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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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔総合教育センター〕 

  ①② 2011年度実施に向け、全学共通教育と総合教育センター改革について議論する中で、検討を

進めた。その為の懇談会を現在のところ6回開催している。 

  ③④ 継続的に検討を行っている。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

 〔全学教務委員会〕 

  ① 教学改革委員会と連携して、教養教育の改善・充実策（初年次教育・キャリア教育の改革を含

む）を全学的に検討する。全学共通科目等における、人権尊重等の本学の教育理念を具体化した

教育プログラムの充実を図る。 

  ② 教学改革委員会の審議の進捗状況をふまえながら、大規模講義の解消・完全少人数ゼミの拡充、

必修科目を軸とした教育ユニットの整備拡充を図る。 

〔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。そのために、

まず「科目のグレード」づけの基本視点の検討を開始する。 

  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。 



 

- 6 - 

  ④ 多様な外国語の履修を促すために、第二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 

 

【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、現状に最も適した開催のあり方を検討し、

改善する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

前年度の札幌東商業高等学校に加え、今年度は、江別高等学校と協定を締結した。当該高校の生

徒は、大学入学前に日商簿記検定2級の資格取得を目標とし、会計ファイナンス学科へ入学した際

には、より高度な能力を獲得できるよう連携の内容を工夫した。              

〔総合教育センター〕 

  ①② 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。今年度、FD センターが設置されることが決まり、来年度からは FD センターとの連

携も課題の一つとなる。                               

〔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。 

(2)2010 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、事前に「確認シート」を

参考に、不安を抱える学生に対するサポートに勤めた。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

  ① 全学共通教育改革との関連で、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。 

  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。 

  ③ 初年次教育のための統一した授業方法の導入を図る。 

 〔学生委員会〕 

   合宿オリエンテーションの総括を行い、次年度の開催のあり方を検討する。 
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（３） 教育職員養成課程 

 

【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。 

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。 
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(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。 

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔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) 「教職実践演習（中・高）」（教職科目）及び「教職実践演習（小）」（こども発達学科）を新

設し、課程認定を受けることができた。                      

   (3) 特別支援学校課程申請に伴う挨拶文を道内の特別支援学校に送付するとともに、人文学部人

間科学科教員（特別支援教育領域担当）の働きかけにより、特別支援学校との情報交換を積極

的に行った。                                  

   (4) 学校ボランティア委員会と連携により、札幌市教育委員会への学校ボランティアに教職課程

登録者を参加させることができた。また、北海道教育庁石狩教育局の取り組みである「学生支

援員」に教職課程登録者６名が参加、特別支援学校からのボランティア依頼にも多くの学生を

派遣することができた。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) ａ 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
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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。 

      ｂ 人間科学科選出の委員を１名加え、特別支援学校教諭一種免許状課程に関する体制を強

化することができた。 

   (2) 各学科のゼミ担当教員等の協力により、59 人の訪問指導を実施することができた（実習生

63 人のうち）。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、

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。また、適宜「教育

実習履修基準」に関する修学指導を行うことにより、単位不足による教育実習希望辞退者を最

小限に抑えることができた。                           

   (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。 

商業科及び英語科以外の教員も多く輩出しているが、現状では上記のようなOB教員組織は

なく、各学部が個別に情報交換会などを開催しているにとどまっている。今後はこども発達学

科から小学校教諭、人間科学科においては特別支援学校教諭を今後多く輩出することが期待さ

れるため、商業科および英語科をふくむ本学ＯＢ教員組織設立（組織の一本化）をすすめる必

要がある。                                   

   (3) 今年度より小学校での教育実習生（こども発達学科）も加わり、教職員も加えて総勢60名

での開催となり、教育実習生の意欲喚起につながった。次年度は「教員採用試験合格者を囲む

会（仮称）」などにより、２・３年次からの意欲喚起を促したい。           

   (4) ホワイトボードの設置や購入書籍の見直しなど物的な充実を図るとともに、教職課程委員、

こども発達学科教員、人間科学科特別支援教育領域担当教員による教職課程室での指導を積極

的に行った。室内のレイアウト変更などにより、自主学習の場としての機能をさらに充実して

いく必要がある。                                

  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８名に対し、中学「英語」の履修を許可した。なお、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ているが、今年度は免許取得を希望する英語英

