
Ⅱ 学部に関する事項 

 

１．商学部 

 

１ 学部・学科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
Ａ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 
Ａ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
Ｃ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標の、社会との関わりの中での見直しの状況 
（健全性、モラル等） 
Ｃ群 大学としての健全性・誠実性、教職員及び学生のモラルなどを確保するための綱領等の策定状況 

 

【目  的】 

   商学部商学科は、経営学、会計学、商業学の現代的かつ実践的な課題を研究するとともに、経営、

会計、流通の分野におけるビジネス実践の教育を通して、学生の学習への動機と意欲を高め、自律

する力を養い、主体的に大学と地域に参画し貢献することのできる、また豊かな人間性と道徳観を

持ったチームワークの強みを発揮することのできる、実社会において適応可能な総合的な人間力を

養うことを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．ビジネス実践の学修から実社会に適応可能な潜在能力を育成する。  

２．学生参画（教員と学生が一緒になって）の教育をすすめ、学習への動機と意欲を高める。 

３．豊かな人間性と創造力を育み、そしてチームワークの強みを発揮できる力を養う。 

４．自律する力を育み、（地域）社会に貢献しうる人材を育成する。 

 

 

２ 教育内容等 
 

（１） 教育課程 
Ａ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第52条、大学設置基準第19条との関連 
Ａ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリキュラムの体系性 
Ａ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

Ｂ群 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系性並びに学
校教育法第 52条との適合性 

Ｂ群 
一般教養的授業科目の編成における「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」するための配慮の
適切性 

Ｂ群 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能
力の育成」のための措置の適切性 

Ｂ群 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分と
その適切性、妥当性   

Ｂ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況   

Ｃ群 
グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能力等のスキルを涵養するための教育を実践
している場合における、そうした教育の教養教育上の位置づけ 

Ｃ群 起業家的能力を涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教育課程上の位置づけ 
Ｃ群 学生の心身の健康の保持・増進のための教育的配慮の状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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、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、
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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。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（１）教育課程等 

全学部 

教育課程は、「全学共通科目」と「専門科目」から構成され、前者については学部横断的な「総合教育セ

ンター」を設け、基本方針の策定など、適切な運営がなされている。また、各学部の理念・目標等を実現す

る教育課程は主として「専門科目」に委ねられている。導入教育として、少人数クラスのゼミナールを１年

次の必修科目としている。 

なお、全学共通科目の教育目標を「思考の深化」「視野の拡大」「生きる知恵の修得｣におき、2005（平成

17）年にはカリキュラム改定が行われ、学問分野の見直しによる基礎科目群と教養科目群の設定、他学部・

他学科授業科目（学内オープン科目）履修の積極活用など、近年の学生の資質と気質の変化にあわせた配慮

が行われている点は評価できる。 

商学部 

商学部の「専門科目」では、５つのコースを設定することで学部の理念・目標と適合した教育プログラム

の確立を目指し、たとえば、「商学調査実習」（体験型学習）を提供している。特に、１・２年次の必修によ

るゼミナール中心の修学指導体制(担任制)は、「ブラザー・シスター制度」などとともに、導入教育のシス

テムとして評価できる。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 2009年度学部の改組・転換、新学部への移行を踏まえた商学部教育課程の充実を図る。 

② 1～4年次までのゼミナール一貫教育の継続と、効果の検証を図る。 

③ 体験型学習（商学調査実習）の継続と今後の実施方法の改善策をまとめる。 

④ 実務家リレー講義（商学部公開講座）を今年度も適時的なテーマ設定で実施する。 

⑤ 簿記原理特別クラスとキャリア支援特別クラスの編成と指導を強める。 

 

（２） 導入教育 
Ａ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 
 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 1年次基礎ゼミナールでの指導強化と、成績不振学生の出身高校との連携強化を図る。 
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② 個々の学生の授業出席等の情況把握に努め、基礎ゼミナール、共通基礎科目等の教員間の連携

を図り指導を強める。またその際に「はぐくみ」の活用を促進していく。 

③ 基礎ゼミナールにおけるブラザー・シスター制度を引続き実施する。 

 

（３） 資格取得のためのプログラム・支援措置 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 会計等資格取得に向けた積み上げ教育を重点に、資格取得を支援する。 

② 簿記原理単位認定試験について見直しを図る。 

 

（４） インターンシップ 
Ｃ群 インターン・シップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
Ｃ群  ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 履修学生への指導を強化し、受入れ先企業との協力と連携を図りながら進める。 

