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午後 1時 00 分　開会

○司会　開会の時間となりました。只今から国士舘大学第３回ＦＤシンポジウムを開催いたします。今

回のテーマは、「平成 21 年度ＦＤ委員会の取り組み」というテーマでございます。開催にあたりまして、

携帯電話等はマナーモードに切り替えていただき、通話はご遠慮いただきますようお願いいたします。

また、本日の司会進行を勤めさせていただきます私は、ＦＤ委員会委員、三浦雅洋と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。（会場より拍手）ありがとうございます。それでは主催者を代表いた

しまして、ＦＤ推進室長、磯辺武雄より開会のご挨拶をさせていただきます。
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　開　会　挨　拶
磯辺　武雄

（ＦＤ推進室長）

○磯辺　皆さんこんにちは、ＦＤ推進室長の磯辺でございます。

本日は年度末ということで、大変お忙しい中を、お出でいただきましてありがとうございました。も

っと参加者があるのかなと思っていたのですけども、やはり丁度先生方というのは、この時期は研究調

査出張中とか色々なことで、なかなか日程の調整がつかなかった先生が多かったようでございます。し

かし今日の出席者のメンバーを見ますと、各学部等で非常に熱心にＦＤ取り組みに頑張っていらっしゃ

る先生方が多くいらっしゃっているということでございますので、意義ある会になるものと思っており

ます。

本日の基調講演は、パンフレットにもございますように、立命館大学教育開発推進機構の井上史子

先生をお迎えして、プログラムにあります演題でご講演をいただく予定でございます。井上先生のご経

歴につきましては、後ほど担当者からご紹介があるかと思いますので、詳しいことはここでは省かせて

もらいますけれども、ただひとつだけご紹介しておきたいと思います。

それは、全国私立大学ＦＤ連携フォーラムというのがございます。これは本学も昨年このフォーラ

ムに加入したのですけれども、この全国私立大学フォーラムというのは、全国の私立大学の中で中規模

の私立大学が中心として、連携フォーラムを作ったものでございます。実はこの連携フォーラムの中で、

井上先生は非常に積極的に、特に今後どの大学でもこの問題がテーマになるかなと思いますけれども、

実践的ＦＤプログラムの開発というのを積極的に色々ご提言されている先生でいらっしゃいます。今日

もそういう点で、これに関する内容のご紹介があるかも知れません。もしこの内容に関するご紹介があ

れば、よく拝聴していただき、ご参考にしていただければと思います。

それからパネルディスカッションの方では、本学のＦＤ委員会におけるワーキンググループの各座

長さんから、年間活動報告をしていただくことになっております。これまで活動してきたご報告をお伺

いした上で、またフロアと色々な意見交換が出来ればなと思っております。

ともあれ今日の基調講演及びシンポジウムが、これからの本学におけるＦＤの取り組みについて、何

らかの指針といいますか、そういうものを得ることができれば今日のこのシンポジウムは意義あるもの

になるのかなと思っております。そういうことで今日はひとつよろしくお願いいたします。これを持ち

ましてご挨拶とさせていただきます。

○司会　ありがとうございました。それでは基調講演に参ります。

本日の基調講演のテーマ、講演テーマでございますが「新任教員を対象とした実践的ＦＤプログラ

ムの開発と試行、大学間連携による協同開発の観点から」というテーマでございまして、今ご紹介いた

しましたように、立命館大学教育開発推進機構の井上史子先生にご講演をお願いしております。

講演に先立ちまして、井上史子先生のプロフィールをご紹介させていただきます。井上史子先生は

2004 年、山口大学大学院教育学研究科　学校教育専攻　学校教育専修課程を修了されまして、2006 年

まで山口県内の公立中学校の教諭を勤められております。その後、山口大学教育学部非常勤講師、タイ
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国立スラタニラチャパット大学教育学部講師を経られまして、2008 年 11 月から立命館大学教育開発推

進機構講師に着任されていらっしゃいます。ご専門は教師教育、及び教育工学であります。

それでは井上先生、よろしくお願いいたします。



3

基　調　講　演

「新任教員を対象とした実践的ＦＤプログラムの開発と試行
－大学間連携による協同開発の観点から－」

講　師：井上　史子　氏
（全国私立大学ＦＤ連携フォーラム・立命館大学 教育開発推進機構 講師）
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基調講演　講師

井
いの

…上
うえ

……史
ふみ

…子
こ

　氏　…　略…歴

＜おもな学歴＞

　2004 年……3 月　山口大学大学院

　　　　　　　　　教育学研究科学校教育専攻学校教育専修課程修了

　2006 年……6 月　Eastern…Asia…University,…Doctoral…Degree…in…Education…

(Educational…Administration) 課程入学

　2008 年…11 月　Eastern…Asia…University,…Doctoral…Degree…in…Education…

(Educational…Administration) 課程単位取得修了

＜おもな職歴＞

　　　　…～ 2006 年　山口県内公立中学校教諭

　2006 年～ 2008 年　山口大学教育学部非常勤講師

　2007 年……5 月　　　タイ国立スラタニラチャパット大学教育学部講師

　2008 年 11 月　　　立命館大学教育開発推進機構講師　（現在に至る）

＜専門分野＞

　「教師教育」「教育工学」
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○井上　立命館大学教育開発推進機構の井上と申します。本日はお

