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５．社会情報学部 

 

１ 学部・学科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【目  的】 

社会情報学部社会情報学科は、社会情報現象の現代的諸問題を対象として、実践的学習を通じて

培った広い視野と洞察力に基づいて情報収集と分析を行い、情報技術を用いた問題解決の方法をデ

ザインし、それを現実社会に応用していく能力を開発・育成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．自ら問題を発見し解決に向けて目標設定できる教養と専門知識を修得する。 

２．情報を収集・分析し、適切に加工・発信する力を育成する。  

３．情報システムを設計・構築する情報処理の知識と技術を身につける。 

４．広い視野から体系的・創造的な問題解決を図り、結果を自ら客観的に評価する姿勢を涵養する。 

 

 

２ 教育内容等 

 

（１） 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 専門ゼミナール」の配属方法を見直し、新たな配属方式を実施する。 

② 「専門ゼミナール」の枠組の中で、プロジェクト型の運営方法を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 新たな方法による「専門ゼミナール」の配属を行った。特段の問題点はなく、スムーズに配属

作業を完了した。 

  ② プロジェクト型の運営方法を検討するまでにはいたらなかった。むしろ、「専門ゼミナール」の

履修期間中に、履修学生による発表会を開催することについて、検討を開始した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 前年度に見直した「専門ゼミナール」の新配属方法の運用状況を注視し、問題点があれば改善

策を検討する。 

  ② 新たに3年次の「専門ゼミナール」での研究成果を発表する場を設けたため、その確実な実施

を図り、問題点があれば実施形態について見直しをはかる。 
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（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】 

① 推薦入試合格者に対して行う入学前学習を継続する。同様に、AO 入試合格者の入学前学習も

継続する。 

② 「基礎ゼミナールI・II」に関する検討を継続する。 

③ 1 年次学生の論述作文・外国語・学部必修科目の出欠状況の把握を継続し、学生の修学指導に

活用する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 入学前学習についてその内容を見直した。情報科学・社会学についての基礎問題を必修とし、

指定図書についてのレポートまたはホームページ作成を選択課題とした。必修課題では、Web 上

の自動採点システムを導入した。 

  ② 「基礎ゼミナールI・II」について、年度末の3月に意見交換会を実施した。 

  ③ 修学指導体制を見直し、論作・外国語・学部必修科目・基礎ゼミの出欠状況を集約し、担任以

外の教員も修学指導に参加する仕組みづくりの検討を開始した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 推薦入試合格者向けの事前学習の内容や形態を刷新したので、実施初年度の問題点を洗い出し、

改善を行う。AO入試合格者の事前学習も引き続き実施する。 

  ② 「基礎ゼミナール」担当教員による意見交換会の結果も踏まえて、「基礎ゼミナールI・II」の

内容について引き続き検討する。 

 

 

（３） 資格取得のためのプログラム・支援措置 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

e-learningによる自学自習（情報処理基礎・同演習、コンピュータアーキテクチャ、情報通信ネ

ットワーク論）の推進と、サポート体制の充実を図る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   e-learningによる自学自習システムを入学前学習にまで拡充した。また、学生に対する情報処理

技術者試験のための学習支援をWebを用いて行う体制を検討し、次年度前期中に本格稼働すること

を検討している。                                   

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 学部学生に資格取得の重要性を周知する。 

  ② 学生に対して資格取得に対する動機付けを行う方法を検討する。 

  ③ 学習方法の指導、資格取得の取り組み方の例示を行う体制を構築する。 

  ④ 資格取得支援のための学部独自のWebサイトを開設し、情報提供と同時に、個々の学生の学習
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状況を教職員が把握できる手段を構築し、そのデータを基に適切な指導や助言が出来る体制を整

える。 

 

 

（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】 

① インターンシップ先企業との連携、インターンシップ終了後の報告会の実施などについて検討

する。 

② インターンシップ終了後、報告書のWeb掲載を継続する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 今年度も一定程度のインターンシップ参加者がおり、報告集の提出を義務付けた。しかし、

