
Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等（地域社会マネジメント研究科） 

３．地域社会マネジメント研究科 

 

【教育目標】 

１．積極的に社会人の再教育と人材養成をめざす生涯学習的役割 

２．有機的なカリキュラム編成による領域横断的な教育と研究 

３．コミュニティ創生のマネジメント能力の育成 

４．実践的なビジネスマネジメント能力の育成 

５．地域社会の双方向的交流と専門職業人との協働 

 

１ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 

  

１）現状 

本研究科は、教育目標を達成するため、「コミュニティ科目」群と「ビジネス科目」群を柱に有

機的な連関をもった教育課程を編成している。同時に院生のそれぞれの研究要求に対応しうる専門

的指導体制を整備している。具体的には、修士論文またはそれに代わる特定課題研究の一貫した個

別指導を基軸にして、高度の総合的マネジメント能力の修得を可能にするために構想期・展開期・

完成期からなる段階的な教育課程を編成している（「研究指導等」を参照）。 

授業科目は、「地域社会研究」5 科目からなる「基本科目」、総合的かつ専門的なマネジメント能

力修得のための「展開科目」、「特別演習」からなる「課題研究科目」という3つの科目群からなっ

ている（表Ⅳ－5）。 

「基本科目」には、本研究科の研究目的の基礎的・総合的な地平とその基本的な視点・問題編成

を学ぶ「地域社会研究」5 科目（各 2 単位）を置き、本教育課程の導入部としている。5 科目の中

から 3 科目を選択必修とし、院生の研究テーマに従って選択履修するように指導が行われている。

基本科目は本研究科の研究目的である「地域社会マネジメント学」構築のための総論的視点と基本

的問題編成を学ぶものであり、総論的大枠の研究科目として「地域社会まちづくり論」と「地域社

会経営論」、および本研究科の教育目標にとって必要不可欠な基本的視点・問題編成を修得させる

ものとして、近代の市場社会・市民社会の形成と現状についての理解を深める「地域社会経済論」、

「地域社会会計論」、現代情報社会で実践・研究するために必要不可欠な知識を学ぶ「地域コミュ

ニケーション論」で構成されている。 
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表Ⅳ－5 地域社会マネジメント研究科 地域社会マネジメント専攻 

授業科目 
授業を 

行う年次
単位数 備考 

地域社会まちづくり論 1 2 

地域社会経営論 1 2 

地域社会経済論 1 2 

地域社会会計論 1 2 

基
本
科
目 

地
域
社
会 

研
究
科
目 

地域コミュニケーション論 1 2 

3科目6単位以上 
選択必修 
 
 
 

社会情報論演習 1･2 2 

家族社会学演習 1･2 2 

情報コミュニケーション論演習 1･2 2 

地域環境論演習 1･2 2 

地域行政論演習 1･2 2 

地域行政マネジメント論演習 1･2 2 

公共政策論演習 1･2 2 

地域経済事例研究演習 1･2 2 

地域財政論演習 1･2 2 

地域社会論演習 1･2 2 

比較ＮＰＯ論演習 1･2 2 

ＮＰＯ事例研究演習 1･2 2 

ＮＰＯマネジメント論演習 1･2 2 

生活空間計画論演習 1･2 2 

地域プロジェクト論演習 1･2 2 

コミュニティリーダー論演習 1･2 2 

観光地ブランド論演習 1･2 2 

地域言語コミュニケーション論演習 1･2 2 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
科
目 

異文化コミュニケーション論演習 1･2 2 

9科目18単位以上 
選択必修 

地域金融経済論演習 1･2 2 

比較経営管理論演習 1･2 2 

経営戦略論演習 1･2 2 

起業家論演習 1･2 2 

マネジメント論演習 1･2 2 

人的資源論演習 1･2 2 

リスクマネジメント論演習 1･2 2 

ＩＴシステム論演習 1･2 2 

地域マーケティング論演習 1･2 2 

金融論演習 1･2 2 

財務会計論演習 1･2 2 

管理会計論演習 1･2 2 

監査論演習 1･2 2 

税務会計論演習 1･2 2 

展
開
科
目 

ビ
ジ
ネ
ス
科
目 

財務諸表論演習 1･2 2 

 

特別演習Ⅰ 1 2 必修 課題研 
究科目 特別演習Ⅱ 2 4 必修 

注）基本科目、展開科目及び課題研究科目から合計30単位以上を修得のうえ、修士論文、または特定の課題についての研究の 

成果を提出すること。 

 

「展開科目」は、「コミュニティ科目」19科目（各2単位）と「ビジネス科目」15科目（各2単

位）によって編成され、相互に有機的な関連をもっている。たとえばＮＰＯ起業家にとって人的資

源やリスクマネジメント、更には会計及びナレッジに関するマネジメントが不可欠であるように、

コミュニティ諸領域を創造的に変えていくプロジェクトを合理的・計画的に実現するためには、ビ

ジネスマネジメント能力が不可欠であり、「コミュニティ科目」と「ビジネス科目」は相互に有機

的な関連をもつことによって、実りある教育効果をもたらすことができると考える。 
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「コミュニティ科目」19科目は以下の科目によって構成されている。すなわち、社会的人間関係

