
Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（商学部第一部） 

２．商学部第一部 

 

【教育目標】 

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 

 

１ 教育内容等 

 

（１） 教育課程 

 

１）教育改革過程の変遷 

商学部第一部の教育課程は、1968年商学科のみの単科大学として発足以来、現代の人々の経済活

動を基本的に構成する生産と消費、そしてそれを結ぶ流通について学ぶことを主眼としてきた。 

現代資本主義社会における経済活動の中心は企業によって行われ、消費活動をするのは消費者と

しての市民である。そして、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ある。

従って、学習の中心は現代企業の構造と機能の解明であり、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べるよう専門科目群を配置している。その科目群を、従来の学問

領域に従って経営学、会計学、商業学の3分野に分け、それぞれより専門的学習へ進んで行くこと

が可能なように3コース（会計・経営・流通システム）として構成していた。その後、学部・学科

増設の変遷を経る経過で、コースの内容について検討を加え、社会の変化に合わせ見直し、修正を

加えながらも、一貫して3分野のコース制が引き継がれてきた。 

1998 年度に商学部機構改革委員会を立ち上げ、「商学部将来計画に関する答申」により、従来の

伝統的学問分野に従った3つのコース制という枠組みを外し、学生の視点に立った人材育成モデル

の提言に基づいて「経営者・起業家コース」、「営業・販売プロフェッショナルコース」、「会計プロ

フェッショナルコース」、「地域リーダーコース」、「行政プロフェッショナルコース」という5つの

コースからなる人材育成中心型のカリキュラム改革を実施した。 

新カリキュラムは2000年度入学生より適用、実施されるが、その後2002年度からは、専門科目

の従来からのベースである会計学、経営学、流通システムの3つの領域に、情報化時代に対応した

ＩＴ関連領域を加えて、現在に至っている。激動する社会と多様化する学生の将来像に合わせて、

学生のキャリア形成を支援することを目指し、学生の自己の目標や目的意識を明確にさせて、4 年

間の計画的な学習を組み立てることができるよう配慮したものである。 
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２）カリキュラム体系 

① 現行カリキュラムと履修要件 

商学部第一部商学科の現行カリキュラム体系は、基本構造は全学共通科目、学部専門科目から

構成される。学部専門科目は、さらに基礎科目、専門科目、応用科目、総合科目、演習科目、関

連科目（経済・法律・情報科目）よりなる。それぞれの具体的科目は、下の表Ⅲ－30の通りであ

る。これら6つの科目群の構成により、前述の5つのコースのカリキュラムに対応させている。 

 

表Ⅲ－30 商学部第一部商学科カリキュラム表 

〔全学共通科目〕 

教 養 科 目 

学部･学科 基 礎 科 目 
Ａ群 Ｂ群 Ｃ群 

総合 

科目群 

合計 

商 学 科 
同一外国語科目を 8 単

位以上修得すること 
教養科目 教養科目 教養科目 教養科目 

合計 36 単位以上を

修得すること 

〔専門科目〕 

 科目群 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 履修方法 

 

 

 

 

 
基礎科目 

経営学総論Ａ 

経営学総論Ｂ 

会計学総論Ａ 

商学総論Ａ 

商学総論Ｂ 会計学総論Ｂ、商学総論Ｃ 

 
4単位 

以上修得 

財務会計論Ａ、原価計算論Ａ、経営管理論Ａ、

労務管理論Ａ、経営組織論、経営科学Ａ 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論Ａ、市場調査論Ａ、経営史Ａ、 

金融論Ａ、交通論Ａ、商品学Ａ、企業論Ａ、 

企業論Ｂ、中小企業論Ａ、中小企業論Ｂ 

 
専門科目 

簿記原理Ⅰ 

簿記原理Ⅱ 

 管理会計論Ａ、税務会計論Ａ、監査論Ａ 

8単位 

以上修得 

原価計算論Ｂ  

応用科目  

 

 

 

 

 

 

 

管理会計論Ｂ、財務会計論Ｂ、税務会計論Ｂ、 

経営管理論Ｂ、労務管理論Ｂ、経営戦略論、 

経営科学Ｂ、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論Ｂ、市場調査論Ｂ、 

監査論Ｂ、経営史Ｂ、金融論Ｂ、交通論Ｂ、 

商品学Ｂ、経営分析論Ａ、経営分析論Ｂ 

財務管理論Ａ、財務管理論Ｂ 

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論Ａ、地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論Ｂ 

8単位 

以上修得 

 商学調査実習 

商学特別講義Ａ 

 商学特別講義Ｂ 

インターンシッププログラム 

総合科目  

職業指導、商業実習  

 

専門ｾﾞﾐﾅｰﾙ 応用ｾﾞﾐﾅｰﾙ 卒論ｾﾞﾐﾅｰﾙ 
演習科目 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ 

外国書講読Ａ、外国書講読Ｂ 
 

ミクロ経済学、マクロ経済学、マルクス経済学  
経済学科目 経済学総論 

 地域経済論、日本経済論、国際経済論 

商法Ａ、商法Ｂ  
法律科目 

民法Ａ 

民法Ｂ  商法Ｃ、商法Ｄ 

専 

 

 

 

門 

 

 

 

科 

 

 

 

目 

関 

 

 

連 

 

 

科 

 

 

目 

情報科目 社会と情報 

情報社会論 

情報処理論Ａ 

情報処理論Ｂ 

コンピュータ概論Ａ、コンピュータ概論Ｂ 

データベース論、データベース実習 

情報システム論、応用経営情報論 

情報科学応用論Ａ、情報科学応用論Ｂ 

情報通信ネットワーク論、情報ネットワーク実習、 

情報と職業 

 

合

 

計

 

88

 

単

 

位

 

以

 

上
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本学部の卒業所要単位数は124単位以上である。前項の表Ⅲ－30に示したように、この124単

位中、全学共通科目が36単位以上、専門科目が88単位以上となっている。 

全学共通科目では、同一外国語科目を8単位以上修得することが必要であり、リテラシー科目

として「コンピュータ基礎Ａ」、「コンピュータ基礎Ｂ」、「論述・作文Ａ」、「論述・作文Ｂ」、「職

業と人生Ⅰ」、「職業と人生Ⅱ」を配置し、その6科目 12単位を「履修必修」（「履修必修」とは、

本学独自の用語で履修を強く促す措置をとることをいう。以下、同じ）としている。 

専門科目では、前述の基礎科目群のうちから4単位以上、専門科目群のうちから8単位以上、

応用科目群のうちから8単位以上を修得することを卒業要件にしている。 

現行カリキュラムは「系」と「コース」に分けており、下の表Ⅲ－31に示す関係となっている。

学生の基本的な進路を考え、事業マネジメント系（一般企業への就職）と地域マネジメント系（公

務員、ＮＰＯ法人などへの就職）に2分割した。それぞれの進路の中で、組織内の管理者として

の進路を目指すのか、専門家としての進路を目指すのかで、「リーダーコース」と「プロフェッシ

ョナルコース」の２コースを設定した。 

この 2 系×2 コースのマトリックスで 4 つの基本的進路が構成されるが、事業マネジメント系

のプロフェッショナルコースではさらに、学部の専門性を考慮し、「営業・販売」と「会計」の2

分野での進路選択を可能にしている。そこで、事業マネジメント系では「経営者・起業家コース」、

「営業・販売プロフェッショナルコース」、「会計プロフェッショナルコース」を配置し、地域マ

ネジメント系では「地域リーダーコース」、「行政プロフェッショナルコース」を配置し、合計 5

つのコースによって学生自身が望むキャリア形成のガイドとしている。 

学生には段階的かつ体系的学習を促すため、これら5つのコースに対応させた履修を推奨する

専門科目の「履修モデル」をそれぞれ作成し、履修要項にその詳細を掲載し、ガイダンス、基礎

ゼミナールでの修学指導、学生面談等の機会を使って説明している。 

 

表Ⅲ－31 「系」と「コース」の関係 

  【事業マネジメント系】 【地域マネジメント系】 

【リーダーコース】 

 

 
経営者・起業家 

コース 

地域リーダー 

コース 

【プロフェッショナルコース】 

 

営業・販売 

プロフェッショナ

ルコース 

 

会計 

プロフェッショナ

ルコース 

 

 

 

 

行政プロフェッショナル 
 

コース 

  

 

② 本学部の教育目標を遂行するためのカリキュラム 

本学部の教育目標の第1は、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である。

それは、学生がビジネスの実践から豊富な知恵と知識を学びとり、実践するための方法を身につ

けてゆく学修を行い、ビジネスの担い手として現代社会に適応可能な潜在的能力を養うことに力
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を注ぐことである。この目的を達成するために、「経営学総論Ａ」、「経営学総論Ｂ」、「会計学総論