② 2009年度に向けたインターンシップ科目の具体的検討と実施案を作成する。 

 

（５） 履修科目の区分 
Ｂ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性   

 

【2006年度の評価と課題・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最低修得単

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。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。 

 

（６） 授業形態と単位の関係 
Ａ群 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

 

（７） 単位互換・単位認定等 
Ｂ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換方法の適切性 (表 4) 

Ｂ群 
大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・学部等にあっては、実施している単位認定
方法の適切性 (表 5) 

Ｂ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合   
Ｃ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 
Ｃ群  発展途上国に対する教育支援を行っている場合における、そうした支援の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 国内単位互換協定大学との交流促進のため、学生への周知と留学希望者の確保に努める。 

② 協定大学の教員（松山大学）による夏期集中講義（2単位）を実施する。 

③ 単位互換協定校との交流を強め、国内留学等の積極参加を学生に周知する。 

④ 在学する単位互換履修生の協力も得ながら、交流促進の企画等の検討を開始する。 

 

（８） 開設科目における専任・兼任比率 
Ｂ群 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 (表3)   
Ｂ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

 

（９） 生涯学習 
Ｂ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

 

３ 教育方法とその改善 
 

（１） 教育効果の測定 
Ｂ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 
Ｂ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況   
Ｂ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況   
Ｂ群 卒業生の進路状況 
Ｃ群 教育効果の測定方法を開発する仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育効果の測定方法の有効性を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育効果の測定結果を基礎に、教育改善を行う仕組みの導入状況 
Ｃ群 国際的、国内的に注目され評価されるような人材の輩出状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 
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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。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

教育の効果を上げるための、入学前教育、新入生への導入教育、少人数教育、４年間のゼミナール、リ

テラシー教育、体験型教育等を重視していることは評価できる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 全学的な授業評価アンケートを活用、分析し、学部教育の改善方策を明らかにする。 

② 過去の学部独自の授業評価の実施方法等について見直しを図り、今後の学部独自の授業評価の

実施、集約、活用方法を検討し、計画を立てる。 

 

（２） 成績評価 
Ａ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性   
Ａ群  成績評価法、成績評価基準の適切性   
Ｂ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況   
Ｂ群  各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 (表 6)   
Ｃ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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、素点評価とファ

ンクショナル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。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

成績確認の制度が明確化されるなど成績評価の客観性を保つ努力もなされ、履修・修学指導対象者への対応

は基準により組織的に行われている。 

商学部 

履修登録できる単位数の上限 48 単位には、必修科目の基礎ゼミナールまたは専門ゼミナールの単位数は

含まれておらず、それらを含めると１年次は52単位、２年次は50単位となる。履修登録制限数から各ゼミ

ナールの単位数を除外する理由は見当たらず、改善が望まれる。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 
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  （１）教育方法等 

２）単位制の趣旨および段階的な学修の観点から、商学部や法学部、経済学部および人文学部の学科によ

っては、履修登録の上限単位数の改善が望まれる。 

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

２）履修登録単位の上限については、単位制の趣旨を踏まえ、年間 50 単位を超えて設定される学部・学

科（あるいは学年）において 48 単位以下となるよう改善措置を講ずる。すでに、法学部は履修細則を

変更し、2008年度より年間48単位の上限設定を施行する。また経済学部および人文学部人間科学科は､

カリキュラム改革に向けた議論を進めており、この中で今後の対応を検討している。いずれの学部、学

科も2008年度中に履修細則を改訂し、2009年度より改善される予定である。 

なお、札幌圏大学・短期大学単位互換制度に基づく他大学の履修科目についても、登録単位の制限枠

から外している実態がある。この問題は別途、互換協定の目的および学生の履修実態を踏まえて、全学

レベルの機関にて対応していく。 

 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 科目担当の教員間で共通認識を持ち、適正な成績評価を行う。 

② 学業奨励制度を継続し、学業促進や資格取得について積極的な支援を行なう。また学生のモチ

ベーションを高める学業奨励制度と奨励する新たな資格等について具体的に検討する。 

 

（３） 履修指導 
Ａ群 学生に対する履修指導の適切性 
Ｂ群 オフィスアワーの制度化の状況   
Ｂ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 
Ｃ群 学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の導入状況 
Ｃ群 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 成績不振学生、留年者への対応、面談等の修学指導を継続的に実施し強化する。 