招きいただきまして、どうもありがとうございます。

　本日、お話させていただくテーマは、「新任教員を対象とした実践

的ＦＤプログラムの開発と試行 -…大学間連携による協同開発の観点か

ら」ですが、はじめに立命館大学が現在行なっております新任教員

を対象としたＦＤプログラムについてご紹介し、現在のプログラム

の進捗状況や本学におけるファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）

などについてお話したいと思っております。

　ＦＤは 1950…年代頃から、大学における教育改善や教員の研究力の

改善などに焦点をおいて始まったとも言われておりますが、60…年代

から 70…年代にかけてはそれが教育に重点が移って参ります。これは

高等教育の大衆化といったような社会の動きと連動しているわけで

すが、研究から教育に視点が移り、教員の研究力だけではなく、教育業績をいかに評価するかについて

教員側からも求められることになります。その後、教員個々によるＦＤ活動から組織的なＦＤ活動へと

移行していくわけですが、大学教育においては学習者を中心とする教育へのパラダイムシフトも起こ

り、この頃からご存知のように大学における組織的なＦＤ活動が非常に活発になってくるわけです。現

在は、教員、学生、あるいは大学を繋ぐネットワークを基盤としたＦＤ活動のあり方が模索されるよう

になっていますが、このような時代における、ＦＤ活動担当者の役割について、アメリカにおけるＦＤ

組織の元会長は、ＦＤ担当者は、ＦＤの目的を維持し、明確にし、そして強化する。すなわち、何のた

めにＦＤ活動を行うのかを明確にし、さらにそれを強化していく役割を担うということを述べられてい

ます。また教員や組織の長である学長や学部長などとともにネットワークを形成し、学内問題に対応し

て建設的な解決策を提案していく、このような役割もまたＦＤ担当者に求められる仕事であるというこ

とも述べられています。日本では、少子化による学生数の減少や国際化により、大学は国内外において

厳しい生存競争の中にあることは皆さんも周知のことであると思います。そのような状況において、私

たちは、いかに質の高い教育が提供できるか、充実した大学生生活を提供できるかということが求めら

れています。ＦＤが義務化された当初は、中教審の答申ではＦＤ活動とは大学教員の授業内容や授業方

法を改善・向上させるための組織的な取り組みということが謳われていました。しかし、その後、授業

だけでなく、大学教育全体の改革や教職員の職能開発も含むというように、いわゆる広義のＦＤへとＦ

Ｄに対する解釈も広がってきております。そのような動きの中、それぞれの大学は、その大学独自のＦ

Ｄ活動のあり方というものを模索し、実践していくことが必要とされています。大学にはそれぞれ特色

や歴史があり、独自の大学文化や学生気質というものが長年に渡って培われてきているのですから、そ

れら伝統や文化も大切にしながら、各大学独自のＦＤ活動というものを、その大学に所属する教職員や

学生自らが発見し、進めていくことが大切ではないかと考えます。立命館大学においては、学習者中心

の教育ということを教学の方針として掲げておりますので、これをＦＤ活動の中心に置いて取組んでい

るところです。

　日本の大学におけるＦＤ活動への取組状況を統計で見ますと、2008…年度で約 86％の大学が何らかの

ＦＤ活動を行っているということです。活動内容としては、講演会や新任教員以外、いわゆるシニア教

員を対象とした研修会の開催、授業検討会や授業参観、あるいは新任教員対象の研修会、授業評価の実

施やＦＤセンターの設置などがおもな取組として挙げられています。ただ、これまでの取組の問題点と

してたびたび指摘されておりますのが、講演会や研修会が形骸化してしまっていることや、大学教員相
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互による評価が中々根付かないことであるとか、あるいは、教員の教育業績の評価をどう行うのかとい

った点です。また、ＦＤ活動を学校運営の中にどう組み込んでいくのか、そのための実施体制をどうす

るかなども課題として挙げられています。また、非常勤教員や実務家教員を対象としたＦＤなど、さま

ざまな課題が顕在化してきております。とくに、研究を重視する風潮がまだまだ日本の大学教員の中に

は根強いですし、確固とした教育業績評価のあり方も提案されていない中、なかなか教育を頑張ろうと

いう雰囲気が広がりにくいという状況もあると思います。これらの課題は、程度の違いはあっても、多

くの大学が抱えていると考えられますが、そのような状況の中、これらの課題をともに克服していくた

めの一つの方策としてネットワークを基盤としたＦＤ活動が有効ではないかと考えています。ただ、先

に申し上げましたように、ネットワークには、教員同士をつなぐネットワーク、教員と学生をつなぐネ

ットワーク、大学間をつなぐネットワークなどさまざまな視点が考えられると思いますので、本日は、

本学が取組んでおります大学間のネットワークを基盤とした FDを中心にお話させていただきたいと思

います。

　さて、このスライドは、現在日本にある主要な大学間でのＦＤ連携を示したものです。実際には、約

30…程度のＦＤ連携組織あるのではないかと言われております。この中で大きな組織として、東北地域

を中心とするものがあります。お聞きになられたこともあるかと思いますが、山形大学を中心とするＦ

Ｄネットワーク「つばさ」です。また、西には、先日、九州大学を中心とするＦＤネットワークが設立

されましたが、沖縄まで入れて約 20…数大学が加盟しているそうです。それから、「SPOD」…と呼ばれる

四国の愛媛大学を中心とした組織、近畿地方にある「大学コンソーシアム京都」や京都大学を中心とす

る「関西地区ＦＤ連絡協議会」などがあります。その中で立命館大学が代表幹事校を務めさせていただ

いております「全国私立大学ＦＤ連携フォーラム」というものを 2008 年末に立ち上げました。初めに

ご紹介いただきましたように、これは中規模以上の大学同士でＦＤ連携することを目的としたフォーラ

ムです。現在、関東、関西、中部、その他の地域より 19…大学に加盟いただいております。いわゆる中

規模以上の大学が抱える課題であるクラス規模の大きさや学生の学力や学習意欲などの多様さ、そして

教員の持ちコマ数の多さといった困難な教育条件について、同じ悩みを抱える私立大学が連携すること

により克服していくことを目的としております。したがって、他のＦＤネットワークとの違いという点

では、同じ悩みを抱える大学同士が連携していること、プログラム開発など実践的な取組み行っている

点が特色と言えるかと思います。現在フォーラムでは、立命館大学が主体となってＦＤプログラムを開

発、提供しておりますが、今後、各フォーラム参加大学でも、独自にＦＤプログラムや研修モデルを開

発いただいて、その成果もまた、フォーラムの中で共有していきたいと考えております。ですから、貴

学において独自に行われておりますＦＤ活動や研修プログラムなども、今後フォーラム内で公開してい

ただけますことをお願いしたいところです。

　さて、この実践的ＦＤプログラムですが、これは大きく三本柱からできております。すなわち、教育

学関連の理論に関する講義、コミュニケーション技術に関するワークショップ、そして、日常的な授業

や学生とのコミュニケーションに関する相談に応じる教育コンサルテーションの三つです。具体的に

は、教員に求められるアカデミック・プラクティスである、教育、研究、社会貢献、管理運営の四つの

領域に対してレベル１からレベル３までの間に講義やワークショップを開発し、対象者に応じて必要と

思われる講座を抽出して研修モデルを作成するものです。例えば新任教員対象モデルや職員対象モデル、

TADモデル…など、対象者に応じて講座を自由に組み合わせたモデルを作ることができる点に特色があ

ります。現在立命館大学では、新任教員を対象とした研修モデルを作成し、実施しておりますけれども、

今後、職員やTAD、シニア教員を対象とした研修モデルも開発していきたいと考えております。
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　実際に、教員研修を運営していて感じることは、受講される先生方に対して研修の有効性といいます

か、どのようにこの研修が役立つのかという点を明確に示す必要があるということです。また、この講

座を受講することでどのような力が身につくのかというような研修の具体的な到達目標が明確でない

と、研修効果を測ることもできません。そこで、本学では大学教員の教授学習支援や教授能力に関する

到達目標というものも提案しています。全体で６項目あり、それぞれに四つから五つ程度の下位目標が

設定されています。受講される先生方にはこの到達目標を意識しながら研修を受講いただき、最終的に

提出いただくティーチング・ポートフォリオにおいても、研修のねらいやこれら到達目標を念頭に置き

ながら自己の教育活動について自己省察していただく予定です。研修の修了認定にあたっては、やはり

インセンティブというものも重要ですので、精勤賞などを設けてはというご意見もいただいております。

ところで、このティーチング・ポートフォリオですが、自己の教育活動を省察するというのが大きな目

的ですが、その他にも、先生方の今後のキャリア形成のためにも利用いただけるような形にしていきた

いと考えております。本学で行っております新任教員研修は、イギリスの PGCHE やオランダの BTQ

といった教員資格認定のシステムを参考としておりますが、イギリスではこれは国家主導による取組で

すが、オランダではおもに大学同士の協議によって実施されているそうです。もちろん、国も奨励して

はおりますが、各大学独自に教員研修プログラムを開発し、そのプログラムを修了したことを示す認定

証はオランダ国内の大学での採用や昇進・昇格において有利になるというようなことが共通理解されて

います。実は、先週、その調査も含めてオランダのユトレヒト大学とライデン大学に行ってきたのです

が、ユトレヒト大学ではシニア向けの教員資格のための研修もすでに開発されているということでした。

この調査結果についても、今後ご報告する機会があればと思っております。

　最後に、本学における新任教員研修ですが、ＦＤはフード＆ドリンクだという、もうかなり言い古さ

れた言葉がありますけれども、常に食事や飲み物などを準備し、先生方と気楽な雰囲気の中でお話がで

きるようにしております。その成果かどうかは不明ですが、受講者の方からのアンケートでは参加して
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良かったというようなご意見も多くいただいております。お配りしたパンフレットの中に具体的な受講