米文学科生がいなかった。今後は特に英語英米文学科生への事前案内を一層強める必要がある。 

   (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。また、経営学部と社会情報学部の他学科履修制度を整え、両学科での複数免許取

得の機会を拡大することができた。 

英語英米文学科生が小学校の免許が取得できるよう履修制度を整えているが、今年度は免許

取得を希望する英語英米文学科生がいなかったため、今後は特に英語英米文学科生への事前案

内を一層強める必要がある                            

   (3) 現時点では問題なく行なっている。今後、人間科学科の新カリキュラムの学年進行および経

営学部の学年進行に伴い、さらに調整が必要である。                

  ⑤ 教育実習等の指導の充実 

   (1) 後期ガイダンスの実施や、パワーポイントを用いて視覚に訴えるガイダンスの実施など、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、教育実習履修基準判定の一次・二次の審査ごとに必要単位数と修得

単位のチェックを全員を対象に行ない、指導した。これにより、単位不足による教育実習希望
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辞退者を最小限に抑えることができた。                      

   (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。各学科のゼミ担当教員等の協力により、59人の訪問指導を実施することがで

きた（実習生63人のうち）。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、より有機的な入試・大学案内を展開することを次年度の課題としたい。  

  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) 一次合格者に対して、模擬個別面接、模擬集団面接、論文指導といった二次検査対策指導を

実施し、採用（特別支援学校小学部４名）に結びつけた。今年度は、一次の合格発表を待って

からの指導日程であったが、次年度は早期に指導を開始したい。           

   (3) 今年度卒業生については履歴書を取りまとめ、北海道教育委員会および札幌市教育委員会へ

の提出・依頼を行い、札幌市教育委員会については学内での説明会を開催した。また、今年度

より北海道内の各教育庁宛にも臨時教員希望者のリストを提出し、依頼を行った。   

  ⑦ 免許状更新講習 

   (1) 経営学部の協力により、８月７～９日の日程で選択領域（教科指導、生徒指導その他教育の

充実に関する事項）の免許状更新講習を３講座開設し、小学校・中学校・高校の教諭、延べ２

８名が受講し、受講者からの評価も好評であった。受講者数が多くなかったこともあり、全体

的にスムーズに実施することができた。 

なお、必修領域（教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向および学校の内

外における連携協力についての理解に関する事項）の講習については、札幌圏の四大学で構成

する「札幌圏教職課程コンソーシアム」で北星学園大学を会場として開講した。    

   (2) 2009年9月の政権交代で新政府からは免許状更新講習の廃止が提起されており、「教員免許

更新制」の制度の先行きが不透明なため、選択18時間については、次年度は講習規模を縮小し

て後期の時期に実施することとした。実施にあたっては、人文学部人間科学科教員（特別支援

教育領域担当）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

すすめた。 

必修12時間については、札幌圏教職課程コンソーシアムとして、2010年度は必修領域にか

かる更新講習を開設しないということで決定された。                

  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) 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た。

また、教員免許事務検討委員に樋田教務課人文学部係長を派遣し、教員免許事務検討委員会の

運営に貢献している。                              

 

【2010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) 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、高等学校「福祉」の再課程認

定申請を行う。 

   (3) 「教職実践演習」の導入に伴い、履修カルテの整備と効果的な利用体制について整備を進め
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る。 