② 指導の際に「はぐくみ」のデータ等を参照するとともに、対応学生についてのデータの整備、

蓄積を進め、修学指導に活用する。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 
Ａ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 
Ａ群  シラバスの作成と活用状況   
Ａ群 学生による授業評価の活用状況   
Ｂ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性   
Ｃ群 ＦＤの継続的実施を図る方途の適切性 
Ｃ群  学生満足度調査の導入状況 
Ｃ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 
Ｃ群 雇用主による卒業生の実績を評価させる仕組みの導入状況 
Ｃ群 教育評価の成果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 
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【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

シラバス作成、学生による授業評価アンケート（実施と公開方法）、ファカルティ・ディベロップメント(Ｆ

Ｄ)活動への取り組みは、ある程度行われているものの、授業改善・教員力向上に役立つような合理的な工

夫が、経済学部を除く全ての学部について求められる。改善への方向が示されているので、その着実な実行

を期待したい。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

  （１）教育方法等 

 １）ＦＤ、学生による授業評価と教員へのフィードバックは不可欠のものであり、そのための全学的取り

組みが望まれる。  

  
「Ⅲ 大学に対する提言」に対する本学の対応について（2008年 3月 25日） 

 

１）現在、学部・大学院の教育課程の見直し等、大学教育全般の改革を推進するため、学内運営機構の改

編と必要な組織の整備を進めている。その柱は、教学担当副学長職の新設および「教育開発支援センタ

ー（仮称）」（2009年度開設予定）の設置である。これまで手薄であった全学的なＦＤ活動は、今後新た

な副学長の責任のもと、「教育開発支援センター」内に設置する「教育開発・評価ＦＤ部門（仮称）」が

中心となって推進していく。現在はその運営体制と具体的な機能について審議中である。 

今後のＦＤの取り組みでは、2007 年度大学設置基準の改訂で明記された教員の研修機会の確保を含

め、ＦＤに関する講習会、フォーラム等を積極的に開催し、それらの内容を報告書として刊行すること、

全授業評価アンケートについては毎年実施して、その分析や評価を学部・教員・学生へフィードバック

することなどは最低限必要であると考えている。また、大学院におけるＦＤも各研究科委員会で調査・

研究し、その在り方について検討を加え、現実的かつ実効性がある方法を開発する。 

なお、指摘された授業評価の教員へのフィードバックについては、さしあたり具体的に以下の措置を

とる。既に2007年度から、情報ポータルで集約した授業評価結果については、教員のコメントを付し

て学生へ公開したが、2008年度からは前年度の授業評価結果をシラバスとリンクし、学生が履修登録を

行う際に講義選択の一つの判断基準となるよう見直していく。また、授業評価アンケートの回収率の向

上と教員のコメントの徹底化を図り、授業評価・結果・教員コメント・シラバス講義選択の循環をFD

のサイクルの中に位置づけ、FDの一つのアプローチとして定着化を目指す。 

 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 教育方法、授業内容改善等を討論する研究報告会を定期的に設ける。 

② 学生参加型のＦＤフォーラムの実施に向けて計画と準備を進める。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 
Ｂ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
Ｂ群 マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性   
Ｂ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度措置の運用の適切性   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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
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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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 各授業においては、授業形態に合わせて、教室のＡＶ機器、ＩＴ機器を十分に活用し、効果的

な授業展開に努める。 

② 商学調査実習では引続きグループ毎に分かれたワークショップ型の授業方法を進める。 

 

（６） 休退学者を減らすための措置 
Ａ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 (表17)   
Ｃ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・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。 

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。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 適時的に修学指導を実施し、成績不振学生の早期個別対応を実施し、情況把握に努める。 

② 「はぐくみ」活用による学生情報の共有化をいっそう進める。 

③ 情況に応じて、保護者を含めた本人並びに担任教員との三者面談も検討する。 

 

４ 国内外における教育研究交流 
Ｂ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性   
Ｂ群  国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 (表11) 
Ｃ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 
Ｃ群  教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

２ 教育内容・方法 

（３）教育研究交流 
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「諸外国の文化、習慣、言語を学び国際的な感覚を身につけた学生の育成」を目的とし、「全学生の５％

（約250名）以上が海外研修等に参加できる機会を設ける」という目標を掲げている。そのため、全学的に

は６カ国８大学と大学間交流協定を結び、教育研究交流事業を行っている。海外研修を促進する制度として、

「正課授業・ゼミナール等海外研修奨励金」制度を設けていることは評価できる。しかし、学生の海外研修

プログラムによる全学の研修体験者は、ここ数年目標の５％には達しておらず、国内外の教育研究交流の制

度はあるものの学生の派遣・受け入れ等の実績は低い。 

国内交流については、札幌圏内６大学４短期大学、国内５大学と協定を結んでいるが、積極的に利用され

ているとは言えず、中途放棄等無責任履修者が生まれていることから早急な改善が望まれる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 交換留学制度（韓国）による交流促進のため、学生への周知と留学希望者の確保に努める。 

