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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（2013年度の自己点検・評価） 

経営学部 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 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 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。 

① 年５回のＦＤ研究会を行い、教育方法、授業内容改善の参

考とした。 

② 学生が直接参加するＦＤ研究会は実施されなかったが、学

生の大学生活の状況や意見をふまえたＦ Ｄ研究会を実施

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。 

【授業形態と授業方法の関係】 

① 授業においては、授業形態に合わせて、教室のＡＶ機器、

ＩＴ機器を十分に活用し、効果的な授業 展開に努める。 

② フィールド実践関連科目の実施において、実施方法、実施

形態、報告会を通してその教育効果を検 証し、次年度以降

の科目運営にフィードバックする。 

③ 上級生と下級生の間における相互学習方法を検討し、効果

的な教育へつなげていく。 

 

① 学生にわかりやすい授業を行うことを目的に多様な機材

を活用した。反面、機材が充実している教 室が不足がちと

いう問題もある。 

② フィールド実践について、教育効果を上げるために旅費等

の予算編成も学生が行えるように予算を 編成し、効果があ

った。 

③ 上級生が下級生の指導を行っているゼミがあり、相応の成

果を得られた。 

 

① 授業においては、授業形態に合わせて、教室のＡＶ機器、

ＩＴ機器を十分に活用し、効果的な授業 展開に努める。 

② フィールド実践関連科目の実施において、実施方法、実施

形態、報告会を通してその教育効果を検 証し、次年度以降

の科目運営にフィードバックする。 

③ 上級生と下級生の間における相互学習方法を検討し、効果

的な教育へつなげていく。 

 

経済学部 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 年度に実施する改善措置・方策 

(1 )本学の FDの一端である、学生による授業評価アンケート

を実施し、その結果を教員間で共有化、その上で、その活

用方法の開発を試みる。 

(2) 単位制度の実質化の検討を継続する。カリキュラム改革

を行う際に、卒業要件単位数の現行 124 単位とし、各科目

の単位配当、配当年次などの再検討を行う。 

(3) 2 年次留め置き制度を厳格な成績評価から再評価し、同時

に、学業評価法（FDの一端）の実体について情報の共有化

を進める。 

(4) 休・退学（除籍）の実体を再確認し、その結果から実体

を評価し、さらに、必要があれば、厳格な成績評価の観点

から、何パーセントの退学率が容認できる範囲かを検討す

る。それと同時に、休・退学者を減らすために、専門科目

ならびに全学共通基礎科目の出欠調査をし、その結果を履

修・修学指導に活用し、学生支援システムの改善を図る。 

経済学部の FD の一端である、授業評価アンケートの結

果の共有化、教育方法の改善プログラムの実施等について

は、十分に進める事は出来なかった。 

新しい教育課程では科目の配当学年、単位数を変更し、

学生の授業時間以外での予習と復習が行われやすい時間割

の調整によって単位の実質化を検討した。これは次年度以

降も引き続き検討する。 

留め置き制度と厳格な成績評価の関係について検討し

た。留め置きになった学生が退学することや、学生の自己

責任（自立・自律）の観点からこの制度の廃止を決めた。

次年度以降、修学（履修）指導によって学生の教育効果を

アップさせる事が必要である。 

「はぐくみ」を利用した修学指導の展開を決めたが、具

体的にそれを利用した修学指導の方法については、次年度

の課題とする。 

(1) 学生による授業評価アンケートの活用方法を検討する。 

(2) オフィスアワーならびに「はぐくみ」の有効な活用を検

討する。具体的には、教務委員会、教務課あるいは学生サ

ポートセンター等との連携を図り、一人ひとりの学生の状

況を把握し、連携して学生の履修・修学指導に当たり、学

生支援を図る。 

(3) 経済学部の FD活動の活発化を図る。例えば、教育技法の

改善のための支援プログラムを検討する。 
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2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 年度に実施する改善措置・方策 

