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はじめに 

 

 本学は、大学の理念と教育目標を含む4つの目標を踏まえ、それに適合する教育研究組織を設置する

こと、また常に社会的な要請に応えることが可能となるよう不断に教育研究組織を見直し整備していく

ことを目標としている。また、教育研究組織を整備するためには、学内構成員の合意と協力が重要であ

る。本学の「大学運営の目標」に定める「構成員の協働」は、そのための基本原則であるとともに組織

的行動規範でもある。 

 本学は1946年創立の「札幌文科専門学院（経済科・法科・文科）」に起源をもち、札幌短期大学時代

を経て1968年に4年制の「札幌商科大学」へ移行し、1984年に現在の札幌学院大学に改称した。4年制

大学の設置後は、商学部のみの単科大学から学部・学科を漸次増設し、2006年度には6学部9学科、大

学院3研究科を擁する人文社会科学系の総合大学に発展し現在に至っている。 

今日、本学は学園創立60周年・大学開学40周年の節目を迎えているが、社会的には人口構成の少子

化や地域産業構造の転換、高等教育行政の規制緩和など大学を巡る社会環境の変化は激しく、本学がお

かれている状況も一段と厳しさを増している。本学では、こうした変化に対応するため、2005年 6月「札

幌学院大学中期計画（第一次）」を策定した。この中期計画は、期間を2005年から2010年までの5年間

と定め、その間を二期（第一期2005年 4月～2007年 3月、第二期2007年 4月～2010年 3月）に分けて

大学改革構想の骨子および今後の方向性を提示したものであった。内容は、教学、学生生活、就職、入

試の各領域を包括する「教育・学習支援システムに関する政策」、既存の研究所の廃止と新たな総合研究

所（仮称）の開設を含む「研究支援システムの拡充政策」、学術研究分野の国際化に対応した「国際交流

推進政策」、および学部定員の変更、新学科設置、既存学部・学科の再編を含む「学部・学科再編に関す

る基本的方針」など本学の教育研究事業全般に及ぶものであった。 

現段階における「教育研究組織」の達成目標は、この「中期計画」の課題と重なっている。それは、

教育組織に関して言えば、既存学部の学生定員の削減と新学科の設置、および複数学部に及ぶ学部・学

科再編・再創造の構想と実施である。また、研究組織に関しては、従来の3研究所を廃止し、既存の諸

研究センターを統合して新研究所を設置する政策的課題である。 

これら達成目標は、現時点において一部実施に移されつつあるが、中期計画という性格上いまだ緒に

ついたばかりであり、具体的なレベルにおいて鋭意検討中の課題も少なくない。 
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１．学部・学科 

 

本学は、 上述したように4年制大学に移行した1968年以降、地域の発展とそれに伴う高等教育に対

する社会的要請に応えるため、学部学科の増設を中心として漸次教育研究組織の拡充に努めてきた。2006

年度現在では、図Ⅱ－1に示されるように 学士課程では6学部9学科を擁している。 

 

図Ⅱ－1 札幌学院大学教育研究組織 
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これら各学部・学科は、次のような入学定員および収容定員をもつ。まず、商学部第一部・経済学部・

法学部はそれぞれ1学科という構成上、比較的規模が小さく入学定員200名、収容定員800名となって

いる。人文学部は人間科学科・英語英米文学科・臨床心理学科・こども発達学科の4学科を擁するとこ

ろから入学定員340名、収容定員1,230名となっている。社会情報学部は、現在、入学定員150名、収

容定員750名である。同学部は、開設から2005年度まで10年間、入学定員を200名で維持してきた。

しかし、2006年度から50名削減し150名とした。したがって、収容定員もそれまでの800名から50名

減となっている。因みに、人文学部に設置する「こども発達学科」は社会情報学部の入学定員の削減を

もって2006年度に開設されたものである。この学部定員の削減と新学科開設の措置は、「中期計画（第

一次）」の実施による教育組織上の改編であった。 

また、本学は商学部第二部商学科を設置しているが、2003年度より入学者の募集を停止している。こ

の募集停止は、およそ3年にわたる慎重な審議・検討の上、2000年 4月に商学部教授会で決定され、翌

2001年 7月の大学協議会において全学的に決定された（理事会における最終決定は2002年 5月）。大学

基礎データ表14にみる2006年 5月 1日現在、学生が3名在籍したが、同年9月末に全て卒業した。し

たがって、商学部第二部商学科は現在0名であり、設置以来29年間の歴史を有する同学部は2006年度
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末をもって幕を閉じる。 