Ａ」、「商学総論Ａ」、「商学総論Ｂ」といった基礎科目群によって、ビジネス実践の理論的な学修

への動機づけとその分野の基礎的な知識や考え方について教育を行っている。これを踏まえて「財

務会計論Ａ」、「経営管理論Ａ」、「経営史Ａ」、「マーケティング論Ａ」、「交通論Ａ」といった専門

科目群によってビジネス実践の基本的な知識や考え方についての教育を行う。そして、「財務会計

論Ｂ」、「経営管理論Ｂ」、「管理会計論Ｂ」、「マーケティング論Ｂ」、「交通論Ｂ」といった応用科

目群によってビジネス実践へのより専門的な知識や考え方についての教育を行って、ビジネスの

担い手としての適応可能な潜在的能力を養っている。 

こうしたビジネスの実践からの豊富な知恵と知識を学びとる講義科目と総合科目、演習科目、

関連科目が有機的に結びついて、教育目標の第2の学生参画の教育を中心に据え、彼らの自己形

成を支援すること、第3の自律する力をもつ学生を育成すること、第4の地域に貢献する力を養

うことの教育目標の達成をより確かなものにしようとしている。 

すなわち、総合科目や演習科目では、大企業と中小企業のビジネス、小売業やサービス業のビ

ジネス、非営利組織のビジネスや地方自治体のビジネスを、教員と学生が一緒になって分析、研

究し、理論や歴史、実践のあり方と手法を学び、企業経営、商行為、会計数値、コンピュータリ

テラシーに明るい学生を育てている。企業・事業所調査や地域調査といった体験型教育や資格取

得のための学修を教育体系の中心に据えて、実践的な姿勢を身につけていくことを推進していく

なかで、自ら分析し、アイデアを創造し、発表できる力がつくように、自律し貢献する力をもつ

人材、コミュニケーション能力の豊かな人材の育成を目指している。 

この教育目標の遂行は、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

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将来の目標に合わせて学ぶこ

とを通して行われている。その教育成果は、「インターンシッププログラム」では受け入れ先企業

の実務家の人を交えての報告会、「商学調査実習」では参加学生がグループ毎に調査研究報告を行

うとともに具体的なビジネスソリューションやビジネスコンセプトについての提案を行うことで

表される。また、この成果をさらに発展させて、「卒論ゼミナール」での論文作成指導につなげて

いる。地域・企業との連携を図りながら行われる教育であるため、一部の報告などについては、

新聞などのマスメディアでもその成果が毎年のように取り上げられ、地域貢献を果たしている。 

第 5の教育目標は、学生の学修への動機と意欲を高めるための不断の改善努力を行うことであ

る。これはカリキュラム体系の問題というよりは、教員の、そして教授団で構成される教授会の

教育態度の問題であり、我々がどのような態度でもって常に学生と対峙するのかということを謳

ったものである。これまで、教育方法の確立とその改善は、個々の教員の責任と裁量に委ねられ、

それが組織的に評価され検証されることはなかった。近年のＦＤの重視、また学生の質的変化に

対応し、学部としての組織的なＦＤの推進に乗り出している。例えば、大学進学、学部選択の動

機が弱く、卒業後の進路選択にも意識の低い学生が増加しているが、基礎ゼミナールを設置し、

導入教育の充実化を図った。当初前期 2 単位であったが、通年 4 単位とし、2 年次以降のゼミ体

系に繋げて4年間一貫の少人数ゼミナール教育を充実化している。ゼミ選択方法も、希望制から
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入試制度別での指定制、さらにはランダムな指定制、進路希望による一部指定と希望制と、選択

の方法を適時変えて対応して来ている。基礎ゼミの状況を全担当者より教授会において報告する

機会を設け、学生の状況についての把握と問題の全教員による共有化の努力を行っている。その

中から、複数ゼミが連携した事業を展開したり（共同授業やゼミ対抗の催しなど）、後述のブラザ

ー・シスター制度の導入などが実現されたりと、努力の成果があらわれている。 

豊かな人間性と個人の想像力そしてチームワークを強める風土を創り、その風土の中で総合的

な人間育成を図ることを第6の教育目標としてあげている。この目標の達成の基礎は、「哲学」、

「人間の言語のしくみ」、「日本国憲法」、「現代の経済」、「職業と人生Ⅰ」、「新聞を読む」などの

全学共通科目で開講されている講義科目を受講して獲得された幅広い教養をもとに創られていく。

ここから得られた幅広い教養は、それ自体が学生の人格の陶冶となっていくが、1 年次から 2 年

次前半までの「履修必修」のゼミナールと、それ以後展開される「専門ゼミナール」、「応用ゼミ

ナール」や「卒論ゼミナール」で指導教員と対峙することによってさらに鍛えられて、自律する

力とともにルールを遵守し、多様な社会への関心をもち、そして人権を尊重する意識を涵養して

いくことが行われる。 

第 7の教育目標は、保護者・卒業生・地域・企業、すなわち社会との連携を強化していくこと

である。大学が狭く自己の内にとどまるのではなく、広く社会との連携を強めていくことの必要

性が議論されるようになって久しい。本学部でも、教育目標の達成とその教育体系の充実化のた

めに、社会との連携を強化している。基礎ゼミナールや各年次のゼミナールで行われる修学指導

において、必要に応じ保護者との連携を行い、学生指導を強化している。大学全体として保護者

懇談会や後援会活動、保護者向けの様々な広報などで連携を図っているが、学部としての取り組

みも行っている。卒業生との連携強化では、本学部出身の商業科高校教員との連携を深め、商業

科教育法研究学会を開催し、道内商業科教員との相互理解・相互批判の機会を定期的に設けてい

る。また、就職指導において就職活動や就職後の良きモデルとしてＯＢの体験談を聞く機会を、

キャリア支援課のみならず各ゼミナールでも個別に設けて学生指導にあたっている。地域や企業

との連携については、実務家によるリレー講義や地域・企業調査研究、また豊富な客員教授団に

よる様々な講演会・講義などを通じて、社会のありようを様々な形で学習できるようにしている

ことは、これまで繰り返し述べてきたところである。 

③ 基礎教育科目と倫理教育科目 

基礎教育で倫理性を培う教育は、全学共通教育のカリキュラム体系の教養科目群Ａ群に属して

いる「倫理学」、「生命の環境と倫理」、「宗教学」などの講義科目、またＣ群に属している「日本

国憲法」、「人権論」、「教育学」などの講義科目、さらに同カリキュラム体系中の基礎科目に配置

されている「コンピュータ基礎Ａ」でのネチケット教育を通して行われている。 

専門科目では、導入科目である「経営学総論Ａ」の講義の中でＣＳＲ（企業の社会的責任）を

対象にした講義内容で行っている。加えて、セクシュアル・ハラスメント防止委員会の指導のも

とに新入生オリエンテーションで、また同委員会作成の小冊子を使用しての年度はじめの基礎ゼ

ミにおいて行っている。 
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④ 全学共通科目 

一般教養科目は、全学共通教育のカリキュラム体系の教養科目群Ａ群、Ｂ群、Ｃ群、総合科目

群に配置されている各科目を履修することによって、学生が「幅広く深い教養及び総合的な判断

力を培い、豊かな人間性を涵養」できるように配慮されている。それは前述のように、自律する

力をもつ学生、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の中で総合

的な人間育成を図るといった本学部の教育目標に照応している。幅広く深い教養と総合的な判断

力を培うために開講されている各教養科目の中から、28単位以上履修することを卒業要件として

いる。 

加えて、この28単位には、総合科目群の「職業と人生Ⅰ～Ⅲ」と「新聞を読む」も「履修必修」

とすることで、学生が必ず受講するように配慮している。 

⑤ 国際化等の進展と外国語科目 

国際化等の進展は今日のグローバル・ビジネスの展開を推し進め、それは直接に第1の教育目

標に深く関わる事柄となる。このことに対応するため、全学共通科目に属する外国語科目のうち

同一外国語科目を8単位履修することを卒業要件にして、外国語科目の履修を義務付けている。

英語授業科目では、特にビジネスと関わった事柄を対象にしたテキストを使用して教育が行われ

るよう、総合教育センターに要望し担当者との連携を図っている。 

専門教育の学科目である「外国書講読」では、経済についてのテキストを読む外国書講読だけ

でなく、ビジネスマンとしての実践的な教育内容を取り入れた教育を行って、外国語能力の育成

が行われている。現在は海外の航空会社のチーフパーサーであった方に担当を依頼して、実践的

な英語運用能力の向上を図る授業を展開している。 

 

３）学部教育の重点的取り組みと特徴 

① 1 年次から 2 年次前期までの全学生所属のゼミナールを土台にした 4 年間一貫ゼミナール教

育 

ゼミナール教育の目指すものは、専門科目の講義で学修した内容をさらに深めるため、情報収

集と分析力、問題解決力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、ディベート力、

そして論文やレポート作成を通して文章能力を育成することにある。4 年間一貫して少人数のゼ

ミナールが開講されているというだけでなく、何よりもそれぞれの学年次に適合した教育内容で

ゼミナールを行っている。 

1 年次から 2 年次前期までの全ての学生をゼミナールに所属させている。教員との不断のコミ

ュニケーションの機会を多く創り出し、ゼミ生同士の連帯感を育成することによって、大学への

帰属意識を醸成させると共に、学修への目的意識を強化するための施策である。 

1年次のゼミナールは、基礎ゼミナールである。このゼミナールは、12名から14名で構成され

る。大学での勉学を実り多いものにするための基本的なスキルを身につけ、担任教員による大学

生活に必要なアドバイスがゼミナール時間以外にも行われている。まず、入学直後に図書館の利

用の仕方を図書館司書の指導援助を受け、文献などの効率的な検索の仕方を学び、情報収集力を
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つける教育が行われる。次いで、本や論文の大切なポイントを見つけだし、筆者の考え方のまと

