
２．臨床心理学研究科 

 

１ 研究科の目的・教育目標 
 
Ａ群 大学院研究科の理念・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 大学院研究科の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 
Ｂ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況   

 

【目  的】 

大学院臨床心理学研究科は、臨床心理学を中心に心理臨床に関連する諸分野との連携を得ながら、

様々の心の問題を心理臨床の視点から取り上げ、臨床心理士という高度の専門性を備えた職業人を

養成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．教員と大学院生が共に成長するような教育環境のなかで豊かな心を育てる。 

２．事例研究を中心とした実践教育を通して臨床心理的な素養を身につける。 

３．実践の成果を研究報告としてまとめられるような能力を養う。  

４．研究成果あるいは実践活動を通して地域社会に貢献できる人材を育成する。 

 

 

２ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 
 
Ａ群 

大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条
第１項との関連 

Ｂ群 
「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養
う」という修士課程の目的への適合性 

Ｂ群  
「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研
究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

Ａ群 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容の適切性及び両者の関係 
Ａ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び両者の関係 
Ａ群 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
Ａ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
Ｃ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

実践教育を中心とする密度の濃い内容のカリキュラムとスケジュールが設定されているため、2

年間で修了のための単位を取得するには時間的に余裕のない構成となっている。その点で今後の検

討課題となっている。 
 
【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 

（１）教育課程等 

  全研究科 

教育目標は『大学院便覧』に具体的に展開されている。改正された大学院設置基準の施行に伴い、それを

受けて、2007（平成19）年度には、各研究科の教育目的等が大学院学則に新たに定められている。 

臨床心理学研究科 

高度の臨床心理学的知識、心理学的理論とそれに基づく臨床実践の習得にふさわしい教育・研究指導内容

が開講科目に取り入れられている。臨床心理実習科目は充実しており、学内では心理臨床センター相談室に

おける諸活動を通じて長期的な実践的学習環境を整備し、学外では病院、クリニック、福祉施設等での実習

を行い、臨床実践感覚を養うことに配慮している。今後は、実習期間（５～７日間）の延長や実習施設の開

拓など、さらなる充実が望まれる。 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① カリキュラムの充実を図る 

認定協会指定の選択必修科目群の中で、開講科目の少ない科目群について充実を図り、指定制

大学院第１種校に求められる教育体制の整備に努める。実践教育を中心とする密度の濃い内容の

カリキュラムとスケジュールが設定されているため、2 年間で修了のための単位を取得するには

時間的に余裕のない構成となっていることが今後の検討課題となっている。 

また、大学院進学に向けての特別選抜制度の充実を図るため、大学院進学希望者に対する教育

の充実を学部との連携を図り実施する。 

② 臨床心理実習における諸問題を検討する 

臨床心理学実習Ａにおける院生のケース担当のあり方、ケースカンファランスの持ち方、学外

スーパーバイザーの体制整備、学外講師を招聘しての事例検討会の開催、心理臨床センターの運

営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制を追求する。また、臨床心理学実習

Ｂ(学外施設実習)の実習施設数の拡大を図るとともに、実習施設の指導担当者との連携を強化す

る。 

③ 進路を考慮した教育充実を図る 

高い評価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善

への不断の努力が必要である。また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、

一方、卒後（修了生）の就職状況の把握と就職援助も現実的課題となっている。 

④ 他大学の大学院とのカリキュラム相互乗り入れ（単位互換）を推進する。 

⑤ 近年、本学修了生の臨床心理士資格の合格率は9割（全国合格率6割）を誇っている。高い評

価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善への不断

の努力が必要である。 

また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、一方、卒後（修了生）の就職

状況の把握と就職援助も現実的課題となっているため、就職先の選択に関して指導する体制を充

実させる。 

 

（２） 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院研究科にあっては、実施している単位互換方法の適切性 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

将来、導入の可能性を検討している。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

札幌圏大学との単位互換協定の締結および単位互換協定に関わる科目振替措置制度（科目振替表

の作成）を確立する。 

 

（３） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 
 
Ａ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

将来、両者の入学の可能性も検討し、対策をたてる必要性がある。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

社会人に対しては、土曜（あるいは一部日曜開講）開講、札幌圏大学との単位互換協定の締結お

よび単位互換協定に関わる科目振替措置、長期履修制度による計画的な単位取得制度を設けること

により、受け入れ体制を確立する。 
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また、外国人留学生については、これまで問い合わせ等、希望する者はいなかったが、将来、入