についての総合的な知見を修得するために必要な「社会情報論演習」・「家族社会学演習」・「情報コ

ミュニケーション論演習」、環境マネジメントのために必須の「地域環境論演習」、地域行政や官民

の協働に関わるものとして「地域行政マネジメント論演習」、地域社会の現状と課題をケース・ス

タディや社会調査などに基づいて研究する諸科目（「地域行政論演習」・「公共政策論演習」・「地域

経済事例研究演習」など）、現代地域社会の非営利分野の研究と実践にとって不可欠なＮＰＯ関連

科目（国際的視野を身につけるための「比較ＮＰＯ論演習」、ＮＰＯ市民活動の現実と課題を明ら

かにして起業的センスを養成する「ＮＰＯ事例研究演習」と「ＮＰＯマネジメント論演習」）、及び

まちづくりやコミュニティ・ビジネスなど、地域社会の具体的なデザイン開発と総合的な地域プロ

ジェクトにかかわる理論と実務的能力を身につけるための科目（「生活空間計画論演習」・「地域プ

ロジェクト論演習」・「コミュニティリーダー論演習」など）、住民による観光振興の合理的プロジ

ェクトを提起する「観光地ブランド論演習」などである。 

「ビジネス科目」15科目は以下の科目によって構成されている。すなわち、地域社会の企業経営

戦略を修得するための科目（地域的視野から学ぶ「地域金融経済論演習」、国際的視野を養う「比

較経営管理論演習」、経営の戦略的マネジメントを学ぶ「経営戦略論演習」、起業家を養成するため

の理論と技術を身につけるための「起業家論演習」、現代ビジネスのマネジメントにとって必要不

可欠な「マネジメント論演習」「人的資源論演習」・「リスクマネジメント論演習」・「ＩＴシステム

論演習」・「地域マーケティング論演習」・「金融論演習」、及び会計・税務の知識と技術を高度なマ

ネジメント能力として修得する会計関連科目（「財務会計論演習」・「管理会計論演習」・「監査論演

習」・「税務会計論演習」・「財務諸表論演習」）であり、総合的・戦略的なビジネスマネジメント能

力の養成を可能にする諸科目を配置している。 

ただし既に述べたように、これら「コミュニティ科目」群と「ビジネス科目」群は独立したコー

スを構成するものではなく、本研究科の目的である「地域社会マネジメント学」研究を形成する二

つの構成要素であり、二つの科目群は相互に有機的な関連をもつカリキュラムである。従って、履

修モデル（表Ⅳ－6）で示すように、専門的職業人養成という目的を達成するため、二つの構成要

素としての両科目群の相互乗り入れ的な履修と研究が必要である。これらを総体的かつ有機的に履

修することで「地域経済で活躍する人材」、「地域の企業リーダー」、「地域マネジメントに関する識

見を持った職業会計人」、「地域・まちづくり系の分野で活躍する人材」といった4種の履修モデル

に類別され構成されている。 

「課題研究科目」は、両科目群における研究を、少人数による課題研究科目である「特別演習」

によって統一し完成させようとするものである。修士論文または特定課題を執筆するための必修科

目である、「特別演習Ⅰ」（2単位）と「特別演習Ⅱ」（4単位）の2科目からなっている。 

院生は、修士論文を提出するか、特定の課題研究の成果をもって修士論文に代えることができる。

後者の場合、その研究水準が十分確保されるように指導する必要がある。いずれの場合でも大学院

生は、1 年後期から指導教員の担当する演習科目「特別演習Ⅰ」を履修して、2 年目の「特別演習

Ⅱ」につなげて一貫した少人数教育の指導を受ける。 
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表Ⅳ－6 履修モデル  

