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「世界基準の授業」を目指して 

－創価大学経済学部ＩＰの取り組み－ 

 

創価大学 経済学部      

学部長  神立 孝一  

 

 

どうも、こんにちは。海外に行

きますと、報告者はまずジョー

クから始まると言われています

が、日本人の報告者は言い訳か

ら入る、という話で、私も言い

訳から入らせていただこうかな、

と思っています。日本人のアイ

デンティティを確認したいな、

と、こう思っている次第ですが、

まあ、こういう研究会のお話を

引き受けるときには、本当に気

軽に引き受けるのですね。それ

で、来てみて本当に後悔するわ

けですね。これでいいのか、と、

自分で反省しながらここに立っているわけですが。エンロールメント・マネジメントという非常

に難しい名前が付いていて、私たちが取り組んだのが、IP という名前が付いている取り組みで、

始まったのが 1999 年で、いわゆる前世紀です。その段階では、エンロールメント・マネジメン

トなどという言葉はございませんでした。 

 

 

結果論として、そうなった、というところな

のですが、今回、浅野先生、嶌田先生からは、

苦労話をせよ、そうすれば、みんな喜んで聴

くぞ、という話だったので、苦労話を持って

きたわけですが、どっちかというと愚痴にな

りそうなので、それも怖いな、と思いつつ簡

単にご説明させていただけたらな、と思って

おります。 
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澤登の方からいろいろな説明が

あったので、飛ばしながら行きま

すが、本学は 1971 年に開学しま

して、まだわずか 40 年の大学で

す。全学で 6 学部ございます。東

京の八王子という、どちらかとい

うと郊外で、よく言うと自然に恵

まれたところ、悪く言うと大学以

外に学生が行くところがない、こ

ういうところでございます。ごら

んになっていただければ、分かる

と思いますが、緑がいっぱいある

大学です。地方から来た学生が、

東京だっていうから来てみたら、自分の故郷と変わらないと、こういうことを言っている学生も

います。 

 

 

建学の精神が、こちら３つで、全

学でこれを目指してやっていこ

う、としています。「人間教育の

最高学府たれ」「新しき大文化建

設の揺籃たれ」「人類の平和を守

るフォートレス（要塞）たれ」こ

れが私立大学として本学の目指

すべき目標となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

今日の具体的な話であります IP ですが、これは International Program の略称で、何を目指して

始めたのか、といいますと、まず「１」経済学と実践的上級語学力の統合教育システム」です。

言うと非常にかっこいいのですが、要は経済学という学問は基本的にアメリカで勉強しても、ヨ

ーロッパで勉強しても、中国で勉強しても中身は変わらないのですね。だったら英語を一緒に、

英語で教えてもぜんぜん中身は変わらないわけだから英語の語学力を付けると共に経済学も勉強

しよう、そういう意味での統合教育システムを考えてみた、というわけです。 
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その中で、もう一つそのポイン

トになるのは、前提となる「２」

知識・スキルの習得と国際経験

を積む」ことです。これが具体

的にないと、おそらく英語を勉

強する目標もないわけでして、

さらに、実際にはそれをツール

としてどう使うのか、というこ

とが大事、ということで二つ目

の目標を掲げました。最終的に

は３つ目で「３）実践的英語力

の目標達成方法の明確化」です。

これはこれから説明します。 

 

 

 

カ リ キ ュ ラ ム で す が 、

International Program、IP 生の

各学期の履修科目というのは、

本学では履修の上限が 20単位と

なっていますが、１年生の前期

は 10 単位が All English の授業

です。これはいろいろなスキル

教育も含めてです。例えば、ノ

ートをとるとか、リスニングす

る、それからプレゼンテーショ

ンをどういう風にするのか、そ

れを全部含めてカリキュラムの

中に取り込んでありますので、

授業全体としては日本語で行う

必修科目と IP、1 年生前期の場合はこれだけで一杯になってしまいます。20 単位しかとれないわ

けです。1 年生後期になっても同じように全体の半分、およそ履修単位の半分がすべて英語で授

業をやる、と。そういう形態で現在やっております。ただ英語としてもレベルがありますので、

英語の習熟度によって２レベルに分ける、と書いてありますが、これはいわゆるプレイスメント

テストというのを入学式が終わったらすぐにやりまして、そのプレイスメントテストにもとづい

てレベルをきちっと分けよう、と。一人ひとりのレベルに合った英語ですね、これを教える、と。

ですから１年生で入ってきて、非常にレベルの高い学生は２年生と一緒のクラスで授業を受ける、

ということになります。それぞれ担当教員がレベルごとに必ず集まって議論した上で、それをや

る、適切な授業内容を行う。それが鉄則になっています。 
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これが授業風景なんですが、最

