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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） 
必須 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
必須 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 

必須 
「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 

必須 
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 

必須 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 

必須 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 

必須 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 
必須 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 
（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 
任意 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 

 

【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 全学共通の教育目標を実現するための教育課程と編成に関わる改善措置 

(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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                     

〔理事会〕 

  総合教育センター及び全学共通教育の改革案の検討は進まなかった。「教育開発センター」構想の

具体化は出来なかった。初年次教育を確立することは出来なかったが、副学長、教務部長を中心と

して「2009年度新入生に対する全学的な対応について」（全学運営会議2月 23日）を取りまとめ意

見交換を行った。                                   

〔全学教務委員会〕 

① 外国語科目の2単位化について議論を開始したが、総合教育センターの改革と深く関わること

から結論は得られなかった。                             
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② コア教育部門の設置について、総合教育センターの改革及び教育開発支援センターの設置と併

せて検討を開始したが結論は得られなかった。なお初年次教育への取り組みに関しては、現在、

本委員会において継続的に検討を行っている。                     

③ 論述・作文では、学習支援室を活用してＴA による補完指導を実施した結果、提出物に質の改

善が見られた。                                   

④ 他学部への提供科目及び履修方法について各学部において検討を行った。しかし、副専攻等、

より踏み込んだ履修方法の検討には至らなかった。                   

⑤ 特別支援学校教諭にかかわる認定申請及び社会福祉士養成大学にかかわる申請について認可

を受けた。                                     

〔総合教育センター〕 

全面的なカリキュラム改革を進めてきたが、全学的再編と歩調を合わせることになった為、現在

も総合教育センター各部門がカリキュラム改革（案）を策定中である。継続的に検討を行っている。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

① 総合教育センター改革の中でも出来る限り全学共通科目の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の導入を検

討する。 

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 多様な外国語の履修を促すために、初修外国語の履修を促進させる方向性を目指す。 

 

（２） カリキュラムにおける高・大の接続 
必須 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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔総合教育センター〕 

   全学的再編が実施されず、コア教育部門が設置されていない。継続的に検討を行い、準備を進め

ている。                                       

〔学生委員会〕 

(1) 新入生の仲間づくりの促進、大学生活の円滑なスタート、導入教育を目標に、合宿オリエンテ

ーションを5学部で実施した。 
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(2) 2009 年度の合宿オリエンテーションついては従来通り行うこととし、事前のガイダンス日を

１日増やし、「確認シート」を参考に、不安を抱える学生に対して面談を行うことにした。 

(3) 今年度初めての試みとして、学生実行委員に対する講習会を実施した。         

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

進学に対する目的意識を高め、大学教育に必要な基礎学力の向上に繋げるために、高大連携の取

り組みを積極的に推進する。 

〔総合教育センター〕 

① これまで全学共通教育と学部教育との連携をはかり、全学的な教育開発の機関として「教育

開発支援センター」の設置を目指して来たが、全学的改革の遅れの中で実現をみなかった。今

年度も、その精神を引き継ぎ、総合教育センター改革の中で、全学共通教育と学部教育との連

携をはかる組織のあり方について検討する。 

② 学習支援室の運営をコア教育に携わる教員が主体的に担い、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 

 

【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 
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(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。 

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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【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                     

〔全学教務委員会〕 

教職免許の更新講習については、「教科指導・生徒指導 18 時間」を学内で、「教育の 新事情 12

時間」は近隣大学が連携して実施することになった。 

〔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) こども発達学科の協力により、実習校開拓をはじめとして障害児教育実習の実施を円滑に進

めることができた。                                

   (2) 人間科学科に特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者、肢体不自由者、病弱者に関する教

育の領域）の課程認定を受けることができた。                    

   (3) 会計ファイナンス学科および経営学科に高等学校教諭一種免許状「商業」の課程認定を受け

ることができた。しかし、教員採用を視野にいれた場合、複数の免許状を取得できるよう配慮

する必要があった。                                

   (4) 2009 年 7月の認定申請にむけ、教職課程のカリキュラムの検討などの準備を行なった。  

   (5) 学校ボランティア委員会と連携し、教職課程登録者をボランティアに参加させることができ

た。学校見学や現職教員の講師招聘については、全教科で実施することはできなかったため、

次年度の課題としたい。                              

  ② 委員会運営体制の充実 

   (1) こども発達学科選出の委員を１名加え、こども発達学科での教職に関する事項の報告を教職

課程委員会で行なう等、連携を強化することができた。                

   (2) 必要な人事の補充を行なった。また、特別支援学校教諭一種免許状課程の新設に伴い、次年

度から人間科学科より教職課程委員を１名選出してもらうこととした。         

   (3) 各学科のゼミ担当教員等の協力により実施したが、訪問予定教員の講義・公務の都合により

一部訪問指導ができないこともあり、次年度の課題としたい。             

  ③ 学生の教職に対する認識・学習意欲の向上 

   (1) 年度始めに各学年ごとにガイダンスを行い、学年毎の目標を設定するよう指導するとともに、

今年度より後期ガイダンスを実施するなど教職課程の履修に関する不安解消に努めた。  

   (2) 「札幌学院大学商業科教師研究学会」、「札幌学院大学人文学部英語英米文学科出身教師の会」

の開催に伴い、本学ホームページへの記事の掲載などの支援を行なった。また、「札幌学院大学

人文学部英語英米文学科出身教師の会」の協力により「教職志望学生と現職教員が語り合う会」

で卒業生教員と在学生の交流を図ることができた。                  

   (3) 学長、教職設置科目担当者（非常勤講師含む）の参加も得て、実習生の意欲喚起につながっ

た。                                       

   (4) 利用状況の実態調査と利用者からの要望により、利用時間の延長を行なうなど便宜を図った。

今後、教員経験者（定年退職者）に常駐していただくなどの教職課程の学習・指導の場として

の活用法を検討していきたい。                           

  ④ 免許状取得条件の拡大 

   (1) こども発達学科生が中学「英語」の免許が取得できるよう履修制度を整え、今年度はこども

発達学科６名に対し、中学「英語」の履修を許可した。また、英語英米文学科生についても、

小学校の免許が取得できるよう履修制度を整え、今年度は英語英米文学科５名に対し履修を許

可した。                                     

   (2) ガイダンスにおいて英語英米学科学生に小学校免許への挑戦、全学科での中・高複数免許取

得を促した。                                   

   (3) 現時点では問題なく行なっている。今後、経営学部の学年進行に伴い、さらに調整が必要で

ある。                                      
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  ⑤ 教育実習等の指導の充実 

   (1) 今年度より後期ガイダンスを実施するなど教職課程の履修に関する不安解消に努めた。 

   (2) ３年生以上に対しては、半期ごとに必要単位数と修得単位のチェックを行ない、指導した。

今後は教科に関する科目を担当する各学科の教員との連携も視野にいれて学生指導を行なう必

要もある。                                    

   (3) 教育実習における訪問指導の際には、指導教員より入試要項や大学案内を用いての大学の

PR を行なった。今年度は教育実習の途中辞退などがあり、次年度以降は事前指導の一層の充

実が必要である。                                 

  ⑥ 教員採用検査対策 

   (1) 英語科、商業科の教科教育法担当者により指導を行なっているが、資格取得支援を関係学科

に要請するなど、次年度検討を行ないたい。                     

   (2) 一次合格者１名（４年生）に対して、二次検査対策指導を実施した。また、既卒者（特別支

援学校・高等部で合格）についても、個別指導を行い採用に結びつけた。        

   (3) 今年度卒業生については履歴書を取りまとめ、道教委（および札幌市教委）への提出・依頼

を行った。今年度は既卒も含め 44 名(本人、指導教員等からの連絡による)が期限付き任用教

員及び非常勤講師の採用となり、成果がみられた。                  

  ⑦ 免許状更新講習 

   (1) 免許状更新講習については、必修１２時間を札幌圏の複数大学との共同で開講することとし、

「札幌圏教職課程コンソーシアム協定」を締結した。選択１８時間については、本学単独で高

等学校教諭「商業」を主な対象者とする講習を開講することとして、商業科教育法担当者及び

経営学部教員をメンバーとしたワーキンググループを組織し、更新講習開設に向けて準備をす

すめるとともに、３月に申請をおこなった。                     

  ⑧ 各種協議会・説明会等への参加 

   (1) 北海道私立大学・短期大学教職課程連絡協議会、全国私立大学教職課程研究連絡協議会総

会・研究大会、札幌市・小樽市の各教育実習説明会、教員免許事務検討委員会への参加を通じ

て、教職課程をめぐる国や全国の大学の動向把握・情報収集に努めた。          

   (2) 問題なく行なった。                               

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔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育実習お

