
３．学士課程の教育内容・方法等 

 

１ 全学部共通の教育内容等 

 

（１） 全学共通科目 
（学部・学科等の教育課程） 
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 
（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 
Ｃ群 社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

① 組織の責任体制の維持 

全学共通科目を運営する総合教育センターの組織としての問題がある。それは、全学共通担当

者が学部と総合教育センターの二重所属となるため、組織運営上の教員の意識向上、意思疎通、

責任体制の維持が困難である点が挙げられる。本学におけるこの問題を解決するためには、組織

自体の抜本的改革を行う必要があり、継続的な課題である。 

② 多彩性 

 本学の全学共通科目は多彩な科目を用意・提供していることが特徴であるが、場合によって学

生は無秩序に科目選択する可能性を否定できない。履修モデルの徹底や、ＧＰＡ制度等の導入に

より単位取得の実質化を図る必要がある。全学的なＧＰＡ制度は2007年度より導入されるので、

これを修学指導とどのように結びつけるのかは、2007年度以降議論を行う。 

また、今後はさらなる科目の精選を行う必要があるため、2007～2008年度に現行カリキュラム

の総括を行うと共に、次のカリキュラム改革へ着手する。 

③ 常勤・非常勤講師の割合 

 全学共通科目全体の非常勤依存率は前期については必修科目で 19.7％、全開設授業科目では

36.1％であり、後期については必修科目で19.2％、全開設授業科目では37.1％である。このよう

な高い非常勤依存率は、さらなるカリキュラム改正とあわせて改善の余地がある。一方、教養科

目は全学的に全教員が担当する方向で現在議論がされているので、いずれ一定の成果が得られ、

非常勤依存率の低下に寄与すると考えられる。 

 

【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 

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
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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。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

現在検討中の総合教育センター及び全学共通教育の改革案の検討、「教育開発センター」構想の

具体化を進め、初年次教育の確立、学士課程及び修士課程教育の見直し等、具体的な解決に努める。 

〔全学教務委員会〕 

① 専門科目との連携を図るため、全学共通科目の内容、履修方法について見直しを図る。 

② 初年次教育に専門的に取り組むコア教育部門を設置し、初年次教育導入のための教育プログラ

ム、教材開発に着手する。 

③ 学習支援室の運営をコア教育部門が主体的に担い、この中でリメディアル教育を実施する。 

④ 「幅広い学び」の実現に向けて副専攻等、他学部履修のあり方について見直しを図る。 

⑤ 教職、社会福祉士等、法律改正に伴う資格関係科目の変更については学部と連携し、速やかに

対応する。 

〔総合教育センター〕 

① 全学共通科目の全面的なカリキュラムの見直しを行い、総花的な科目履修から、学生の能力、

志向、学部専門科目との関連性を意識した科目を設置する。 

② カリキュラム改革においては、科目のグレード制を導入し、入門、基礎、応用科目の位置づけ、

学生の習熟度との対応、他の科目との連携性がわかるような表記方法を導入の検討を行う。 

③ コンピュータ関連科目は、半期集中型４単位科目の導入を目指す。 

④ 英語以外の外国語の履修を促すために、外国語科目の週1時限 2単位化を検討し、第二外国語

の履修を促進させる方向性を目指す。 

 

（２） 導入教育 
（カリキュラムにおける高・大の接続） 
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 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

① 2008年度は暫定的にコア教育部門を総合教育センター内に設置し、初年次教育に専門的に取り

組む教員を配置し、学部との連携を確保するための連絡部会を開催する。 

② コア教育部門において、初年次教育導入のための教育プログラム、教材開発（テキスト、補助

教材、Webコンテンツ、ビデオ教材等）に着手する。 

③ 学習支援室の運営をコア教育部門が主体的に担い、この中で補完教育、リメディアル教育を実

施する体制の構築を目指す。 

〔学生委員会〕 

合宿オリエンテーションの意義を再確認するとともに、現状に も適した開催のあり方を検討し、

改善する。 

 

（３） 教育職員養成課程 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

教育職員養成課程（以下、「教職課程」と記す）では、残されている課題も少なくない。カリキュ

ラム改善および学生指導上の工夫について、第一に教職課程4年間一貫した学生の指導窓口の確立

と体制への改善、特に 1・2 年の導入教育の重視である。3・4 年生指導の場である実習指導・採用
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登録学生報告会・ボランティア報告会への1・2年生の参加組織をはかり、上級生の教育力との有機

