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第 4 節  函館大学 
星 聡美 

 
 

1. 私立大学を取り巻く状況 

 18 歳人口の減少から、私立大学は厳しい状況を迎えている。1992 年度をピークに入学

志願者、志願倍率は低下しつつあり、定員割れが増加している。2000 年度では私立大学

471 校中 133 校と 3 割弱が、また、短期大学では 453 校中 265 校と 6 割弱が入学定員充

足率 100％未満になっている。こうした状況のなかで学生の確保は私立大学の至上命題と

なっている 1。 
 その一方で、大学進学率は上昇し、学生の多様化が進みつつある。学生の学力低下、意

欲低下、大学生活への不適応や社会生活を営む上での基礎の不十分さ、クラブ・サークル

への参加率の低下などがしばしば話題にされる。山田礼子は、学力面においてはそれほど

改善すべき必要性がないと認識している大学は少数ではあるが存在するが、学生生活面に

おいては学部・大学を問わずほとんどの大学が改善すべき課題であるとの認識を持ってい

ると述べている。 
 大衆化の影響を最も受けると考えられる地方・私立大学においては、多様化した学生を

いかに、どのような方向へと教育するかが重要な課題となりつつある。新入生を対象とし

た導入教育の取り組みは 1991 年から増加、学力低下問題が全国的に焦点化された 1999
年を境に急増している 2。 
 18 歳人口の激減、全入時代の到来のなかで地方・単科・私立大学は岐路に立たされてい

る。函館大学はまさにその典型であり、大衆的大学が現在抱えている困難がすべて現れて

いるといえる。函館大学の教育を追うなかで、現在の大学教育の難しさとあるべき姿を捉

えたい。 
 

2. 沿革と理念 

 函館大学は学校法人野又学園グループのひとつとして、1965 年に開学した。野又学園自

体は 1938 年の函館経理学校設立から始まり、現在、野又学園グループとして 10 校の学校

をかかえている。函館大学はその中の一大学である。グループにはその他に函館短期大学、

函館ビジネスアカデミー専門学校、函館短期大学付設調理師専門学校などがある。 
 函館大学の教育は建学の精神である学園訓「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」に基づ

いて行われている。さらに 2002 年には、学園校の一つである函館短期大学の学長から函

館大学の学長になった小笠原愈氏がこうした教育理念を引き継ぎつつ、重点目標として「創

造的に教育事業を進め、社会からあつく信頼される大学に高める」を新しく掲げた。ここ

でいう社会とは、津軽海峡を中心とする地域を軸に同心円的に広がるものであり、あつく

                                                
1 「私立大学における一年次教育の実際」―『学部長調査』（平成 13 年）の結果から― 
http://www3.ocn.ne.jp/%7Eriihe/fresh_people/RIIHE_freshpeople_all_030617.pdf 
巻頭言 山田礼子。 
2 同上 ｐ27。 

http://www3.ocn.ne.jp/~riihe/fresh_people/RIIHE_freshpeople_all_030617.pdf
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は各界各層から情熱的に信頼、評価されることを意味している。 
 大学には研究・教育・地域貢献の三つの役割が求められているが、現在函館大学は「大

学は教育機関であること」を強く意識している。それは、地元からの期待に応えることと

深く関係している。もともと函館大学は商業都市として変遷してきた函館の商業・経済・

流通に対応した研究をいかにして編成するか、また地域のニーズに対応した教育をいかに

行なうかに努力してきた大学であった。だが、1990 年前後に、全国を視野に入れた運営を

行なったことがあった。その結果、関東・関西出身の学生が増加し、地元からの入学者が

激減する事態が起こった。その際に大学のスタンスを考え直し、「足元を大事にする」と原

点に帰ることになった。以後、これを機に、地域社会から愛され、信頼される大学という

現在に続く道を歩んでいる。現在、777 名いる学生のうち、青森、函館周辺の出身者は 4
割程度である。地元出身者の割合が 6 割 5 分くらいを目指している。 
 また、地元重視、教育重視という函館大学の姿勢は地方私立大学の生き残りをかけた戦

