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１－②「「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―」（神立孝一 創価大

学経済学部学部長）の報告に対する質問 

 

Q2-1：他の学部でもやってみよう、という話にならないのか。それはなぜか。 

Q2-2：経済学部以外の他学部への IP の広がりについてお教えください。 

神立：あんまり言いたくないことですけれど、こういう場ですので、今、本学の場合、６学部あ

って文系が５学部です。とくに親和性が高いのが、我々が経済学部で、隣に経営学部とい

うのがあるのですね。この経営学部は私たちの IP に影響を受けて、GP というのをやり出

したのです。Global Program というのですね。それは英語の教育に力を入れて、それで２

年生のときに世界各地の公的機関を訪問するというような形のプログラムを経営学部は差

別性をもってやり始めています。それから法学部もやり出しました。平和と人権を英語で

学ぶというものです。文学部は今度、ダブルディグリーという２年間日本で、残り２年間

は海外で、というコースを考え出した。経済学部がやろうとしてきた、あるいはやってき

たことに、みなさんは影響を受けて、多少同じ方向に向かうというところはあるのですね。

根本的に違うのは、授業の中身で、すべて英語できちっとやるとか、カリキュラムの中に

全部英語でという科目が設定されていない、ということだと思います。設定しても、なか

なか大変なのですね、英語での授業というのは。ネイティブの専任の教員が２人いて、そ

の 2 人がコーディネーターになって、すごく優秀なネイティブの人たちを毎年いろんなと

ころからリクルートしてきて、その人たちに非常勤でやってもらっているのですが。さき

ほど授業外学習時間がこれだけありますよ、という話をさせていただきましたが、あれは

同時に私たちの就業時間外の作業になるのですよ。要は帰ってきたレポートを全部見て、

直す。書いてきたエッセイを全部英文で直す。そういうことを献身的にやってくれる教員

がいない限りは続かないプログラムなのです。そういうわけで、ちょっと声高に言ってし

まいますと、だから他の学部がやっていることは単なるまねごとだと。経済学部と本質的

に違うぞ、と私は思っているのですけど。 

小湊：ちなみにその辺の効果検証というは大学としてされないんですか。 

神立：経済学部に関しては、IP 委員会というのがあって、毎回すごい激論があって、いろいろな

データを出しながら教員同士で議論していますけれど、これからだと思いますね。まだダ

ブルディグリーも始まって３年目ですし、まだこれからだと思います。 

 

Q2-3：英語の授業、学習方法について 

１，２年で英語の授業を集中して学習カリキュラムに組まれていますが、２点質問です。 

１）経済の専門の授業はどの程度圧縮されてますか？ 

２）具体的にどのような授業内容でそんなに英語力がのびているのですか？ 

神立：授業の中身なのですけれど、先ほどレベル１とレベル２と分けてご説明をしましたが、レ

ベル１については、基礎英語力の勉強を重視する、ということで週６時間から９時間の間

でアカデミックライティングと TOFEL、学術会話、それから経済学の基本理念、基本概念
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というものを英語で教えています。日本語でも同じように基幹科目としてマクロ経済学、

