合的な知見とフィランソロピーの思想にもとづいて真に人間尊重の立場に立

った公共性と共生的コミュニティを創造するという理念を共有して、その教育・研究の指導に当

たる。 

④ 実践的なビジネスマネジメント能力の育成 

限りある人的・物的資源を有効に活用し、その戦略を意思決定して実現していくビジネスマネ

ジメント能力の育成は、企業の発展においても地域社会の発展においても現在最も重要視されて

いる。新しい総合的視野と経営マインドを有する専門職業人の育成はビジネスマネジメント能力

をもつ職業人の育成であると理解するがゆえに、企業及び地域社会の新たな開発と発展のための

戦略的マネジメントを担いうる人材養成は、現代の最も重要な課題である。しかしながら、札幌

圏の他大学研究科をみるとこのような現状に応える人材育成を積極的に進めているところはな

く、その点から言っても北海道という地域社会の未来を切り拓く総合的・戦略的ビジネスマネジ

メント能力の育成を教育・研究の柱の一つとしている。 

⑤ 地域社会との双方向的交流と専門職業人との協働 

本学はその創立以来一貫して「地域社会に開かれた大学」をめざしてきたが、本研究科では更

に一段と深い水準で地域社会と大学の双方向的な交流を、いわば両者の垣根を取り払うような形

態で追及したいと考える。そのために本研究科では、自治体・非営利組織・企業等の先進的領域

で活躍している職業人との交流を推進し、教育・研究の場における協働をめざして相互に高め合

っていくことのできる体制を整備する。そのことは結局のところ本研究科教員の質的な向上のた

めに刺激を与えることになると同時に、そのような交流と協働を通してこそ、高度の専門能力を

有する職業人を世に送り出して地域社会に貢献するという本研究科の目的を全うする。 

本研究科は入学生として社会人を積極的に受け入れ、その創造的で現実的な実務的能力の再教

育・再開発をめざすと同時に、学部卒業生を実務的能力を有する専門職業人として養成する。 

地域社会はそれを構成する既存の諸社会システムが大きく変動する時代に入った。    

上述したように、本研究科の目的は、地域社会のそのような既存の諸システムの本質を捉え、

その新たな総合的デザインの創造（プランニング）と合理的プロジェクト計画策定を含む実務的
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なマネジメント能力をもった人材を養成することである。そのために、とりわけ理論的研究と具

体的実務能力を一体として養成することを意識的に追求する。具体的には、非営利組織（ＮＰＯ・

ＮＧＯ）の管理・運営と地域行政・まち（コミュニティ）づくりに専門的かつ総合的に参画しう

る地域のリーダー、さまざまな営利・非営利領域の起業家、及び会計・税務分野の人材を、高度

のマネジメント能力をもった専門職業人として養成することをめざす。 

すなわち、非営利組織リーダー、行政・コミュニティリーダー、起業家、ビジネスリーダー、

会計・税務スペシャリスト等の養成である。本研究科は、北海道という地域社会の抱える諸問題

を新しい視点で解決していくことができる、自治体や公益法人の職員の再教育、コミュニティ諸

領域でリーダー的役割を果すことのできる人材の養成と再教育、営利・非営利領域における起業

家（いわゆる社会起業家を含む）、企業マネジメントの専門職業人等の養成をめざし、いずれの

場合でもそれらの企図を持続可能なものとして維持・発展させるための高度のマネジメント能力

が必要不可欠と考える。以上のような人材養成の目的は、先駆的な試みである。 

地域社会の創造的デザイン開発とマネジメント能力を有する専門職業人を養成するというそ

のような本研究科の目的を実現するためには、前述したように、「自治体・非営利組織・企業等

の先進的領域で活躍している職業人との交流の推進」が不可欠であり、「教育・研究の場におけ

る協働」こそがそのような人材養成のための必要条件になると考える。また、そのような人材が

真に実現可能な企画を遂行・運営し、新たな公共性創造と地域社会再生に貢献しうるためには、

専門的な知識や技術とともに、地域社会についての幅広い総合的な視野と人権意識を含む人間性

豊かな資質の育成が必要であり、本研究科はそうした資質の育成に努める。 

 

（３） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

本研究科が発足して以来、4 年間で 59 人の正規入学生と 13 人の科目等履修生の入学を数えてい

る。その内訳をみると学部からの新卒者が約4割で残りの6割は現職の高等学校教員や市町村職員

などの社会経験を持つ有業者によって占められている。そして、完成年度を迎えた2004年度以後、

本研究科は 2年間で 24 名の修了生を世に送り出してきた。2004 年度には 13 名、2005 年度には 11

名（うち2名は2005年前期末修了）の修了生を数えている。それぞれの院生は、それまで培ってき

た社会人としてのキャリアを基盤としながらも本研究科の教育目的にそった研究業績を積み重ね、

多くは在職している企業や公務員などの職場に、また一部は大学教員や民間などの新しい職場に旅

立っていった。 

また、後述するように地域振興のための市民セミナーや市町村からの委託事業の実施など、本研

究科に附置された地域社会マネジメント研究センターと連携しながら、地域との連携も日常的に実

施しており、本研究科の基本理念としての、地域社会に密着し地域社会の要請に応えるための高等

教育機関としての役割を果たしてきた。 

本研究科は設置してまだ日は浅く、教育目標の妥当性をあらためて検証する時期とは考えてはい
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ない。しかし、本研究科の教育目標とそれに伴う人材養成の目的は、現在のところ適切であると評

価する。 

【課題・改善方策】 

高齢者社会の進展と地域問題の課題が一層深刻化する中で、本研究科が果たすべき役割はますま

す重要となることが予想される。このような課題に応えるためには、地域ニーズに対応した教育シ

ステムの改善と社会人がより学びやすい環境整備への一層の改善努力が要求されている。具体的な

方策としては、近隣の自治体や教育・研究機関との体系的、かつ継続的な連携の強化、各種の資格

取得が可能なカリキュラムの整備、社会人がより学びやすい環境とカリキュラムの整備などが課題

である。これらの方策については2008年度の実施に向けてすでに検討を重ねている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 40 -