学の可能性も検討し、対策をたてる必要性がある。 

 

（４） 生涯学習への対応 
 
Ｃ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

修了生に対するスーパービジョン制度が整っていない。それを制度化することが今後の課題とい

える 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

社会連携センターとの協力による「コミュニティ・カレッジ」としての講座の開講。 

 

（５） 研究指導等 
 
Ａ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 
Ａ群 学生に対する履修指導の適切性 
Ｂ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 
Ｃ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 
Ｃ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 
Ｃ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 
Ｃ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可能ならしめるような研究指導体制の整備状況

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

指導内容の充実に伴い、担当指導教員の現実的負担が大きくなっている。指導教員の増員が課題

である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 履修登録票提出時における指導教員事前確認制による履修指導の確立。 

② 修士論文指導、評価における、主査・副査体制での指導強化・責任体制の明確化 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
 
Ｂ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 
Ｃ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 
Ｃ群  大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

講義による知的準備の獲得もさることながら、実習、実践によって学ぶことが多いので、今後も

実践重視の教育システム、とくに、マンツーマン・システムの教育の充実を図りたい。そのために

は、有能な教員の確保が 大の課題である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 修士論文作成につながる特別研究科目の開講クラス（担当者）の増による指導体制の充実。 

② 正式な修士論文発表会（2 月）前に、中間発表会を 2 回（6 月・10 月）開催することでの、継

続的な指導体制に伴う個別指導の強化。 

③ 臨床心理士資格取得につき指導する体制を充実させる。 

④ 就職先の選択に関して指導する体制を充実させる。 
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（２） 成績評価法 
 
Ｂ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

筆記試験以外で素点を評価することは、かなり主観的要素が入るということは否めないであろう。

その点で、修士論文の評価の際には、全教員の合議がなされているが、講義や実習科目に関しては

個々の教員に任されていることは再検討が必要であろう。少なくとも、各科目の院生の評価を全教

員が合議し共有できるシステムを将来に向けて確立する必要があろう。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

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 

３）大学院研究科において、成績評価基準がシラバスに明示されておらず、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） 

３）現在、大学院3研究科では、講義要項（シラバス）について統一的な「作成要領」を整備している。

この中で、各担当教員がシラバスを記載するにあたり、特に「成績評価方法」に関して、成績評価基準、

評価方法、試験の実施方法を具体的に明示するよう徹底を図っているところである。なかでも成績評価

基準については、多様な方法で評価する場合、その評価事項を具体的に記載し、それぞれの「数値基準」

も明示するよう求めている。こうした措置を講ずることで、現在のシラバス上における各科目間の記載

のばらつきを是正し、厳格な成績評価を実現する。 

 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 修士論文評価基準の大学院便覧における開示。 

② 修士論文合格基準評価「優」「良」「可」について、特段の優秀者の選定のため、さらに上位の

評価「秀」基準の設置。 

③ 修士論文報告会における点数評価を実施（2007年度試行実施）。 

 

（３） 教育・研究指導の改善 
 
Ａ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 
Ａ群  シラバスの適切性 
Ｂ群 学生による授業評価の導入状況 
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 高等教育機関、研究所、企業等の雇用主による卒業生評価の導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

教育・研究の指導上で、間接的な影響があるものとして、院生の個人的な生活上や人生上の悩み

に対して、教員が支援しなければならないこともあり、そのことをどの程度まで関われるかという

課題がある。その点について、今後、教員全体が共有できる方策を模索する必要がある。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

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 

全研究科 
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なお、ＦＤ活動への取り組みは行われておらず、また学生による授業評価も行われていないので、改善が

望まれる。 

臨床心理学研究科 

臨床実習に際して十分な配慮を行うために、在籍している心理学科以外の他学科出身者に対する教育的配

慮として、個別的指導が行われている。講義・実習の場をはじめとして、修士論文中間報告会などの場も保

障されている。ただし、ＦＤの取り組みについては組織的な取り組みが必要である。 

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 新入生ガイダンス後の交流会、修士論文指導合宿の実施時において、教育指導の在り方の改善

に反映させる意見交換を行う。また、定期的に大学院生に対するアンケート調査なども実施し、

教育・研究指導改善に反映させる制度的な施策の検討を行う。 

② 修士論文の成果を発表する機会として、修士論文抄録集を発行し、指導教員、および関係者に

配布しているが、発行の在り方、配布先について再検討を要する。 

 