(5) オフィスアワーならびに「はぐくみ」の有用な活用を図

ると共に、教務委員会、教務課、学生支援室等と横の連携

をとり、一人ひとりの学生の状況を把握し、連携して学生

の履修・修学指導に当たり、学生支援システムの改善を図

る。同時に、「はぐくみ」の有用な活用について検討する。 

(6) 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）。 

経済学部の FD活動の活発化。 

【授業形態と授業方法の関係】 

① (1)専門ゼミナールの他に、双方向型講義科目を検討する。

学生の日本語能力、数的処理能力、ならびに英語などの外

国語の力を鍛錬する講義科目の開講：少人数講義（10 人程

度）で双方向型講義を教育課程に組み込む。(2)専門科目と

して、学生の一般的なビジネス能力（職業能力）を鍛錬す

る科目を開講する。(3)学生の海外あるいは国内留学を推進

し、学生の異文化・多文化への理解と知識を深め、併せて、

学生の経済（学）への理解の深化を図る。 

② TA、SAを活用した少人数で双方向型の補習講義（授業）

について検討する。 

③ (1)「産業調査演習」や「インターンシップ」など体験型

科目の報告会の実施について検討を行う。(2)カリキュラム

改定に併せて、卒業論文のカリキュラムでの位置づけを確

認し、ゼミ論ならびに卒論発表会の有り様を話し合い、創

造的思考力の観点からその方向性を定める。(3)札幌圏の単

位互換制度を維持し、他大学とのゼミナール交流の維持・

推進を図る。(4)国内留学制度や海外の留学制度を活用し、

学生の異文化体験やコミュニケーション力の向上を図る。

(5)ゲストスピーカーによる学部講演会の開催の継続を図

る。 

④ TA、SAの補助人員の学部支援のあり方を評価・再検討し、

学習効果の漸進する体制を模索する。 

⑤ 教育効果の観点から、現在の半期集中開講形式の再検討を

行う。 

 

 

① 経済学部調査実習室にパソコン等を導入し、双方向型授業

の実施に向けた準備を進めた。ユニバーサル化への対応の

一貫として、「プロ・ゼミナール」を活用して試験的に「ビ

ジネス演習 A」の前身となる、ビジネス能力検定に対する

学習を導入した。外国書講読Ｃで異文化理解を深化するこ

とができた。今後、留学や短期海外研修への参加を推進す

る。 

② 新カリキュラムへの移行に伴い、TA、SAのあり方につい

て継続して検討する。 

③ 「産業調査演習」や「インターンシップ」など体験型科目

の報告会については次年度の課題となった。卒業論文の新

しいカリキュラムで位置づけを確定し、また旧カリキュラ

ムでも次年度以降の卒業論文の提出時期を変更し卒論発表

会に参加しやすい日程とした。新しい教育課程に「英語と

海外文化」「海外フィールドワーク」などの科目を組み込ん

だ。今後は学生の異文化体験やコミュニケーション能力の

開発のためにカリキュラム運営の工夫を検討する。学外講

師、卒業生による講演会を開催し、学生に経済学と現実と

の関係の理解を促した。 

④ 産業調査演習において TAを採用し、体験学習の充実を図

った。今後は学習効果の前進する方向を検討する。 

⑤ 新しい教育課程では講義科目を 2 単位で開講することを

決めた。 

 

 

① (1)経済のグローバル化に対して、学生の日本語能力、数

的処理能力、ならびに英語などの外国語の能力を鍛錬する

学習方法の改善と推進を図る。(2)2013 年度に引き続き、少

人数授業、双方向型科目のあり方について検討する。(3)学

生の異文化体験やコミュニケーション力の向上を図るため

に、国内留学制度や海外の留学制度を活かす。 

② 補習授業について検討する（TA(SA)の活用）。 

③ 「産業調査演習」や「インターンシップ」「専門ゼミナー

ル」など体験型科目における学生の報告、会について、実

施を検討する。 

④ 他大学とのゼミナール交流やフィールドワーク補助事業

の支援・推進を図る。 

⑤ 卒業論文やゼミナール論文の教育課程における位置づけ

を明確にし、卒論発表会の有り様を検討する。 
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人文学部 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 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。 

① 全学的なＦＤの取り組みに協力した。 

② 全学共通教育の改革に協力した。また、カリキュラムの再

検討を通じて、各学科の専門科目と全学 教育科目を関連づ

ける試みを行った。 

全学のＦＤの取り組みに積極的に参加する。 

【授業形態と授業方法の関係】 

① 人間科学科の卒業論文発表会のあり方に関して、昨年の実

績をふまえ、更なる改善案を検討する。 

② 英語英米文学科において、学力到達度別編成とした「英文

講読」が 5 年目をむかえ、授業運営等に問題点があれば、

その把握と学科での共有を継続して行う。また、2013 年度

の「英文講読」では、スタディスキルズを身につける取り

組みを強化する。 

③ こども発達学科での教育実習指導において、より具体的で

実践的な指導を図る。 

④ オール・イングリッシュ・キャンプについて、多くの学生

の参加を促す運営体制を検討し、充実化をさらに進める。 

 