よび訪問指導を円滑に進める。  

(2) 「教職実践演習」の導入に伴う課程認定申請を行う。 

(3) 特別支援学校課程の新設に伴い、人間科学科と協力し、2011 年度の特別支援教育実習に向

け実習校開拓を行う。 

(4) 教育現場との接点を重視し、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 特別支援学校からのボランティア依頼に対し、積極的に参加者を派遣する。 

ｃ 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。 

ｄ 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、人間科学科、こども発達学科との連携を強化し、小学校課程、特別支

援学校課程の更なる充実を図る。 

   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。 
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ｂ 教職課程委員会に人間科学科選出の委員を加え、連携を強化する。 

(2) 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。 

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 教職課程の学習・指導の場としての教職課程室の活用を検討する。 

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) カリキュラム、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) 一次専門検査の免除対象となる資格（英語・商業）の取得支援を関係学科に要請する等、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) 8月開講の免許状更新講習を円滑に運営する。 

(2) 次年度の免許状更新講習開講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。 
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ｂ 次年度「札幌圏教職課程コンソーシアム」幹事校として、必修12時間講習の開設を立案す

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) 全私教協免許事務検討委員会の各種研修会へ参加し、教員免許事務の円滑な遂行に努める。 

 

（４） インターンシップ 
任意 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 
任意 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 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔就職委員会〕 

各種団体、企業から届いたインターンシップ募集案内は、キャリア支援課掲示板（インターンシ

ップ）に掲示して情報提供を行った。                          

 

【2009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） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、第29条） 

 

Ａ 国内の大学等 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔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) 札幌圏への提供科目については、特色ある科目の選別を働きかけており、年々その効果が現

れてはいるが、依然として科目の絞込みが不足している学部もあった 

(2) 学生へのガイダンスについては、従前と同じくビデオを活用して希望大学の環境等を事前に

知る工夫を行ったほか、修得単位との関係に力点を置いて学生の不安の払拭に努めた。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

① 「札幌圏大学・短期大学単位互換協定」に関して提供科目の見直しが進んでいない学部に対し、
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適切な指導を行う。 

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工夫する。 

 

Ｂ 国外の大学等 

 

【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

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 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                     

〔国際交流委員会〕 

  ① 交換留学 

   (1) 2008年度本学からの韓国(東亜大學校)への交換留学生は1名だけであった。この学生は現地

での活躍が目ざましく東亜大學校の交換留学生の中でも積極的に大学行事に参加し留学生とし

ての役割を果たした。本学からの学生交流プログラムも現地で参加し、学生達に留学の状況な

ど話し、今後の交換留学を進めるにあたり経験者として助言した。 
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   (2) Korean Summer Session の参加は当初 5 名予定していたが、 終的に 3 名の参加であった。

参加学生は韓国語を中心に韓国の文化や歴史を学び韓服の試着、キムチ作り、テコンドー、伝

統楽器演奏体験など充実した2週間を経験した。この中から2009年に留学したいという希望者

も出ており先に繋がる成果も現れた。 

   (3) 2008年度は東國大學校から2名、東亜大學校から3名の交換留学生を受け入れた。その学部

内訳は商学部4名、人間科学科1名であった。留学生の日本語のレベルも高く、授業でも専門

用語を図書館で調べ、またレポートや試験に挑み優秀な成績を残した。本学の学生は、これら

の交換留学生の姿勢を見て自らの向学心を掻き立てる切っ掛けになっている。 

   課題としては韓国への交換留学の希望が少ないことであるが、これから多くの韓国学生と接する

機会を増やして留学への喚起を促すように努力したい。 

  ② 半期留学、短期海外研修 

   2008 年度半期留学についてこども発達学科の学生 1 名参加した。予定枠として 5 名とっている

がなかなか参加する学生が少ない状況が続いている。原因としては経済的な面もあるが、実質的に

は留学中の単位認定の数やその内容にあると思われ現在検討課題としている。全学共通科目や専門

科目の科目設定（カリキュラム変更）を伴う内容となる。留学した学生の単位認定を前提とした科

目ついて検討していただくよう総合教育センター長（全学共通科目）に相談している。 

2009 年度に予定していたカナダのサイモンフレーザー大学と中国人民大学の語学研修は 2009 年

度学事暦の都合で開講が不可能となった。（定期試験期間と重なるため）カナダと中国のプログラム

については見直しの対象となっているので2009年度中に再検討し2010年度に向けて準備する予定

である。また現在オーストラリアのモナッシュ大学と半期留学として本学学生を受け入れていただ

いているが、新たに短期の語学研修が可能かどうか検討を要請する予定になっている。 

  ③ その他 2008年度の課題について 

   毎年、交流校（2008年度は韓国）の現地調査やプログラムの検討を行ってきている。国際交流企

画としてタイ・チェンマイでの異文化交流研修を実施した。直接学部教育に結びつく研修ではない

が学生、異国の学や文化・社会に興味を持つことにより幅広い知識を身に付け国際感覚の喚起促す

ものとなると考える。 

 国際交流に関わる部分の危機管理マニュアルが完成した。このマニュアルについて大学の危機管

理委員会でも検討いただき大学の危機管理体制の一つとして確立したい。 

 

【2009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 

現在本学は、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。毎年韓国からは枠内での受入れを行っている。 

ａ 2009年度の本学からの交換留学生の希望者2名いるが、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。 

ｂ 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３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。 

  ｃ 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 
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ａ 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。 

ｂ 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、集美大学との研修プログラムの検討、モナッシュ大学との語学・

文化研修など現在の研修プログラムを2010年度に向けてバージョンアップする。 

③ 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。 

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。 

 

（６） 開設授業科目における専・兼比率等 
必須 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 
必須 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

 2006年から提起している専任教員の授業担当基準コマ数（時間数）の変更、すなわち現在の4コ

マ（年間240時間）から5コマ（年間300時間）への変更を実施する。 

 

２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
必須 教育上の効果を測定するための方法の有効性 
必須 卒業生の進路状況 

 

【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〕 

① 教育効果の測定とその方法の改善 

これまでの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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

  ＴＡ・ＳＡの業務について担当教員が授業上での問題点を的確に把握できるよう管理方式を改め

た。                                         

〔総合教育センター〕 

前年度の全学共通科目の成績分布を調査し、単位修得率が極端に低い担当者との面談を実施した。

しかし、学部専門科目の単位修得状況との関連性を調べるまでには至らなかった。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

これまでの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。 
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（２） 成績評価法 
必須 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 
必須 履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 
必須 各年次およ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 

 

【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 学生個々の成績評価方法と基準の改善、厳格な成績評価の仕組み、学習意欲を喚起する工夫

など 

(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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

   前年度の評価を調査し、同一科目で評価基準が大きくかけ離れた場合は、それぞれの担当者に面

談を実施した。                                    

〔総合教育センター〕 

(1) 授業達成度調査結果から、シラバス通りの成績評価がなされているかを精査することが出来

た。 

(2) シラバスチェックを実施し、同一科目において、共通の成績評価基準を導入するように働き

かけた。 

(3) 単位認定制度のあり方を継続的に検討している。                  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔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 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 留年者に対する教育上の措置の適切性 
任意 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 

 

【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。 

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。 
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(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 オフィスアワー，学生・留年者に対する修学指導の取り組みとその改善 

(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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

① 2008年度から、英語については全期間を通じて出席状況を確認する方式に改め、それを各学部

における履修指導に役立てた。                            

② 支援室を利用したオフィスアワー等教員の協力が進んできた。また、ＴＡ・院生による相談体

制を通年化したほか、12月からは専任の担当職員を配置した。              

③ 抽選科目に関して事前の履修説明を強化し、抽選漏れの減少に繋げた。また、後期履修変更に

おいて欠員が生じた場合には、再度の募集を行った。履修取り消し制度については、ＧＰＡの取

り扱い、システム変更の問題等詰めを必要とすることから結論は得られなかった。     

〔総合教育センター〕 

(1) 基礎科目の出欠状況を教務課学部担当者へ提供し、修学指導用の資料として活用して頂いた。

しかし、「はぐくみ」にデータを蓄積するまでには至らず、次年度に向けて検討中である。基礎

ゼミナール担当教員と学部担当者間で情報共有したい。 

(2) 利用率を高める事が出来たが、欠席しがちな学生へ呼びかけを実施するには至らなかった。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

  ① 前年度に引き続き、英語の出席状況を把握し、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。 

  ② 初年次における『つまづき』を防止するため、入学前ガイダンスの取り組みを充実させる。 

〔総合教育センター〕 

   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、学部教員による履修指導に生かす。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 

必須 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組織的な取り組み（ ファカルティ・ディベロップメント
(ＦＤ)）およびその有効性 

