
Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（経済学部） 

３．経済学部 

 

【教育目標】 

１．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 

２．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  

３．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 

 

１ 教育内容 

 

（１） 教育課程 

 

１）教育改革過程の変遷 

商学部第一部経済学科を改組・転換して経済学部を設立したのが1991年 4月である。その改組・

転換の趣旨は 

① 国際化・情報化の進展に伴う課題、とくに北海道経済の活性化に貢献する人材の養成のため 

② 経済学部一貫教育と教員組織の一層の充実を図り、社会的要請に応える 

③ 経済学科学生の履修状況と卒業資格を適合させ、経済学士の称号を与える 

であった。 

商学部第一部経済学科から経済学部経済学科への改組・転換が一年申請であったため、カリキュ

ラムは未成熟であった。それを補充し充実させるために、1991年 7月に「共同研究プロジェクト会

議」（1991年 7月から1994 年 3月）を立ち上げ、2年半の年月をかけ新カリキュラムを準備した。 

改組・転換後の経済学部のカリキュラム体系は、共通基礎科目（Ａ群）、専門基礎科目（Ｂ群）、

国際経済関連科目（ＣⅠ群）、地域経済関連科目（ＣⅡ群）、ゼミナールや外国書講読などの科目か

らなるＤ群、商学と法学関連科目（Ｅ群）、ならびに一般教育科目群から構成される。専門科目は

表Ⅲ－43に示される。 

 

表Ⅲ－43 1991年 4月スタートの経済学部カリキュラム体系 

Ａ群 共通基礎科目 
経済原論ＡI，経済原論ＢI、経済原論ＡⅡ,経済原論ＢⅡ、経済統計

学、経済学史、日本経済史、西洋経済史の8科目 

ＢⅠ群 専門基礎科目 
価格理論、所得分析、経済政策、財政学、金融論、公共経済学、社会

政策、労働経済論の8科目 Ｂ群 

ＢⅡ群 専門基礎科目 国民経済計算論、景気循環論、工業経済論、労働運動史の4科目 

ＣⅠ群 国際経済関連科目 
日本経済論、国際経済論、国際金融論、社会主義経済論、現代資本主

義論の5科目 
Ｃ群 

ＣⅡ群 地域経済関連科目 
地域経済論、北海道経済論、地方財政論、農業経済論、中小企業論の

5科目 

Ｄ群 
ゼミナール・ 

その他の科目 

プロ・ゼミナール、専門ゼミナール I,Ⅱ、外国書講読、統計処理、

コンピュータ概論、経済学特別講義、卒業論文の8科目 

商学関連科目 簿記、経営学総論、会計学、株式会社論、労務管理論の5科目 
Ｅ群 

法学関連科目 民法、商法、経済法、労働法の4科目 
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このカリキュラムをベースにして2度カリキュラム改革をおこなった。 初の改革は、1991年度

から 1994 年度までの「共同研究プロジェクト会議」においてなされた。第 2 次のカリキュラム改

革は、「経済学部構想委員会」（2000年 10月から2001年 3月）においてなされた。 

その「共同研究プロジェクト会議」では、各科目群の連携をどうするか、一般教育科目の「経済

学」、「経済原論」ならびに「プロ・ゼミナール」の相互関連、国際経済関連科目と語学教育（外国

語教育）の関連、不足している科目、4年次配当科目などの問題が議論された。 

その会議の結論に基づき、経済学部教授会で充実カリキュラム案を議論し、1995年度に教授会の

意見が集約され、「新充実カリキュラム」が1996年度からスタートした。この「新充実カリキュラ

ム」体系の大枠は上の表と同じであるが、科目統合、科目名称の変更、新科目の追加を行ない、時

代のニーズにそぐわない科目は廃止した。各群の科目の重複を少なくし、群間の連携を取るために

科目統合、科目名称変更、新科目が設置された。 

① 科目統合・科目名称の変更 

「所得分析」と「経済原論ＡI」が統合され「マクロ経済学」に、「価格理論」と「経済原論Ａ

Ⅱ」が統合され「ミクロ経済学」に変更された。「統計処理」と「コンピュータ概論」が「経済

情報処理論」、「経済原論ＢⅡ」が「マルクス経済学」に科目名称の変更が行われた。 

② 新科目の追加 

新しい科目として、産業に関連した科目と情報に関連した科目が追加された。この新しい科目

は時代の変化に対応した科目として取り込まれた。追加された産業関連科目は、「産業連関論」、

「産業論」、「産業調査実習」、情報関連科目は「経済情報論」であった。また、各国経済の問題

を扱う科目も追加された。アジア経済の発展・成長を扱う科目としての「アジア経済論」や「ア

メリカ経済論」、ＥＵ経済や極東経済に関する科目を「国際経済特別講義」として開設し、「地域

経済特別講義」を追加し、Ｃ群科目の充実を図り、カリキュラム体系を成熟させた。 

③ 廃止した科目 

他方で、時代のニーズに合わなくなった「工業経済論」と「社会主義経済論」は廃止された。 

④ 4年生科目の設置 

3年生大学を返上する（3年間で卒業所要単位を修得し、4年生で科目を履修しないことを避け

る）ために、4 年生科目（「日本経済論」、「国際経済論」、「地域経済論」）を配置し、4 年生の選

択必修科目とした。それを半期集中で開講すると前期に4年生科目が開講され、学生に科目を履

修させる目論見であったが、しかし、4月から就職活動が始まり、就職難の「失われた10年」に

おいては、4年生科目の履修は学生には厳しいものであった。 

 

この 初の改革では、いくつかの問題は未解決のまま持ち越された。特に、一般教育科目の「経

済学」、「経済原論」ならびに「プロ・ゼミナール」の相互関連、国際経済関連科目と語学教育の関

連の問題では合意を得られず、未解決のままに残された。 

第 2 次カリキュラム改革の「経済学部構想委員会」（2000 年 10 月～2001 年 3 月）は、大学院申

請に耐えうるカリキュラム体系の構想を目指し、「報告書」を 2001 年 3 月末に学部長に提出した。
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新しいカリキュラムを教授会で検討し、2004年度からスタートさせた。このカリキュラムの基本部

分は現在のカリキュラムに継承されている。 

その「構想委員会」は、第一に、カリキュラムの柱になる企業・情報・金融をコンセプトとする

新しい科目群「現代経済科目群」を組み込み、地域経済科目群と国際経済科目群を統合し、「地域・

国際科目群」とした。第二は、導入科目として「経済学入門Ａ」と「経済学入門Ｂ」を開設し、「経

済原論Ａ」および「経済原論Ｂ」を廃止した。これによって全く経済学を学ばない学生の入学に対

処することが可能になった。第三に、4年生科目を廃止し、「日本経済論」、「国際経済論」、「地域経

済論」の3科目を基礎科目に配置替えした。第四に、専門ゼミナール教育の充実を図った。単位認

定を伴わない「サブ・ゼミナール」を「専門ゼミナール I」に替え、単位認定の必要な科目として

開講した。第五に、「インターンシップ」、「経済学特別講義」、「産業調査演習」をキャリア教育科

目としてカリキュラムに設けた。このことによってキャリア支援教育の足がかりをつけることが可

能になった。 後に、授業形態を工夫した。基礎科目は4単位開講にし、「現代経済科目群」や「地

域・国際科目群」は原則2単位開講とした。 
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２）カリキュラム体系 

① 開設授業科目と卒業所要単位数 

経済学部のカリキュラム表（全学共通科目も含む）は表Ⅲ－44に示される。 

 

表Ⅲ－44 経済学部のカリキュラム表と履修方法 （2005年度以降入学生に適用） 

区  分 科 目 等 履修方法 

基礎科目 
「外国語科目」、「コンピュータ基礎」、「論述・

作文」に関する科目 

同一外国語科目を8単位以上

「コンピュータ基礎Ａ、Ｂ」、

「論述・作文Ａ、Ｂ」は履修

必修 

Ａ群 「思想・言語・自然」に関する科目 4単位以上履修 

Ｂ群 「地歴・異文化・文芸」に関する科目 

4単位以上履修 

外国人留学生については、

「日本事情Ａ」、「日本事情

Ｂ」、を必修とする。 

Ｃ群 「社会・環境・心身」に関する科目 4単位以上 

教 

養 

科 

目 

総合科目群 
教養ゼミナール、全学共通特別演習、 

キャリア開発教育関連科目や諸資格（教員免許等）

「職業と人生I」は履修必修

 

全 

学 

共 

通 

科 

目 

 全学共通科目計 36単位以上

Ａ群 入門科目群 経済学入門Ａ，経済学入門Ｂの2科目 
2科目4単位中2単位以上選択

必修 

Ｂ群 
基礎科目群 

 

ミクロ経済学、マクロ経済学、金融論、財政学、

国際経済論、国際金融論、地域経済論、経済政

策,社会政策、公共経済学など21科目 

21科目82単位中48単位以上

選択必修 

ＣI

群 

現代経済 

科目群 

現代ファイナンス論、環境経済論、応用ミクロ

経済学 

ゲーム理論（現代産業論）、現代経済政策など13

科目 Ｃ群 

ＣⅡ

群 

地域・国際 

科目群 

北海道経済論,地方財政論、アジア経済論、アメ

リカ経済論、ヨーロッパ経済論、産業調査演習、

地域開発論など12科目 

現代経済科目群と地域・国際

科目群の各科目群から 4 単位

以上を含め16単位以上選択必

修 

Ｄ群 
ゼミナール群・ 

その他の科目群 

プロ・ゼミナール、専門ゼミナールI,Ⅱ,Ⅲ、

インターンシップ,経済学特別講義、外国書講読

Ａ、外国書講読Ｂ、卒業論文の9科目 

「プロ・ゼミナール」必修 

 他の科目は選択科目 

 

商学関連科目 
簿記、会計学、経営学総論Ａ，経営学総論Ｂ、

商学総論Ａ、商学総論Ｂ、中小企業論の7科目
選択科目 

Ｅ群 

法学関連科目 民法Ａ,民法Ｂ、商法Ａ,商法Ｂの4科目 選択科目 

専 

門 

科 

目 

専門科目計 88単位以上

（専門科目は2004年度以降入学生に適用） 

専門授業科目は、「入門科目群（Ａ群）」、「基礎科目群（Ｂ群）」、「現代経済科目群（ＣＩ群）」、

「地域・国際科目群（ＣⅡ群）」、「ゼミナール群・その他の科目群（Ｄ群）」、「商学関連科目と法

学関連科目（Ｅ群）」から構成される。 

経済学部の卒業所要単位数は 124単位以上である。この124単位中、専門科目が88単位以上、

全学共通科目が 36 単位以上である。さらに、専門科目の 88 単位以上の中、選択必修科目が 66

単位、必修科目が2単位、他は選択科目である。全学共通科目では、必修科目が外国語科目8単

位、「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）科目が、「論述・作文Ａ」、「論述・作文Ｂ」と「コンピュータ基礎Ａ」、「コンピュ
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ータ基礎Ｂ」、「職業と人生 I」の 10 単位である。全学共通科目の単位数は 36単位以上で、その

中には、教養科目である「思想・言語・自然」に関する科目群（Ａ群）、「地歴・異文化・文芸」

に関する科目群（Ｂ群）、「社会・環境・心身」に関する科目群（Ｃ群）についてそれぞれ4単位

以上を含めて修得することを義務づけている。「総合科目群」の「職業と人生Ｉ」は「履修必修」

にしている。 

② 経済学部の教育目標と学校教育法第52条、大学設置基準第19条との関連 

経済学部の教育基本姿勢は学校教育法第 52 条を踏まえたものになっている。カリキュラムの

体系と教育目標の関係ならびに大学設置基準第19条との関連は次の3点で説明される。 

第一は、経済学部の第3の教育目標である「市民社会の形成に参加する自律した人間教育」を

具体化することである。経済学部のカリキュラムでは、社会現象（インフレ、失業、財政赤字、

株価の上昇など）の規則性や法則性から人と人の関係を理解できるように教育し、指導・支援す

る。入門科目群（Ａ群）の「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」、基礎科目群（Ｂ群）なら

びに2年生の配当科目「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」において経済学の基本的な知識や考え

方、同時に、1 年生の配当科目「日本経済史」、「西洋経済史」において経済学の大前提である市

場経済成立の条件、個人の財産権や所有権、ならびに市民社会と市場経済の関係などを教える。

3 年生配当の「公共経済学」や「財政学」などで、日本の財政制度や公共部門の意義、個人と公

的部門のかかわり、また、公共財や租税の社会的意義とその必要性を教える。また、2 年生配当

の「社会政策」では、働く人々の権利と職場環境の変遷を学ぶのみならず、今日社会問題化して

いる社会負担（社会保険料）や社会給付（年金給付や社会扶助）の観点から、国民の生きる権利

とその義務（負担）について教える。 

1年生必修の「プロ・ゼミナール」、2年生後期開講の「専門ゼミナールⅠ」ならびに全学共通

科目において、多様な社会問題について学生と担当教員が親密にコミュニケーションを保ち、幅

広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する。 

第二の点は、経済学部の第2の教育目標を「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」を敷衍（具体化）することである。 