 

① 領域ごとに発表会を行った。心理・教育領域と、社会・福

祉領域ではポスター発表形式を取り入れて活発な意見交換

が行われた。学科会議で発表会に関する報告を踏まえ、次

年度の開催方法についてさらなる改善が行われた。 

② 到達度別クラス編成の利点は全体的には確認されている

ものの、結果的に学習意欲の低い学生が集まる下位クラス

の活性化は難問として残っている。スタディスキルズにつ

いては、①ノートの取り方、②説得的な論旨構成、③図書

館データベースを使用した情報収集、④テキスト分析につ

いて導入的に行った。しかし概説的なレベルに留まり、定

着をはかるには不十分だった。 

③ 教科指導法での模擬授業等を通して実践的な体験を積み

上げ、日間にわたる教育実習事前指導では 43 人の外部講師

を含めた 6 人で学生の少人数指導を行った。教育実習中の

研究授業には学科教員が必ず訪問指導を行い、実習校との

懇談を通して学生の教師としての成長を確認している。ま

た、11 月には学科学生全員が集合し、教育実習の体験を語

り合う「教育実習報告会」を開催し、全学生で教育実習の

意味を交流し深めた。 

④運営体制の検討・充実化・成績評価についての周知は図っ

たものの、期待された新入生の参加率はこの 4 年、下がり

続けている。原因としては、4 月中に参加費用を振り込む

というシステムによる経済的負担や、友人関係が固まって

いない中で参加するのをためらう新入生が増えていること

が考えられる。ただし、参加した学生からの評判は良く、

英語漬けの環境を楽しんできたようである。また、このキ

ャンプをきっかけに先輩学生との「縦の関係」を築けた学

生も出てきた。 

 

① 人間科学科の卒業論文発表会のあり方に関して、昨年の実

績をふまえ、更なる改善案を検討する。 

② 英語英米文学科において、学力到達度別編成とした「英文

講読」が 6 年目をむかえ、授業運営等に問題点があれば、

その把握と学科での共有を継続して行う。また、2014 年度

の「英文講読」では、スタディスキルズを身につける取り

組みを検討する。 

③ こども発達学科での「卒業研究」及び「教育実習」の指導

において、より具体的で実践的な指導を図る。 

④ オール・イングリッシュ・キャンプについて、多くの学生

の参加を促す運営体制を検討し、充実化をさらに進める。 
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法学部 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 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、学部外の教職員の参観も認め

ることとした。また、1 年生の専門科目で ある法学入門・

民法 A 等の講義において、履修者の受講状況を確認すべ

く、執行部で授業参観を行った。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 履修者全員に研修報告書（Ａ４サイズ 2 枚程度）を作成

させ、海外研修を終えた後に報告会を実施 した。 

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を行い、次年度以降の授業に役立て

る。 

【授業形態と授業方法の関係】 

① 模擬裁判や海外研修にとどまらない実習型授業の実践方

策を検討する。 

② TA の予算付けがなされた授業の改善実績や課題等につい

て教員相互で共有するための検討会を開催する。 

③ 基礎演習でのＳＡの活性化方策を検討する。 

 

① 前年度同様、専門演習の一環で学生が法学部特別講演会の

企画立案を主導的に行うことを試み、成功裏に終えること

ができた。 

② TA を利用した講義における実績や課題について教員協議

会で報告してもらい、情報共有と議論を行った。 

③ 今年度は、4 クラスの基礎演習において SAが利用された。

利用実施内容については教員協議会の中で情報共有を行

い、各教員の実践を踏まえた検討を行った。 

 

① フィールドワーク型の授業に向けた態勢整備を進める。 

② ＴＡの予算付けがなされた授業の改善実績や課題等につ

いて教員相互で共有するための検討会を開催する。 

③ 基礎ゼミナールでのＳＡの活性化方策を検討する。 

 

社会情報学部 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 年度に実施する改善措置・方策 

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。 

① 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。 

② 学部教員の教育上の取り組みについては、科目担当者によ

る意見交換会などで情報共有を図った。 

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。 

【授業形態と授業方法の関係】 

① (1)基礎ゼミについて、教員間の意見交換会などの情報共

有の機会を引き続き設け、教育内容の改善をはかる。

(2)TA・SA の活用法については、各講義において確立され

ている。しかし、近年の応募者の不足傾向や予算減による

人員の削減の問題がある。応募者についてのリクルートや、

人員削減に対応するような授業方法の改善に努める。

(3)ICT を活用した授業改善については、先駆的な取り組み

 