必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 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 
任意 教育評価の結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 

 

【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。 
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【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                   

〔全学教務委員会〕 

担当教員への周知を徹底した。また、試験時間の延長も含めて障がいのある学生が希望する事項

に関して適切な対応を図った。                             

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔全学教務委員会〕 

障がい学生への学習支援について、担当教員への周知、試験時間の延長等、当該学生の状況に配

慮した取り組みを行う。 

 

Ｂ 職業観教育 

 

【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） 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔就職委員会〕 

新年度ガイダンスの履修指導により、「職業と人生Ⅰ(履修者692名)」、「職業と人生Ⅱ(575名)」

が履修した。担当教員と連携し、授業内容・方法、レポート課題等について調整を図った。   

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔就職委員会〕 

   エクステンションセンターと連携し、卒業後の進路・職業を見据えた資格取得と学習への動機付

けを図る。 

 

Ｃ 「ｅラーニング」システムの導入 

 

【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 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 
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 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） 

② 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 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                     

〔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を導入、実施することが出来

た。 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

① 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 

＜前進面＞ 

基本的な方向性を検討するにあたっての情報収集活動として、運営委員が私情協主催の「教育

改革IT戦略大会」に参加した。本学における教育改善に関して示唆に富んだ事例も多く、資料や

報告書を学内関係者に回覧してＩＣＴを活用した教育改善の重要性を訴えた。 

計画段階で想定していた諸事項のいくつかについて以下のような研究、実践を行い、基本的な

方針策定にあたっての検討素材を集めることができた。 

・携帯電話の教育への活用について、その可能性と課題を議論するため、先進的な取組を実践

している学外の教員を招き、意見交換会を開催した。約30名の教職員と学生が参加し、高い

教育効果を引き出す事例に学ぶとともに本学における試行的な取組を評価しながら、「ケータ

イ」を活用した授業改善の可能性と課題について理解を深めることができた。 
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・学生用メール環境として、 新テクノロジーを利用したサービスの提供と運用コストの低減

化を目的として、ＳａａＳ型のサービス「Windows Live@edu」を利用することとした。なお、

学生ひとり一人が情報発信ツール「Windows Live Spaces」を手に入れることから、情報の適

切な取扱いを促すための注意喚起を行った。 

・無線LAN環境整備について、利用実績や利用者からのニーズにもとづき年次計画的に整備する

ことを基本としているが、本年度は学生部からの要望に応え、第2キャンパスにおける教育研

究活動及び課外活動のさらなる活性化ならびに学生サービスの向上を図るために第１キャン

パスと同じ無線LAN環境を整備した。 

＜問題点＞ 

教務部、学生部、図書館等と連携した ICT 活用の基本的な方向性に関する検討には着手できな

かった。                                      

② 組織的な教育支援体制の構築 

（1） 試行的な取組の展開 

＜前進面＞ 

学生サポートスタッフを中心に教育支援に関する試行的取組を展開した。具体的には、「ｍ

ｏｏｄｌｅ」用の語学教材作成や授業で使用するビデオ教材への字幕入れなど（60本のコン

テンツに対応した）。特に、字幕入れについては、バリアフリー委員会に対するアンケート調

査や「字幕入り教材に関する意見交換会」の主催など、利用者からのフィードバックを積極

的に受けながら品質の向上を目指すといった、学生スタッフの主体的な活動が展開した。 

また、携帯電話を利用した双方向型授業実践（いわゆる「質問書」スタイルによる学生コ

メントの収集とフィードバック）について、社会情報学部の教員の協力を得てメールシステ

ムを利用した試行的な取組を行い、その結果を「携帯電話を活用した授業改善に関する意見

交換会」で報告した。                              

（2） 取組の評価と総括 

＜前進面＞ 

２００４年度の電算機センター運営委員会が取りまとめた教育支援体制構築に関する総括

では、個別具体的な支援サービスだけではなく、ＩＣＴを活用した教育実践に関する研究活

動が機能した上で支援業務と有機的に結びつくことの有効性と必要性が提起され、運営組織

については既存の「電子計算機センター運営委員会」と「情報教育支援部門会議」を一本化

する方向で効率的、効果的なあり方を具体化することの有用性が指摘された。このうち、運

営組織について、２００７年度から本委員会の委員選出方式を改めることとし、ＩＣＴを活

用した授業内容の改善に関して見識を有する教員を割り当て、専門性を高めることとした（当

面は、情報教育支援部門員がその役割を担う）。さらに、２００８年度から電子計算機センタ

ーの窓口体制を刷新し、本運営委員会、情報教育支援部門会議、情報処理課（専任／非専任）、

常駐ＳＥ、学生サポートスタッフの連携・協働による新しい教育研究支援体制に移行した。 

＜問題点＞ 

新たな体制のもとで、教員の教育支援やいくつかの試行的な取組を実施したが、これを点

検評価するための指標や規準の確立が不十分である。また、電子計算機センターにおける教

育支援機能が学内的に十分認知されていない状況がある。              

（3） パソコンサポートデスクの充実へ向けて 

＜前進面＞ 

教員推薦や公募によって多様なスキルをもった学生スタッフを獲得し、適宜ミーティング

を実施しながら教育支援に関するセンターの基本的な考え方を理解させ、以下に示すような

教育・学習支援の取り組みを展開した。その結果、学生スタッフの主体的な関与による自律

的な支援組織としての成長が認められた。 
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・業務の分析、知識や技能の蓄積・継承、成果物の改善を常とし、マニュアルの作成や定

期的なミーティングを通じて経験や情報の共有化と活用を図った 

・マルチメディアコンテンツ作成のための映像収録や編集作業に関するノウハウを活用し

て多様なニーズに対応した。また、聴覚に障がいを持つ学生の学習を支援するため、バ

リアフリー委員会と連携・協力しながらビデオ映像への字幕入れプロジェクトを展開し、

これを自己点検･評価した                          

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

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 

Plan-Do-Check-Action のシステム的なアプローチによって多様な実践を展開し、具体的な支

援モデルを複数確立してメニュー化する。 

携帯電話を利用した双方向型授業実践については、対象科目を拡大し、学生の反応や教育効果

を評価しながら、実践へ向けたノウハウを蓄積する。 

② 取組の評価と総括 

    新たな電子計算機センターの窓口体制のもとで多様な試行を展開し、これを客観的に評価し、

改善する取組を継続する。一方で、教員向けの教育・啓発、広報活動を積極的に展開する。例え

ば、教務部主催の「ＦＤフォーラム」への話題提供や事例紹介を通じて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取組などが求められる。 

③ パソコンサポートデスクの充実へ向けて 

より多くの教員に協力を呼びかけ、学習支援室との連携も図りながら、情報基礎科目履修学生

への学習支援、教員に対する電子教材作成支援やアプリケーション利用支援、ｅラーニングシス

テム利用支援等を実施し、これを評価して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、

新たな電子計算機センター窓口体制のもとでの指導体制を確立する。 

 

Ｄ シラバスの作成 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                     

〔全学教務委員会〕 

   改善計画に示した内容は書式として確立した。しかし、全学共通を除いては協力要請に留まって

おり、記載率100パーセントには至らなかった。                      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 
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 授業シラバス等で明示した、授業内容及びその方法並びに成績評価方法及び卒業認定の客観性・

厳格性・適切性を担保する制度を築く。 

 

Ｅ 学生による授業評価 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

  昨年に続いて、自由記述に対するコメントを履修者に公開した。回収率の向上を目指し、携帯に

よる回答を試みたが期待した効果は得られなかった。                   

〔総合教育センター〕 

全学共通科目独自の総括を行い、様々な意見を集約した。カリキュラム改革（案）の策定に生か

している。 

 

【2009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ために、アンケート手法の見直しを行う。 

〔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 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔大学事業計画〕 

 ①(1) 教育開発支援センターの設置が遅れていることから、当該センターで進める予定であった

「ＦＤの具体的な推進」については進展を見ず、授業評価アンケートの実施、シラバスの改善

等従来の取り組みに止まっている。                        
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〔全学教務委員会〕 

  教育開発支援センターにＦＤ部門を設ける案について検討を開始したが、総合教育センターの改

革と深く関わることから結論は得られなかった。                    

〔総合教育センター〕 

全学的な再編が実施されず、ＦＤ評価部門が設置されていない。継続的に検討を行っている。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

① 教育開発センターを設置し、学習支援室と協働して、日常的なFD活動（ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの相互関連）を検証・評価する業務を担い、