者からの声が書かれておりますが、その中で、実践的ＦＤプログラムを受講すればすべての問題が解決

するというわけではなく、そこからヒントをもらいながら自分で授業が工夫できるようになったである

とか、あるいはこのような研修を通して教員間の情報交換ができ、苦しいのは自分一人ではないのだと

いうような気持ちが持ててよかったというようなご意見もいただいています。２年間継続して受講する

ことは大変だとは思いますが、同じ受講生の先生方と話をしたり食事をしたりすることは、先生方の息

抜きの場の一つにもなっているのではないかと思いますので、今後もより先生方の役立つものにしてい

きたいと考えております。

　全国私立大学ＦＤ連携フォーラムの今後ですが、参加大学がそれぞれに、その特色を生かしたＦＤ活

動を実施し、その成果を共有し、切磋琢磨し合いながら、相互によりよい大学教育を実現していくこと

を目指したいと思います。各大学の独自性を大事にしながらも、その中で連携を継続、発展させていく

ことができればというように考えております。ご静聴有難うございました。（拍手）

◆質疑応答

○司会　井上先生、有難うございました。ここで質疑応答の時間に入ります。何かご質問のある方は挙

手の上、ご所属とお名前をおっしゃってから質問をしていただきたいと思います。はい。お願いします。

マイクを。

○辰野　法学部に所属しています辰野と申します。今日はお話有難うございます。ティーチング・ポー

トフォリオに関して１点お伺いしたいのですが、教育の成果、エビデンスによって何かを示すというと

ころに触れがありましたが、これは具体的に何を指すのでしょう、教育の成果というのは。どういうも

のとしてお話いただいたのでしょうか？

○井上　この教育の成果というのは私達が狙っている成果ということでよろしいですか？

○辰野　はい。どういうものをイメージしていて、どういう風に測定するのかというのです。

○井上　有難うございました。ティーチング・ポートフォリオでは、まず自己の教育理念というものを

明確にする必要があります。そして、その理念に沿って自分がどのような授業を行い、そしてその授業

が本当にその通りに行なわれたかどうかというエビデンス（証拠）を授業の中から集めていきます。す

なわち、自分はこのような教育理念を持ち、それを実現するためにこのような方法で授業を行い、その

結果、例えば学生の成績が伸びたであるとか、学生のコミュニケーション力が上がったというようなこ

とを、授業アンケートや学生のレポート、期末試験の結果、同僚からの評価などをエビデンスに、自分

が目指す理念はこのように達成された、あるいは達成されつつあるというように読み手に分かるように

提示します。すなわち自己の教育の成果を示すものがこれらエビデンスであるといえます。

　本来、欧米などではティーチング・ポートフォリオは昇格のための資料として用いられることが多い

わけですが、となると良い部分をどんどん抜き出して自分をアピールするようにティーチング・ポート

フォリオを作ることになります。しかし、日本人は概して自分に厳しいというか、こんなに上手くいか

ないこともあったのだということをやはり、自分なりの改善点としたいという思いがあるように思いま

す。ですから今私達が考えている日本版バージョンとしては、上手くいかなった点もエビデンスの一つ

として挙げていただくよう考えております。例えばこういう理念を持って授業を工夫したのだけれども、

学生の成績はあまり変わらなかったとか、学生にコミュニケーション能力を付けるよう目指したのだけ

れども、なかなか上手くいかなかったということも記述いただいて結構です。但し、次の目標として来

年度はこういうように改善したい、あるいはこういう学生を育てるために具体的にこのようなことをや
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ってみたいというようなことを目標として入れていただいて、ぜひそれを達成するように頑張って下さ

いとお願いしています。ですから私共が考えるティーチング・ポートフォリオでは、教育成果について

は、実際に上手くいった部分と上手くいかなかった部分の両方を入れていただくようにしていく予定で

す。よって、一般的な欧米で行われているティーチング・ポートフォリオとは多少違ったものになると

考えています。また、欧米などではティーチング・ポートフォリオ評価のためのルーブリックなども作

成されているようですが、実は私達も一応作成したのですが、しかし最初から、このティーチング・ポ

ートフォリオはエクセレントだ、これはダメだ、というようなことを言いますと先生方の意欲にも関わ

りますので、当面はやはりルーブリックでの評価はしないことにしております。但し、このようなティ

ーチング・ポートフォリオがいいですよというようなマニュアルというかチェック項目のようなものを

先生方にお示しして、それに基づいて作成いただき、最終的にはそれをもとに受講者とメンターとの協

議によって評価することになると思います。ですから、一概にこれは良いティーチング・ポートフォリ

オだ、悪いティーチング・ポートフォリオだということは今の時点では言えないのですが、今後事例を

積み重ねていくうちに、どういったものが日本におけるティーチング・ポートフォリオとしていいのか

といったところも見えてくるのではないかと思います。評価自体は受講者である先生方とのコミュニケ

ーションの中で行っていくということで今は共通理解しております。

○司会　はい、他にいかがでしょうか？

○山崎　政経学部の山崎でございます。今日はお話有難うございました。それで、今のルーブリックと

か成果の問題と直接関係するのですが、実際に立命館の場合にはですね、一般教員がどれだけこれに与

してくるか。いわゆる稼働率をちょっと教えていただくと同時に、もうちょっと、例えば 21 ページの

実践的プログラムというものを見ていかないと分からないのですが、実際にこういう内容を一般の先生

方にどのくらい周知徹底して、そして賛同をいただいているのか。ここにカギがかかってくると思うん

ですよ。どの大学、法政大学に何度か足を運んで具体的なことを伺ったのですが、なかなか実際に稼動

していくということにおいては、非常に遅々たるものだと。これが現状じゃないでしょうか。立命館は

非常にそういう意味では先鞭を切って大変先行投資も大変な額になっていることを伺っていますし立派

だと思うのですが、実際のところどうしたらいいのか、ここらにカギがあると思う。またそれをやって

いかないと日本の高等教育はうまくいかないと思うんですよね。それをちょっと分かった範囲内でお聞

かせいただければ幸いです。よろしくどうぞ。

○井上　有難うございました。今回のように研修会や研究会にお邪魔した際によく話題にあがることが、

例えばこのように研修に参加されている先生方はいいんです、それ以外の先生方をどうしますかという

ことです。本学でもその点については、まだまだ解決できていないのではないかと思いますが、ただ、

新任教員以外にも積極的に研修に参加くださるシニアの先生方もおられて、一応任意ということで８名

ぐらいですか、各学部や研究科から新任教員研修に参加いただいております。この研修の周知度ですが、

ＦＤに関する会議を月に１回程度、各学部のＦＤ担当者も参加いただいて開催しておりますが、その場

で、このような研修を行いますというようなことの周知はさせていただいております。新任教員に限ら

ず学内の全先生方にも公開しますということはお話しているのですが、新任以外の先生方にどれだけ研

修に参加していただけるかということは今後の私達の課題でもあります。来年度は、シニア教員を対象

とした研修プログラムの開発も検討したいと思っております。但し、おっしゃるようにＦＤ活動に参加

されない先生方をどうするのかは、本学も含めて多くの大学の課題の一つであると思いますので、多く

の先生方を戦略的に FD活動に巻き込んでいくための方策も考えていく必要があるかと思います。

○司会　はい、続きましてご質問いかがでございましょうか。はい、後ろの。
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○後藤　法学部の後藤と申します。お話どうも有難うございました。大変面白く伺わせていただきまし