① 授業形態に関わる教育方法の改善(1)基礎ゼミの進め方に

ついては、担当教員が集まって実績報告と意見交換の場を

設けた。(2)TA・SAの人員確保については、TAについては

改善しつつあるが、SAについては、在籍者数の減少などの

理由により不足する傾向があった。応募者のリクルートに

ついて改善する必要がある。(3)FD に関する研究会を利用

するなどして、先駆的な取組みについての情報共有をはか

① 授業形態に関わる教育方法の改善(1)TA・SAの活用法につ

いては、各講義において確立されている。しかし、近年の

応募者の不足傾向や予算減による人員の削減の問題があ

る。応募者についてのリクルートや、人員削減に対応する

ような授業方法の改善に努める。(2)ICT を活用した授業改

善については、先駆的な取り組みをしている教員に報告し

てもらい研究会を開催するなどを通じて情報共有をはか

る。 
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2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 年度に実施する改善措置・方策 

をしている教員に報告してもらい研究会を開催するなどを

通じて情報共有をはかる。 

② 学生が所有する携帯パソコンを活用した教育(1)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

円滑に行うことができる体制を充実させる。特に 1 年生携

帯パソコンの OS が最新の Windows8 であり、学内のシス

テムが未対応の部分もあるので、不測のトラブルによって

学習上の障害が生じないよう連携を密にする。(2)学生がパ

ソコンを安全かつ効果的に利用するために、学部専門科目

や専門ゼミナールを通じてパソコン活用の動機付けを行

い、意識の向上と技術の獲得を促す。 

った。 

② 学生が所有する携帯パソコンを活用した教育(1)電子計算

機センター、パソコンサポートデスクとの連携はこれまで

通り円滑に行う事ができ、1 年生携帯パソコンのWindows8

に対しても大きなトラブルなく対応できた。(2)学生は日常

的な学習に携帯パソコンを利用している。しかし、多くの

学生は受動的な利用に留まり、主体的にそれを管理し活用

するという意識は希薄なように見受けられる。そこで、日

常的な学習における様々な機会にパソコン活用の動機付け

を行うことが必要であり、幾つかの主要科目でそういった

指導を明示的に行うなど、学部としての組織的な取り組み

を検討する必要がある。 

② 学生が所有する携帯パソコンを活用した教育(1)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

円滑に行うことができる体制を維持する。(2)自己所有のパ

ソコンを、学習を含む大学生活に主体的に活用するという

意識を、学部専門科目や専門ゼミナールを通じて高め、最

近のBYODなどの潮流にも対応できる意識の向上と技術の

獲得を促す。 
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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（2013年度の自己点検・評価） 

法学研究科 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 年度に実施する改善措置・方策 

【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) 大学院便覧・シラバスを配付し、修士論文執筆に向けて

のスケジュールを明示し、論文執筆着手の早期化を院生に

促したが、２名の論文未完成者がでた。着手の早期化の徹

底のためにはスケジュール自体の見直しが必要と考え、そ

れに取り組んだ。 

(2) オリエンテーション時に開催された院生と教員との懇談

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。 

 

 

(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、

修士論文中間報告会、修士論文発表会等を図る。 

【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。 

 

(1) 院生による授業評価アンケートを実施したが、特に早急

になすべき教育・研究上の改善すべき点は見いだし得なか

った。 

(2) 優れた研究成果・実績を残した院生１名の表彰を行なっ

た。 

 

(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 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 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。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、活動 FD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。 

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。修論の研究内容は事前に研究倫理審査委

員会に申請書を提出させて、研究の倫理的側面について判

断を加え、内容によっては研究計画の見直しなどを指示し

ている。これにより、教育・研究指導の実質に影響を与え、

改善に結びつけている。 

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、大学院生に対するアン

ケート調査を実施し、教育・研究指導の改善に結びつく制

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、活動を教育倫理の

観点から FD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。 
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地域社会マネジメント研究科 

2013 年度に実施する改善措置・方策 2013 年度の前進面と問題点（評価） 2014 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。 

６月に大学院生の満足度調査を実施し大学院生は講義及

び研究指導に対して概ね満足していることが明らかになっ

たが、自習室等の施設面での整備・充実を求める声も出さ

れた。アンケート結果について、研究科委員会に報告し検

討を行った。 

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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