
Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（社会情報学部） 

６．社会情報学部 

 

【教育目標】 

 現代社会において生起する様々な問題を解決するために、「ネットワーク」と「コミュ

ニケーション」をキーワードとして、社会の情報現象の特質を的確に把握し、望ましい

社会の実現に向けて情報技術を用いることができる素養を持った人材を育成する。 

目標達成のための柱： 

１．社会の出来事や情報を多角的に見ることのできる幅広い視点の育成。 

２．情報の収集、分析、処理に関する方法やスキルの学習。 

 

１ 教育内容 

 

（１） 教育課程 

 

１）教育改革過程の変遷   

社会情報学部の開設時に、学生が各自の素養、興味・関心に基づいて、カリキュラムで提供され

る社会学・情報学の両分野からなる科目群を4年間の限られた時間で学習出来るように、履修モデ

ルとして「社会情報利用型」と「システム開発型」を準備した。前者は社会学の素養の上に立ち、

社会における情報現象と情報処理・伝達手段を理解し、これらを社会的な問題解決に利用する人材

の育成、後者は各種の情報処理技術者の育成を目指したものである。 

その後、1991年の学部開設後、完成年度が近づいたことに伴い、それまでの講義の実施状況、学

生の履修状況を考慮して第1回目のカリキュラム検討を行い、1996年度からインターネットを中心

とした情報ネットワークやマルチメディア技術の発達に対応した教育を行なうべく、当初の2つの

モデルに「マルチメディア・ネットワーク応用型」を追加した。ここでは、社会学系、情報学系科

目のバランスのとれた履修と、実習科目の充実による学生の理解度向上を図るために必修単位数を

46に増やした。 

第 2回のカリキュラム検討では、学生の意見・要望を取り入れたカリキュラム編成を行なうため

に学生意識調査を実施した。この調査結果に基づき配慮したことは、① 2年次以降にコンピュータ

実習／利用科目を多く配置する、②講義の選択幅を広げる、③能力や興味に応じたレベルの講義を

選択できるようにする、④講義内容の理解を助ける講義方式を採用する、の4点である。このカリ

キュラムは 2001 年度から実施されている。これが直近の大きなカリキュラム変更である。この検

討では、急速に発展するネットワーク社会を生き抜く力の育成を行うべく、従来の「社会学系科目、

情報学系科目」という見方を変え、「社会、情報に対するトータルな視点を涵養する」、「情報の収

集、分析、処理に対する方法を涵養する」ことを目的とした「科目群」を構成した。前者は、｢現

代社会論群｣、｢社会情報学群｣、｢情報システム群｣からなり、後者は｢データサイエンス群｣、｢フィ
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ールドワーク群｣、｢データベース・マルチメディア群｣、｢情報ネットワークシステム開発群｣から

なる。これらの科目を基礎として専門ゼミナールによって総合的に学ぶ力を身につけることを意図

したカリキュラム編成を行なった。必修の単位数を 24（2005 年度より 22）に減らし、選択科目数

を増やしたことに伴い、履修科目選択時に学生に混乱が生じないように配慮し、次の9個の履修モ

デルを提示した。講義の選択幅を広げるために、他学部開講科目の履修も含めた履修モデルも取り

入れている。また、このカリキュラムでは社会調査関連科目の充実が図られ、学部として社会調査

士資格の認定を行なっている。また、教職課程免許では高校公民、中学社会に高校「情報」を加え、

在学中に複数教員免許を取得することを可能にした。 

 

表Ⅲ－112 履修モデル（2005年度以前） 

モデル 概 要 

１．メディアとコミュニケーシ

ョン指向モデル 

メディアとコミュニケーションを幅広く学び、その社会的影響を探求する。

社会情報学群、現代社会論群を軸に、その他の基礎科目を学ぶ 

２．社会のデータ解析指向モデ 

ル 

  

データ解析スキルを身につけ、社会現象の解析、各種調査の分析を行なう。

データサイエンス群、データベース・マルチメディア群を系統的に学ぶ 

３．フィールドワーカー指向モ

デル 

  

社会調査の立案・計画・実施・分析方法を学び、これを実地調査（フィール

ドワーク）によって体得し、公共・民間機関で社会調査活動を行う社会調査

士を目指す。フィールドワーク群を中心に学ぶ。 

４．人間の情報処理分析指向モ

デル 

   

社会生活を営む人間の「心（脳）のはたらき」に注目しながら、人間の情報

処理及び人間と情報の関わりを追求する。心理学/認知科学等を学びながら、

社会情報学群及び基礎的情報系科目を履修する。 

５．システム管理指向モデル 

   

エンドユーザの情報システム環境を広く学び、システムの運用・管理者を目

指す。データベース、マルチメディア、ネットワーク関連科目を幅広く学び、

エンドユーザコンピューティング環境の管理・運用に習熟する。 

６．システムエンジニア指向モ

デル 

   

ソフトウェア・システム開発を学び、プログラマー、システムエンジニアを

目指す。情報ネットワークシステム群を中心に学び、システム開発・設計に

習熟する。 

７．経営・ビジネス指向モデル 

   

経営・e-ビジネスおよび起業に必要な知識、スキルを学ぶ。データベース、

ネットワーク関連科目を学び、他学部履修で経営学、経営管理、マーケティ

ングなどを学び、将来に生かす。 

８．地域メディア・コミュニケ

ーション指向モデル 

  

地域メディアコミュニケーションの視点から地域社会を見つめる。社会情報

学群、現代社会論群を核に、その他の基礎科目を学び、他学部履修で地域社

会学、地域福祉論、地域経済論などを履修し、地域社会の理解を深める。 

９．教員免許状取得指向モデル 
教員免許、中学「社会」および高校「公民」並びに「情報」取得を目指す。

教員免許取得に必要な科目を履修する。 

 

２）カリキュラム体系 

2001 年度カリキュラムにおいて、履修学年の変更と、いくつかの科目名称変更を行なったのが

2005年度カリキュラムである。 

これに基づく 2006 年度以降の履修モデルでは学生が履修登録時に各自の関心・目的等に応じて

モデルを選択できるように、前述の履修モデルを 5 つの「系」でまとめ、3 つの関心の柱「コンピ

ュータの仕組み」、「コンピュータの応用」、「社会的なテーマ」と関係付け、それに基づいて履修モ

デルを選択できるようにした。系の名称は学生が将来の進路をイメージしやすいように考慮してい

る。 
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表Ⅲ－113 履修モデルにおける5つの系 

 
コンピュータ

の仕組み 

コンピュータ

応用 

社会的な 

テーマ 

システムエンジニア系 ◎ ○ △ 

Ｗｅｂデザイン系 ○ ◎ △ 

メディア、コミュニケーション系  ○ ◎ 

社会調査・データ解析系 △ ○ ◎ 

情報教育系 ○ ○ ○ 

                 （関連の強い方から順に◎、○、△） 

 

上記の5つの系と、履修モデルとの対応は次の通りである。当初の9個のモデルにおいて、学生

の履修状況、その後の社会的環境の変化などに基づいて見直しを行い、「人間の情報処理分析指向

モデル」と「経営・ビジネス指向モデル」を除き、「Ｗｅｂデザイン指向モデル」を加えた。 

 

表Ⅲ－114 履修モデル（2006年度以降） 

系 対応する履修モデル 

１．システムエンジニア系 
システムエンジニア指向モデル 

システム管理指向モデル 

２．Ｗｅｂデザイン系 Ｗｅｂデザイン指向モデル 

３．メディア、コミュニケーション系 
メディアとコミュニケーションモデル 

地域メディアコミュニケーションモデル 

４．社会調査・データ解析系 
フィールドワーク指向モデル 

社会のデータ解析指向モデル 

５．情報教育系 教員免許状取得指向モデル 

 

当学部における教育目標の2つの柱は「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」と「情報の収集、分析、処理に対する方法やスキルを学ぶこと」である。カ

リキュラムのねらいと、これらの教育目標との関係は次の通りである（授業科目の一覧表を表Ⅲ－

115に示す）。 

 基礎教育は、学部専門科目群の中の「リテラシー群」、「ゼミナール群」、そして、一般教養科目

によって行う。前者は専門科目との接続性を持たせることを意図して配置されており、後者は、履

修者が、広くバランスのとれた教養を身につけることを意図している。 

前述の二つの目標を達成するための準備として、基本的な情報リテラシーを学ぶために、1 年次

に「リテラシー群」の科目、「情報処理基礎・同演習」、「社会と情報」、「データ解析基礎」、「社会

とコミュニケーション」を必修として配置している。「情報処理基礎・同演習」は、情報倫理を学

び、在学中の４年間にわたり、演習、講義、ゼミナールなどで使用するノートパソコン操作方法を

習得する。「社会と情報」はコンピュータ基礎、ネットワーク技術、セキュリティ対策や法律など

を学び、ネットワーク社会についての知識を得る。「社会とコミュニケーション」は現代社会や歴

史的社会について考える上で、コミュニケーションという観点をどのように活かすことができるの

かを知る。「データ解析基礎」は社会調査などで必要となる基本的な多変量解析のために必要な考
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え方と、実際的な技術を身につける。また、「ゼミナール科目群」として、1年次に基礎ゼミナール