的結合をはかるための工夫が求められる。このことは同時に、大学全体として、学生指導における

体験的・実践的学習機会の奨励と支援をいっそう強化するという課題を含んでいる。第二に、そう

した指導体制に加えて、科目内容面での改善がある。「教職に関する科目」担当者間（非常勤含む）

の連絡調整と科目内容の標準化と有機的関連付けが一層求められている。特に基幹科目担当者間で

の情報の共有と科目内容の連絡調整は、4 年間を見とおした学生指導にとってひとつの鍵である。

このための小委員会を節目に開催するなどの取り組みが必要である。 

また、運営・指導体制に関わっては、臨床心理学科（「養護学校教諭」課程）、こども発達学科（「小

学校教諭」課程）との連絡調整と連携した統一的な学生指導体制の確立が挙げられる。先に述べた

ように、本学の教職課程は広範囲な免許教科を有するあらたな段階に入りつつある。今後、各学科

の学年進行にそった課題を洗い出しながら、同時に長期的な指導体制の確立が課題となっている。 

さらに地域社会の要請に応えるための課程の発展課題として、新たな免許教科（例えば「数学」

「学校図書館司書教諭」）開設可能性の追求がある。というのも、従来本学では取得できない免許教

科で採用検査を受験し、教員になっていた卒業生も少なくない（例えば「体育」「数学」）。あくまで、

学部の専門性に立脚した免許教科であるべきであるのは当然だが、大学として組織的に学生の履修

希望を保障する可能性を追求することも、いっそう地域社会の要請に応える課程になる上での課題

と考えている。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

現職教員に対する「教職免許更新講習」について、近隣の大学と連携を図り、更新講習に必要な

カリキュラムを設定する。 

〔教職課程委員会〕 

① 教職課程カリキュラムの充実と整備 

(1) こども発達学科と協力し、経過措置適用にある旧養護学校教諭免許課程履修者の教員実習お

よび訪問指導を円滑に進める。 

(2) 全学および人文学部と連携して、特別支援学校教諭免許課程の 2009 年度開設に向けた認定

申請を確実に実施する。 

(3) 2009年度の「経営学部」開設に向け、「商業」免許状の課程認定申請を行う。 

(4) 2009年度の「教職実践演習」の導入に伴う課程認定に向けての準備を行う。 

(5) 教育現場との接点を重視し、学校ボランティア、現職教員の講師招聘、中高の授業見学等を

行う。 

ａ 学校ボランティア委員会と連携し、札幌市教委とのボランティア事業を進める。 

ｂ 教育実習や教職総合演習等において、現職教員を学外講師として招聘する。 

ｃ 教職総合演習等の機会を利用し、授業見学等を積極的に行う。 

② 委員会運営体制の充実 

(1) 委員会運営に関して、こども発達学科との連携を強化する。 

ａ 教職課程委員会にこども発達学科選出の委員を加え、連携を強化する。 

(2) 特別支援教育人事の補充・必要な協力体制を人間科学科、こども発達学科と連携して構築す

る。 

(3) 教育実習訪問指導について各学部の協力を求め、全学的な運営を実行する。 

③ 学生の教職に対する認識・学習意欲の向上 

(1) 教職に対する認識や学習意欲の向上をはかるため、指導内容・方法についての改善に取り組

む。 

ａ 各学年の学習目標を提示し、意欲的・計画的な学習を促す。 

ｂ 免許教科毎の窓口となる担当者による個に応じた学生指導を行う。 
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ｃ 教職課程担当教員のオフィスアワーを提示し、学生の便宜をはかる。 

ｄ 教育実習希望辞退者 (進路変更、単位不足などによる) の増加対策として面談指導等を加

える。 

(2) 卒業生教員と在学生の交流、大学と卒業生教員の連携を強化する。 

ａ 「札幌学院大学商業科教師研究学会」の開催について支援を行う。 

ｂ 「札幌学院大学人文学部英語英米文学科出身教師の会」の開催について支援を行う。 

(3) 「教育実習生交流会」を実施し、教育実習に対する意欲を高める機会を提供する。 

(4) 学生の自主学習、学生指導の場として教職課程室の活用を促進する。 

ａ 教職課程室の利用について、学生および教員（非常勤講師を含む）に対して周知する。 

ｂ 教職課程室の利用状況について、実態調査を行う。 

④ 免許状取得条件の拡大 

(1) こども発達学科及び英語英米文学科と協力し、免許状の取得機会を広げる。 

ａ こども発達学科の学生希望者が中学英語教員の免許状を取得できるような体制を整え、実

行する。 

ｂ 英語英米文学科の学生希望者が小学校教員の免許状をを取得できるような体制を整え、実

行する。 

(2) 複数免許取得について、ガイダンス等を通じて促す。 

(3) 履修指導、時間割編成に関して学部と連絡を密にし、教員免許取得の機会を広げる。 

⑤ 教育実習等の指導の充実 

(1)  教育実習及び実習教科に則して個別的・全体的な指導を行う。 

a 今年度の教職関係業務スケジュールを確実に実行する。 

(2) 教育実習辞退者(成績不良、進路変更など)を減少させるため、個人面談等を含めきめ細かな

指導を行う。 

(3) 大学として学生への教育責任を果たしつつ、実習受け入れ校との一層の連携をはかるため、

広報・入試課と協力のもと有機的な道内外の実習校訪問を追求する。 

⑥ 教員採用検査対策 

(1) 英語、商業において、一次専門検査の免除対象となる資格取得を促進する。 

(2) 一次合格者を対象とする二次検査対策指導を、８月下旬に実施する。 

ａ 面接、場面指導等について模擬検査を行い、実践的な対策指導をする。 

ｂ 小論文については、具体的な作成とその添削により、実践的な指導を行う。 

(3) 期限付き任用教員及び非常勤講師の採用を促す指導や働きかけを行う。 

ａ 大学として希望学生の取りまとめを行い、その情報を道教委および市教委に提供する。 

⑦ 免許状更新講習 

(1) 今年９月以降の免許状更新講習開設申請に向けて準備を行い、今年度中の申請をめざす。 

ａ 教職課程委員会が中心となり、更新講習開設に関する全学的な組織作りを行う。 

ｂ 更新講習開設に関して、他大学との協定も含めた連携関係を構築する。 

⑧ 各種協議会・説明会等への参加 

(1) 全私教協総会・研究大会、道私教協総会・研究大会及び各種説明会へ参加し、教職課程に関

する内外の動向把握・情報収集に努める。 

(2) 道私教協の会長・事務局校として、幹事校会・総会等の運営をおこなう。 
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（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】 