近、いろいろな形で授業の取材

をしていただきまして、時事通

信社からこの「「世界基準の授業」

をつくれ」とこういう本を出し

ていただきました。見ていただ

くと分かるのですが、「奇跡を生

んだ創価大学経済学部 IP」とこ

うなっているわけですね。それ

で「奇跡を生んだ」というのは

やめてくれ、と、僕らは普通の

教員としてやるべきことをやっ

たまでで奇跡を生んだわけでは

ないんだと、言ったのですが、

担当者が「いや、「奇跡を生んだ」ってフレーズを使わないと売れないから付けさせてください」

というので「奇跡を生んだ」という形になりました。今、ここで授業をやっていますが、彼女が

ホンマ・マリコ・ジョーンズといいまして、いわゆるネイティブの先生です。ネイティブの先生

は２人おりまして、その２人が中心となって IP を運営しています。ですから日本の授業形態とは

全く違っていて、議論中心の、グループ討議をする形での授業の中身になっております。 

 

 

どうして IP を始めようかと思っ

たのか、という理由なのですが、

いくつかの危機感がありました。

90 年代の後半です。入口段階で

すが、本学は附属校を持ってい

まして、東京に創価高校、関西

に関西創価高校という２つの系

列校がありまして、これは推薦

入試なのですね。推薦入試なの

ですが、一応、面接試験を実施

しまう。第一希望、第二希望、

第三希望と学部を書かせて行う

のですが、経済学部は本当に人

気が無かったんです。僕が面接

をやった時ですが「どうして経済学部に来たの？」と訊くと「ええ、いやあ」みたいな感じに口

を濁すんですね。「本音でいってごらん」と、やさしく声をかけると「実は、他の学部に行きたか

ったんです...」「行くところがないから経済学部になっちゃったんです...」こういう学生がすごく

多くてですね、これはなんとかしなくてはならないな、と。非常に不人気で特に高校生の声を直
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接聞ける、というのは、附属校の生徒たちが、もっともダイレクトに来ますから、その話を聴い

て、ちょっといろいろ考えました。こう、危機感を感じました。もう一つは共通科目でですね、

いろんな学部が一緒になってやる授業があるのですが、私も経済学部、法学部、教育学部といろ

いろな学生を教えるわけです。そのときに経済学部の学生が、ぜんぜん議論ができないんですね。

何にもしゃべらないし、しゃべらせてもロクなことを言わない。これはちょっと中身も問題だぞ、

ということで、それはまた 1 つの危機感になっています。もう一つは、出口の段階で一部上場の

企業に進む就職率が非常に低い。こういうことが重なり合って、これはなんとかしなきゃいけな

いぞ、ということで、いろいろと若手の教員たちが、集まって、こういう 1 つの流れの中で IP を

導入しようじゃないか、ということに至ったわけなんです。 

 

 