初年次教育、学士課程教育並びに大学院教育などに関連する教育内容・教育方法の改善計画を開

発する。 

② 本学学生に適した教育方法の開発は急務であり、このためのＦＤ活動を積極的に推進する。 

〔大学事業計画〕 

全学教務委員会、各学部教務委員会、学習支援室等の協働により、初年次教育、学士課程教育及

び大学院教育の教育内容・教育方法・教育効果測定・成績評価及び卒業認定等、本学ＦＤに関する

検討を積み重ね具体的解決策を提示する。 

〔全学教務委員会〕 

  ① 教養教育の改善・充実及び本学のＦＤ推進の母体となる「教育開発支援センター」について、

全学教務の立場からその有り様について検討を行う。 

  ② 「北海道地区ＦＤ・ＳＤ協議会（仮称）」への参加等、ＦＤに関する取り組みの充実に向けて、

他大学との連携を強化する。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 
必須 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 
必須 多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 
必須 「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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】  

〔総合教育センター〕 

① 履修者人数に応じ、大中規模教室の割り当てを実施することが出来た。 

② 私語対策のための統一した授業方法の導入を図るまでには至らなかった。 

 

【2009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

善を図るよう努力する。 

② 私語等の対策のための統一した授業方法の導入を図る。 
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（６） 休退学者を減らすための措置 
必須 退学者の状況と退学理由の把握状況 

 

【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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】  

〔理事会〕 

   学習支援室を 4 月に設け、12 月に専任職員 1 名（学生支援特命課長）を配置した。「ＳＧＵ学生

プラザ」（仮称）の創設は実現することは出来なった。                   

〔理事会事業計画〕 

全国平均を大きく上回る休退学除籍を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年と位置づけた。そのための基礎的条件作りの一つ

として「SGU 学生プラザ」(仮称)の創設を掲げたが、構想の一端を占める学習支援室(2008.4)の開

設にとどまった。学習支援室は、専任の職員(2008.12～)の努力と教職員の協力により、2008 年 1

年間(2008.5.19～7.24、10.1～1.27)で延べ2,567名の学生が利用するなど着々と存在意義を増しつ

つある。 

〔大学事業計画〕 

  ① 副学長の下にプロジェクトチームを編成して検討を開始した。今後、全学教務委員会及び学部

教授会との調整が課題である。                            

  ② 学習支援室に専任の特命担当課長を配置した。今後は、学習支援室の組織的位置づけの明確化

を図るとともに、既存組織との連携の有り様を詰めることが課題である。          

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

教員及び既存の各課と連携を図り、休学・退学・除籍者の増加を抑え半減させることを目標とし

た活動に引き続き取り組む。 

〔大学事業計画〕 

① 学習支援室の機能を充実し有効活用を図る。 

② 休退学除籍5年間半減計画2年次の対応策を提起し、取り組みを進める。 

〔全学教務委員会〕 

休退学の削減に向けて引き続き学習支援室との連携を強化する。 

 

３ 国内外との教育研究交流 
必須 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 
任意 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 
任意 国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 



 

- 24 - 

〔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。  

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 
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(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）が考えている今後の国際交流

と国際交流委員会の方針とのすり合わせ及び事業の連携・協同 

(2) 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） 

(3) 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 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                                   

〔大学事業計画〕 

  国際交流委員会の企画として異文化交流プログラム（タイ）を実施した。また、国際交流の活性

化のため、ゼミナール等海外研修制度の見直しを行った。                 

 

〔国際交流委員会〕 

① 国際交流の基本に関する事項 

  ａ ゼミナール等海外研修制度の応募に対し、学部、学科の国際交流に対応できるよう選考基準

を明確にした。2008 年度は 8 グループ 65 名の学生が参加した。その中の一つとして国際交流

センター企画としてタイの異文化交流プログラムを企画、実施（2/28～3/11）した。このプロ

グラムは従来の語学を中心とした研修でなく、英語が苦手な学生でも参加でき、異文化体験を

入り口とする国際交流企画とした。参加希望者は20名以上あり選考を行い 終的に14名の学

生を派遣することができた。                            

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

いう目的に対し、2008 年度の海外体験率は 2.4%であった。2007 年度からは 0.4 ポイント上が

っているが、目標(5%)の半分にも満たなかった。半期留学および短期海外研修の人数が低迷し
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ているのが現状である。2008年度の中国の研修については北京オリンピックのため人民大学側

で開講できなかったこと、カナダのサイモンフレーザー大学については大学からのプログラム

低催行人数の問題があり実施できないプログラムも発生した。これに対しゼミナール等海外

研修が毎年数字を伸ばしてきている。 

課題として魅力ある海外研修プログラムの再構築、単位認定に伴うカリキュラムの検討依頼

（学部、全学共通）が必要と考える                         

   ｃ 交流校カリフォルニア大学デーヴィス校より藤田斉之氏を迎え「An Introduction to Study 

Abroad: how to communicate with Americans」というテーマで英語英米文学科との共同主催に

よる講演会を 6 月に実施した。1 月には中国民族大学教授胡振華氏を迎え「中国と中央アジア

諸国との民族交流」というテーマで異文化交流会を実施した。なお、この異文化交流会は、札

幌圏大学国際フォーラムとの共催により他大学および市民を対象とした公開講座となった。こ

のような交流会を一般にオープンすることにより本学の国際交流活動をアピールしたものと思

われる。                                    

   ｄ ホームページも更新し、いろいろな国際交流に関する情報を学生および一般に案内すること

が可能となった。                                 

  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 

    2008 年度学生交流プログラムは東國大學校との学生交流プログラムで本学からの派遣 7 名、

東國大學校から 7 名の学生受入れ、東亜大學校では本学からの派遣 10 名、東亜大學校から 10

名の学生を受け入れた。受入れプログラムでは学生交流プログラム実行委員約30名が韓国学生

をサポートし、日本語講座、食文化交流、地域・歴史体験等行った。派遣プログラムでも両大

学の個性を出しながら体験学習、文化体験、歴史を韓国学生と学んだ。その中で学生同士の友

情が芽生え国境を越えた人間関係を形成する切っ掛けとなっていると確信している。このプロ

グラムを通じたネットワークは毎年拡大し、情報のやり取りを現在も続いている。この事業は、

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-」を受けており、この主旨に適したプログラムであると自負している。 

東國大學校ではこのプログラムは韓国の大学評価のポイントにならないことから大学として

継続か中止するかのライン上にある課題となっており、予算も減額されて対等な交流が不可能

になることが懸念される。東國大學校側の意向によっては新たな交流先の検討も必要と考えて

いる。                                      

(2) 正課授業・ゼミナール等海外研究にかかわる事業 

正課授業・ゼミナール等海外研修は 2004 年から実施し、5 年経過した。2 年目以降毎年 50

名以上の学生がこの制度を利用して海外体験してきており、2008年度は国際交流企画を含めて

65名の実績を残した。法学部ではこの制度を発展させ学部のカリキュラムの一部に展開しつつ

ある。このことは、国際交流委員会で企画したこの制度が役割を実現したものと自負している。

国際交流センター企画の海外研修以外は、このように学部や研究科のカリキュラムや独自の研

修へと発展し、それぞれ学部学科が運営していくことが理想と考えている。 

語学が苦手な学生も積極的に参加できる異文化交流を目的とした研修（タイ チェンマイ）

を国際交流センターで企画した。15名定員のところ20人を越える申し込みがあり、15名を選

抜した。結果的には1名家庭の事情により参加できず14名がこの研修に参加した。学生達の感

想はそろって「すごく良かった」「感激」したというものであった。それぞれ異国の学生と接し

友情を深め、それぞれの文化を伝え、知ること。そして日本という国を客観的に見る機会にな

ったと思われる。このような学生達が増えることにより大学内はもちろん社会的にも国際貢献

できる人材を育成する一助になるものと確信している。                

③ 外国人留学生への対応 
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(1) 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