インターンシップ・プログラムも全学共通で展開出来ていない。受け入れ先の問題もあるが、教

育目標、教育方法、カリキュラム上の位置づけについて、学部間の違いもあり、統一的な教育体系

とはなっていない。多様なキャリア支援教育を展開しつつも、組織的な支援体制を強化していく。 

〔就職委員会〕 

インターンシップについては、各学部で専門教育（単位認定）として取組んでいる。近年は、就

職活動（企業研究・職業選択）の一環としてインターンシップを希望する学生もおり、インターン

シップに関する情報収集と学生への情報提供について検討が必要である。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔就職委員会〕 

インターンシップに関する情報を収集し、タイムリーな情報提供を推進する。 

 

（５） 国内の大学等との単位互換・単位認定 
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   

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

札幌圏大学・短期大学単位互換制度においては、提供科目の精選、地理的条件の克服、中途放棄

等無責任履修者の削減、共同開講授業の実施等が早急に検討すべき課題であり、国内留学制度につ

いては、交流の拡大を推進することが挙げられる。また、両者に共通の課題として、単位の認定方

法の改善が挙げられる。現在、札幌圏単位互換の場合も国内留学による単位互換の場合も、他大学

で履修した内容を本学の全学共通科目(教養科目)又は専門科目に振り替えて認定している。この方

式は、お互いのカリキュラムの共通性を前提にしている国内留学の場合はまだしも、特に札幌圏等

視野を広げるために自由な科目の履修を認めている場合には、振り替えに適当な科目がみつからな

いことも想定され、その場合は、修得した科目の内容と認定した科目の内容に齟齬が生じることに

なる。この問題を解決するためには、各学部のカリキュラムの構成に自由科目の領域を設定し、学

生が自らの視野を広げるために他大学で履修した科目については、学部の設定科目に振り替えるの

ではなく、自由科目として、ありのままの科目名称で認定するシステムに転換する必要がある。 

 

【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 

（３）教育研究交流 

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】 

〔全学教務委員会〕 

① 国内の大学との教育研究交流（単位認定を伴う事業） 

(1) 札幌圏大学・短期大学単位互換協定に関する本学提供科目を特色あるものに限定する。 

(2) 国内単位互換大学との交流推進に向けて、学生へのガイダンスを強化する。 
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（６） 国外の大学等との単位互換・単位認定 
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】 

交換留学制度で本学から派遣される交換留学生には語学能力の問題から専門科目の履修が困難と

なる場合がある。今後、相手側大学と打ち合わせ、スムーズな交換ができるよう対処していきたい。 

半期留学制度は今後、人文学部英語英米文学科以外の学生にとっても魅力のある留学制度として

提供できるようにする。そのためには単なる語学研修型のイメージに囚われない、異文化体験型の

留学システムを導入し、それを積極的にサポートできるようなカリキュラムを学部ごとに検討する

ことが重要である。学生が留学しやすい環境（単位認定関係）を検討し、学部と協働して留学した

場合のカリキュラムへの反映可能な体制を築くことを検討課題とする。 

短期海外研修は、先の留学制度と同様、各学部と協力しながら学部のカリキュラムに取り入れら

れるプログラムを考えていくことが課題である。 

 

【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 

（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。

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔国際交流委員会〕 

① 交換留学 

現在、韓国の東國大學校(ソウル)と東亜大學校(釜山)と協定に基づき交換留学制度を実施して

いる。相互の交換留学生数については2名ずつであったが、2008年度より東亜大學校については

3名になった。 

(1) 2008年度の本学からの交換留学生は東亜大學校1名しかいないが、来年度に向けて計画的な

派遣が出来る体制の整備を行う。 

(2) 東亜大學校は学生交流人数の不均衡を解消する趣旨で、毎年夏休みの 2 週間を利用して

‘Korean Summer Sessionを実施している。本学からは5名の参加を予定しており韓国語や文化、

歴史を学ぶ予定である。この参加メンバーから来年度の交換留学生として派遣できることを期

待する。 

(3) 韓国からの交換留学生が本学の学生に与える影響は多大であり、各授業やゼミナールでの成

績も優秀である。目的意識が明確であり、その姿勢から本学学生に与える影響が大きい。交換

留学生の修学面において学部学科の協力を得、また生活面では関係部署の協力を得ながら彼ら

の目的が達成できるようサポートしていく。 

② 半期留学、短期海外研修 

(1) 半期留学制度において 2007 年度よりイギリス エクセター大学と交流協定を結び 6 名の学

生を派遣した。留学を希望する学生の選択肢を増やし、また英語英米文学科の学科のカリキュ

ラムの特色を一層出せるようになった。しかし英語英米文学科以外の学生の申し込みが少ない

ので有効な単位認定ができる方法を考え、少しでも多くの学生を派遣できるよう課題を整理し
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具体案を提示する。また、現在の単位認定の位置づけ（専門か全学共通）の妥当性を学部カリ