報告集のWeb掲載、企業との連携、報告会の実施については検討・実現には至らなかった。次年

度以降の検討事項としたい。                             

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   下記事項について取り組み、就労体験の有用性について指導する。 

  ① インターンシップ募集企業の学部内広報と学生募集の推進。 

  ② インターンシップ終了後の報告会の実施。 

  ③ 報告書等のインターンシップ活動記録の学部HPへの掲載。 

 

 

（５） 授業形態と単位の関係 
必須 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

 

（６） 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） 

 

 

（７） 開設科目における専任・兼任比率 
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 

 

 

（８） 生涯学習 

 

 

３ 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 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 講義形式の授業において、学生の反応を積極的に受け取りフィードバックする仕組みを実施し、

対話型講義の可能性と問題点を明らかにする。 

② 学生による授業評価アンケートを活用し、授業改善に役立てる。 

③ 卒業論文発表会を開催し、研究報告を積極的に奨励する。 

④ 入学経路、修学状況、進路状況という一連のプロセスをトータルに把握して、教育方法の改善

に役立てるよう検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① いくつかの科目で対話型の双方向授業を実践している。授業のレスポンスシートを学生が携帯

電話・パソコンを用いて提出する試みも行われ、FD研修会で成果報告を行った。 

  ② 全学的に行われた授業評価アンケートの結果を担当教員に配布し、授業改善に資するように促

した。 

  ③ 卒論発表会を開催した。さらに、「専門ゼミナール」の枠組を使って発表会を開催することを検

討し始めている。 

  ④ 入学経路と修学状況については、ある程度の関連性を持たせて検討を始めている。今後、進路

状況・キャリア支援と連動させていく予定である。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 対話型講義の発展に向けた取り組みをさらに進め、具体的な成果を上げる。 

  ② 学生による授業評価アンケートの結果を引き続き活用して、授業改善を図る。 

  ③ 4年次の卒業論文発表会、3年次の専門ゼミナール研究発表会を実施し、研究報告の発表実践を

促進する。 

  ④ 1 年次から資格取得に向けた情報を提供し、また行動を促すことで、キャリア形成を教務サイ

ドからも積極的に支援する。 

 

 

（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】 

多人数の授業に適応することが難しい学生に対して、当該学生が履修している科目の担当者と相

談し、履修可能な環境を整備する仕組みを実現する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

まず、学部専任教員の担当科目の中で、どの科目が在宅学習および指導が可能なのかをチェック

し、そのリストを学生に提示して、学生が受講可能な科目を選んでもらうという手続きを検討して

いる。該当する学生が出現し次第、実行に移すことができる状況にある。          

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 資格取得に繋がる科目を積極的に学生に紹介し、学習意欲を高める取り組みを行う。 

  ② 成績優秀者への表彰などによる学業奨励制度を再検討する。 
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（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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 1、2年次学生と担任教員とが個別に面談し、修学状況の把握とアドバイスを行う。 

② 上記面談結果の概要を学部で共有し､組織的な修学指導の素材とする 

③ 1年次学生の修学状況を保護者に連絡し、早期修学指導に関して保護者との連携を図る。 

④ 復学学生に対する学部長面談を実施し、修学への不安を軽減する。 

⑤ 「はぐくみ」の積極的な活用方法の検討を行う。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 1，2年次学生との個別面談を実施した。 

  ② 面談概要を学部で共有し、組織的な修学指導のリソースとして用いている。 

  ③ 修学状況が思わしくない学生に対しては、保護者に連絡をし、保護者懇談会への参加を促し、

また学生の状況について認識を共有するように務めている。 

  ④ 復学学生との学部長面談を実施し、復学後の修学を励ましている。 

  ⑤ 修学指導方法の改善を行い、「はぐくみ」の積極的活用をもたらす検討を開始している。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 1，2年次学生には、前期に個別面談を行い学生の状況把握に努めるとともに、学生の状況を考