Ⅰ・Ⅱを配置し、大学における基本的な学習態度・方法を身につける。この科目は、新入生が大学

におけるゼミナール形式の講義に早い段階で慣れる機会でもある。社会情報学部の倫理教育は、前

述の情報倫理のほかに、セクシュアル・ハラスメント防止委員会の指導の下に、ゼミナール科目で

行なわれる。 

 

表Ⅲ－115 社会情報学部授業科目一覧表 （2005年度以降入学生適用） 

区  分 科 目 等 履 修 方 法 

基礎科目 「外国語科目」、「論述・作文」に関する科目 

同一外国語科目を

8単位以上。 

2006 年度以降入

学生は論述作文

A・Bは履修必修 

A群 「思想・言語・自然」に関する科目 

B群 「地歴・異文化・文芸」に関する科目 

C群 「社会・環境・心身」に関する科目 

全

学

共

通

科

目 

教

養

科

目

群 総合科目群 ゼミナール、キャリア等に関する科目 

 

 

計 36 

単位以上

 

 

 

ゼミナール群 基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 
6科目12単位 

指定必修 

リテラシー群 
情報処理基礎、情報処理基礎演習、社会と情報、データ解析基

礎Ⅰ、社会とコミュニケーション 

5科目10単位 

指定必修 

データ 

サイエンス群 

量的調査方法論、量的調査基礎演

習、データ解析基礎Ⅱ、データ解

析Ⅰ、データ解析Ⅱ、量的調査設

計、量的調査演習 

フィールド 

ワーク群 

資料収集法、社会調査の技

法と実際 

質的調査方法論、質的調査基礎演

習、質的調査設計、質的調査演習 

データベース・ 

マルチメディア群 

データベース基礎、データベース

基礎演習、情報デザイン基礎論、

ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ論、ＣＧプログラ

ミング論、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ設計論、

CG 制作論、ﾃﾞｰﾃﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ特論、

知能情報基礎論、知能情報特論 

情報ネットワーク

システム群 

プログラミング、プログラ

ミング演習、データ構造と

アルゴリズム論、データ構

造とアルゴリズム論演習、

マルチメディア処理論、マ

ルチメディア処理演習、情

報デザイン応用論、情報通

信ネットワーク論、情報ネ

ットワーク演習、ネットワ

ークプログラミング論 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ環境管理論、コンピ

ュータアーキテクチャ、オペレー

ティングシステム論、情報セキュ

リティ特論、ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

論 

 

38科目中 

8科目16単位以上

選択必修 

社会情報学群 

 

コミュニケーション論Ⅱ、情報処

理の社会心理、認知行動論、情報

メディア演習Ⅰ、社会情報学Ⅰ、

電子メディア論、情報メディア演

習Ⅱ、認知科学、メディアコミュ

ニケーション論、地域メディア

論、社会情報学Ⅱ 

現代社会論群 

現代社会の基礎、人間論の

基礎、コミュニケーション

論Ⅰ、近代社会の基礎、メ

ディアリテラシー論 
社会システム論Ⅰ、情報社会論、

地域社会論、アイデンティティ

論、社会システム論Ⅱ情報と職

業、社会組織論、現代社会論 

情報システム群 
情報システムの基礎、システム基礎論、システム応用論、シミ

ュレーション基礎論、シミュレーション応用論 

 

29科目中 

8科目16単位以上

選択必修 

専 

門 

科 

目 

その他科目群 
情報数理Ⅰ、情報数理Ⅱ、社会情報学特論 A、社会情報学特論

B、卒業論文 
 

 

計 88 

単位以上
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一般教養科目（全学共通科目）を専門科目と並行して学ぶことで、より幅広くバランスのとれた

教養を身につける。基礎科目の「外国語科目」では、「英、独、仏、中、韓」が配置されており、い

ずれかの科目を必ず履修する。外国語科目で英語の次に履修者数が多いのが韓国語である。韓国の

大学との短期交流プログラム、交換留学制度において学習成果が発揮されている。「論述・作文」を

履修することで大学生活において必須の「考えて書く技術」を身につける。この科目は、前述の基

礎ゼミナールⅠ・Ⅱと並行して履修することによって、学生が文章を書く訓練を行う機会を多く持

つことができるように、「履修必修」（「履修必修」とは、本学独自の用語で履修を強く促す措置をと

ることをいう。以下、同じ）としている。教養科目群は「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、「ゼミナール・キャリア等」に

関する科目からなる。当学部の教育目標の２つの柱の１つである、「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」に従い、各科目群のなかで特定の科目の履修指定は

行わず、学生が自身の興味・関心に沿ってこれらの科目のなかから指定された単位数を満たすよう

に履修指導している。具体的には、以下に示すように、前述の履修モデルごとに推奨科目を示し、

これらの科目を含めて教養科目群の各群からバランスよく科目選択を行って履修するように指導し

ている。 

 

表Ⅲ－116 全学共通科目の履修モデル 

       １学年       ２学年 

システムエンジニア指向モデル 日本近代史、統計学、数学Ａ，数学Ｂ、

職業と人生Ⅰ 

欧米史、宗教学、くらしと経済、生命

と環境の倫理 

システム管理指向モデル 日本近代史、くらしの法、統計学、数

学Ａ，数学Ｂ 

日本史、現代の経済、現代の政治、現

代ビジネス論 

Ｗｅｂデザイン指向モデル 日本近代史、くらしの法、統計学、数

学Ａ，数学Ｂ 

欧米史、宗教学、くらしと経済、生命

と環境の倫理 

メディアとコミュニケーション指向モ

デル 

心理学、くらしの法、言語と社会、職

業と人生Ⅰ 

欧米史、女性学、数学Ａ、数学Ｂ，生

命科学、映像文化 

地域メディア、コミュニケーション指

向モデル 

生活構造論、北海道研究Ａ、現代の福

祉、環境論、日本史、職業と人生 

北海道史、文化人類学、人文地理学、

統計学 

フィールドワーカー指向モデル 北海道社会論、統計学、現代の法、職

業と人生Ⅰ 

人文地理学、現代の福祉、地球の科学、

論理学 

社会のデータ解析指向モデル 日本文学、文化人類学、統計学、くら

しと経済 

哲学、くらしの法、平和学、世界の民

族音楽 

教員免許状取得指向モデル 日本国憲法、スポーツＡ，哲学、倫理

学、自然地理学概説 

宗教学、心理学、東洋史概説、地誌学

概説、法学概説、経済学概説、日本史

概説、西洋史概説 

 

前述の二つの目標とカリキュラムと専門科目群との関係は次のようになる。まず、第一の目標を

達成するために、「社会情報学群」、「現代社会論群」、「情報システム学群」からなる科目群を配置し

ている。「社会情報学群」は社会情報のコミュニケーションを考察する際の基本となる人間の心理、

コミュニケーションおよびメディアによるコミュニケーションの機能、問題点を探ることを目的と

し、「コミュニケーション論」、「情報処理の社会心理」、「メディアコミュニケーション論」、「社会情

報学」などの科目からなる。「現代社会論群」は個々の社会現象を全体的見地から解明することを目

 - 252 -



Ⅲ 学士課程の教育内容・方法等（社会情報学部） 

的とした「社会システム論」、現代社会を全体として捉えたときに、個々の社会問題が現代社会その

ものの問題のいかなる具体的な現れなのかという観点から捉える「情報社会論」、「現代社会論」、「地

域社会論」、「社会組織論」などの科目からなる。「情報システム学群」はシステムの工学的側面を解

明するとともに、個々の具体的事例の分析・討論を通してシステムを人間の立場から考察する見方

を学ぶことを目的とし、「情報システムの基礎」、「システム基礎論・同応用論」、「シミュレーション

基礎論・同応用論」からなる。 

第二の目標を達成するために、「データサイエンス群」、「フィールドワーク群」、「データベース・

マルチメディア群」、「情報ネットワークシステム群」からなる科目を配置している。「データサイ

エンス群」と「フィールドワーク群」は社会調査と解析のつながりから相互に関連性を持った科目

群である。2 つの群に共通の科目として、既存の統計データの探し方、基本的な加工方法、文献・

新聞記事の検索方法などを学ぶ「資料収集法」、社会調査の目的と基本的方法を学び、調査事例を

通じ、その実際的技法を理解するための「社会調査の技法と実際」を配置している。調査に関する

科目として「データサイエンス群」では「量的調査方法論」、「量的調査設計」、「データ解析」等の

科目、「フィールドワーク群」では「質的調査方法論」、「質的調査設計」等の科目を配置している。

「データベース・マルチメディア群」と「情報ネットワークシステム群」はそれぞれの群の特徴を

生かしつつ、情報系科目を学ぶ上で2つの群の関連性を持たせるために、共通科目として「プログ

ラミング・同演習」、「データ構造とアルゴリズム論・同演習」、「マルチメディア処理論・同演習」

などの科目を配置している。それぞれの群においては、前者は「データベース基礎・同演習」、「情

報デザイン基礎論」、「ＣＧ制作論」、後者は「コンピュータアーキテクチャ」、「オペレーティング

システム論」などの科目を配置している。 

3年次以降に履修する「ゼミナール群」科目として、「専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ（3年次履修）」