ミクロ経済学とおいているわけですが、これは日本語で行っています。そこですごくいい

のは、日本語でやって、日本語で理解できた部分で英語を読むと英語も理解できる。英語

を読んで理解できた部分を今度は日本語で直すとこうだ、ということで、相互の補完作用

があるということです。特に経済学っていうのは、ちょっと変わった学問で、例えば「効

用」という言葉を使うのですけど「効用」というのは満足度なのですよね。だからものを

食べておいしいなあ、というのは分かるのですが、「効用」が高いなあ、とは普通使わない

わけですね。でも英語にすれば needs になるわけですね。そのほうがわかりやすい。それ

が結構相乗作用になって、日本語でやっている必修科目の方も、割と学生たちはすっきり

と入っていけるという、プラスの側面があります。レベル２になりますと、経済学の基礎

を習得していることを前提にしながらレポートやプレゼンテーションの実施。それから企

業に何人かでリサーチに行かせて、リサーチの結果をすべて英語でレポートにまとめて出

す、とかですね。そういうようなことまでやっています。そのなかで、やはり学生たちに

もよく言うのですけれど、英語と言うのは頭がいいからできるとか、頭が悪いからできな

い、というような話ではなくて、使っていればできるのだ、と。どれだけ英語に浸ってい

るのか、と。だから英語を使う時間をなるべく長くするという、そういうことを目的にし

てやりますと伸びますね。本学は、学部ごとのフロアというのがあるのですが、私たちの

経済学部のフロアは割と、学生たちと先生たちの間で英語での会話が飛び交っています。

それは、やはり彼らが日常的に英語で話しかける、英語で議論をする、そういうことをや

っているので、授業だけで伸びているわけではなくて、授業以外のそういう雰囲気だとか

そういうものでかなり英語力はついている、と。学生たち自身も、英語力が付いてきた、

という実感を持っているようです。具体的に言えば、TOEFL 何点上がった、TOEIC 何点

上がったということになりますので。ですから TOEIC は４年生の段階で 800 点以上取る事

を目標にする。結構良い点数をとる学生が増えてきています。学生たちの実力が上がって

いるので、ここまで続けられた、ということだと思います。 

 

Q2-4a：ネイティブの教員２人だけでどのように教科をまわしていくのか？ 

神立：その中心的な先生たちは、科目名で言うと Academic Foundation、Introduction to 

Economic Reasoning というような名前を付けた基礎的な概念、英語の基礎力を付けるとい

うもので、さきほど言ったエドウィン アロイアウは、テンプル大学でいわゆる英語ができ

ない人たちに対する語学教育が専門の教員ですから、この人にすべての基本的なスキル教

育を徹底的にやってもらっています。プレゼンテーション、アカデミックライティングと

いうような科目ですね。一方、ホンマ・マリコ・ジョーンズ先生には、例えば、Economics 

Lecture と言ってマクロエコノミクスだとかミクロエコノミクスなどの専門的な科目を教

えてもらう。そういう形の科目を作っています。ただ基礎力をつける、というところは 2

人だけじゃできませんので、さきほど触れました非常に献身的な非常勤講師のメンバーが

いて、学生を少人数のクラスに分けて、１クラス 20 人はいかない、そういうクラスを作っ

ています。したがって、非常勤が６人から８人、毎回来てもらって、それでやっています。
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その６人から８人というのは、８割がネイティブです。２割くらいは日本人で海外経験が

あって、語学教育ができる人です。ですから１年生のときに接触する先生というのは割に

ネイティブの人が多い。こういうような組み立てにしています。 

 