め方や解釈に関して学び、レポートの書き方を指導する。同時に、相手の主張を聞き自分の意見

を発言・主張しながら討論するという議論の基本を指導している。 

2 年次のゼミナールは、専門ゼミナールである。このゼミナールは、専門的な内容のテーマに

したがって指導が行われる。各教員の専門を活かすことによって、専門的な学修に興味と関心を

もたせることに主眼がある。前期は、「履修必修」として全員を所属させている。後期からは、3

年次以降の専門応用領域の学修へ連動させる形のゼミナール運営を行っている。こうして、専門

的な領域の学修とあわせて前記のゼミナール教育の目標を達成するように、3 年次の応用ゼミナ

ールと4年次の卒論ゼミナールで少人数の一貫した指導を行っている。 

②「商学調査実習」を通した体験型学習 

主に 3年次の学生が受講する科目である。学生と教員が文字通り一緒になって、フィールドワ

ークを行い、分析、研究する教育内容と方法を取り入れた学生参画型の、問題発見、問題解決型

のＰＢＬ（プロブレム・ベースド・ラーニング）方式の教育プログラムである。 

2年次の専門ゼミナールを学修した学生が、主に3年次の応用ゼミナールと並行して履修する。

グループのテーマによって、フィールドは沖縄県、石川県、富山県、東京都、東北地方、道内な

どになっている。 

内容は、調査法をはじめ、市場調査を含むマーケティング、商店街と商圏、消費者行動、観光

ビジネス、交通と地域経済、中小企業の戦略や経営問題、企業経営の将来のあり方などに関する

調査対象についての講義、そうした講義を基にして各グループでの課題設定、フィールドでの調

査、そして問題解決・提言をまとめ、報告会でのプレゼンテーションと報告書の作成である。 

この科目を履修することによって、卒業論文の作成に結びつけたり、就職活動への強い動機を

与えるという教育効果ももたらす。 

③インターンシップ教育 

本学部のインターンシップ教育での特徴は、単なる体験型のインターンシップではなく、企業

分析・提案型のインターンシップだということにある。通常行われているような就業体験をする、

その結果の感想をまとめて学生自身の職業意識の醸成に資するといったものではなく、明確な目

的意識や視点をもつことを義務付けている。前期で企業研修に関する心構えをはじめとして研修

先企業・業界とかかわる文献資料に関する指導を行い、夏休みの2週間を使って研修を行う。そ

の後、研修内容についてのプレゼンテーションを行い、自分のキャリア・デザインについて考え

る力を養っている。前期24回の講義によるトレーニングを受けて、企業分析が可能な力をつけて、

受け入れ先の企業、自治体、などで研修を行う。その後、プレゼンテーション用原稿および報告

書の作成指導を行い、受け入れ先の企業、自治体、などで指導してくれた方々が参加する報告会

で報告を行い、報告書を作成する。こうした職業観教育とキャリア・デザイン教育によって受講

者の職業意識は極めて高くなってくるという成果が上がっている。 

④会計学における特別コースの設置 

簿記教育に関してこれまで通常の講義時間と同じ授業時間運営で行ってきたものを、2006年度
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から週3回 2コマずつ行い、あわせてビデオ教材を用いた自学自習方法をも取り入れた運営を行

う特別コースを設けたことがあげられる。 

短期間、集中して学習することによって繰り返しの学習を可能にしたこと、簿記の理解が確実

にできるようになり、これまでに比べて多くの（日商簿記検定などの簿記検定試験で3級資格を

取得した者：前年比約3倍）学生が資格を取得できるようになった。こうした教育方法を上級年

次においても実施していくことで、会計学教育の特徴である積み上げ型の徹底がはかられ、同時

に資格取得と結びついた実践的な教育が行われている。 

⑤学生指導シート「はぐくみ」を活用した教育目標実現の支援 

学生指導シート「はぐくみ」は、ＩＴ利用の学生支援データベースである。このデータベース

には、学生の修学状況、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、およびゼ

ミナール担任と教務課をはじめとする職員による学生との面談結果などのデータが入っている。  

本学部の教員と職員がこの個人の行動特性の把握、指導履歴などの情報を活用することで、客

観的で、均質な指導が行えるようになっている。退学などに結びつく学習「怠慢」型の学生指導

だけでなく、向学心ややる気のある学生への対応にも指導上の情報を提供することができる。 

⑥「ブラザー・シスター」制度と導入教育 

「ブラザー・シスター」制度とは、新入生対象の導入教育、「基礎ゼミナール」および「経営学

総論Ａ」などの基礎専門科目で、先輩学生が教員の補助者として学生を指導するシステムである。   

基礎ゼミナールでは、爾後の大学生活に不安を抱える1年次生の学習上の相談や大学生活全般

にわたる相談に乗ることを行っているが、1 年次生の多くが不安を解消すると同時に一体感のも

てる雰囲気を創り出している。その後もゼミナール運営が円滑に進むように、ゼミナールの学習

上での指導、ゼミナール学生が活発に活動するように促す役割など、重要な役割を果たしている。 

 

４）評価と課題・改善方策 

【評価】 

現行カリキュラムは、伝統的な学問分野に基づく3コース制から学生のキャリア形成の為の5コ

ース制に変更したものであり、学生の進路とその為の人間形成を中軸においている点で、学生主体

のキャリアベースのカリキュラム体系をくみ上げた点が評価できる。それぞれのコースの教育目標

に基づいた教育の営みが行われ、不断の改善努力がなされてきた点も評価できる。 

しかし、このカリキュラムの教育目標として掲げた人材育成が十分に達成されたとはいえない状

況もある。 

第 1に、それぞれのコースの目標達成が教員の個人的な指導に依拠し、学部全体による教育内容

を含めた評価と対応が不十分であったことがあげられる。加えて、退学者数が増加傾向にあり、ま

たその予備軍がかなり存在していることがあげられる。その理由には、北海道という地域特性を反

映しての経済的困難をあげることができるが、それだけではなく学生のライフデザインに対する希

薄さや大学進学や学習に対するモチベーションが元々高くない学生の入学が増加してきていること

もあげられる。個々の教員がその為の指導に多くの時間を割かれ、意欲のある学生に対する本来的
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な教育に集中して向かうことができなかったという事態も、教育目的の達成が不十分となった要因

としてある。 

こうした問題への対応としても、前述の商学調査実習といった問題発見と問題解決型の学修が教

育方法として一定の効果をもつことが確認され、充実を図った点は評価できる。 

また、導入教育を相対的に重視することが教授会で共有化され、1 年次と 2 年次前半までの学生

全員が履修する基礎ゼミナールと専門ゼミナールを用意することができ、一定の成果が現れている

ことも評価できる点である。 

さらに、会計学教育では、2006年度から1年次の簿記教育に教員指導に加えて自学自習システム

を融合したビデオ教材を取り入れ、集中的に教育を行う特別コースを設置して、目標とする人材育

成（会計人養成）に向けた教育が行われている点が評価できる。この「簿記原理Ⅰ」を出発点にし

た積み上げ方式の学修が、会計学分野の教育方法の特色になっている。2006年度前期においてこの

教育内容と方法によって、一定の成果が上がっている点が評価できる。 

【課題・改善方策】 

今後は、こうした成果をさらに発展・充実させるために、講義や演習の内容と教育手法をさらに

改善するとともに、複数担当教員によるチームとしての教育力を強めていくことを重視する。 

「はぐくみ」を利用した学生指導については、多くの教員が活用しているが、より充実した活用

はＩＴＣ技術の運用に明るい教員に限られる傾向もあり、活用方法や指導方法の内容を刷新してい

くことが課題である。 

その方策としては、現在、学部学科再編・再創造の議論を重ねており、前述のＰＢＬの教育手法

を中心とした教育体系のあり方を再構築しようとしている。現状では、早くても2009年度以降であ

り、その為、2008年度においては、その教育体系の整備に向けて、実験的に会計特別支援クラスと

北海道企業就職支援特別クラスの設置を考えている。これらは、前述の評価できる教育方法、つま

り体験型学習を中心としたＰＢＬ、会計等資格取得に向けた積み上げ型教育の充実化と学生主体の

キャリアベースの教育の展開である。 

「はぐくみ」の活用や新しい教育手法の開発は、学部のＦＤ活動を充実させていくことで対応す

るが、学内で行われる様々なＦＤ、教育方法支援プログラムを利用することでも可能となる。 

 

（２） 導入教育 

 

１）現状 

本学部では、導入教育の意義について検討し、その重要性を2003年度の教授会で確認している。 

第 1は、新入生が大学生活に馴染み学習の成果を得るためには、彼らの学習の障害となる問題の

解決や学習を促進させる働きかけをする際の教員の共通認識が重要であるという点である。すなわ

ち、今日の新入生にとっては、学習や大学生活への不安、入学後の学習課程での戸惑いの払拭が重

要であること、多様化する学生像の中で、新入生一人ひとりの異なる生活や学習の背景を意識した

特別の配慮が必要であること、の認識が重要であり、しかもその認識が学部構成員で共有化される
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ことが必要であると確認した。 