た。ＦＤということが教育方法というところに繋がっているというのは理解できたのですが、その教育

の受け手である学生がこのＦＤにどのように関わってくるのかということが、ちょっと私にはよく理解

できませんでした。そこをご説明いただきたいということが１点。

それからもう１点は、学生の声を聞くということは、国士舘大学でも授業評価アンケートをしていて

行なってはいるのですが、その声の吸い上げ方ということについて、私はいつも悩むんですね。お話の

最初にございましたように、学生は非常に多様化していて、意欲のある者、それからまったく勉学意欲

のない者、様々でございます。そのまったく勉強したくないという学生は、ただ単位が取れればいいと

いうそういう観点でいろいろ批判をしてまいります。あるいは、あるいはというか、私が学生の声とし

て聞かなければいけないのは、やはり勉学の意欲の高い者の声ではないかという風に思うのですが、た

だいろんな学生を対象にしている以上、どこかの学生だけにターゲットを絞るということもおかしいよ

うな気がいたしまして、そこに日々悩んでいるところなんですけれども。以上２点、伺わせていただき

たいと思います。よろしくお願い致します。

○井上　有難うございました。ご指摘いただきました点は、いわゆる中規模以上の大学が抱えている課

題ではないかと感じております。学生をいかにＦＤ活動に関わらせるかということですが、本学で取組

んでおります「学生ＦＤスタッフ」というものを設けていくことも手段の一つであると思います。本学

では 1990 年代から学生同士が授業や大学生活において支援し合うというピア・サポート制度をもって

おりますのでそのような取組も可能になっているのかもしれませんが。「学生ＦＤスタッフ」に参加し

ている学生は、ＦＤに関する学生による大学間連携、これは山形大学との提携により実現しているので

すが、そのような連携を通して学生の目線からのＦＤ活動について情報交換をしています。その中でよ

く話題となるのが、学生と教員と職員が一緒になって良い大学にするにはどうしたらよいのかというテ

ーマです。良い大学をどう定義するかという問題もあるのですが。このように学生がスタッフとして関
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わるという方法もありますし、私達がＦＤ活動の一つとして授業技術などに関する教員研修を行い、そ

の研修での成果を実際の授業の中で先生方に実践していただいて、その実践に対して学生が感想や意見

を述べるという形で学生が関わるという方法もあると思います。つまり、授業アンケートなどを活用す

ることによりＦＤ活動の成果を見ることもできるのではないかと思います。もし直接的に学生にＦＤ活

動に関わってほしい場合は、やはり大学側でそのような場と機会を設けることも必要になってくるので

はないかと思います。

　私達が行ったＦＤ活動を学生の中でどう落とし込むかということですが、私達が行っている教員研修

のねらいが先生方の授業の中で実現されているかどうかなど授業アンケートなどの設問を工夫すること

で学生に意識づけていく、教員として学生の変容や成長を見逃さず適切にフィードバックすることで学

生自身にもその成長にＦＤ活動がどう関わっているのかを自覚させていくというような方法も考えられ

るかもしれません。授業アンケートについてどれだけ学生の回答に信頼性があるのかということは、授

業評価を専門とされている先生方の中では常に議論になるところであると思います。ただ、本学の教授

で授業評価を長く研究されていらっしゃる先生は、私達は学生を信頼しなければいけないし、信頼でき

る評価ができる学生を育てていかなければいけないということもおっしゃっておられました。また、授

業ではどこをターゲットにすればよいかということですが、大規模授業などではなかなか難しいと思い

ますし、その授業のねらいやカリキュラム上の位置付けによっても変わってくるかと思います。ただ私

達はこれだけの力を付けて４年後には送り出しますとして学生を入学させているわけですから、やはり

意欲や学力の違いはあっても、ある程度の達成点までは保証しなくてはならないのではないかと思いま

す。この学生は意欲がないからもうダメだ、ではなくて、そのような学生であっても、いかに意欲があ

るところまで持っていくか、これは一授業だけでなく大学全体として考えていかなくてはならないかと

も思いますが、個人的には、教員としてそのことを常に意識し保証するように努めなければならないの

ではないかと考えます。そのために、私達は実践的ＦＤプログラムを開発しているわけですし、いかに

学生を惹きつけるかというような授業技術やコミュニケーション能力に関するワークショップなども提

供しているわけです。ですが、先生がおっしゃられたように、授業アンケートをどう読むかというのは、

実際、難しいところだとは思います。

○司会　有難うございます。予定の時間が参りましたので、これにて基調講演を終了させていただきま

す。

さらに質問のある方は、このあとパネルディスカッション、意見交換会と続きますので、その中で

お願いしたいと思います。井上先生には長時間に亘りまして、大変お疲れ様でございました。先生に今

一度盛大な拍手をお願い致します。（拍手）

ここで 10 分間の休憩を取らせていただきます。入り口ロビーに飲み物を用意してございますのでご

利用ください。次のパネルディスカッションは 14 時 30 分から開始いたします。開始前までにはご着席

いただきたいと思います。

午後 2時 20 分　休憩
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パネルディスカッション

「本学ＦＤ委員会におけるワーキンググループの活動報告」

　　コーディネーター　…　第４ＷＧ　　担当委員　西浦　忠輝

　　

　　パネリスト　　　　…　ＦＤ委員会　委員長　　磯辺　武雄

　　　　　　　　　　　…　第１ＷＧ　　座長　　　濱田　英作

　　　　　　　　　　　…　第２ＷＧ　　座長　　　川口　直能

　　　　　　　　　　　…　第３ＷＧ　　座長　　　木阪　貴行

　　　　　　　　　　　　…第５ＷＧ　　座長　　　加藤　直隆
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午後 2時 30 分　再開

