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取 組 の 概 要 

島根県立大学総合政策学部は、社会諸科学（経済学、政治学、社

会学等）の理論を伝える教育にとどまらず、これらデータを用い実

証的に展開できる学生の教育を理念として来たが、必ずしも初期の

目的を果たしていなかった。本プログラムは文科系学生でも理解で

きる独自のテキストやステップ式学習の教育体系を構築すること

で、より多くの学生に実証的研究技法を習得させる狙いを持ってい

る。ウェブ上の統計データベースのデータを教育素材として積極的

に活用した情報・統計教育を目指した。本プログラムはその実習に

より得られた発見を踏まえ、政策情報を構築し、地元自治体に情報

発信し、地域の政策情報拠点となることも視野に置いた。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

1)事業取組担当者：総合政策学部教授・藤原眞砂 

2)ステップ式学習テキスト編集委員会(事業推進の核となる基幹組織) 

本プログラム採択後、これに基づきカリキュラム刷新が図られた。編集委員会は新

規科目を担うことになった情報・統計科目担当教員からなる。コンピュータリテラシ

ー、統計と数学、情報リテラシー、統計学Ⅰ、社会調査法入門（以上、プログラム入

門科目）、統計学Ⅱ、社会調査法、統計分析技法、質的調査法 (以上、プログラム基礎

科目 )、社会調査実習 (プログラム応用科目 )を 6 人の編集委員が支えた。 

3)外部評価委員 

外部評価委員は各年度のプロジェクト内容に対応してメンバーを組み替えた。  
初年度は県下自治体の統計を処理する関係上、地元浜田市地域政策課を外部評価委員

に取り込んだ。2 年度目は、ステップ式学習テキスト評価のために 3 人の大学教員、

1 人の情報処理専門家からなる外部評価委員会を組織した。また 3 年度目は人口移動

統計をテーマとした調査実習の評価のために先のメンバーに加えて総務省統計局、国

立社会保障・人口問題研究所、島根県、浜田市の実務担当者を加え、8 人からなる外

部評価委員会を組織した。  
4)学内委員会、関係課との連携体制 

教務委員会、FD 委員会、教務学生課が本プログラムを支援するため、カリキュラ

ム改訂を主導した。 
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5）講義補助体制 

テキスト編集、印刷、出欠管理を補助する一般嘱託職員、ホームペイジ作成、コン

ピュータ周り（含、ムードル管理）を担当する情報専門嘱託職員を GP 雇用した。ま

た、講義、実習を補助する TA も任用した。TA は学習相談室を開設した。 

6)事務担当者 

県立大学事務局交流研究課、同地域連携推進室がプロジェクト事務局となった。 

(２)取組の実施内容について 

1)平成２１年度 

カリキュラム改訂、シラバス作成を教務委員会主導のもと行った。情報・統計教育

科目の再構成、担当教員を配置した。21 年度は新規の情報・統計担当教員により編

集委員会が組織された。編集委員会（6 人）はテキスト編集の方針の確認をし、次年

度のスタートに向けてテキスト作成準備を行った。外部評価委員としては地元データ

の入手の必要性から浜田市地域政策課を組み入れ、連携関係を構築した。 

2)平成２２年度 

本プログラムのキックオフを 初の受講生となる新入生 (258 人 )を対象に開き、学

内関係者、マスコミも集めて行った。初年度担当の教員は新規のテキストを用いて講

義を開始した。夏のテキスト作成準備を経て、秋の学期の新規科目も順次開設した。

担当者同士の打ち合わせは頻繁になされ、初期の方針の確認とともに、相互のテキス

トが有機的に連携するよう情報交換した。なお、教員 -学生間の質疑、課題提出のツ

ールとしてムードルを導入した。情報専門嘱託職員の貢献も相俟って、学生、教員双

方の利便性が高まった。ムードルに習熟した本学教員をプログラムメンバーに追加し

た。年度末に外部評価委員会を招集し、学長、編集委員が一堂に会して、22 年度の

進行状況を点検するとともに、外部評価委員会から改善点の指摘 (後述 )を得た。なお、

TA 相談室を訪れる学生は年間、延べ 231 人に達した。編集委員会委員は SPSS 等の

学外講習に参加し、テキスト、教育力の向上を目指した。  
3)平成２３年度 

新入生（244 人）を迎えて 2 回目のキックオフを実施した。本年度で GP 関係科目

の講義・実習が少なくとも 1 回実施され、テキストが出揃った。2 順目の講義もあり