第 2に、新入生の教育に関わる上記の共通認識に立ち、教育内容や方法を刷新し、教育のあり方

を大幅に変えるべきことが必要であるという点である。そのことを学部の教育目標に照らすならば、

適応可能な潜在的な能力を養い、地域社会に貢献する、豊かな人間性や想像力をもつ人間育成を図

る、ということであり、その為の不断の教育改革を進め、これまで蓄積されてきた教育方法の良さ

に加えて、刷新された教育内容で本学部の価値を地域社会に問うていくことであると確認した。 

こうした共通認識に立つ導入教育のあり方は、交流を持つ高等学校側から要請されたことでもあ

る。具体的には、「高校の教育課程にない科目でとまどっている学生もいるし、馴染まない子もいる。

そうした子どもたちを暖かく見てゆく個人別の接し方についてもっと考えてもらいたい」といった

意見であり、そうした社会的要請に応えるものである。 

導入教育をより充実させるために「2006年度のカリキュラム改革へ向けた基本的な方向といくつ

かの提案」（2004年 11月教授会確認）では次の3つの方向性をまとめ、確認した。 

第 1は、講義に出席することがあたり前の風土を創り、社会人になる一歩としての社会的モラル

とスキルの養成（躾なども考慮して、毅然とした態度で臨む）、及び自主性、問題意識、持久力、忍

耐力の涵養をはかることも重要であるということである。 

第 2は、モチベーションの向上・やりがい感・情報収集力・プレゼンテーション能力・問題解決

力・コミュニケーション力の各要素を導入教育の基軸に据えるべきであるということである。 

第 3は、従来の学生に教室でテキストを使って考える種（材料）を与える教育内容と方法だけで

なく、これからは、能動的に現実社会の問題発見と問題解決力をつけさせるため専門分野の一定の

知識と応用力を身につけさせることを教育の主眼にすること、またそうした教育を可能にするため

に、学生の教育やキャリア形成に対するニーズをとらえ、それを自ら考え意識させるような材料（シ

ーズ）を与えるような教育の内容と方法について、構想する必要があるということである。 

こうして行われる導入教育の下での新入生の学習は、具体的には基礎ゼミナール、コンピュータ

基礎、論述・作文、外国語、および経営学（経営学総論Ａ）、商学（商学総論Ａ）、簿記（簿記原理

Ⅰ）の基礎科目の学修のなかで進められ、その目的が徐々に明確化されることが期待されている。 

学部教育の中での導入教育の大きな柱は 1 年次で展開されている基礎ゼミナールである。1 年次

生の目線に合わせた教育は、1 年次学生との直接的な触れあいのなかで育まれる。基礎ゼミナール

での新入生への指導のあり方は、その後の学習成果を形成する上で大きな役割と位置を占めている。

その意味では、ゼミナール中心の修学指導体制（担任制）が学部で共通に了解されている（2005年

5月教授会確認）。その内容は、出席不良傾向にある学生、単位修得率の低い学生への個別的な面談

はもちろんのこと、教員と学生の意思疎通、アイデンティティを自覚させることなどを含めたＨＲ

的な要素を取り込んだゼミナール（2005年 9月教授会確認）にしていくことである。 

更に、学生指導シート「はぐくみ」（学生育成データベース）の情報活用が、基礎ゼミナールでの

学生指導にとって有効な役割を発揮している。「はぐくみ」の「修学状況」と入学時の「自己発見レ

ポート」のデータは面談指導の際に役立ち、全教員が十分な活用を行っている段階にはないが、入

学後の修学指導でこれらのデータをもとに、きめ細やかな対応をはかる指導を実践している。 
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加えて、入学直後の新入生合宿オリエンテーションでは、履修方法や大学での勉強の仕方・生活

について教職員が指導している。このオリエンテーションは合宿形態をとるため、新入生が生活行

動をともにすることから帰属意識や仲間づくりに貢献している。また、この合宿オリエンテーショ

ン以降の基礎ゼミナールでは、「ブラザー・シスター制度」に基づいて先輩学生が後輩を献身的に指

導している。その活動は先輩学生の成長にプラスになるとともに、新入生を励まし学生生活の活性

化と学習への参加意欲を生み出す環境を創り出している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

リテラシー教育は導入教育として一定の効果をあげている。以前は、ゼミや調査実習における発

表、情報の解析、レポート作成にあたって、基本的なパソコンスキルをゼミなどにおいて初めから

教育しなければならないという状況があったが、今日では、ほとんどの学生が基本的なスキルを身

につけており、ゼミナール等で再教育するという必要がほとんどないレベルに達している。 

基礎ゼミナールでの担任と教務職員の問いかけが常時行われ、日常的な学生とのコミュニケーシ

ョンと「はぐくみ」を通じたやり取りが、相乗的な効果を発揮していると評価できる。ちなみに、

2006年 10月に行った「商学部学生へのアンケート」の結果では、教員との面談が「良かった」、「よ

く話を聞いてくれた」、などの意見が8割を超えている。このアンケート結果から見れば、1年次生

が疎外感を払拭している様子がうかがえ、学生のニーズへの適切な対応をつくってゆく端緒を開い

たと評価できる。 

2006年度前期の簿記原理Ⅰにおいて、著しい評価のバラツキが出た。これに対し、会計学分野担

当者間で会議を開き、一定の共通した教育方法、内容、評価基準などを再確認した。こうしたすば

やい対応が「不断の改善努力」として現実に導入教育で行われていることも評価できる。 

導入教育に関して前述の試みが実践されつつある。これらの実践をさらに深め、納得のいく学び、

納得のいく教育、納得のいく学生生活を実現させてゆくための改善施策を不断に追求する教育態度

の必要性を認識し、構成員全員で共有化している点が評価できる。 

【課題・改善方策】 

本学部の学生が等質に学習への動機づけや興味・関心を深められているのかと自問したとき、主

体的に専門の学習に取り組む姿勢をもつ学生を育成するといった目標は十分に達成されているとは

言えない。教育方法や手法の一層の改善・改革が必要だと認識している。 

今後の改善方策として、①高大連携などを通して、導入教育に関する見直しと一層の改善をはか

る。②「はぐくみ」を活用しつつ、コーチングなどのスキルをさらに収得して個々の学生のメンタ

リティや情況を理解できる能力を養うといった、指導上の接し方を絶えず工夫・改善する。③推薦

で入学した学生で成績不良や退学した学生については、今後の善処のため出身校にすぐその状況や

理由などを連絡するとともに情報を交換するという、出身高校との連携を強化する。④導入教育後、

修学状況が芳しくない学生に対しては、当該学生の将来のあり方を含めての三者面談（当該学生、

保護者および学部長とゼミ担任）を可能な限り実施してゆく、ことをあげる。 
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（３） インターンシップ 

 

１）現状 

 インターンシップの促進について、早くからその必要性や意義について議論を重ね、2000年のカ

リキュラム改革時に正課授業の中に位置づけ、導入を図った。当初2年間は、北海道経済産業局の

モデル事業への参加であったが、そこでの経験を踏まえ、学生が現実の企業における実習、研修的

な就業体験を通し、企業・社会を学習する科目として設定し、正課授業とした。2001年度より専門

科目、総合科目群の中で「インターンシッププログラム」として開講し、対象学年を2年次以上、2

単位として、大学での講義と2週間程度の企業での就業実習を組み合わせて、社会人としての自覚

やマナーの習得、自主性や高度な職業観の育成を目指している。 

現在は、この就業体験型のインターンシッププログラムを発展、充実させ、単に就業体験をする

だけではなく、明確な目的意識や視点からの企業研修および文献資料を通じて企業・業界を深く研

究し、学生なりの提案ができる、企業分析・提案型インターシップとしている。従って、本科目は

インターンシッププログラムの他に、関連講義科目を同時履修することに加え、マーケティング論、

市場調査論、経営分析論、経営戦略論、中小企業論といった専門科目の同時履修も強く推奨してい

る。その内容は、講義→企業実習→研究報告の指導・準備→研究報告会→報告書作成という流れで

構成される。教室での講義における企業の事前研究やマナー研修に始まり、前期中に実習先企業の

選択、実習期間の調整、決定を行う。その後、夏期休暇を利用した2週間程度の企業での就業実習

を行う。後期は、それに基づいた研究と提案をまとめる作業に入る。さらに講義の 終回に、派遣

先企業の人事担当者等を招き研究報告会を実施し、 後に研究報告書として取り纏めて派遣先企業

にフィードバックを行っている。 

 過去 3年のインターシップ派遣状況は表Ⅲ－32の通りである。学生の企業実習については、北海

道地域インターンシップ協議会、札幌商工会議所、北海道経営者協会等との連携、協力を図りなが

ら、実際の派遣先企業の調整や決定を行っている。 

 

表Ⅲ－32 インターンシップ派遣状況 

人数(人) 
年度 

男 女 
派遣実習先企業 

2004 2 1 (株)ポスフール       三菱化学産資(株) 

2005 4 5 

(株)帝国データバンク    (株)プリプレスセンター 

(株)ポスフール       (株)北海道ＪＲホテルズ 

イトキン(株)        有田税理士事務所 

(株)内田洋行北海道支社   (株)丸井今井 

2006 5 0 

イトキン(株)        (株)札幌後楽園ホテル 

(株)ポスフール       ＮＰＯ法人ボラナビ倶楽部 

北海道日産自動車 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

 本学部では、毎年3年次を中心とする数名の学生が、インターンシッププログラムを履修し、実
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際に就業体験、実習に参加している。担当教員の働きかけもあり、このように積極的な学生の参加

が継承されていること、参加した学生にとっては社会や職業に対する意識の向上とキャリア形成に

繋がっており、確実な教育成果をあげている。また、企業研究型のインターンシップの展開は、学

生自身にとって直接的な就職活動への動機付けともなり、受講学生にとってメリットは大きい。一

方派遣された企業の側にとっても、就業体験を終え研究報告書としてフィードバックしてもらうこ

とにより、経営上の新たな発想や視点を取り入れる機会ともなり、社員教育や人材育成に貢献でき

る内容となっている。 

【課題・改善方策】 

 現状では担当可能な教員スタッフが限られていること、かなり高度な内容になっていることなど

から、参加学生が限られた人数となっている。実践的教育を積極的に取り入れ、学習機会を保障し、

キャリア形成の支援をしていく観点から、今後、より多くの学生に参加してもらう場をどのように

提供していくかが課題である。 

改善方策としては、大学側の働きかけと産業界との相互理解がなおいっそう必要であり、そうし

た場を設ける必要がある。その際に、受け入れ先企業の意見や要望なども考慮しながら、さらなる

内容の充実と指導体制の構築を進める。 

学生にとって実際の就業体験は、社会や企業を理解するのに直結し、自身の自覚や成長を促す貴

重な機会となっている。こうした科目の魅力や学生自身にとってのメリットを、ガイダンスやゼミ

ナールでの指導の際に学生にもっと周知徹底し、参加意欲を高めていく。 
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（４） 履修科目の区分 