2年生および3年生に配当する「基礎科目群（Ｂ群）」において、経済学の諸概念およびその思

考方法、さらに現実の経済社会を分析する能力を鍛え、幸福で豊かな日常生活を営むに必要な知

識を学ぶ。同時に経済学の教育を通じて、日常生活で体験・実践することの意味・意義を教える。

また、「専門ゼミナールⅡ」において、経済学の専門知識や思考方法などを教える。 

第三の点は、経済学部の第1の教育目標である「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」を実現することである。積極的に現代経済の問題に取り組む能力を磨き鍛え、

現実の社会で活躍し国際的視野と地域視点を持った人材育成をする。 

経済学部カリキュラムの「現代経済科目群（ＣⅠ群）」と「地域・国際科目群（ＣⅡ群）」にお

いて、産業経済の問題（雇用や金融や産業などの問題）や地域・国際経済（日本経済の雇用や財

政・金融問題、地域経済の雇用や地方財政、地域開発、アジア経済、ＥＵ経済など）の問題を教

える。「産業調査演習」や「インターンシップ」や「経済学特別講義」において、産業社会の現
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場や地域社会の実態を体験・経験し、産業や地域社会に興味関心を抱く実践的能力を磨き鍛える。

「専門ゼミナールⅢ」において、教員の指導のもとで、現代経済の問題や地域・国際経済問題を

分析する能力、および総合化する能力を研鑽する。 

経済学部のカリキュラム体系のＡ群、Ｂ群およびＣ群の授業科目の履修を通して、学生に経済

学部の教育目標に導くことを指向している。 

③ 基礎教育科目と倫理教育科目 

基礎教育はカリキュラム体系のＡ群に属し、導入科目でもある「経済学入門Ａ」「経済学入門

Ｂ」と 2 年生配当のＢ群科目によって行う。「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」は選択必

修科目であるが、1 年生すべてが履修できるように時間割を工夫している。この科目は、経済学

部の導入教育科目になっている。全学共通科目の基礎科目の「コンピュータ基礎Ａ」、「コンピュ

ータ基礎Ｂ」は情報教育の基礎を与え、また、「論述・作文Ａ」、「論述・作文Ｂ」は、1年生の「履

修必修」科目であり、論述・作文の基礎を与える。 

経済学部の倫理教育は、毎年度初めにセクシュアル・ハラスメント防止委員会の指導の下に、

「プロ・ゼミナール」、「専門ゼミナールⅠ,Ⅱ,Ⅲ」において行う。情報リテラシー教育は「コン

ピュータ基礎Ａ」にて行う。 

④ 一般教養科目（全学共通科目） 

全学共通科目の教養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」できるようにカリキュラムは組まれている。 

教養科目の分野である、「思想・言語・自然」に関する科目、「地歴・異文化・文芸」に関する

科目、「社会・環境・心身」に関する科目からそれぞれ 2 科目（それぞれ 4 単位）以上を履修さ

せる。さらに、総合科目群で「職業と人生 I」を「履修必修」にし、学生の職業観の育成を支援

している。 

⑤ 国際化と外国語科目 

経済学部の学生に、同一外国語（全学共通科目）科目を8単位履修することを義務づけている。

大半の学生は英語を選択している。経済学部の専門科目に「外国書講読Ａ」と「外国書講読Ｂ」

が開講されている。 

国際化の中で経済学部生に外国語（とりわけ英語）をどのように教育するかについては、過去

における「語学教育に関する検討」（1991～1994 年にかけて検討）にもかかわらず、現在、経済

学部では外国語教育に関して共通見解に至っていない。 

経済学部では、1991 年 7月から1994 年 3月のカリキュラム充実のための「共同研究プロジェ

クト会議」において、「語学教育について」議論された。語学教育の意義は、第一に、国際性へ

の対応として国際的視野を持った人材の育成、第二に、教育機関としての国際性、第三に、外国

語教育などの国際教育の改善、であるとおさえ、外国語、特に英語教育の改善を掲げて英語教育

の改革に力を注いだ。英語教育の問題として、第一に、受講環境の問題（多すぎる受講学生数、

少なすぎる講義時間、グレードを考慮しないクラス編成）、第二に、学修目標の欠如、第三に、

スタッフの問題（ネーティブ・スピーカーの不足、スタッフ間の協議の不足）を挙げ、この解消
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案を総合教育センター（当時の一般教育会議）に提出した。経済学部の案は、以下の(1)から(3)

であった、すなわち 

(1) 「一般外国語」（一般英語）を必修制とし、その獲得目標を総合的運用能力の基礎の形成・

強化とし、クラス編成を初級Ⅰ～Ⅲ、中級Ⅰ～Ⅲ（グレード別編成）とした 

(2) 「特修外国語」（特修英語）を選択制とし、その獲得目標を総合的運用能力の強化および英

語圏世界の文化的社会的背景の理解とし、クラス編成を英語コミュニケーションⅠ～Ⅳ, 英語

講読Ⅰ～Ⅱ（現代社会、現代文化）とする 

(3) 第二外国語を選択必修にする 

であった。この案の一部は全学共通科目に取り入れられ、英語ⅠＡ～英語ⅢＡ、英語ⅠＢ～英語

ⅢＢとして開講されるようになり、グレードを考慮したクラス編成もなされるようになった。経

済学部では、外国語は依然として教養としての外国語のままであり、国際的視野をもった社会人

に学生を育てるための外国語教育、すなわち国際化と語学教育をどのように結合させるかについ

ては明らかではない。 

⑥ 国際的視野と地域視点をもち、産業社会で活躍する人材育成教育科目 

「現代経済」を産業、金融､情報の観点からより深く理解する科目の配置をしている。経済に

関する専門性を高めるために、現代の産業や金融（ファイナンス）、経済情報、環境経済に関する

講義科目を開講し、2年生の「インターンシップ」では企業の生産活動を体験する。3･4年生の「産

業調査演習」では、実際に、ある産業あるいはある地域を調べ、 産業についての理解を深め、「産

業連関論」「景気循環論」ではマクロの視点から現代産業を分析する｡「ゲーム理論（現代産業論）」

や「現代ファイナンス論」や「応用ミクロ経済学」では個別企業あるいは個別産業の動きを産業、

金融､情報などの総合的観点から解説する。「現代経済数量分析」では、エクセルおよびエクセル

統計ソフトを使い、現代経済の具体的な経済データを使い､現代経済を各種の経済に関する情報か

ら数量的に解析する｡ 

地域経済と国際経済の結びつきを深く理解し、国際的視野と地域視点を確実にするために「地

域・国際科目群」を配置してある。地域経済に関しては「北海道経済論」、「地域開発論」、「都市

経済論」、「地域経済史」、国際経済に関しては「アジア経済論」、「ヨーロッパ経済論」、「アメリカ

経済論」、「発展途上国経済論」を配置してある。3・4年生の「日本経済論」、「地域経済論」、「国

際経済論」では、日本経済、地域経済および国際経済の基本原則を学び、同時に日本と日本国内

の諸地域の関係､日本と国際地域の関係を学ぶ。この科目は「地域･国際」経済の総論科目である。 

⑦ 他学部・他学科授業科目 

経済学部では、広く教養とともに専門に関連する分野での研究を深めるために、他学部・他学

科の専門授業科目の履修を認めている。他学部・他学科の専門授業科目を履修した場合、経済学

科課程修了（卒業）要件に含めているが、他学部・他学科の専門科目で経済学科修了要件に含ま

れる単位数の中で、全学共通科目として認定されるのは上限8単位、専門科目として認定される

のは上限16単位となっている。このことを経済学部の履修細則で学生に示すとともに、他学部・

他学科が公開している科目の一覧表を経済学部の履修要項で学生に提示し、学生が積極的にこの
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制度を利用し、教養と専門性を深めることができるように便宜を図っている。 

 

３）学部教育の重点的取り組みと特徴 

① 4年間一貫したゼミナール教育 

ゼミナール教育の到達目標は、学生の分析力と総合力を鍛え向上させると同時に、論理的な文

書（論文やレポートなど）を仕上げる鍛錬をし、「ゼミナール論文」等を仕上げることである。

また、各年次の目標は表Ⅲ－45に示すとおりである。 

4年間のゼミナール活動を前期、中期、後期の3期に分け、ゼミナール教育を一貫させている

（表Ⅲ－45）。さらに、経済学部の教育目標との関係で 4 年間一貫したゼミナールをさらに充実

させるためには、いくつかの課題がある。第一に、学生の実践的能力をゼミナール教育活動でい

かに鍛えるか。その一例は、工場見学や職場見学の経験を通して鍛える。第二に、「産業調査演

習」や「インターンシップ」や「経済学特別講義」と連携をいかにはかるか。第三に、「卒業論

文」と専門ゼミナールの連携を工夫することである。 
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表Ⅲ－45 4年間一貫したゼミナール活動：前期、中期、後期 

 目  標 内  容 

「プロ・ゼミナール」の目標 

・新入学生が大学生活にとけ込めるように親身

に支援・指導する  

・読み、書き、表現力（プレゼンテーション）

の向上を図る  

・コミュニケーション能力の向上を図る 

・経済と経済学に対する興味・関心を引き出す

「プロ・ゼミナール」の主な内容 

（1）プロ・ゼミナール学生に報告書やレポートの 

   書き方・作成の仕方ならびにプレゼンテーション

  の仕方を指導・支援する 

（2）社会科学ならびに経済学のイロハ（基本）を教

    え、議論・討議を深める 

（3）新入学生が大学生活にとけ込めるように親身に

    指導・支援する 
前

期 
「専門ゼミナールⅠ」の目標 

「プロ・ゼミナール」同様に 

・読み、書き、表現力（プレゼンテーション）

の向上を図る 

・コミュニケーション能力の向上 

・ 経済と経済学に対する興味・関心を引き出

す 

「専門ゼミナールI」の主な内容 

（1）社会科学ならびに経済学に関する報告書やレポ

ートの書き方・作成の仕方ならびにプレゼンテ

ーションの仕方を指導・支援する 

（2）社会科学ならびに経済学の基本を教え、議論し、

理解を深める 

（3）経済学的思考方法を身につけさせる 

中

期 

「専門ゼミナールⅡ」の目標 

・「専門ゼミナールⅠ」での教育を継続させ、

学生の専門基礎力を確実なものにする 

・ 経済分析能力の向上を図る 

・ コミュニケーション能力の向上 

「専門ゼミナールⅡ」の主な内容 

（1）経済あるいは経済学に関する教材（テキスト）

を使用し、学生の経済分析用具の獲得・開発を

指導する 

（2）学生が産業社会の実態に関心を持つように働き

かけ、指導する 

（3）学生に工場見学や職場見学の経験をさせる 

（4）国際的視野や地域視点の鍛錬をする 

（5）学生の「ゼミ論」テーマあるいは「ゼミ・レポ

ート課題」の選択、将来の進路決定を支援・指

導する 

後

期 

「専門ゼミナールⅢ」の目標 

・ 経済分析力と総合力の向上を図る 

・ コミュニケーション能力の向上 

「専門ゼミナールⅢ」の内容 

（1）『専門ゼミナールⅡ』を前提に、具体的な問題に

ついて学生の経済分析能力を鍛錬する 

（2）学生のテーマに基づいて「ゼミ論」等を仕上げ

ることによって、経済分析力と総合力を鍛錬する

（3）ゼミ論、ゼミナール・レポートを作成する。そ

のタイトルと概要（200 字程度）を教務課に提出

する 

（4）「ゼミ論集」等の公表を原則とする 

 

旧カリキュラムにおける専門ゼミナールⅠ,Ⅱの履修登録率は表Ⅲ－46に示される。およそ70%

の学生が4年間ゼミナールを履修している。 

 

表Ⅲ－46 旧カリキュラムにおける専門ゼミナール履修登録率 

年度 2003 2004 2005 

 登録率 対象人数 登録率 対象人数 登録率 対象人数 

専門ゼミⅠ（3年次） 76.7％ 245人 76.4％ 254人 85.1％ 195人 

専門ゼミⅡ（4年次) 69.0％ 216人 71.6％ 243人 67.0％ 273人 

 

② キャリア教育科目 

経済学部では、学生の基礎的キャリアを身につけるための教育として、全学共通科目である「職

業と人生Ⅰ」、「職業と人生Ⅱ」、経済学部専門科目である「インターンシップ」、「産業調査演習」、
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「経済学特別講義」を開講している。 

