
５．社会情報学部 

 

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】 

社会情報学部社会情報学科は、社会情報現象の現代的諸問題を対象として、実践的学習を通じて

培った広い視野と洞察力に基づいて情報収集と分析を行い、情報技術を用いた問題解決の方法をデ

ザインし、それを現実社会に応用していく能力を開発・育成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．自ら問題を発見し解決に向けて目標設定できる教養と専門知識を修得する。 

２．情報を収集・分析し、適切に加工・発信する力を育成する。  

３．情報システムを設計・構築する情報処理の知識と技術を身につける。 

４．広い視野から体系的・創造的な問題解決を図り、結果を自ら客観的に評価する姿勢を涵養す

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】 

① 教育課程 

外国語科目の履修者数が も多いのが英語であるが、情報系科目（例えばプログラミング）に

おいて、英語のエラーメッセージなど、比較的語彙が限られた簡単な内容を理解できないという

問題が発生している。これまでに「コンピュータ英語」などを学ばせるという議論も出ているが

実現に至っていない。この問題について、現在はゼミナール教員ごとに対応しているが、英語運

用能力の訓練については、今後のカリキュラム変更の機会に検討する。 

② ノート型パソコンの導入による双方向型講義 

前述のアンケートで、やはりパソコンは苦手だと思った（21%）という回答もある。「自分専用

のパソコンをどのように使っているか」については、授業以外でも使っているという回答が 72%

である。自宅学習での活用が見られる一方で、授業以外ではほとんど使っていないという回答が

28%あるという点は、講義時間外の学習を促進するという観点からは問題点として捉えている。 
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ノート型パソコンを用いた講義の運営上の大きな課題の1つは、トラブルに対する速やかな対

応である。当学部では電子計算機センターのサポートデスクとの連絡責任者を置き、講義を円滑

に進行できるようにしている。また、パソコン本体が故障した場合の代替パソコンの管理・運用

体制についても教務委員会、電子計算機センター、大学生協（メーカーとの窓口）との協議によ

って改善を図っている。パソコンの機種選定に際しては毎年、複数のメーカーに仕様、価格、サ

ポート体制などのプレゼンテーションを依頼し、検討を行っている。 

③ ＴＡ・ＳＡを使った少人数教育 

ＳＡが少人数教育に役立っている一方で、ＳＡの志望動機が「学内でアルバイトが出来るから」

という回答が6割あり、丁寧に相手の立場に立って教える、あるいは教員がもとめるＳＡとして

の要件に対する意識が希薄な場合が多いことが担当教員のコメントとして報告されている。ＳＡ

自身が演習課題の内容を十分に理解せずに指導する場合もあり、学生から不満の声も出ている。

今後もＳＡを活用していくために、ＳＡの採用方法の改善、ＳＡ自身に対する指導の充実などが

課題となる。2007年度に向けては募集時期を早め、科目担当教員が応募学生のゼミナール担任な

どからの意見をもとめるなどしながら、学生の適性を見る時間を持てるようにしている。 

④ 体験型、実践型教育 

今後、入学者が多様化する中、地域社会との連携を図りながら、このような試みを展開してい

くことは学部として1つの重要な課題であるが、現段階では、このような教育方法は、個別の取

り組みの域を出ていない。 
 
【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 

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。 

社会情報学部 

専門科目は、社会学系と情報学系の科目配置にバランスがとられるなど配慮されていることから、教育目

標である「社会の出来事や情報を、多角的に見ることのできる幅の広い視点を育むこと」および「情報の収

集、分析、処理に対する方法やスキルを学ぶこと」を達成していると言える。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 「モノづくり」をデザインする、をコンセプトとする新カリキュラムの検討を行う。 

② 学生の自主性に過度に依存しないカリキュラムの検討を行う。 

 