◆ＦＤ委員会の年間活動に関する総括

○磯辺　ＦＤ委員会の委員長をしております磯辺でございます。

まずこのＦＤ委員会の年間活動に関する総括ということで、10 分

ほど概略ですがご報告させていただきます。

　本学のＦＤ委員会は、ご存知のように昨年の２月に「国士舘大学Ｆ

Ｄ委員会規程」というものが策定されまして、この規程に基づいてＦ

Ｄ委員会が設置されました。

　現在このＦＤ委員会の委員は、各学部、大学院研究科、それから

附置研究所から各１名及び職務指定選出委員と若干名の学長指名者、

合わせて現在 23名の方々がこのＦＤ委員会の委員をしておられます。

その方々は、後ほどこれから報告していただくそれぞれのワーキング

グループのいずれかに所属していただくということでお願いしてお

ります。

　この「ＦＤ」というのは、授業内容、方法を改善し、教育能力を向上させるための方策を恒常的に検

討し、そしてまた各学部等において、組織的にこれの取り組みを進めるというのが本来のＦＤの概念だ

ったのですが、先ほどの井上先生のお話のように、このＦＤの概念は広義では、大括りに申しますと高

等教育改革に関するものはすべてＦＤだというふうに非常に概念が広くなってきております。

　そういった意味で、これからのＦＤ委員会の取り組みをどうするかということで、ＦＤ委員会が立ち

上がった後、早速ＦＤ委員会の活動を行ってきたのですが、これまで１年間の活動は、大きく二つのこ

とに分けられるのではないかと思います。

　一つは通常のＦＤ委員会の開催、そしてもう一つはＦＤシンポジウムの開催と、これがこれまでの活

動の大きな柱だったと思います。

　最初の、通常のＦＤ委員会の開催のほうですが、第１回が昨年の５月８日で、そして今年の１月 23

日が４回目ということで、このＦＤ委員会開催はこれまで４回行ってまいりました。

　特に第１回のＦＤ委員会のときに、ＦＤ委員会として取り組むべき検討項目について５つのワーキン

ググループに分けました。

　５つのワーキンググループそれぞれが、分担項目をこれからどういうふうに作業を進めていくかとい

う議論を行いました。

　それを受けて、これまで４回にわたって各ワーキンググループの進捗状況の経過報告とかを受けなが

ら進めてきたということでございます。

　こういった全体の委員会は４回しかやっていませんが、それぞれのワーキンググループごとの会合は、

たびたび、必要に応じて、ワーキンググループの座長さんの招集でやっていただいております。

　こうしたワーキンググループの作業は、１期を２年として、３期６年のスパンでＦＤロードマップと

いうのを作成しておりまして、その中の第１期が昨年の 21 年度と、今年４月からの 22 年度がこのＦＤ

ロードマップの第１期にあたります。ちょうど３月でこのロードマップの第１期の１年目が終わります。

そして４月からが１期目の２年目、つまり１期目の最終年度ということになります。

　今日はＦＤロードマップの１期目の前半、ちょうど１年目ですが、それぞれのワーキンググループで

担当している項目、これはプログラムの１枚目のパネルディスカッションのところに、グループごとの

テーマが出ていますが、ワーキンググループがそれぞれの担当の内容でこの１年間検討した進捗状況を
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ご報告していただくことになります。ワーキンググループによっては、半ば中間報告的なもの、あるい

はかなり進んだ、とりまとめまで行っている内容といろいろ、それぞれあるのではないかと思っており

ます。

　そしてもう一つのＦＤ委員会の活動の柱としてＦＤシンポジウム開催がございます。その第１回を昨

年２月 26 日に開催いたしました。この時の、基調講演としては、「大学教育とキャリア教育」というこ

とで、そのサブタイトルとして、“その背景と在り方、特に学士教育構築の観点から”ということで、

講師として神戸大学教育推進機構の川嶋太津夫先生にお願いしたということでございます。

　そして当日はパネルディスカッションのテーマとして、「学士課程教育とキャリア教育」ということで、

これが第１回のシンポジウムの内容でございました。

　第２回が昨年７月 25 日に行われ、この時の基調講演テーマは「初年次教育」、サブタイトルとして“高

等教育ユニバーサルの観点から”でございました。講師は大学評価・学位授与機構の先生で、なおかつ

本学の評議委員でもいらっしゃる黒羽亮一先生にお願いしたということでございます。また当日のパネ

ルディスカッションのテーマは、「入学前教育、初年次教育の取り組み」ということで、特にこの初年

次教育に取り組んでいる政経学部、理工学部、法学部の３学部より事例報告ということでお願いし、そ

してそれを受けてフロアとディスカッションしたということが第２回でございます。

　そして第３回のＦＤシンポジウムが本日の井上先生の基調講演でございます。また、パネルディスカ

ッションは、本委員会の各ワーキンググループの１年間の活動報告の内容ということでございます。

　こういった活動は、ＦＤ委員会ができて、３月でちょうど丸１年ということになるのですが、この１

年間を振り返ってみると、やはり各学部において、このＦＤの理解と言うか、ＦＤへの取り組みは、な

かなか温度差があると申しますか、学部によって非常に熱心にやっている学部もあれば、学部独自で取

り組んでやっているというのではなくて、個人の先生が一生懸命やっているというように、学部独自で

それを取り組んでいるものと、学部によっては個々の先生が一生懸命やっているというふうに、まだそ

の取り組みを全学的に組織的にやっているというふうにはまだまだ定着していないかなというのを、今

この１年間を通じて実感しております。

　しかし、そうはあっても、この１年間のＦＤ委員会の委員の先生方の努力と申しますか、啓蒙あるい

は啓発と申しますか、そういうことによって、徐々にＦＤへの取り組みへの理解は、かなり浸透してき

ているのではないかと思っております。

　そういうことで、今度４月から２年目に入るわけでございますが、われわれのこれからの課題として

は、啓発的なＦＤの活動に留まらず、今日の講演の中にもございましたように、やはり国士舘独自のＦ

Ｄプログラム開発といったものに、これから取り組んでいけるような体制を構築していかなくてはなら

ないものと思っております。

　しかもＦＤ開発プログラムとは、中身がやはり有益で実効性があるプログラムでないと、これは学生

に跳ね返ってきませんので、そういうプログラムをどのように準備するかという、そういうことをこれ

から少し考えていく必要が出てくるかなと思っております。

　これからこういったワーキンググループで今検討していることが集約されて、その集約された成果が

ＦＤ開発プログラムにつながっていくものと思っております。そういった意味で、また新たな課題点が

見いだせたというのは、今年１年の活動としては、いい成果があったなと思っております。

　そういうことで、今日これから各ワーキンググループから、それぞれの中間報告がございますが、22

年度は第１期の最終年度になりますので、個々に掲げたそれぞれのワーキンググループの担当テーマに

関して、今日ご報告を受けたけれども、この内容にこういうものを織り込んでほしいとか、こういうこ
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とをやってほしいとかというご意見をぜひ今日はいただきたいのでございます。そしてそれを４月以降

の第１期の最終年度のＦＤロードマップで生かしていきたいと思っております。そして、ゆくゆくは、

今日の基調講演の中にもございましたように、ＦＤ開発プログラムのほうにつなげていきたいと思って

おります。

　そういうことで、後半のパネルディスカッションを、どうぞよろしくお願いいたします。

○司会　ありがとうございました。それでは早速、第１ワーキンググループ「シラバス様式の改訂」と

いうことで、濱田先生よろしくお願いします。

◆第１ＷＧ「シラバス様式の改定」

○濱田　皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、21 世

紀アジア学部、濱田です。第１ワーキンググループは、主にシラバス

様式の改訂ということについて活動を行いました。メンバーは、政経

学部宮原、体育学部井上、文学部臼井、体育学部川田、以上５人の教

員で構成されていました。

　さて、お手元に資料がございますので、それをご覧いただきながら、

進めていきたいと思います。

　まず、当ワーキンググループはどのような活動を行ったか。それに

ついては主に臼井先生、また宮原先生のご協力をたいそう仰ぎまし

て、各大学のシラバスを取り寄せ、これについて比較検討を行い、分

析までいたしました。

　その検討結果に基づき、以下の問題点があると考えました。そして

それぞれの先生方にご覧いただき、ご了解を得てこの報告書を挙げております。

　さて、まず各大学のシラバスですが、これはいずれも一定の形式というのがありまして、それほどの

異同があるわけではありません。ただ若干の項目の出入り、あるいは順序が違っていたりとか、用語に

ついて若干の違いがあるということは、当然見られるところです。

　もし本学で付け加えるならば、連関分野の記述というのが、より詳しくあることが望ましいと考えら

れます。つまりこの授業、この科目を取るためには、他のこの分野を取るのがいい、こういう科目を取

りなさいというようなことがあると、学生に対してより親切ではないかと考えられます。

　またレイアウトですが、これも各大学によって非常に違うわけですが、ただシラバスはすべてウェブ

だけで自由自在に、伸縮自在に見られるというわけでもありません。やはり冊子に作成して、それを参

考にするということが当然まだ残存すると思いますので、そうすると、やはり１科目につきＡ４の１面

ないしＡ３の見開きでやるということが適切ではなかろうかということが考えられます。

　また４番ですが、現在ウェブシラバスというものが非常に一般的になってきているので、多色で提示

するという例が多くなっています。しかしその印刷版をやはり作成するコスト、その他のことを考慮す

ると、単色単純の方がむしろ視覚的に目に入ったり、目に付きやすかったりする。さらに、理解するた

めに強調したりするといった面の効果は、むしろその項目をどう配置するか、ないしは罫線の形状、あ

るいはこの部分は網掛けをするとか、そうしたモノトーンで考えるほうがよいかと考えられます。

　加えて、もしウェブシラバスに重点を置いていくとすると、パソコンのリテラシーよりも、携帯のス

キルのほうがはるかに学生は得意です。そうすると、例えば考えられるのは、大学によってはパソコン

を全学生に貸与するということをやっている大学もあるわけです。
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　それの携帯版として、例えば、つまり本学の中のネットワークと、多少の外部の連絡しかできないよ