教育研究上の運営組織（教学組織）は、各学部教授会および全学レベルでは大学協議会が審議決定機

関として中軸となるが、政策方針を研究・立案し、また決定事項を執行するために委員会制度を採用し

ている。特に、教務事項に関しては、学部レベルでは教授会の下に学部教務委員会、全学レベルでは大

学協議会の下に全学教務委員会を常設する。学部教務委員会は学科構成によって人数は異なるが、全学

教務委員会は教務部長、学部の教務委員長、総合教育センターの教務委員長によって構成されている。

全学教務委員会は、学部および総合教育センターにおいて共通する教務課題の検討・協議・執行を任務

としており、学部の教育内容や教育方法に関わり、全学的な見地から学部間の調整活動も行っている。 

以上の教育組織に加え、本学には一般教養科目について、専門的な立場からそれを運営する「総合教

育センター」がある。商学部のみの単科大学時代から複数学部体制に移行した後、教養教育に関わる教

務事項の審議は全学教授会の下に置かれた「一般教育会議」が担った。その後1996年に一般教育会議を

発展・改組し「総合教育センター」として今日に至っている。本学の専任教員は全員いずれかの学部教

授会に所属しているが、一般教養科目が学部横断的な「全学共通科目」として開設されているため、こ

れらを担当する教員は同センターにも所属し（「センター構成員」と呼ぶ）、授業内容や授業方法等の審

議・運営に責任を果たしている。総合教育センターでは、担当科目に応じて外国語教育、言語教育、情

報教育、人文科学・文化芸術教育、社会科学教育、自然科学教育、心身・健康教育の7つの教育部門を

置いている。現在、センター構成員は31名である。 

この他、本学では正課教育内外にわたって学生の教育を補完する全学的な教育支援センターを設置し

ている。エクステンションセンター、国際交流センター、電子計算機センターがそれである。 

エクステンションセンターは、学部学生の進路・就職活動の支援を目的とした正課外教育を行う機関

である。ここでは公務員採用試験を始め、国家資格、日本商工会議所などの公的資格、及び民間の機関

が設定する資格の取得支援に重点をおいた各種の支援講座を開講している。同センターが開講する講座

の受講学生数は、2005年度 1,383名、在籍学生数の27%に達し、正課教育を補完する教育支援部門とし

て大きな役割を果たしている。 

国際交流センターは、国際交流の推進のために設けられた機関であり、国際的な学術・文化交流、留

学・研修に関わる協定締結、本学学生の交流校への派遣、また外国人留学生の受け入れ等に関わる業務

全般的に遂行している。特に外国人留学生については、定期的な修学及び生活指導、交流会等を実施す

るなど、同センターによってきめ細かい対応を可能としている。 

また、電子計算機センターは、教育研究の高度化、豊富化を推進するための情報インフラの整備のみ

ならず、ＩＣＴを活用した教育研究の支援を積極的に図っている。これら具体的な現状については、本

報告書「Ⅹ 電子計算機センター」の章で詳述している。 
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２．大学院 

 

本学の大学院は、図Ⅱ－１で示すように現在、法学研究科（法学専攻）、臨床心理学研究科（臨床心

理学専攻）、地域社会マネジメント研究科（地域社会マネジメント専攻）の3研究科から構成される。い

ずれも修士課程の大学院であり、博士課程は設置していない。 

法学研究科は、学部の法学教育を基礎とし、地域産業を担う企業の法務および自治体行政で求められ

る高度で専門的な法的処理・解決能力をもつ人材要請に応えるため、1995年に設置された。入学定員は

10 名、収容定員は 20 名である。近年、社会人志願者が漸増し、また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を目指す院生が入学している。昨年度10周年を迎え、その間に