     入試課と相談したが、実際には実行できなかった。2008 年留学生 30 万人計画が文科省およ

び関係省庁から政策として掲げられた。その中で本学が今後の留学生の受入れについてどうす

るのか明確にし、必要に応じて対応すべきと考える。国際交流委員会では入学した学生に対し

ての対応しかできないのが現状である。                       

(2) 外国人留学生が学びやすい環境設定 

     2008年度留学生（正規生）在籍者数は5名（学部2名、大学院3名）である。その内2名（学

部、大学院各1名）は現在休学しているので実質3名の対応となっている。日常的な生活指導

については個別に対応し個々人について把握している。毎年実施している留学生交流会もそれ

ぞれの事情で時間が合わず開催できなかったが必要時には連絡を取れるようにしている。経済

的負担の軽減については奨学金では学生課、授業料減免については相互に連絡をとりながら留

学生にとって不利にならないよう対応をとってきた。2008年は北方圏センターからの「北海道

外国人留学生助成金支給援助事業」により大学院生1名が登録され援助金が支給された。  

④ 国際交流の広報 

(1) 札幌圏大学国際交流フォーラムが主催する研修会に職員1名が参加、学生対象の中国語学研

修の募集があったが2008年度は派遣することができなかった。（2007年度 2名派遣）また、共

催事業として中国民族大学教授を迎えて異文化交流会を実施し、約95名（学生80名 一般15

名）が出席した。                                 

(2) ホームページを更新し、本学の国際交流活動について随時発信することが可能となった。 

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 

    現在の交流校については教員の留研先やいろいろな繋がりから交流協定を結ぶに至っている。

幸いな事にその交流校とは学生の研修や交流として上手く機能している。しかし多方面から協

定の話がありその整理や判断画が難しい状況になっている。ガイドラインの策定までは行かな

いが各学部学科の国際交流に関する意見を伺い、それらの意見を反映しながら交流校の開拓を

行うところまで確認した。 

 現在、国際交流センター長は大学協議会構成員ではない。大学としての国際交流に対する基

本方針と国際交流委員会方針とのすり合わせる場所かないのが現状である。大学としての国際

交流や留学生政策を明確にし、相互に意見交換をできる場を設け、目標に向かった具体案を発

案、実施していく委員会となるよう組織の連携が必要と考える。            

(2) 協定校との交流の推進 

ａ 韓国の大学を対象に日本語プログラムの実施案および予算化を実現した。2009年 7月に実

施し、好評であれば年度中(冬期)にも再開講したいと考える。不安要素として異常な円高、

ウォン安の状況下での学生募集を行うことである。 

ｂ 中国集美大学との交流については教員交流を2009年度に実施する予定である。 

(3) 私立大学協会主催の留学生担当者協議会、札幌圏大学国際交流フォーラム主催の研修会、北

海道大学主催の入国管理業務に関わる研修会に出席。本学の国際交流を担当する職員が少ない

ため情報の共有ということでは担当者の負担が大きくなっている。           

 

〔電子計算機センター運営委員会〕 

＜前進面＞ 

ｅラーニングシステム「ＴＩＥＳ」の積極的な運用を展開するための利用者支援を実施した。 

「ＴＩＥＳ」利用大学によって設立された特定非営利活動法人の理事会に運営委員を理事として派

遣することとした。これは、「ＴＩＥＳ」を活用した授業方法の改善、大学間連携による教育コンテ

ンツの有効活用ならびに産官学連携による教育内容の高度化を推進する上で、当法人の事業運営に関
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与することは有用と判断したことによる。 

＜問題点＞ 

他大学との授業連携や教材の共有化にまでは至らなかった。  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

 国際貢献に関する基本的な方針を作成し、海外の提携先大学や研究機関との単なる国際交流を超

えて、世界に開かれた札幌学院大学を目指す。 

〔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、国際教育の活動を中心に、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いた学生を養成すること

を目標としている。これらの経験において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、出来るだけ多くの学生が外研修等に参加できる機会を設けたいと考える。文部科

学省は「留学生30万人計画」骨子概要を発表し２０２５年までに達成しようとしている。現在

本学の留学生は大学院生・学部で７名、交換留学生5名で全学生の0.27%である。大学として4

年～5 年計画で留学生 1%(40～45 名程度)を目標とし大学内の国際交流の活性化と学外に対して

の社会的役割果たして行きたいと考える。またキャンパス内に外国人学生を少しでも多く迎え入

れられるよう交流校の学生のための日本語プログラムを実施する。今後、国際交流センターを学

術・文化研究の交流拠点とし、学生、教員、学術交流を遂行し、キャンパス全体の国際化を図っ

ていく。 

目標達成するための実施事項として 

(1) 海外体験学生（交換留学、半期留学、短期研修、ゼミ研修）の拡大（目標数字：全学生5％

の達成 220名） 

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 英語英米文学科以外の学生が積極的に参加できる海外留学、研修のプログラムの検討 

（単位認定 カリキュラムの検討依頼） 

ｃ 日本語プログラムを実施し提携大学との交流内容の充実を図る。 

(2) キャンパスの国際交流企画の実施と広報 

ａ 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 

ｂ 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2009年度

11回目、東亜大学校とは5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。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
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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 

課題として國大學校ではこのプログラムは韓国の大学評価のポイントにならないこと

から消極的な状況になっているので今後の対応策を検討しなければならない。また、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-」の対象となっているが前述の課題から申請する

かどうかについて検討を要する。 

    (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 2009 年度で 6 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 ２００９年度も国際交流センターが語学研修でなく異文化交流を目的とした研修を

実施する。研修地は前年度と同様タイ（チェンマイ）とし、チェンマイ大学や地域との

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。 

 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 大学としての留学生受入れ方針の確認 

ｂ 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 2009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 国際交流の活性化に向けて大学（大学自体の方針 学部 研究科 総合教育センター）

が考えている今後の国際交流(留学生関係含む)と国際交流委員会の方針とのすり合わせ

及び事業の連携・協同 

(2）協定校との交流の推進 

ａ 日本語教育プログラムの実施 

ｂ 学術的な交流の推進 

ｃ 新たな交流方法の検討 

(3)その他 

ａ 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 
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４．学生の受け入れ 

 

１ 大学・学部等における学生の受け入れ 

 

（１） 学生募集方法、入学者選抜方法 

必須 
大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、その各々の選抜方
法の位置づけ等の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

  入試対策について具体的な推進を図る 

〔広報入試委員会〕 

① 学生募集とその方法 

(1)  入試制度の多様化と全学的統一感のある入試制度のあり方について検討する。 

(2)  ＡＯ入試2年目にあたり、初年度の反省点を考慮し、推進する。 

(3)  参加型オープンキャンパスを検討する。 

② 入学者選抜方法の改善 

(1) 推薦入学試験 

指定校の増強を図るとともに、アドミッションポリシーに基づく、出願基準等の見直しを進

める。 

(2) 一般入学試験(一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験) 

英語英米文学科の英語独自問題のあり方を見直し、全学科共通問題での試験実施を追及する。 

(3) アドミッション・オフィス入学試験（ＡＯ入試） 

実施2年目を向かえ、初年度の反省を元に実施形態の改善を図る。その一環として、出願資

格に見直し、正式出願後の面接試験を書類選考に変更する。また、社会情報学部においては、

Ａ方式、Ｂ方式の2回のエントリーとインターネット面談を試みる。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔理事会事業報告〕 

  2008年度総志願者数は2,220名(学部2,153、大学院67)で 、前年比661名の大幅な減少となり、

総定員1,130名(大学院含む)に対し、1,070名の入学生に止まった。 

〔大学事業計画〕 

  オープンキャンパス、高校訪問、出張講義プログラム、ミニ英語キャンプなど入試対策にかかわ

る事業を行った。                                   

〔広報入試委員会〕 

   学園政策会議の下、入試制度検討委員会を設置し、入試制度の現状分析とその課題、広報戦略の

現状と課題について検討を進め、「入試制度の改革および広報戦略について（答申）」を10月にまと

め提出された。本答申を12月より、全学の検討に付され、広報入試委員会では直近の課題と中期的

課題に整理し、2010年度入試より対応できる課題は実施し、その他の課題は継続して検討を進めて

いる。 

(1)推薦入学試験 

     こども発達学科、経済学科および新設の経営学部について、指定校を見直し増強を図ったが、

経営学部を除き、志願者増に結びつくことはなかった。また、出願資格について再検討し、法

律学科および社会情報学科の公募制Aの出願基準について、2010年度より変更することとした。 

(2)一般入学試験 

  英語英米文学科の英語独自試験を廃止し、英語筆記の共通問題と英語英米文学科のリスニン
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グ、ライティング問題の時間を分割することとし、2009年度入試より実施した。 

(3)ＡＯ入学試験 

  全学科を対象に既卒生、在外教育施設に対応した出願資格に変更した。また、社会情報学科

および経営学部においてＡ方式、Ｂ方式を実施し、エントリー者が増加した。社会情報学科で

は、インターネット面談を採用したが、利用者はいなかった。              

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

① 学生募集とその方法 

(1) 入試制度検討委員会答申を踏まえ、さらに短期・中期にわたり検討を進める。 

(2) 入試制度の多様化と全学的統一感のある入試制度のあり方について検討する。 

(3) ＡＯ入試３年目にあたり、２ヵ年の反省を考慮し、推進する。 

② 入学者選抜方法の改善 

(1) 推薦入学試験 

指定校の増強を図るとともに、アドミッションポリシーに基づく、出願基準等の見直しを進

める。 

(2) 一般入学試験（一般入学試験・大学入試センター試験利用入学試験） 

     アドミッションポリシーに基づく、入試科目等のあり方、選抜基準について検討する。 

   (3) アドミッション・オフィス入学試験（AO入学試験） 

     実施３年目を向かえ、２ヵ年の反省を元に実施形態の改善を図る。臨床心理学科においては、

ＡＢＯ方式の実施を試みる。 

 