キュラムと再検討し具体案を提示する。 

(2) 短期海外研修参加者が年々減少してきている。カナダ サイモンフレーザー大学、中国 人

民大学のプログラムの見直し、新たな集美大学との研修プログラムの検討など現在の研修プロ

グラムを2009年度に向けてバージョンアップする。 

③ その他 2008年度の課題について 

(1) 半期留学制度および短期海外研修の実施・充実 

ａ 現地調査等を踏まえたプログラムの一層の充実。 

ｂ 各学部の教育と結びついた新しいプログラムの検討。(語学研修以外 国際交流企画へ) 

ｃ 研修計画が立てやすいプログラム(研修時間に見合った単位認定の検討等)の検討。 

ｄ 危機管理体制およびマニュアルの制定 

 

（７） 生涯学習への対応 

 

本書「９．社会貢献」の「１ 公開講座等の市民向け生涯教育の提供」で叙述している。 

 

（８） 正課外教育 
Ｃ群 正課外教育の充実度 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

① エクステンションセンターの講座は受講生の声を反映させて充実を図ってきたが、加えて各学

部学科の教育目標や教育内容に即した補完的役割をどのように担うかの課題が残されたままで

ある。この課題についてはここ2年間で取組まれる予定の学部・学科改編とカリキュラム改革に

連動させて再検討する。 

② 講座の殆どは正課授業終了後の時間帯に設定しているが、講座開始までの空き時間が長く受講

を躊躇する状況も見かけられる。又、講座終了時間についても、帰宅する交通機関との関係で受

講が制約されている。ここ2年以内を目標に開講時間帯の改善を図る。 

③ 大学全入時代に対応する取り組みが必要となってきた。この一つとしての各種検定試験の難易

度に応じた講座の開講など、受講生のモチベーションの高揚と維持を図るための工夫をおこなう

必要がでている。 

 

 

２ 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】 

授業評価の公開が実現できていない。個別のデータは、個々の教員にのみ渡され、それを閲覧で

きるのは学部長と教務委員長のみである。学生に対する公開と結果に基づく改善項目、そして改善

が行われたかどうかの検証が十分ではない。今後、学生に対する結果の公開と改善点についての公

表と教員のコメントの公開などが必要である。2007年度に実施予定の授業評価アンケートについて
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は、結果の公開を前提として実施する予定である。 

相談窓口については、学生の精神的な問題による適応障害など、より深刻な状況が生じている。

これらの学生が休学、退学に結びつく傾向が出てきており、問題を抱える学生の早期の発見と、専

門家によるより充実した相談体制の確立が求められている。2007年度予算において、学生相談室に

おいて専門のカウンセラーの常駐を実施することになった。また、学生相談室の充実に向けて、人

員・施設体制の検討が必要である。 

各学部の修学指導体制も区区である。呼び出しを行う基準となる単位数や相談体制（クラス担任、

ゼミ担当教員、教務委員、学科長、学部長）は統一されていない。学生の問題状況のレベルにより、

統一的・効果的な呼び出し、指導体制の検討が必要である。一方で、学生意識も多様化しており、

充実させた相談体制をとることが、かえって学生の意識を低めたり、自立心を奪ったりすることに

も注意しなければならない。個々の学生の問題状況に即した、より個別な対応を実施する。 

 

【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 

２ 教育内容・方法 

（２）教育方法等 

全学部 

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

テラシー教育、体験型教育等を重視していることは評価できる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

学生の理解度の向上を期して、教材提示の工夫を行う。また、ＴＡの質を確保し、その有効的な

活用を図る。 

〔総合教育センター〕 

これでまでの１、２年生の大規模な成績調査を行い、全学共通科目の単位修得状況と学部専門科

目の単位修得状況との関連性を調べる。 

 

（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】 

合格 低点を 60 点以上とするのが全国的な標準となっている。また、科目間のばらつきの是正

や絶対評価と相対評価の違いがある場合などの是正措置の検討が必要である。こうしたばらつきが

ある場合、むしろ10点刻みでのＬＧを介してのＧＰＡ算出の方が、より望ましいという考えもあり、

今後とも検討が必要である。しかし、近年の若手教員の成績評価は、出席点、毎回の小レポートや

リアクションペーパー、また論述形式の試験においてもより細かな点数の積み上げを行うという工

夫を行っている講義もあり、こうした多様な試験形式と成績評価の実態把握が必要である。 

 

【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 
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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。 

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 

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

っては、履修登録の上限単位数の改善が望まれる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

レベルの機関にて対応していく。 

 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

同一科目における成績評価基準の統一化について働きかけを行う。 

〔総合教育センター〕 

① シラバスに明示した成績評価基準通りに実施されたかを、授業達成度調査によって精査する。 

② シラバスをチェックし、同一科目においては、共通の成績評価基準を導入するように改善を働

きかける。 

③ 外国語科目においては、他の資格に応じた単位認定制度を積極的に導入する。 
 
 
 
 

（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 

 

【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。 
 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