「経済学特別講義」は、大学以外の社会で活躍する社会人を講師として、学生が現実の経済を

体験することを目指している。2005年度には、日本銀行情報サービス局（金融広報中央委員会）

および日本銀行札幌支店から講師を招き、お金と暮らしをテーマにして、金融経済の実際につい

てビデオとワークシートを使って、実生活に密着した知識を修得し、貨幣の社会的役割や貸借契

約など貨幣経済の仕組み、同時に、悪徳商法や闇金融などから自己の資産を守り、より豊かな社

会生活を築くための必要性を学生は体験的に学習した。  

「産業調査演習」は、受講者自身が地域経済の現状と問題点を統計書と現地調査によって調査

し、地域振興のための具体的方策を考案する能力の養成を目的とし、特定地域の経済活動や特定

産業の動向を調査し、現状の把握と将来への展望を探り、それを調査報告書に仕上げる。2005

年度は、伊達市の介護保険制度と高齢者政策について焦点を当て、地域調査と産業調査を行った。

参加した学生（4人）が分担し、調査成果を 4章 100 ページにおよぶ冊子『伊達市のまちづくり

と高齢者政策』にまとめた。 

 

４）評価と課題・改善方策 

【評価】 

経済学部カリキュラム体系（教育課程）における専門授業科目(88 単位)と一般教養的科目（36

単位）の量的配分は適切であると判断している。導入教育科目を開設し、基礎科目（Ｂ群）を充実

したことによって、経済学部の第2および第3の教育目標に向けて学生を教育・指導できるように

なったと評価している。また、全学共通科目の「職業と人生I」と「職業と人生Ⅱ」、経済学専門科

目の「インターンシップ」、「産業調査演習」、「経済学特別講義」などのキャリア教育科目を追加し、

経済学部の第1の教育目標の実現・具体化に向けて努力しているが、まだ十分な科目配置がなされ

ていない。今後もこの観点からのカリキュラム改革は必要である。 

国際化の中で学部生に外国語（とりわけ英語）をどうように教育するかについては、過去におけ

る「語学教育に関する検討」（1991から1994年にかけて検討）にもかかわらず、現在、経済学部で

は外国語教育に関して共通見解に至っていない。 

4 年間一貫したゼミナール教育は経済学部設立時からの特徴であり、ゼミナール教育を通じて、

学生のコミュニケーション能力は鍛えられ、経済分析能力も育成されている。しかし、第1の教育

目標を実現するためには、専門ゼミナールとキャリア教育科目や卒業論文の連携を図る必要がある

が、経済学部ではまだ十分にその努力がなされていない。卒業論文は授業科目として開設し、総合

力の育成を目指しているが、卒業論文の位置づけが曖昧にされている。 

【課題・改善方策】 

経済学部では第１の教育目標の実現に努めている。第一に、教育目標の課題で指摘したように、

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と法律関連科目を組み入れるカリキュラム改革の方向を模索していると同時

に、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、金融専門家講座を開
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設するパイロット計画を打ち上げている。 

第二に、国際的視野をもつ学生を育成するためには、外国語教育（とりわけ英語）について経済

学部の方針を明確にする必要がある。1991 から 1994 年にかけて経済学部が提起した課題を現時点

で整理し、国際的視野と地域視点の観点から、語学教育（とりわけ英語教育）を産業社会で活躍す

る人材育成教育と連携させカリキュラムに組み込む必要がある。 

第三に、産業社会で活躍する学生を育成するためには、キャリア教育科目を充実するか、あるい

は、4 年間一貫したゼミナール活動に工場見学や職場見学などの実践的教育の機会を設ける必要が

ある。 

第四に、卒業論文の位置づけを明確にする必要がある。 

この第一から第四の課題は、第 2次「経済学部構想委員会」（2007 年 3月設立）で集中的に検討

する。 

 

（２） 導入教育 

 

１）現状 

経済学部の導入教育は、第一に、入学前学習、第二に、新入生合宿オリエンテーション、第三に、

導入教育科目の3項目から構成される。 

経済学部では、2002年度から推薦入試入学者に対し入学前学習を行っている。その内容は、推薦

入試入学者に対しレポート課題を課し、その提出を求めるものである。提出された個々のレポート

に対し経済学部教員がコメントを添えて、本人と出身高校に返却し、高大連携を進展させ、入学対

象者の学力の維持を目標とした。2006年度においても、新聞記事で興味の引かれた出来事を取り上

げ、その記事の内容を要約し、各入学者の意見と感想を論じることを求めた。 

この学習の趣旨は、推薦入学者が増加し高校からの要請もあったことも事実であるが、入学前レ

ポート（「入学前学習」レポート）を課し、新入生に社会や経済に興味・関心を抱くように働きか

けることを一つの目標とし、また、入学前に入学生の読む力、書く力、論理的思考が十分に養われ

てきていないことから、推薦入学者に対してレポート提出を積極的に進めている。経済学部では入

学生に、この2から3年は新聞記事で興味関心のあるものについて感想と意見の提出を求めている。 

第二の新入生合宿オリエンテーションであるが、新入生に対しては入学式後すぐに学内での教務

委員会・教務課によるガイダンスを行い、経済学部と学生委員会が新入生の不安を軽減、経済学部

の理解、さらに仲間づくりを主な目標にして、経済学部設立当初から、合宿オリエンテーションを

実施している。その実施後のアンケート結果からすると、新入生は合宿オリエンテーションを経験

することによって、不安を解消し、仲間を形成していると判断される。この新入生に対する合宿オ

リエンテーションを終えて、次に「プロ・ゼミナール」に繋がる。 

第三の導入教育科目は「プロ・ゼミナール」、「経済学入門Ａ」、「経済学入門Ｂ」の3科目である。

高校時代に経済学を学ぶことがない学生が多く入学する実態を踏まえ、経済学に関する導入教育科

目を設置した。「経済学入門Ａ」の到達目標は、新入学生に対する「経済学」への誘いである。「経

 - 133 -



Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（経済学部） 

済学入門Ｂ」の到達目標は、日本経済と国際（世界）経済の現状への誘いで、日本経済ならびに国

際（世界）経済の動きを規定する概念（用語）を解説し、教え、経済学および経済問題に対する興

味・関心の持続を目標としている。「経済学入門Ａ」と「経済学入門Ｂ」の講義内容は、高校で学

習する「政治・経済」や「現代社会」の内容を把握し、「経済学入門Ａ」では、基本的な概念（用

語）、価格、生産、消費、所得、市場、政府の役割などを解説し、「経済学入門Ｂ」では、日本経済

ならびに世界経済の現状と仕組みの理解に焦点を当てる。「経済学入門Ａ」は、『政治・経済』の「現

代経済のしくみ」と「国民経済と国際経済」、『現代の社会』の「現代の経済」と「政府の役割」に

対応させ、「経済学入門Ｂ」は、『政治・経済』の「日本経済の特徴」と「国民経済と国際経済」お

よび『現代社会』の「国際社会と人間の課題」と「日本経済の構造転換」に対応させる。 

経済学入門の担当者は教育経験が豊富なスタッフ4人（担当教員の教歴が10年以上）である。「経

済学入門Ａ」と「経済学入門Ｂ」をそれぞれ2人ずつの教員が担当する。 

 

表Ⅲ－47 「経済学入門」の目標と内容 

導入科目 目標と内容 高校教科との関連（連続性） 

経済学入門Ａ 

目標：新入学生に「経済学」への誘い

内容：基本的な概念：価格、生産、消

費、所得、市場、政府の役割な

どを解説 

『政治・経済』の「現代経済のしくみ」と「国

際経済と国民経済」および『現代社会』の「現

代の経済」と「政府の役割」に対応させる  

経済学入門Ｂ 

目標：日本経済と国際（世界）経済の

現状への誘い 

内容：日本経済ならびに世界経済の現

状と仕組みの理解 

『政治・経済』の「日本経済の特徴」と「国民

経済と国際経済」および『現代社会』の「国際

社会と人間の課題」と「日本経済の構造転換」

に対応させる 

 

本学に入学する学生が大学に早期に馴染めるように、導入教育科目として「プロ・ゼミナール」

がおかれている。その目標は、①新入学生が大学生活にとけ込めるように親身に支援・指導する、

②読み、書き、表現力（プレゼンテーション）の向上を図る、③コミュニケーション能力の向上を

図る、④経済と経済学に対する興味・関心を引き出すである。「プロ・ゼミナール」は経済学部で

唯一の必修科目で、初年次学生の学力を考慮し、経済学に興味・関心を持たせることよりも、学生

が正しくコミニュケーションできるように支援・指導すること等を目標にしている。その教育内容

は、①報告書やレポートの書き方・作成の仕方ならびにプレゼンテーションの仕方を指導・支援、

②新入学生が大学生活にとけ込めるように親身に指導・支援（特に、退学・休学・海外研修・国内

（海外）留学、推薦状の作成、に関してプロ・ゼミナール学生の相談にのり、学生を指導・支援）

することである。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

経済学部の導入教育は、学生に第2の教育目標を浸透させることを容易にしている意味で有効で

あると評価している。第一に、現行の推薦入学者のみを対象に実施している入学前学習は学生に経

済に対する興味・関心を喚起する意味で有用であるが、入学対象者全員に拡げない限り完全な入学
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前学習にはならない。実施対象者について工夫が必要であると判断している。第二に、新入生合宿

オリエンテーションは、新入生の不安を軽減、経済学部の理解、さらに仲間づくりなどの主な目標

は達成されているので、現状維持で十分であると判断している。 

第三に、「プロ・ゼミナール」、「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」は初年次教育科目とし

て有効であると判断している。高校時代に、ほとんど経済学を学習していない学生が半数以上いる

実態では、「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」を 1 年生に履修させることは有効である。学

生の定期試験の結果ならびに 2005 年度の後期のアンケートから判断するに、初年次学生の経済学

嫌い者は減ったと判断される。2005年度のその両科目の単位修得率は80%超になっている。2006年

度入学者の99%はこの両科目を履修している。 

今後も、「プロ・ゼミナール」の目標を維持して初年次学生を指導していくことが重要であると

判断している。 

【課題・改善方策】 

入学前学習を入学対象者全員に拡げる策を思案しているが、現時点では妙案はない。他大学の実

施状況から参考になるアイディアを引き出す努力をしている段階である。 

導入教育科目の「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」は、教育経験が豊富なスタッフ４人（た

とえば担当教員の教歴が 10 年以上）で担当している。担当者が代わると、教える内容も担当者本

意になる傾向があるので、その点を毎年教授会で確認するか、あるいは、履修要項に記載するかに

よって、教える内容の持続性を計って行く。 

 

（３） インターンシップ 

 

１）現状 

2005年度より、2年次以上を対象に「インターンシップ」を開講している。体験的教育ならびに

職業人としての基礎的キャリアを身につけるための実践教育（キャリア教育）の一環として「イン

ターンシップ」を開講し、企業の事業内容について知ること、職業と人生について考えること、企

業活動と社会の関係を体験的に考えることを目的にしている。2005年度は、北海道地域インターン

シップ推進協議会の協力を得て自治体を含む5件の派遣先に6名の履修者を派遣することができた。

男女各3名、計6名の履修者があった。学生を企業に派遣する前に、企業調査の方法などを大学内

の授業で教え、2 週間の企業派遣（実習）によって企業活動の一端を個別的に体験させた。1 名の

履修者は留学生であったが、留学生向けに独自にインターシッププログラムを実施している地元企

業の協力により当該プログラムに参加することとなった。 

 本学部の「インターンシップ」は、キャリア教育の一環であると同時に、実習体験の専攻分野の

学習へのフィード・バックが期待されている。授業は、企業実習を核として、「コミュニケーショ

ン・トレーニング」「プレゼンテーション・スキル」「業界・企業の調査研究法」などの事前学習

と研究報告書の作成と発表という事後学習からなっている。研究報告は、単なる就労体験報告では

なく、企業活動や経済現象を対象とした調査・研究報告であり、実習は調査の手段という意味をも
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持つことになる。年度末には、経済学部が主催した「インターンシップ研究報告会」を開催し、調

査・研究の概要を、実習受け入れ先企業の担当者の方、本学教員等に報告した。また、同様の取り

組みをしている近隣他大学との間で、報告会への相互訪問などの交流も行っている。 

 

表Ⅲ－48 2005年度 インターンシップ報告会の実施状況 

報告題目 実習企業 学年 

北洋銀行におけるダイレクトバンキングについて （株）北洋銀行 2年 

札幌市の子どもに対する政策 札幌市 2年 

銀行のサービス （株）北洋銀行 2年 

Itokiｎブランドの不況対策 イトキン（株） 2年 

売り場での販売促進の方法 （株）アークス 2年 

澄川地区におけるコミュニティ型建設業、街づくり

ネットワークとは？ 
（株）ナック・プランニング 2年 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