76名の法学修士を輩出した。教員組織は、13名の専任教員（その他、非常勤教員6名、客員教員3名）

からなり、このうち法学部に籍を置く教員は12名で、大学院のみ担当の専任教員は1名の体制となって

いる。運営については、本研究科専任教員で構成される研究科委員会が当たっており、教育課程、学位

論文の審査、修士学位の授与等重要な事項を審議・決定している。 

臨床心理学研究科は、人文学部人間科学科における長年の臨床心理学関係の教育・研究の蓄積を基礎

にして、2000年に開設されたものである。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、臨床心理学の学識と実践力を有する専門職業人である臨

床心理士の養成を目的としている。開設後の翌年2001年には、人文学部に臨床心理学科を開設した。ま

た、同年、財団法人日本臨床心理士資格認定協会から北海道で第1号の「指定制大学一種校」に認定さ

れた。さらに、2003年度には、臨床心理士養成システムに対して、全国17大学のうち唯一、評価「Ａ」

を受けた。学生の入学定員は10名、収容定員20名である。2006年度から人文学部臨床心理学科の卒業

見込生を対象とした特別選抜制度を開始し、優秀な本学学生を学部・大学院の一貫教育として受け入れ

ている。専任教員は10名（他非常勤6名）で、全員学部の人文学部に所属している。運営は、専任教員

で構成される臨床心理学研究科委員会が担っている。 

地域社会マネジメント研究科は、北海道を中心に地域社会の諸課題を研究対象とし、地域経済、地域

企業経営、まちづくり等の分野において総合的なマネジメント能力をもって活躍できる人材を養成する

目的で、2003年度に開設された。地域社会マネジメント学という既存の学問分野や専門領域では包括さ

れない総合的な教育・研究と人材育成を目的とすることから、本研究科は学部に基礎を置かない独立の

研究科として設置された。特に、積極的に社会人の再教育と人材養成を目指し、授業形態と教育方法に

ついても大学院設置基準第14条の特例を実施し、社会人が修学しやすい夜間と土曜日に開講している。

また、江別市内の本校とは別に札幌市の中心街にサテライト教室（社会連携センター内）を設けて、社

会人の受け入れを可能にしている。 

同研究科は入学定員 15 名、収容定員 30 名で出発したが、2007 年度より入学定員を 5 名増やして 20

名とする。教員組織は専任 22 名（その他非常勤 19 名）で構成され、大学院のみ受け持つ専任教員が 2

名、他の教員は独立の研究科という組織の性格上、商学部第一部、経済学部、人文学部、社会情報学部

の教員が兼担している。運営は他の2研究科と同様、研究科委員会が所管する。 
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３．研究所 

 

本学では、研究組織として、図Ⅱ－1が示すように、3つの研究所と3つの研究センターを擁している。

概要は以下の通りである。 

 

（１） 会計学研究所 

 

会計学研究所は、1968年 4月に本学の前身である札幌商科大学の創設時に特色ある大学づくりの

一環として創設され、会計及び税務並びに経営に関する理論的並びに実務的研究を行い、併せて実

務家の指導並びに育成を目的とする。特に、会計学に関する専門的な研究機関のみならず、その後、

公認会計士、税理士など職業会計人の育成のため講座部を設置することにより教育機関としての役

割も果たしてきた。 

会計学研究所の組織は、研究の促進を図る研究部、学部学生の教育を支える講座部、研究・教育

資料を収集する資料部と社会人を対象にした相談部から構成されているが、社会人への講座等が開

設されていないことから相談部は現在、機能していない。所員は、商学部第一部・第二部に所属し

会計学関連科目を担当する6名の教員が中心となっている。 

研究活動としては、研究会とその成果を取りまとめた『会計学研究所年報』の発行がある。『会

計学研究所年報』は、第 1 号から第 23 号までを継続して発行してきた。学外の研究者を含む共同

研究としては、2003年から2004年に行なわれた「東アジア及び東南アジア諸国の会計制度の研究」

がある。 

 

（２） 現代法研究所 

 

現代法研究所は、札幌商科大学の創立と同時期、社会の様々な法現象を理論的かつ実践的に究明

し、法文化の発展に貢献することを目的に「団体法研究所」の名称で誕生した。個人研究発表、シ

ンポジウム、市民向け無料法律相談（月 2 回のペースで 1983 年度まで継続）を主要な活動として

精力的に取り組み、1980 年に現代法研究所と改名し現在に至っている。所員構成は、1984 年法学

部の開設を契機に、同学部の専任教員全員が兼務する体制となっている。 

現代法研究所に移行した後の主な活動は、研究会およびシンポジウムを中心とする。研究会活動

は、学内のみならず他大学の教員や弁護士を含めて活発に展開され、またシンポジウムも 2003 年

度まで毎年継続して開催した。これらの成果は、開設以来『現代法研究所年報』を発刊し公表して

きた。 

 