と「専門ゼミナールⅣ（4年次履修）」がある。これらはすべて必修であり、各ゼミナール担当教員

から指導を受ける。「専門ゼミナールⅠ・Ⅱ」では教員の専門分野の専門的基礎知識を学び、「専門

ゼミナールⅢ」では学生が自ら課題を設定し取り組む。「専門ゼミナールⅣ」では、3年次の取り組

みの成果をまとめ、発表を行なう。4 年次に履修する卒業論文では、ゼミナールでの学習の成果を

さらに発展させ、論文執筆と発表会でのプレゼンテーションを行う。 

 

３）学部教育の重点的取り組みと特徴 

① ノート型パソコンの導入による双方向型講義 

2001年度から新入生全員がノート型パソコンを携帯し、多人数の講義においても教員と学生及

び学生どうしが情報を共有して議論をすすめながら講義を展開していく、いわゆる「双方向講義」

を行なっている。これに先立ち、社会情報学部では、多人数講義であっても、講義に対する学生

のレスポンスを積極的に組み立てて展開する方法を学部設立後間もない時期から試行し、コンピ

ュータネットワークとパソコンの発達と普及にともない、新しい授業方法を継続的に検討してき

た。検討段階で専門ゼミナール単位にノート型パソコンを配布し、導入上の問題点、有効性など

を確認した。双方向型講義を実施するために、無線ＬＡＮを使える環境を教室及びその周辺の建
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物に整備し、学生が講義中はもとより、講義時間外でも教材の閲覧、課題提出などを行なえるよ

うにした。これによって新カリキュラムが目指す講義・演習一体型の講義を実施することが可能

となった。 

このような授業方法を行なうことの第一の利点として、講義運営の観点からは使用する教室の

制約を受けないという点がある。コンピュータを使用する場所が実習室に限定されないために、

ゼミナール形式の講義において作業やプレゼンテーションを行なうことが容易にできる。第二の

利点は講義と実習を連続して行なうことができるということである。講義を通常の教室で行い、

その後に実習室に移動して実習を行なう場合には、移動に一定の時間を費やすとともに、学生の

集中力が途切れるという問題があるためである。 

② ＴＡ・ＳＡを使った少人数教育 

大学院生(北海道大学)のＴＡ、在学生のＳＡを使った少人数教育を実施している。在学生をＳ

Ａとして採用することによって、指導を受ける学生はもとより、教える側に立つＳＡにとっても

教育効果が上がっている。ＴＡは学部開設後の早い時期から採用を行なっている。2001 年から

2005年までのＴＡ、ＳＡ採用実績は次の通りである。採用科目数と採用人数合計（実人数）を示

してある（新カリキュラムの学年進行に伴って採用科目数が増えている）。 

 

表Ⅲ－117 ＴＡ・ＳＡの採用実績 

 ＴＡ ＳＡ 

年度 採用科目数 採用人数合計 採用科目数 採用人数合計 

2001 8 68 1 24 

2002 14 72 3 60 

2003 15 72 10 159 

2004 15 66 12 161 

2005 15 60 13 149 

 

③ 体験型、実践型教育 

教室内の講義では、見えてこなかったことを体験や実践を通じて学ばせることに力を入れてい

る。「障がいのある方々のための学習ツール開発プロジェクト」では、教員と学生が様々な知的障

がいを抱える方々が通う共同作業所に行き、そのような方々が自立した生活を作り出せるように、

一人ひとりの障がいに合ったソフトウェアの学習ツールを作っている。 

「ペポワ」は教員と学生が参加して運営するミニＦＭラジオ局である。昼休みに学生が主体と

なって放送を行なっている。授業においてもラジオ番組制作を取り上げ、ラジオ局から講師を招

いて実践的なことを学んでいる。 

「まちづくり活動への参加」では大学が立地する江別市の商店街の一角を拠点にまちづくりが

行われており、土曜日に子供たちと活動する「サタデーのっぽ」、月に一度地域の人が食事をとも

にする「月一迷店」、地域のお年寄りの昔語りを記録する「ノッポロを聴く」などの活動を行い、

ここに学生達が多く参加している。 
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４）評価と課題・改善方策 

【評価】 

① 教育課程 

社会情報学部のカリキュラム体系（教育課程）における専門科目(88 単位)と全学共通科目(36

単位)の量的配分は、これまでの授業運営状況から見て適切であると判断している。基礎教育を学

部専門科目群と全学共通科目とで並行して行うことによって、専門科目への接続性を高めている

と考えている。外国語科目においては、履修科目を英語などに限定しないことによって、韓国語

の履修成果を、短期交流プログラム、交換留学制度で活かすことが出来ている。しかしながら、

逆に言えば、国際化等の進展に対応するという観点からは英語の履修の位置づけについて学部の

議論は深まっていない。専門科目については、2005年度カリキュラムが現在進行中であり、その

評価を行っているところである。 

② ノート型パソコンの導入による双方向型講義 

ノート型パソコンを学生が持つことで演習科目以外でもパソコンを使う機会が増え、講義内容

に幅が広がった。また、学生が講義時間外に自習する体制が整えられた。2005年度に実施したア

ンケート結果では、ノートパソコンを活用した授業に関して、「入学後、自分専用のＰＣを持って

感じたこと」については回答数の多いものとして（%の数値は回答者数に対する割合）、(1)使い込

もうと積極的になった（33.6%）、(2)なくてはならないものになった（38.1%）、(3)ソフトがイン

ストールされているので自宅学習に便利（31.6%）があった。実習課題などについての質問を受け

る場合に、ノート型パソコンは場所と時間を選ばないことから、教員側の対応も容易になり、学

生の疑問点解決のレスポンスが早くなるという利点があった。サポートデスクに学生を配置する

ことにより学生自身がノート方パソコンのトラブル解決に関わることができるようになり、学生

側の教育効果の向上、教員の負荷軽減になっている。 

③ ＴＡ・ＳＡを使った少人数教育 

ＴＡ・ＳＡを活用した教育指導体制は、少人数教育という点で教育効果が高いと同時に、学生

自身がＳＡとして教える側に立つという点でも大きな教育効果があった。 ＴＡは学生30名に対

して1名、ＳＡは学生10名に対して1名割り当てることを目安としている。前期に専任教員が担

当したクラスをＴＡに引き継ぐ基礎ゼミナールⅡでは、ＴＡからの意見を講義の改善に役立てて

いる。2005年度に実施したアンケート結果では、ＴＡ・ＳＡに対する学生の見方については、回

答数の多いものは、(1)先生よりも質問しやすい（58.5%）、(2)困ったときに助けてもらったこと

がある（60.2%）、(3)近くに質問できる人がいるのは助かる（48.1%）、(4)先生だけだと目が届か

ないからいた方が良い（48.4%）、(5)ＴＡ・ＳＡがいないと授業についていけなかった、となって

いる。このことは講義内容の理解の助けになっているとともに、ドロップアウト対策にもなって

いる。講義中にいったんつまずくと、自力解決をせずに講義への出席意欲を失い欠席がちになる

学生が増えているからである。 

④ 体験型、実践型教育 

教室では経験することの困難な実世界とのインタラクションが、学生達の勉学の動機付けや達
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成感に寄与することがこれまでの事例を通じてわかってきている。 

【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。 

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。 
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（２） 導入教育  

 