慮した助言を行う。 

  ② 上記面談をとおして、推薦入学者の事前学習の状況把握や資格取得の促進も図る。 

  ③ 副担任の枠を拡大し、教員の職掌も活かすかたちで実質的なオフィスアワーの拡大を図る。 

  ④ 休学からの復学学生への学部長面談を実施し、修学の再開にあたって激励を行う。 

  ⑤ 履修状況のよくない学生の保護者には、保護者面談への参加を依頼し、保護者と大学の連携を

図る。 

 

 

（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

( )）およびそ 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 授業に必ずしも適応していない学生への配慮、障がい学生への対応等を通して、個別学生のニ

ーズに迅速・的確に対応することができる仕組みづくりを検討する。 

② 障がい学生支援、TA・SAを活用した授業などについて、学部として状況を共有し、問題点を検

討する仕組みを作る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 修学指導方法の改善を検討し始めた。 
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  ② 障がい学生支援の一環として、次年度の合宿オリエンテーションにおいて、在学中の聴覚障が

い学生が新入生に対して講話を行うこととした。TA・SAの活用に関して、予算措置との関連もあ

り、教授会でも検討を行った。次年度にむけて、TA・SAの必要性を学部外に積極的に主張する必

要が生じると思われる。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 資格取得に繋がる科目についてはシラバスに明記し、履修選択の段階で資格を意識できるよう

にする。 

  ② 初年次の学生生活指導の面でも重要な「基礎ゼミナール」については引き続き担当者による意

見交換会を実施する。 

  ③ 教育上の創意工夫などの取り組みは、学部教員で共有を図り、学部全体での教育改善に繋げる。 

 

 

（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】 

① 少人数授業の工夫およびwebベースの教育方法の活用については、前年度までの形態を検討し、

改善および活用の積極的な推進をはかる。 

② 電子計算機センター、パソコンサポートデスクとの連携をより強化し、情報を共有して携帯パ

ソコンやネットワークを活用した教育をより円滑に行えるようにする。 

③ 学生がパソコンを安全かつ効果的に利用するために、パソコン活用の動機付け、意識の向上と

技術の獲得を促す。 

④ コンピュータの操作の習得が遅れている学生の支援体制をサポートデスクと連携して構築する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 少人数教育については、達成されていない。教員の数が減少しつつある中での少人数教育が難

しくなっている。web ベースの教育方法の活用については、いくつかの授業科目において実施さ

れている。さらなる活用を促進したい。                        

  ② パソコンサポートデスク、学部指定機種のメーカ、生協、教員による学部独自の連携体制の中

で、機種配布前の準備・運用・故障の対応などが円滑に行えるようになった。 

  ③ 新入生のノートパソコンに最新かつ安定した設定を行うため、新OSや新バージョンのアプリケ

ーションの導入に関する系統的な検証方法を確立する必要性がある。 

  ④ 学生に対するパソコン活用の動機付けのための情報発信を今後より充実させる必要がある。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 少人数授業の工夫およびwebベースの教育方法の活用については、前年度までの形態を検討し、

さらなる改善をはかる。 

  ② SA・TAの活用のあり方については、現状と改善案について担当教員などの意見に基づいて検討

する。教員との役割分担のあり方も含めてより効果的な形を模索したい。 

  ③ Windows Vistaや Windows 7などの異なるOSのバージョンが混在する状況で円滑に講義運営が

可能な体制を構築するための調査と計画作成を行う。 
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  ④ 電子計算機センター、パソコンサポートデスクと連携し、情報を共有して携帯パソコンやネッ