（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】 

これまでのところ、入学前学習は提出物にコメントを付して入学前の学生に送付し、それ以降は

特別な指導を行なっていないため、入学前に学生の文章力等を向上させる取り組みにはなっていな

い。添削回数を増やすことも考えられるが、入学者の質が年々変化してきていることに基づき、現

時点では以下に記す方策を優先的に試みる予定である。 

- 130 - 



初年度教育のさらなる充実策として、現在、次年度から以下のことを実施するための検討を行な

っている。これらの演習によって、期待することは①大学の授業を受ける基礎体力、②自ら調べ考

えるための基本的方法、③授業を継続的に受講する感覚、が身につくことであるが、学生にとって

は半強制的で退屈な反復トレーニングになる可能性があり、効果的な実施方法については検討を要

する。 

(1) リテラシー基礎演習 

ａ 「読む」「聴く」のトレーニング・練習問題 

ｂ 「四則演算」のトレーニング・練習問題 

(2) リテラシー演習 

ｃ 本語原典講読：多読version 

ｄ 分数の計算のトレーニング・練習問題 

ｅ メモを取るトレーニング：その場でメモを取る、後でまとめる 

(3) メディア・リテラシー演習 

ｆ 日本語原典講読：多読・精読version 

ｇ 算数から数学へ 

ｈ メモを取るトレーニング：記録化 

ｉ 資料収集法（現行科目） 

情報処理基礎でのリテラシー教育では、高校での教科「情報」の学習履歴と入学後の学習状況と

の関連について追跡調査を行なうことにしているが、現時点では数値的な判断材料の蓄積が出来て

いない。しかしながら、担当教員が講義を実施する上で確認できたことは、①入学者全体としてコ

ンピュータ操作のスキルが、従来に比べて底上げされている、②講義中の提出課題の進捗が2極化

する、の2点である。また、2004年から高等学校における教科「情報」の実施状況調査を継続して

行い、協力校との間で高大連携の下地を作ってきた。また、2006年 8月に「情報教育に関する高大

連携意見交換会」を実施した。これは、この実施状況調査の結果等をふまえ、高大の教員が現状と

課題、要望などをプレゼンテーションし、それに基づく意見交換を行い、相互に連携を図りつつ、

今後の情報教育を効果的に行なっていく方法を検討する機会とする、という主旨のものである。

2007年度に向けて、この検討結果を活用していく。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 推薦入試合格者に対して行う入学前学習の充実を図る。 

② 1 年次前・後期開講の必修科目基礎ゼミナール I・II に関する共通の達成目標を作成し、担当

教員間での合意を形成する。 

③ 1年次学生の論述作文・外国語・学部必修科目の出欠状況を把握し、修学指導に活用する。 

 

（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】 

ｅラーニングによる自学自習の推進と、サポート体制の充実を図る。 

 

（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】 

現在、インターンシップの案内は情報ポータルを通じて、あるいはゼミナール担任を通じて行な

っているが、学生からの反応が芳しくなく、インターンシップへの参加者数は減少傾向にある。1

つの理由としては、現在の運営方法において周知期間が前述のように短いということが挙げられる。

また、学生がアルバイトを通じて一種の職業体験をしているために、インターンシップ参加の必然
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性を感じられないということも指摘できる。現段階では、事前に学生のインターンシップ参加意識

を高めておき、応募させるという取り組みには至っていない。参加報告会を実施してインターンシ

ップを参加学生個人の経験にとどめず他の学生にも共有させる取り組みの必要性について、他学部

の実施例を調査し検討する。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

インターンシップ先企業との連携、インターンシップ終了後の報告会の実施などに取り組む。 

 

（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年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

しかしながら、今後必要性を増していくであろう導入教育充実の過程では、必修科目を増やすこ

とも必要になってくることが予想される。現時点では、学生の履修を促したい科目（例えば論述・

作文）については「指定必修」ではなく「履修必修」の形で卒業要件の中に入れている。今後、イ

ンターンシップの参加状況や成果も検証しつつ、学生の職業意識を醸成するために総合科目群の中

の科目、職業と人生Ⅰ・Ⅱの履修形態について検討する。 

 

（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】 

講義・演習一体科目は、講義の理解を深めることを目的として2講時連続で実施しているが、他

方で、理解度、パソコンスキルなどの差に基づき、課題消化進度の早い学生と遅い学生との差が顕

著に出てくる科目でもある。その結果、進度の早い学生は物足りなさを感じ、遅い学生は講義内容

の消化不足を起こすことになる。また、2 時間連続で行う場合に、集中力が持続しない学生が現れ

始めているという報告も教員から出ている。これらの問題は、教材や課題の工夫、ＴＡ・ＳＡの活

用によってある程度解消されていると考えられるが、今後は各担当教員からの意見聴取等を行い、

教務委員会で方策を検討していく。 

 