（３） 情報科学研究所 

 

情報科学研究所は、1979年、電子計算機センターを拠点として教育・研究活動を展開してきた教
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員により創設された。主として、情報科学の研究及び情報処理技術の利用上の援助を目的とする。

この目的のために、研究会の開催、学術報告書の発行、情報科学に関する資料収集、教員・学生の

研究・教育活動に対する援助を実施してきた。所員は、情報関連の研究・教育に関心のある教員か

ら構成され、学部横断的な組織となっている。現在の所員数は42名である。 

同研究所では、毎年、各所員の研究成果について研究会を開催し、それを発刊以来 26 号になる

紀要『情報科学』で公表するとともに、大学のホームページを通じてインターネットでも閲覧でき

るように公開している。なお、学外の講師を招きアドホックなテーマについて講演・シンポジウム

を開きその内容も併せて『情報科学』およびインターネットで公開している。 

 

（４） 心理臨床センター 

 

心理臨床センターは、人文学部の心理学関係教員が中心となり、地域住民の要請に応える心理臨

床活動を展開するとともに、学生の実践的な教育訓練に資することを目的に、1995年に設置された

ものである。主な活動内容は、①地域住民を対象にした心理相談、および地域社会を対象とした研

修・公開講座、②臨床心理学研究科大学院生の教育訓練、実習、③心理臨床活動に関する研究であ

る。したがって、その機能は、狭義の研究活動を超え、教育実践および地域住民に対する心理相談

室の開設など広範囲に及ぶ。これら研究・教育・社会貢献活動が三位一体的に機能し、同センター

における研究活動の水準を引き上げている。 

構成員は、研究員、客員研究員、研修員（本学大学院臨床心理学研究科修了生）、実習生（本学

大学院臨床心理学研究科の在籍院生）からなり、研修員・実習生を除く研究員と客員研究員は、現

在 11 名である。開設以来、『心理臨床センター年報』（2001 年度から『心理臨床センター紀要』に

改称）を発刊し、研究成果および心理相談室の活動実態を含め内容を公表している。 

 

（５） 電子ビジネス研究センター 

 

電子ビジネス研究センターは、電子ビジネスや電子商取引を導入するための制度や基盤について、

地場産業との幅広い知識交流を踏まえつつ総合的に研究し、そこで培われた技術を地域社会に還元

することを目的に 2001 年に設置された。具体的には、電子商取引におけるビジネスモデルや方法

論、セキュリティ技術、ＩＴ化支援環境、データベース等の制度や基盤の総合的な研究を行い、ま

たＩＴ関連の情報を不断に収集するとともに、電子商取引関連のシステム開発、コンサルティング、

電子ビジネスの企業サポート、講演会・セミナーの開催など、地域貢献活動を実施する。 

構成員は、研究員と客員研究員からなり、上記目的の関わりで情報科学関連の教員のみならず商

学部第一部、経済学部、法学部、社会情報学部所属の企業経営、企業法務、地域産業を専門とする

教員から構成されている（現在は11名）。 
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（６） 地域社会マネジメント研究センター 

 

地域社会マネジメント研究センターは、本学大学院地域社会マネジメント研究科の設置に伴い、

2003年秋に附置研究所として開設された。同研究科が積極的に社会人の再教育と生涯学習機能の促

進を謳っていることから、同センターは自治体・非営利組織・企業等先進的な領域で活躍する職業

人との交流を踏まえ、かつ地域的諸課題を総合的に研究・調査し、実践的課題で社会貢献に寄与す

ることを目的とする。センターの構成員は、研究員、客員研究員、専門委員、研修員から構成され、

地域社会マネジメント研究科の在籍大学院生も研修員として参加させている。具体的な活動は、研

究会のほか公開講座やセミナーなどの講座や地元江別市や北海道からの受託事業を手がけている。

これら地域への社会貢献活動の詳細は、本報告書「ⅩⅠ 社会貢献」の章で触れている。 

 