（２） 入学者受け入れ方針等 
必須 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 
必須 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

明文化したアドミッション・ポリシーを、各種印刷物等に明示する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

ＡＯ入試については、アドミッションポリシーを「ＡＯガイド」に掲載し、学生募集を進めてき

た。今後は、学部学科としてのアドミッションポリシーを「入学試験要項」に明示すべく努める。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

明文化したアドミッション・ポリシーを、各種印刷物等に明示する。 

 

（３） 入学者選抜の仕組み 
必須 入学者選抜試験実施体制の適切性 
必須 入学者選抜基準の透明性 
必須 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 
任意 ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における、その実施の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 



 

- 32 - 

①  各種印刷物において、入試結果を公表、成績開示を実施し、選抜基準の透明性を確保する。 

②  入試問題集を作成し、問題・解答例を公表する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

① 「入試データガイド」を作成し、入試結果を公表するととに、本学ホームページにおいても公

表している。また、入学式後、4 月中旬より成績開示請求を受付、希望者への成績開示を実施し

た。 

② 入試問題集を作成し、高等学校等へ配布するとともに、資料請求者へ配布した。あわせて、ホ

ームページにおいても閲覧を可能としている。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

① 各種印刷物において、入試結果を公表、成績開示を実施し、選抜基準の透明性を確保する。 

② 入試問題集を作成し、問題・解答例を公表する。 

 

（４） 入学者選抜方法の検証 
必須 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 
任意 入学者選抜方法の適切性について、学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

全教員を対象とした作問調査を実施し、問題作成体制を見直す。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

昨年 7月に全教員を対象とした入試問題作成可能科目調査を実施し、入試問題作成体制の資料と

した。                                        

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

問題作成責任体制のあり方、問題作成者人選のルール化について検討する。 

 

（５） 入学者選抜における高・大連携 
任意 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
任意 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

現在、進行中の札幌市内の高校との高大連携を中心に、本学の高大連携を促進すると共に、高大

連携体制の確立を目指す。 

〔広報入試委員会〕 

教務部と協力し、高大連携の実施に向け積極的に取り組む。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔大学事業計画〕 
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   高校との教育連携については、以前より「出張講義プログラム」を作成し、全道の高校および東

北の指定校の高校に発送し、活用していただいている。本年度についても、道内を中心に44校、54

講座を提供してきた。しかし、分野等に偏りがあり、特定の分野、教員に負担をかかっている現状

にあり、調整がつかず断る例も出ている。 

また、教務部において江別高校、札幌東商業高校との高大連携の具体化めざし、特に札幌東商業

高校と英語英米文学科は「ミニ英語キャンプ」を実施し、連携事業の具体化を進めている。  

〔広報入試委員会〕 

   高校との教育連携については、以前より「出張講義プログラム」を作成し、全道の高校および東

北の指定校の高校に発送し、活用していただいている。本年度についても、道内を中心に44校、54

講座を提供してきた。しかし、分野等に偏りがあり、特定の分野、教員に負担をかかっている現状

にあり、調整がつかず断る例も出ている。 

 また、教務部において江別高校、札幌東商業高校との高大連携の具体化めざし、特に札幌東商業

高校と英語英米文学科は「ミニ英語キャンプ」を実施し、連携事業の具体化を進めている。 

   

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

2009年度スタートの札幌東商業高校との高大連携を推進するとともに、新たな高大連携締結に向

けてつめる。｢出張講義プログラム｣の作成に基づく出張講義を推進する。 

〔広報入試委員会〕 

教務部に協力し、高大連携の実施に向け積極的に取り組む。 

 

（６） 科目等履修生・聴講生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生・聴講生等） 
任意 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

近年急速に減少してきているが、国際交流委員会とも協力し、再検討に着手する。 

〔国際交流委員会〕 

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。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔広報入試委員会〕 

 未検討                                       

〔国際交流委員会〕 

① 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

     入試課と相談したが、実際には実行できなかった。2008 年留学生 30 万人計画が文科省およ

び関係省庁から政策として掲げられた。その中で本学が今後の留学生の受入れについてどうす
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るのか明確にし、必要に応じて対応すべきと考える。国際交流委員会では入学した学生に対し

ての対応しかできないのが現状である。                       

② 外国人留学生が学びやすい環境設定 

     2008年度留学生（正規生）在籍者数は5名（学部2名、大学院3名）である。その内2名（学

部、大学院各1名）は現在休学しているので実質3名の対応となっている。日常的な生活指導

については個別に対応し個々人について把握している。毎年実施している留学生交流会もそれ

ぞれの事情で時間が合わず開催できなかったが必要時には連絡を取れるようにしている。経済

的負担の軽減については奨学金では学生課、授業料減免については相互に連絡をとりながら留

学生にとって不利にならないよう対応をとってきた。2008年は北方圏センターからの「北海道

外国人留学生助成金支給援助事業」により大学院生1名が登録され援助金が支給された。  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔広報入試委員会〕 

近年急速に減少してきているが、国際交流委員会とも協力し、再検討に着手する。 

〔国際交流委員会〕 

① 外国人留学生の確保（入試委員会・入試課との協同） 

ａ 大学としての留学生受入れ方針の確認 

ｂ 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。 

 

 

（７） 定員管理 
必須 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と（編）入学者数の比率の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

入試対策ＷＧ（学園政策会議ＷＧ）を中心に本学入試対策の問題点の検討を行い、具体的な対策

を練る。 

〔広報入試委員会〕 

模擬試験の動向、志願動向を考慮し、適切な合格者数、入学者数の管理に努める。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔大学事業計画〕 

  学園政策会議の下、入試制度検討委員会を設置し、入試制度の現状分析とその課題、広報戦略の

現状と課題について検討を進め、「入試制度の改革および広報戦略について（答申）」を 10 月にま

とめ提出された。本答申を 12 月より、全学の検討に付され、広報入試委員会では直近の課題と中

期的課題に整理し、2010年度入試より対応できる課題は実施し、その他の課題は継続して検討を進

めている。                                      

〔広報入試委員会〕 

   一般入試において、志願動向を考慮し、経験則に基づき手続率を検討し、合格者数を割り出した。
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一方、大学として、学部としての入学者数の確保のため、特定の学科の定員超過率が突出した結果

となった。                                      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

「入試制度の改革および広報戦略について」（答申、2008.10）に盛り込まれた直近の課題の推進、

中期的課題の具体化に向けてつめる。 

〔広報入試委員会〕 

模擬試験の動向、志願動向を考慮し、適切な合格者数、入学者数の管理に努める。 
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５．教員組織 

 

１ 教員組織 
必須 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の適切性 

必須 大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における教育研究に従事して
いるか）

必須 主要な授業科目への専任教員の配置状況 
必須 教員組織の年齢構成の適切性 
必須 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当 
任意 教員組織における社会人の受け入れ状況 
任意 教員組織における外国人の受け入れ状況 
任意 教員組織における女性教員の占める割合 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

① 学部学科再編のための教員採用枠の確保のために現行の人事凍結方針を継続する。 

② 定年退職に伴う補充人事については任期付教員の採用によってこれを行う。 

③ 割愛、学内異動等の人事異動については教育的配慮の観点から柔軟な対応（部分解除）を行う。

但し再編再創造検討中の学部（商学部、人文学部、社会情報学部）は原則として部分解除の対象

から除外される。 

④ 経営学部構想人事を速やかに推進する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔人事委員会〕  

現行の人事凍結方針を継続した上で、2008 年２月の人事委員会、大学協議会での「任期付教

員制度の運用原則と実施計画」に基づき学部毎に人事計画の提出を求めた。「全学共通科目関連

の2013 年までの人事計画」、「経済学部の2020 年度までの人事編成計画（案）」、「人文学部の人

事にかんする再要求と教員採用人事計画」、「任期付教員数の充足を目途とする人事編成計画につ

いて（法学部）」が出され、それに従い 終的に下記のとおりの人事となった。 

学科の定年退職に伴う補充人事については、任期付教員の採用を原則としつつ主要科目の担当か

どうかを判断した上で人事要求が出され、それに基づき人事を行った。 

本人都合による退職に対応した人事(民法)を行った。経営学部の申請人事として３名の専任教員

の採用と１名の特別任用教授の採用を行った。 

【退職する者】９名 

１） 定年退職 7名 

２） 本人都合 ２名 

【採用される者】１２名 

１） 専任教員 ７名 

２） 特別専任教授 １名 

３） 特別任用教授 ２名 

４） 特別任用准教授 １名 

５） 特別任用講師 １名 

   人事枠が認められたが、採用がなかった人事は次のとおりである。 

経済学部経済学科：専任教員１名（国際金融論）、人文学部人間科学科：専任教員１名（スポーツ）、

人文学部英語英米文学科：外国人教師１名（英語）                    

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

  ① 教員人事 
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(1) 現行の人事凍結方針（下記）を継続する。 