（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】 

札幌圏大学・短期大学間の単位互換において、他大学からの履修者が減少する一方で、本学部学

生の他大学での履修人数が増加している。また、本学部の学生の履修が隣接他大学での履修に偏っ

ていることの理由については、履修科目の特徴と通学の利便性が考えられるが、分析結果を得るに

は至っていない。継続的に履修状況の把握を行なっているところである。東國大學校における交換

留学生の講義履修に先立ち、当学部の科目と受け入れ先学部との履修科目の対応付けを行なうに際

して、講義時間数の扱い方が異なること、科目名が必ずしも1対 1に対応しないこと、などの問題

が発生した。 

 

【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 
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２ 教育内容・方法 

（３）教育研究交流 

なお、単位認定については、全学共通科目である外国語関連の科目として認定されるもののほか、「Current 

English」などの科目が、経済・人間科学・臨床心理・こども発達・法律・社会情報学科では、専門科目とし

て認定されているが、これらが学科の専門科目として認定するのが妥当であるか否かを検証する必要がある。

 

（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   
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】 

今後、教員の留学研修、異動、定年による退職などで兼任に依存せざるをえない状況も予想され、

この比率が上昇する場合がある。 

 

（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】 

2000年開催の社会と情報に関するシンポジウムでは「ビッグ・バン」をテーマで当該分野の権威

を招いて講演を行い、多数の参加者を得たことから判断するならば、生涯学習への貢献という観点

からすれば、それ以外の開催において市民の参加が得られなかった理由の1つはテーマ設定が市民

にとってわかりやすく、関心を持ちやすいものになっていないことが挙げられる。このシンポジウ

ムは「学部の教育・研究に資する」ことが前提であるので、当面はテーマ設定と広報上の工夫を行

なっていく。 

 

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】 

基本情報技術者試験など、全国的に標準化された内容の問題を用いて、学生の理解度を測ること

については意味があると考えている。今年度は科目ごとに関連する内容を整理し、担当教員の学習

効果の測定を行なっていく。 
 

【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 

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。 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 特に講義形式の授業において、積極的に学生の反応を受け取る工夫をする。リプライシートな

どの対話型講義について、検討を加える。 

② 成績優良者を表彰する学業奨励制度において、優良者選択にＧＰＡを用いる。 

③ 全学的に行われている学生による授業評価アンケートを活用し、授業効果を把握する。 

 

（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】 

4 年間で均等に履修するようにカリキュラム上の配慮を行なっているが、3 年次までに必要とす

る単位を取り終える学生も少なくない。4年次前期に就職活動に専念できるという利点もあるが、4

年次配当科目の出席者は総じて少ない。2005年度は4年次科目（1科目）について出席状況調査を

行なったが、平均して20名程度であった。 

専門ゼミナールの成績評価については各担当教員のゼミナール実施方法に依存する。共通する評

価項目として｢出席｣、｢発表・報告の内容｣が使われている。これら以外に、社会学分野のゼミナー

ルでは、評価項目として｢参加態度（姿勢）｣、｢議論への貢献度｣、｢テーマの独創性｣、｢学習の達

成度｣が、情報学分野のゼミナールでは、｢課題提出｣が使われている。評価方法に分野ごとのゼミ

実施方法の特徴が出ていると考えられる。 

学業奨励制度における成績の点数化については、Ａ評価が 80 点から 100 点までの幅を持つこと

から、「平均して成績の良い学生」が評価される傾向を持つ。この点に関しては学内でＧＰＡを導

入した評価制度の検討が行われ改善が図られているところである。 
 
【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 

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。 

社会情報学部 

また情報処理に関する知識レベルの統一化のため基本情報処理技術者試験の問題を利用している。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

多人数の授業などに適応しがたい学生に対して、当該学生が履修している科目の担当者と相談し、

履修可能な環境を整備する仕組みを検討する。 

 