   (4) 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。 

   (5) 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。 

   (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。 

ｃ 商業科および英語科をふくむ本学ＯＢ教員組織設立（組織の一本化）をすすめるため、本

年度は法学部・経済学部・人文学部出身の社会科系のＯＢ教員会を開催する。 

   (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) 高倍率の狭き門を突破した教員採用検査合格者の合格を祝い、労を労うとともに、合格者か

ら後輩など教員志望学生に対して教員採用検査受検に関する情報提供を行う場として、2,3,4

年生を対象とした「教員採用検査合格者を囲む会（仮称）」をこども発達学科と協力して実施

する。 

   (5) 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、室内のレイアウト変更や参考図書の整備等、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) 経営学部と社会情報学部と協力し、免許状の取得機会を広げる。 

ａ 経営学部の希望者が高校情報の免許状を取得できるような体制を整え、実行する。 

ｂ 社会情報学部の希望者が高校商業の免許状を取得できるような体制を整え、実行する。 

   (3) 複数免許取得について、ガイダンス等を通じて促す。 

   (4) 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。 
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  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) 人文学部人間科学科教員（特別支援教育領域担当）をメンバーとしたワーキンググループを

組織し、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をめぐる情報収集をすすめ、適切な対応を行う。 

  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。 

   (3) 今年度「札幌圏教職課程コンソーシアム」幹事校として、情報収集・情報交換に努める。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009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の募集は、キャリア支援課掲示板と情報ポータルか

ら情報提供を行った。                                 

 

【2010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て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） 
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Ａ 国内の大学等 

 

【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、

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

 ① 提供科目の削減という点では、若干ながら改善が図られた。しかしながら、一部の学部を除い

ては、「特色ある科目の提供」という観点での絞り込みが進んでおらず、この点については、なお

課題を残した。                                   

 ② 要点をまとめた資料を配布したほか、留学者による経験談の時間を増やし、実際に留学を行う

場面での問題点とそれへの対策等、『学生が知りたいこと』に視点を置いたガイダンスを行った。 

 

 

Ｂ 国外の大学等 

 

【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。 

(1) 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。 

(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。 

  (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) 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、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 

(1) 現地調査等を踏まえたプログラムの一層の充実。 

(2) 各学部の教育と結びついた新しいプログラムの検討。 
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(3) 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。 

 

【2009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) 2009 年度本学からの韓国(東亜大學校)への交換留学生は 2 名であった。そのうち 1 名は 2

月～3月に実施された「語学研修プログラム」にも参加し韓国語の修得に積極的であった。ま

た、2010 年度 4 月から本学へ留学予定であった東亜大學校の学生に対し、本学へ留学する際

の助言などを現地で行い、留学生の不安軽減に一役かっていた。 

   (2) KOREAN Summer Sessionの参加者は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。この企画は日本の他大学からも参加があることから多方面で刺激を受け、文

字通り日本と韓国の友好交流となったようである。 

   (3) 2009年度は東國大學校から2名、東亜大學校から5名、建國大学（2009年 12月に協定を締

結）から1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、法学部1名、人間科学

科2名、臨床心理学科1名であった。法学部と臨床心理学科に初めて留学生を迎え入れること

になり、今後も広くそれぞれの学部、学科に迎え入れることが出来るようにアピールしたいと

考える。 

留学生は、ボランティアにも積極的に参加し、札幌市教育委員会が主催した札幌市内の小学

校で韓国文化を伝える授業を1週間2時間ずつ行い、日本の小学生と交流を深めた。また、ス

ポーツの国際大会でも韓国ナショナルチームの公式通訳として活躍した。今後も、いろいろな

側面から「日本語を学ぶ機会、日本の文化に触れる機会」を提供したいと考えている。大学内

の生活でも日本語のレベルが高いことから、授業の理解度も高く試験でも優秀な成績を修めて

いる。本学学生への国際交流への興味関心を向ける意味でも大きな役割を担っている。 

② 半期留学、短期海外研修 

   (1) 2009 年度半期留学について、臨床心理学科の学生 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。これはここ数年検討課題とされている。