① 基礎科目において出席状況を把握し、それに基づいて学部と連携を図りつつ適切な履修指導を

行う。 
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② 学習支援室の相談態勢を充実させる。 

③ 履修登録方法の改善を図る。 

(1) 抽選科目の取り扱いを改善する。 

(2) 履修取り消し制度を検討する。 

(3) 後期履修登録を再検討する。 

〔総合教育センター〕 

① 基礎科目において、授業の出欠状況を全て把握し、その情報を学部の基礎ゼミナール担当教員

と共有するとともに、「はぐくみ」に蓄積し履修指導に生かす。 

② 学習支援室において、欠席しがちな学生の情報を集約し、積極的な呼びかけなどを実施する。 

 

 

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

 

Ａ 障がい学生への教育的配慮 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

「障がい学生への教育的配慮」に関して、現在課題となっていることは以下の点である。 

ａ 障がい学生に対する配慮および支援に関する大学のガイドラインの作成 

ｂ 障がい学生および支援組織の相談窓口の統合 

ｃ 障がい支援ボランティアに関する全学共通科目の設置。テイカー・手話通訳およびテイカ

ー・手話通訳を養成するリーダーの育成、その他の各種介助を行う学生育成を支援する仕組

みとして用意する。 

ｄ 障がいに関する理解と啓蒙の推進 

対象は教職員および全学生。パンフレットの作成や講演会の開催などを行う。 

ｅ 通学や大学内での各種介助サービスを受けている学生に対する経済的支援 

ｆ バリアフリー委員会の学生達が活躍できる場を創設する。 

ｇ 支援協力者を地域から募り、地域との連携も進める。例えば、ビデオ教材の字幕入れ等。 

なお、2007年度には大学に公式のバリアフリー委員会組織を整備し、専任部局としてバリアフリ

ー支援室を設置して、障がい学生および支援活動をサポートしていくことを検討している。上記の

課題に対する改善は、このバリアフリー支援室を中心とした体制の中で実施していくことが有効と

考えている。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

担当教員への周知、試験時間の延長等、障がいのある学生の学習に配慮した取り組みを行う。 

 

Ｂ 職業観教育 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

全学に共通する課題としての学生の職業観の醸成に関わって、学部毎の取り組みだけではなく、

全学共通の課題としての展開を試みていることが評価できる。既存の、縦割り組織の問題を超克し、

部門間の連携を模索していることが評価できる。部門毎に個別に検討され、ばらばらに対応してき

た課題に対して、少なくとも、共通の教育目的と共通目標を設定し、ばらばらな部門間の連携を模

- 13 - 



索していることは評価できる。 

全学共通科目としての「職業と人生」の運営、学部間の調整、総合教育センターと全学教務委員

会、就職委員会との連携を進めているものの、キャリア教育の総合的な展開という点では、まだそ

の支援体制は弱い。インターンシップ・プログラムも全学共通で展開出来ていない。受け入れ先の

問題もあるが、教育目標、教育方法、カリキュラム上の位置づけについて、学部間の違いもあり、

統一的な教育体系とはなっていない。多様なキャリア支援教育を展開しつつも、組織的な支援体制

を強化していく（報告書85頁）。 

 

2005年度にキャリア教育科目として「職業と人生Ⅰ」を開講したが、選択科目ということで全て

の学生が履修している訳ではなく、履修者と未履修者では就職に対する意識の違いが予想される。

また、キャリア教育（「職業と人生Ⅰ・Ⅱ」）とキャリア支援課が実施している「就職支援プログラ

ム」との連携を図る必要がある。（「11．就職指導」の「２ 低学年からの進路・職業観形成支援」

から再掲） 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔就職委員会〕 

キャリア教育科目（「職業と人生Ⅰ（１年生後期）・Ⅱ（２年生前期）」）の担当教員（キャリアア

ドバイザー）と連携し、低学年からの職業観の醸成を図る。（「11．就職指導」の「２ 低学年から

の進路・職業観形成支援」から再掲） 

 

Ｃ 「ｅラーニング」システムの導入 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

2008年度に予定している情報教育システム更新計画と連携しながら、授業運営に有効な「ｅラー

ニング」システムの導入について検討を進める。また、具体的な検討にあたっての基礎情報を収集

するため、電子計算機センターに試行的な環境を構築し、①既存の認証システム（情報教育システ

ムや情報ポータルシステム）との統合や教学系事務システム（履修登録）との連携による受講者管

理の効率化、②教員に対する具体的な支援体制のあり方、③多様な製品あるいはオープンソースの

中から本学に 適なシステムを選択する際の評価基準、などについて調査・研究を進める（報告書

87頁）。 

ＩＣＴを活用した教育研究の改善について、全学の教員と意見交換を行う場が必要と考える。た

とえば「ＦＤフォーラム」への話題提供や事例紹介など具体的な取り組みを展開する。 

パソコンサポートデスクの有効活用について、より多くの教員に協力を呼びかけながら、電子教

材作成支援やアプリケーション利用支援に等ついて多様な試行を展開し、これを評価しながら将来

的な教育支援体制を検討する際の学生スタッフの位置づけ（期待される業務内容、範囲）を明らか

する。また、各学生スタッフの個性や優れた特性を活かし、チームとして 大のパワーが発揮され

るよう、センター運営委員会の役割ならびに関係教職員の役割を明確にする（報告書480頁）。 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