①地域社会で活躍する人材養成を目指すモデル 

市場経済のグローバル化が進行するなかで、少子高齢化が急激に進む地域社会住民の基盤である地域経済の再生＝再

活性化が問われてきています。このモデルでは、上記の問題視点から、地域経済の担い手である中小企業を軸とした地

域企業（私）の推進力とその現状そしてその進む方向を検討・解明します。この解明は同時に、非市場性の高い領域の

あり方をこれからの公共経済（公）の問題としてとりあげます。この問題は、21世紀における地方政府（行政）の課題

とあり方を解明することです。そしてまた、地域経済にとって不可欠であり前提ともなる地域社会における資金循環の

あり方が問われなければなりません。行政の資金・住民の貯蓄をいかに地域経済循環に活用するか、その金融制度が検

討・解明される必要があります。これら検討・解明には、地域社会のあらたな公共性形成の契機となりつつあるＮＰＯ

などの役割・内容の解明が不可欠です。これらの課題は、北海道地域を具体的対象として追究され、なによりも北海道

地域経済で活躍しうる人材養成として結実させることを目的としています。 

基本科目（3科目選択） 展開科目 課題研究科目 

地域社会まちづくり論 

地域社会経営論 

地域社会経済論 

地域社会会計論 

地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

地域金融経済論演習 

地域経済事例研究演習 

地域行政論演習 

地域財政論演習  

比較ＮＰＯ論演習 

ＮＰＯマネジメント論演習 

地域プロジェクト論演習 

地域言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 

金融論演習 

公共政策論演習 

地域行政マネジメント論演習 

地域環境論演習 

ＮＰＯ事例研究演習 

起業家論演習 

地域マーケティング論演習 

特別演習Ⅰ・Ⅱ 

金融と企業活動 

 地域社会と地域通貨の視点から 

（久保田 義弘）

地域経済社会の実証分析 

（谷澤 弘毅）

地方都市の経済とその再生 

（平澤 享輔）

 

②地域の企業・経営リーダーの養成を目指すモデル 

本特別演習は企業や公的事業組織などの非営利組織の経営者・管理者を目指す院生を対象とするものである。企業も

しくは非営利組織はそれぞれ異なった組織環境のもとにあり、そこに要求されるマネジメントもそれぞれ異なっている。

本演習ではさまざまな地域、業種、経営規模の異なる企業や非営利組織におけるマネジメント事例を比較分析し、今日

の企業や非営利組織に要求されているマネジメントのあり方について考察していく。 

基本科目（3科目選択） 展開科目 課題研究科目 

地域社会まちづくり論 

地域社会経営論 

地域社会経済論 

地域社会会計論 

地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

地域環境論演習 

公共政策論演習 

ＮＰＯ事例研究演習 

人的資源論演習 

財務会計論演習 

監査論演習 

起業家論演習 

地域行政マネジメント論演習 

地域プロジェクト論演習 

 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 

地域行政論演習 

地域社会論演習 

ＩＴシステム論演習 

管理会計論演習 

経営戦略論演習 

マネジメント論演習 

ＮＰＯマネジメント論演習 

地域マーケティング論演習 

特別演習Ⅰ・Ⅱ 

マネジメント診断・指導能力の養成

（下島 英忠）

環境適応の経営管理 

（兒玉 敏一）

地域課題とビジネスによる解決 

（河西 邦人）

 

③地域・まちづくり系の分野で活躍する人材の養成を目指すモデル 

今、地域では「地域社会複合体」が主導する「サスティナブル・デベロップメント（自律・持続可能な発展）」の具現

化等が強く求められています。このような今日的な地域・都市政策のベクトル変化に対応できる「アーバンマネジメン

トを視点とする総合的なコーディネート力」等の能力開発を目指すコースです。 

 展開科目において、院生各自の志向する地域・都市経営の担い手としての領域・ポジションを仮置きし、「地域をデザ

インする能力」「地域をマネジメントする能力」「地域のマーケティングを展開する能力」等のプログラムを履修し、特

別演習において、絞り込まれた各専門分野における「軸のぶれない明確な理論構築力と実践力」を習得していきます。

基本科目（3科目選択） 展開科目 課題研究科目 

地域社会まちづくり論 

地域社会経営論 

地域社会経済論 

地域社会会計論 

地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

社会情報論演習 

地域行政論演習 

地域社会論演習 

ＮＰＯマネジメント論演習 

地域プロジェクト論演習 

経営戦略論演習 

地域マーケティング論演習 

 

地域環境論演習 

公共政策論演習 

ＮＰＯ事例研究演習 

生活空間計画論演習 

コミュニティリーダー論演習 

人的資源論演習 

地域言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 

特別演習Ⅰ・Ⅱ 

サスティナブル・デベロップメント

（太田 清澄）

住民ネットワークとコミュニティ 

（小内 純子）

地域課題とビジネスによる解決 

    （河西 邦人）

まち（地域）づくり、地域再生、地

域プロジェクト （高須 喜久男）

地域活性化と観光資源 （光武 幸）

地域社会と情報技術 （渡邊 慎哉）
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④地域社会マネジメントに関する識見を持った職業会計人の養成を目指すモデル 

このモデルでは、企業・地方自治体・ＮＰＯ等の組織体における‘会計ビッグバン’後の最新の会計の理論と実践を

テーマとする会計科目および会計関連のコミュニティ・ビジネス科目の学修に対する指導と、「原価・管理会計を含む現

代企業会計」、「制度会計・経営分析」あるいは「税務会計」のいずれかの分野についての課題研究に対する指導を通じ

て、地域社会マネジメントに関する識見を持った税理士等の職業会計人の養成を目指す。 

基本科目（3科目選択） 展開科目 課題研究科目 

地域社会まちづくり論 

地域社会経営論 

地域社会経済論 

地域社会会計論※ 

地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 

地域経済事例研究演習 

ＮＰＯマネジメント論演習 

財務会計論演習※ 

税務会計論演習※ 

財務諸表論演習※ 

経営戦略論演習 

リスクマネジメント論演習 

ＩＴシステム論演習 

地域行政論演習 

地域財政論演習 

コミュニティリーダー論演習 

管理会計論演習※ 

監査論演習※ 

地域金融経済論演習 

人的資源論演習 

地域行政マネジメント論演習 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 

特別演習Ⅰ・Ⅱ 

現代企業会計の研究  （藤永 弘）

制度会計における財務会計諸基準の

研究       （坂下 紀彦）

法人所得税務会計論の主要問題に関

する研究      （畑山 紀）

 ※印の会計関係6科目は、全て履修することが望まれる。  

 