１）現状 

推薦入試の合格者には入学前学習を実施している。この導入に際しては、高等学校の進路担当者

から推薦入試合格後の生徒の状況についてヒアリングを行った。入学前の学生は各教員が指定した

図書のリストの中から 1 冊を選択し、その内容の要旨と感想・意見を 2000 字程度で記述し提出す

る。実施理由は、①学習の目的を明示的に意識させることで学生の学習意欲を高める、②教員から

コメントやアドバイスを受けることで学部に対する親近感を持たせる、③論述能力の劣る学生に適

切な指導を与えることができる、の3点である。提出期限を1月末とし、提出された課題を各教員

（クラス担任予定者）に均等に配布する。教員は、提出された課題に対するコメントやアドバイス

を記述し、2月下旬までに教務課に提出し、それを入学前の学生に3月中旬までに送付する。 

新入生には、入学時に教室で各種ガイダンスを行い、その後に1泊で合宿オリエンテーションを

行なっている。1 日目は教員、学生との交流、2 日目は教職員による履修相談、在学生による生活

相談を行なっている。この合宿オリエンテーションで新入生どうしの横のつながり、上級生と新入

生の縦のつながりが出来、その後の学生生活を送る上での人間関係を築くことに役立っている。合

宿オリエンテーションの実施に際しては、毎年アンケートを取ってその必要性を確認している。

2006 年度のアンケート結果の回答では、｢非常に有意義であった｣が 32.3%、｢有意義であった｣が

52.3%である。 

本学部において 1 年次の導入教育の核となるのは「基礎ゼミナール」と「論述・作文」である。

1 年次の基礎ゼミナールを大学教育の入り口における基礎的なトレーニング（大学における学び方

の教育、大学生活への適応への支援）として位置づけている。基礎ゼミナールのクラス配属は、原

則的には、入学者が選択した図書を指定した教員のクラスとしている。基礎ゼミナールの具体的な

内容は、①文献や資料を読んで理解する、②分からないことを調べる、③調べたことをレポートに

まとめる、④他の人の意見を聞いて理解する、⑤自分の考えをまとめてわかりやすく発表する、⑥

他の人と議論をする、といった力を身につけさせることである。前期は専任教員が担当し、後期は

ＴＡを導入している。専任教員は入学時から2年間、当該クラスの担任となる。担任は合宿オリエ

ンテーションから新入生と行動をともにする。後期のゼミナール実施に際しては2名の専任教員が

ＴＡ全体を統括する役割を担い、ゼミナール実施に先立っては基本方針を説明し、前期の実施内容

の引継ぎを行なう。また、ゼミナール実施後に、ＴＡからの要望、問題点の指摘などを受け、次学

期に向けての改善を検討する。 

私生活、学業面で大学生活への適応が遅れる、あるいは困難な学生が増えている状況にあるので、

基礎ゼミナールの前期講義時間に担任が新入生と面談を行ない、学生生活への適応状況を学業、私

生活の面から確認し、必要に応じて教員間で情報を共有し、問題の解決を図っている。担当教員は

学部教務委員会で予め検討された項目について確認しつつ、学生との対話を行う。 

入学者の多様化に伴い、年々「読み・書き」の力の低下が顕著になってきている。基礎ゼミナー

ル担当者から新聞記事などの配布資料の理解が困難であるなどの指摘が増えてきた。本来、基礎ゼ
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ミナールの内容は前述のように位置づけていたが、それ以前の問題が出てきているために、本来の

目的以外に時間を割く必要が出てきており、それを補うために「論述・作文」を「履修必修」化し、

「読み書き」の力を強化するための訓練を行なっている。 

社会情報学部では、情報学系の専門科目を履修することから、コンピュータリテラシー教育を学

内で独自に実施している。高校での教科「情報」の必修化に伴い、2006年度からは従来と事情が異

なり高校との接続を考慮する必要が出てきた。1 年次の履修科目である情報処理基礎については、

高校での学習履歴のアンケートを取り、受講状況の観察などを行なっている。2006年度からの入学

者は教科「情報」を学んでいることを前提に教育を行なっているが、本学部が行なった予備調査や、

アンケート結果から判断すると、高校や地域によって実施内容についてバラつきが見られる。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

入学前学習は基礎ゼミナール実施に先立ち、新入生の読解力、文章力の把握をする点でも役立っ

ている。合宿オリエンテーションは、勉学の準備、新生活への不安解消などの面で支援を行い、新

入生を学生生活に適応させる役割を持っている。上述のように実施後のアンケートでは、実施に肯

定的な意見が80%を超えている。 

基礎ゼミナールは、新入生に「読み、書き、話す」ことを経験させること、担任との人間関係の

構築も含めて大学生活に適応するための支援を行うという点で、その役割を果たしている。 

【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。 

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。 

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 

リテラシー演習 

c) 日本語原典講読：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 
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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。 

 

（３） インターンシップ 

 

１）現状 

大学において学生の職業意識の醸成は大きな課題である。社会情報学部では、2003年度からイン

ターンシップ推進協議会からの紹介企業と社会情報学部の独自開拓企業を学生に提示しインター

ンシップを実施している。現在、インターンシップの参加者募集は就職支援部局ではなく教務事務

担当経由で行なわれている。例年募集開始から希望提出までの期間は１週間程度である。これまで

の参加学生数は2003年度16名、2004年度15名、2005年 7名、2006年度5名である。 

 

表Ⅲ－118 インターンシップ参加学生数 

年度 
北海道地域インターンシップ

推進協議会 
社会情報学部 合計 

2003 4 12 16 

2004 6 9 15 

2005 3 9 7 

2006 4 1 5 

 

学生をインターンシップに派遣する前に学外講師によるマナー講座を1日開催し、接遇・電話対

応のマナーを指導している。インターンシップ参加中は実習記録を書かせ、終了後に提出させてい

る。記載内容は日々の①主な業務内容、指導内容、②感想、反省、③明日に向けての課題、取り組

み目標、である。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

接遇・電話対応マナーの訓練、インターンシップ参加経験を通じた職業意識の醸成については一

定の効果があると考えられる。参加者は少ないが、動機の明確な学生にとっては、その後の就職活

動に向けて準備をする良い機会である。本学が実施している「企業との懇談会」で参加学生の好評

価を受け入れ責任者から伝えられることもある。 

【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

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。 

 

（４） 履修科目の区分  

 

１）現状 

2001年度カリキュラム以降、卒業要件は124単位以上修得としている。内訳は、全学共通科目か

ら36単位、指定必修科目からゼミナール群12単位、リテラシー群12単位（2005年度以降10単位）

合計24単位（2005年度以降22単位）、選択必修科目は、情報学関連科目群から16単位、社会学関

連科目群から 16 単位となっている。2001 年度以降は、開講期間が通年から半期に移行したことに

も伴い、学生の履修の自由度を増すために、科目数を増やすとともに、必修単位数を減少させてい

る（1996年度以降、2000年度までのカリキュラムでは126単位中46単位が必修であった。この必

修単位数の多さは開講期間が通年であったことにもよる）。 

 2005 年度以降入学生を対象とした現行カリキュラムは以下の通りである。指定必修は 22 単位で

ある。基礎ゼミナールは大学教育の入り口における基礎的なトレーニングを行なうこと、専門ゼミ

ナールは各教員の担当専門科目を深く学ぶことを目的としている。ゼミナール以外の必修科目は 1

年次に配当され、2年次以降に専門科目を学ぶ上で基礎となる科目として位置づけられている。 
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表Ⅲ－119 社会情報学部卒業要件(2005年度以降入学生に適用) 

基礎科目 外国語科目の中から同一外国語8単位含む 
全学共通科目 

教養科目 Ａ群、Ｂ群、Ｃ群、総合科目群 

36単位 

以上修得 

基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ 

専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 
12単位必修 

指定必修科目 情報処理基礎・演習 

社会とコミュニケーション 

社会と情報  データ解析基礎Ⅰ 

10単位必修 

データサイエンス群 

フィールドワーク群 

データベースマルチメディア群 

情報ネットワークシステム群 

16単位以上修得 

選択必修科目 

社会情報学群 

現代社会論群 

情報システム群 

16単位以上修得 

専門科目 

選択科目 その他科目群  

88単位 

以上 

修得 

124 

単 

位 

以 

修 

得 

      注）（履修科目登録は2001年度以降入学生に関しては1年次から4年次を通じてそれぞれ48単位を上限としている。） 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

当初のカリキュラムに比べて、学生の講義選択の幅を広げるという点では改善されている。必修

を約半分までに減らし、選択科目数を増やし履修科目選択時に混乱が生じないように履修モデルを

示していることもあり、科目の充実、新設については大きな改善の要望は出ていない(2005 年にア

ンケートを実施し、確認した)。 

【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。 

 

（５） 授業形態と単位の関係  

 

１）現状 

本学では、単位の計算方法について、学則第9条に次のように記されている。 

単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を

考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

a. 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。 

b. 外国語については、30時間の授業をもって1単位とする。 

c. 実験、実習及び実技については30時間の授業をもって1単位とする。 

また、卒業演習、卒業論文の授業科目については、学修の成果を評価して単位を授与することが

適切と認められる場合には、単位を認定することが可能である。 

 社会情報学部もこれに従っている。本学では、1講時（90分）を 2時間として取り扱っている。 
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セメスター制の導入に基づき、各科目は基本的には2単位であるが、教育効果に配慮した次のよ