（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】 

近年、修得単位不足で休退学する学生の1つの特徴は、大学生活への不適応などによる授業欠席

である。大学生活にも少し慣れ、各講義も数回進行している、入学 1 ヶ月後の 5 月の連休明けが、
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1 つのポイントとなる時期であると考え、この時期を中心として基礎ゼミナールを基盤に面談を行

なった。必修科目の出席状況調査は、このような徴候を定期的に把握するという点で意味がある。

出席状況が改善されない学生については、教務窓口担当者、ゼミナール担任から情報ポータル、電

話などによる呼び出しを行なっている。 

オフィスアワーの制度化については段階的な導入を行なうべく検討中である。単純にオフィスア

ワーを設定しても学生の利用がなければ意味がないということが大きな理由である。問題を抱えて

いる学生が相談しやすい環境を作ることが必要であるという認識である。 

従来、大学生を一人の自立した若者として扱ってきたが、その前提が成り立たない場合も見受け

られるようになってきている。高校教員からも大学入学時前期の指導の重要性が指摘されているこ

ともふまえ、保護者懇談会への参加要請も含め、大学生活に問題があると判断された学生の場合に

は早期に親と連絡を取り改善を図ることを2007年度に向けて検討中である。 

社会情報学部では、他学部同様に、学生の履修指導において2名の教務課窓口の職員が果たす役

割が大きい。履修登録上の基本的な問題、履修状況の芳しくない学生の把握と教員への連絡、当該

学生の呼び出し、などについては教員では対処し切れない場合を補う形できめ細かな対応を行って

いる。また、履修指導対象学生と担当教員との間の橋渡し的な役割も担っている。このような事実

を踏まえ、教職員が一体となった修学指導体制の導入を検討している。 

 

【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 

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。また近年のカリキュラム改定により、履修モデルが提示されている

が、学部により作成内容は異なっているので改善が望まれる。 

社会情報学部 

明確な履修モデルを示して、教職員によるきめ細かな履修指導を実施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 5月中に、1・2年次学生と担任教員が個別に面談を行い、修学状況の把握とアドバイスを行う。 

② 面談結果を学部で共有し、組織的な修学指導の素材とする。 

③ 「はぐくみ」の積極的な活用方法の検討を行う。 

 

（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】 

学部の月例研究会での発表、紀要への投稿は、これまでのところ、そこで提起された問題を委員

会などで個別に取り上げて議論し、その結果を学部全体での解決に向けた取り組みとするには至っ

ていない。 

ＦＤシンポジウムでの意見・要望等に基づく授業改善結果については、引き続きアンケート等で

確認していく。 
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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】 

新カリキュラムの検討に伴って、複数科目間の連携を積極的に推進する。このことによって、科

目間の関係をより明確に学生に提示することが可能になる。 

 

（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】 

① 演習・実習・講義科目 

(1) 演習科目（ゼミナール） 

基礎ゼミナールは今後、導入教育で重要な役割を持つようになるので、現在の実施方法を継

続しつつ、リテラシー教育の導入を検討していく。 

専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲでは教員ごとのスタイルで実施されるが、指導の成果を専門ゼミ

ナールⅣの発表会、抄録集として公表することにしている。発表会はゼミナール単位で行い、
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指導教員以外の教員も出来る限り参加し、質疑応答に加わるようにしている。 