 

１）概要 

現行の授業科目区分は、表Ⅲ－33の通りである。 

 

表Ⅲ－33 授業科目区分 

〔全学共通科目〕 

教 養 科 目 
商学部 

第一部 
基 礎 科 目 総合 

Ａ群 Ｂ群 Ｃ群 
科目群 

合計 

商 学 科 
同一外国語科目を 8 単

位以上修得すること 
教養科目 教養科目 教養科目 教養科目 

合計 36 単位以上を

修得すること 

〔外国語科目〕 

 1年次 2年次 修得単位数 

前期 後期 前期 後期 

ⅠＡ（1単位） ⅡＡ（1単位） ⅢＡ（1単位） ⅣＡ（1単位） 英 

語 

ⅠＢ（1単位） ⅡＢ（1単位） ⅢＢ（1単位） ⅣＢ（1単位） 

合計 

8単位 

初級－語Ａ（1単位） 初級－語Ｂ（1単位） 応用－語Ａ（1単位） 応用－語Ｂ（1単位） 他

の 

外

国

語 
初級－語Ｃ（1単位） 初級－語Ｄ（1単位）

合計 

8単位 
応用－語Ｃ（1単位） 応用－語Ｄ（1単位） 

〔学部専門科目〕 

 科  目  群 

基礎科目 専門科目 応用科目 

4単位以上修得 8単位以上修得 8単位以上修得 
総合科目・演習科目・関連科目商学部 

第一部 

専門科目 
合計88単位以上修得 

  

卒業要件は124単位となっている。全学共通科目は、外国語科目(同一外国語8単位以上)を含め

て合計36単位以上、専門科目については合計88単位以上の修得が必要となっている。 

全学共通科目は、①基礎科目である外国語について、英語・仏語・独語・中国語・韓国語の5種

類から一外国語を選択し、原則として1年次及び2年次において8単位以上修得、②教養科目はＡ

群(思想・言語・自然系科目)、Ｂ群(地歴・異文化・文芸系科目)、Ｃ群(社会・環境・心身系科目)

並びに総合科目群から自由選択により28単位以上修得、が履修要件となっている。また、1年次に

おいては、「論述・作文」、「コンピュータ基礎」、「職業と人生Ⅰ」の各科目について「履修必修」と

いう位置づけにしている。 

専門科目については、基礎科目群として区分している7科目から 低4単位以上、専門科目群と

して区分している 21 科目中 低 8 単位以上、応用科目群として区分している 21 科目中から 低 8

単位以上修得を条件とする選択必修科目が定められ、その他総合科目群、演習科目群、関連科目群
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を含めて自由選択とし、合計88単位以上という履修要件を定めている。 

専門科目の履修においては、卒業要件上の必修となる科目の指定はないが、ただし、履修上全員

が学習しておくことが必要であるとの観点から、基礎科目群中１年次の簿記原理Ⅰ、経営学総論Ａ、

商学総論Ａ並びに演習科目群中 1 年次の基礎ゼミナール、2 年次の専門ゼミナール(前期)について

は、「履修必修」としている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

 全学共通科目は、同一外国語(8 単位)と「履修必修」と定めている科目を除き、他の科目は選択

の自由度が高く設定されているため、学生は自身の興味・関心に従って自由に科目選択できる点に

おいて、必修、選択科目の量的配分は適正である。 

専門科目においても、必修科目は設けず、選択必修科目の設定は多数の科目の中から 低修得単

位を定めたもので、選択の自由度があり、緩やかな条件としている点で、幅広い科目の履修を可能

としている。先述している専門科目のカリキュラム体系に基づき、各系・各コースの推奨する履修

モデルを提示しつつも、強制的な専門科目の履修を排している。学部の専門科目の「選択必修」の

縛りを極力定めず、学生の能力・興味・関心に応じた履修スタイルを追求するという点は、評価で

きる。 

 

（５） 授業形態と単位の関係 

 

１）現状 

 専門科目における授業は、講義形式、演習形式、実習形式の大きく3つに分類される。 

通常の講義形式は、大学設置基準に基づき、30時間で2単位科目、60時間で4単位科目としてい

る。2000年におけるカリキュラム改革により、従来の通年科目を半期セメスター科目に移行させた

ことにより、現行の専門科目の大半はセメスター科目（2単位）となっている。 

演習形式は、基本的にゼミナール科目であり、講義同様 30 時間で 2 単位、60 時間で 4 単位とし

ている。 

実習形式は、「インターンシッププログラム」を置いており、年間60時間で2単位科目としてい

る。 

総合科目に位置づけている「商学調査実習」については、年間60時間 4単位として講義形式の科

目として運用している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

授業形態と単位数の関係は、大学設置基準に基づき、適正に運用されている。 

【課題・改善方策】 

 今後考慮しなければならない要素として、多様な授業形態に対応した適正な単位数の付与につい
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て検討していくことが課題である。 

 

（６） 単位互換・単位認定等 

 

１）現状 

① 札幌圏大学・短期大学間単位互換制度 

本学を含め札幌市とその近郊7大学と4短期大学が協定して、札幌圏大学・短期大学間単位互

換制度を設けている。協定している各大学が提供する単位互換科目を履修し、所属大学の単位と

して認定するというもので、各大学の専門性や特色を活かし、これら大学に所属する学生の興味・

関心に応じた幅広い学習機会の保障をねらいとしている。1年間に10単位を上限として履修可能

であり、年間の履修登録制限とは別枠として取り扱われる。 

 

表Ⅲ－34 2006年度単位互換協定大学一覧 

大 学 短期大学 

浅井学園大学 浅井学園大学短期大学部 

札幌国際大学 札幌国際大学短期大学部 

札幌大学 北星学園大学短期大学部 

北星学園大学 酪農学園大学短期大学部 

北海道東海大学  

酪農学園大学  

    

表Ⅲ－35 札幌圏大学・短期大学間単位互換 受入れ、派遣状況 (過去 3年) 

年度 受入人数 受入大学名 派遣人数 派遣大学名 

2004 0  7 

北星学園大学 

浅井学園大学 

浅井学園短期大学部

2005 2 浅井学園大学 6 

北星学園大学 

浅井学園大学 

浅井学園短期大学部

酪農学園大学 

2006 0  
浅井学園大学 

2 
浅井学園短期大学部

 

② 単位互換(国内留学)制度 

 異文化の交流・融合を促進し、視野が広く行動力のある人材を養成することを目的として、松

山大学経営学部、立正大学経営学部、京都学園大学経営学部、沖縄国際大学産業情報学部との間

に単位互換（国内留学）協定を締結している。この協定に基づき、2 年次以上を対象に、年間各

大学 10 名以内で半年又は 1 年間の国内留学が可能であり、60 単位を上限に留学先で修得した単

位を本学で修得した単位として認定することができる。 

 実際に派遣した学生の事例では、留学先大学で取得した単位を 大限、全学共通科目或いは学

部専門科目に読み替えて認定している。 
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表Ⅲ－36 単位互換（国内留学） 受入れ、派遣状況 (過去 3年) 

年度 受入人数 受入大学名 派遣人数 派遣大学名 

1 沖縄国際大学 
2004 3 沖縄国際大学 

1 立正大学 

4 沖縄国際大学 3 沖縄国際大学 
2005 

1 京都学園大学 1 京都学園大学 

2006 0  1 松山大学 

 

③ 簿記原理単位認定 

入学前の簿記検定資格試験（日本商工会議所または全国経理協会主催）の資格取得者に対し、

入学時に資格試験合格書類を添えた本人からの申告により単位認定特別試験を実施し、一定の基

準以上とみなした合格者には、簿記原理Ⅰもしくは、簿記原理Ⅰ及び簿記原理Ⅱの科目単位認定

を行うものである。 

 毎年、この単位認定特別試験の実施により、合格者には簿記原理の単位認定を行っている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

単位互換についての現状は、多数の学生が制度を利用して、積極的に本学以外の大学の単位を取

得する状況にはないため、制度の趣旨が十分に生かされたものとはなっていない。 

国内留学に関して言えば、協定先大学が道外であることから、経済的側面での問題もあり、志願

に至らない事情がある。しかし、実際に国内留学で派遣した学生からは、概ね貴重な体験で有意義

であったとの感想を聞いている。よって、国内留学を体験した学生にとっては、教養を高め、異文

化を理解するのに効果的な役割を果たしており、評価できる。 

【課題・改善方策】 

今後も学生の幅広い視野の育成と教養を高めていく観点から、協定大学との連携を図り、制度の

充実と単位互換交流を促進していくことが必要である。その為に、この制度の魅力と意義について

学生に周知していくことや、奨学制度などの充実の検討も必要であると考えている。 

 

（７） 開設科目における専・兼比率 

 

１）現状 

専門教育は主要には会計学領域、経営学領域、流通システム領域（商業学）で構成され、さらに

ＩＴ関連領域が配置されて、学科目を開設している。この専門科目は、本章「（１）教育課程 ２)