うな履修形態がある。 

① 講義・演習一体科目（20科目） 

科目としては個別に開講されているが、講義と演習を同時に履修することが履修登録の条件と

なっている科目である。それぞれは2単位科目であるが、いずれも2講時連続で実施するもので、

原則講義・演習を対として4単位を認めている。 

 

表Ⅲ－120 講義・演習一体科目 

講義科目名 演習科目名 

情報処理基礎 情報処理基礎演習 

量的調査方法論 量的調査基礎演習 

質的調査方法論 質的調査基礎演習 

量的調査設計 量的調査演習 

質的調査設計 質的調査演習 

データベース基礎 データベース基礎演習 

プログラミング プログラミング演習 

データ構造とアルゴリズム論 データ構造とアルゴリズム論演習 

マルチメディア処理論 マルチメディア処理演習 

情報通信ネットワーク論 情報ネットワーク演習 

 

② 積上方式科目（8科目） 

科目としては個別に開講されているが、前提となる科目を単位修得することがその後の履修の

条件となっている科目である。それぞれ2単位である。学生が前提となる科目を意識せずに履修

登録を行なう場合が起こるため、このように積み上げ方式科目として明示し、履修上の注意を促

している。 

 

表Ⅲ－121 履修を前提とする科目・積み上げ科目 

履修を前提とする科目 積み上げ方式科目 

プログラミング・同演習 データ構造とアルゴリズム論・同演習

量的調査方法論・同演習 量的調査設計・同演習 

質的調査方法論・同基礎演習 質的調査設計・同演習 

データ解析基礎Ⅰ データ解析基礎Ⅱ 

 

専門ゼミナールは3年次前期にⅠ・Ⅱ、3年次後期にⅢ、4年次前期にⅣが実施され、それぞれ4

単位（2+2）、2単位、2単位となっている。卒業論文は通年で履修し、卒論執筆と発表を含むので6

単位としている。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

講義・演習一体科目については、2 講時連続で講義と演習を対で行なうことによって学生の講義

の理解を深めることを目的にしている。演習を行なう場合、学生への指示が必ずしもスムーズに伝

達されるわけではなく、課題の進捗状況の確認と、進度の遅い学生の対応など、さまざまな形で時

間を割く必要がある。この科目は、講義の理解を深めることを目的にしているので、このような点

を配慮する必要があり、講義内容、教育効果から考えても2単位分の講義時間で両方を行なうこと

は現実的には無理がある。従って両者を合わせて4単位とすることは適当と考えられる。 

積み上げ方式科目は、科目としては独立しており、履修登録時の指導を適切に行なえば、単位数

について特に問題はないと考えられる。 

ゼミナールに関しては、学部としてのこれまでの経験に基づき学年配当、単位数を検討してきて

おり、教員間でも一定の了解が得られている。 

【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。 

 

（６） 単位互換・単位認定等  

 

１）現状 

札幌圏にある 7 大学、4 短期大学との間で単位互換制度を導入している。この制度は各大学・短

期大学が互いに特徴のある講義を他大学の学生に提供し合うためのものである。履修を希望する学

生は履修科目名と履修目的を記載の上、｢単位互換履修生許可願｣を教務課に提出する。この許可願

は学部長の承認を得て、履修先大学・短期大学に提出される。単位認定は、協定大学での成績評価

をもとに教授会で審議・決定している。 

表Ⅲ－122 札幌圏大学・短期大
学間単位互換協定の状況 

年度
他大学での 

履修人数 

他大学からの

履修人数 

2002 1 7 

2003 6 5 

2004 8 0 

2005 11 1 

2002年から2005年までの本学部における履修実績（人数）

は表Ⅲ－122の通りである。 

本学部からの履修者の特徴は、隣接大学（本学は江別市に

位置し、浅井学園大学が隣接している）において履修登録科

目数が多いという点である。表Ⅲ－123 本学学生の履修先と

履修登録科目数を示す。 
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表Ⅲ－123 札幌圏大学・短期大学間単位互換協定における学生の履修先と履修登録科目数 

 2002 2003 2004 2005 

札幌国際大学（札幌市）   2  

浅井学園大学（江別市）  6 11 37 

浅井学園大学短期大学部（江別市）  3  1 

北星学園大学（札幌市） 4 3 7 3 

北星学園大学短期大学部（札幌市）  1   

酪農学園大学（江別市）   2 1 

酪農学園大学短期大学部（江別市）   2  

 

沖縄国際大学産業情報学部との単位互換（国内留学）制度を導入している。これは「異文化の交

流・融合を促進し、視野が広く行動力のある人材を養成すること」を目的としたものである。認定

される単位は 60 単位を上限とし、①本学入学前に大学・短大、専修学校（専門課程）で修得し認

定された単位、②入学後に外国の大学または短大に留学し認定された単位、を含める。11月初旬に

国内留学に関する説明会を開催して募集を行なっている。沖縄国際大学との単位互換については、

学部として積極的な交流を図る段階には至っておらず、現在までに受け入れ、派遣ともに実績がな

い。 

大韓民国の東國大學校との交換留学制度に基づき、学生を派遣する制度がある。在学期間、取得

単位数、韓国語運用能力に基づいて派遣選考を行なう。当学部からは 2005 年に 2 名の学生が派遣

されている。単位認定は本人からの「単位認定願」と、留学先大学が発行する成績証明書に基づい

て審査する。また、単位認定にはつながらないが、韓国の東國大學校、東亞大學校との短期交流プ

ログラムを実施しており、1 週間ずつ互いの大学の学生が大学訪問、講義受講、文化交流、ホーム

ステイ等を行なっている。当学部では、この短期交流の参加者の1名が上記の交換留学生となって

いる。 

 

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については例年一定の履修者がおり、本学にはない科目を他

大学で履修できるという利点は生かされている。沖縄国際大学産業情報学部との単位互換について

は、制度を導入しただけにとどまっているため、現時点では評価できない。大韓民国の東國大學校

との交換留学については、留学者の帰国後の様子から判断して、異文化の理解、言語の習得などに

関し高い教育効果を持っていると考えられる。 

【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
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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。 

 

（７） 開設科目における専・兼比率  

 

１）現状 

社会情報学部では、主要科目は専任教員が担当している。留学研修・異動などの場合にも出来る

限り他の専任教員が代わりに担当し、やむをえない場合には非常勤依頼を行っている。 

2006年度における専門科目の必修、選択別の専・兼比率を以下に示す。 

 

表Ⅲ－124 専門教育科目における専・兼比率 

社会情報学部専門教育科目 専任担当 兼任担当 

必修科目 75.5 (98.1%) 1.5 (1.9%)

選択必修科目 57.0 (77.0%) 17.0 (23.0%)2006年度 合計 

全開講科目 156．5 (88.4%) 20.5 (11.6%)

必修科目 55.5 (98.2%) 1.0 (1.8%)

選択必修科目 26.0 (65.0%) 14.0 (35.0%)2006年度 前期 

全開講科目 93.0 (85.3%) 16.0 (14.7%)

必修科目 20.5 (97.6%) 0.5 (2.4%)

選択必修科目 31.0 (91.2%) 3.0 (8.8%)2006年度 後期 

全開講科目 63.5 (93.4%) 4.5 (6.6%)

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

本学部では専任の担当割合が高いと考えられる。 

【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。 

 

（８） 生涯学習 

 

１）現状 

江別市民を主な対象として土曜公開講座を1993年、1998年、2003年に実施している。2003年の

講演テーマと参加者数は表Ⅲ－125の通りである。全10回で、テーマは｢情報メディアと市民生活｣

である。各教員が個別のテーマ設定を行い、講義を行った。 
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表Ⅲ－125 土曜公開講座 

 テーマ 参加者数 

1 ＩＴと情報メディア －インターネット入門― 42 

2 インターネットの活用技術 42 

3 インターネット利用(1) －医療福祉への活用― 43 

4 インターネット利用(2) －教育への活用－ 38 

5 インターネットの課題と未来 35 

6 北海道民のくらしと情報メディア 36 

7 21世紀北海道のテレビ局 33 

8 メディアリテラシー －テレビ番組を分析する－ 22 

9 近未来SFの構想力 －情報化社会を読み解く－ 24 

10 市民からの情報発信 25 

 

当学部では、学部開設以来、「社会と情報に関するシンポジウム」を継続して実施している。社

会情報に関連性のあるテーマを選択し、その分野の講演者を学外から招き、講演、議論を行なうも

のである。開催案内は、主として社会情報学会、社会学会、情報処理学会の会員、学内関係者に通

知するとともに、ポスターの作成も行なっている。シンポジウムの講演、議論の内容は紀要「社会

情報」に掲載している 

 