(2) 実習科目 

ＴＡ・ＳＡを有効に活用するためには、講義中の指導内容・方法を教員から明確に提示する

ことが重要となる。ＴＡ・ＳＡへの講義内容の周知もさることながら、横の連係を持たせるこ

との重要性も担当教員から指摘されている。また、受講学生がＴＡ・ＳＡを配置した授業形態

が当然と考え、自ら考えずに安易にＴＡ・ＳＡに依存する傾向も出てきている。この傾向は、

その後の他の科目における学習態度にも影響する可能性があるのでＴＡ・ＳＡの活用方法の検

討も含めて改善していく。 

(3) 講義科目 

一人の教員が担当する学生数が多く、リアクションペーパーなどを用いて講義内容について

の疑問点や理解度を集約することはできるが、個々の学生の状態を確認することは困難である。

学生がリアクションペーパーに要求された内容を正確に記述できるかどうかという問題もあ

る。多人数でも個別の学生の理解度を確認しやすい授業方法の追求を行う必要がある。 

② マルチメディアを活用した教育 

無線ＬＡＮなど学内のネットワーク環境、教室の視聴覚機器の整備が行われ、マルチメディア

を活用した教育への取り組みは、大講義室での講義、ゼミナールなどで様々な形で実施されてき

ている。しかしながら、学部として全体を把握するとことまでは至らず、効果の検証は十分では

ない。今後は定例研究会などを通じて、教員間で情報交換を行いつつ、教材準備の問題なども含

めて活用促進を検討していく。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 必修科目における少人数化の取り組みを継続。 

② 課題の自動採点などＩＴを活用した効果的な教育方法の検討・推進。 

③ 電子計算機センターとそのパソコンサポートデスクとの連絡体制をより強化し、携帯パソコン

やネットワークを活用した教育をより円滑に行えるようにする。 

④ 学生がパソコンを安全かつ効果的に利用するために、パソコン活用の動機付け、意識の向上と

技術の獲得を促す。 

⑤ パソコン・ネットワークのトラブル等で講義運営や学習に支障が起きないよう迅速に対応でき

る体制を充実させる。 

 

（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年度の評価と課題・改善方策】 

各ゼミナール担任のヒアリングの結果、退学の原因の1つとして、周囲に適当な相談相手がいな

い（つくれない）状況にある学生が孤立し、大学から遠ざかっていく傾向があることが判明し、次

の方法で修学指導を行うこととした。 

① 1年次学生対象 

基礎ゼミナールは、新入生の大学生活における学び方を指導するための科目であるが、同時に

学生生活に適応できるように指導を行うことの出来る機会でもある。5 月の連休明けに、新入生

の生活状況、勉学上の問題点、興味・関心などについて聴取することとした。教務委員会で聴取

項目を記したアンケート用紙を準備し、学生に予め記入させ、それに基づいて教員が面談する方

式を採った。基礎ゼミナール担当教員は面談後、当該学生の学生生活、修学状況などを把握する

上で必要と思われることを学生指導シートに記載し、この情報は専門ゼミナール担当教員に引き

継がれる。 

② 2年次学生対象 
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現在、2 年次にはゼミナールがなく、講義を介しての修学指導を行いにくいため、この期間に

何らかの形で半強制的に学生と教員間の関わりを持つ必要があるので、2年次前期（ 5月連休あ

け）に面談強化月間を設けている。ここでは、前年度の基礎ゼミナール担任による、3 年次の専

門ゼミナールの履修アドバイスを主とした面談を実施している。これは①比較的話題にしやすい、

②早い時期に専門ゼミナールに関心を持たせる、③ゼミナール希望者の偏りを解消する、といっ

た点で意味がある。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 出欠状況の把握と個人面談により、早期の問題発見を試みる。 

② 休学者・修学指導対象学生の父兄に、保護者懇談会への出席依頼を学部独自で送付し、保護者

との情報交換による連携を図る。 

 

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 

「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】 

海外研修奨励金制度の積極的活用に向けて、提携先、実施内容の調査を行う。 

 

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 
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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】 

推薦入試志願者の志望動機や、入学生に対するアンケート調査の分析を継続して行い、関心のあ

る分野など学生の動向を把握する。その傾向と、学部のアドミッション・ポリシーで掲げている「求

める学生像」との整合性を今後毎年度検討する。 

 

（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】 

協力校教員との情報交換、高校生向け体験学習の実施により、情報教育に関する高大接続の円滑

化を図る。 

 

（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。 
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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。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

時期的に早めに実施する入試に比重が移っている状況に鑑み、ＡＯ入試に特に力を入れる。今年

度は、新方式の開設やインターネット面談を導入するなどして定員を増やして臨む。また、志願者

を確保するためには、高校側（生徒及び教員）の本学部に対する関心を喚起することが必須なので、

高校巡回、オープンキャンパスなど直に高校側と接触する機会と、学部パンフレットや学部ＨＰに

よる広報を有機的に連携させ、継続的に関心を惹きつけられるように工夫する。 

 

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、教員の異動・退職にともなって教員構成が変化し、専・兼比率が変化していくこと、１教