② 留学大学（韓国）との交流事業として教員派遣（相手先大学での講義等）を実現する。 

 

５ 学生の受け入れ 
 

（１） 入学者の受け入れ方針 
Ａ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 (表16)   
Ｂ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係   
Ｃ群 学部・学科等のカリキュラムと入試科目との関係 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

大学の教育目標、学部・学科の教育目標と方針は、『入学案内』に掲載するとともに、その周知

に努めてきた。しかし、これまで、明文化したアドミッション・ポリシーを提示し、その理解にた

った学生募集を進めてきたとは言いがたい。今後、ＡＯ入試の導入を検討する中で、学科ごとのア

ドミッション・ポリシーの確立と徹底が急務であり、現行の入試制度を含む学生の受け入れ方針と

選抜方法との整合性について緻密に検証する。 
 
【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全学部 

また、2007（平成19）年度から学部において、アドミッション・ポリシーの明文化・公表がなされた。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

商学部商学科は募集停止につき、新学部の学生募集についての方針策定とその実施を図る。 

 

（２） 入学者選抜における高・大連携 
Ｃ群 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
Ｃ群 入学者選抜における、高等学校の「調査表」の位置づけ 
Ｃ群 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

本学の広報入試部長が高大連携委員会の委員長を兼務し、その事務局を入試課に置いている。ま

た、教育連携との観点から、副委員長を教務部長が兼務する体制となっている。入試での高大連携

もさることながら、教育面でのつながりを今後いかにして強化すべきかが、課題の一つである。 

大学を良く知ってもらうという点では、出張講義をより広範に展開する必要がある。この出張講

義は、高校からの提供希望の多くが心理関係に偏っている。そのため、高校生や高校教諭の身近な

話題に関連させたテーマ設定に、それぞれの教員が努力する必要がある。更に、インターネット等

を活用した情報提供のみならず、高校側からの相談に細かく対応するシステムの整備を更に進める。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

- 81 - 



① 新学部の学生募集に関する高等学校への積極的な宣伝活動を展開する。 

② 学部ＯＢの高校商業科教員との情報交換と交流を継続的に実施する。 

 

（３） 外国人留学生の受け入れ 
Ｃ群 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け入れ・単位認定の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

国際化社会における本学の位置、役割を見直すとともに、大学としての受け入れ方針を検討する

必要がある。また、韓国・中国等の提携校とも協力した留学生制度の検討、地域的な留学生の動向

を調査・検討し、制度としてのあり方、留学生支援のあり方を含め検討する。 

 

（４） 定員管理 
Ａ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 (表14) 
Ａ群  定員超過の著しい学部・学科等における定員適正化に向けた努力の状況   
Ｂ群 定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性を検証する仕組みの導入状況 
Ｃ群 恒常的に著しい欠員が生じている学部・学科における、対処方法の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後も、適切な教育環境を念頭に置いた定員管理を目指していく。全体としての定員確保は、学

部学科により若干ばらついた超過率の中で調整されることが考えられる。新学部・学科構想、学部・

学科改組転換等の政策、より魅力ある学部学科の再創造により、学部学科ごとの超過率を是正し、

全体の教育環境を改善できるよう努力したい。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

３ 学生の受け入れ 

全学部 

しかし、商学部第一部、社会情報学部では指定校推薦入学者数が定員よりも多く、改善が望まれる。 

人文学部英語英米文学科では、入学定員に対する入学者数比率の過去５年平均が、1.30と高いので改善が

必要である。かつて文部科学省から定員超過の是正について指摘を受けたこともあり、引き続き適切な定員

管理に努めることが必要である。 

 

６ 教員組織 
 

（１） 教員組織 
Ａ群 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の適切性 (表 19) 
Ａ群 大学設置基準第12条との関係における専任教員の位置づけの適切性 
Ａ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 (表 3)   
Ａ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 (表 3) (表 19)  
Ａ群 教員組織の年齢構成の適切性 (表21)   
Ｂ群 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 
Ｃ群 教員組織における社会人の受け入れ状況 
Ｃ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 
Ｃ群 教員組織における女性教員の占める割合 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後は、設置基準上の教員組織へと適正化する必要があり、授業科目の精選を行うとともに教育