 

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明確化の状況 
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 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 (表 12) 
Ｃ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 
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 
Ｃ群 国際的な教育研究交流、学術交流のために必要なコミュニケーション手段修得のための配慮の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

さらに、他大学大学院との協力関係や共同研究に発展するような積極的交流を確立することが課

題となっている。2008年度において、海外留学を行う予定の教員が、今後の国際交流の礎となるこ

とを期待している。 
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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 

（３）教育研究交流 

国内の他大学大学院との教育研究交流についても、単位互換等も含めてその改善が望まれる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

現時点では、他大学や他施設の学外の講師を招いての集中講義、ケースカンファランスでのスー

パービジョン、特別講義などが国内的には定期的に行われており、一方で他大学や他施設へ本研究

科の教員が系統講義や特別講義などで招待されている。 

他大学大学院との積極的な交流により、協力関係を深める方向で努力している点は評価できるが、

共同研究まではまだ発展できていない点では、他大学大学院との協力関係や共同研究に発展するよ

うな積極的交流を確立することが課題となっている。2008年度において、海外留学を行う予定の教

員が、今後の国際交流の礎となることを期待している。 

 

 

５ 学位授与 
 
Ａ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 (表7) 
Ｂ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
Ｃ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 
Ｃ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 
Ｃ群 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

現在、学位論文の指導教員として資格を認定された者は6名であり、より多くの教員が指導資格

を得ることが課題である。 

 

【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 

（４）学位授与・課程修了の認定 

全研究科 

学位論文の審査と試験は修士課程２年間の集大成として位置づけ、大学院学則に「課程修了の認定及び学位

の授与」を定めている。しかし、学位論文にかかる評価基準は明示されておらず、指導教員に任されているこ

とから客観性・明確性に欠けるので改善が望まれる。 

Ⅲ 大学に対する提言    

二 助 言  

１ 教育内容・方法 

（２） 学位授与・課程修了の認定 

  １）全研究科において、学位授与の基準が明示されておらず、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） 

これまで、3 研究科では学位授与の具体的基準について、学生に対して文章でもって統一的に明示してこな

かった。2008年度よりこの点の改善を講じる。すでにその内容については各研究科委員会で決定しており、

2008年度「履修要項」（シラバス）に記載している。 

学位授与の基準は、必要な単位修得要件に加えて学位論文の評価基準がその内容であり、これらは各研究科

の教育研究の特性を踏まえて、それぞれ5～6項目の基準として客観化した。具体的には、論文における課題

設定の独創性、学位授与に足るその適合性、先行研究の渉猟状況と理解度、論証方法の適切性や論理一貫性、

今後の研究、実践等に対する有効性の基準であり、これらは3研究科ともほぼ共通している。また、学位論
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文の評価にあたっては、法学研究科と地域社会マネジメント研究科では、これらの基準を点数化して最終判

断することにしている。 

2008年度より3研究科とも上記の方法を採用することにより厳格な評価を実施し、学位授与の質と水準を維

持したいと考える。 

 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 本研究科の課程修了の条件は、これまでの基準を遵守して行うが、これまで特に院生に明示し

ていなかった学位論文の審査基準について、大学院便覧に掲載したが、加えて、その基準に即し

た更なる指導を要する。現在、学位論文の指導教員として資格を認定された者の所属は7名であ

り、より多くの教員が指導資格を得ることが課題である。 

② 現在の合格基準評価「優」「良」「可」について、特段の優秀者の選定のため、さらに上位の評

価「秀」基準の設置、および、修士論文報告会における点数評価を実施（2007年度試行実施）す

る。（学位記授与代表、奨学金特別免除対象者選定等を目的とする。） 

 

 

６ 学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 
 
Ａ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

現状を維持することと、社会人入試のあり方を検討することが課題である。 

 

【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 

３ 学生の受け入れ 

全研究科 

大学院研究科では、募集方法・入学者選抜方法、定員管理は適切である。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 特別選抜入試 