表Ⅲ－126 社会と情報に関するシンポジウム 

 講 演 題 目 

1991 「情報の科学技術と社会」、「情報・情報処理・情報化社会」、 

1992 「情報科学から情報学へ」、「感情・情報・社会」、「文明のなかの情報」 

1993 「情報社会と自己組織性」、「知的情報技術と人間」、「情報と『かかわり』」 

1994 「高度情報化の光と影」、「言語処理技術の現状と将来」 

1995 
「情報は人間のしもべ？人間は情報のしもべ？」、「成熟した情報社会の展望と新しい規範に向け

て」、「社会情報学と多元主義」 

1996 
「脳のなかの言語情報処理」、「コンピュータと障害者：アクセシビリティの社会学」、「人類史に

おける言語の起源」 

1997 
「社会調査と数量化」、「ミームメディアとミームプール」、「社会理論の再構成と情報社会 －非

メディア的アプローチの可能性 －」 

1998 「災害情報と避難行動」、「災害報道」、「災害情報システムの現状と問題点」 

1999 
「情報セキュリティの動向について －暗号アルゴリズム、セキュリティプロトコル、標準化動

向」、「大学・企業におけるセキュリティ管理の実際」、「筆者認識技術の現状」 

2000 
「宇宙はいかに生まれたか」、「生命の起源研究の話題から：原始の海は熱かったか？」、「ホモ・

ピクトルの進化論」 

2001 
「文化資源学の創設をめざして」、「データアーカイブと社会科学研究」、「社会調査データベース

と書誌学的想像力」 

2002 
「北海道IT革命と地域情報発信の挑戦」、「ジャーナリズムの岐路とローカル・メディアの挑戦」、

「地域メディアの構造変動とメディアリテラシー」 

2003 
「高校普通教科『情報』と大学『情報教育』との接続性をどう考えるか」、「新教科『情報』の理

想と現実」、「学びのインフラとしての『情報』」 

2004 

「インターネット・携帯電話の普及とコミュニケーション変容」、「現代コミュニケーションの光

と影 －哲学思想の観点から－」、「バーチャルとリアルを使い分ける技術とメディアリテラシー

及び地域の人々の自己覚知教育の必要性」 

2005 
「ユニバーサルデザインとインタラクションデザイン」、「社会構想と評価情報 －共生社会との

係わりで－」、「ユニバーサルデザインの可能性と限界」 

2006 「ウェブの進化が変えるもの」、「ギークとウェブの方向性」、「Web2.0的ユーザとは何か」 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

土曜公開講座は1984年から本学の各学部が持ち回りで実施していることもあり、毎年一定数の参

加者を得ている。開催後にアンケート調査を行い、参加者の感想・意見・要望を集約し、教職員間

に公開している。総じて好意的な意見が多く寄せられている。 

社会と情報に関するシンポジウムの参加者は、大学関係者に限定していないが、広く一般市民が

多数参加・聴講するにはいたっていない。 

【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。 

 

２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 

 

１）現状 

学生に講義中の質問等を記入、提出させ、それに対して教員が次の講義で回答、評価するという

リアクションペーパー方式については、学部設置当初からその採用が試みられ、社会情報学部の教

員間ではその効果について一定の評価がなされている。また、ＴＡやＳＡを使った課題の進捗状況

確認は講義を進行させながら学生の目標達成度を把握し続けるという点で機能している。 

学業上の教育効果は、各講義での履修結果、資格取得、就職・進学の実績から測ることが出来る。

各講義における統一的仕上がり基準という点から言えば、情報系の科目群に関しては、2006年度の

当初に、各担当教員に同一の基本情報処理技術者試験のテキストと問題集を配布し、各科目の関連

部分について、講義中の演習課題、定期試験において出題し、学生の理解度の確認を行ってもらう

ように依頼している。この資格を取るために必要な内容はカリキュラムに網羅されているが、講義

内容は担当教員の専門性、講義方法に依存するため、統一的に教育効果を測定するために、このよ

うな方法を試みている。 

主な資格取得者数（2004、2005 年度）は次の通りである。（①、②、⑧、⑨を除く資格について

は本学エクステンションセンターにおいて講座受講を行ったものも含まれている。）これらの資格

はカリキュラム体系で記した「系」と対応付けられている。 
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表Ⅲ－127 主な資格取得者数 

 2004年 2005年       系 

中学社会 5 9 

高校公民 10 13 

① 教員免許 

 

 高校情報 10 13 

情報教育 

②社会調査士 11 6 社会調査・データ解析 

③初級システムアドミニストレータ 4 4 システムエンジニア/Webデザイン 

④JAVAプログラミング２級 1 3 

⑤JAVAプログラミング３級 1 2 

⑥基本情報技術者 0 1 

システムエンジニア 

⑦マルチメディア検定３級 6 1 

⑧ＣＧ検定３級 4 12 
Webデザイン/メディア、コミュニケーション 

⑨エクセル２級 32 19 

⑩エクセル３級 27 14 

⑪ワード２級 15 12 

⑫ワード３級 19 8 

共通 

 

卒業後の進路（1994 年度から 2005 年度まで）は表Ⅲ－128 の通りである。大別すると、主たる

業種として｢情報関係｣と｢卸・小売業関係｣への内定者が多い。パソコン活用スキルは情報関係以外

の業種でも評価されている。PowerPointを用いたプレゼンテーション（発表、提案）能力は企業か

ら高く評価されている。社会調査の方法を習得することによって、問題意識を持って自らデータを

収集・分析し、結果を発信する力を身につけている。 

 

表Ⅲ－128 社会情報学部の進路状況（1994年から2005年度までの業種別採用人数） 

業種 採用人数 業種 採用人数 

情報関係 338 教育関係 29

電気通信業 15 小売業関係 394

運輸業 23 卸売業関係 200

旅行業 15 製造業関係 97

放送・映像・新聞など 26 建設業関係 59

金融・保険関係 107 公務員 122

農業共同組合 11   

 

大学院進学者は 17 名である。進学先は、札幌学院大学地域社会マネジメント研究科、北海道大

学文学研究科、北海道教育大学大学院、北海道医療大学大学院、弘前大学理工学研究科、秋田大学

特殊教育特別専攻科、群馬大学特殊教育専攻科、豊橋科学技術大学大学院、北海道情報大学大学院、

皇學館大學大学院、福島大学大学院である。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

教育効果の測定については前述のように教員の判断に委ねられているが、研究会を通じた意見交

換などを行い、教員間で合意形成を図っている。 

上記の進路実績から判断するならば、当学部の教育方法は一定の成果を挙げていると考えられる。
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特に提案、プレゼンテーション能力については、就職先の企業において、社内表彰を受けるなどの

成果を挙げていることがゼミナール担当教員等から報告を受けている。 

【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。今年度は各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。 

 

（２） 成績評価  

 

１）現状 

履修科目登録は2001年度以降入学生に関しては1年次から4年次を通じてそれぞれ48単位を上

限としている。2000 年以前は 56 単位を上限としており、この場合、1 年次から多くの科目を履修

することによって 3 年次までに卒業要件をほぼ満たすことが可能となり、4 年次には必修の卒業研

究のみを残すといった例も少なくなかった。専門科目を4年間通じてバランス良く配置することに

よって学生が継続的に学修を行なうように、履修可能単位数を減らすという変更を行なった。 

成績評価は全学的に統一されている。各科目の成績は 100 点を満点とし、80 点以上を優（Ａ）、

60点以上を良（Ｂ）、50点以上を可（Ｃ）とし、優、良、可は合格として所定の単位を与える。50

点に満たない者は不可とし、不合格とする。不可はさらに 30 点以上をＤ、30 点に満たない者はＥ

としている。また試験欠席、レポート未提出の場合には評価不能として扱っている。 

履修要項において成績評価方法を明記している。成績評価法、成績評価基準については基本的に

担当教員の裁量に委ねている。具体的なものとして出席、小テスト、レポート、定期試験の評価割

合を記述した科目、遅刻・欠席に関する許容回数を記した科目があるが、科目の特殊性などにも依

存するので統一は難しい。学生が成績評価に疑義がある場合には、シラバスに記載されている成績

評価方法に基づき、成績確認願書を提出し、教員から文書で説明を受けることができる。 

 2 年次から 3 年次に進級する際に留め置き制度を設けている。進級の条件は 2 年次における修得

単位数合計が48単位以上であること、この合計単位数の中に1年次必修科目14単位分を含んでい

ること、である。これらの必修科目は本学部の専門科目を学んでいく上で基礎となる科目である。 

 卒業論文の評価は 終的には指導教員の判断に委ねられる。卒業論文履修者は、卒業論文を提出

するとともに、発表会で成果を発表する。発表会の場では、担当教員以外の教員が同席し、質疑等

を通じて内容を確認する。履修者が提出した抄録は抄録集として冊子化し、在学生に配布している。 

学生の勉学意欲と経済的支援を結び付けるために、学業奨励生制度を導入し、2001年度入学生か

ら適用している。選考方法は次の通りである。 

① 前年度の成績を点数化（Ａ：3点、Ｂ:2点、Ｃ:1点）し、合計数の多い順とする。 

② 同一順位の場合は、次の順で決定する。 

ア）Ａ評価の多い者を上位とする 

イ）指定必修科目のみで①の方法で再計算し、合計点数の上位の者 
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表Ⅲ－129 学業奨励生数 

