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各学部における教育改善への組織的な取り組み（2012年度の自己点検・評価） 

経営学部 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① 教育方法、授業内容改善等を討論する、ＦＤ研究会を年

２回行う。 

② ＦＤ研究会は教育を受ける側の学生にも参加を願い、よ

り効果的なＦＤを行っていく。 

① 年 2 回の FD 研究会開催に代えて、教授会で報告された

授業改善等に関する意見を活かす検討を行った。                                          

② 昨年実施した学生を招いてのＦＤ研究会において、学生

から出された意見を活かした時間割編成を行い、またカリ

キュラム改革に反映した。 

① 教育方法、授業内容改善等を討論する、ＦＤ研究会を年

２回行う。 

② 学生も参加するＦＤ研究会を実施し、学生側からの意見

を生かす取組みを行っていく。 

経済学部 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① 全学的な授業評価アンケートを学部独自に分析し、結果

を共有する。 

② 授業改善・教育改善について、学生（学業奨励生、自治

会）との懇談会を開く。 

③ 卒論発表会のあり方について検討を行う。 

④ 産業調査演習・インターンシップなど体験型学習の実践

実績について情報共有すると共に、内容・実施方法につい

て検討する。 

① 学部独自の分析は行わなかった。 

② 実施できなかった。 

③ 2 月 15 日(金)に卒業論文発表会を開催した（発表者２

名）。卒論提出時期を早め、授業期間中に発表会を開催する

等の改善策が提起されたが、卒論(４年次のゼミ論を含む)

のあり方を含め、なお検討課題である。 

④ 体験型学習である産業調査演習とインターンシップをな

るべく多くの学生が履修できるよう同一時限に開講しない

ようにした。また、次年度に向け産業調査演習の実習費徴

収の不合理を解消するため履修登録方法の改善を図った。

また、体験型学習科目の拡充は現在進行中のカリキュラム

改革の重要な検討事項である。 

FD の一端として，学部構成員の教育技法の改善のための

支援プログラムについて話し合う（授業方法，教育機器の

利用法，双方向型学習理論，e-ラーニングなど）。 

人文学部 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① 全学のＦＤの取り組みに積極的に参加しながら、学部独

自のＦＤの取り組みのため、引き続き情報を収集し検討す

る。 

② 全学共通教育の改革に学部としても協力すると共に、各

学科の専門科目と全学教育科目を適切かつ有効に関連づけ

るための検討を始める。 

③ 学生の授業時間外の学習機会を保障する仕組みについて

検討する。 

① 全学のＦＤ活動の取り組みに積極的に協力した。学科独

自のＦＤへの取り組みについては今後更に検討する必要が

ある。                                  

② 学科専門科目の全学オープン化など、具体的な議論を開

始はしたが、具体的な改革案の構築には至っていない。                                      

③ 大教室での受講に負担を感じる学生などについて、授業

時間外の学習機会を保証する仕組みについて検討をおこな

った。 

① 全学のＦＤの取り組みに積極的に参加する。 

② 全学共通教育の改革に学部としても協力すると共に、全

学共通教育会議の議論をふまえて、各学科の専門科目と全

学教育科目を適切かつ有効に関連づけるための検討を行

う。 
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法学部 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① 授業参観、出席調査及び授業評価アンケートを活用して

FD を推進する。授業参観については、その活用方法を検討

する。 

② 海外事情の成果報告の方策について検討する。 

① 授業参観を例年通り実施した。出席調査、授業評価アン

ケートの結果、成績評価方法に関して、教員協議会で問題

点を検討し教育改善の対策等を協議した。 

② 成果報告は前年と同様に行ったが、新たな方策について

は検討を行わなかった。 

① 授業参観、出席調査及び授業評価アンケートを活用して

FD を推進する。授業参観については、その活用方法を検討

する。 

② 海外事情の成果報告の方策について検討する。 

社会情報学部 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

・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

科目の選択の段階で資格を意識できるようにする。 

・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。 

・教育上の創意工夫などの取り組みは、学部教員間で共有を

図り、学部全体での教育改善に繋げる。 

・全学的な FD に関する取り組みに積極的に協力する。 

・資格取得に繋がる科目については、開講科目のシラバスに

記載し、資格取得を意識した科目履修ができるように心掛

けた。 

・学部教員の教育上の取り組みについては、学部研究会や科

目担当者による意見交換会などで情報共有を図った。また、

教職員連携による学習指導体制について FD 研究会で報告

した。 

・履修要項に掲載されている社会調査士取得関連の説明文書

を、学生に誤解がないように書き改めて提示した。 

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

修科目の選択の段階で資格を意識できるようにする。 

② 教育上の創意工夫などの取り組みは、学部教員間で共有

を図り、学部全体での教育改善に繋げる。 

③ 全学的な FD に関する取り組みに積極的に協力する。 
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各研究科における「教育・研究指導の改善」への組織的な取り組み（2012年度の自己点検・評価） 