以上のカリキュラムをとりわけその実務的能力養成の視点から補強するために、他大学の先駆的

な実践的研究者、実社会の前線で活動する実務家、起業・企業など産業界に携わる先進的職業人に

よる演習科目を有効かつ適切に配置している。本研究科では「自治体・非営利組織・企業等の先進

的領域で活躍している職業人との交流」を活発にし、「教育・研究の場における協働」を通して、

人材養成の実りある成果を生み出すように努めている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

本研究科が発足して以来、4 年間で 59 人の正規入学生と 13 人の科目等履修生の入学を数えてい

る。また、完成年度を迎えた2004年度以後、本研究科は2年間で24名の修了生を世に送り出して

きた。2004年度には13名、2005年度には11名（うち2名は2005年前期末修了）の修了生を数え

ている。それぞれの院生は、それまで培ってきた社会人としてのキャリアを基盤としながらも本研

究科の教育目的にそった研究業績を積み重ね、多くは在職している企業や公務員などの職場に、ま

た一部は大学教員や民間などの新しい職場に旅立っていった。2004 年度と 2005 年度の修士論文・

特定課題研究課題のテーマは次のようなものとなっている。 

① 「2004年度修士論文・特定課題研究テーマ」 

・『北村における持続可能な農業経営モデルによる将来のかたち』 

・『アーツ・エデュケーション事業～網走市東部地域を拠点とした人材育成事業の起業計画～』 

・『炭鉱遺産を主題にした「場」のマネジメント～三笠市幌内地区の市民活動における実践的

研究～』 

・『国内における四半期開示制度の研究』 

・『中小会社会計基準の研究』 

・『地域社会の再活性化におけるＮＰＯの役割』 

・『21 世紀型地域社会における公共圏創出の可能性～ハーバーマス理論を応用した新たなコミ

ュニティＦＭモデル～』 
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・『地域分権社会を展望したメディアの研究～北海道における、地域と産業形成を担う新聞事

業の構築～』 

・『キャッシュ・フロー会計に関する研究』 

・『放送産業におけるブランドマネジメント～地方民放局の課題と展望～』 

・『市場モデル型地域通貨の実践例にみる地域通貨の導入、展開において必要な方法論につい

て ～留辺蘂町における「商品券の地域通貨化」過程の検証～』 

・『僻地における幼・小・中一貫校を核とした地域コミュニティの再生に関する提案』 

・『合宿オリエンテーションを通しての対人関係の変化とパーソナリティの関連性に関する研

究』 

② 「2005年度修士論文・特定課題テーマ」 

・『光ファイバー（FTTH）回線拡販について～大手通信事業会社の販売方針転換への提言～』 

・『生命保険を活用した新しい信託制度の開発と運営団体の設立に関する政策提言』 

・『中小会社会計基準の研究』 

・『「胆振中部地域社会」からみた地域社会再活性化－室蘭市再活性化の可能性－』 

・『ＧＮＨに基づく地域幸福度の定量的分析 "Quantitative Analysis of Regional Happiness 

Based on GNH" 』 

・『女性の雇用の行方－地域再生のための雇用－』 

・『江別市ゼロ・エミッション宣言！！－生ゴミによる環境循環都市モデルの創造－』 

・『バランスト・スコアカードの研究』 

・『地域資源の再評価と持続可能な地域の創造－グローバリゼーションとマーケティングの視

点から－』 

・『認知症高齢者の生活を支える地域福祉－グループホームにおける福祉ＮＰＯによる新たな

介護サービスを目指して－』 

・『夕張市清水沢のまち活性化への提案』 

また、本研究科では完成年度を迎えて以後、研究科の発展計画に沿って 2005 年度から次のよう

なさまざまな改革を行ってきた。 

① カリキュラムの充実 

当初 6 名のみの教員によって行われた特別演習科目を 14 科目に拡大するとともに、新たに履

修可能な科目総数も4科目増加、担当教員を7名増員することによって院生の多様な研究要求に

応えられるようにした。また、1 年次に特別演習Ⅰ（後期 2 単位）を新たに設置し、1 年次から

の修士論文・特定課題研究の指導にあたることによって特別演習の指導体制の充実を行った。 

② 全学的サポート体制の充実 

設立当初は、主に、商学部第一部・経済学部・社会情報学部・法学部の教員によって担当され

ていた大学院サポート体制を拡大するため、基本科目に「地域コミュニケーション論」科目を新

設し、人文学部担当の教員と全学共通科目担当教員を増員するとともに、学部の全学共通科目の

総合科目群である教養ゼミナールに大学院地域社会マネジメント研究科と連動した科目「全学共
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通特別演習Ｂ（2）」を新設した。 