Q2-5：IP について、以下の点についてご教示ください。 

・経済学部の１学年のうち、何％が IP に参加しているのか。 

・参加に当たって基礎的な英語の能力を求めているのか。 

・参加者の選抜方法（筆記試験？面接？） 

・当初の参加者のうち何％がドロップアウトするのか。 

・ドロップアウトした学生はどのような取扱いになるのか（通常の日本語だけのコースに戻

るのか）。 

Q2-6：IP を途中で辞める学生などはいないのか。またその対策などあれば知りたいです。 

神立：まず選抜方法ですが、２通りありまして、１つは高校までに英検 2 級を取ってくるとか、

それから TOFFL の点がある一定以上を超えているとか、という形でやっていますけど、そ

れはごくわずかです。大半の人たちは入学式前後にやっている全学でやるプレイスメント

テストの ITP ですね、TOFEL の模擬試験を受けて 380 点以上であればプレ IP と言って前

段階のものに入れるよ、480 点以上であればレベル２だよ、という形で選抜しています。で

すから希望している人たちで若干名入れない人が出てくる。じゃあどのくらいの学生たち

が希望するのか、というと１年生の段階ですとだいたい７割。80％はいかないですね、75％

くらいですかね。これが希望して、実際に入って授業を受けています。問題は、鋭いご指

摘で、どのくらいドロップアウトするのか、ということですが、70％の学生がこのプログ

ラムを受けて、そのうち 70％が残ります。そのうちまた 70％がのこるわけですから、どん

どんドロップアウトするわけですね。最終的に３年生でさきほど言った JAS というプログ

ラムに残れるのが、大体 70 名から 80 名です、１学年で。1 学年の定員が 250 名ですから

良いときで１／３いかないのかな、１／４くらいですかね。このようなパターンです。辞

めていく理由はいろいろあるのですけれど、1 つはこの ITP のスコアが上がらないと残っ

ていけません。それが１つ。もう一つはこの IP の授業だけを優秀な成績をとっても意味が

無いので、そこに GPA のハードルを設けています。GPA は 3.0 以上ないと受講資格があり

ません。そういうことで成績も一応、篩いになっています。ですから希望していても、そ

もそも成績が到達しない学生は受けられない。その代わり敗者復活はありです。その次の

段階のレベルを前のセメスターで受けられなかったとしても、次のセメスターでそのハー

ドルを越えていれば受けられる、という敗者復活は OK です。こういうような仕組みにし

てあります。 

小湊：その敗者復活なんですけど、何かそのドロップアウトした学生を支援するような対策等々

はあるんですか。 

神立：これは学部としてはとくにやっていないのですが、全学的な機関としてワールドランゲー

ジセンターというのがあって、これがいろいろな形で支援していますね。あとはその

TOEFL の点を上げるための講座とか、TOEIC の講座とかありますので、それを積極的に
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受けるように学生に勧めます。敗者復活したい人にはですね。そういう形でのアフターケ

アですね。 

 

Q2-7：IP の海外インターンシップを経験した学生さんの就職先や就職における強さ、というのは

ありますでしょうか。 

神立：これはですね、割にこのインターンシップに参加した人たちは就職先が、まあ、いい悪い、

っていういい方がすごく難しいのですが、かなり希望したところに行っています。外資系

を希望した人は外資系。国内のメーカーを希望している人は、そのメーカーに。とくにそ

のインターンシップを経験した人たちの半数以上の人が、交換留学にも行っています。交

換留学にいけるだけの力があるので。交換留学にも行っていて、実際に経済学部で就職に

強い学生たち、というのは１年間留学に行って５年計画で卒業していった人たち。この学

生たちは、とても優秀です。今年も JP モルガンとかですね、そういうところに入ったりし

ています。P&G 等にもお世話になっています。それがいい企業なのか、というと僕も判断

はつかないのですが、とりあえず世間的にはまあまあいい、というところに行っています。

あとアクセンチュアとかですね。うちの学生には、結構、涙ぐましい子もいましてね、例

えば日立とニコンが両方受かった。そうしたら日立を蹴るんですね。「なんでニコン行った

の？」って訊くと、「まだうちの卒業生が入ってないから後輩たちのために道を開くために、

私はニコンに行きます」というような、涙がでるほどうれしいようなことを言ってくれる

学生もいましてですね、まあ、そういう学生もいるので全面的に応援したいな、と思って

います。とくに IP のトップクラスの学生たちはどこに出しても恥ずかしくない、英語力も

例えば、TOEIC で 990 点満点中 980 点とか、そういう学生もいますので。これはかなり力

が付いていると思います。あとインターンシップですね。このインターンシップに行った

学生たちもいい経験をしているようです。 

 

Q2-4b：宿題は課すだけでは学生はやらない気がしますが、どのようにちゃんとやるよう工夫さ

れていますか？ 

神立：一番簡単な方法は、成績に反映する、ということですね。もう一つは丁寧なレスポンスで

す。やったら必ず見て、ここがいい、ここが悪い、というのを必ず先生がレスポンスする。

その 2 つだと思います。 

 

Q2-4c：ラウンジは作るだけでは人は集まらない気がしますが、どのような工夫をされましたか？

Q2-8：学生が積極的になったのはなぜか。ラウンジや英語教育の他にも要因はあったのか。 

神立：おっしゃるとおり、始めラウンジを作ると言ったときに、そこは学生の遊び場になるので

はないかと、集まって、ただどんちゃん騒ぎしているだけの空間になるのではないかと心

配される方々が多かったのですね。ですから、ここは勉強する場所だ、ということで、と

にかく先輩が後輩に何かを教える、分からなかったら質問する。ある一定の時間帯を決め

て、例えば昼休みだったら何時から何時まで、放課後だったらだったら何時から何時まで、
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この時間帯は先輩がいるから自由に聞きに来ていいよ、というようなところから始まって