特に「学部教育の低迷と教育改

革への志向と努力」と書いてあ

りますが、要は教授会が終わっ

て、愚痴りあって、なんとかせ

なあかんぞ、というわけでお互

いに議論したわけなんですね。

その中で出てきたのが生徒たち

が最も望んでいることは何か。

それは英語ではないか。そうで

あるならば、なんとか英語を使

って経済学の勉強ができないだ

ろうか、と。最終的にここに行

き当たって、これを中心にして、

プログラムを組んだらどうなる

だろうか。この点をそれぞれ若手の教員たちが話し合って、それでこれは我々日本人が教えるの

ではだめだ、とにかくネイティブの人に来てもらって、それできちっとしたプログラムの中に入

ってもらって、それでやろう、ということになって、それからネイティブの教員を探し始めて、

呼んでくる。これもまた、非常に山あり谷ありだったのですけど、1 人は先ほど紹介した女性の

ホンマ・マリコさん。お父さんがアメリカ人でお母さんが日本人のハーフです。なんと日本人の

旦那さんと結婚したので、日本に来たので、それを引っ張り込め、というので来てもらいました。

もう 1 人は、エドウィン・アロイアウという中国系のアメリカ人ですが、この人は英語がしゃべ

れない人に英語を教えるプロ、逆に言えば経済学のプロパーではないんですね。英語教育のプロ

パーだったわけです。その英語教育のプロパーを経済学部になんとか入れる、という人事が、こ

れがなかなか大変だったのです。本来であれば、教員の定員がありますから、その中に全く経済

学と関係ない人をどうやって入れようかというので、これはとにかく経済学部を復活させるため

にどうしても必要だ、と若手の教員が一致団結してお願いしました。その 2 人を中心にして、い

ろいろな形でグローバル化、といいますか、このように掲げたものに向かって進み始めた、とい

うことです。 
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他の先生方は、言ってみれば消極

的賛成でした。よくありますよね、

消極的賛成。「学生の実力がこん

なことで変わるのか？」「英語な

んかやって、本当に経済学の力な

んて付くのか？」という経済学の

プロパーの先生もいました。だん

だん、だんだん、それが変わって

きたのが導入して５年目くらい

です。「お、これは、英語でやっ

たけど、なかなか経済学を理解し

ているぞ」ということを他の先生

も理解していただき始めました

ので、最終段階くらいになりますと、「これはいいぞ」という話になって、もっとカリキュラムを

充実しよう、という形に変わっていきました。 

 

 

学生に実際にどのように力が付

いていったのか、というのを見

るのが教員には一番なのですね。

当然、偏差値も徐々に上がって

いきました。それで、2007 年度

の特色 GP でこういうテーマで

採用していただきました。この

ときが種々のプランを推進する

絶好の機会になりました。特に

学部にラウンジを作ったんです。

学生たちが自由に出入りして、

そこで議論をしたり、勉強をし

合ったりする空間ですね。そう

した教室を１つ作ってもらいま

した。このラウンジがすごくよかったです。学生たちが自由に来て、先輩が後輩に教える、そう

いうことをワイワイやるようになって、これまでは勉強しにくいな、って言っていた学生でさえ

もがそこに集まるようになってきたわけですから。そこから一気に学部のカラーというか雰囲気

がガラッと変わっていった。そのきっかけの 1 つがこの GP だったと思います。 
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IP の履修者の推移ですが、99 年

から試験的に始まったわけです

が、見ていただきますと分かり

ますように、うなぎ上りに上っ

ていきました。どうしてこうい

う形が実現したのかというと、1

つは一番始めに危機感を抱かせ

てくれた附属校の生徒たちが入

ってきて、自分の実力が伸びた。

それを今度は後輩たちに「経済

学部、結構行けるよ」というこ

とで宣伝してくれたのですね。

逆にその学生たちが、ぐっと牽

引してくれまして、そのうちに

だんだんとそのプログラムが附属校だけじゃなくていろいろなところに伝わっていく形で、英文

科に流れていた人たちが、経済学部に流れてきました。英語学をやるのではなくて、英語をツー

ルとして使いた。それなら英文科ではない、経済学部だ。こうなってきてですね、一気に増えて

きまして、７割から８割の新入生が IP に参加をするという形になりました。 

 

 

実際の英語学習推定時間数をは

じき出しますと、本学の場合には

セメスター制を採っていますの

で第一セメスター、第二セメスタ

ーが１年。第三セメスター、第四

セメスターが２年、と二年間に渡

って授業外学習時間をはじき出

してみました。その合計が約

1500 時間くらいになるのですね。

なぜこの量の時間になるのかと

いうと、ものすごく過酷な課題が

出されます。例えば、３日か４日

で30ページから40ページの英文

を読んでまとめなさい、というような課題が出ます。それに対して学生たちは必死になって応え

ようとしていきます。なぜ応えようとしているかというと、とにかく 10 代後半から 20 代前半の

２年間、集中的に語学を学べば必ず身につく、というのがさきほどの 2 人の英語担当の先生の哲

学なのですね。だから、それを学生たちに植え込んで、とにかくついてこい、と。ついてきたら

実力伸ばしてやるぞ、という形でずっとそれをやってきたのです。学生たちが僕たちに愚痴るん

ですけど、「受験勉強のときよりも大学に入ってからのほうが苦しい」と。勉強が、つらい、たい
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へんだと。こう言っています。まさにホームワークのなせる技だと思います。 

 

 