(統計と数学、コンピュータリタラシー、統計学Ⅰ、統計学Ⅱ、社会調査法入門 )、1
回目の講義の試行を踏まえ、テキストの改訂を行った。プログラム 終を飾る社会調

査実習Ⅰの研究テーマは地方の若者の人口流出の実態把握を目指す「若者の移動研

究」であった。外部評価委員に加え、地元の市長、経済人、有識者の参加も得て、学

生発表、専門家の講演による GP シンポジゥムを開催し、本プロジェクトを終えた。

(３)社会への情報提供活動について 

 本プロジェクトの紹介、展開状況に関しては、ホームペイジを通して内外に広報し

た。また、キックオフ等に関して地元紙が数度に渡って広報した。また、パンフレッ

トを作成し、外部との接触機会を活用し、提供した。また、プロジェクトの 終の社

会調査実習Ⅰの成果をもとにしたシンポジゥムは、学生とともに既述のような地元関

係者、一般市民にも開放して成果をアピールした。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

（1）テキストづくりは受講者、担当教員にとり有益 

 文系学生が理解しやすい情報・統計テキスト（数式を極力使わず、勘所、考え方を

図解することを方針とした）は学生の理解を促進した。他方、テキスト作りは教員に

とっても既存の知識の整理に寄与し有益だった。 

（2）ステップ式学習プログラムに社会調査士コースを組み合わせたことは正解 

 学生は自分の学習展開、到達度を、プログラム入門、プログラム基礎科目、プログ

ラム応用科目から構成されている教科の体系 (到達状況を知るモノサシとして機能 )
から知ることが出来る。これは教える側にとっても自分の講義、実習科目の位置を確

認しテキスト作成、講義づくりをする上で便利な目安となっている。また、社会調査

士取得要件科目がステップ式学習プログラム構成科目に組み込まれていることは資

格志向の学生の学習意欲を喚起した。資格取得を目指す学生（社会調査実習Ⅰ受講生

がそれに該当）は 40 名 (2 年生 258 名 )に上った。本 GP の取組以前、本学の情報統

計科目では、その難解さが新入生の学習意欲を著しく低下させていた。これを勘案す

ると格段の改善、進歩と言える。社会調査実習はステップ学習の第 8 段階の 終科目

であるが、これに至るまで皆勤者 3 名、1 回休んだ者 4 名であった。真剣にプログラ

ムに取組んでいる者がいることが分かる。社会調査法入門 (23 年度：174 人 )、社会調

査法 (同 181 人 )では 15 回の講義で 13 回以上出席者が 90％超の盛況である。  
（3）本プログラムが学内に及ぼした波及効果 

 GP 担当科目教員がテキスト、学習階梯を整備し、情報・統計教育に真摯取り組む

姿勢は教育を忽せに出来ない雰囲気を学内に醸成し、学内全般の教育の質の向上に資

したと考える。 

（4）学生の考える力の養成に資した 

 本プロジェクトでは情報・統計講義、実習において、ウェブ上の官庁統計（e-Stat）
の使用を目指した。従来、官庁統計は図書館に埋没し、活用が不便であった。現在は

ウェブ環境で居ながらにしてそれらを利用出来る。これはコンピュータの性能の向上

も相まって、情報・統計教育にとり革命的な学習環境変化である。この学習環境変化

を積極的に取り入れようとするのが本プロジェクトの大きな狙いである。国、自治体

の専門家は煩雑なデータ処理を忌避しているかもしれない。学生は時間資源、エクセ

ルを活用してデータの山から宝（政策的知見）を発掘し、社会科学、地域社会に貢献

出来る。このような作業に従事することにより考える喜びを知ると考える。実際、社

会調査実習に従事した学生はこのような場面に多く遭遇した。GP シンポでは、学生

の発表に対して総務省統計局、大学専門研究者、人口問題研究所の専門家が講評した

が、いずれも水準の高さ、研究の堅実さを称揚するものであった。 

（5）地域社会、官公庁統計調査の利活用に及ぼす波及効果 

 本プログラムは将来、本学の地域における位置づけを変化させるかもしれない。本

プログラムの実習科目において、教員、学生の持てる力を駆使することにより、地域

に多くの政策情報を発信できる。これは莫大な公費を投資して実施されている官庁統

計の地域における有効利用に資すると思われる。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

（1）２２年度外部評会委員会からの評価を受けての充実の取組 

外部評価委員からは、1)情報・統計教育にウェブ上の社会統計データの活用、2)