③ 働きながら学ぶ院生への配慮をした長期履修制度の導入 

修士課程年限を超えて単位修得が可能な長期（3 年～4 年で授業料分納）履修制度を新設する

ことによって働きながら学ぶ院生の要求に応える制度を新設した。 

④ 本学の法学研究科との単位互換制度を導入 

税理士資格修得を目指す院生の要求に応えるために本学大学院法学研究科との単位互換制度

を導入した。 

⑤ 入試制度の改革 

本学出身者およびその所属企業等の推薦を受けた社会人に対する特別推薦制度と、本学在学者

学内進学特別入試制度を新設した。 

 さらに2006年 12月には、特定営利法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会より全国で

6番目、北海道では最初の「ＣＦＰ認定教育機関」に認定され、2007年度からＣＦＰ教育が実施さ

れる運びとなっている。このＣＦＰ（Certified Financial Planner）認定教育機関の指定によっ

て、本学の所定の単位（16単位）を修得することによって、既存のファイナンシャル・プランナー

の資格（ＡＦＰ）を取得していない者でも、その上位資格であるＣＦＰの受験資格を与えられるこ

とが可能となる。 

【課題・改善方策】 

本研究科は働きながら学ぶ社会人を主な対象とするものである以上、社会人にとってより学び易

い環境を整備することが今後の課題であり、具体的なもの・検討中のものとしては次のようなもの

がある。 

・他大学の大学院との単位の互換制度の実施。 

・遠隔地からの受講が可能な遠隔地教育の実施。 

・一層の教育・研究成果が上げられるよう、各種の資格制度が取得できるカリキュラムの整備。 

・院生の課程修了後の進路開拓の推進。 

・サテライト教室における院生の教育・研究環境設備の改善。 

・近隣の大学院や自治体とのより体系的・かつ継続的な連携の強化。 

・独立の研究科である本研究科の特色を生かすための更なる施策の実施。 

・社会人がより学びやすい諸環境の整備。 

 

（２） 単位互換・単位認定 

 

１）現状 

現在のところ国内外の大学等との単位互換を行っていない。なお、2005年度から本学大学院修士

課程法学研究科との単位互換制度が導入されている。今後は他大学院との単位互換制度も検討中で

ある。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  本学大学院修士課程法学研究科との単位互換制度の導入によって、今年度は税理士試験の科目合

格者が輩出され、一定の成果をあげることができた。 

【課題・改善方策】 

本学大学院修士課程法学研究科との単位互換制度は税理士資格の修得を希望する院生が多数在

学することですでに多くの院生がこの制度を利用して単位修得を行っている。また、法学研究科及

び地域社会マネジメント研究科の両研究科は 2007 年度から日本ファイナンシャル・プランナーズ

協会のＣＦＰ認定大学院（道内初）となることが決定し、両大学院の単位互換の内容が一層充実し

た。今後は遠隔地からの院生の修学機会を提供する意味でも他大学院との単位互換制度などより広

範な単位互換制度の導入を検討中である。 

 

（３） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 

 

１）現状 

本研究科は主に社会人学生を対象としたものであるため、社会人学生に対しては多くの配慮が行

われている。社会人が在職したまま効率的に学べるよう、講義はすべて土曜日と夜間を利用して行

われるほか、札幌市の都心の大通西6丁目にある「サテライトキャンパス」で授業を行なうなどで

きる限り社会人の利便性を考慮した形で行われている。 

また、修士課程年限を超えて単位修得が可能な長期履修制度（2年間学費と同一）を2006年度か

ら新設し、社会人が長期的計画で履修できるよう配慮した。 

さらに正規の大学院生として入学する以前に科目等履修生として本研究科の科目の一部を履修

することによって、将来正規の大学院生として入学した場合、年間 10 単位まで既履修単位として

認められる制度があり、長期履修制度と組み合わせることでより長期計画にもとづいた履修ができ

るよう配慮されている。 

外国人留学生についてはこれまで外国人留学生が在籍、もしくは入学を希望してこなかったこと

もあり特別の配慮を行っていない。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  社会人学生への教育上の配慮に関しては、他の大学院に比較し十分な配慮がなされてきた。これ

まで入学志願者の6割以上が現職の社会人によって占められているのはその成果であると考えられ

る。 

【課題・改善方策】 

外国人留学生については、これまで入学希望者が皆無であったことからそれらへの配慮は行って

こなかったが、グローバル化時代に入りつつある現状では今後避けてはいけない問題となろう。今

 - 306 -



Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等（地域社会マネジメント研究科） 

後の課題である。 

 

（４） 生涯学習への対応 

 