４．教育研究組織の妥当性を検証する仕組み 

 

本学では教育研究組織の機能とその有効性を全学的な見地から検証する常設機関として、大学評価委

員会を置いている。自己点検・評価は、教育・研究の内容や成果だけでなく、組織の見直しのための活

動として位置づけ、2006年度から毎年度実施することを規程に定めている。また、現在、中長期の学園

総合政策を立案するため学園政策会議および政策推進室を設置しているが、これらも全学的な教育研究

組織の有効性を検証する機関として機能している。 

 

５．評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

本項目の評価基準は、本学の教育研究組織が十全に機能を発揮し、設置目的に相応しい組織たり

えているのか否か、また組織が硬直することなく社会的な要請あるいは変化に柔軟に対応しえてい

るのか、そしてこの間、中期目標に掲げられた収容定員の変更や学部・学科再編、研究所の再編統

廃合など教育研究組織上の諸改革の課題が現段階においてどの程度まで実行されているか、その点

に置かれる。以下、主要な事項について評価する。 

［学部・学科・大学院］ 

本学は4年制大学へ移行後、単科大学から人文社会科学系総合大学に向けて、順次学部・学科を

増設してきた。1970年代は、商学部に経済学科（1976年設置）、商学部第二部商学科（1977年設置）

が増設され、1977 年に人文学部が新設（人間科学科・英語英米文学科）された。1980 年代は法学

部を新設（1984年設置）。さらに1990年代に入ると商学部第一部経済学科から経済学部が独立（1991

年設置）し、同時に社会情報学部が新たに設置（1991 年設置）された。2000 年以降は、人文学部

の中に臨床心理学科を新設（2001年設置）し、2006年には同学部に第4の学科「こども発達学科」

を新設した。こうして、1970 年代後半以降の約 30 年間に、5 学部 8 学科を拡充してきたことにな

る。 
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これら学部・学科は、北海道における高等教育の状況、およびそれぞれの時期における社会的な