うな、そういう仕様の携帯を貸与するというようなこともあり得るかもしれません。そういう携帯の画

面で閲覧可能な形式作成というものも、場合によっては必要になってきます。これについて、やはり検

討の余地があるのではなかろうかというようなことを分析しました。

　また評価基準の明瞭化ですが、どういう点に重点を置くか。例えば、私語、飲食、居眠り、携帯の禁

止、こういうのは常識以前の問題で、そんなことを書くほうがおかしいという考え方もあるかもしれま

せんけれども、学生の間では、こういうことは現実に起こっているわけです。

　ではこういうものを見つけた場合に、どういうふうに減点をするのか、あるいは、それが日常の評価

点にどういうふうに関係してくるのかというようなことは、学生としては非常に気になることでもあり、

また教員としても、非常にそれは神経に障るところでもあります。もしこうした基本事項を書くとする

ならば、それを平常点でどのように評価するかというなことを留意事項で書くべきか、それもと重点項

目のところで書くべきか、あるいは、ではレポートを何％にするか、それから試験を何％にするか、あ

るいは人数によって絶対評価にするか相対評価にするか、このようなことが、まだ本学については若干

不充分な点があるのではなかろうかというふうに考えられます。

　ただ、これは授業の構成ということに大いに関係がありますので、実はカリキュラムをどう組んでい

くかということと密接に関係をしているということです。

　以上のような諸点が分析としてはあり得るだろうと考えられます。さらに本学としての問題は、現在

ウェブシラバスを教員がパソコン上で作っていくときに、非常にやりにくいというところがあるかと思

います。つまりウェブシラバス作成の際の、そのマニュアルも含めた、そういう仕様改良ということが、

常に行われていくべきではなかろうかと考えられます。

　例えば年度が替わっても授業の内容がそれほど変わらない場合、そのときは年度を替えるだけで自動

的にインクリメントしていくとか、そういうことです。

　あるいはコピー＆ペーストするときでも、ワンコマンドで一挙にコピー＆ペーストされてしまうとい

うような形を導入すべるきではなかろうか。そういうことが実際にできるプログラムの大学のウェブシ

ラバスもあります。

　そういう点が考えられると思います。その作成に関する手引き書を、もう少し親切に作っていく。あ

るいは他学部の人が取れる科目などの場合は、他学部のほうの画面にもその授業が現れてくる、そのと

きのお互いの仕様の違いみたいなものが若干あるわけです。そういうものをどのように扱うか、あるい

は一つの科目のほうで書いたらそれが自動的に反映されるかというと、現在必ずしも反映される状態に

はなっていません。あるいは聴講者ゼロとか、あらかじめわかるような科目があるわけですが、そうい

うような科目の場合、一体どうするのか。そういうような諸処の問題に対するインフォメーションが現

在なお不充分であるという問題点が指摘されます。

　そういう不利な諸条件が相まって、現在残念ながら本学においてはウェブシラバスの作成率の押し下

げということにつながっています。現実にまだ白紙のシラバスが多いという現実もあるという指摘が、

教務部のほうからあります。その辺りはプログラムの使いやすさ、その仕様の改良との兼ね合いの中で

解決されていくべき問題ではなかろうかということにしておきます。

　次に提言の箇所ですが、先ほど井上先生のほうから非常に精緻なプログラムの話を伺いました。それ

に比して、われわれはようやく一つ階梯を上りかけたばかりというような印象がぬぐえないわけですけ

れども、先ほどのお話の中で、私が一番シラバスとの関係で印象に残ったのは、やはりティーチング・

ポートフォリオの関係性というものでした。これからのシラバスは、私どもが学生時代に見ていた授業
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要項というものと、明らかに質的にも量的にも違うものになっていくわけで、例えば学期中であれ、有

機的に変化、成長を遂げるものであるべきではなかろうかというふうに考えます。

　しかし一方で、これは一種の学生との契約だ。つまり「こういう授業をするのだから」ということで、

それを途中で変えられてはたまらない。契約条項の恣意的変更につながるのではないかという反論があ

ることは当然です。しかし学生からのフィードバックというものをやはりリアルタイムで検証して、学

期中でも更新していくということを可能としなければ、生きた実授業とシラバスが乖離をしていってし

まうのではなかろうかとも危惧します。

　また一方では、本当はほかにしゃべるべきことがあったり、その授業で思いついたり、あるいは学生

との交流の中で考えたことがあっても、しかしこれはシラバスに書いていないから話しませんというこ

とでは、授業が硬直化していき、その生命力を失っていくだろうということになります。ですので、そ

の辺りがいかに柔軟にシラバスの上で対応できるかということが、ティーチング・ポートフォリオとの

関係性のうえでの、大きな問題であろうかと考えられます。

　もちろん、これは中国史をやる授業であるというシラバスがあって、授業の最初に、「いや、これか

らアメリカ史に変えた」というのは、これは大変乱暴なことで、それは無理なことだろうと思いますけ

れども、例えば中国史を教えている間に、その進行上アメリカ史に触れることは必須であり、それにつ

いて若干の時間を割かなければ、実は授業全体に大きな穴が空いてしまうと教員が判断した場合という

ことがあるわけです。そういうときに、どのように対応していくのか。シラバスどおりであるから、そ

れについては授業の質が大いに下がることを考えながらも、それに触れない。あるいは考古学上の大発

見が行われたことによって、従来の仮説が覆されてしまうことが完全に証明されたというとき、従来の

シラバスどおりに話すのは果たして適切かどうか、そういうことは常に授業の中ではあると考えられま

す。

　そのためには、ウェブシラバスの利点を生かし、随時授業の修正を示すようなリンクを張るなどして

講義の質を高めていくという双方向性のものとしていくことが、ある意味必要ではなかろうかと考えら

れます。

　ただし、この際、先ほども言いましたように、印刷に配布しているものとはおのずから異なっていく

場合があり得るということを、やはり明記しておく必要があるということです。

　もし、このようなものとしてウェブシラバスが成り立つとすれば、ある意味でそれは、教員ポートフ

ォリオ、つまり講義がどのように生成、発展していったかという履歴が、生きたものとして残っていく

ようなものとしての可能性を持つものではないかというふうに考えられます。

　すなわちそれを、学生一人一人のポートフォリオ、つまり学生がこの授業を受け、それについてどの

ような成長が見込まれたかという材料とともに、教員が授業をやっていく中で、学生との兼ね合いの中

で自分の授業もどのように成長したかという資料として考えていくと、GPAとも密接に連携させるこ

とができるのではなかろうかと思います。

　そうなれば、ウェブの双方向性を生かし、多人数の授業であっても、個々の学生がどのように受講し

たか、その効果は、などといった諸分析を可能にするものにウェブシラバスがなるのではなかろうかと

いうふうに考えたわけです。

　実はこれもネットで見たのですが、読売新聞の３月 11 日、23 時 16 分という時点のニュースです。「京

都大学が iPod などに講義配信へ」という見出しがあります。「iPod…touch、あるいは携帯電話、iPhone

などで講義内容を配信するシステムを開発し、４月から一部で運用を始めると発表した。動画やスライ

ドなどを組み合わせて、携帯端末に講義を配信するという試み、その日の講義終了後、90 分間のデー
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タを配信。学生等は通常、通学時間などを利用し、講義の様子を動画で見たり、音声で聞いたりして復