１）現状 

わが国の 65 歳以上の人口が総人口の 2 割に達し、平均寿命が益々伸びているわが国の現状を考

慮すれば生涯学習の機会提供は大学院教育の重要な課題となっている。とりわけ「団塊の時代」が

大量に定年退職を迎える現状においてはこれらの役割は大きいといわなければならない。本研究科

では「科目等履修生」を中心としてこれらの問題には積極的に対応してきた。現在、2005年度生3

名、2006年度生7名の科目等履修生が院生とともに学んでいる。また、本研究科に蓄積された知識

や情報を社会へ還元することを目的として、本学の市民向け講座「コミュニティ・カレッジ」へ「市

民主役のまちづくり―先進事例をもとに―」、「地域力向上市民講座―市民の力で創造する新たな地

域社会―」（以上2005年度）といった講座を提供している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  2007 年度から科目等履修生として在籍していた 76 歳の学生が正規の院生として入学することが

予定されている。また、前述の市民向け講座「コミュニティ・カレッジ」の受講生（59歳）1名が

2006年度に地域社会マネジメント研究科へ進学していることなど、生涯教育に対する一定の成果が

表れつつある。 

【課題・改善方策】 

現在のところ科目等履修生に対する生涯教育への配慮を行ってきたが、今後は正規の院生を含め

て一層の配慮を行っていく予定である。 

 

 

（５） 研究指導等 

 

１）現状 

学生に対する履修指導は入学時に行っている。院生は入学時に履修モデルを参考にしながら、選

択必修科目の基本科目と選択科目である展開科目を履修する。後期には、各自のテーマに沿って特

別演習Ⅰ（必修）を履修する。特別演習Ⅰは基本的には2年次の特別演習Ⅱに連続するが、各自の

研究テーマの進行に伴う内容の変化を考慮して、2年次に変更することも可能になっている。 

2 年次には各自の研究テーマにそって修士論文、もしくは特定課題研究の論文作成の作業に入る

ことになるが、1 年次の特別演習Ⅰの後半と 2 年次の前期には、リサーチペーパー（1 年次）と修

士論文、もしくは特定課題研究課題（2 年次）の中間発表会が実施され、全教員による指導が行わ

れることで修士論文、もしくは特定課題研究のより計画的かつ円滑な作業が行える体制が組まれて
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いる。                         

修士論文、もしくは特定課題研究課題の作成・提出スケジュールは表Ⅳ－7のとおりである。 

 

表Ⅳ－7 修士論文・特定課題研究課題の作成・提出スケジュール  

1年次    

4月  演習担当者による個別ガイダンス、指導教授の仮決定 

  履修登録締切、履修科目の選択 

5月  プレ特別演習（自主ゼミ）の開始（曜日・講時は院生と各担当教員で相談し、

決定） 

  ※プレ特別演習とは、テーマ設定を主な目的として自主的な学習会 

構想期

↓ 

10月  指導教授(仮)による面接指導、特別演習Ⅰの演習登録並びに修士論文又は特定

課題の選択（大学院・研究課又は社会連携センター事務室大学院係へ提出） 

 

12月  第 1回リサーチペーパーの提出  

2月  指導教員による合同面接指導 

3月  第 2回リサーチペーパー提出、指導教員による面接指導 

2年次   

4月  修士論文又は特定課題の研究テーマ決定 

展開期

↓ 

7月  中間報告会（全体指導）  

10月  ＜修士論文選択者＞ 

  論文概要提出、指導教授による面接指導 

  ＜特定課題研究選択者＞ 

完成期

↓ 

  第 3回リサーチペーパー提出、指導教授による面接指導  

1月  修士論文又は特別課題研究書提出  

  補作締切  

2月 1～15日の指定された日  修士論文等口述試問  

 中旬  修士論文等発表会  

 

 本研究科は現在のところ教員 1 人当たりの大学院生は少ないため個別指導は充実しているといえ

よう。本研究科の教員はＥメールを利用して日常的に指導を行ったり、盆・正月休暇などの長期休

暇を有効に利用し、社会人へのきめ細かい指導が実施されている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  これまでのところ社会人に対する指導体制に力を入れてきたことで大半の社会人が所定の単位

を修得し、修士の学位を取得することができた。 

【課題・改善方策】 

 社会人の院生の多くが所定の単位を修得し大学院を修了してきたが、一方、学部新卒の院生の休

学が次第に目立ち始めており、学部新卒者に対するよりきめ細かい指導体制が必要となりつつある。

これについては、入学当初からの初年次教育の充実を行うことを2007年から導入すべく準備中であ

る。 
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２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 

 

１）現状 

 教育効果は基本的には学内評価と社会からの評価の両面から測定される。前者においては、本研

究科では指導教授の主査と関連分野の副査によって修士論文もしくは特別課題研究の評価が行わ

れ、本研究科委員会において最終的合否判定がなされるため、修士論文もしくは特定課題研究論文

の評価がそのまま指導教授の教育・研究指導の評価になる。教育効果の社会的評価は、本研究科の

修了生がどのような職業に就き、どのような社会的活動を行うかによって評価される。本研究科で

は、現職（有職者）の院生が多数存在する上に、設立後十分な時間が経過していないため未だこれ

らを評価することが困難な状況である。 

 修了者の主な活動の場としては民間企業や公務員が中心であるが、大学の研究者・税理士・高校

教員など専門職に就く者、また、ＮＰＯ法人の立上げや起業を志す者なども想定される。なお現職

の地方自治体職員、市会議員など、地域社会の創造・再生を直接的な研究課題とする入学者が増加

傾向にある。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  本研究科の修了者の多くは現職に就きながら本学でキャリアアップを行う者が多数を占めてい