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。 

   (2) 短期海外研修参加者は減少傾向にある。カナダの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、それぞれ抜本的に見直しを行い、実現可能なものとそうでは

ないものをはっきりさせ、実現可能なものについては、早急に相手大学とその内容について検

討を行いたい。 

③ 半期留学制度および短期海外研修の実施・充実 

    毎年、交流校（2009年度は韓国、中国）の現地調査やプログラムの検討を行ってきている。国

際交流企画として前年度に引き続きタイ・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が異国の歴史や文化・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。                

 

【2010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 
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    現在本学は、韓国の東國大學校(ソウル)、建國大學校(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。 

   (1) 2010 年度の本学からの交換留学生の希望者 1 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。 

   (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。 

   (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) 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、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2011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 

   (1) 現地調査等を踏まえたプログラムの一層の充実。(実現可能な大学を選定し調査を実施す

る。) 

   (2) 各学部の教育と結びついた新しいプログラムの検討。・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。 

   (3) 韓国への半期留学を促進するために「留学のための韓国語」等の科目を設置することを検討

する。 

 

 

（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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

   専任教員の授業担当コマ数の4コマから5コマへの変更について、条件付で確認された。１，２

年後には、5コマ原則として実施する。                          

 

 

２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
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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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔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。 

 

【2010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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔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。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔総合教育センター〕 

  ① これまでの授業達成度調査を再検討し、新たな授業達成度調査の方法について検討する。 

  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 
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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 

 

【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〕 

  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、学部教員による履修指導に生かす。 

  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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

  ① 英語については、全授業分の出席状況を把握し、この情報を各学部に提供することにより、必

要な履修指導を行った。しかし、この取り組みが必ずしも出席の回復には繋がっておらず、調査

結果の効果的な活用という点では課題を残した。                    

  ② 前年度は、試験的に実施した取り組みであったが、今年度は、学部毎に会場を設定し、当該学

部の教育目標やカリキュラムの特色等、入学後のガイダンスに繋げることを念頭に相談態勢の強

化を図った。                                    

〔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 欠席しがちな学生の情報を集約し、教務課と連携して呼びかけを実施した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

 〔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 

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 

 

【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。 
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【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

   障がいのある学生については、履修状況を把握し、当該学生の状況に適した対応を関係の教員に

要請した。また、希望に応じて試験時間の延長或いは個別教室での試験を実施した。ただし、ここ

ろの問題を抱えた学生の把握と、それへの対応という点では課題を残した。         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

 〔全学教務委員会〕 

   障がい学生支援会議を通じて障がいを有する学生の情報を的確に把握し、当該学生の状況に配慮

した学習支援を行う。 

 

 

Ｂ 職業観教育 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔就職委員会〕 

就職ガイダンスとエクステンションセンターガイダンスで公務員・金融・不動産・旅行・情報処

理業界などの志望者に対して、各種講座の受講と資格取得を推奨したが、受講者の増には繋がらな

かった。                                       

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔就職委員会〕 

  ① 新入生から「コンピテンシー診断検査」を実施して大学生活への動機付けと職業観の醸成を図

る。 

  ② 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）」の履修を推進し、低学年

からの職業観の醸成を図る。 

  ③ エクステンションセンターと連携して卒業後の進路・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 

 

【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。 
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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、チームとして最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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔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 ＜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」

を利用した授業科目数は23、利用学生数は1,716名（のべ人数）であった。また、履修ガイダン

ス（4コース）や入学前学習（4コース）での利用もあった。 

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、情報基

礎科目の学習支援や入学前学習で利用するeラーニング教材作成補助、授業で使用する教材への

字幕挿入などをサービスメニューとして確立した。 

2008年度に引き続き、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支援した。また、授業中に学生が携帯電話から自由に発言を行

い、これが即時にプロジェクタに表示されるシステムのプロトタイプを制作し、運営委員会及び

FDフォーラムで報告した。                              

  ② ＜前進面＞ 

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。2009年度は、この体制のもとで試行的な取組を展開し、複数の支援モデ