カリキュラム体系」で示したように、基礎科目、専門科目、応用科目、総合科目、演習科目、関連

科目の6科目群に分けている。 

基礎・専門・応用科目の主要科目については、基本的に専任教員が担当している。科目教員の欠

員や国内外研究員で不在の場合には兼任教員での対応としている。2006年度前期の場合、開設され
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ている学科目は、専任教員の担当している全開設科目数は90コマであり、兼任教員の担当している

全開設科目数が 23 コマとなっている。従って、全開設科目数における「専・兼比率」は 79.6％に

なっている。2006年度後期では、全開設科目87.5コマで兼任教員担当科目は19.5コマとなり、「専・

兼比率」は81.8％となっている。 

 

表Ⅲ－37 専門教育の専兼比率 (2006年度) 

  必修科目 選択必修科目 全開設授業科目 

専任担当科目数 0.0 20.0 90.0 

兼任担当科目数 0.0 7.0 23.0 
2006 

前期 
専兼比率（％） 0.0 74.1 79.6 

専任担当科目数 0.0 20.5 87.5 

兼任担当科目数 0.0 8.5 19.5 
2006 

後期 
専兼比率（％） 0.0 70.7 81.8 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

学部の専門科目は、それぞれの領域で兼任教員が担当する学科目が設置されているが、前述した

ように専門科目における主要科目は基本的に専任教員が担当していることから、このような兼任教

員の関わり方は適正な範囲であると考える。 

【課題・改善方策】 

専門科目における主要科目の専任教員の担当状況と兼任教員の科目担当状況は適正の範囲なので、

今後もこの現状を維持していく。 

 

（８） 生涯学習 

 

１）現状 

正課授業科目「商学特別講義Ａ」を、公開講座として位置づけ、長らく生涯学習教育の一環とし

て提供してきている。毎年、様々な時事問題やビジネス問題等の中から、年度毎に統一テーマを設

定し、それに即した各業界の実務家や専門家の複数の方々を講師に招き、その講師陣のリレー式講

義として展開してきた。近年では、北海道立生涯学習推進センターが主催する「道民カレッジ」の

連携講座としても運営されており、一般市民への生涯学習講座としての役割を果たしている。過去

3年の開講状況、受講人数は表Ⅲ－38の通りである。 
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表Ⅲ－38 公開講座実施状況  ※受講人数は講座期間を通しての延べ人数 

受講人数(人) 
年度 統一テーマ 

学生 一般市民

2004 「進化する自治体経営」 661 190 

2005 「地球環境時代のエネルギービジネス」 846 130 

2006 「地上デジタル放送がやって来た」 426 116 

 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

一般市民の参加者は、毎年期間を通して延べ100名以上となっており、大学近隣から聴講登録さ

れる固定的な市民もみうけられるなど、生涯学習への意欲の高さがうかがえる。取り扱うテーマも、

適時、時事問題や話題性などを考慮してビジネスに関連する内容を設定しているため、そうした実

務家・専門家からのリアリティある講演は、学生にも一般市民にもニーズに応えており、生涯学習

への対応として評価できる内容である。 

【課題・改善方策】 

一般市民受講者には毎年、簡単な受講者アンケートを実施しており、感想や意見・要望等を集約

している。今後も社会的なニーズに対応していけるよう、これら一般市民の意見や要望を踏まえな

がら、毎年度講義のあり方の見直しを図りつつ継続し、常に話題性や関心のある内容の提供を追求

し、同時に内容に即した講師陣の人選を考慮して行く。 

 

２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 

 

１）現状 

① 教育効果測定の方法等 

本学部では各教科の教育効果を測定するものとして、受講学生による授業評価がある。統一し

た形での学生による授業評価は、2003年に行っている。また、2004年には、専門科目の導入教育

として位置づけている基礎科目群の商学総論Ａ、経営学総論Ａ、加えて会計学総論Ａ科目におい

て実施した。さらに2006年 4月には、授業内容を含めた学生の本学部に対する全般的な評価がア

ンケート方式で実施されており、結果を学生指導シート「はぐくみ」に個人毎に反映して、個々

の教員が学生指導に活用できるようにしている。 

また、教育効果測定に関連するものとして、ＦＤと関わる研究会を適時開催している。2004年

には、学生による授業評価をもとにして、教育方法と内容の改善や授業の取り組み方について研

究会を開いた。主に、学生の評価の高かった授業担当者の事例の紹介と実際の授業にどのように

工夫して取り入れるかについて参加教員の間で議論された。2005年には学生の参加を得て、教育
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方法をめぐるＦＤフォーラムを開き、学生から問題提起をしてもらう形で授業改善のあり方につ

いて討論を行った。 

② 教育効果測定を検証する仕組み 

これら授業評価の実施にあたっては、教務委員会が中心となって期間や方法などが検討され、

学部教授会で提案、確認の上で進められている。また、必要に応じて集計結果についても教務委

員会で考察や分析、活用方法などが議論され、学部教授会に報告されている。 

③ 卒業生の進路状況 

本学部のカリキュラムは、将来就きたい仕事、つまり就職との関連を重視し、設計されている。

進路設定は選択コースによって基本的に方向付けられる。経営者・起業家コース、営業・販売プ

ロフェッショナルコース、会計プロフェッショナルコース、地域リーダーコース、行政プロフェ

ッショナルコース、そして教職課程が主な柱となっている。こうした、カリキュラムにしたがっ

て卒業を迎えた学生たちの就職状況は、2005年度の場合、卸・小売業などへの就職が36%、サー

ビス業が23%、製造業が14%、金融・保険業が10%となっており、おおむね学部教育の課程に沿っ

たものになっているといえる。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

学生のアンケートによる評価実施の点では、教員がこれを利用しながら、学生の教育課程の進捗

とあわせて、個別的な指導が行われる環境が整いつつあることが評価できる。また、学生からの問

題提起を行ってもらう学生参加型のＦＤフォーラムを実施し、学生と教員の間で活発な討論が展開

された点は評価できる。 

【課題・改善方策】 

学生参加型のＦＤフォーラムは、意見を聴取する学生が相対的に優秀な学生であるという点で限

られていたことや、ＦＤフォーラムやＦＤの為の研究会自体は現状では定期化されておらず、不十

分さを残している。 

今後は、学生の授業評価の内容や方法を検証し、より高度な組織的な取り組みが必要であり、こ

のことを組織的に保障することが必要になっている。また、学生の授業評価が授業改善への工夫と

つながるように、ＦＤ本来の機能が発揮される仕組みの開発と実践が検討課題である。 
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（２） 成績評価 

 

１） 現状 

① 履修科目の登録上限 

札幌学院大学商学部履修細則第8条において、履修科目の年間登録上限を学年次毎に以下のよ

うに定めており（表Ⅲ－39参照）、1年間の科目の履修と4年間での卒業に計画性を持たせるもの

となっている。ただし、例外として、1年次及び2年次の「基礎ゼミナール」、「専門ゼミナール」

(いずれも前期・後期各2単位)については、この履修制限に含めない取扱いとしている。 

 

表Ⅲ－39 履修科目の年間登録上限 

1年次 2年次 3年次 4年次 

48単位 48単位 48単位 48単位 

 

② 成績評価の方法、基準 

各科目の成績評価については、定期試験の他、出席状況、レポート、平素の学修状況（平常点）

により、各科目毎に行われる。授業科目の授業計画(シラバス)に従い、前期および後期の定期試

験期間を定め、そこでの定期試験の実施、または各授業担当者による期間以外での随時考査など

を行った上で、厳格な成績評価を行っている。 

主要な専門科目については、年2回の定期試験に加え、授業の出席状況、毎回の授業でのレポ

ート提出等の要素を考慮し、総合的に 終評価を判断する。これらの他に、「商学調査実習」や「イ

ンターンシッププログラム」の科目については、授業の成果として、講義 終日に「報告会」を

実施し、学生には個々のプレゼンテーションを課して、これを含めて 終評価を判断する内容と

なっている。会計教育においては、簿記原理の一部科目において、授業で行う考査以外に簿記検

定試験の結果による 終評価の判断が実施されている。 

 評価はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの5段階評価とし、Ａ・Ｂ・Ｃ

を合格とし、Ｄ及びＥは不合格としている。成績は100点満

点として、80点以上をＡ（優）、60点から79点までをＢ（良）、

50点以上59点までをＣ（可）、30点から49点までをＤ（不

可）、29 点以下をＥ（不可）として表している（表Ⅲ－40）。

この成績評価については、学期ごとに学生に通知し、各自が

単位修得状況を常に把握できるようにしている。 

表Ⅲ－40 成績評価 

点数 

(100点満点) 
評 価 

80点以上 Ａ(優) 

60～79点 Ｂ(良) 

50～59点 Ｃ(可) 

30～49点 Ｄ(不可) 

29点以下 Ｅ(不可) 

③ 学年毎の学生の質を確保する方策等 

以前まで実施されていた 2 年次留置き制度(2 年次終了時で 52 単位以上修得を必須条件とする

制度)を 2005年度に廃止した。しかし、成績不良、修学困難等で指導・助言が必要な学生は少な

からずおり、こうした学生への対応策については、常に議論してきた。現状では、1 年次の基礎

ゼミナール(前期・後期)と、2 年次の前期の専門ゼミナールについて全学生を所属させ、基本的
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にはゼミ担任の指導が行き届く体制をとっている。ゼミ担任教員が成績不良やその他の事情で修