略でもある。18 歳人口の激減、全入時代の到来のなかで地方・単科・私立大学は岐路に立

たされている。函館大学はまさにその典型であり、大衆的大学が現在抱えている困難がす

べて現れている。函館大学は現在「函館大学だからできる独自の教育事業」を目指し、改

革、改善を重ねており、生き残るためのありとあらゆる努力がなされている。 
  

3. 教育中心という視点からのパートナーシップ構築 

3-1 組織の変化 

(1) 専攻塾・コース 
 函館大学の教育は 2001 年度から「専攻塾・コース」という制度で行われている。専攻

塾は一学年 30 人を定員に、3，4 人の専任教員が 4 年間一貫して指導にあたるコースであ

る。国際ビジネスコミュニケーション専攻塾、会計専攻塾、ＩＴ専攻塾、情報・商業教職

専攻塾、ビジネス・アスリート専攻塾と５つの専攻塾があり、その目的に合わせた授業が

4 年間かけて各塾展開される。各塾が目的を明確化し、系統だたせることで学生に学習意

欲を持たせている。また、少人数教育を実践することで、教員や仲間たちとの人格的触れ

合いを通し、人間的成長を図ることも目的としている。江戸時代の吉田松陰の松下村塾を

モデルとしている。 
 コースはマーケティングコース、企業家養成コース、金融コース、企業法コース、マス

コミと出版ビジネスコース、芸能ビジネスコースの 6 つからなる。ビジネスに必要な基礎

知識を幅広く身につけて、その上で将来の業種や職種を想定し、より実践的な知識へと発

展させることを目的としている。 
 函館は単科の小規模大学である。しかし、だからこそ教員と学生が密に交流でき、深く

触れ合うことができると考え、人と人が互いに感化しあい、向上していく教育を理想とし

こうした教育形態を取り入れている。 
 また、コースのひとつである企業化養成コースは 2003 年 4 月から今までの経営コース

を改善して開設されたものである。これは、地元中小企業の二世経営者の養成を目的とし

ている。このコースの学生たちが自主的にはじめた「企業戦略研究会」という活動もある。

月に１度、市内の会社経営者たちの勉強会にも出席し、経営戦略についても学習している。
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後継者として期待されている学生や、すでに代表取締役となっている学生が中心になり活

動を行っている。地元の期待に沿うような人材養成を考えた活動である。 
 
(2) 教職教育センター  
 専攻塾のひとつである情報･商業教職専攻塾を発展的に改組し、教職教育センターをつく

る決定がなされた。これは、もともと情報･商業教職専攻塾は「情報」「商業」の教員免許

取得が可能な塾であったのだが、さらに、「教員を目指す」ことを強化した動きである。免

許状を出すと同時に、採用試験に合格するという特別な目的も付与しつつ、人材養成を図

る場としてセンターを考えている。 
 こうした動きには、教育大学の動きが関係している。教育大学函館分校が新課程に特化

することになり、教員養成のあり方が大きく変わろうとしている。そうしたなかで、函館

大学が教員養成の一端を担おうと今回の決定を行ったのだ。地元還元を徹底的に意識して

の改組である。 
 経済的な事情などから地元にしか進学できない学生にとって、地元に自身の希望を満た

す高等教育機関が存在する意味は大きい。地域貢献とは、そうした地域のニーズに応える

高等教育機関になることでもあるのだ。 
 
(3) 初年次教育に学習方法基礎論（態度形成に関わる授業） 
 高等教育の大衆化がすすみ、学生の意欲、基礎学力が低下しているといわれる。函館大

学でもやはり、学生は多種多様でありつつも、基礎学力がなく、意欲があまり見えない学

生が相対的に増えてきている。そうした学生に対し、初年度に行われる授業がこの「学習

方法基礎論」である。社会人、学生としての態度形成を固める内容を設定している。 
  
(4) 独自の奨学金制度（一万円アパート、バスの運営など） 
 経済的に学費を出せない生徒が多い。中小都市であるため、アルバイト先もなく延滞、

滞納が多くみられる。日本育英会の奨学金対象者は学生 777 名中 178 名と多い。大学独自

の奨学金制度を取り入れ、入試時から入学金全学免除などの対象となる特別奨学生入試の

枠も 50 名分設けている。 
 ユニークな制度としては、１万円アパートがある。民間アパートを借り上げ、現在５棟

あるのだが、家賃１万円と管理費２千円という破格の値段でベッド、机、冷蔵庫、炊飯器、

洗濯機つきの部屋を利用できる。また、実家から通学する生徒のために無料バスの運行も

行っている。五稜郭から往復 500 円は学生にとって大きな出費であると考えこうした仕組

みを取り入れている。 
 国からの助成金をいかに多くするかについても考えている。いかにして助成の対象にな

るような評価をうける事業を行い、地元還元の教育に結びつけるか。学費をもらって運営

しているのだという強い意識が見える。 
 
3-2 教員の取り組み 

 函館大学では、教育中心の大学を目指すため教員の「教育に対する責任」が重視されて

いる。そうした意識のもと、生徒ひとりひとりへの細かな対応が行われている。以下の３
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点はまさに、従来の大学では考えられなかった取り組みである。 
ひとつめは、学長自らが毎朝 8 時 45 分から 9 時 10 分の間、玄関に立ち、生徒を迎える