① 授業形態に関わる教育方法の改善 

TIES等のe-learningツールを活用した、欠席学生への授業補完の導入を図る。 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

① 試行的な取組の展開 

教材の電子化やＩＣＴを活用した教育方法改善を支援する組織体制構築へ向け、2008年度に刷

新する電子計算機センター窓口体制のもとで以下の試行的取組を展開する。 

ａ ｅラーニングシステム「ＴＩＥＳ」用の教材作成（授業ビデオ撮影と編集、教材の電子化） 

ｂ ｍｏｏｄｌｅ用教材作成（教材コンテンツ、アセスメント等の作成） 
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ｃ 授業で使用するビデオ教材への字幕入れ（バリアフリー委員会との連携事業） 

② ＩＣＴを活用した教育改善及び学生生活支援の基本的な方針策定 

情報教育システムの更新は、陳腐化した機器の更新など必要 小限の基盤整備に止めた。2008

年度は、教務部、学生部、図書館等との連携の中で、あるいは「教育開発センター」構想にも配

慮しながらＩＣＴを活用した教育改善及び学生支援の基本的な方針を策定し、2009年度以降の年

次計画的な整備に備える。具体的な検討課題として、以下の事項を想定する。 

(1)  ＩＣＴを活用した教育改善 

ａ 「情報ポータルシステム」と「ｅラーニングシステム」の統合 

ｂ ＳａａＳ（ユーザが必要とするサービスを適宜配布する形態のソフトウェア）やＡＳＰ（学

外のサービス提供者）の利用 

ｃ 携帯電話やＩＰｏｄなどモバイル機器を活用した教育学習方法の改善 

 教室内での双方向型コミュニケーション（理解度チェック、アンケート） 

 座席着席システム（私語の低減、学生の積極的な授業参加、協調的学習の推進） 

(2)  学生生活支援 

ａ 学生証のＩＣ化（携帯電話を学生証に） 

ｂ ＪＲ北海道「Ｋｉｔａｃａ」、生協プリペイドカードとの連携 

ｃ キャンパスマネーの導入（大学への帰属意識の喚起、地域と連携したボランティアの促進） 

③ 組織的な教育支援体制の構築 

（1） 試行的な取組の展開 

教材の電子化やＩＣＴを活用した教育方法改善を支援する組織体制構築へ向け、2008年度に

刷新する電子計算機センター窓口体制のもとで以下の試行的取組を展開する。 

ａ ｅラーニングシステム「ＴＩＥＳ」用の教材作成（授業ビデオ撮影と編集、教材の電子化） 

ｂ ｍｏｏｄｌｅ用教材作成（教材コンテンツ、アセスメント等の作成） 

ｃ 授業で使用するビデオ教材への字幕入れ（バリアフリー委員会との連携事業） 

（2） 取組の評価と総括 

以下の評価方法により取組の効果を分析し、支援事業を効果的、効率的に推進する組織・運

営方法の具体化へ向けた今後の課題を明らかにする。また、これを積極的に広報しながら、電

子計算機センターにおける教育支援機能の学内的な認知度アップを図る。 

ａ 支援を担う組織（職員、常駐ＳＥ、学生スタッフの共同体）の自己評価 

ｂ 協力を得た教員へのヒヤリング 

（3） パソコンサポートデスクの充実へ向けて 

これらの試行的取組には、パソコンサポートデスクを積極的に関与させ、教育支援組織を構

成する学生スタッフの位置づけ（期待される業務内容、範囲）を明らかする。 

ａ 教員の推薦により学生スタッフを新規採用する 

ｂ ひとり一人の個性や優れた特性を活かし、チームとして 大のパワーが発揮されるよう、

学生スタッフに対するきめ細かな指導を行う 

ｃ 適宜ミーティングを開催し、学生スタッフからのフィードバックを支援活動の改善に活か

す 

 

Ｄ シラバスの作成 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

全学的な様式に統一することによって記述の統一化、標準化が実現した。Ｗｅｂ上のシラバスで

は図書館の蔵書システム、教員個人のコンテンツなどへのリンクが可能となり、これらを活用する

ことで、学生は自らの興味関心に応じた履修を一層容易に立てられることになった。 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

① シラバスの改善を図る。 

(1) 「到達目標」と「授業概要」を区分して記載する。 

(2) 成績評価基準を明示する。 

(3) 教科書・参考書を明示する。 

 

Ｅ 学生による授業評価 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

授業評価の公開が実現できていない。個別のデータは、個々の教員にのみ渡され、それを閲覧で

きるのは学部長と教務委員長のみである。学生に対する公開と結果に基づく改善項目、そして改善

が行われたかどうかの検証が十分ではない。今後、学生に対する結果の公開と改善点についての公

表と教員のコメントの公開などが必要である。2007年度に実施予定の授業評価アンケートについて

は、結果の公開を前提として実施する予定である。 

 

【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 

 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）（略） 

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】 

〔全学教務委員会〕 

授業評価アンケートの回収率を高めるとともに、その結果を全学及び学部の教育方法の改善に役

立たせる。 

〔総合教育センター〕 

全学の授業評価アンケート結果や、全学共通科目独自の総括を行い、カリキュラム改革に生かす。 

 