ａ 定年退職に伴う補充人事については原則として任期付教員の採用によってこれを行う。 

ｂ 割愛、学内異動等の人事異動については教育的配慮の観点から柔軟な対応（部分解除）を

行う。 

(2) 新たな学部学科再編構想人事を速やかに推進する。 

 

２ 教育研究支援職員 
必須 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性 
必須 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 
任意 ティーチング・アシスタント（ＴＡ)の制度化の状況とその活用の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

① 総合研究所の発足に伴い研究業務支援のための職員を総合研究所担当として配置する。 

② 情報処理関係科目や実習関係科目に重点的に教育支援のためのＴＡ、ＳＡを配置する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔人事委員会〕  

大学院・研究課の研究担当の１名の職員を総合研究所担当として位置づけた。 

   次のとおりTA、SAを配置した。 

学部 全学 商学 経済 人文 法学 社情 計 

TA 62 5 6 8 0 12 93 

SA 0 6 0 33 4 40 82 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

① 教育研究支援職員及びTA、SA 

(1) 教育研究業務支援のあり方の検討を引き続き行う。 

(2) 情報処理関係科目や実習関係科目に加えて初年次演習科目に教育支援のための TA、SA を配

置する。 

 

３ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
必須 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 
任意 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 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

① 教員組織の変更に伴って整備した「札幌学院大学教員任用内規」「札幌学院大学教員昇任内規」

の適正な運用を行う。 

② 大学院教員配置に関して制度化された人事ルールに基づく人事を行う。 

③ 「学校法人札幌学院大学特別専任教授規程」、「学校法人札幌学院大学特別任用教授及び特別任

用准教授規程」、「学校法人札幌学院大学特別任用講師規程」の適正な運用を行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔人事委員会〕  

① 学部において前述内規の適正な運用が行われた。 

② 大学院教員配置に関して制度化された人事ルールに基づき特別任用教授が２００８年度から１
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名採用された。 

③ 学部において左記規程に基づき任用手続きが適正に行われた。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

① 教員組織に係る規程の適正な運用 

(1) 「札幌学院大学教員任用内規」、「札幌学院大学教員昇任内規」の適正な運用を行う。 

(2) 「学校法人札幌学院大学特別専任教授規程」、「学校法人札幌学院大学特別任用教授及び特別

任用准教授規程」、「学校法人札幌学院大学特別任用講師規程」の適正な運用を行う。 

 

４ 教育研究活動の評価 
必須 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
必須 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔人事委員会〕  

「札幌学院大学の教員の資格に関する規程」、「札幌学院大学の教員の資格基準に関する内規」を

適正に運用し、教員資格に関わる研究活動の評価を厳正に行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】 

〔人事委員会〕  

  資格変更（2009年４月）については、経営学科１名（教授昇任）、経済学科１名（准教授昇任１

名）、人間科学科１名（准教授昇任）、英語英米文学科１名（教授昇任）、法律学科２名（准教授昇

任）があった。「教員資格変更（昇任）審査報告書」には「札幌学院大学の教員の資格基準に関す

る内規」の資格基準が明示的に示されており、研究活動の評価は厳正に行われた。      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

教員及び職員の評価制度導入の検討を開始する。 

〔人事委員会〕  

  ① 教員資格に関わる評価 

(1) 「札幌学院大学の教員の資格に関する規程」、「札幌学院大学の教員の資格基準に関する内規」

を適正に運用し、教員資格に関わる研究活動の評価を厳正に行う。 
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６．研究活動と研究環境 
 

１ 研究活動 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 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） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 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 

 

（１） 総合研究所 

 

Ａ 総合研究所 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究活動 

(1) 「戦略的研究」のあり方について検討する。 

(2) 研究部会のあり方について検討し、規程を整備する。 

② 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 総合研究所の発足と研究支援委員会への移行に伴い、必要な規程の整備を行う。 

(2) これまでの各研究所・学会等の成果を引き継ぎ、総合研究所の体制の整備と研究部会の整備、

充実に努める。 

(3) 総合研究所の物的環境を整備する。 

(4) 学内への情報の周知を図る。 

③ 総合研究所発足記念行事の開催 

(1) 総合研究所発足記念講演会・シンポジウムを企画、実行する。 

④ 研究所・研究支援委員会の運営 

(1) 総合研究所・研究支援委員会の発足と移行に伴い、その他の必要な措置を取る。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

① 研究活動 

(1) 「戦略的研究」を研究促進奨励金における「重点研究」と位置づけ、規程の整備を行った。

2009年度から開始の予定である。 

(2) 研究部会規程を整備した。2009年度から学部を単位とする常設部会と学部横断的な特設部会

の双方が立ち上がる予定である。今後は特設部会の立ち上げと活動の活性化が課題となる。 

② 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 各学会における研究の積み重ねを活かし、かつ、商経部会の発展的解消などの状況の変化を

踏まえ、学部単位の研究活動の再整備と学際的研究の活発化に向け、研究部会（常設および特

設）を中心に諸規程の整備をおこなった。 

(2) 9月に所員懇談会をおこない、研究所の方向性について意見を集約し、議論を喚起した。 

(3) 総合研究所の物的環境について、学内討議を進めたが、当初の予定よりは遅れている。引き

続き整備・充実に努めなければならない。 

(4) 適宜研究所員への案内を出し、研究会情報と総合研究所の動きについて周知を図った。 

③ 総合研究所発足記念行事の開催 

(1) 総合研究所発足記念講演会・シンポジウムを実行した。約２００名の参加を得た。    
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④ 研究所・研究支援委員会の運営 

(1) 毎月の研究支援委員会を開催し、運営に当たった。また９月には所員懇談会を開催し、総合

研究所の方向について全学の研究所員と意見交換を行った。              

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究員 

研究促進奨励金による研究活動を推進する。 

② 講演会・シンポジウム 

定例講演会、シンポジウムを企画、実行する。 

  ③ 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 総合研究所の体制の整備を引き続き行う。 

(2) 研究に係る情報の学内への周知を図る。 

  ④ 研究所・研究支援委員会の運営 

     総合研究所・研究支援委員会の円滑な運営に努める。 

 

Ｂ 研究部会 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

これまでの学会の活動を引き継ぎ、研究会の開催、紀要の発行等を行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

   紀要の発行について継続して行った。また各学部を単位とする研究会も継続的に開催された。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究部会 

(1) 研究部会活動の活性化に努める。 

(2) 紀要の編集を行う。 

 

Ｃ 研究センター 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

  これまでの活動成果を引き継ぎ、継続、発展させる。 

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

研究センター研究員による研究会の開催。2008年度はリスクマネジメント協会との連携を行

ないつつ（講師の派遣など）「リスクマネジメントに関する研究会」を開催する。 

他大学「地域研究センター」との共同研究・交流などを具体化する。2008年度は法政大学地

域研究センターとの共同研究・交流を行う「包括的な連携協定」を行なう。（2009 年度に向け

て、科学研究費等の共同申請を検討する。） 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 
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大学院・地域社会マネジメント研究科と地域社会マネジメント研究センターは密接な表裏一

体の組織と位置づけている。（地域社会マネジメント研究科の附置研究センター）。地域社会マ

ネジメント研究科修了生は研究センターの研究員となっている。 

② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

札幌学院大学社会連携センター（札幌都心）内に研究センター事務所があり、都心の利便性

は大きい。拠点の特性を活用していきたい。 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2008年度は特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（岩見沢地域を予定） 