年度 2年生 3年生 

2003 20 － 

2004 12 12 

2005 11 11 

2006 11 11 

 

表Ⅲ－130 2年連続の学業奨励生数 

年 度 人数 

2003年度～2004年度 8 

2004年度～2005年度 4 

2005年度～2006年度 6 

この選考によって、4 月の教授会で決定さ

れ学業奨励生となった学生を、学部長から表

彰するとともに学業奨励金を支給している。

2006 年度は 1 位 10 万円、2 位以下 5 万円と

し、大学生協のメンバーズカードに加金して

いる。これにより、奨励生は奨励金を図書の

購入等に充てることができる。これまでの奨

励生数は表Ⅲ－129 の通りである。また、2

年連続して学業奨励生となった学生数は表

Ⅲ－130の通りである。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

成績評価については、シラバス上での成績評価基準の明示、学生からの成績評価確認の制度によ

り、一定の客観性を保っていると考えられる。 

【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。 

 

（３） 履修指導 

 

１）現状 

在学生については年度始めにガイダンスを実施し、種々の注意事項などを説明している。 

履修登録上の不明な点については、教務課窓口で説明を受けることができる。 

1年次の必修科目の中から、3科目について前期に出席状況を月単位で集計し、出席率が50%以下

の学生について教授会にて報告を行い、担任教員に履修指導の実施を促している。指導の結果、出
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席状況が改善された学生については次回の教授会で報告している。 

基礎ゼミナール担任、専門ゼミナール担任が履修、大学生活上の相談を受ける役割を担うものと

している。 

3 年次と 4 年次前期に履修する必修科目の専門ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの選択は学生にとって

も大きな関心事である。2 年次後期にゼミナールの選択を行なうが、それに先立ち 2 年次前期に基

礎ゼミナール担任が専門ゼミナール選択のアドバイスを行なっている。これは早い段階から学生の

学習上の興味・関心を明確化していくための動機付けを行なうためである。さらに、2 年次後期に

は教員からのゼミナール紹介、学生によるゼミナール紹介の印刷物配布、履修相談、ゼミナール見

学などを行なって、 終的なゼミナール選択を行なわせるようにしている。 

 社会情報学部では第 2 学年留め置き制度があり、修得単位数の合計が 48 単位未満、あるいは所

定の必修科目の単位が未修得の場合に対象となる。留め置き者数は例年約1割である。 

成績不振者及び留年者への修学指導については組織的に行っている。下記に該当する学生につい

ては、クラス担任・ゼミナール担任が指導を行っている。 

 

表Ⅲ－131 修学指導対象者の基準 

1年生 前期10単位以下の学生 

2年生 留め置き確定及び前期30単位以下の学生 

4年生 卒業延期確定及び前期110単位以下の学生 

 

大学全体の取り組みである保護者懇談会(札幌、道内地方主要都市、青森、仙台)では原則として

対象学生のゼミナール担任が懇談会場に出向く。担当教員は事前に学生と面談を行い、その結果を

参考にしつつ保護者と話し合いを行う。上記の修学指導対象学生については保護者懇談会への出席

依頼を送付している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

履修指導については教職員が一体となって取り組んでいるが、上記のような成績不振学生が一定

数現れている。入学者を1年次前期で学生生活に適応させることが大きな課題となっている。 

【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、

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
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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、前述の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。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 

 

１）現状 

教育上の問題点の共有については、社会情報学部が月例で実施している研究会での発表などを介

して行なわれている。この研究会は議論を通じて教員間の合意を形成する場ともなっている。 

社会情報学部の教育の特徴として、①ＴＡ・ＳＡによる少人数教育、②ノートパソコンを使った

講義、③体験型教育、④学生参加の双方向型講義、を挙げることができる。学生の学修活性化の観

点から言えば、①はきめ細かな指導の追及による学生の講義理解度の向上、②は授業時間外での学

習の促進、③は講義時間外、あるいは学外を学びの場とすることによる学生の視野拡大と実践的な

学習、④は学生が主体的に学ぶ姿勢の追及、といった効果を持つ。このような教育方法を持続的に

改善するための取り組みは以下の通りである。 

教育改善にむけての組織的取り組みとして、学部の月例研究会において、学部の教育の現状と課

題についての報告をもとに議論をして教員間の合意形成を図っている（表Ⅲ－132）。 

 

表Ⅲ－132 社会情報学部の月例研究会 

月例研究会発表題目 実施年

社会情報学部専門ゼミナール ＣＧ教育における現状と課題 2002 

学生参加型の講義を目指して －プログラミング言語・演習における試み－   2002 

講義に対する質問を共有する双方向講義型の学習環境の構築 2002 

Learning Divideと消費者主義を超えさせるために -｢研究基本構想｣が目指す社会情報教育学- 2002 

大学生の基礎体力(その1)  －基礎教養ゼミナールを利用した｢聞く力｣と｢話す力｣の醸成－  2003 

３DCG制作学習における諸課題：数学的思考から図形理解まで   2004 

学生参加型の講義を目指して －小レポート活用の試み－   2004 

基礎ゼミナールⅠ・Ⅱを担当して気づいたいくつかのこと   2004 

学生教育補助員を活用した演習教育    2005 
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ここで取り上げられたテーマは、入学直後の学生の基礎ゼミナールにおける履修状況と効果的な

指導方法、双方向型の講義による学習効果、ＳＡを使った講義の運営、などの教育方法を検討する

材料となるものである。これ以外に、講義担当者（ＴＡも含む）からの学部紀要『社会情報』への

投稿によって、率直な問題点の指摘や提言が継続的に行なわれている（表Ⅲ－133）。 

 

表Ⅲ－133 紀要『「社会情報』への投稿 (2003年-2006年) 

表   題 発行年

基礎ゼミナールⅡにおける学生の学び 

(1) ＴＡ後期担当制以降の現状と課題 

(2) 自発的「学び」の契機とＴＡの教育的意義  

(3) クラス内の関係性と学習の展開 

 

2004 

2005 

2006 

大学教育における「学び」の基本を培うために 

 － 基礎ゼミナール担当教員としての経験を中心に － 
2004 

基礎ゼミナールにおいて学生の発言を促す試み 2004 

学生教育補助員を活用した演習教育 「プログラミング」の場合 2005 

学生参加型の講義を目指して  - 小レポート活用の試み - 2005 

 

シラバスは全教員が作成し印刷物と札幌学院大学Ｗｅｂページの両方で参照することができる。

シラバスには、①授業のねらい・到達目標、②授業方法、③授業内容・計画、成績評価方法、を記

載している。 

 学生による授業評価は、大学全体で実施する授業アンケートの結果については、個々の科目にお

ける自由記述の意見に関しては担当教員に渡している。教務委員長は、このアンケートのすべての

意見に目を通し、問題の把握を行っている。下記のＦＤシンポジウムに先立って学部が実施したア

ンケート調査の結果については全教員に配布するとともに、シンポジウムへの参加を要請している。 

 2005年度に学部教務委員会を中心としてＦＤシンポジウムを実施した。事前にアンケート調査を

行って、その集計結果を公表している。アンケート内容は、社会情報学部の①ノートパソコンを活

用した授業、②ＴＡ・ＳＡによる授業補助、そして③授業内容・方法、に関するものである。この

ＦＤシンポジウムでは、学生の視点による評価を行なうために、学生代表に講義に対する要望など

をプレゼンテーションさせ、そこでの議論に教員と学生の双方が加わった。このように学生参加型

とすることで、学生には自らの意見を述べる場を持たせるとともに、学ぶ側の意識を高めることを

意図した。参加する教員に対しては、学生からの意見等を直接聴く機会とした。 

学生によるプレゼンテーションは4年次学生を中心として行わせ、学生が問題点の指摘とその解

決方法の提案などを行った。1 番目のテーマ「学生の目から見た社会情報学部のＴＡ・ＳＡ制度」

ではＳＡ経験者が中心となったプレゼンテーションであった。主な指摘は①教員からＳＡへの指示

方法が明確ではなくＳＡの指導に迷いが生じる、②ＳＡ採用における選考基準、選考方法が能力評

価に基づくものではないために、ＳＡの動機や指導能力にばらつきが生じ、指導の質に問題が生じ

ている、③指導レベルの向上のためにＳＡ間の情報交換の場を設けることの必要性、④ＳＡ募集方

法についてＳＡ経験者からの提言、⑤講義の質を高めるための工夫についての提言、である。 

2 番目のテーマ「社会情報学部の授業方法について望むこと」では①出席管理・成績評価の厳密
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化、厳格化を望む、②教員の授業方法において、学生の前提知識の有無や理解度を確認しながらの