学内における優秀な学生を、学部教育から一貫して大学院を目指す制度として運用してきてお

り、上位 25%を受験の対象としているが、編入生に対しては、在学生の推移から受験可能者が限

定される点での改善が課題となる。 

② 一般入試 

社会人の受け入れに関してのニーズに対して、リカレント・キャリア層の新たな受け入れ入試

の検討を行う。（「履歴書」「自己推薦書」「研究計画書」による書類審査に加えての面接試験） 

③ 二期試験実施の検討 

一般入試（一期試験）実施後、近年、辞退者が出ている現状にある。この点で、適正な在学生

数を確保するため、必要に応じて、二期試験の実施（2月）を検討する。 

 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 
 
Ｂ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措置の適切性   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 
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この制度によって、優秀な学生の確保につながっているため、制度の維持を課題とする。 

 

【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 

全研究科 

臨床心理学研究科では、入学定員のおよそ半数が学内成績優秀者選抜入試制度による合格者でバランスが

とれている。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

既に「特別選抜入試」として実施しているが、受験対象となる成績上位者の割合について、上位

者が必ずしも大学院進学希望者でない点と広く受験の機会を与える点で、検討が必要。特に、編入

生における受験対象基準については、一般生との明確な識別を要する。 

 

（３） 門戸開放 
 
Ａ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況   

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

他大学・大学院の学生が何ら制約を受けることなく受験機会を持つことができるのは、広く一般

に開かれたものであるべき教育研究機関として当然のことであり、門戸開放そのものに特に問題は

ない。 

 

（４） 飛び入学 
 
Ｂ群 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性   

 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

飛び入学の制度は設けていない。 

 

（５） 社会人の受け入れ 
 
Ｂ群 社会人学生の受け入れ状況   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

入試等の問い合わせで、働きながら学びたいという要望が多いことから、今後の対応策を検討す

る。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 入試制度について 

社会人独自の入試試験制度を導入する。（「履歴書」「自己推薦書」「研究計画書」による書類審

査に加えての面接試験） 

② 受け入れ体制について 

(1) 土曜（あるいは一部日曜開講）開講 

現在の本大学院でのカリキュラム体制では、平日の昼間の仕事に就きながらの単位取得は難

しい状況にあるため、土曜（あるいは一部日曜開講）開講を行うことにより、単位取得を可能

とする。（担当教員の隔年交代制等により、履修院生の事情と教員の負担を考慮する。） 

(2) 札幌圏大学との単位互換協定の締結 

現カリキュラム体制では、昼間の仕事に就きながらの単位取得は難しい状況にあるため、夜
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間開講（あるいは土曜・日曜開講）をしている札幌圏大学との単位互換協定の結ぶことにより、

単位取得を可能とする。 

(3) 単位互換協定に関わる科目振替措置 

他大学開講の科目が必ずしも同名称の科目とは限らないため、講義内容を吟味の上、本学の

カリキュラムにあった科目振替措置を行う。 

(4) 長期履修制度による計画的な単位取得 

規定の修業年限では、個別の事情と各年における時間割との関係上、必要科目を履修できな

い場合も考えられるため、同じ授業料で計画的に 3～4 年の修業で単位取得を目指すことがで

きる制度を確立する必要がある。 

 

（６） 科目等履修生等 
 
【2008年度に実施する改善措置・方策】 

2008年度、研究生の受け入れを行ったが、ニーズに応じて科目等履修生受け入れ・聴講生の制度

の導入を検討したい。 

 

（７） 定員管理 
 
Ａ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 (表 18) 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

臨床心理士は根強い人気があるため、当面は一定の志願者数を安定的に確保できると予想される

が、道内に一種認定大学院が増えてきていることから、志願者確保のための競争が激化する見込み

である。このため、臨床心理士の高い合格率を維持する教育内容をもって志願者を確保することが

課題である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

道内に一種認定大学院が増えてきていることから、志願者確保のための競争が激化する見込みで

ある。このため、臨床心理士の高い合格率を維持する教育内容をもって志願者を確保することが課

題である。 

また、一般入試（一期試験）実施後、近年、辞退者が出ている現状にある。この点で、適正な在

学生数を確保するため、必要に応じて、二期試験の実施（2月）を検討する。 

 

 

７ 教員組織 

 

（１） 教員組織 
 
Ａ群 

大学院研究科の理念・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大学院研究科の教員組織の適切性、妥
当性 (表 19) 

Ａ群 組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担及び連携体制確保の状況 
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】 