内容と方法の改善をとおして現在以上の教育パフォーマンスが展開できるようにする必要がある。 

また、特任教員の教授会への参画と学部長の選挙や一定の専門的大学公務への参加が可能となっ

たが、全学的に規程を整備する必要がある。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 
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Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

７ 教員組織 

教員組織の整備については、現在、中期計画に基づき、学部・学科の改革に伴う教員組織の再編を行って

いるところである。教員の年齢構成では、現在進行中の「中期計画」を踏まえながらも、さらに長期的な視

点に立った人事政策・雇用計画の立案・実施が期待される。 

この点について、従来の学部・学科・研究科ごとに明確な教員定員数を定めず弾力的運営を行ってきたが、

任用形態の多様化と収容定員と教員数をリンクした大学院教員の配置などによって、教育の質を担保する教

員配置が可能となる施策が2006（平成18）年度よりはじめられており、その成果が期待される。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 新学部への改組・移行に伴う、大学設置基準を遵守した教員組織・配置に向け準備する。 

② 本年度も委嘱している学部客員教授との連携を図り、学部講演会並びに各種授業における学外

講師として活躍を頂く。 

 

（２） 教育研究支援職員 
Ａ群 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性 
Ａ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性   
Ｃ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

商学部第一部においては、こうした教育支援員の活用は、現状では情報関連科目と1年次科目の

一部への導入に留まっている。特にＳＡについては、2005年度からの導入でもあり、全体の教員が

利用している状況にはないため、体制の見直しと改善が今後必要である。ＴＡにおいても、効果的

な人員配置の検証などを行っていく必要がある。 

今後も、教育支援員の体制を継続し、教育内容の一層の充実を図るとともに、多様な科目形態に

対応した新たな支援職員の配置、活用等について検討していかなければならないと考える。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 専門科目の中で情報関連科目については引続き実習指導員を導入するとともに、効果的な人員

配置について検証を行なう。 

② 1年次基礎ゼミナール、総論Ａ科目においては引続き学生相談員を導入する。 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き 
Ａ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
Ｂ群 教員選考基準と手続の明確化   
Ｂ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性   
Ｃ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

しかし、専門的知見を必要とする学科目において実務経験者を採用し、昇格させるための基準や

手続きが不十分であり、規程類の整備とその運用を含めた改善が必要である。特任教員の採用や昇

格についても同様の改善が必要になっている。 

 

（４） 教育研究活動の評価 
Ｂ群 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
Ｂ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

教育活動は「教育熱心」な大学と評価される反面その基礎となる教育研究活動が疎かにならない

ように配慮する必要があり、今後そのための具体的施策をつくることが課題となる。学部の教育の
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あり方とともに教育研究活動が活発なものになるように学部運営が改善されることとそれぞれの

教員の教育研究活動のパフォーマンスと発展が明確に示されるように、学部の教育研究に関する目

標、計画、評価のあり方を早急に検討し、その方策を明らかにする課題がある。 

 

７ 研究活動と研究環境 
 

（１） 学部の研究活動、論文等研究成果の発表を促す取り組み 
（研究活動） 
Ａ群 論文等研究成果の発表状況 (表 24)(表 25) 
Ｃ群 国内外の学会での活動状況 (表 26) 
Ｃ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
Ｃ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

商学部では月1回を目標に商学部教員による研究発表の場を設け、教員の研究成果の発表を行っ

ていく。 

 

（２） 科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けた学部としての取り組み 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
Ｃ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 (表 33)(表 34) 

Ｃ群 
学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競争的研究資金で構成される研究費のシステ
ム）の運用の適切性 

Ｃ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 
Ｃ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

外部資金獲得に向け、多くの教員が取り組むことができるよう情報の提供、申請に向けた事務処

理など、支援の方策を考える。 

 

８ 学部の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
Ａ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 (表36)(表 37)(表 38)(表 40) 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

商学調査実習においては、商学調査実習室とコンピュータ室をフルに活用し、実習事前準備、情

報収集、調査データ整理・分析、報告書作成と一連の作業を実施する。 

 

９ 就職支援のための学部独自の取り組み 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

3年次対象のキャリア支援教育を目的とした科目を商学特別講義Ａ（キャリア・マーケティング）

として開講（後期）し、受講学生の就職活動をサポートする。 

 

10 学部独自の広報 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

学部の広報誌「商学部報」を継続発行し、広く学部のＰＲを行なう。特に新学部への移行を意識

した内容のものとする。 
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