これがちょうど2006年のときに

採ったデータです。１年生の始

めに 434.6 点だった ITP 、

TOFEL の模擬試験の点数が、１

年生の終了時に 477.4 とこうい

う形に上がっていきました。一

番大きいのはここなのですね。

ここの 500 点以上の人たちがぐ

っと増えた、というのが、これ

がものすごく影響がありました。

やはり TOFEL で 500 点以上を

取る、というのはなかなかたい

へんなのですが、それが１年間

勉強すれば、なんと行けそうだ、

という雰囲気になってきたわけですね。それがすごく良かったと思います。 

 

 

最近はどうなの火と申しますと、

これが 2011 年のデータなんで

すが、441 点が 501 点に上がっ

ている。こういうデータです。

ですから、IP に入った学生たち

の力は確実に伸びている、とい

うのが裏付けられています。 
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それで、今度はさきほどの 2007

年の GP を採用していただいて、

もう少し進化形を考えよう、と

いうことで JAS プログラム、と

いうのを始めました。これは、

Japan Asia Studies プログラム

と言うものです。現在本学には、

だいたい 300 人くらいの留学生

が来ているのですが、その中で

英語であれば聴いて分かる、と

いう留学生をなるべくいっしょ

の授業に誘い込んで海外の留学

生とこの IP を受けた上級クラス

の学生たちがともに学ぶ、とい

う 1 つのプログラムを考えてみました。すべて英語です。少人数クラスでインターアクティブな

授業をやっています。そのために講座数が足りなくなりまして経済学部の中堅から若手の教員、

一番上は 50 代をちょっと超えた人だったのですけれど、メンバーを選抜して４人、アメリカにホ

ームステイの研修に行ってもらいました。３週間、英語教育法というのをやりました。その人た

ちが中心となって通常の日本のことを英語で説明する、という講座を持ってもらっています。そ

れがこの JAS プログラムで、だいたい 17 カ国から 60 人くらいの学生がこれを履修しています。

単によく言われるアジア系の留学生だけではなくて、中国系、韓国系だけではなくて、ヨーロッ

パのフランスだとかイギリスだとか、あとアフリカ系がいます。東南アジアだとマレーシアとか

シンガポールとか、そのあたりの学生が来て一緒になって日本の勉強をしています。すべて英語

でやっています。 

 

それから、もう一つは海外イン

ターンシップというものを実施

いたしまして、今、３つのプロ

グラムが走っております。マン

チェスター、バンクーバー、本

年度からはメルボルンというこ

とで大体語学を３週間から４週

間程度勉強してもらって、あと

４週間のインターンシップ。こ

れはもちろん全部英語で働くわ

けですが、そういうプログラム

を組みました。マンチェスター

については、イギリスの国内の
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事情でインターンシップが４週間できなくなって、今年から２週間になっています。非常に難し

いみたいです、労働条件が。そうした変化はあるのですが、この３つのプログラムを走らせてい

ます。 

 

 

就職活動では、海外留学比率の

増加です。本学でも 137 大学の

47 の国や地域とさまざまな協定

を結んでおりまして、交換留学

をやっているのですが、交換留

学生のうち 60％が経済学部の学

生です。英語圏のみでは約 70％

が経済学部の学生という割合で

す。以前とは大きな違いです。

英語力で勝負しよう、と。特に

一部上場企業、外資系企業へ自

信を持ってチャレンジする学生

たちがぐっと増えてきています。 

 

 

最後に今後の課題なのですが、

最大の課題は 18歳人口の減少に

対して、どのように魅力あるプ

ログラムをやるのか。僕らが持

っている IPとJASをさらにどの

ように展開するのか。これが

我々の課題になっています。も

う一歩踏み込んだプログラムを

考えようと､議論を続けていま

す。それから、海外インターン

シップの充実ですね。これは今、

グローバル人材というのが叫ば

れていますけど、これをもう少

し具体的に、もうちょっと幅を

広げて、例えばアジアの市場ですね、そこで縦横無尽に働くことができるような、そういう学生

も作ってみたいなと、こう思って、現在、アジアのインターンシップ先を探しているところです。

それから、モチベーションの維持と向上のために何ができるのだろうか。要はこれがないと実際、

何をやっても無駄ですので、学生たちにどうやって、モチベーションを向上させるのか、ここを

経済学部のスタッフ同士で、今、議論をしているところです。体験的な話で申し訳ありません、
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雑駁な話でしたが、また、何かあれば細かい点は、あとでいろいろおたずねいただければ、と思

います。たいへんにありがとうございました。 
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