専任教員は、本来の業務の他に加え、心理臨床センターでの通常算定外の業務をかかえている点

で過度の負担となっており、常に専任教員の増員と充実とが課題となっている。また、修士論文指

導者の増員および専任教員のうち、女性は1名であり、女性教員の確保も課題である。 

 

【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 
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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 専任教員は、本来の業務の他に加え、心理臨床センターでの通常算定外の業務をかかえている

点で過度の負担となっており、常に専任教員の増員と充実とが課題となっている。また、修士論

文指導者の増員および専任教員のうち、女性は２名であり、女性教員の確保も課題である。 

② 講義、実習指導、修士論文指導などの本来の業務の他に、心理臨床センターでの相談業務、院

生のスーパービジョンなど通常では算定されないさまざまな業務をこなしていて、過度の負担と

なっている点で、業務内容の精査の上、実情に応じた計画的な教員採用が必要である。 

 

（２） 教育研究支援職員 
 
Ｂ群 研究支援職員の充実度   
Ｂ群  「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性   
Ｃ群 高度な技術を持つ研究支援職員を育成し、その技術を継承していくための方途の導入状況 
Ｃ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・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】 

将来、大学院の定員増の可能性を考慮すると、今後より一層、教員と事務局（大学院・研究課）

との連携を深め、大学院生の教育・研究の条件整備にあたる必要がある。また、ＲＡ・ＴＡの制度

を含め、教育・研究支援職員を充実させる制度の導入が将来必要である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

将来、大学院の定員増の可能性を考慮すると、教員と事務局（大学院・研究課）との連携を深め、

大学院生の教育・研究の条件整備にあたる必要がある。 

また、ＲＡ・ＴＡの制度を含め、教育・研究支援職員を充実させる制度の導入が必要である。 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続き 
 
Ａ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
Ｃ群 「連携大学院」や併任教員を擁する国立大学院における教員の任用基準の明確化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】 

教育・研究の環境保障のため、優秀な専任教員を常時確保することは も重要な課題であり、常

に腐心するところである。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

教育・研究の環境保障のため、優秀な専任教員を常時確保することは も重要な課題であり、常

に腐心するところである。 

 

（４） 教育研究活動の評価 
 
Ｂ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 
Ｃ群 教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況 
Ｃ群  教員の自己申告に基づく教育と研究に対する評価方法の導入状況 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

大学院における教育・研究活動の評価は、難しいものであるが、本研究科の教育・研究を充実さ
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せるには、この問題を検討し、将来、何らかのかたちで評価手段を確立する必要がある。 

 

（５） 研究科と他の教育研究組織・機関等との関係 
 
Ｂ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 (表12) 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後も、上記のような他大学院との交流の場をもち、また、実施回数も増やすことを通じて、将

来、教育・研究の相互協力を持続的に確立する方向で働きかけたい。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

年 1～2 回、他大学に参加案内を行うケースカンファレンスを実施、学内はもとより、学外から

もその有効性について高い評価を得ており、今後も、他大学院との交流の場をもち、また、実施回

数も増やすことを通じて、将来、教育・研究の相互協力を持続することを確立する。 

 

 

８ 研究活動と研究環境 
 
（研究における国際連携） 
Ｃ群 国際的な共同研究への参加状況 
Ｃ群 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
Ａ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 
Ｃ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 
（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 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
Ｃ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
Ｃ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

 

（１） 研究活動を促進するための措置、科学研究費補助金等外部資金獲得のための取り組み 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 基本的に研究については、個人活動に委ねているため、今後、研究科内での企画による研究促

進を検討する必要がある。 

② 留研〔在外・国内（在宅）研究員〕については、教員の事情を考慮し、当該者を選定している。 

 

（２） 附置研究所、研究センター等に関わった研究科としての取り組み 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

心理臨床センターの運営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制を追求する。 

 

 

９ 研究科の施設・設備等の整備 
 
（施設・設備等） 
Ａ群 大学院研究科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39) 
Ｂ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 
Ｃ群 大学院学生用実習室等の整備状況 
（維持・管理体制） 
Ａ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 
Ｂ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図る体制の確立状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 社会人受け入れ等による在学生増に伴い、院生研究室の不足（パソコン等施設整備等）、教室
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確保の問題が発生するため、先を見据えての対応が必要となる。 

② 社会人受け入れ検討に伴い実際に仕事をもった修学生の実情を考慮し、科目の一部分を札幌都

心部の社会連携センターにおいて開講することを検討する。 
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