トワークを活用した教育をより円滑に行える体制を充実させる。 

  ⑤ コンピュータ操作の未習熟からおこる学習の遅れが懸念される学生を早期に特定し、サポート

デスク主催の講習会に誘導したり、サポートを上手く活動できるように指導したりするなどの体

制を構築する。 

  ⑥ 学生がパソコンを安全かつ効果的に利用するために、パソコン活用の動機付け、意識の向上と

技術の獲得を促す。 

 

 

（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 
任意 編入学生および転科・転部学生の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 出欠状況の把握と個人面談を通して、早期の問題発見を試みる。 

② 休学者・修学指導対象学生の保護者に、保護者懇談会への出席依頼を学部独自で送付し、保護

者との情報交換による連携を図る。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 予定した対応は全てとっているが、休退学者の数と割合を減らすまでにはいたっていない。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 初年時については、論述作文・外国語・学部必修科目の出欠状況を週ごとに把握し、機動的な

修学指導を実施する。 

  ② 担任、副担任、事務局（教務課、学習支援室）が把握した学生の状況を学生指導の支援システ

ム（「はぐくみ」）をとおして共有することで、学生の状況に合わせた対応を複数の担当者が連動

して行うことが出来るようにする。 

  ③ 学業に具体的な目標を持たせることで、大学での学習に意義を感じやすくするよう働きかける。 

 

 

４ 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】 

海外研修奨励金制度の積極的活用に向けて、提携先、実施内容の調査を行う（単位認定行わず）。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   今年度からゼミナール海外研修を実施し、学部としては２名の教員の引率により、合計で11名の

学生にシンガポールでの海外体験を行わせた。今回は海外における異文化体験が中心であったが、

帰国後のゼミでの取り組みの様子などから、個々の学生にとって得るものは大きかったと考える。

また、今回の海外研修実施は、当学部学生の行動力・適応能力を知る機会となった。次年度の候補

地選定の参考とするため、シンガポール以外の研修先についても、現地調査を実施した。大学訪問

などを含め、現地の人々との交流については、今後の課題としたい。            
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【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 2010年度より、青山学院大学社会情報学部増永良文教授を研究代表者とする科学研究費・基盤

研究（B）「学際的学問分野のBOK策定を事例とした知の創成と検証支援システムの研究・開発」

がスタートすることとなり、本学からも3名の教員が研究分担者として加わっている。この研究

は3年計画であるが、今年度は札幌で全体会議を開催する予定である。 

  ② 海外研修奨励金制度を積極的に活用して学生に海外体験を行わせ、異文化への関心と理解を深

めさせる。並行して、訪問先での人的交流の機会を探る（単位認定行わず）。 

 

 

５ 学生の受け入れ 

 

（１） 入学者受け入れ方針 
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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

推薦入試の志望動機と新入生アンケート調査の分析を引き続き行い、学生の関心を集約する。そ

して、その動向とアドミッションポリシーとの整合性を検討する。加えて、一般・センター入試の

成績と入学後の修学状況との関係を調査し、本学部の教育への適合性という観点からの入試選抜基

準の検討を進める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   学生の志望動機の調査から、コンピュータの活用方法を身につけたいという動機を共通項として、

専門的な情報技術を身につけたいという希望から、メディアに関する関心まで幅広く分布している

ことが分かった。これは、現在のアドミッションポリシーとは矛盾しないが、現有スタッフがカバ

ーできる範囲を精査した上で、この幅広い範囲を維持するのか、それとももう少し重点領域を絞る

かは、今後検討する必要がある。一方、一般・センター入試の得点率と、入学後の単位取得状況の

相関については、分析の結果、入試得点率が30％前半未満の学生に、単位取得が困難になる傾向が

見えて来た。しかし、これは直近2年度のみの入学生データによるもので、まだサンプル数が少な

いため、入試選抜の基準として用いるためには、引き続き、分析を続ける必要がある。    

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 前年度に引き続き、推薦入試の志望動機と新入生アンケート調査の分析を行い、学生の関心を