2004年度のカリキュラムに「インターンシップ」を開設し、学生の企業や職業に対する関心の芽

を育てることはできた。キャリア教育をさらに充実させるためには、経済学部の「専門ゼミナール

Ｉ」などの専門ゼミナールと連携するか、あるいは、新たなキャリア科目を開設する必要がある。

「インターンシップ」授業の一年目を終えての評価であるが、履修者の満足度は研究報告書等を見

ても一様に高いと判断される。 

【課題・改善方策】 

「インターンシップ」を受講する学生数が少ない。この授業の履修制限は20人であるが、2005年

度は6人、2006年度は3人である。学生の関心を引きつけるまでには至っていないと判断される。今

後、「インターンシップ」と他のキャリア教育科目や「専門ゼミナールＩ」・「専門ゼミナールⅡ」と

の連携をはかり、1・2年生の工場見学を通じて、生産工程を見学し、多くの学生が積極的に実践的

教育（キャリア教育）に参加できるように指導していく仕組みを構築することが課題である。また、

学生の関心をより多くひきつけるために1年次からのキャリア教育、オフ・キャンパス・スタディ関

連科目との連携を進め、体系的な履修が可能となるよう工夫していく必要がある。この課題は、2007

年度以降に教務委員会によって解決される。 

学内で同様の科目を開講している他学部との提携も課題である。2007年度より、事前学習の部分

を商学部第一部との間で共通化していく。 

 

（４） 履修科目の区分 

 

１）現状 

① 経済学部の科目編成 

経済学部の履修科目の必修、選択必修および選択の編成は表Ⅲ－44の履修方法の第3列に要約
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されている。この表により以下説明する。 

経済学部の卒業所要単位数は 124単位以上である。この124単位中、専門科目が88単位以上、

全学共通科目が 36 単位以上である。さらに、専門科目の 88 単位以上の中、選択必修科目が 66

単位以上、必修科目が2単位、他は選択科目である。全学共通科目では、必修科目が外国語科目

8 単位、「履修必修」科目が、「論述・作文Ａ」、「論述・作文Ｂ」と「コンピュータ基礎Ａ」，「コ

ンピュータ基礎Ｂ」、「職業と人生Ⅰ」の10単位である。全学共通科目の修得単位数は36単位以

上、その中に教養科目で「思想・言語・自然」に関する科目群（Ａ群）、「地歴・異文化・文芸」

に関する科目群（Ｂ群）、「社会・環境・心身」に関する科目群（Ｃ群）のそれぞれに関して4単

位以上を含めて修得することを義務づけている。「総合科目群」の「職業と人生Ｉ」は「履修必

修」にしている。 

必修、選択必修に関する科目編成では、必修科目が「プロ・ゼミナール」のみであるが、1 年

次配当の「経済学入門Ａ」と「経済学入門Ｂ」は導入教育科目として位置づけ、すべての一年生

が履修できるように時間割編成において工夫し、同時に、年度初めの新入生ガイダンスにおいて

も1年生にその履修登録を勧め、単位修得の重要性を説いている。 

この科目編成上では、選択必修科目が相対的に多く配置されている。これは、学生が自身の学

修計画に基づいて科目履修をすることを保証するためである。専門科目での選択必修科目の単位

数と科目群の関係は以下の表の通りである。経済学部の第二ならびに第三の教育目標を実現する

ために、基礎科目群における選択必修単位数（科目）が多くなっている。また、専門科目のＤ群

（専門ゼミナールⅠ,Ⅱ,Ⅲおよび卒業論文など）科目とＥ群（商学関連と法学関連）科目は選択

科目である。 

 

表Ⅲ－49 専門科目における選択必修単位数 

 

入門科目群 

（Ａ群） 

（2科目4単位） 

基礎科目群 

（Ｂ群） 

（21科目82単位）

現代経済科目群 

（ＣⅠ群） 

(13科目30単位)

地域・国際科目群 

（ＣⅡ群） 

(12科目34単位) 

選択必修 2単位以上 48単位以上 各群 低4単位を含め16単位以上 

 

② 履修モデル 

選択必修科目を多く開講し、学生の自主的な学修計画を保証しているが、2005年度より、学生

に履修モデルを提示し、学生の学修計画をサポートしている。学生の学修計画を支援する9個の

履修モデルを作り、学生に提供している。9 個の履修モデルとそのモデルの特徴を記載した冊子

を配布し、学生が計画的に履修できるように支援している。このことによって、学生は、「履修

要項」と「履修モデル」を参考にし、各自の関心分野や勉強したい内容をよく考えながら、履修

計画と学習計画を立てることが可能になる。 

履修モデルのねらいは、学生が4年間にどのような科目を履修していけばよいのか、主要なテ

ーマ別に開講科目をまとめ、各自が学習する目的を明確にし、大学生としての教養を磨き、そし

て、経済と経済学に関する専門知識を修得することにある。各履修モデルで核（中心）になる科
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目をコア科目として提示した。専門ゼミナールは履修モデルの科目から除いてある。9 個の履修

モデルは表Ⅲ－50の通りである。 

 

表Ⅲ－50 経済学部の履修モデルとその概要 

 履修モデル 履修モデルの概要 

1 経済理論(経済分析) 履修モデル 
価格の決定，所得の決定さらに生産･分配･消費(貯蓄)の経済循環，

および市場経済の経済分析の履修モデル 

2 経済理論(政治経済学) 履修モデル 
市場経済や資本主義などの現代社会の経済的仕組みについて考察

する履修モデル 

3 財政･金融 履修モデル 
経済理論を基礎として，日本の財政(政府)や金融の現状と課題を

理解することを目的とする履修モデル 

4 地域経済 履修モデル 
地域経済の理論を学ぶとともに、地域経済をいろいろな側面から

分析、理解することを目的とする履修モデル 

5 日本経済 履修モデル 
現代日本の国民経済ならびに企業や家計が抱える問題とその解決

策を世界経済との相互関連から考察する履修モデル 

6 国際経済 履修モデル 
今日の国際（世界）経済とその特徴・動向と主要国の経済事情に

ついて、理論･歴史･現状の分析から考察する履修モデル 

7 企業と産業 履修モデル 
大規模な資本設備を保有する企業の行動やその経済社会経済厚生

や資源配分の効果を分析する履修モデル 

8 歴史政策分析 履修モデル 
資本主義の生成・発展・変容の過程をたどり，現代社会の形成を

考察する履修モデル 

9 経済データ分析 履修モデル 
統計データとコンピュータを用いて，経済理論の実証と将来の予

測を目的とする履修モデル 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

経済学部の履修科目において、必修科目を 小限（「プロ・ゼミナール」のみ）にし、選択必修

科目を多くしている。このことは、学生自身の目的と計画に応じて授業科目を選択できるようにし

ている点では評価できる。しかし、学生自身の目的と計画により授業科目を選択する制度は体系的

な教育の妨げになる可能性もあると判断し、経済学部では履修モデルを学生に提示した。これは、

学生の計画的な学習に貢献していると判断している。 

【課題・改善方策】 

「経済学入門Ａ」および「経済学入門Ｂ」によって初年次教育の充実に努力しているが、この科

目を必修科目にしてはいない。この科目を必修科目にするかどうかは検討の余地がある。 

経済学を基礎から体系的に教えるためには、核（コア）になる科目を決める必要がある。たとえ

ば、「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「産業組織論」、「金融論」などを中心とする基礎科目から

「日本経済論」、「地域経済論」、そして、「現代経済科目群」および「地域・国際科目群」へと繋げ

る必要がある。そのためには、必修科目を増やすことが必要である。履修モデルでコア科目は指定

されているが、学生に十分に周知されていない。また、時間割作成において履修モデルが十分に考

慮されていない。これは経済学部の課題である。 

また、履修モデルの中には、「企業と産業」履修モデルのように産業社会で活躍する学生を意識

したモデルがあるが、現行の履修モデルは経済学部の第１の教育目標を充分に実現する内容のもの
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ではないので、今後、産業社会において活躍する人材育成教育の観点から、経済学部の履修モデル

を修正する必要がある。 

入門科目の必修化およびコア科目の設定については経済学部教授会および教務委員会において

討議され、「経済学部構想委員会」（2007年 3月設置）においてこの課題と履修モデルは再検討され

る。 

 

（５） 授業形態と単位の関係 

 

１）現状 

経済学部の授業形態は、講義形式、演習（ゼミナール）形式(卒業論文含む)、および実習形式の

3形式である。その中でも、講義形式の科目編成が中心である。1単位を15時間で計算する。 

① 講義 

経済学部の入門科目（Ａ群科目）は2単位、基礎科目(Ｂ群科目)は 4単位、現代経済科目群（Ｃ

Ⅰ群科目）と地域・国際科目群（ＣⅡ群科目）は（基本的には）2 単位開講科目であるが、教員

の専門性の関係で4単位開講科目も若干含まれる。 

② 演習（ゼミナールと卒業論文）授業 

1年生の「プロ・ゼミナール」は2単位で、2年生の「専門ゼミナールⅠ」は2単位、3,4年生

の「専門ゼミナールＩ」と「専門ゼミナールⅡ」は4単位である。「卒業論文」は4単位である。 

「卒業論文」は履修登録制をとっているが、登録できる学生は専門ゼミナールⅢ(旧カリでは

専門ゼミナールⅡ)を履修している学生に限っている。その学生が卒業論文の指導を担当教員か

ら受けることができる。経済学部では、「卒業論文」の指導者と成績評価者が同一教員である。

しかし、指導教員と評価者が同一ではないのが一般である。 

③ 実習授業 

職業人としての基礎的キャリアを身につけるためのキャリア教育科目である「インターンシッ

プ」は2単位を設けている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

講義科目において、基礎科目を4単位、現代経済科目群と地域・国際科目群を2単位で開講する。

基礎を確実にマスターし、現代経済科目群や地域・国際科目群の科目を履修することによって現実

経済にも目を向けさせることができるので、この単位数で問題はないと判断している。 

演習科目では、「プロ・ゼミナール」および「専門ゼミナール」の開講数と単位数は十分である。

「卒業論文」の単位数は 4 単位で十分であるが、しかし、「卒業論文」の指導教員が単独で成績評

価をしている。この卒業論文の指導・評価体制では十分に有効な卒論指導に至らない可能性は大で

ある。新しい卒業論文の指導・評価制度の導入を検討する必要がある。 

実習科目の単位数には問題はないが、経済学部の教育目標から判断するに、職業人としての基礎
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的キャリアを身につけるための実践教育科目数（その単位数）が少ない。 

【課題・改善方策】 

「卒業論文」を卒業要件にするならば、現行では変則的な卒業論文指導になっているが、有効な

制度を組み込むことを再検討し、「卒業論文」の成績評価者を複数（指導教員と他の関連する教員）

にする必要がある。 

産業社会で活躍する人材を育成する教育目標に照らして考察すると、キャリア教育科目の講義数

が足りない。経済学部講演会や学外者による講義などによって体験型の授業を増加させることを検

討課題にする。また、「インターンシップ」や「産業調査演習」などの他の体験・実習型の授業時

間数（単位数）を増やすことを検討する必要がある。 

「卒業論文」や「インターンシップ」や「産業調査演習」などの他の体験・実習型の授業時間数

については、2007年度に経済学部の教務委員会と第2次「経済学部構想委員会」において再検討す

る。 

 

（６） 単位互換・単位認定等 

 

１）現状 

① 札幌圏大学・短期大学間の単位互換制度 

この制度は、各大学の特色ある科目が単位互換科目として提供される。学生が専門を深め、他

の分野の科目を履修し、学生の興味・関心を拡げることができる。本学は現在、札幌圏の6大学

と4短期大学が協定校である。授業料は無料とし、1年間に履修できる単位数は10単位を上限と

し、履修登録制限外としている。 

 

表Ⅲ－51 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  

 

② 単位互換（国内留学）制度 

この制度の目的は、異文化交流・融合を促進し、国際的視野と地域視点を持った人材の育成を

目標としている。現在、表Ⅲ－52に示した大学・学部と学生の単位交換を進めている。互換単位

数は、留学先で修得した講義科目の単位数の中の 60 単位までとし、単位交換のために派遣する

対象学生は2年生以上としている。その派遣（留学）期間は、前期・後期はじめから半年、また

は前期はじめから1年である。 
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表Ⅲ－52 単位互換（国内留学）制度：協定大学 