ことだ。そして一人一人に声をかける。手ぶらでくる学生がいれば「教科書はどうしたん

だ」。「ノートはどうするんだ」。そうしたなかで、学生から授業に関する情報を得ることも

ある。 
 ふたつめには個人カルテの作成がある。従来の教育スタイルでは大量に出てしまう留年

者を防ぐために、函館大学では学生一人一人、777 名ぶんの個人カルテがつくられている。

履修状況、クラブ、試験結果、出席状況などの全てが個人カルテにインプットされている。 
 出席状況が思わしくない学生はチェックし、毎朝生徒に電話をかけて起こす。３ヶ月ご

とに全員のデータをチェックし、それに基づいて学生に個別に電話をかける、面談すると

いった取り組みを行っている。すべて中途退学者を減らすことを目的にしており、事実減

少している。 
そして、父母懇談会が開催されている。函館大学には「協学会」というＰＴＡのような

組織があり、総会が年に 1、2 度開催している。さらに「地域協学会」が函館、仙台、青

森、東京などにもあり、地区懇談会として定期的に開催している。これらは小・中学校で

いういわゆる父母懇談会である。学生の大学での生活状況について親と話すことを目的に

している。入学から卒業まで学生の責任をもつことを考え、学費の分のサービスをしてい

こうと取り組まれている。 
 やはり会話の内容は、個人カルテをもとに学生の大学での出席状況、単位の履修状況、

スポーツや文化活動での取り組みが挙がる。学生の報告をすると同時に、就職先などに関

しての親の期待も聞き、参考にする。 
 

3-3 地域社会との連携  

(1) 産学連携 
函館地区は未来大学、北大水産学部など「つくる」側で地域と産学連携をしやすい。函 

館大学は商学部が持つ専門性を生かし、市場調査や流通、マーケティングでの貢献を目指

している。地域のまちづくりのマーケティング戦略に視点を置き、クリスマスファンタジ

ーやラーメンサミットといったイベントがどのような意味を持つのかについての調査研究

を函館大学は担っている。 
ラーメンサミットでは期間中２日間で学生が聞き取り方式で 513 件の回答を得た。「ま

ちづくり」の視点から地域経済効果や中心市街地に求められる要素を調査した。結果、サ

ミットを 83％が支持していること、同様に 82％が「経済活性化につながる」と考えてい

ること、具体的な活性化策も尋ね、「毎年継続する」「ラーメン横丁を常設する」などの回

答を得た。観光客にお勧めできるイベントであることも調査を通してわかり、多くの人が

サミットの今後に期待しているという調査報告をまとめた。ラーメンサミットの実行委員

会はこうした結果を受けて、サミット継続は地域活性化につながると判断し、満場一致で

来年の開催を決定、参加枠の拡大なども検討している。 
 
(2) 学生の活動 
 学生がまちに出て活動することを推奨している。クリスマスファンタジーに 20 名ほど
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の学生がボランティアとして参加するなどの時は、大学側が昼食代と交通費は出すという