習する。講義用のスライドも見ることができる。また学生が教員に質問や感想を送り、回答を受け取る

機能もあり、講義内容の改善や学生のより深い理解に役立つ」。こういうことをまず始めるというニュ

ースが入っておりましたけれども、ウェブシラバスについて、あるいは冊子との乖離がおきるのは好ま

しくないということであれば、別種の、あるいはリンクさせた形式で、教員の成長とともに、また学生

の変化とともに、それもまた有機的にその成長・発展を遂げていくものとして位置付け、可能性を検討

していくことが望ましいのではないかという提言をして、今次の報告といたしたいと思います。ご清聴

ありがとうございました。

◆第２ＷＧ「学生による授業評価アンケート」

○川口　第２ワーキンググループのまとめ役を仰せ付かっております理工学部の川口と申します。第２

ワーキンググループのテーマは、ご案内のとおり、「学生による授業評価アンケート」です。この１年

間の活動報告は、お配りしているお手元の資料の、後ろから４枚目にあります。両面印刷ですから裏表

が報告です。これに添ってご報告させていただきます。

　ご存じの通り、学生による授業評価ですが、先ほど井上先生からこの歴史についてお話がありました

が、いかがでございましょうか。高校のときや何かで、何らかの形で、例えば「僕の授業の感想を聞か

せてください」などという、中学ではなかったですか、いわゆる授業

評価となりますが、そういうアンケート的なものというのを、経験さ

れている先生も実際あるのではないかと思います。

　ただこういうような形で学生による授業評価というのが確立され

たのが、わが国の場合は、ちょうど今から 10 年ぐらい前でしょうか。

本学国士舘大学では、授業評価は平成 16 年か 17 年から始まっていま

す。すなわち、５年間実施されているわけです。

　この間、この種のとりまとめ作業というのは行われたかと思います

ので、私たちのワーキンググループとしては、出発点として３点掲げ

ました。１点目は５年間やった実施状況の調査です。それから２点目

はその間どういう問題点が生じたのか。ではその問題点を改善するた

めの改善策はあるかというのが３点目です。その三つを焦点に活動し

ました。

　実施状況は、先ほどの 262 ではありませんが、やったとかやらないとか、その程度の現状調査では、

あまり建設的なことは出てこないと思いますので、今回私たちのグループとしては、二つに絞って活動

しました。その二つは、今申し上げたように、この５年間やった学生による授業評価はどのような問題

点があったのか。それに関する改善策、これはどんなことが考えられたかという、その２点を検討しま

した。

それぞれの結果が、今お手元の１枚目が問題点、それから裏の２枚目が改善策です。この種の報告

をするときに、私は但し書きというのは、「但し、こうこうだ。」というのはあまり好きではないんです

けれども、ちょっと１点だけ。これらを調べるにあたってですね、対象としたのはそれぞれの分野の教

員です。教員側から見た問題点・改善策ということで、対象となっている学生自身に、「あんた、こう

いう授業評価は今までやっただろうけれども、どんなふうに思うか。」なんていう学生側からの意見と

しての授業評価は聞いていませんので、その点を含みおきいただいて、見ていただきたいと思います。
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早速１ページ目ですが、問題点。問題点と言っても広うございまして、三つ分類しました。一つは

やり方ですね、方法。それから、２番目は内容。具体的な内容。それから 3番目は、場合によったら１

番の問題となる結果の検証です。こういった問題点を構成メンバーのわれわれ５人で活動しましたけれ

ども、それぞれが現在６学部それから９研究科本学にあるわけですけれども、それぞれの組織の教務主

任あるいは学部長、それから大学院であれば委員長、その他、人選はお任せしてそれぞれの聞き取り調

査をして、そうして、羅列的におっしゃっていただいたことをまとめて、漏れなく記載させていただき

ました。こんなような内容です。

方法等に関する問題点。いかに真面目に回答させるか、それをどう評価したらいいのか、なんてい

うこと。それから例えば研修、実技、演習科目。評価の文面をご覧のとおり、講義科目に対応して主に

質問トークが成り立っているのと思うので、こういうように答え難い科目があります。

それから少人数制クラスやなんかの科目がちょっとやりにくい部分があります。こんな問題点が共

通的に各学部・各研究科から述べられました。

それからアンケート内容。現在十数項目から成り立っていますが、ご覧のとおり実際に回答を作る

ためにはけっこう時間をとるわけですね。そうして、その中には質問内容が重複していたり、そういう

ような項目が結果的に、細かすぎる、多すぎるというようなことがあるのではないか。

それから、回答の表現方法ですが、ご承知のとおり質問項目ごとに回答の表現が違っています。５

段階評価ですけれども違っています。これらがわかりにくいというような問題点があります。それから

３番目の検証あるいは活用に関する問題点というのは三つ並べてありますが、一言でまとめれば、現在

早速に対象となるこの、特に外部評価ですか、これに関する検証が的確にされていないのではないかと

いうのが一番大きな問題のようでございます。

　それで２枚目に移ってください。それらの改善策というのを、問題点を聞くついでに、その先生に問

題点を掲げていただくだけではなく、ではどうしたらいいのかというアイデアを聞かせてくださいとい

うことも含めて、聞き取り調査を行い、且つ、われわれメンバーでも何回か会合を持ちましてディスカ

ッションをして、その結果をまとめたものが２枚目の裏の箇条書きでございます。

　まず、学生による授業評価の方法に関してですが、これは先ほどの話の改善策になるかどうか。立命

館さんでもおやりになられていると先ほどお聞きしましたけれども、授業評価アンケートというふうに

大上段にふりかざすよりも、授業アンケートといったほうが学生も答え易いのではないかというような

意見。これは何人かの先生がおっしゃっておられた。
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　それから、真面目に回答させるためには。これは当り前のことかもしれませんが、記名式にするとか、