Ｆ ＦＤ活動の組織的取り組み 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

学生参加型のＦＤとしてフォーラム参加学生の人選も、学年、専門分野（ゼミナール）、志向にお

いて多様な学生が参加するように配慮した。しかしながら、ゼミナールでの推薦・紹介、自治会活

動をしている学生など、やはり大学の中でも意識の高い学生が参加しており、平均的な学生像から

は、少し離れた学生が含まれている。 

本学のＦＤ活動においては、むしろ授業に出席しない、こうした取り組みに積極的に参加しない、

その他大勢の学生層に対する支援が重要でもあり、それら学生の意識を十分に把握し得ていないと
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いう課題を残した。 

意識が高くより積極的に大学に適応する学生に対する教育と、学習意欲を潜在的なものとして留

めたままのより大きな層をなしている学生に対する教育支援を、どのように分け、どのようにバラ

ンスさせ、またどのように統合していくかという問題の検討が残されている。 

この課題の解決に向けては、教育方法のみならずに、全学共通科目を含めた教育プログラムその

ものの見直し、発想の転換が必要である。そのために、本学では2008年度を目途にＦＤに関する全

学的な検討機関を設け、不断に改善を図る体制を整えることを決定した。 

 

【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 

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。 

 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

① 学士課程教育、大学院修士課程教育の充実 

（1）ＦＤの具体的推進を図る。 

〔全学教務委員会〕 

ＦＤを専門的に扱う部門の設置に向けて準備を行う。 

〔総合教育センター〕 

① 総合教育センターの改革に当って、ＦＤ評価部門を設置するための段階的な準備を始める。 

② ＦＤ評価部門と連携する学部のＦＤ委員の制度を立ち上げ、今年度中に任命し、2009年度から

施行する。 

③ ＦＤ評価部門に専門職として特任教員を採用し、2009年度初頭に配置する。 
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（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   

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

① 履修者人数に応じた大中小規模教室の割り当てと分割授業の促進を図り、履修登録方法の改善

を図る。 

② 私語等の対策のためのイエローカード制度等の統一した授業方法の導入を図る。 

 

（６） 休退学者を減らすための措置 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

2008年を、休退学除籍を5年間で半減させるという数値目標の実現に向けた第1年目と位置づけ、

教職員の総意を集めて取り組む。基礎的条件作りの一つとして学び支援室（学習支援）、学生相談室

（生活相談・心理相談等）、ボランティアセンター、学生ひろば（学生の溜まり場）の4機能を兼ね

備えた「ＳＧＵ学生プラザ」（仮称）の創設を実現する。 

〔大学事業計画〕 

① 休退学除籍5年間半減計画初年次にあたり具体的な対応策を提起し取組を進める。 

② 学習支援室の機能を充実すると共に学生プラザ構想の実現に向けて詰める。 

 

３ 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 

 

【2006年度の評価にもとづく課題・改善方策】 

今後、海外研修などのプログラムを充実するにあたり次のことを検討課題とし，将来的な国際交流

の活性化と目的を達成できるよう努力していく。 

① 危機管理マニュアルの検討と具体化 

交流が盛んになっていくと、その分リスクも増大していく。学生・教員の派遣、受入を安心し

て実施するにあたり危機管理マニュアル策定が急務である。組織的な管理体制を構築するため全

学的な協力方を要請し具体化する。 

② 派遣と受け入れという真の相互 (双方向) 交流を実現しうる充実策の検討 

国際交流という意味で実際に双方向的な交流を行っているのは韓国の 2 つの大学だけである。

英語圏においてはこちらから学生を派遣し語学プログラムやホームスティ体験しているだけで

ある(学生には有益であるが)。将来的に本学でも日本語および日本文化・歴史を学ぶプログラム

を交流校に提供し、受入できるような体制を考えていきたい。外国の学生を迎え入れることによ

り本学学生も刺激を受け相乗効果を狙う。 

③ 語学研修以外の積極的な異文化交流の担い手づくりプログラムの検討 

現在の短期留学および研修は外国語中心のプログラムである。このような理由もあって外国に

興味があっても一歩踏み出せない学生が潜在的に多いと思われる。外国語研修も大事であるが、

それ以外の分野(異文化体験 ボランティア経験など)のプログラムについても日本語学科を持つ

外国の大学やＮＰＯ団体の協力を得ながら検討していきたい。 

④ 潜在的な海外へ興味を持っている学生への喚起方法の検討 

学生のニーズを再確認（アンケートの実施）し、今後の新たな交流先の選択やプログラム作成
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時に意見を反映させて検討していく（報告書93頁）。 

道央圏の産官学連携構想の具体化について検討を進めるとともに、私立大学情報教育協会主催の

「サーバーキャンパスコンソーシアム事業」及び「大学等電子著作物権利処理事業」への参加を念

頭に置き、そこで展開される教材の電子化や、ネットワークを活用した教育を円滑に進めるための

支援体制を検討する（報告書480頁）。 

 

【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。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