単位互換大学・学部 協定締結年度 派遣実績 受入実績 

松山大学・経済学部 1995 2006年度 1人 2003年度1人

沖縄国際大学・経済学部 1999 
2000年度 1人

2002年度2人

2001年度 3人

2002年度 3人

2003年度 3人

京都学園大学・経済学部 1999 

2000年度１人

2001年度1人

2003年度2人

2000年度2人

2003年度1人

関東学院大学・経済学部 2003 2004年度1人 2003年度1人

 

③ 単位認定の現状 

 

表Ⅲ－53 札幌圏単位互換協定大学における単位認定状況 

 単位互換協定に基づく単位認定 単位互換協定以外での単位認定

2004年度 1人（4単位） 0 

2005年度 5人（18単位） 1人（英検：1単位） 

2006年度 0 0 

 

なお、2004 年度から 2005 年度においては、国内留学における単位互換に関連して経済学部に

は単位認定された学生はいない。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

札幌圏大学・短期大学間の単位互換制度は、学生に広く・深く学修する機会を提供している。単

位互換を申請する学生は一定数いるが、しかし、2004 年度および 2005 年度の単位認定状況から判

断するに、単位修得には到っていない。その多くは，履修放棄である。 

【課題・改善方策】 

札幌圏単位互換を申請する学生が単位認定を受けるように働きかけ、履修放棄者を少なくする必

要がある。また、国内単位交換留学を活発にし、広い視野を備えた学生の育成が望まれる。 

 

 

（７） 開設科目における専任・兼任比率 

 

１）現状 

経済学部では、主要科目（基礎科目）は専任教員が担当し、兼任（非常勤）依存をしないことを

心がけているが、定年退職・割愛退職により欠員が生じているため、兼任（非常勤）依存度が少し

上っている。この3年間の専任教員・非常勤講師の担当科目数とその比率は表Ⅲ－54で示されるが、
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兼任（非常勤講師依存）比率は、この 3 年間、20%前後であり、2006 年度は 21%以上であった。経

済学部が 2006 年度に任用した非常勤講師（兼任教員）は 26 人であった。（経済学部ではセメスタ

ー制を採用していないので、教員の担当科目を春期と秋期に分けて集計せずに、各年度の5月 1日

現在の担当科目数で兼担比率を算出した）。 

 

表Ⅲ－54 専任教員・兼任（非常勤講師）教員の担当科目数とその比率 

 専任(A)担当科目数 兼任(B)担当科目数
兼任（非常勤）比率(%)

（Ｂ/（Ａ+Ｂ））  

2004年度 83 22 20.95 

2005年度 112 21 15.79 

2006年度 110 30 21.42 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

現行カリキュラムと旧カリキュラムが平行して進行しているために、また、2006年度は2名の教

員欠員が生じたために、経済学部では非常勤（兼任教員）に依存する科目が少し増加した。 

【課題・改善方策】 

2007年度に2名の欠員教員が補充されると、経済学部の主要科目（基礎科目：Ｂ群科目）の殆ど

を専任教員でカバーすることができる。 

経済学部の兼任（非常勤依存）比率を現在の比率にあるいはそれ以下に保つことが課題であるが、

2008年度には旧カリキュラムが完了するので、旧カリキュラムと現行カリキュラムを併存させる必

要がなくなり、兼任（非常勤依存）比率を20%以下に保つことが可能となる。 

 

（８）生涯学習 

 

１）現状 

1992年度、1997年度、2002年度の5月から7月の土曜日（10週）に江別市民向けに公開講座を

開講した。この講座は、同時に、商学部第二部学生に対する講義でもあった。2002年度は「日本経

済の転換を考える」をテーマに、経済学部教員10名がその講座を開講した。受講者は70人ほどで

あり、その公開講座は市民には好評であったとアンケートから判断される。しかし、商学部第二部

の廃止により、2006年度から市民向けの土曜公開講座が廃止になった。 

また、生涯学習の一環として、短期大学卒業生の編入学生と他大学卒業者の科目等履修生（含む

聴講生）を受け入れている。経済学部の編入学生の受け入れは、指定校制と一般編入制の2種類で、

2 年次と 3 年次に行っている。この受け入れは、指定校制と一般編入制に分けられ、指定校の場合

には面接、一般編入制の場合には論文と面接による選考試験によって、編入学者を決めている。編

入学生には、66単位以内の範囲で短期大学等での修得単位を卒業要件に弾力的に組み入れている。 
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表Ⅲ－55 科目等履修生等 

この3年間で受け入れた編入学生は、すべて指定校からの

志願者（3 年次編入）である。科目等履修生の受け入れは、

札幌学院大学科目等履修生規程に基づいて、その申請者が当

該科目の履修能力を有する者と教授会は判断し、決定する。

科目等履修申込者は基本的にすべて受け入れている。編入学

入学生および科目等履修生の過去3年間の受け入れ人数は表

Ⅲ－55に示される。 

            （単位：人）

年度 編入学生 科目等履修生

2004 1 2 

2005 1 3 

2006 1 3 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

5年に１回の市民向け公開講座の開催は決して頻度は高いものではない。 

現在、編入学生の募集定員は若干名であるが、応募状況から判断するに、これで十分である。科

目等履修生の受け入れも現行で十分であると判断している。 

【課題・改善方策】 

商学部第二部が廃止され、土曜公開講座の停止・廃止を受けて、市民向け公開講座の趣旨および

目的を再度経済学部として検討する必要がある。これが課題である。 

今日の高齢化社会を念頭に置くと、2～3 年に一度公開講座を市民の生涯教育の一環として実施で

きるように工夫することが、大学の社会的役割である。開催頻度を高めるためには、たとえば、経

済学部の教員以外の講師も含めて公開講座を開催する、また、社会連携センターで開催するなどの

工夫が必要である。現時点では、経済学部20周年記念事業としての経済学部の市民講座を計画して

いる。 

 

２．教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 

 

１）現状 

① 教育上の効果を測定するための方法と教員間の合意 

経済学部では、教育効果を測定する一つとして学生による授業評価アンケートを参考にしてい

る。2003 年度、2005 年度において、学生による授業評価アンケートを行った。2003 年度分のア

ンケート結果については、経済学部単独で各教員のアンケート結果を冊子（「学生による授業評価

分析報告」）にまとめ、各教員に配布すると共に図書館に置き、学生に公開している。 

そのアンケートの総合評価に関する項目に対するアンケート結果から、学生の授業評価（総合

評価）を知ることができた。また、授業中の私語による授業妨害の有無、ＯＨＰ、ビデオやパワ

ーポイントなどの授業理解への寄与の有無などもそのアンケートから知ることができた。この結

果に基づき、経済学部では2006年度に教授会で授業方法の工夫につて話し合いをもった。現在、
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教育効果を上げるための試みにこのデータを使っている。 

経済学部では、学力を（1）「態度・意欲・関心」、（2）「表現・思考」、（3）「知識・理解」の 3

項目で測ることについて、ならびに、ゼミナールの目標については教員間で合意が確立している。

しかし、これらの教育上の効果を測る方法については教員間での合意は確立していない。 

② 教育効果の測定方法を開発する仕組みの導入状況 

経済学部では、教育効果を測るためのものとして、学生による授業評価のほかに、より客観性

の高い測定方法を模索している。2000年度以降、経済学部でも入試選抜を多様化し、一般入試以

外で入学する学生が過半数を占めるようになった。この多様化と学生の成績がどうのように関係

するのかをまず調べ、次に、授業科目ごとの成績（講義成績評価）と入試手段別の学生成績がど

のように違う（関係する）のかを確認し、教育効果をより客観的に測定する方法を考案する作業

を進めている。現時点では、入試手段別成績（経済学部の入試手段は、大きく推薦入試と一般入

試・センター試験入試に分け、さらに、推薦入試は、指定校推薦入試、公募制Ａ推薦入試、公募

制Ｂ推薦入試、指定スポーツ推薦入試、など）を分析している。入試手段別に学生の成績をＧＰ

Ａと修得単位数ではかり、学年（入学年次）ごとに入学後の成績を比較し、入試手段別ごとに特

徴がないか詳細に調べている。分析途中であるが、表Ⅲ－56に分析の一端を示しておこう。 

 

表Ⅲ－56 入試手段別ＧＰＡと修得単位 

入試手段別 K04学生(点) K03学生(点) 3年生（点） 

GPAと修得単位 GPA 
修得 

単位 

GPA1.1

未満
GPA 

修得

単位

GP1.1

未満
GPA 

修得 

単位 

GPA1.1 

未満 

全体と平均 2.12 37.0 25人 1.96 66.5 18人 1.97 76.0 15人 

編・転入学 - - - - 66.0 - - 66.0 - 

外国人入試 3.10 48.0 0 1.50 52 0 1.50 52.0 0 

指定校推薦 2.16 38.1 4 2.30 78.1 1 2.34 82.9 0 

指定スポーツ 1.34 28.0 2 1.60 51.4 1 1.58 66.0 1 

公募制Ａ推薦 2.24 40.5 2 1.86 71.6 4 1.85 74.7 3 

公募制Ｂ推薦 2.33 40.0 0 1.62 65.3 1 1.60 70.3 1 

一般入試 1.97 34.7 14 1.89 62.9 9 1.92 75.0 7 

センター前期 2.33 37.1 2 2.04 61.9 2 2.00 77.6 3 

センター後期 2.40 38.7 1 - - - - 70.0 - 

 

Ｋ03学生と3年生（2年生終了時）のＧＰＡをみると、公募制Ｂ推薦入試と指定スポーツ推薦

入試の学生の入学後の成績はよくないが、しかし、退学するほどまでには成績を悪化させてはい

ない。ＧＰＡが1.1未満の学生数を調べると、公募制Ｂ推薦入試と指定スポーツ推薦入試の学生

は少ないが、一般入試で入学した学生が多い。ＧＰＡが1.1未満の 大数は一般入試の学生であ

る。また、指定スポーツ推薦入試学生の修得単位数は極端に少ない。公募制Ｂ推薦入試の学生の

修得単位数は平均に近い。一般入試学生の平均は他の入試手段の平均と大差はない。しかし、「入

試手段別成績－基礎データ：その１」（札幌学院大学 経済学部 2006 年 10 月）によると、K04

学生にあっては20単位未満、Ｋ03および3年生にあっては60単位未満の学生の大半は一般入試

 - 144 -



Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（経済学部） 

入学の学生であった。また、高校の評定平均（各入試手段別での高校評定平均は3.5点と 3.6点

の範囲にある）が各入試手段別では違いがないにもかかわらず、入学後の修得単数に違いがでる

のは、学生の入学後の何らかの要因（Ｘ要因）が作用していると考えられる。 

教育効果を測定するためにはこの要因が何であるかを知る必要がある。また、その要因を知る

ことは修得単位数の少ない学生を指導（経済学部の履修・修学指導）する上においても必要であ

る。2 年生留め置きになる理由および退学要因について精査する必要がある。また、一般入試入

学の学生は、入学後の修得単位数で見る限り、少なくとも大きく上層と下層の 2 層に分かれる、

さらに下層および上層は2層化しているとみられる。この階層性を認識して、学生に対する教育

効果を測定する必要がある。そのことを知った上で、学生の満足度を上げる教育をする必要があ

る。 

③ 卒業生の進路状況 

次に、経済学部の卒業生の進路の実態について確認しておく。経済学部を卒業した学生の殆ど

は民間企業に就職する。それを業種別に集計すると、表Ⅲ－57のように要約される。経済学部の

卒業生の多くは、2001 から 2003 年度の 3年間を見る限り、卸・小売・飲食とサービス業に就職

していた。2005年度の特徴は、金融・保険業に就職する学生が増加していることである。これは、

経済学部が産業社会で活躍する人材として、銀行・証券で活躍する学生を育成しようとしたこと

による成果であると判断している。 

 

表Ⅲ－57 過去 3年間の業種別就職状況と2005年度の業種別就職内定者数 

業種別就職先 過去3年度(%) 
2005年度の 

就職者数（人）

卸・小売業・飲食 48 % 56人 

サービス業 19 % 29人 

金融・保険業 7 % 23人 

製造業 8 % 20人 

情報通信業 - 5人 

建設・不動産業 3 % 3人 

その他 9 % 8人 

公務員・教員 6 % 10人 

合計 100 % 154人 

 