集約する。このデータをもとに、学部のアドミッション・ポリシーを適宜見直す。 

  ② 一般・センター入試の成績と入学後の修学状況との関係を調査し、本学部の教育への適合性と

いう観点から、引き続き入試選抜基準の検討を継続する。 

 

 

（２） 入学者選抜における高・大の連携 
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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

協力校教員との情報交換や高校生向け体験学習の方法のさらなる工夫により、情報教育に関する
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高大接続の実質化を図る。 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   今年度のサマースクール(体験学習)では｢FLASH を使ってアニメーション作成｣をテーマとして実

施し、高大連携の協力校である拓北高校から10名の参加者(昨年度は5名)を得ることが出来、実施

後のアンケート結果から参加者の満足度は高かったと推測する。 

11 月に本学で実施された PC カンファレンスの企画｢高校生によるプレゼンでは｣協力校から２組

の参加者を得ることが出来、大学・高校教員などからなる会場の参加者からの評判も高かった。プ

レゼンを行う生徒以外の生徒達も本学を訪問し、本学の様子を知る機会となった。後日、拓北高校

を会場とした進学相談会では、本学ブースにPCカンファレンス参加者を中心に生徒達が相談に集ま

ったことが報告された。高等学校長への表敬訪問時には｢生徒達のためになる高大連携であれば是非

継続してほしい｣とのコメントが寄せられた。次年度についても同様の活動を継続することで協力校

の校長・担当者の合意を得た。連携の幅を広げるために、サマースクールの実施に際しては、拓北

高校以外の協力校からの参加者を得ることが出来るような工夫が必要である。        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   協力校のなかで連携実績のある拓北高校教員との情報交換や、高校生向け体験学習の内容充実を

図り、情報教育に関する高大接続のさらなる実質化を図る。また、連携の環を広げるために、他の

協力校との交流を深める方策を検討し実施する。 

 

 

（３） 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 

 

 

（４） 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

全学的に一般・センター入試の志願者増が見込めない状況を考え、推薦入試およびAO入試での志

願者確保に注力する。特に募集時期が早いAO入試は、全体の入試動向の指標となるので、昨年に引

き続き学部独自のパンフレットを作成・配布することで、“育てる入試”という学科が掲げている特

色の周知に努める。また、学部HPを通じて学部の教育研究活動を継続的に発信すると共に、オープ

ンキャンパス、入試相談会、そして高校巡回などの一連の広報活動で得られた情報（問い合わせ内

容や高校側の関心など）を即時に学部HPに反映させるなどして、広報活動を有機的に連携させるよ

う努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   昨年に引き続き、AO入試に関する学部独自のパンフレットを制作し、制度の周知に努めた。その

結果、制度に関しては浸透してきたようである。しかし、“育てる入試”の特徴を伝えるためには、

他大学の競合学部および本学の他学科と比べてどのような違い（特徴）があるのか、という形で伝

える必要があると感じた。    

また、推薦入試については、高校教員からの勧めで本学科を選んだ生徒の割合が4割未満である

ことが分かった。そこで、もう少し高校教員を意識した広報を工夫する必要がある。一方、広報活
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動全般については、入試委員を中心に展開して来たが、まだ従来の活動をこなすという範囲を超え

ることができなかった。各活動で得た情報から本学部を取り巻く情勢を判断し、それに応じて随時、

求められるあるいは不足していると思われる情報を学部HP等で発信するためには、そのための学部

広報体制が必要と感じた。次年度はその点を強化する必要があるであろう。         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 全学的に一般・センター入試の志願者増が見込めない状況を考え、推薦入試およびAO入試での