員あたりの担当コマ数の増加が予想される。また、学部の教育効果を高めるためには、教員間の連

絡調整の方法として教務委員会を介した連絡調整だけでは不十分な場合が予想される。関連する科

目間で講義内容の調整、目標到達度の評価などを行うことも必要になると思われる。 
 
【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 

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】 

新カリキュラムを効果的に実現するために、年齢構成のバランス等に配慮しつつ教員組織の編成

を検討する。 
 

（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】 

ＴＡ・ＳＡを採用することによって学生へのきめ細かな指導が可能になっている点は大きいが、

この制度の運用ノウハウが蓄積され運用上の問題点も明らかになってきているので、ＴＡ・ＳＡの

質の確保と、適性人数の追及の問題がある。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

ＳＡ・ＴＡの活用のあり方について、より効率的かつ効果的な活用方法を検討し、次年度の授業
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運営に反映させる。 

ＳＡの募集方法については、前年度の改善策の成果をふまえて、学生の動機づけの面も含めてさ

らに改善案を検討し、実施する。 

 

（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年度の評価と課題・改善方策】 

教員の募集・昇任に関しては、これまで適切に行われている。 

 

（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】 

教育活動の評価を行う場合、上記のような業績としての形で見えない部分もある。講義時間外に

多くの時間を割いて個別に学生指導を行なって教育効果を出している場合もあり、個別指導の負担

を軽減するような教育システムの工夫を行う一方で、教員の日々の教育上の工夫・努力について評

価できる仕組みが必要である。 

 

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】 

「学部全体のアクティビティの向上、学部の各教員の個々の研究のインセンティブの増進、およ

び学部の教育に関する研究の推進」を図る。その際、 内向き、内輪だけに閉じがちな研究活動を

全学的あるいは学部相互間、さらには他大学、学会との交流を深めながら、研究の質的向上を目指

す。また同時に、学部創設以来培ってきた独自の研究業績が、次年度以降も維持・存続できるよう

な体制作りを目指す。以下の事業を執り行う。 

① 社会情報特別推進研究 

成果の質的向上のためにそれぞれ、学会発表・研究論文、教育的方策への実現プラン、あるい

は他学部との交流・浸透などを促す。 

② 社会・意識調査データベース 

引き続き、事業として継続する．また、社会・意識調査データベース事業推進のためのワーク

ショップを開催する。 

③ ワークステーション 

安定的運用が必須条件であり、そのために必要な周辺機器等を整備し、データの保護等に努め

る。 

④ シンポジウム 

2008年度シンポジウムを計画通り遂行するとともに、その記録を年内に紀要に掲載する。2009

年度計画を2008年 10月ころからテーマ、講演者等の検討を開始し、今年度中に決定する。社会
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情報調査に関する基礎研究をシンポジウムの一要素に含め、研究会のテーマ等の検討に当たって

は広く意見を募り、多くの教員の参加も見込める題材と講演者を選ぶ。 

⑤ 私情協大会 

学部内で行われている教育方法に関する研究を発表するよう促す。 

⑥ 学部研究会 

発表内容のさらなる充実を図る。研究内容によっては、他学部の人の発表も加えて開催する。

社会情報学会との共催による講演会・研究会を充実させる。 

 

（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】 

社会情報特別推進研究プロジェクトによる萌芽的研究促進の成果を外部資金獲得に向けて活用

する。 

 

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】 

① 学生がネットワークの構築、パソコンの組み立て、種々のＯＳのインストール・設定を体験で

きる環境を安定的に提供する。 

② 既存のハードウェア資源とソフトウェア資源を有効活用するための 新技術情報の収集と導

入の検討をおこなう。 

③ 特定のコンピュータに依存しない学習環境構築のための技術情報の収集と導入の検討をおこ

なう。 

④ コンピューティング環境のセキュリティーを安定的に維持する。 

 

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】 

① 職業観育成を図るために、職業と人生の積極的履修指導を行うとともに、専門科目において企

業人による講演の導入を促進する。 

② キャリア支援課との連携によるゼミナール単位での就職活動・内定状況の把握と指導に取り組

む。 

 

10 学部独自の広報 
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