講義への要望、板書方法(みやすさ)や説明方法(口調、音量など)の工夫への要望、③一方的な講義

形式における単調さの解消、④理解度と集中力を高めるための適正な講義規模の追求、⑤グループ

学習の導入による講義の活性化、である。いずれのプレゼンテーションも卒業間近の学生が担当し

たので、内容的には4年間の経験に基づく説得力のあるものであったし、発言内容を自らコントロ

ールしつつも、「私語をしている学生が多く迷惑である。教室の秩序を保つのは教員の責任」など

といった率直な意見も出た。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

月例研究会の開催、紀要「社会情報」への投稿による教員相互の情報提供と合意形成は、１つの

ＦＤ活動と考えることができる。 

シラバスの各項目の記載方法については教員の判断に委ねている。成績評価について、平常点、

試験による評価の割合を明確に示しているものも一定数あるが、授業の性質上総合的に評価すると

いう記述のものもある。 

学部としてのＦＤシンポジウムの開催は、まだ1回目であるが、開催時期が年度末の3月と遅か

ったにもかかわらず 14 名の教員が参加した。学部教員が半数以上参加し、他学部からの参加も得

られた。参加学生も議論に加わり、現実的な意見交換が行われた。今回、学生がプレゼンテーショ

ンを行うことの大きな目的は、学生の声を教員に直に伝えることであるので、その意味では目的を

果たせた。別な観点からの大きな収穫は学生のプレゼンテーションの内容、それに対する学生の議

論が満足のいくものであったことである。このシンポジウムにおいてＴＡ・ＳＡ制度に関して出さ

れた要望については2006年度中に解決を図っている。 

【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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（５） 授業形態と授業方法の関係  

 

１）現状 

① 授業形態と授業方法 

社会情報学部の講義は、授業形態という観点からは、次のように分けることができる。 

a) 演習科目（ゼミナール） 

b) 実習科目 

c) 講義科目 

a) 演習科目（ゼミナール） 

ゼミナールは基礎ゼミナールと専門ゼミナールに分けられる。基礎ゼミナールⅠは 10～15

名程度の学生に対して1人の専任教員が担当する。基礎ゼミナールⅡは学生10～15名に1名の

割合でＴＡを導入している。前述のように、基礎ゼミナールの内容には「他の人の意見を聞い

て理解する」、「自分の考えをまとめてわかりやすく発表する」、「他の人と議論をする」力を身

につけさせることが含まれている。 

専門ゼミナールは担当教員ごとにゼミ学生が配属され、ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの主旨に

従って、指導を受ける。ゼミナール配属を2年次に決定する際、担当教員はゼミナールへの受

け入れ可能人数を指定し、ゼミナールの規模を指導可能な範囲に抑えることができる。担当教

員の専門性、あるいは提示するテーマによって指導の方法は異なる。専門ゼミナールⅣは、ゼ

ミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲで学んだこと、調査・分析、作成などの成果を発表することを目的として

設けられている。配当学年は4年次の前期となっているので、学生の就職活動の状況などを考

慮した上で、各担当教員が発表時期を設定できるようにしている。履修者全員分の発表内容に

ついてゼミナール抄録集にまとめている。 

b) 実習科目 

実習科目は講義と演習が一体化されて行なわれる。演習を取り入れた実践的教育によって学

生の理解度・到達度向上を向上させることを目的として2001年度から新入生全員がノート型パ

ソコンを携帯し、多人数の講義においても教員と学生及び学生どうしが情報を共有して議論を

すすめながら講義を展開していく、いわゆる双方向型の講義を行なっている。この講義方式を

実施するために、無線ＬＡＮを使える環境を教室及びその周辺の建物に整備し、学生が講義中

はもとより、講義時間外でも教材の閲覧、課題提出などを行なえるようにした。この方式は、

情報学系の科目のみならず、フィールドワークなど、ノート型パソコンの機動性を活かすこと

のできる調査実習などの社会学系科目においても取り入れられている。この科目ではＴＡとＳ

Ａが活用されており、担当教員は講義とＴＡ・ＳＡの指導・管理を行ない、ＴＡとＳＡは担当

教員の指示に従い、演習時の学生の個別指導、課題進捗状況の確認などを行なう。 

c) 講義科目 

一人の教員が担当し講義を行なう、いわゆる従来型の方式で、主に中・大講義室で行なわれ

る。指導上の効果、施設上の制約などから、履修希望者数が適正規模を超えると判断された場
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合、担当教員と教務担当者間で相談し、履修人数を制限することを行なっている。 

社会情報学部の講義・演習一体科目は、それを実施することが可能なマルチメディア機器を

整備した教室で実施されている。ビデオ、ＤＶＤ、パソコンを教卓上で操作可能になっており、

教員がそれぞれの目的に応じて静止画、動画、音声を活用した講義を行っている。1 年次の情

報処理基礎では、Word・ExcelはもとよりPowerPointスライドを用いたプレゼンテーション法

までを学び、簡単なアニメーション作りまでを経験する。 

② マルチメディアを活用した教育の導入状況 

マルチメディアを活用した教育には2つの側面がある。学生に対して効果的に教材を提示する

ことと、学生自身がマルチメディアを活用できる知識とスキルを身に着けることの2つである。

社会情報学部では｢情報を収集・分析する能力｣、｢情報を加工・発信する能力｣を育成することを

教育目標の中で記しており、これに添った教育が行われている。情報デザイン基礎論では情報の

受け手を意識した情報発信を行うために、レイアウトや配色などを考慮したＷｅｂページ作りを

学ぶ。マルチメディア処理論では、マルチメディア情報のデジタル表現・加工・編集方法、それ

らの情報の特徴理解と、それに基づく情報発信までを演習を含めて学ぶ。この科目の演習では、

アプリケーションソフトを使用し画像処理、ＣＧ作成などを行う。専門ゼミナールでは、学生が

ノートパソコンを使って、ホームページ作成、ＣＧ作成、アニメーション作成を行っている。

PowerPointスライドを用いたゼミナール作品のプレゼンテーションはすべての学生が行う。マル

チメディアを活用した実践型教育の例として、学生による、障がいがある方々のための学習支援

ツールの開発、大学紹介のムービー作成などがある。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

① 演習・実習・講義科目 

a) 演習科目（ゼミナール） 

基礎ゼミナールのクラスは一人の教員が学生全員の状況を把握できる規模であり、ディスカ

ッション、プレゼンテーションが可能な規模である。高校においては自らの意見を述べ議論を

行う機会を持たなかった学生がほとんどであるため、専門ゼミナールの履修に向けての準備と

いう意味でも、基礎ゼミナールでの訓練は大学生活への導入教育的な役割をはたしている。ま

た、専門ゼミナールは前述のように、ゼミナールの規模、実施方法について担当教員の裁量に

委ねている。 

b) 実習科目 

ＴＡ・ＳＡの導入により規模の大きいクラスでも、個々の学生に目が届く教育を実施するこ

とが出来ていると考えられる。 

c) 講義科目 

一人の教員が担当する学生数が多い講義では、リアクションペーパー用などを用いて講義が

一方通行にならないように工夫がなされてきている。 
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② マルチメディアを活用した教育 

社会情報学部の場合、視聴覚機器、無線ＬＡＮを含むネットワーク環境を活用したマルチメデ

ィア教材・機器の活用は社会情報学部の教育の１つの柱であり、さまざまな形で取り組んできた。 

【課題・改善方策】 

① 演習・実習・講義科目 

a) 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、

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。 

b) 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。 

c) 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。 

 

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。 
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４ 退学者の現状と課題 

 

（１） 現状 

 

2001 年度から 2005 年度までの退学者数と退

学理由は表Ⅲ－134の通りである。 

学籍異動（休学・退学）については教授会の

審議事項としており、各ゼミナール担任から異

動理由を報告している。学部として、より具体

的に状況を把握するために、2005年度には、各

ゼミナール担任から退学に至った詳細な理由についてのヒアリングを行った。 

表Ⅲ－134 退学理由 

年度 経済 進路 意欲 就職 健康 その他

2001 8 13 6  1  

2002 2 8 7 2   

2003 2 14 9   5 

2004 2 18 8 3 1 1 

2005 2 17 6 4  3 

 

（２） 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 

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。 
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