志願者確保に注力する。 

  ② AO入試は募集時期が早いため、全体の入試動向の指標となる。昨年に引き続き、学部独自パン

フレットを作成・配布することによって、“育てる入試”という学部AO入試の特色を周知すること

に努める。 

  ③ 学部HPのリニューアルを積極的に行い、効率的な情報発信を可能にする。そのために、今年度

より学部広報委員会を設置して、学部教員・在学生・卒業生が協力して情報発信していく仕組み

を構築する。HPはターゲットに効率的に情報を伝達するメディアであり、学部として積極的に活

用する。 

  ④ 学部HPで発信するコンテンツについて精査し、高校生・高校の進路指導教諭・高校生の保護者

をターゲットに、学部の教育研究活動・学生生活・卒業生の状況などを適切に発信できるように

する。 

  ⑤ オープンキャンパス・入試相談会・高校巡回などの一連の広報活動で得られた情報（問い合わ

せ内容や高校側の関心など）に即応したコンテンツを学部HPから発信する体制を作り、広報活動

とHPによる情報発信とを有機的に連携させるように努める。 

  ⑥ オープンキャンパスなどの一連の広報活動において、社会情報学部らしさをアピールできる機

会を適切に捉え、学部の特色を訴える。 

  ⑦ 推薦入試入学学生について、出身校の学校長宛で、修学状況についてのコメントを担任が作成

し、発送する。また、2 年次以上の学生についても、何らかの形で、出身高校に修学状況の情報

を伝えることを検討する。 

 

 

６ 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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

全学的な人事政策に基づき、カリキュラム構成、専門分野、年齢構成のバランスを考慮しつつ今

後の定年退職者の補充を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

次年度、１名の教員が定年退職することによって、大学設置基準上の教員数を下回ることになる。

社会情報学部としては早急に教員補充に向けた対応を行うべきであるが、大学運営・学部再編等の
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方針と連動させて検討を行っていく必要がある。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   1 名の教員が退職予定であり、次年度より大学設置基準の教員定員数を下回ることになる。この

ため、学部教育が支障なく行えるようにするため、1 名の補充を、全学的な人事計画の枠内で要求

する。 

 

 

（２） 教育研究支援職員 
（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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① SA・TA の活用のあり方について、教員との役割分担も含めてより効果的な活用方法を検討し、

次年度の授業運営に反映させる。 

② SAの募集方法について、前年度の改善策の成果をふまえて、さらに改善案を検討し、実施する。 

  

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① SA と TA の効率的な活用を授業運営に反映させた。ただし、これがぎりぎりの人数であること

は否めない。 

  ② SAの募集方法については、当該科目の成績優秀者にあらかじめ応募を促すなどの措置を行い成

果を得ている。ただし、来年度からは時給単価が減少するために、SA募集のモチベーションを高

めるために、さらなる改善策を講じなければならない。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   SA・TAの募集方法については前年度の改善策の成果を踏まえてさらによい方法を模索したい。 

 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
（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 

 

 

（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 

 

 

７ 研究活動と研究環境 

 

（１） 学部の研究活動、論文等研究成果の発表を促す取り組み 
（研究活動） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（研究における国際連携） 
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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）論文等研究成果の発表状況及び国内外の学会での活動状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