ルを確立してメニュー化した。また、FDセンターと協力し、FDフォーラムにて話題提供や事例紹

介を行った。 

＜問題点＞ 

取組の成果を客観的に点検、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 ＜前進面＞ 

以下に示すような教育・学習支援の取組を展開した。活動にあたっては、業務の分析、知識や

技能の蓄積と継承、成果物の改善を継続することを基本とし、マニュアル作成や定期的なミーテ

ィング、グループウエアの活用を通じて経験や情報の共有化と活用を進めた。 

その結果、サポートスタッフの問題解決能力やチームで働く力の向上が認められた。なお、取
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組の成果を学生スタッフたち自身にまとめさせ、PCカンファレンス北海道（2009年 11月 7日開

催）において学生自らが発表した。テーマとして教職員と学生の“協働”や“利用者本位のサー

ビス”を掲げ、ナレッジの共有や授業改善へのフィードバック、利用者視点からの自己点検など、

戦略的な教育学習支援サービスの実践を紹介した。 

・情報基礎科目を履修する約120名の学生に学習方法のヒントを与え、自学自習へと導いた。こ

の対応と支援の内容をデータベース化し、これを分析して“つまずき”の傾向や特徴を担当教

員へフィードバックした。その結果、課題提出率の向上といった教育効果を上げた。 

・昨年度に引き続き、聴覚障がい学生支援としてバリアフリー委員会と連携しながら映像教材へ

の字幕挿入プロジェクトを展開した。この取り組みを学外で開催されたシンポジウム等で報告

し、自己評価・点検につなげた。 

・多様な取組の中で蓄積したプロジェクト遂行のためのノウハウを活用し、学習支援室と連携し

た入学前SNSの推進、その実現のためのマルチメディアコンテンツの制作、ホームページの制

作などに関与した。 

 

【2010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と評価 

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、これを客観

的に評価し、改善する取組を継続する。この取組の中から具体的な支援モデルを複数確立してメ

ニュー化する。 

具体的には、携帯電話を利用した双方向型授業へ向けた試行（「電子メールによる『質問書』

の提出とフィードバック」ならびに「教室内でのリアルタイム・コメント表示システム」）につ

いて、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。 

一方、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、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。 

  ② オープンソースコミュニティの利用と参加 

例えば「moodle」や「OpenPNE」、「CentOS」など、オープンソースを利用したサービスを展開

する上でインターネット上のユーザコミュニティに参加し、情報収集や情報交換を行うことが有

用である。その際、「収集した情報の信憑性や適用にあたっての有効性、危険性」、「情報を発信

する際の情報公開の範囲」など、安全かつ有効なコミュニティ利用のための適切な行動基準を具

体化する必要がある。 

そこで、コミュニティへの周辺的な参加からスタートし、組織的な行動基準を策定するにあた

って検討すべき課題を明らかにする。 

  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。 

各スタッフの個性や優れた特性を活かし、チームとして最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。また、学外のシンポジウムやフ

ォーラムに学生を派遣し、教育支援活動の実績発表と参加者とのディスカッションを通じてスタ

ッフのスキルと意識の向上を図る。 
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Ｄ シラバスの作成 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

 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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

  授業シラバス等を明示し、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については、完全ではないが、各学部で築かれつつあり、完成に向け

て検討が進められる。                                 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

 〔全学教務委員会〕 

   学生特に新入生が「見て分かりやすい」を目標として、現行の履修要項の内容・体裁について検

討を行う。 

 

 

Ｅ 学生による授業評価 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔全学教務委員会〕 

調査方法を紙媒体によるアンケートに変更し、用紙の配布、記入及び回収を授業内で行ったため、

配布した学生については、ほぼ全員分を回収しており、それまでの電子媒体方式に比して大幅な改

善となった。                                     

〔総合教育センター〕 

   今年度は全く取り組めなかった。 

 