(3) 研究上の成果の公表 

上記（２）の報告書を作成する 

 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

江別ブランド事典は2004年度から本格運用が始まっており、2005年度には懸案であった

GISシステムとの融合が実現した。2007年度より、本研究センターがサーバ管理を担当する

ことになり、それに伴って本研究センターとしては地域社会マネジメント研究センター等と

協力することで、地域ブランドおよびビジネスモデル実現のための基礎的な実験と提案を行

なっていく予定である。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

本センターでは 2006 年度に江別市広報課より広報誌のデジタルアーカイブ化の提案を受

け、現在、20000コマのフィルムのうち12000コマのアーカイブが完成した。2008年度では、

残された部分のアーカイブ作業およびデジタル化された資料の公開に関する基礎実験を行

ない、事業の本格化に向けた足がかりとする予定である。またアーカイブ作業に関しては本

学学生、大学院生を参加させることにより、地域に密着した教育研究にも貢献していきたい。 

ｃ IT教育の自動化に関わる事業 

従前より、本センターのメンバーで考案し実施を続けているＩＴ教育の自動化システムを、

他の研究機関等に提供するための実証実験およびソフトウェア再構築を実施する。 

ｄ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

2006 年度から統計解析のコンサルティングの方面へも事業拡充するための基本的なソフ

トウェア整備を行った。2007年度は学内に対して統計分析サービス開始のアナウンスを行っ

た。2008年度は、具体的なクライアントの獲得に向けてさらに積極的な活動を展開したい。 

ｅ 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

2008 年度の総務省補助金のテーマとして、現在、火災警報装置と連動した地域ユビキタ

スネットワークの構築を目指して、地場産業および江別市経済部、江別市消防局、北海道総

合通信局と共同で委員会を設置している。2008年度は、この委員会を中心として防災用地域

ユビキタスネットワークを実現させるべく積極的に活動を実施したい。 

ｆ 江別の歴史と環境文化に関する事業（新規・重点事業） 

ｂにも関連するが、2008年５月より任意団体「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」

を設立した。2008年度は会の長期的な活動を視野に入れた活動計画の企画・立案を行ってい

きたい。また、現在、北海道開発協会による地域活性活動助成に申請しており、その助成金

による事業展開も想定している。 

(2) 社会貢献・地域連携事業 
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ａ 江別市との連携事業 

前年度に引き続き、江別市より「江別経済ネットワークHP管理業務委託」「江別ブランド

事典システム管理業務」並びに江別観光協会より「江別観光協会ホームページ・サーバー管

理業務」を受託する。 

ｂ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

ｃ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、本研究センターのデジタルアーカイブ事

業を継続的に市民レベルで実現するための手段であり、2008年度に発足し、発足記念講演会、

デジタルアーカイブ作業環境の整備等を補助金申請も含めて実施する。 

② 経常的な研究条件の整備 

受託事業、実験等でＷｅｂ環境等を使用するに当たり、ＩＰアドレスが不足しているため、グ

ローバルドメインの関係で電子計算機センターとの調整が必要となる。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

〔研究支援委員会〕 

  これまでの活動が継続された。                            

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

 ａ 研究員による研究会開催は、研究員の個人研究活動にとどまった。（博士課程での研究2名、

執筆活動など）。 

 ｂ リスクマネジメント論演習科目の講師派遣等で、リスクマネジメント協会と連携。2008 年

度に本大学院生（社会人）1名がリスクマネジメント協会認定の資格を取得した。2007年度1

名（社会人）と合わせ2名が地域で活動中。1月 31日に札幌学院大学リスクマネジメント研

究会を発足し活動を開始した。 

 ｃ 法政大学地域研究センターとの共同研究・交流として,「地域活性学会設立総会参加」およ

び内閣官房・内閣府後援「地域活性化システム論」（地域課題解決の場および研究の推進）科

目を 2009 年 4 月から新設（全国大学 23 番目）することとした。同大センターとの赤平市の

共同調査、札幌市で発足の漫画研究等の交流を継続中。包括的連携協定の準備段階である。 

 ｄ 本研究科修了生が中心となって運営しているNPO法人「マイライフサポートネットワーク」

の活動支援体制を整え継続的サポートを実施している。 

 ｅ センター専門員の研究体制を支援する環境整備に努めている。この中において、専門員が

研究に専念できることとなり、北海道大学大学院博士課程における学位取得に繋がったと理

解している。 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

地域社会マネジメント研究センターは、専門員を配置し、受託研究や地域社会貢献活動行っ

てきた。2008年度は、NPO法人への研修会（心理学関係）後援事業および上記の①の事業共同

している。 

札幌学院大学リスクマネジメント研究会は、本センターの活動の一部として活動し、大学院

と連携を行なっていく。 

本センターの研究員制度については、過年度生に対する周知が不足している点を改善する。 

② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 
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都心の利便性が評価され、多くの研究会が実施されている。研究センター関係では、空知支

庁活性化研究会（北海道庁関係部署含む）、NPO会計研究・研修会などが主なものである。  

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

研究レポート「岩見沢市における創造都市の展開」を策定し、年度末に岩見沢市長に提出

を予定している。 

来年度以降も特定の自治体に対して同様な係わり方を実施していきたいと考えているとこ

ろである。                                   

(3) 研究上の成果の公表 

3月末に(2)の報告書を作成した。                        

 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

前進面：ブランド事典の機能向上のため、自然言語処理システムの改善を実施することが

できた。 

問題点：地域社会マネジメント研究センターとの協力関係が確立していない。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

前進面：本センターで推進しているデジタルアーカイブのデータが、本学地域社会マネジ

メント研究科の修士論文として利用された。これは、研究計画にある本学大学院

生との連携の第一歩である。また、江別市以外（江別在住の個人）からもアーカ

イブの依頼があった。 

問題点：デジタルアーカイブデータのアーカイブ作業があまり進まず、まだ、アーカイブさ

れていないデータが残されている。 

ｃ IT教育の自動化に関わる事業 

本事業は、今年度は高大連携にかかわる事業として、本研究センターとは独立して実施さ

れた。 

ｄ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

統計解析コンサルティングの軸となるセンター員の留研のため、今年度は特段の活動が行

われなかった。 

ｅ 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

前進面：学外補助金に応募できるまでの具体的構想が完成した。また、委員会の方向性と

して、火災だけではなく、老人、身障者等にも適用できるシステムにするべく、全

体像の見直しが行われた。 

問題点：学外資金の獲得のために総務省の補助金に応募したが、採択されなかった。 

ｆ 江別の歴史と環境文化に関する事業（新規・重点事業） 

前進面：研究計画にあるとおり、北海道開発協会の助成金に採択された。その助成金により

「江別ワンショット事業」のシステム構築を行うことができた。 

問題点：特になし。                               

(2) 社会貢献・地域連携事業 

ａ 江別市との連携事業 

事業計画にあるとおり3種類の業務を受託できた。 

ｂ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

参加した。 

ｃ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 
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事業計画にある内容をすべて実施できた。 

② 経常的な研究条件の整備 

調整は不十分である。                               

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究センター 

   これまでの活動成果を引き続き、継続、発展させる。 

 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 研究センター研究員による研究会の開催。2008年度に引き続きリスクマネジメント協会と

の連携を行ないつつ（講師の派遣など）「リスクマネジメントに関する研究会」を開催する。 

ｂ 他大学「地域研究センター」との共同研究・交流などを具体化する。 

ｃ 昨年度の実績（ア～エ）を踏まえ、一層の充実を図っていくこととする。特に、研究員に

よる研究会開催を重点目標として具体化を図っていくこととする。 

     ア) リスクマネジメント論演習科目の講師派遣等で、リスクマネジメント協会と連携。2008

年度に本大学院生（社会人）1名がリスクマネジメント協会認定の資格を取得した。2007

年度1名（社会人）と合わせ2名が地域で活動中。1月31日に札幌学院大学リスクマネ

ジメント研究会を発足し活動を開始した。 

     イ) 法政大学地域研究センターとの共同研究・交流として,「地域活性学会設立総会参加」

および内閣官房・内閣府後援「地域活性化システム論」（地域課題解決の場および研究の

推進）科目を2009 年 4月から新設（全国大学23番目）することとした。同大センター

との赤平市の共同調査、札幌市で発足の漫画研究等の交流を継続中。包括的連携協定の

準備段階である。 

     ウ) 本研究科修了生が中心となって運営しているNPO法人「マイライフサポートネットワー

ク」の活動支援体制を整え継続的サポートを実施している。 

     エ) センター専門員の研究体制を支援する環境整備に努めている。この中において、専門員

が研究に専念できることとなり、北海道大学大学院博士課程における学位取得に繋がった

と理解している。 

   (2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

大学院・地域社会マネジメント研究科と地域社会マネジメント研究センターは密接な表裏

一体の組織と位置づけている。（地域社会マネジメント研究科の附置研究センター）。地域社

会マネジメント研究科修了生は研究センターの研究員となっている。 

本センターの研究員制度については、過年度生に対する周知が不足している点を2008年度

において改善したところであり、一層の充実化を図っていくこととする。 

  ② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

札幌学院大学社会連携センター(札幌都心)内に研究センター事務所があり、都心の利便性は

大きい。知名度の高まりも感じるところであるので、拠点の特性を一層活用していきたい。（継

続） 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2009年度は特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（地域－赤平市等） 

(3) 研究上の成果の公表 