要請課題に応えるべく増設・整備した経緯をもつ。「人間科学」を研究対象とする人文学部人間科

学科は、学科として道内はもとより全国でも三番目に設置した。情報化社会の到来とともに情報教

育の要請が高まったが、本学社会情報学部は、社会学と情報学を融合した新たな社会情報学を学問

領域として設定し、全国他大学には類似をみないユニークな学部として出発した。商学部第一部か

ら経済学部の分離独立も 1990 年代以降の国際化を背景とした北海道地域産業の激変と高等教育に

対する人材養成課題の変化に対応するものであった。人文学部臨床心理学科は、スクールカウンセ

ラー等の専門的職業人への社会的要請に呼応すべく学科として全国的にも 2～3 番目に設置した。

大学院についても同様である。臨床心理学研究科の設置は全国で初の試みであった。こうした経緯

を踏まえると、教育組織の整備は 設置目的の独自性、社会的人材要請への即応性という点で評価

できる。 

また、本学の学部ごとの学生収容定員規模は比較的小さい。この点は道内における 18 歳人口の

規模と推移およびそれぞれの学部教育の性格から妥当であると判断できる。同時にこの点はそれほ

ど豊かな財政基盤を持たない本学において、学内の人的資源を最大限に有効に生かすことを可能に

した。大学院の3研究科についてもほぼ学部専任教員が兼担する体制を維持している。 

近年の教育組織の変更は、商学部第二部商学科の廃止、社会情報学部の収容定員削減、および人

文学部こども発達学科の新設であった。 

商学部第二部商学科は、入学定員100名、収容定員400名をもって1977年に開設された。また、

商学部第二部の夜間教育は本学の前身である札幌文科専門学院の教育実践を継承したものであり、

本学園にとっておよそ 60 年の伝統をもつ。この学部では独自の教授会を置くことなく全学部が支

える体制で運営してきた。しかし、1999年度から定員割れを起こし、また大学全入時代の到来が現

実化しつつある状況の下で、今後定員を確保することは不可能であり社会的使命を終えたと判断し

て、ほぼ 3年間にわたる検討・審議の上、2003年度から募集を停止した。同学部は2006年度をも

って廃止されるが、これまで1,577名の卒業生を輩出し、設置趣旨通り北海道内の勤労学生に対し

て高等教育の場を保障する機関として少なからぬ役割を果たしたと評価する。 

2006年度に実施した社会情報学部の入学定員削減および人文学部こども発達学科の新設は、中期

計画（第一次）に基づく教育組織の再編である。今日、18歳人口の減少、設置基準の規制緩和によ

る大学増設、北海道の進学率の構造的低位性など大学を巡る環境変化は著しい。この中で、本学の

入試状況は各学部とも例外なく大きな影響を受けた。特に、社会情報学部は 2005 年度新入生から

入学定員を満たすことができなくなった。これを受けて、本学は 2006 年度、社会情報学部の定員

を 50 名削減するとともに、この 50 名をもって人文学部に新たに「こども発達学科」を開設した。

こども発達学科は小学校教諭一種免許状の取得を目指す人材養成を目的とする。第一回目の入試は、

募集定員を大きく上回る志願者となり、優秀な学生を受け入れることができた。また同学科の開設

は、学内の教育組織に新たな活力を生み出しつつある。したがって、教育組織上の再編において、

本学が策定した中期計画第一期前半の目標は達成されたと評価している。 
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［研究組織］ 

本学の3研究所（会計学研究所、現代法研究所、情報科学研究所）は、これまで本学教員集団全

体の研究水準を高めるとともに、学生の教育機能を補完し、市民への学術文化の貢献にも大きく貢

献してきた。教員間の狭義の専門的共同研究を別にして、例えば会計学研究所は、当初、東北以北

唯一の会計学研究機関として設置され、内部に研究部と講座部をもち、特に講座部は公認会計士、

税理士などの資格講座を学生のみならず市民にも開放して専門職業人の輩出に貢献した。また、現

代法研究所は、活発な研究活動の蓄積を続け法学部開設の基礎をつくるとともに、無料法律相談所

の常設など市民向けの活動を展開した。研究活動面に関しても、独自の紀要等を持って研究員の研

究成果の発表機会を保障し、学外の研究者との多様な研究交流を実現してきた。これらの点は十分

肯定的に評価してよい。 

しかし、3 つの研究所は、近年、社会の変化や中心となる担い手の問題など学内外の諸事情によ

り、その機能を弱化させつつある。また、予算上の制約から活動がマンネリ化してきたこと、研究

支援スタッフ体制が十分ではないこと、学外資金の獲得を可能とするような研究所活動に必ずしも

なり得ていない事情等が、研究所機能の弱化に拍車をかけている。これらの要因はそれぞれ特有の

設立事情と経緯をたどって現存する研究所体制の弱点でもあった。 

こうしたことから、本学では2002年度より現有3研究所の抜本的改革に向けた検討を開始した。

この検討は途中で学長の交代により一時中断したが、上記中期計画の政策課題の一つにあげられる

に至って、2006年度より政策推進室で集中的になされている。現在はまだ検討の途上にある。改革

の目的は、研究部門の組織的強化を図り、教員の研究活動を活性化すること、本学の理念でもある

「地域との共生」を具現するため、研究成果の地域社会への還元を目的に戦略的プロジェクト研究

や受託研究を組織的に展開しうる条件を整備すること、また財政的な観点から実効的な研究予算と

特別補助の獲得を企図することに置かれている。この目的を実現するために、3 つの研究所と研究

センターを含めた既存の研究組織を包括する「総合研究所」を新設すること、また本学はこれまで

研究部門を全体として統括する責任者を置いていなかった点を改善し、組織運営上の強化を図る等

の改革を構想中である。 

【課題・改善方策】 

本学は、現在、中期計画は第一期前半が終了し、後半が進行中である。教育研究組織に関わる第

一期後半の課題は、更なる学部学科再編と再創造である。これは既設学部の枠内にとどまることな

く、全学的な観点にたった再編・再創造であり、商学部第一部、経済学部、人文学部、法学部、社

会情報学部の全ての学部に関わる。このための検討を 2006 年度より全学的に開始した。その内容

は、現時点においてまだ公表することはできないが、2007年度末までには大学政策として具体化さ

れる予定である。また、同様に、上記研究組織の改革も学内諸機関での慎重審議の上、2007年度中

には決定される運びである。 
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