 「学部全体のアクティビティの向上，学部の各教員の個々の研究のインセンティブの増進，およ

び学部の教育に関する研究の推進」を図る。その際、 研究活動を全学的あるいは学部相互間，さら

には他大学，学会との交流を深めながら，研究の質的向上を目指す。また同時に，学部創設以来培

ってきた独自の研究業績が，次年度以降も維持・存続できるような体制作りを目指す。ただし、今

年度においては、研究活動についての予算は削除されているので、研究活動を推進するような財政

的基盤はない。予算をかけない範囲での活動を余儀なくされるので、それに従った事業を行うしか

ない。 

 学部においては、以下の事業を執り行う。 

① 学部研究会 

発表内容のさらなる充実を図る。研究内容によっては，他学部の人の発表も加えて開催する。

社会情報学会との共催による講演会・研究会を充実させる。 

② シンポジウム 

2009年度シンポジウムを遂行するとともに，その記録を年内に紀要に掲載する。研究会のテー

マ等の検討に当たっては広く意見を募り，多くの教員の参加も見込める題材と講演者を選ぶ。 

以下の事業は、総合研究所の特設部会を設立し執り行う。学部としては協力をしていく。 

③ 社会・意識調査データベース 

特設部会を設立し，これまで社会情報学部で行われてきた事業を継続する。また，社会・意識

調査データベース事業推進のためのワークショップをその部会の中で開催する。社会情報学部と

して、全面的に協力をしていく。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

「学部全体のアクティビティの向上，学部の各教員の個々の研究のインセンティブの増進，およ

び学部の教育に関する研究の推進」を図るために研究会・シンポジウム等を開催した。全学的ある

いは学部相互間、他大学、学会等の交流という点においては、参加者が少なく、不十分であった。

研究会等開催のための費用も当初はなく、その後科学研究費の間接経費から充当されたが、金額が

不十分であり、また、経費使用が可能な時期がかなり後ろにずれ込んだために、効率的に利用でき

なかった。費用については、あらかじめ年度当初より計画的に使えるような措置が必要である。 

学部においては以下の事業を行った。 

  ① 学部研究会 

2 回行った。例年より少ないのは予算措置が遅くなったためと、教員の多忙さによる。来年度

は従来通りの5～6回の開催を行いたい。 

  ② シンポジウム 

2009年度シンポジウムを「情報の保護と活用」というテーマで実施した。当初予算がなく、総

合研究所の間接経費に応募して、1 名分のみの費用を得た。そのため開催時期が遅くなった。参

加者は学生を含めて20名ほどであった。来年度は十分に計画的に実施する必要がある。 

  ③ 社会・意識調査データベース 

特設部会を設立された。社会情報学部として、全面的な協力をしていく。 

 



 

- 175 - 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   「学部全体のアクティビティの向上，学部の各教員の個々の研究のインセンティブの増進，およ

び学部の教育に関する研究の推進」を図る。その際、研究活動を全学的あるいは学部相互間，さら

には他大学，学会との交流を深めながら，研究の質的向上を目指す。また同時に，学部創設以来培

ってきた独自の研究業績が，次年度以降も維持・存続できるような体制作りを目指す。総合研究所

の研究推進事業費、部会補助費等を積極的に活用し、研究活動を活性化する。具体的には以下の事

業を執り行う。 

  ① 定例研究会 

    年 7回を予定している。そのうち、一つは社会情報学会北海道支部との合同研究会、一つは、

客員教授の講演を予定。 

  ② 2010年度シンポジウム 

    1～2名の予定。総合研究所の研究活動活性化事業に応募することによって、費用をまかなう。 

  ③ 2011年度社会情報学部20周年事業に向けて 

    来年度に向けての学部20周年企画を今年度中に考える。「社会情報学」のこれまでの成果を発

表するような大きなシンポジウムの企画を一つの柱とし、来年度の総合研究所シンポジウムにあ

ててもらうことも視野に入れながら企画を練る。また、シンポジウム以外の企画のアイディアも

考える。 

  ④ その他 

    一昨年度、昨年度のシンポジウムの内容を紀要に掲載する。 

  ⑤ 社会・意識調査データベース 

    SORD特設部会に社会情報学部として、全面的に協力をしていく。 

 

 

（２） 科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けた学部としての取り組み 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

１）競争的な研究環境創出のための措置 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

総合研究所の発足に伴い、研究所主催の説明会に協力していく。科学研究費補助金等外部資金の

情報の周知に努める。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   研究所主催の説明会を行ったが参加者が少ない。また、科研費等補助金の応募が少ない。情報の

周知を超えた取組みが必要である。                           

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔社会情報学部〕 

   総合研究所の発足に伴い、研究所主催の説明会に協力していく。科学研究費補助金等外部資金の

情報の周知に努める。全学的な取り組みとして行うべきである。 

 

 

８ 学部の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 学生がネットワークの構築、パソコンの組み立て、種々のＯＳのインストール・設定を体験で