【2010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前期・後期の実施を目指す。無気力回答を防止するため質問項目を整理す

る。また、教員へのフィードバックについて工夫を図る。 

 〔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。 
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Ｆ ＦＤ活動の組織的取り組み 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

  ① これと同じ機能を果たす組織を設置し、その名称をＦＤセンターとした。ＦＤセンター規程も

整備し、2010年度から本格的に活動できる体制を整えた。このセンターは、2010年度以降、学習

支援室とも協働し、日常的なＦＤ活動（DP、CP、APの相互関連）の検証・評価業務を担い、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・教育方法の改革に取り組むこ

とになる。教員の教育力のアップに繋がることが期待される。              

  ② ＦＤ活動は、ＦＤセンターを中心に進められる予定であったが、2010年度の課題として残され

た。                                        

〔大学事業計画〕 

   学習支援室を中心に各組織において一定の検討は行われたが、協働して具体的解決策を提示する

に至らなかった。FDに関しては、FDセンターの設置が実現し、組織的な教育改善を推進するための

基盤を確立することができた。                             

〔全学教務委員会〕 

  ① 懸案事項であった『ＦＤセンター』については、2009 年 12 月に設置され、ＦＤの推進に向け

て体制の整備が図られた。しかしながら、教養教育の改善・充実に関しては、全学的な討論の場

を設定し、数回に亘って議論を重ねたものの、一定の結論を得るには到らなかった。    

  ② 北海道地区 FＤ・ＳＤ協議会が 2009 年 10 月８日に道内 53 校（高専含む。）で発足し、本学は

これに加盟すると共に幹事校になった。                        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会〕 

   積極的かつ有効にFD活動を進めることができるように支援する。この活動によって教員の教育力

の一層の向上を目指す。 

〔大学事業計画〕 

  ① 全学教務委員会、各学部教務委員会、学習支援室、ＦＤセンターの協働により、初年次教育、
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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。 

  ② ＦＤセンターを中心に、全学ならびに学部学科・大学院のＦＤを活性化させる。 

 〔全学教務委員会〕 

   ＦＤセンターの発足を受け、ＦＤ委員会との連携を図る。ＦＤ活動報告書の提供を求め、各学部

のディプロマポリシー・カリキュラムポリシーに応じたＦＤのあり方を検討する。 

 〔ＦＤセンター〕 

  ① ＦＤ委員会を必要に応じて適宜開催する。 

  ② 授業を数量的、客観的に評価する方法について研究を進める。 

  ③ 授業評価結果を分析し、問題点を明示的にし、全学に改善策を提起する。 

  ④ 新任教員研修を実施する。 

  ⑤ 他大学等の先進事例を調査し、本学に適用可能な方策について検討する。 

  ⑥ 研究会（授業評価の高い教員を講師にした授業改善研修他）を開催する。 

  ⑦ 各学部学科に対して、ＦＤ委員会名で公開できるＦＤ活動を公開し、他学部他学科の教員の参

加を認めるよう要請する。 

  ⑧ ＦＤの年次報告書を作成する。 

  ⑨ 北海道地区ＦＤ・ＳＤ推進協議会に参加する。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009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。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

 〔総合教育センター〕 

   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。 

 

 

（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 

 

【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
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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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】  