過去3年間の卒業生の就職先では、札幌市が40%超で、北海道内の割合が60%弱であった。2005

年度卒業生については、札幌市が30%、北海道内の割合が45%である。関東の割合が、23%から35%

に上昇している。 

2005年度の4年生在籍者は240人であり、そのうち留年者、家事従事者、進学希望者、就業を

希望しない者などを除くと、就職希望者は198人であった。その中で就職内定者は154人であっ

た。2005 年度の就職内定率は 79%弱である。その就職内定者の業種別就職先は表Ⅲ－57 の第 3

列に示してある。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

学生による授業評価アンケートで一定程度の教育効果を測ることはできるので、今後もその授業

評価アンケートを教育効果の測定に活用する。また、経済学部では、学力を①「態度・意欲・関心」、

②「表現・思考」、③「知識・理解」の3項目で測ることについて、ならびに、「プロ・ゼミナール」

および「専門ゼミナール」の目標については教員間での合意は確立しているが、しかし、これらの

教育上の効果を測る方法については教員間での合意は確立していない。これに対する教員間の合意

を確立することが必要である。 

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 年度は経

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１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できる。 

【課題・改善方策】 

学生による授業評価アンケートで一定程度の教育効果を知ることはできるが、アンケート項目の

適切性やその利用法に関して教員間で見解のばらつきがある。このアンケートで教育上の効果を測

るためには、アンケート項目の適切性について教員間での合意がまず必要である。このことを踏ま

えて、2007年度以降に経済学部では授業評価アンケートを実施する。 

さらに、その授業評価アンケートによる教育効果の測定法とは異なる測定法の開発が必要である。

経済学部において教育効果の測定に関する合意を確立するためには、教育効果を客観的に測定する

機能的で有効なシステムの開発が是非必要である。現在、教育効果を有効に測定する客観的なスキ

ームの開発に着手し、2009年度には現在進めている測定システムが有効か否かの結論を出せるよう

に経済学部長、経済学科長および経済学部教務委員会が努力している。 

 

（２） 成績評価 

 

１）現状 

① 成績評価の原則 

一般には（1）「態度・意欲・関心」、（2）「表現・思考」、（3）「知識・理解」で学力を測る。学

力を測る具体的な指標の例は、経済学部では以下の通りである。 

(1) 「態度・意欲・関心」は、出席状況（出席回数）や授業態度など 

(2) 「表現・思考」は、ゼミナールの場合には、質問・討論の内容、報告（プレゼンテーション）、

ゼミナール論文やレポート課題など、講義の場合には、中間試験と定期試験および小テストや

レポート課題など 

(3) 「知識・理解」は、ゼミナールの場合には、教材内容に対する報告書・レジュメ、レポート

課題など、講義の場合には、中間試験と定期試験および小テストやレポート課題など 

成績評価は、4単位科目の場合には、原則として 2回以上の試験（定期試験、レポート、小試

験を含む）を学生に課し評価している。各教員は評価方法をシラバスの《成績評価法》欄に明記
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し、情報ポータルで学生に伝えている。1年間で履修できる単位数を上限48単位(2年生は50単

位)に設定している。この上限については学生に学部の履修要項（シラバス）ならびに学生ガイ

ダンスで学生に周知している。この範囲内で学生は専門科目と全学共通科目を履修する。 

学生の履修科目の成績評価は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの 5 段階評価である。各評価と素点（100

点満点）との関係は表Ⅲ-58 の通りである。Ｃ評価以上が合格、Ｄ・Ｅ評価は不合格である。卒

業年次生は、2 科目Ｄ評価の科目について、再試験を受けることができる制度を設けている。Ｅ

評価の科目については再試験資格を得ることができない。 

 

表Ⅲ－58 成績評価 

評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価 

素点 80点以上 60～79点 50～59点 30～49点 29点以下 

 

② 成績評価法と厳格な成績評価を行う仕組みの導入 

経済学部では、１年間で履修できる単位数を上限48単位（2年生は50単位）に設定している。

この上限48単位については学生に学部の履修要項ならびに学生ガイダンスで学生に伝えている。

現行カリキュラムでは 2 年生の履修上限が 48 単位から 50 単位に引き上げられた。その理由は、

旧カリキュラムでは単位認定の伴わないサブ・ゼミナールとして学生に提供されていた授業科目

を、現行カリキュラムでは単位認定の伴う専門ゼミナールⅠ（後期開講 2 単位科目）に変更し、

より多くの学生にその科目を履修させるために、この2単位を含めて履修上限（50単位）を設定

した。この範囲内で学生は専門科目と全学共通科目を履修する。 

経済学部では、授業科目を3グループに分け、成績評価法を教授会で取り決めている。 

① 演習形式授業（ゼミナール）の成績評価法 

（1）態度・意欲・関心、（2）表現・思考、（3）知識・理解の 3 項目を総合的に評価する。こ

の構成比等は担当教員の裁量にゆだねるが、その構成比を必ずシラバス等で学生に伝える。 

② 講義科目、ならびに実習科目の成績評価法 

Ａ．講義形式の授業の成績評価法 

講義形式の授業科目の成績評価法は、次の（1）、（2）とする。 

(1) 評価項目と構成比を明示する評価 

出席・受講態度（α%）、小テスト（演習問題）（ｗ%）、中間試験（ｘ%）、定期試験（ｙ%）、

レポート（ｚ%）で評価する。 

(2) 評価項目のみを明示する評価 

出席・受講態度、小テスト、中間試験、定期試験、レポート、出席から評価（総合評価）す

る。評価項目をシラバスに明示するが、その評価構成比は明示しない。講義中に学生に評価方

法を明確に伝える。特に、出席を評価に組み入れる場合には、出席回数（出席率）などについ

ては明確に伝える。 
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Ｂ．実習授業科目の成績評価法 

キャリア教育科目「インターンシップ」、「産業調査演習」や情報関連科目の『現代経済数量

分析』は、実習や調査への取り組み、報告会あるいは報告書の内容、などを評価項目として成

績評価する。 

 

経済学部では成績評価法の周知と学生による成績確認を実施している。このことによって成績

評価の厳密性が保たれる。担当教員は、成績評価法をシラバスの「成績評価法」欄に明記し、授

業の開始時にその評価方法を学生に説明し、周知する。毎年3月と9月に学生に成績表を情報ポ

ータルに発表し、その成績評価結果に疑問・疑義のある学生は、成績確認を所定の様式によって、

教務課を通じて科目担当教員に問い合わせることができる。その疑問・疑義等についての申し出

に対し、担当教員は、所定の様式にて返答し、必要があれば、詳細な説明を付けて返答すること

にしている。2006年度の4月には、成績確認件数は6名（7授業科目）であった。しかし、経済

学部では、採点済みの答案を学生に返却する制度をまだ取り入れていない。個別教員の対応に任

せてある。 

経済学部では、担当教員多数科目の「プロ・ゼミナール」の成績評価法については教員間で合

意している。その成績は、（1）態度・意欲・関心、（2）表現・思考、（3）知識・理解、の3項目

を総合的に評価するが、この構成比等は担当教員の裁量にゆだね、その旨は必ず履修要項で学生

に伝えることについては合意している。出席回数についても担当教員間で合意を形成している。

この合意に基づき教育し、その効果（成績結果）については教務委員会が成績表から合格者数・

欠席者数に関するデータを集計し、報告する。経済学部では、部分的に学生の授業評価を参考に

しているが、教育効果を測る方法として学生アンケートは副次的測定に過ぎないが、これに替わ

る教育効果を検証する機能的で有効な仕組みの開発にはまだ至っていない。 

③ 学生の質を確保するための方法 

経済学部では、修得単位数を基準に学生の履修・修学指導を実施している。5から 6月にかけ

て、2年生（留め置き学生も含む）は26単位以下の学生、3年生は70単位未満の学生、4年生は

90単位未満の学生、および120単位未満の留年生に対し、履修・修学指導を実施している。この

指導によって、学生の成績不良の原因を見極めると同時に学生の学習意欲を高めることを目指し

ている。この指導・助言によって多少学生の学習意欲を刺激し、学生の質(基礎力)の向上に役立

っている。 

表Ⅲ－59は 2年生から3年生への進級率である。経済学部で

は、学生の質と意欲を高めるため、2年生終了時に52単位以上

の単位を修得していない学生を 2 年生に留め置く制度（2 年生

留め置き制度）を設けている。1 年生および（あるいは）2 年

生において学業を怠る学生はこの制度のために進級できない。

入学生の 10～15%の学生がこの制度によって退学している。留め置き制度をクリアーした学生の

殆どは卒業している（若干経済的理由等で、3年生・4年生に退学する学生はいる）。経済学部の

表Ⅲ－59 卒業率と進級率
       (単位：％) 

年度 卒業率 進級率 

2003 91.4 86.6 

2004 91.2 86.2 

2005 93.7 90.9 
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卒業率は表Ⅲ－59に示される。この卒業率は、分母に4年生卒業対象者数をとっている。 

④ 学生の学習意欲を刺激するための仕組み 

経済学部では、学生の学習意欲を刺激するための仕組みとして 

(1) 学業奨励制度 

経済学部では、2002年度から「札幌学院大学学業奨励金」規程に基づき、成績優秀者に学業

奨励金を支給し、学生の学業を支援すると共に資格取得を目指す学生を支援している。 

(2) ゼミナール論集発行補助制度 

経済学部では、専門ゼミナール履修生のゼミナール活動の成果を「ゼミナール論集」として

発行するための補助を行っている。 

(3) 学外講師による講義と経済学部講演会 

(4) 正課外での学業奨励 

学生が他大学の学生との交流の機会となるブロックゼミナールならびにインターゼミナー

ルに参加するゼミ生に対し、旅費と宿泊費の補助を行っている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

成績を（1）「態度・意欲・関心 」、（2）「表現・思考」、（3）「知識・理解」の 3 項目で測り、成

績を評価することには問題ないと判断している。成績評価を 5 段階で行っているが、各段階が 10

～20点の幅を持っている。80点のＡ評価と95点のＡ評価では、明らかに学力は異なる。この学力

の違いを成績評価に反映できない。厳密な成績評価をするためには、この点に改良の余地があると

考えている。現行のＡ評価を、 優秀「Ａ上」と優秀「Ａ」に分けて、学生の学修意欲を高める必

要がある。たとえば、 優秀は 90 点以上、優秀は 80 点以上 90 点未満にするなどの改良が望まれ

る。これは、経済学部の課題であると同時に札幌学院大学の課題である。 

 経済学部において、講義形式ならびに実習授業科目の成績評価方法を分けている。これは、授業

形態の違いを考慮した評価方法として評価している。 

退学者の多くは 2 年生（留め置き学生を含む）である。経済学部の平均退学率は収容定員の 4～

5%であるが、その多く（90%以上）は 2 年生退学者である。2 年生から 3 年生への進級率は、80%後

半から 90%である。学生の質を確保する方法としての修学指導は一定の成果を上げていると判断し

ている。また、2年生留め置き制度も学生の気持ちを引き締める働きをしている。 

学生に知的刺激を与える仕組みとして取り入れた学業奨励制度やゼミナール論文集の発行も学

生を知的に刺激している。 

【課題・改善方策】 

現在の5段階成績評価では十二分に学生の成績を評価できない。2007年度から、大学としての成

績評価法を改良し、ファンクショナルＧＰＡ（ＧＰの算出に素点を用いる方法）を取り入れ、成績

表にＧＰＡを表記することにしている。このことによってより正確な成績を学生に伝えることが可

能になる。 
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学生の質を維持するための2年生留め置き制度(52単位上の単位修得)をクリアーできない学生が

増える傾向にあるのも事実である。学生に好奇心を持たせるなどの学習意欲を刺激する仕組みが必

須である。この問題については全く議論していないので、2 年生留め置き制度を維持しながら、他

方で、学生の学修（学習）意欲を刺激する制度（仕組み）を検討する必要がある。現在は、学業奨

励制度、ゼミナール論集発行補助制度、ならびに学外講師による講義と経済学部講演会などにより、

学習意欲を刺激している。 

 

（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 

 新入生および在学生に対して教務委員会・教務課によるガイダンスを4月に行い、また、経済

学部と学生委員会が新入生の不安を軽減、経済学部の理解、仲間づくりを主な目標とした合宿オ

リエンテーション（経済学部の導入教育の一環で行う）において履修指導を行う。入学生に対す

るアンケート結果からすると、合宿オリエンテーションの目標は達成されていると判断される。 

② 履修モデルと成績不振者に対する履修・修学指導 

表Ⅲ－50 に示したように、経済学部では 9 個の履修モデルを学生に提示し、学生が計画的に

履修できるように便宜を図っている。この履修モデルはまだ学生に十分に活用されてはいない。

このモデルの内容については、2007度に向けて現在検討中である。 

成績不振者に対する履修・修学指導は年2回行っている。2006年度の１回目は5月下旬から6

月中旬にかけて、2 年生（留め置き学生を含む）以上に対して行った。指導対象学生は修得単位

数によって決めている。2 年生は 26 単位以下の学生、3 年生については 70 単位未満の学生、4

年生（留年生）は90単位未満（120単位）の学生をそれぞれ対象にした。履修・修学指導はゼミ

ナール担当教員が行ったが、専門ゼミナール登録をしていない学生に対しては教務委員会が行っ

た。履修・修学指導対象者のこの3年間の総数は表Ⅲ－60に示す通りである。 

 