る。その結果、本学大学院で専修免許を取得し勤務校でそれらの成果を生かそうとする現職教員や、

現職の企業や地方自治体でのキャリアアップに生かそうとする者、あるいは大学院で学んだ実践的

なキャリアを生かしてＮＰＯを立ち上げたり、自ら起業に取り掛かる者などが多くを占めている。

また、本学研究科を修了し道内の大学に専任教員として就職している者、あるいは道内の大学の博

士後期課程に進学している者もあり、一定の教育効果があったと考えられる。また、前述したよう

に、今年度、税理士試験科目免除者が輩出されたことも1つの成果であると考えられる。 

【課題・改善方策】 

本研究科は現職の社会人を主な対象としてはいるが学部の新卒者の入学者も増加傾向にある。そ

れらの院生の要請に応えるためのより充実したカリキュラムが求められている。本研究科ではこれ

らに応えるために2006年度より日本ファイナンシャル・プランナーズ協会によるＣＦＰ（Certified 

Financial Planner）認定プログラムが実施できるＣＦＰ認定教育機関となるべく申請を行い、2006

年 12 月に全国で 6 番目の大学院として認可され、2007 年度より実施されることになっている。こ

れによってファイナンシャル・プランナーの国家資格を有しない者でも、本研究科の所定のプログ

ラムの単位取得によって、その上位資格であるＣＦＰの受験が可能となる。 

また、近年、学部新卒者の入学が次第に増加する傾向にあり、これらの院生の就職開拓も今後一

層重要となる。これについては、2006年度より企業の人事担当者へのＰＲの実施や、就職担当部局
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に大学院担当者を置くなど、今年度から改善を図ってきた。  

 

（２） 成績評価法 

 

１）現状 

修士論文の成績の評価は、特別演習担当者にすべて任されるのではなく、院生全員による論文発

表会と、特別演習Ⅱの指導教授（主査）と指導教授が指名する論文指導教授（副査）による口頭諮

問の結果を経て研究科委員会で行われる体制になっている。論文発表会、口頭試問などの客観的な

内容をとおして成績を評価する仕組みである。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  研究成果の中間報告会では全指導教員と院生全員のほか、大学院修了者や一般の方なども参加し、

充実した報告会となっており一定の成果を生み出していると考えられる。また、研究科委員会を経

て行われる成績評価の導入は、より客観的な成績評価になっている。 

【課題・改善方策】 

現在の成績の評価は大学院学則に基づき優良可という3段階によって行われているが、特別優秀

者の評価など、よりきめ細かい評価方法の実施が課題となる。 

 

（３） 教育・研究指導の改善 

 

１）現状 

大学院教育における教育効果は最終的に修士論文もしくは特定課題研究の水準として評価され

るため、できるかぎり多くの研究成果の中間報告会を実施し、これに具体的な内容指導を行うこと

が重要となる。本研究科では、特別演習の全担当教員と1年生と2年生院生全員参加による論文中

間発表会を1年次と 2年次にそれぞれ1回ずつ、2年間で計 2回実施することで論文水準の向上を

目指している。本研究科では年1回、大学院生との懇談会を開催し大学院生側からの教育・研究指

導に対する率直な意見・要望を聴く機会を設けている。これによって教育・研究指導方法の改善に

反映させるよう努力している。 

シラバスについては、授業内容・計画の他に到達目標、成績評価方法、参考文献、教員の連絡先

を記入できる電子シラバスシステムを全学的に運用しており、大学院生は計画的に授業を受けるこ

とができるように配慮されている。実際の授業運営については、社会人学生のキャリアに基づく問

題意識と合致するように工夫を行っている。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

  本研究科は新卒の大学院生からすでに相当のキャリアを積み重ねた院生まで多様にわたってい

る上に年齢構成も大きく異なっている。本研究科ではこのような多様な院生のキャリアや個性を効

果的に活用し、互いに院生同士で学びあうという形がとられてきた。研究科が主催する懇親会とは

別に、研究成果の中間報告会や講演会などの日程に合わせて、院生や教員、研究科の修了生などを

巻き込んだ懇親会が頻繁に行われ、率直な意見を交わすことによって、教員に対する講義への要望

や院生同士の情報交換が行われてきた。 

【課題・改善方策】 

今後は、大学院生に対するアンケート調査なども実施し、教育・研究指導の改善に反映させるな

どのシステマティックな施策も検討中である。 

 

３ 国内外における教育研究交流 

 

１）現状 

国際化への対応と国際交流の推進、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につ

いて本研究科として基本方針は定めていない。 

本研究科の教員は個人レベルでは国内外の大学院との交流は積極的に行われているが、研究科と

しての組織的な教育・研究交流は実施されていない。 

 