〔理事会〕 

  学習支援室に特命課長を配置してから2年目になるが、学生の支援室利用頻度は低くないが、し

かし、それが休学・退学・除籍者の削減に結びついたとは結論付けられない。その増加を抑え半減

させるという目標を進めることの困難を実感させられた。この方向での努力は、学生にもさらに大

学経営にも必要である。その目標を実効あるものにするためには、学習支援室と、教員及び既存の

各課との連携が必要であると実感した。学習支援室と既存の各学部・各課の連携・協働が必須であ

り、この連携体制をどう築くかは、2010年度以降の課題となった。             

〔大学事業計画〕 

  ① 発足2年目となった学習支援室の利用学生数は約14,400名と前年度を大きく上回り、学生の認

知度も高まっていると判断できるが、それが短期的に学籍異動者減へ直接結びつくものとなって

いるかについては検証できない状況にある。学習支援室と教員、学生支援関係課、学生相談室と

の有効な連携・協働システムの構築が継続課題となった。その他、新たに推薦・ＡＯによる入学

予定者を対象にキャンパスSNSを立ち上げ、入学前の不安等に対応する試みを行った。   

  ② それぞれの組織での取り組みに一定の前進はあったが、全組織が連携して見通しを持って進め

ることができなかった。                               

〔全学教務委員会〕 

 学習支援室の協力を得て、欠席の多い学生の情報提供を受け、教務窓口での指導に活用した。し

かしながら、日常的に情報交換を行う態勢にはなっておらず、連携のあり方については、課題を残

した。                                        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔大学事業計画〕 

  ① 学習支援室の機能を充実させ、本学学生や大学院生の有効活用を図る。 

  ② 休退学除籍5年間半減計画3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〕 

  ① 授業期間開始直後のガイダンスないし授業の欠席者に対する呼びかけ等、早期の修学指導を徹

底する。 

  ② 休退学の削減に向けて引き続き学習支援室との連携を図る。既往の実態調査の検討結果を教学

改革委員会の審議に反映させる。 

 

 

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 

 

【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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 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

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。 
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    (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 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。 

④ 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 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔理事会〕 

  国際貢献に関する基本的な方針の作成は 2010 年度に持ち越されたが、モンゴル科学アカデミー

考古学研究所との協定、建國大学校との国際交流協定など海外の大学や研究機関との国際交流は進

められました。                                    

〔大学事業計画〕 

   ゼミナール等海外研修制度の見直しにより、同制度利用学生は前年度より 30 名の増加となっ

た。国際交流委員会の企画により異文化交流プログラム（2010 年 2 月～３月，タイ）を実施し

た。東國大學校（韓国,ソウル市）側の意向による短期学生交流プログラム中止に代わるものと

して、2009 年 12月に建國大學校（韓国,ソウル市）と新たに協定を締結し、2010 年度に同大學

校と短期プログラムを実施する運びとなった。韓国の大学を対象に2009 年 7月、日本語教育・

文化プログラムを実施し、好評を得ることができた。 

   短期海外研修参加者が減少傾向にあることを踏まえ、サイモンフレーザー大学（カナダ）、中国人

民大学、モナッシュ大学（オーストラリア）など現在の研修プログラムの抜本的な見直しや、集美

大学（中国）との研修プログラムの検討等については次年度の課題となった。        

〔国際交流委員会〕 

① 国際交流の基本に関する事項 

(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） 

・ゼミナール等海外研修制度の応募に対し、昨年度より学部、学科の国際交流に対応できるよ

うにした。2009年度は11グループ91名の学生が参加した。これは前年度に比較し、約30名
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の参加学生が増加した。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。この

企画には15名の学生が参加した。                         

   ・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％ 名）とい

う目的に対し、2009年度の海外体験率は2.9%であった。2008年度からは0.5ポイント上がっ

ているが、目標(5%)の 6割程度に留まった。半期留学および短期海外研修の人数が低迷してい

るのが要因であると考える。2008 年度以降、中国の研修については人民大学側の事情により

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

最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とが要因である。2009 年度

は中国に関しては南京師範大学と協定を結ぶことを予定しており、中国の研修は早い段階で再

開したいと考えている。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、学生の立場から参加しやすい海外研修プログラム（費用面、実施時期）の再構