いったのです。そのうち段々だんだん、先輩が後輩にものを教える、ということに対して、

先輩たちがものすごい快感を覚えたらしいですね。その学生たちがだんだんラウンジにず

うっといるようになって、後輩たちもそこに参加をする。そこでここまで勉強したのだっ

たら力試しがしてみたい、と彼らが言い出しまして、経済学理論同好会という同好会を彼

らが作り出しまして、それがラウンジを拠点にして活動を始めて、この人たちが力試しで

始めたのが、経済学能力検定試験、というのが全国にあるのですね。その中に大学対抗戦、

というのがありまして、各大学で経済学の試験を受けて９人のチームでトップ４人の成績

でランク付けする、というのが年 2 回あるのですけれど、これを受験して、一番に始めた

先輩たちが全国制覇をしちゃったのですね。早稲田が４連覇していたのですけれど、その

うち連覇が続きまして、早稲田の４連覇を抜きまして、さらに後輩たちが燃えまして、つ

いこの間、この連覇が 10 連覇まで行きまして、この連中はいつも一緒にいて、わいわい勉

強しているのですね。そういう風にラウンジがなってくると、勉強したくない子たちは、

そこに来ないのですね。いつもそういう雰囲気で張り詰めていますから。その中で勉強す

るような人たちが出てきて、それがまたいろいろな教科の中でいろいろなことを教えなが

ら引っ張っていく、という形になって。まあラウンジが拠点になってうまく回り始めた、

という。これはいま５年目くらいなのですけど、非常に今のところ順調にいっております。

おかげさまで。 

 

Q2-9：［口頭］交換留学、IP とやられて、交換留学をすると留年して５年になってしまう、とい

うところで、交換留学というときにどの大学でも問題になるのですけど、いかに留年しな

いで行けるか、というところが課題だと思うのですが、この点に関して、今後、何かご検

討されているとか努力されている、というのがあれば、教えてください。 

（大分大学・国際交流課 小林） 

神立：おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりのことが、我々のなかでも問題になっていて、

向こうの大学に交換留学で行って、大学で授業を受けて、その受けた中身でうちのカリキ

ュラムに合致するものについては、積極的に単位を認める、ということで、とにかくどん

どん申請しろ、と。自分で受けてきた科目で、これをこれだけの時間受けた、ということ

をどんどん申請しなさい、と。こちらでも全部検討してなるべくカリキュラムに合った、

取ってない科目を見つけてその単位を認定する、というような形の努力はずっと続けてい

ますし、休学していても単位を認定できる、というような話が文科省からも出ているので、

非常に私たちにとっては追い風で、休学でもいいぞ、単位認めるぞ、というような形で、

今、学生たちに勧めています。 
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Q2-10：［口頭］IP を卒業した学生とそれを受けていない学生が同じ経済学部を卒業されると思う

のですけど、どのようにインセンティブを与えていらっしゃるのですか。IP プログラムを

修了したという証明書を卒業証書につけるとかですか。 

（山口大学・大学評価室 松元隆博） 

神立：特に IP の修了証書というものは出していません。ですから同じ形になってしまいます。た

だし、その IP を続けた人たちというのは、クラスの規模が小さいものですから同学年の中

でも非常につながりが深いメンバーになるので、それが卒業してからも活きているみたい

です。人間関係でつらかったときに会って話をするとかですね、その程度の差だとは思い

ます。特に IP を卒業したから特別な何かを与えるとか、ということは今はしていません。

していないのですけれど、彼らは自分たちで力をつけたい、と思って授業に出ているので、

IP を続けた人は「続けられた」ということを誇りに思っているでしょうし、挫折した人間

は、挫折したけど、まあよかった、というような言い訳をしながらやっているのですけれ

ども。とくにその差はつけていません。 

 

 

  