学困難な学生の事情をいち早く把握し、適切な指導、助言が可能となるよう考慮されている。 

④ 学生の学習意欲を刺激する仕組み 

学生の学習意欲を刺激するものとして、学業奨励制度を設けている。①成績優秀者を一定の基

準に従って学年毎に選考、表彰し、奨励金を交付する。②諸資格において、より高度な資格取得

に挑戦し、合格した学生を選考、表彰し、奨励金を交付する。③商学調査実習に参加した調査グ

ループの報告会において、報告内容等により審査、表彰し、奨励金を交付する。というものであ

る。これは毎年度学生を選考し、表彰式を設けており、こうした奨励生を積極的に目指す学生も

見受けられる。 

全国規模の学生経済ゼミナール大会(ブロックゼミナール大会・インターゼミナール大会)への

ゼミ単位での参加を奨励し、上限は設定されるが参加学生に対する旅費の一部補助を行っている。

毎年、この旅費補助を利用して積極的にゼミナール大会へ参加しているゼミナールがある。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの5段階評価について、学生の単位修得状況ならびに成績内容を明示する方

法として厳格に運用されてきており、授業科目に対する理解度、達成度を測る基準として役割を果

たしてきた点が評価できる。 

学生の学習意欲を喚起する方策としての学業奨励生制度については、少なからず学生の積極的な

学業や資格取得を支援し促すものとなっており、高く評価できる。商学調査実習の優秀賞の選考で

も、グループ毎にその報告水準を競い合う状況ができ、学生自身による切磋琢磨の環境がつくられ

ている点が評価できる。 

【課題・改善方策】 

  現在の素点（100 点満点）をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅに置き換える運用では、評価方法そのものが各

教員の判断に任されているため、科目間の成績評価にバラツキがみられ、公正な成績評価とは言い

難い状況が見受けられる。科目担当の教員間で教育内容、教育方法、評価基準について共通認識を

持ち、適正な成績評価に向けた改善を図っていくことが課題である。 

公正な成績評価に向けて、全学的には制度的変更の段階に入っており、ＧＰＡ制度の導入が2007

年度より実施される。この全学の動向に合わせて、専門科目の成績評価について、素点評価と

Functional-GPAの対応を行う。 

学業奨励、資格取得奨励の制度については、さらなる見直しと充実を図り、今後も日常的に学生

の学習意欲を喚起する様々な工夫や方策を検討していく。 
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（３） 履修指導 

 

１）現状 

① 新入生および在学生へのガイダンス 

履修指導の特徴としては、前述の5つのコースに基づきそれぞれの学生の将来設計に合わせて

履修モデルを提示していることである。従来、学問分野に従って経営、会計、流通という3コー

スに分類し、それぞれより専門的な学習に進むように編成されていた。2000年に新カリキュラム

に再編したのを契機に、学生の望むキャリア形成を支援するという目標を設定して、5 つの履修

モデルを提示することに改めた。  

カリキュラムを事業マネジメント系と地域マネジメント系という2つの系に分類し、それぞれ

の系にリーダーコースとプロフェッショナルコースを設けることによって、次の5つの履修モデ

ルを提示している。①経営者・起業家コース ②営業・販売プロフェッショナルコース ③会計

プロフェッショナルコース ④地域リーダーコース ⑤行政プロフェッショナルコースである。

履修指導ではこれら5つのコースを明示し、学生が将来の目標を設定して、それぞれ目標とする

コースにしたがって履修できるように配慮している。 

在学生に対しては、学年毎に履修要項に基づいたガイダンスをおこなっている。演習について

は事前にゼミナールの一覧表とゼミナール担当者によるゼミナールの内容を記載した冊子を作成

し、対象となる全学生に配布している。学生は随時アポを取り、教員の研究室にて説明を受ける

ことができる。新入生に対しては、教務委員を中心に本学部の教育の内容とカリキュラムについ

て概要を新入生ガイダンスにて説明し、新入生合宿オリエンテーションの期間中に基礎ゼミナー

ル担当の教員による、履修に関する個別相談を実施している。 

② 成績不振者に対する履修指導 

成績不振者に対する履修指導は前期 1 回、後期 1 回実施している。2 年次生は 1 年終了時にお

いて26単位以下の学生、3年次生は2年終了時において60単位以下の学生、4年次生については

3年終了時において90単位未満の学生を対象に実施している。また留年生については全員を対象

としている。指導には基本的にはゼミナール担当教員が当たり、ゼミナールを履修していない学

生については教務委員が分担して対応している。履修指導の際の面談記録は担当教員が学生指導

シート「はぐくみ」に入力し教員相互の情報の共有を行なっている。これにより履修指導の継続

性を実現している。また呼び出しに応じない学生については教務課から保護者宛の文書を送付し、

対象となる学生全員の指導を実施できるよう努力している。 

  ③ オフィスアワーの状況 

     本学部ではオフィスアワーを設けてはいない。しかしながら、現行のカリキュラムの中で1年

次の基礎ゼミナールと2年次前期の専門ゼミナールでのゼミ担任制によるきめ細かな指導が、実

質的にはオフィスアワーの役割に近いものとして機能している。ゼミ担任との日常的な履修相談

については、週1回のゼミナールの場以外に随時研究室などで行われており、特に1年次基礎ゼ

ミナールでは、各担任が学生の各授業の出席状況などを基に、ゼミナール時間外で個別指導にあ
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たっている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

新入生合宿オリエンテーションについて、学生は高い評価をしている。2006年度新入生合宿オリ

エンテーションのアンケートによると、非常に有意義、有意義と回答したのは 86.8%であった。新

入生同士の交流が図られ、友人ができたとした学生が 48.3%を占めている。入学にあたり不安に感

じていたことが解消されたと回答した学生が 15.6%であった。新入生にとって 初の難関である科

目選択と履修登録について、個別相談も含め徹底した指導の成果が現れていると評価できる。 

成績不良者に対する履修指導については、2006年度秋に実施した学部独自のアンケート調査によ

ると、先生と対面で話ができてよかった（32%）、親身になって話を聞いてくれた（15%）、先生から

良いアドバイスをもらった（20%）と高い評価を得ている。 

【課題・改善方策】 

成績不良者の指導については、相談を受けた学生は概ね良好な評価をおこなっているのであるが、

履修相談を欠席する学生も若干名おり、対象者全員が受けるようさらに指導を強めていく必要があ

る。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 

 

１）現状 

① シラバスの作成と活用 

各講義、演習に関するシラバスを4月のガイダンス時に配布するとともに札幌学院大学Ｗｅｂ

ページからもアクセスできるようにしている。その内容は①授業のねらいと到達目標、②授業方

法、③授業内容と計画（14回の授業のテーマを明示）、④成績評価（出席・レポート・小テスト・

定期試験の内訳を明示）、⑤テキスト、⑥参考文献、⑦関連するＷｅｂページ、⑧教員のメールア

ドレス、⑨教員の研究室番号である。シラバスを通じて毎回の授業のテーマ内容を明示すること

によって授業全体の見取り図をあらかじめ学生に示している。また、各科目の成績評価の方法と

配点についても掲載するようにして学生に提示している。教員のメールアドレスと研究室番号も

記載している。 

② 学生による授業評価の活用状況 

教育効果の測定に関わる全学的な取り組みとして、学生による授業評価アンケートを3回実施

（1997 年、2003 年、2005 年）している。第 2 回調査では、全体評価、学科別・学年別・性別・

受験形態別・専任非常勤別・教員年齢別・教室規模別の評価データが網羅された。これらは調査

報告書にまとめられ各教員に手渡されて、個々の教員の授業改善に役立つよう活用が図られた。

また、学部長、教務委員長には個別データも開示され、教務委員会で問題が検討された。さらに

学部長による個別データの分析が行われ、その中から学生評価の高い授業を抽出し、2004年には
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教育方法と授業内容改善を討論する「私の授業実践」という研究報告会を実施し、特徴ある教育

実践の紹介と教員間での共有化が図られた。 

2005年には第3回授業評価アンケートが実施され、現在、報告書を作成中である。 

③ 「はぐくみ」を活用した修学指導の実践と学生による評価の活用 

本学部は、2004年度に導入された情報ポータル及び学生指導シート「はぐくみ」をいち早く学

生への修学指導に活用している。具体的には、毎期履修時に実施する情報ポータルによる履修時

アンケート調査を用いて、個々の学生が抱えている履修、大学生活全般、将来の進路に対する悩

みや不安を聴取し、その結果を「はぐくみ」の所見欄に転記した。このデータをゼミナール担当

教員が「はぐくみ」を利用しながら個別面談を実施することで、面談による修学指導がより効果

的に行われるようになった。また、2006年度から実施している、学生による評価については、個々

の学生の回答をこの学生指導シートに反映させ、教員が個別指導を実施する際の基礎データとし

て役立つようにしている。 

④ ＦＤ活動の組織的取り組み 

2004年度には、学生による授業評価をもとにして、教育方法と内容の改善や授業の取り組み方

について研究会を開いている。主に、学生の評価の高かった授業担当者の事例の紹介と実際の授

業にどのような工夫を取り入れることができるのか、参加教員の間で話し合われた。2005年度に

は実際に学生に参加してもらい、教育方法をめぐる学部としてのＦＤ研究会を開き、学生から問

題提起をしてもらう形で授業改善のあり方について活発な討論を行っている。 

2006年度には、学生への個別の修学指導の重要性が増す中、学生の意欲を引き出し、学生自ら

の明確な到達目標を見出すための的確な助言や指導を行うコミュニケーションテクニック（コー

チング技法）に着目し、その技術を教員に学んでもらうことを意図したコーチング講習会をＦＤ

活動の一環として実施した。コーチング講習会では、外部のコーチングの専門家を学外講師に迎

え、半日に渡ってロールプレイング形式での実践的な講習を複数の教員が受講した。この結果、

後日調査したアンケート結果では、8割の学生が教員との面談が「良かった」と答えている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