 国際交流委員会及び各学部における国際交流・国際教育の試みを中心に、本学国際交流・国際教

育の推進を図る。 

〔国際交流委員会〕 

① 国際交流の基本に関する事項 

グローバル化した社会の様々な分野において、国際的な活動を積極的に進める人材の養成が大

学に期待されている。そのような状況下において、国際交流センターでは学生に対し、海外留学、

短期の語学研修や学部・学科、ゼミナール等で企画する海外研修プログラムなど、多彩な企画を

提供・推進し、諸外国の文化、習慣、言語を学び国際的な感覚を身に付けた学生を養成すること

を目標としている。単なる語学研修や体験研修でなく、この経験が学部や研究科の専門教育にお

いてより深い探究心の喚起となるばかりか、生涯においても貴重な経験となり人間形成の一助と

なるものと考えている。2008年度についても前年に引継ぎ出来るだけ多くの学生が海外研修等に

参加できる機会を設けたいと考える。また、各学部から、今後の学部の国際交流の在り方など伺

い、効果的な活動を共同推進していくことを課題としていく。国際交流センターを学術研究の交

流拠点とし、外国人研究者による講演会や研究会などの学術・文化の交流を積極的に行う。学生、

教員、学術交流を推進し、キャンパス全体の国際化を図っていく。 

2008年度の具体的事項として 

ａ ゼミナール等海外研修制度取扱の見直しと国際交流センター企画海外研修の実施 

ｂ 海外体験（半期留学、短期研修、ゼミ研修）学生の拡大（目標：全学生5％ 230名） 

ｃ 交流校を含め外国人による講演会の実施と異文化交流会の実施 

ｄ 学生や学外者にアピールできるような国際交流活動（国際交流関係講演会、各種イベン

ト）をホームページや関係機関を通してアピールする。 

② 単位認定を伴わない留学・研修 

(1) 大学間交流協定による事業 

韓国の 2 大学との学生校流プログラムを実施する。東國大学校(ソウル)とは 2008 年度 9 回

目、東亜大学校とは3回目を迎える。相互の大学の授業に参加、食文化交流、地域体験や国や

地域の歴史を学ぶ。学生実行委員会が中心となり学生同士の交流を通じて相互理解を深めると

ともに、日本(北海道)及び韓国の教育文化・歴史を理解することを目的とする。  
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このプログラムをとおして、双方の学生同士がお互いに刺激を受け新しい自己を開発してい

く。そこで得た経験を踏まえ人的ネットワークを広げて行き、国際感覚を涵養しながら国際社

会で活躍する人材に成長することを期待するものである。 

なお、この事業については、私立大学経常費補助金「教育・学習方法等改善支援 -国際社

会に対応できる人材育成を図る等の改善-」の項目で 2006 年から 2008 年まで補助を受けてい

る事業である。 

(2) 正課授業・ゼミナール等海外研究にかかわる事業 

ａ 正課授業およびゼミナール等海外研修は 2008 年度で 5 年目を迎える。過去の問題点を整

理し、できるだけ多くの学生が卒業までの期間に、一度は海外へのプログラムに参加できる

よう環境を整備する。 

ｂ 今年度新たに国際交流が企画する海外研修を実行する、語学研修ということではなく地元

大学や地域との学生交流やボランティア活動など多様な経験ができるプログラムを策定し

たいと考える。（タイ チェンマイを予定している） 

③ 外国人留学生への対応 

(1) 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

ａ 日本語学校への調査と入学の促進 

(2) 外国人留学生が学びやすい環境設定 

ａ 研究科、学部、学生部など関係部署の協力を得て有効な修学・生活指導を定期的に行う。  

ｂ 留学生との交流の場を増やし、留学生が抱える悩みや不安を少しでも理解するよう努力し、

大学との信頼を確かなものにする。（国際交流センター長主催の交流会の実施等） 

ｃ 留学生の経済負担軽減への検討 奨学金制度（各種）の案内および助言、大学の授業料減

免制度への積極的な申し込みを勧める。 

④ 国際交流の広報 

(1) 札幌圏大学国際交流フォーラム等への積極的参加（国際交流関係講演会等の開催）や江別市

や近隣大学との交流事業への積極的参加と共同企画の検討、実施して学内外へのアピールを図

る。 

(2) ホームページでの学内での活動をタイムリーに掲載する。 

⑤ その他 2008年度の課題について 

(1) 国際交流に関する中長期計画について 

ａ 新規交流校開拓にあたってのガイドラインの策定 

ｂ 大学（大学自体の方針 学部 研究科 総合教育センター）が考えているの今後の国際交

流と国際交流 

(2) 委員会の方針とのすり合わせ及び事業の連携・協同 

(3) 協定校との交流の推進 

ａ 相手校への日本語プロラムの提供の検討・具体化 

ｂ 中国集美大学（福建省・廈門）との定期的な交流の検討（教員・学生交流） 

(4) 国際交流関係に携わる教職員の養成・研修会、研究会への積極的参加 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

① 社団法人私立大学情報教育協会が主催する「サーバーキャンパスコンソーシアム事業」及び「大

学等電子著作物権利処理事業」への参加を念頭に置き、他大学や一般企業、自治体等の学外諸機

関及び一般市民との教育研究交流、さらには社会貢献を展開するにあたっての検討材料を収集す

る。 

② ｅラーニングシステム「ＴＩＥＳ」を利用し、他大学との授業連携や教材の共有化、著作権処

理に関する実験及び情報交換を行う 
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