表Ⅲ－60 履修・修学指導対象学生数 

 2004年度 2005年度 2006年度 

修学指導対象学生数 186人 172人 161人 

 

2006年度の2回目の修学指導は1、2年生を対象に9月から10月にかけて行った。1年生の全

学生と2年生（留め置き学生を含む）の成績不振者を対象に履修・修学指導を行った。 

教務課職員2名が学生の履修支援や退学・休学時の事務的な対応を行い、学生の支援・指導を

行い、安心して学習できる体制を維持している。また、休学・退学相談では、教員が当該学生の

その事由を聞き取り、同時に、アドバイスをしている。 

経済学部では、各教員が週2回のオフィスアワーを設定し、学生からの講義に関する各種の質
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問やゼミナール学生の相談に応じ、また、履修・修学指導を行っている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

経済学部の履修・修学指導は事後的な指導である。学生が成績不振になる前の指導を教員がオフ

ィスアワーを通じて行っている。成績不振者さらには退学者を減少させるようにオフィスアワーを

利用している。 

【課題・改善方策】 

経済学部では退学者の90%が 2年生留め置き学生である。従って、1、2年生の履修状況がその後

の履修・修学状況に影響する。今後、退学者を減少させるためには、単に、事後的な履修・修学指

導のみに止まらず、①修学指導のあり方、②全学共通とのかかわり、③ＴＡのあり方、④導入教育

のあり方、などから多角的に 1、2 年生教育を検討する必要がある。現在、全学共通科目の「外国

語科目」や「論述・作文」から提供される出席状況のデータなどを利用し、教務委員会が学生の出

席状況と単位修得状況の調査をしている。この出席状況と単位修得の間に強い相関関係があると判

明したならば、出席状況を確認して履修・修学指導に踏み出すことが可能になる。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 

 

１）現状 

① 学習意欲を刺激する学業奨励制度 

経済学部では、2002年度から「札幌学院大学学

業奨励金」規程に基づき、成績優秀者に学業奨励

金を支給し、学生の学業を支援すると共に資格取

得を目指す学生を支援している。学業奨励対象者

は、2002年度は2年生のみに限定したが、2年お

よび 3 年の学業活動にも誘因を与えることを想定して、2003 年度には 2、3 年生、さらに 2006

年度においては2から4年生にその対象を拡張させた。選考基準は、前年度の成績をＧＰＡ換算

し、この平均点の高い順に各学年別に支給者を決めている。支給を受ける学生（学業奨励生）は

20から 30人である。2006 年度の学業奨励生の内訳は、4年生、3年生、2年生それぞれ10人で

あった。 

表Ⅲ－61 学業奨励生（単位：人） 

年度 2年生 3年生 4年生 

2004 20 10 - 

2005 20 11 - 

2006 10 10 10 

学業奨励生の選考にあたって経済学部ではＧＰＡを使用しているが、Ａ評価に 4 のウエイト、

Ｂ評価に2のウエイト、Ｃ評価に1のウエイトをおき、平均値としてのＧＰＡを算出し、学生の

成績に順序をつけ、成績優秀者を選考している。このような、経済学部が行っている選考方法（Ｇ

Ｐ評価）には解決しなければならない難点がある。たとえば、学生Ａの得点が 80 点、学生Ｂの

得点が95点であるとしよう。このとき両学生の評価はＡであり、4のウエイトが与えられる。80

点の学生と 95 点の学生の評価が同じになる。学業奨励制度の観点からすると、学生Ｂが高く評
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価されることが望ましい。さらに、80 点には 4 が与えられるのに対し、79 点には 2 のウエイト

しか与えられない。Ａ評価とＢ評価の閾値にある成績（この 79 点）に過剰な（過小な）ウエイ

トを与えることになり、その選考方法の公平性を損なう。 

② 入学前学習 

2002年度から推薦入学者に対し、入学前学習でレポート課題の提出を求めている。経済学部で

も推薦入学者が増し、高校からの要請もあり、入学前レポート（「入学前学習」レポート）を課

し、新入生に社会や経済に興味・関心を抱くように働きかけてきた。また、入学前に入学生の読

む力、書く力、論理的思考が十分に養われてきていないことから、推薦入学者に対してレポート

提出を求めている。提出された個々のレポートに対し経済学部教員がコメントを添えて、本人と

出身高校に返却し、高大連携を進展させ、入学対象者の学力低下の阻止を図った。 

経済学部では入学生に、この 2・3 年は新聞記事で興味関心のあるものについて感想と意見の

提出を求めている。2006年度においても、新聞記事で興味の引かれた出来事を取り上げ、その記

事の内容を要約して、各自の意見と感想をまとめることを求めた。 

③ 基礎科目の半期集中開講 

経済学部では、学習の積み上げと集中を目指し、経済学部の基礎科目（Ｂ群科目）の半期集中

開講を試みてきた。基礎力を築き研磨するためには、集中的に学習することによって、その効果

を高めることができると判断し実施してきた。経済学部のカリキュラムでは、4 単位開講の基礎

科目（Ｂ群科目）が20科目ある。その中で、前期あるいは後期集中開講しているのは18科目で

ある。集中開講していない2科目は非常勤講師に依存している科目で、非常勤講師の本務校との

関係で半期集中できない科目である。学生へのアンケートでは、学生の7から8割程度は半期集

中制に賛成しているが、この制度にも問題はある。この半期集中開講を実施するにあたって、い

くつかの障害がある。経済学部の履修細則では、単位認定のためには少なくとも2回の試験を行

うことを定めている。ゆえに、各学期の中間に試験期間を設ける必要があり、試験をするための

教室の確保が必要であるが、その教室の確保が困難な状況にある。しかし、2005、2006年度にお

いては、教室が確保され、中間試験が実施されている。 

半期集中開講科目と通年開講科目が混在することにより、時間割編成を工夫しないと、学生の

履修計画を阻害するおそれがある。そのためには、時間割編成において、通年科目と半期集中科

目を同じ講義時間に入れることをさけているが、非常勤講師担当科目についてはそのようにでき

ない場合があった。 

④ 再試験制度 

経済学部では卒業生を対象に再試験制度を設けている。経済学部の専門科目（夏期・冬期集中

科目、専門ゼミナール、卒業論文、実験・実習等を伴う科目は対象外）で、Ｄ評価科目に対して

行われる試験制度である。再試験対象者は、卒業要件を残り8単位で満たすことのできる卒業対

象者に限っている。この再試験の追試、再試験は実施しない。再試験合格者にはＣ評価をつける。 

2005 年度において、この制度で卒業した学生は 14人であった。このことによって卒業率を上

げた。 
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⑤ シラバスの作成と活用 

経済学部では、1995年度にシラバス（授業計画）を履修要項と共に学生に配布し、学生が計画

的に授業を受けることができるように配慮した。1996年度からは全学的にシラバス（授業計画）

を履修要項の中に組み込み学生に配布してきた。さらに、2005年度からは全学的にＷｅｂ・シラ

バス（電子シラバス）を作成し、学生がインターネットで各講義の内容を確認できるようにした。 

⑥ 授業評価 

  経済学部では、教育効果を測定する一つとして学生による授業評価アンケートを参考にしてい

る。2003 年度、2005 年度において、学生による授業評価アンケートを行った。2003 年度分のア

ンケート結果については、経済学部単独で各教員のアンケート結果を冊子（「学生による授業評

価分析報告」）にまとめ、各教員に配布すると共に図書館に置き学生に公開している。 

  そのアンケートの総合評価に関する項目に対するアンケート結果から、学生の授業評価（総合

評価）を知ることができた。また、授業中の私語による授業妨害の有無、ＯＨＰ、ビデオやパワ

ーポイントなどの授業理解への寄与の有無などもそのアンケートから知ることができた。この結

果に基づき、経済学部では 2006 年度に教授会で授業方法の工夫について話し合いをもった。現

在、教育効果を上げるための試みにこのデータを使っている。 

⑦ ＦＤ活動に関する取り組み 

経済学部では、ＦＤ活動の一貫として、2006年度に「経済学部のＦＤフォーラム」を開催した。

この目的は、学生の考え・意見を聴き、経済学部のカリキュラムおよび授業内容・方法の改良を

図ることであった。 

2006 年 10 月に経済学部では学生（7 人）と教授会構成員が経済学部のカリキュラムならびに

授業内容について、学生と意見交換を行った。学生からの意見・要望は次の通りであった。 

(1) 「プロ・ゼミナール」クラス間の交流がない 

(2) 英語の授業ならびに経済学部の国際化での英語教育の問題が指摘された 

(3) 社会調査や企業見学を取り入れた講義等を増やして欲しい 

(4) 教員の講義の方法や学生の興味関心を引く講義の展開を求める 

(5) 出席をとることついて賛否両論が出された 

現在、教務委員会でこのときの意見交換の内容をとりまとめている。それを次年度には冊子に

して公表する。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

授業内容をシラバスで確認する学生が増加してきており、その活用には一定程度の達成感を持っ

ている。学業奨励制度は学生に学修への動機付けの効果があるが、しかし、学業奨励生の選考基準

に使用しているＧＰＡの算出方法を改善する必要がある。学業奨励制度は学生の学修の動機付けへ

の効果があるので、今後も選考方法を改善し、継続させる。 
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入学前学習は高大連携には寄与しているが、入学生の学修意欲を高めるまでには至っていない。

入学前学習の実施にあたってはさらなる工夫が必要である。 

基礎科目の半期集中開講によって、学修を集中的に積み上げることができ、各講義のアンケート

からすると、70～80%の学生は、半期集中制に賛成しているが、時間割表の編成を工夫する必要が

ある。 

卒業対象者に対する再試験制度は、学生に実力で卒業したという達成感を与えることができるだ

けではなく、経済学部の卒業率を上げることができる。今後もこの制度は継続させる。 

2006年度のＦＤ活動は、学生の授業に関する意見や要望を聞いたが、今後も教育効果を定性的に

計るものとしても続けることにしている。 

【課題・改善方策】 

入学前学習を経済学部の導入教育（「経済学入門Ａ」、「経済学入門Ｂ」、「プロ・ゼミナール」）科

目に、いかなる理念で、かつ、どのような仕組みで連携させるかについては、今後も検討が必要で

ある。経済学部ではこの科目の内容充実を教授会で議論している。 

学業奨励制度における選考基準に使用しているＧＰＡを改良し、2007年度から現行のＧＰＡ算出

方法をファンクショナルＧＰＡに改める。学生の学修を刺激する要因があるので、今後も選考方法

の改善を進め、この制度の充実を図る。 

半期集中開講をより充実させるために、時間割表の編成を工夫する必要がある。現在、経済学部

の教務委員会で時間割編成の工夫をしている。特に、時間割表の各升目に入る前期科目と後期科目

の組み合わせの工夫をしている。また、半期集中開講制を成功させるためには、非常勤（兼任）依

存を低下させる努力が必要である。経済学部では非常勤依存（兼任比）率を下げるように努力する。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 

 

１）現状 

 経済学部の授業形態は、基本的には、講義形式であるが、その中でも少人数教育を積極的に実施

している科目、クラス分割をしている科目、履修制限をしている科目、学外講師を招いて講義をし

ている科目、ＴＡを活用している科目がある。 

授業方法については経済学部では組織的な取り組みができていない。マルティ・メディア教育（ビ

デオ機器、ＯＨＰ、教材提示器などの利用）については、各教員がその必要に応じて、ＯＨＰ、パ

ワーポイント、ビデオを活用して、講義を展開しているのが現状である。ただし、学生の授業評価

アンケートによると、この機器の活用は学生の授業理解に一定の効果を上げていることが判る。 

① 少人数授業科目 

経済学部では、専門ゼミナール（「専門ゼミナールⅠ,Ⅱ,Ⅲ」）、キャリア教育科目（「インター

ンシップ」と「産業調査演習」）、情報処理関連科目（「経済データ分析論」と「現代経済数量分

析」）、外国書講読科目（「外国書講読Ａ」と「外国書講読Ｂ」）において、学生の経済学や産業実

態に対する理解および数量分析力の向上を目的にし、少人数教育を試みている。 
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経済学部の履修者数別の開講科目数は表Ⅲ－62の通りである。経済学部の開講科目数は年々増

加している。2006 年度は、履修者が 150 人以下の授業が全体の 73%を占めている。2003 年度の

48%に比べると、開講科目の履修者数が減少傾向にあることになる。特に、50 人未満の授業科目

が 38%である。2006 年度の 10 人未満の履修者の授業科目が 11 科目であるが、「インターンシッ

プ」と「産業調査演習」、「外国書講読Ａ」と「外国書講読Ｂ」が含まれている。 

 