法学研究科 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及

び責任体制の改善 

(1) 入学後の個々の研究に参考とすべき大学院履修要

項・シラバス等の配布の他、学位論文作成に向けた具体

的な要領を記した書類等を入学時のオリエンテーション

において配布し、論文執筆着手の早期化を図る努力を継

続する。 

(2) 院生個々の研究活動の活性化を目的とした支援策を

講ずるとともに、修士論文作成に際しての自助努力の場

となる、夏期合宿、修士論文中間報告会、修士論文発表

会等の充実化、実質化を図る。 

① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及

び責任体制の改善 

 (1) 大学院便覧・シラバスを印刷製本し、論文執筆着手

の早期化を院生に周知した。 

 (2) オリエンテーション時に開催された懇談会、修士論

文中間報告会、秋期合宿、修士論文発表会、その他の機

会を捉えてきめ細かな指導を行なった。それらにより、

より多くの税理士試験の受験勉強が可能となり、5 名の

合格者を出したが、その分、修士論文テーマの選定が遅

れ気味になった院生がいたことは、今後の改善点でもあ

る。 

① 履修指導，学位論文作成に向けた個別指導・複数指導及

び責任体制の改善 

(1) 入学後の個々の研究に参考とすべき大学院履修要

項・シラバス等の配布の他、学位論文作成に向けた具体

的な要領を記した書類等を入学時のオリエンテーション

において配布し、論文執筆着手の早期化を図る努力を継

続する。 

(2) 院生個々の研究活動の活性化を目的とした支援策を

講ずるとともに、修士論文作成に際しての自助努力の場

となる、夏期合宿、修士論文中間報告会、修士論文発表

会等の充実化、実質化を図る。 

② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

(1) 院生による授業評価アンケート等の結果から、教育・

研究の改善が必要な点があればそれについての検討をす

る。 

(2) 学内外の研究発表の場において、優れた研究成果、実

績を残した院生の表彰等を行なう。 

② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

 (1) 院生による授業評価アンケート等の結果からは、特

に早急になすべき教育・研究の改善点はなかったが、引

き続きそれらについての検討をする。 

 (2) 学内の研究発表の場において、優れた研究成果、実

績を残した院生 5 名の表彰等を行なった。 

② 教育・研究指導の改善への組織的取り組み 

(1) 院生による授業評価アンケート等の結果から、教育・

研究の改善が必要な点があればそれについての検討を行

なう。 

(2) 学内外の研究発表の場において、優れた研究成果、実

績を残した院生の表彰等を行なう。 

臨床心理学研究科 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

① FD 活動についての新たな検討の中に教育研究指導にお

ける改善点の把握を進める。その際、新入生ガイダンス後

の交流会、修士論文指導合宿等の実施時において、教育指

導の在り方の改善に反映させる意見交換や、大学院生に対

するアンケート調査の実施し、教育・研究指導改善に反映

させる制度的な施策の検討などを含める。 

② 研究報告書(修士論文抄録集)を発行して、研究成果の内容

を関係機関、心理臨床の研究者ならびに実務者と共有する。 

① 新入生ガイダンス後の交流会、修士論文指導合宿の実施

時などにおいて、教育指導の在り方の改善に反映させる意

見交換を行った。院生に対するアンケート調査は実施に至

らなかったが、研究科として教育倫理綱領の検討に際して

共通理解を深めた。                     

② 計画どおり、修士論文の成果を発表する機会として、発

行のあり方、配布先なども検討し、修士論文抄録集を発行

し、指導教員および関係者に配布した。 

① FD 活動についての新たな検討の中に教育研究指導にお

ける改善点の把握を進める。その際、新入生ガイダンス後

の交流会、修士論文指導合宿等の実施時において、教育指

導の在り方の改善に反映させる意見交換や、大学院生に対

するアンケート調査の実施し、教育・研究指導改善に反映

させる制度的な施策の検討などを含める。教育倫理綱領策

定に向けたワーキング･グループの検討において、FD 活動

を教育倫理の観点からあらためて位置づける方向性を模索

する。 

② 研究報告書(修士論文抄録集)を発行して、研究成果の内容

を関係機関、心理臨床の研究者ならびに実務者と共有する。 

 

http://www.sgu.ac.jp/edu/FDC/


札幌学院大学 FD センター（http://www.sgu.ac.jp/edu/FDC/） 

2012 年度版『自己点検・評価年次報告書』から、「教育改善への組織的な取り組み」を抜粋  4 / 4 

 

地域社会マネジメント研究科 

2012 年度に実施する改善措置・方策 2012 年度の前進面と問題点（評価） 2013 年度に実施する改善措置・方策 

大学院生に対するアンケート調査等を実施し、FD・SD

に繋がる教育・研究指導の改善に反映させる施策を具体化

する。 

2012 年度は、修了生に対するアンケート調査を実施する

に止まった。 

大学院生に対するアンケート調査等を実施し、FD・SD

に繋がる教育・研究指導の改善に反映させる施策を具体化

する。 
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