新学期におけるガイダンス時にシラバスを用いた履修指導を行なっている。学生が履修モデルを

基本に、シラバスの情報を利用しながら4年間の学習を系統的にスムースに進められるよう工夫し

ている。また情報ポータル、学生指導シート「はぐくみ」を利用した個別指導をおこなうことによ

り、学生の抱える問題を早期に発見し、教員相互の連携により組織的な対応が可能となっている。

教務課の窓口における学生指導にも大いに役立っている。さらにＦＤフォーラムにおいて学生の生

の声を教員が聞く機会を提供している。学生との個別面談に際し、教員が注意すべき問題点につい

てコーチングの学習会は有意義であった。入学前学習は入学前に本学部の学習内容にふさわしい 1

冊の本を読ませることによって、スムースに入学後の学習に取り掛かることが可能となっているな

どの点が評価できる。 
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【課題・改善方策】 

シラバスについては、学生により内容の豊かな情報提供を行なえるよう、教員間におけるシラバ

スに対する共通認識を徹底し、できるだけ同じ形式に整えるよう配慮する。情報ポータル、学生指

導シート「はぐくみ」によって教員と学生が自由に交流できる場を設定しているが、教員相互間の

情報のやり取り、教務課の窓口との連携など今後さらに強化しなければならない。 

学生による授業評価の活用については、学部研究会、ＦＤ研究会などで積極的に討論されてきお

り、今後、さらなる活用方法を教務委員会、教授会で議論を重ね、検討していく。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 

 

１）現状 

授業形態は、講義、演習および実習の形態がとられている。多くの専門科目の講義では、ＡＶや

ＩＴ機器を利用した授業方法がとられている。講義や演習での学生からの質問への応答、またレポ

ートの提起と資料提供などについては、情報ポータルを通して行うことが、かなりの授業で行われ

ている。導入教育では、新入生の身近な事例を取り上げ、具体的な素材をもとにして講義を行う授

業方法がとられている。 

大半の授業は、講義形式で行われているが、その中で「商品学Ａ」「商品学Ｂ」のうち、「商品学

Ｂ」では、講義形式の中に商品テストなどの一部実験を取り入れて行っているものがある。 

演習は、主に演習室で行われ、当該専門領域の専門的な学術的知識とその応用力を身につけさせ

るため、情報収集と分析力、問題解決力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、デ

ィベート力、そして論文やレポート作成を通して文章能力を育成することを共通の教育目標にして、

それに適した授業方法をとっている。演習の授業方法は各専門領域に適した方法が用いられている。 

実習科目としては「インターンシッププログラム」を置き、通年の講義に加えて、実習先企業で

の2週間程度の就業体験実習を行っている。 

「商学調査実習」という科目があるが、前期の授業時間を講義で行い、後期に3泊 4日程度のフ

ィールド調査を行い（夏休みに行う場合もある）授業方法をとっている。これは、実習とはなって

いるが、講義形態の授業として運用している。ゼミとの連動も行われている。この授業は問題発見、

問題解決型の授業という性格から、学生が自分たちで問題提起を行う参加型の授業方法を取り入れ

ている。この実習は7～8のグループで構成され、グループごとに調査結果と提言をまとめ、報告会

で発表するが、この発表会は、後の卒業研究につながるケースがかなりあり、ワークショップ・ス

タイルの授業方法になっている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

導入教育においては、授業方法や評価基準について担当者間でおおよそのガイドラインが決めら

れ、それにしたがって授業が行われている点が評価できる。講話が中心の講義であっても、ＡＶや
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ＩＴ機器を利用した授業方法は学生の関心を引き出す効果をもっていると評価される。授業時間中

にインターネットを利用した授業では、その内容に合った素材をリアルタイムで、多くの受講生に

提供するというメリットがある。伝統的に、質問への回答を個別に行う学生の参加型授業が多くの

講義で行われてきたことは評価できる。 

【課題・改善方策】 

  ＡＶやＩＴ機器を利用する授業コンテンツの作成は、大学の電子計算機センターの援助があるも

のの、技術的・時間的な困難さを伴うことが多く、またＩＴＣ技術に明るい教員でないと積極的な

利用が波及していかないという課題がある。 

ｅラーニング教材の作成によって授業を補完する授業方法やワークショップ方式による学生の学

習内容へのインタラクティブな授業方法の模索を進める。情報教育担当の専門教員も配置されてお

り、実験的・先導的な試みが多くなされているので、その教育方法を波及させていく仕組みを充実

させることが必要と考えている。 

 

３ 国外における教育研究交流 

  

国際化の対応と国際交流の推進に関する基本方針並びに国際レベルでの教育研究交流を緊密化させ

るための取り組みの現状については全学レベルで決定される事項である。従って本報告書「Ⅲ 学士

課程の教育内容・方法等」の「１．全学部共通 ３ 国外における教育研究交流」の箇所に記載して

いる。 

 

４ 退学者の現状と課題 

 

（１） 現状 

 

過去 3ヵ年の状況をみる限り、毎年度50名を超える退学者が出るに至っており、学部全学生の

6～7%が何らかの理由により大学を途中で断念する結果となっている。退学理由は、①経済的理由

による授業料納付困難、②修学意欲喪失、③進路変更によるものに大別される。これら事情が複

合して退学理由となることもケースとしてあるが、このうち②と③が高い割合となっており、続

いて①の経済的理由の順となっている。例年、同様な傾向として推移している。②及び③の退学

理由で学生に共通しているのが、修得単位が極めて少数であり、修学継続が困難な場合である者

が多いことである。 

以前より、このような退学者の増加傾向を懸念し、放置できない問題として認識しており、教

務委員会、学部運営会議で議論を重ねて来ている。学年別にみた場合、2 年次の退学者が群を抜

いていることが明瞭であるが、これまで制度化してきた2年次留置制度（2006年 4月制度廃止）

により、いわゆる 2 年次留年者が増加の一途を辿り、2 年次終了の段階で大量の退学者を出す状

況に至っていた。これにより1～2年次の退学者が3～4年次に比べ極めて多い結果となっており、
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さらに4年生まで学年進行したものの、4年次で所定の卒業要件を満たせずに留年となった者が、

結果的に退学するケースも見受けられる。 

また、1 年次における退学者数も少なくなく、入学前から抱えている問題に起因して退学する

ケースなどが散見される。 

 

表Ⅲ－41 過去 3ヵ年の退学者数（除籍者を含む） 

2003年度 2004年度 2005年度 

1年 2年 3年 4年 合計 1年 2年 3年 4年 合計 1年 2年 3年 4年 合計

8 41 4 5 58 11 41 3 10 65 10 32 4 6 52 

 

表Ⅲ－42 退学理由別退学者数（除籍者を含む） 

退学理由 2003 2004 2005 

経済的理由 15 17 11 

修学意欲喪失 14 17  7 

進路変更 18 27 27 

その他 11  4  7 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

このような退学者の増加問題に対し、様々な教育改善の取り組みによって退学者増に歯止めをか

けるべく努力を注いできた。2000年のカリキュラムの大幅な改革以降、基本的に個々の学生に行き

渡る指導が必要との認識に立った、基礎ゼミナールの「履修必修」化、4 年間一貫したゼミナール

制度でのゼミナール加入促進、成績不振者への担任からの個別的修学指導などの対策を次々ととっ

てきた。こうした対策努力は評価できるものと思われる。 

 【課題・改善方策】 

   しかし、残念ながら退学者を抜本的に減らすことには繋がっていない。特に修学意欲の喪失に関

しては、入学動機などとも関わって、学生自身が入学時より抱えている内面的問題もあり、担任か

らの個別指導にも限界がある。 

経済的な事情による退学の場合を除き、それ以外のケースでは、学生が退学に至る経緯の中で、

積極的に関わりを持ち、個別対応をできるだけ速くとることが重要である。その上で適切なアドバ

イスやサポートによって、退学を未然に防ぐ方策が可能となる。 

引き続き 1 年次の「基礎ゼミナール」全員履修を基本に、担任指導体制をとってゆく。ゼミナー

ル担任が可能な限り学生の動向を把握するよう努め、情報ポータルを活用した学生・教員間のコミ

ュニケーション向上を図る。同時に学生の修学状況（授業の出席状況、単位修得状況）に関わる情

報を担任教員が共有し、学生の個別修学指導を適時的に実施することが重要で、成績不振を放置し

ない迅速な指導体制を強める。 
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また、指導、相談の内容により複雑な事情に対応するため、場合によっては専門家の判断を仰ぐ

などの体制づくりも検討課題とする。 

一方、修学意欲喪失等のケースでは、学生本人にとって別な進路の選択が妥当である場合も考え

られる。この場合には、事情を勘案の上、むしろ早期に退学を促すことも必要な措置と考える。受

入れ責任を果たすスタンスを堅持しながらも、少なからず発生する修学継続困難者の見極めと迅速

な対応は今後の課題である。 

いずれにしても学部としては、きめ細かな修学指導の実施と成績不振学生の早期個別対応を展開

し、可能な限り退学者の減少に努力を傾注していく。 
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