配慮をしている。課外活動によって社会性も身につき、学生の研究にどうプラスになった

のかなどの成果の報告も期待できる。 
 これまでは地域活性化の動きに対して参加意識が低かった。職員も学生も函館出身者が

少なかったため、地域が心理的に遠かったためである。しかし、近年では、教育をなすう

えで地元の存在は欠かせないこと、同時に学生が得るものの多さもわかった。函館大学の

学生がスタッフとしてイベントに参加した際には、その事実を積極的にアピールしていき

たい。それが学生の励みにもなると考えている。 
 

4. 今後の課題と方向性 

 現在、私立大学では生き残りをかけてさまざまな取り組みが行われている。例えば、入

試方法の工夫である。一般入試の比重が低下し、推薦入学が重視される傾向が強い。推薦

入試でも通常の公募制や指定校推薦のほか、自己推薦も導入されている。また、一般入試

の取り組みでも試験日程の複数化、受験科目の減少など受験機会の増加と受験生の負担軽

減が行われている。学費面では、奨学金を充実させる取り組みが行われ、学生を広く募集

するために高校との連携の緊密化が図られている。 
 こうした戦略と同時に、最も基本的な学生確保のための取り組みはやはり大学の教育内

容の改善である。専門教育と基礎教育を充実させるカリキュラム、国際化や情報化に対応

した教育、学外者の招聘やインターンシップの実施による社会や地域との交流、少人数教

育や補習教育などによるきめ細かな教育、就職実績向上のための資格取得教育が重視され

ている。 
 また、学生による授業評価やＦＤも積極的に実施されるようになっている。施設整備な

どの環境整備の充実や、精神面のケアへの取り組みも着目されつつある。「これからの私立

大学にとっては、学生の面倒見がよく支援体制が充実しているという大学のイメージの確

立は重要」なのである。 3 
 そのような状況から函館大学を振り返った際、「専攻塾・コース」制度の取り入れ、教職

教育センターの設立、初年次教育への学習方法基礎論の実施、独自の奨学金制度といった

取り組みは量的には他の私立大学と同じスタートラインに立つものといえる。ここからさ

らにもう一歩、特色ある制度を打ち出すか、質を他より抜きんでて深めるかことが他大学

との差別化、そして「独自の魅力ある大学」につながるのだろう。そのように考えたとき、

2001 年度に「専攻塾・コース」制度を取り入れたことで卒業生の動向がどのように変化し

たかの結果は意味を持つものといえる。 
 では、組織の変化が他大学と同じスタートラインに立つための取り組みであったとする

ならば、教員の取り組みはどのように評価できるのだろうか。 
 ひとりひとりの学生に対し、目配り、気配りを考えていることが感じられる。しかし、

もしかしたらこうした教育は最も重要な「学生」を抜きに進められているのではないだろ

                                                
3 私学高等教育研究所 http://www3.ocn.ne.jp/%7Eriihe/index.html 
 アルカディア学報 No26 「学生募集戦略と私立大学経営の課題」西井泰彦。 

http://www3.ocn.ne.jp/~riihe/index.html
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うか。果たして「個人カルテ」や「父母懇談会」を学生は望ましいと受け止めているのだ

ろうか。教員と、親が満足するための教育になっているように見える。学生の主体性を促

すのではなく、逆に退化させかねない要素も含んでいる。また、これらが地域密着の教育

であるとも言いづらい。学生に対して目配り、気配りを心がけることがよい教育であると

は一概にいえない。 
 このように考えたとき、函館大学の「教育重視」の姿勢はあくまで今後、私立大学が生

き残るためのスタートラインに立ったものという位置づけになる。必要とされるものは、

「学生が求めているもの」を聞き出すことかもしれない。学生評価を実施するなど「学生」

中心に目線をおくことが求められるだろう。 
 では、最後の地域社会との連携はどのように考えることができるだろうか。 
 商学部の専門性を生かしたマーケティング、市場調査、流通での貢献を目指している点

は大学の強みを生かしているといえるだろう。学生がまちにでてボランティア活動に取り

組む際には昼食代と交通費を出すことは学生に気軽な参加を促進させるだろう。 
 現在、他大学でもさまざまな地域とのコミュニケーションがとられている。富山大学で

は経済学部の学生が富山市の中心街でワゴンショップを立ち上げる事業に取り組んでいる。

4また、和歌山大学でも経済学部の学生が中心街を活性化させようと、アンケート調査やイ

ンタビューを行いインターネットラジオでの取り組みを行っている。5函館大学は未来大学

や北大水産学部のように「つくる」側での地域との産学連携は難しいがこうした別の形で

の地域社会との連携は多様にありうる。学生がまちへの関心を高め、地域の企業や商店と

関わることでお互いの交流は増す。それが地域密着の大学の姿だろう。 
 そうした学生の自主的な活動を生み出すかたちでの教員の取り組みが求められるのでは

ないだろうか。卒業後に地元で輝く人材を育てること、それは在学中から地域と関わるな

かでこそ育まれるのだ。 
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○「函館大学広報誌 ぽるとさぴえ Vol.16」函館大学広報誌編集事務局発行 

                                                
4 よみうり教育メール http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/ 2004 年 3 月 1 日。富山大学の学生ら

がオムレットを販売するワゴンショップを開店。学生たちは経営感覚を磨こうと、市場調査に基づ

いてオリジナル商品を開発するなど本格的なビジネスに取り組んでいる。学生たちは県内の消費者

に「何を販売してほしいか」アンケート調査を実施。商品開発に協力してくれる市内の菓子店、パ

ン店を回り、同市内のシフォンケーキ専門店の協力を取り付けた。 
5 よみうり教育メール http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/ 2003 年 12 月 8 日。空洞化が進む和歌

山市の中心部の活性化に一役買おうと、和歌山大学経済学部の学生が地域密着型インターネットラ

ジオ局「With」（http://www.uwu.jp/）を立ち上げた。音楽やイベント情報のほか、街づくりに取

り組む人のインタビューなどを音声と画面を使い紹介している。インターネットの双方向性を生か

し、メールで寄せられた視聴者の意見やアンケート結果を画面で反映させる。出演した商店と連携

して番組内の合言葉で割引が受けられるサービスもある。 
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