表Ⅲ－62 履修者数別の開講授業科目数の状況（単位：科目）（ゼミナールは除く） 

年度 0-10 11-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251以上 総計 

2003 1 6 6 8 9 5 9 44 

2004 0 9 13 17 5 9 3 56 

2005 3 14 15 13 7 10 1 63 

2006 11 17 8 18 13 6 1 74 

 

② 経済数学のクラス分割 

経済数学は、高校までに学習した数学の中で、経済学を学ぶ上で必要とされる単元を復習して、

経済的な応用を紹介している2単位開講の基礎科目（Ｂ群科目）である。学生に演習問題（計算

問題）を提示し、採点し、教員のコメントを添付して、学生に返却し、それを学生が復習に役立

てるという双方向型の講義を展開している。この講義を展開するに当たって、経済学部では習熟

度別クラス編成を行っている。 

経済学部では数学嫌いの学生も多いため、4 月のガイダンス等で『経済数学』の重要性を周知

している。その結果、2005 年度は 238 人、2006 年度は 210 人の履修者があった。この履修者に

対して、高校までの数学の習得度や習得範囲が異なることから、初回の講義でスクリーニングテ

ストを行い、その結果を基にクラス分けを行った。全履修者を習熟度別に3クラスに分けた。 

クラスⅠ：数学Ⅱを学習していて、習得度も高い学生のクラス 

クラスⅡ：数学Ⅱを学習しているものの、習得度が低い学生のクラス 

クラスⅢ：高校時代に数学Ⅱを習っていない、あるいは経済数学を修めるには基礎力が十分

でない学生のクラス 

2006年度の各クラスでの履修者数は表Ⅲ－63の通りである。 

 

表Ⅲ－63 経済数学のクラス分割と履修者数 

 クラスI クラスII クラスIII 

受講者数 57人 128人 25人 

 

③ 履修者数制限科目とその状況 

履修者数制限を設けている科目は、経済学部では、「経済データ分析論」、「産業調査演習」、「現

代経済数量分析」、「インターンシップ」の 4 科目である。「経済データ分析論」と「現代経済数

量分析」は、コンピュータを使用するため、そのコンピュータ室のキャパシティーに制約された
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人数でもある。「産業調査演習」は、１人の教員が学生を引率し、地域あるいは企業に視察・見

学に連れて行ける人数によって制限した。「インターンシップ」は、１人の教員が手間暇をかけ

て指導できる人数によって制限した。 

2006年度の履修者数を制限した科目の人数と実際の履修者数は表Ⅲ－64の通りである。 

 

表Ⅲ－64 履修制限科目と履修者数 

履修制限科目 
経済データ 

分析論 

インターン

シップ 

産業調査 

演習 

現代経済 

数量分析 

指定されたクラス

の履修者数 
52人 20人 15人 52人 

実際の履修者数 52人 3人 1人 52人 

 

「経済データ分析」と「現代経済数量分析」については、履修制限数を超えた履修希望者があ

ったので、今後、この2科目については、クラス数を増加させることも必要である。 

④ 外部講師による授業 

経済学部では、学外講師よる講演会と講義にも取り組んでいる。1)学外者による講義：専門科

目やゼミナールにおいて、外から講師を招いて講義を行う。学生が日本や北海道の経済の現状に

触れる機会をもうける、2)経済学部講演会：特定分野の研究者（とりわけ著名な研究者）を招い

て、学生が現在の学問の 先端に触れることを目的にしている。経済学部講演会と学外者による

講義はそれぞれ年3回の予算措置にて、計画的に実施している。経済学部における講演会の演題

と外部講師による講義題目は表Ⅲ－65に示した通りである。 

また、経済学部ではキャリア教育の一環として位置づけている「経済学特別講義」においても

学外講師による講義を実施している。大学以外の社会人による講義（講話）者が、現場で働く社

会人の目でとらえた現代の経済事情や経済の動きを学生に講義（講話）する。これは、学生に対

する実践的教育である。また、学生の実践的感覚を磨くことができる。2005年度には、お金と暮

らしをテーマに日本銀行から2人の講師を招いた。日常生活における様々な金融問題を取り上げ、

学生が一人の市民として豊かで幸福な生活を送るための知恵について講義した。 

2006 年度は、「北海道の現状と将来：産業、観光、地域興し」をテーマにして、北海道で活躍

する6人を講師に招き、北海道の現状と将来についての知見を語って頂いた。この「経済学特別

講義」の単位認定責任者は経済学部の専任教員である。 

 

 

 

 

 

 

 

 - 156 -



Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（経済学部） 

表Ⅲ－65 経済学部講演会ならびに学外講師講義 

 年度 講師名 題 目 

瀬戸岡 紘 グローバリゼーションの起源と本質を巡って 
2004 

奥野 信宏 都市とイノベーション 

楊 瑞龍 グローバル経済下の中国国有企業改革 

于 同申 マクロ経済管理下の中国経済状況 

岡村 誠 経済学と実験 
2005 

船津 秀樹 地域経済統合の進展と教育サービスの国際貿易 

佐々木 智弘 グローバル化する中国－政治経済の変容－ 

横内 龍三 金融のいま 

講演会 

2006 

後藤 和子 文化と都市再生 

紅葉 昭彦 道内企業の活動状況について 
2004 

猪尾 紀幸 北海道企業の現状と課題 

田島 照三 日本企業（経済）の国際化 
学外講師 

2005 
野中 英世 信用金庫から見た北海道の地域金融の現状と課題 

 

⑤ ＴＡを活用した授業 

経済学部では、2006 年度において、「経済数学」、「経済統計学」、「ミクロ経済学」、「マクロ経

済学」、「経済データ分析論」、「現代経済数量分析」の6科目にＴＡを配置し、経済学部学生の理

解を深めるべく努力している。ＴＡの主な任務は、毎講義において講義担当者が作成した課題に

対する学生の解答に目を通し、採点・評価し、添削・コメントを付すことである。 

「経済数学」と「マクロ経済学」に関しては、2006 年度でＴＡを配置した授業は 2年目、「ミ

クロ経済学」と「経済統計学」は1年目である。経済学部のＴＡを配置した講義はまだ模索状態

であるが、2005年度の「経済数学」のアンケート結果からすると、この経済学部の方法は学生の

力を向上させ、ＴＡは有効に働いていると考えられる。ただし、そのアンケートから次の2点が

明らかになった。 

(1) 学生の数学に対する意識と習得状況 

数学に関する意識に関しては嫌い、苦手と答える学生が 50%弱いる。学生にとっては苦手意

識の高い科目といえる。履修者を確保するためには、いかに経済数学が必要であるかをガイダ

ンス等で学生に周知させることが重要である。 

(2) 高校の数学Ⅱを学んでいない、あるいは、学んだが分からないと答える学生は3割程度いた。

数学Ⅱは微分や対数など経済学で も必要とされる単元が含まれていることから、これらの学

生には高校数学の復習を徹底しなければならないと判断する。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

少人数授業は学生と教員の距離を小さくし、学生に対する教育効果が上がるので経済学部では少

人数授業科目を増やすことを考えている。経済数学のクラス分割によって、「経済数学」の履修学

生を習熟度別にクラス分けし、教育する方法は学生の理解度を上げるのに寄与している。かなりの
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教育上の効果があると推測している。この授業形態を他の基礎科目に拡張することが望まれる。 

施設の関係から「経済データ分析論」と「現代経済数量分析」では、履修制限によって学生の需

要を完全に満たしてはいないと判断される。今後、この2科目については、クラス数を増加させる

ことも必要である。 

学外講師による講義と経済学部講演会は学生の現実感覚と先端的研究に対する感覚を鋭くする

ことに寄与していると判断している。今後も学外講師による講義と講演会を継続させる。 

経済学部では、ＴＡを演習問題の採点とコメント付けに活用することによって学生の成績が一定

程度に維持される効果や学生を講義に参加させる効果があると評価している。ＴＡをさらに有効に

活用する方法を工夫する。 

【課題・改善方策】 

ＴＡの機能的で有効な活用方法を考案する必要がある。たとえば、採点やコメントの内容に対し、

学生が質問する機会を設ける。ＴＡの活用をさらに有効にする方法を考案することが課題である。 

「経済データ分析論」と「現代経済数量分析」の 2 科目については、履修制限数の 52 人以上の

学生が実際には履修を希望しているので、開講数を増やせるかどうか、担当教員とも検討する必要

がある。教員の責任時間数を超過させることになるので、即学生の希望を充足させることはできな

いが、非常勤講師（兼任）依存も視野に入れてその充足を検討すべきであると判断している。 

 

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 

 

経済学における退学者の現状は表Ⅲ－66に示される。退

学者の 80%が 2 年生に留め置きになった学生である。2 年

生留め置き学生の指導は、成績不振者の履修・修学指導と

して行っている。経済学部では、修得単位数を基準に学生

の履修・修学指導を実施している。5から6月にかけて、2

年生の 26 単位以下学生に対し、履修・修学指導を実施している。この指導によって、学生の成績

不良の原因を見極めると同時に学生の学修意欲を高めることを目指している。この指導によって多

少学生の学習意欲を刺激し、学生の質の向上に役立っている。留め置きになった学生に対する指導

表Ⅲ－66 退学（除籍は除く）の
現状  (単位：上段は人、下段は％) 

年度 2004 2005 2006 

退学者数 45 35 29 

退学率 4.5 3.6 3.2 

2006年度退学者は2007年3月20日現在
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は、履修・修学指導だけではなく、より広い情報を活用して指導することが望まれる。すなわち、

留め置きになった学生が友人などから講義内容等の情報を得にくくなる情報隔離現象がおこり、留

め置きになった学生の退学率は高い。 

 経済学部では、学生本人が退学願いを教務課の窓口に提出する。その際、本人は保証人（保護

者）と相談し退学願いを提出する。それを受けて、教務課は当該学生とその学生の担当教員と面談

の機会を設ける。担当教員は、退学願いを出している学生の将来の進路や現状での勉学状況等を勘

案し、退学願いを受理するが、時には、当該学生に再考を促し、保護者と再度話し合うように勧め

ることもある。 

 

表Ⅲ－67 入学年度別退学者の推移 

入学年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 退学・除籍者の合計 

2001年度入学者の

退学者・除籍者 

6人 

（2.2%） 

10人 

(3.6%)

10人 

(3.6%%)

8人 

(2.9%)

8人 

(2.9%)

42人 

(15.1%) 

2002年度入学者の

退学者・除籍者 
 

10人 

(3.5%)

11人 

(3.9%)

9人 

(3.2%)

7人 

(2.5%)

37人 

(13.1%) 

2003年度入学者の

退学者・除籍者 
  

11人 

(5.1%)

13人 

(6.0%)

3人 

(1.4%)

27人 

(12.6%) 

2004年度入学者の

退学者・除籍者 
   

4人 

(1.8%)

5人 

(2.3%)

9人 

(4.1%) 

注）2001 年度の入学者数は 279 人、2002 年度の入学者数は 282 人、2003 年度の入学者数は 215

人、2004 年度の入学者数は222人である。2005 年度の入学者数は253人で、2005 年度の退学率

は1.6％であった。 

 

この表Ⅲ－67の退学率は入学者数に対する各年度の退学者の割合を表している。入学者に占める

退学者の割合は、各年度で3～6%の間にある。入学学生の退学率は、12～15%に達する。 

 

（２） 評価と課題・改善方策 

 

【評価】 

経済学部の在学生に占める退学率は5%以下である。これは必ずしも低い数値ではないが、この数

年の退学率が 5%以下であることは、経済学部が 2 年生から 3 年生に進級する際に、52 単位をクリ

アーするように求めている留め置き制度を維持し、学生に対し履修・修学指導してきた成果である

と考えられる。 

【課題・改善方策】 

4 年間での入学者に占める退学者の率（退学率）を現在より低く押さえることを目標にする。現

在は、10～15%になっている。 

退学者の多くは学業成績がよくないのが現状である。退学者を少なくするためには、第一に、学

生の好奇心ならびに学習意欲を刺激することが必要である。第二に、そのような学生をどのように

して講義棟に招くかについても検討する必要がある。 

一つの方法は教員の教育力を上げること、次に、1 年生がアルバイトで生活を乱さないように指
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導すること、場合によっては、適切な出席制度を設けることも検討する。導入教育科目「プロ・ゼ

ミナール」で学生の知的好奇心をつける試みも一つのシナリオである。 

この退学者（退学率）を少なく（小さく）することは、2007年度以降も各教員と教務委員会の解

決すべき課題になっている。 
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