独自のステップ式テキストの導入を試みる本プログラムの狙いに高い評価を受けた。

また、3)特定の教授内容を複数の講義で学ぶチャンスがあることを受講生が知りうる

索引づくり（ハイパーリンク）に取り組むべきだとの指摘も得た。 

テキストに関して、一巡、二巡目使用の段階である。教場での使用を通して改善す

べきところが多々あるというのが現状である。テキストに関しては、これまで一般嘱

託等の助力を得て、本学のコピー機を用いて印刷、準備していた。今後は、完成度が

高まったものから順次、出版社を通して出版物にする予定である。その際に、索引づ

くりに本格的に取組みたいと考えている。また、現状のテキストは受講者が書き込む

余地はないが、今後、これをサブノート形式も取り入れて良いのではないか、と考え

る。講義者が板書等を用いて行う形式も教育効果があるので、板書の要点をテキスト

に書き込む、テキストの工夫も導入されて良いと思われる。 

（2）２３年度外部評価委員化からの評価を受けての充実の取組 

 本 GP ではウェブ上の諸統計の検討を通して新たな知見を汲み出すことを目指し

ている。これは 22 年度評価委員から良い評価を受けた。しかし、調査実習では、そ

れに留めず、既存統計にも弱点があることに気付かせた。地方にとり進学に伴う若者

の人口流出対策は喫緊の課題である。若者は進学に際して住民票異動手続きをしない

ことが多いから、住民票異動調査では実際の流出規模は分からない。この実態を把握

するために、島根県下の高校、大学に全数調査を試みた。調査実習では「考える」力

を養成する様々の場面に恵まれる。今後とも。こうした様々の試練の場を教育に意図

的に導入し、教育プログラムを充実させたいと考えている。  
（3）編集委員会メンバーから出た改善・充実の提言 

 コンピュータリテラシーに関しては、エクセル、ワード等の使用法を講じている。

これも当初はテキストづくりから始まったが、現在はこれとともに市販のマニュアル

本も活用している。なぜならソフトのバージョンアップの頻度が多く、また工夫を凝

らした良い出版物も多いので、あえて独自のテキストに拘らなくても良いのではない

か、との意見があったからである。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本 GP の成果を発展的に継承するために、学長指導のもと大学教育運営費により全

面的に支援継続が決まった。これについては、平成 22 年度外部評価委員から GP 事

業業終了後の支援継続の有無の意図を問われた学長が本 GP 事業の継続を明言して

いた経緯がある。 

事業費（消耗品費、保守料、役務費、旅費等）1,912 千円、TA、SA 人件費 1,339
千円、情報専門嘱託職員人件費 2,316 千円で合計 5,567 千円という予算規模で、全面

的に継続が後押しされた。一般嘱託職員が一人少なくなったが支障はない。  
事業継続の予算折衝に際して、本 GP 取組担当者は今後の取組の方針として、つぎ

のような将来ビジョンを表明した。 

（1）本学の学生の学習能力に適合したテキストのもと、能力アップを段階的に図ろ

うとする現在のステップ式学習プログラムは今後とも教場での学生のニーズに応え、

教員の使い勝手も図りながら質的向上に努める。 

（2）ステップ式学習プログラムのテキストに関しては将来的には出版物（当初、学

内出版物、その後、一般出版物）として販売したい。すでに出版社と交渉している。

これを大学の収益源とするとともに、他方で現在の印刷関係経費に関しては漸次削減

し、大学の財政負担を減らしたい、と説明した。 

（3）資格志向の学生のニーズに応え、社会調査士を取得しようとする学生は一定数

いる。今後はこの数を増大させ、学生全般の能力底上げを図る。大学は少子化時代の

若い世代の情報処理能力の増大、生産性の向上を図り、日本社会の人づくりに貢献し

なければならない。 

（4）社会実習をとおして、価値ある政策情報を発信し、大学の知の信頼を得る努力

を重ねたい。将来的には、県および県内市町村が大都市のシンクタンクに外注してい

る社会科学的作業の一部を受託し、大学の収益源としたい旨、構想を示した。 

 また、大学の一部門としてではなく、県、市の協力を得てシンクタンクを外部に作

り、その研究に大学が関与し、将来的には第 3 セクターとして独立させ、本学大学院

と連携して、県市町村の統計部署、政策企画部署の職員を受け入れる研修機関とする。

職員の実践的なブラッシュアップの機関となることが望ましい。 

 以上、当面の取組と将来の取組の構想を記した。 

 今後、県、市町村の財政が厳しくなる中、県内にシンクタンクを育成すること、ま

た人を育てることは、市町村の境界を越えて、島根県の今後を見据える能力を育てる

ために是非とも必要な道具だてではないか、と考えている。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 上記は申請時の概念図である。図中、社会調査法Ｂを社会調査実習Ⅰ、Ⅱに名称変

更した以外、基本的構図を変えずに GP 事業展開した。これについては将来に渡っても

変更はないので、GP 申請時のそれを再掲している。今後も、 

（1）社会調査実習Ⅰ、Ⅱの調査研究の成果を地元社会、自治体に情報発信（還元）し

たい。 

（2）教場で学生が一斉にウェブサイトにアプローチすると混乱が生じるので、ムード

ルに学習・研究の独自のデータベースを構築して、情報インフラ整備を図りたい。 

(「大学独自の講義用リンク集の構築」参照）。 
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