きる環境を安定的に提供する。 

② 既存のハードウェア資源とソフトウェア資源を有効活用するための最新技術情報の収集と導入

の検討をおこなう。 

③ 特定のコンピュータに依存しない学習環境構築のための技術の導入を進める。 

④ それぞれの実習室のコンピュータネットワークセキュリティ機能を最新の状態に保ち、コンピ

ューティング環境の安全性と利用効率を確保する。 

⑤ 各実習室のセキュリティーの効率的な管理方法を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

・リモートアクセスや仮想化の技術を導入し、ゼミ配属・運用やゼミでのシステム開発のための環

境を構築し運用することでコスト削減と効率化を行った。 

・学部サーバーと仮想化技術を用いて、学部の情報処理関連の資格所得を支援するためのシステム

の基盤の構築を行った。 

・社会情報学部には、電子計算機センターで管理されているコンピュータとは異なり、実習やゼミ

の一部として、組み立て、OSやアプリケーションのインストール・設定を学生自身が行うコンピ

ュータがある。そのような状況で、学部の実習室全体のセキュリティー管理を統合的に行う手段

を今後導入する必要がある。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

  ① 学生がネットワークの構築、パソコンの組み立て、種々のＯＳのインストール・設定を体験で

きる環境を安定的に提供する。 

  ② 学部サーバ上で構築された仮想化環境とリモートアクセス機能を利用して実現した学習支援シ

ステム、ゼミ配属システム、そして、ゼミで利用するシステム開発環境の安定的な運用を行い、

更なる利用の拡大を検討する。 

  ③ 特定のコンピュータに依存しない学習環境構築のための技術の導入を進める。 

  ④ それぞれの実習室のコンピュータネットワークセキュリティ機能を最新の状態に保ち、コンピ

ューティング環境の安全性と利用効率を確保する。 

  ⑤ 組み立て用パソコンや学生が管理するパソコンを含めた各実習室のセキュリティーを統合的に

管理する方法を検討する。 

 

 

９ 就職支援のための学部独自の取り組み 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 
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① 今年度はとくに就職状況が厳しいと予想されるので，２ヶ月毎に内定状況の報告を受け，ゼミ

学生の就職活動のエンカレッジに努める。 

② 就職委員はキャリア支援課と緊密な連携をはかり，キメ細かい情報を教授会に報告する。 

③ インターンシップへの積極的参加を講義・ゼミを通して周知する。 

④ 新たな就職支援のあり方を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① キャリア支援課の協力を得て毎月各ゼミの内定状況を担当教員に報告し，担当教員による学生

の把握と助言が一定の内定率確保に繋がったと思われる。 

  ② 個々の学生の就職活動上の具体的問題点を把握し一層適切な助言をするために，教員・支援課

間で共有する情報をさらに検討する。 

  ③ 体験型インターンシップ参加学生が増加傾向にあるとはいえないが，異業種体験・就職意識の

向上のために今後も継続する。 

  ④ プロジェクト型インターンシップに２名の学生の受講希望を機にその意義を踏まえ受講費用の

一部を補助したが，成果を見るために継続する。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔社会情報学部〕 

   就職活動支援の強化を図るために、就職支援チームを設けて、下記事項について取り組む。 

  ① キャリア支援課と連携し、就職活動状況の情報共有に努め、きめ細かい情報を教授会等で報知

するとともに、履歴書やエントリーシート作成等の指導を行う。 

  ② 就職活動に有用な情報（企業説明会情報、資格取得情報、インターンシップ情報、他）を学部

HPやポータルを介して提示（学生への個別配信含む）する。 

  ③ ゼミ担当教員は、ゼミ学生の就職活動のエンカレッジに努め、その指導内容に関して就職相談

チームとの共有を図る。 

  ④ 就職活動支援の充実に向け、新たな支援のあり方を検討する。 

 

 

10 学部独自の広報 

 

 