築、単位認定に伴うカリキュラム（学部、全学共通）が必要と考える。         

 (2) キャンパスの国際交流企画の実施と広報 

交流校の東國大學校より金英敏氏を迎え英語英米文学科の専門科目「イギリス社会研究」を

夏期集中講義で実施した。12 月には札幌韓国教育の鄭萬鎰（ﾁｮﾝ ﾏﾝｲﾙ）氏を迎え「韓国教育

の現在と未来について」というテーマで異文化交流会を実施した。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。 

ホームページも大学のホームページから簡単に見られるように更新し、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。次年度は更にタイムリーに更

新することを目標としたい。                           

  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 

2009 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は韓国の大学評価のポ

イントにならないことから東國大學校の意向により中止となった。これに代わるものとして同

じソウル市内にある建國大學校と新たに 2009 年 12 月に協定を結んだ。2010 年は建國大學校

との短期プログラム（受入れ、派遣）を実施する予定でいる。 

東亜大學校は本学からの派遣7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20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

を形成する要因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。私生活においても、夏休みや冬休みを利用しお互

いの家に泊まったりし交流を深め、家族ぐるみの付き合いにも発展しているケースもある。 

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認識してい

る。                                      

   (2) 正課授業・ゼミナール等海外研究にかかわる事業 

ａ 正課授業・ゼミナール等海外研修は 2004 年から実施し、6 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、2009 年度は国際交流企画を

含めて90名以上の実績を残した。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
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のと認識している。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。 

ｂ 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 名の学生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」「楽しすぎた」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 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学生対象の中国語学研修の募集があり人間科学

科の学生が1名選抜され参加することとなった。また、共催事業として札幌韓国教育院の院長

を迎えて異文化交流会を実施し、約170名（学生150名、一般20名）が出席した。 

   (2) ホームページを、国際交流の企画毎に紹介するようにし、その内容が広く伝わるように発信

した。次年度は構成等を工夫し更に伝わりやすいホームページを目指していく。 

  ④ 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 

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こともあった。2009 年度はガ

イドライン（案）を策定したので2010 年度前期中に確定させる方針である。これにより、定

期的な交流内容、将来的な交流が基準化され、交流内容がこれまでより明確になることを期待

している。 

 これまでは国際交流センター長は大学協議会構成員ではなかったため、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ったが

副学長が国際交流担当になり、やや解消されたが大学としての国際交流（留学生政策、協定校

との交流内容）の方向性や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 

韓国の大学を対象に2009年 7月に日本語教育･文化プログラムを実施した。 

韓国国内はインターネットが発達しているが、そのネット上でも本プログラムが取り上げら

れ大変好評であったようである。また、2010 年度の広報活動も 2009 年 12 月に韓国内で行っ

たが非常に評価の高いものであった。特に韓国では人気のある北海道にある大学であることを

更にアピールすることにより、参加する学生を多く集められることを実感した。また、プログ

ラム期間中の週末に実施しているフィールドトリップは参加する学生には、かなりの魅力であ

ったことが今年度のアンケート結果にも記されていた。韓国の大学からは冬の開講を望む声も

多くあり夏の開講の様子をみて冬の開講を決断する予定である。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。                 

   (3) その他 

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面でやや負担が大きい。                   

 

【2010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、国際教育の活動を中心に、本学国際交流・国際教

育の推進を図る。 
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 〔全学教務委員会〕 

  ① 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。 

  ② 教職課程に関わる大学間協力について、近隣大学を中心に検討会議を開催する。 

〔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5名、交換留学生8名で全学生の0.31%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。 

（英語圏の大学からの参加を得られるように広報活動を行う） 

(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。 

ｃ ボランティア活動を留学生に広く紹介し、積極的に参加できるようにする。 

  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年度を最

後に実施が難しい状況になったことを踏まえ、本年度は建國大学校と初めての交流事業を行う

予定である。 

また、東亜大学校とは6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 

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 
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ａ 正課授業およびゼミナール等海外研修は2010年度で7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 2010 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 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。 

  ④ その他 2010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 

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・文化プログラムの実施（冬開催も視野に入れる） 

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 

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 

 