２）評価と課題・改善方策 

今後は各教員レベルの交流をいかに組織的に行っていくかが課題である。 

 

４ 学位授与 

 

１）現状 

本学の学位授与状況は2004 年度 13名、2005 年度 11名となっている。その内修士論文はそれぞ

れ2004 年度 10名、特定課題研究は3名、2005 年度修士論文10名、特定課題研究1名となってい

る。 

学位の授与については大学院学則で「修士課程を修了した者には、学位規程の定めに基づき学位

を授与する」としており、課程修了の認定は「本大学院に 2 年以上在学し、所定の授業科目を 30

単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者は、修

士の課程を修了したものと認める。」としている。 

授業科目は、「基本科目」から3科目6単位以上、展開科目から9科目18単位以上、かつ「課題

研究科目」6 単位の修得することが必要となっている。修士論文の審査は、研究科委員会が本修士

課程の目的に応じ適当と認めた場合は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって代えるこ
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とができるとしている。 

修士論文と特定課題研究との間には構成上の差異はないが、研究の到達点と評価の要点等が異な

っている。到達点の差異は基本的には、修士論文が、「主張の斬新性と理論的整合性」にあるのに

対して、特定課題研究は当該研究の「現実的な有用性や独自性」にある(表Ⅳ－8参照)。 

 

表Ⅳ－8 修士論文と特定課題研究の比較 

事 項 修 士 論 文 特 定 課 題 研 究 

 論文目的 研究課題＆内容の明示 論述課題＆内容の明示 

  研究方法 
先行論文の検討と主張の斬新性と理

論的整合性の展開 

既存事例の検討と現実的有用性や独自

性の展開 

  到達点の明示 理論的な貢献箇所の明示 実践的な貢献箇所の明示 

  論述構成 

序論－本論－結論 

理論的作業条件 

理論的構築の必要性 

作業展開の理論的整合性 

結論導出の合理性 

序論－本論－結論 

地域的前提条件 

地域的な社会的＆経済的な必要性 

構築要件の成立可能性＆有用性 

結論的要件の合理性 

 既存資料の取り扱い 出典と出典箇所の明示 出典と出典箇所の明示 

  調査資料の作成 
本論展開上の必要性 

作成資料を巻末に掲示 

本論展開上の必要性 

作成資料を巻末に掲示 

  結論のまとめ方 到達内容の要約と今後の課題 到達内容の要約と今後の課題 

【評価の要点】 

  ①課題の設定 

  ②到達点の程度 

  ③論述の整合性 

  ④発表の要領 

 

理論的な課題設定の必要度 

理論的解明作業の深さ 

理論的整合性の程度 

論述作業の有効性の主張 

 

現実的な課題設定の適切性 

有用性＆独自性と工夫の程度 

前提条件と成果との整合性 

創出成果の独自性と有効性 

 

院生の研究成果を修士論文にするのか、あるいは特定課題研究にするのかについては指導教員の

アドバイスをもとに院生が決定することになる。なお、修士論文は 400 字詰原稿紙換算で 80 枚以

上であるのに対して特定課題研究は原稿用紙換算で60枚以上となっている。 

修士論文（または特定課題研究）の審査及び試験は、札幌学院大学学位規程の定めに基づき実施

される。修士論文（または特定課題研究）の提出があったとき、研究科長は、その論文を受理し、

学位を授与できるか否かについて研究科委員会の審査に付すものとしている。研究科委員会は、修

士論文（または特定課題研究）の審査及び試験を行なうため審査委員を選任し、審査委員は指導教

授が主査となり、他に副査の教員を置くこととしている。試験は修士論文（または特定課題研究）

を中心として、これに関連ある事項について口述試問によって行う。当該研究科が特に必要と認め

た場合には、前条の審査委員に加えて、当該研究科に所属しない本学教員及び他の大学院もしくは

研究所等に所属する当該研究の専門家1名に、専門審査委員を委嘱することができる。 

地域社会マネジメント研究科では、院生全員による論文発表会と、特別演習Ⅱの指導教授（主査）

と指導教授が指名する論文指導教授（副査）による口述試問により審査を行う体制をとっている。 

修士論文の審査及び試験の結果に関する報告書は、研究科委員会に提出され、その合否について

審議を行う。その審議にあたっては当該研究科委員会構成員の3分の2以上の出席を必要とし、そ

の出席者の3分の2以上の賛成をもって決している。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

本研究科の学位論文および特定課題研究の審査は慎重な手続きを踏んで極めて厳正に行われてき

た。これによって本研究科における教育・研究指導の高い水準が維持されてきた。 

【課題・改善方策】 

働きながら夜間および土曜日を利用し標準期間内に修了することは極めて困難である。現在は科

目等履修生制度を入学前に効果的に利用したり、長期履修生制度を有効に活かしながらより円滑に

単位を修得する形でそれらの問題に対応しているが、今後は、遠隔地教育など、新しい教育体制な

どの実現によって学位授与率の向上を図っていくことが重要な課題である。 
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