あるいは任意抽出するとか。それから３番目、ちょっと誤解があるかもしれませんが、教員が見込んだ

履修者を対象にしてもいいんじゃないか。これはもちろん、ちょっと誤解があるかもしれませんが、お

っしゃった方の弁を借りますと、いわゆる悪い子を削除するという意味ではなくて、授業評価をより建

設的に意見を述べてもらうためには、ある程度ちゃんと答えてくれる学生を選んでやってもいいんじゃ

ないか、そういう意味だそうです。

　それから次のオムニバスとか、それから実技、それから私が所属しているところは実験科目とかそう

いうのがあります。そういったような、ちょっと講義科目とはちがって質問項目が設定しにくいものに

対しては、これはそれぞれ各学部ごと、あるいは研究科ごとに工夫するというのが一番のようでござい

ます。

　それから少人数科目、これに関してはたとえ一人であっても実施すべきだというのが基本的な立場だ

とは思います。ただ意見としては、一部の学部で実施されている、現在本学でも実施されているようで

すが、10 名以上の科目を対象とするような制限をつけるとか、それから本当に訊きにくい場合は、こ

れも実施されている教員もおるようですけれども、こういったような授業評価ではなくて、パソコン形

式にしてきくという仕方ですね、こういうこともあるのではないかと、そんなようなことが改善策とし

て述べられました。

　それから２番目。アンケート内容に関してですが、質問項目が多すぎるという意見がありましたので、

アンケート内容に関する改善策の第１番目のスターマークのところ、数行に渡っていますが、これらは

私達ワーキンググループでちょっと検討させていただいて、「一番簡単な答え方は、ということで皆さ

んにぶつけてみよう」ということで作ってみました。

　要は、もともと実施されていた項目の中で、いくつかポイントとなる質問項目を四つ。一つは、やは

り学生自らの申告ですね。自分でちゃんとデータがあるということ。それから２番目はご承知のとおり

今の第１グループの報告がありましたように、シラバスを基本とするというのが、本学に限らず現在の

大学で要求されていることですので、そのシラバスに関連する質問。

　それからあとは、実際にこの授業評価によって例えば私達が何を知りたいのか、どうしていくかとい

うたたき台。すなわち、教え方、それから学生の理解度、そういった観点から最小限度この４点は必要

じゃないかということで、これが最も簡単な例と考えまして、こんなように提案させていただきました。

　その答え方ですけれども、現行のように質問項目ごとに５段階評価とはいえ、記述が違うというよう

なことではなくて、単純に５、４、３、２、１で学生が、彼らが小学校、中学校、高校で慣れている、

いわゆる「良い」とか「やや良い」とか「普通」とか「やや悪い」とか「悪い」という、そういう観点

での５段階評価ですね。それでやったらいいかな、です。

ただ、ちょっと付け加えさせていただきますと、ちょっと前のバンクーバーオリンピックではあり

ませんけれども、こういうような 5段階評価にしても、あるいは 100 点満点にしても、いわゆる満点の

評価方式というのは、結果的に減点法なんですよね。したがって、特記的な授業を行った時に、これは

５じゃないよ、８とか 10 だよ、というような学生が印象を持った時に、そういうようなのがこういう

満点評価方式というのは、反映できないかたちになってくるんですよね。まあ、これは昔から満点評価

方式の問題点として掲げられている項目ですが、それは置いておいて、こんなような感じで付加方式が

あるんじゃないか、ということ。

ここの部分での私どもの結論は、要は現在やられているような全学統一的なものではなくて、それ

ぞれの学部、研究科、場合によっては先ほどの講演でもちょっとお触れいただきましたけれども、例え
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ば私の場合は、私ごとで恐縮ですが、コンクリート構造と材料をやっておりますので、材料とか構造と

いうのは機械の分野とか電気の分野でもやっているので、そういう分野ごとでの授業評価の取り組みと

いうようなこと。これは授業評価に限らずＦＤ全般にわたるのかもしれません。結論的に言えば、この

時期になりましたので、それぞれの学部、研究科で独自のものを作り上げるのが適当ではないかという

のが、結論です。

それから３番目、検証あるいは活用に関する改善策。箇条書き的に書きましたが、残念ながらこの

１年間では学生による授業評価を具体的にどう生かすのかに対する意見はちょうだいしましたが、改善

策になるようなものはまとまりませんでしたので、今後の課題となると思います。

それではこの４月以降どういうふうに進めていくのかについてちょっと一言二言述べさせていただ

きますと、要は、２点だと思います。一つは今申し上げましたように、現在のアンケート内容の検討で

ございますね、これが一つ。

それからもう一つが、結果の検証です。学生による授業評価という冠を取り、授業評価という立場

で考えますと、要は、４点あると思います。一つはまさに今やっている、学生による授業評価。それか

ら、各先生がやられている自己評価です。そこだけでは、そこ止まりになってしまう。単なる資料の収

集と自己満足。それだけになってしまいます。必要なのは、それらをもとにして学内評価と学外評価で

すね。評価というのはその４点ありますけれども、特にあとの２点、これに関する方法論を模索・提案

していくというのが、この次の４月以降からの検討課題と第２グループは考えております。

以上でございます。ありがとうございました。

○司会　はい、川口先生どうもありがとうございました。それではひき続きまして第３ワーキンググル

ープ座長の木坂先生にお願いいたします。

◆第３ＷＧ「きめの細かい成績評価の導入」

○木坂　第３グループワーキンググループの座長になりました、文学

部の木坂です。われわれのグループは、理工学部の田中先生、政経学

部の藤森先生、法学部の片山先生で集まって何度か会合を開きまし

た。

　与えられた課題は、きめ細かい授業評価、GPAの導入という話な

んですね。若干 GPAの話が出てくるので、最初に GPAってなに？

という方もいらっしゃると伺ったので、簡単に説明しておきますと、

上が従来で普通の GPAで、取得単位にですね、あるいは科目数、ど

ちらにもあるんですけれども、それに各何点っていう最終的な成績評

価、優なら 90 以上ですか、かけますね。それを単純に単位取得数あ

るいは科目数で割るというわけです。そうすると不可がつくと単位が

０ですので、そこが０点評価になると、こういうことになります。

　これをやりますと、楽勝科目をとりますと GPAが上るというふうなことになっていて、非常にいろ

んな問題が指摘されています。こういうものをどういうふうに導入するかということを考えなさい、と

いうことが一つの課題でありました。

　まず、GPAを導入するには科目の成績評価にずれがありますとこれは意味が無いので、要するに、

成績評価の標準化ということは必ず問題になります。但し、ここで問題になるのは、その GPAをやり

ますと、画一化が進むんですね、成績評価の仕方の。
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当然ですけれど厳しい先生もいれば甘い先生もいて色んな先生がいていいはずなのに、それが基本

的に許されなくなるという方向性が出てきますし、学生としてもどうしても楽なほうに流れたいという

ことになりますね。学生の側も、教員の側も、どちらも個性の多様性ということが、むしろ排除される

というふうになるというのが、どこでも指摘されるこれの問題点であります。

それを、そうじゃなくて相互認知という仕方で、ちょっと違った方向でやれないかということを考

えてみたいと思います。このことをクリアしないで、うちの大学の状況で、といいますか、多くの場合

はそうですけれども、GPAを導入しますと、むしろ逆効果になります。つまり、それが成績に反映さ

れてしかも GPAが就職で査定されるとなると、難しい科目も一生懸命とって勉強したいという学生も、

そういうのを避けて簡単な科目へしかいかなくなる、結局全体の質が落ちるということがおきますね。

これでは意味がないわけです。

本学ではそういうふうに導入していませんから、就職までまだ関係がありませんけれども、欧米で

はそういうことが就職のための評価絡みでよくおきるらしいですね。そういうことをクリアしないと導

入しても意味がないということです。

もう一つは、そもそもきめ細かい授業評価というからには、きめ細かい授業がないと、筒抜けなので、

何の意味もないのですが、そのためには例えば大教室授業というのは廃止しなければならないという問

題があります。出席管理システムなんとかといういろんな機械を導入してやっていますけれども、おそ

らくそういうことを単純に導入しても、やっぱり機械は人の代りにはならないだろう、と。こういう問

題点をいかにクリアにするかということをやった上で入れないと、意味がないんですね。できる限りそ

ういうやり方はないかと考えてみました。

で、そこがちょっと今やったことのおさらいで、GPAは学生の個性・多様性を無視してしまうとい

うことが一つです。やっぱり個々の授業の成績評価の誤差、要するに、極端に甘い評価があるわけです

よね。そういうものはダメです。これに対して、これから考えたいことは、成績評価の中身を、要する

に、ティーチング・ポートフォリオということになりますけれども、学生のポートフォリオと同時進行

で教員の教えた中身のポートフォリオを作って、それをある程度小さな組織で、例えば学科単位ぐらい

で、教員がお互いに見られるようにする。

さっきちょっと話が井上先生の場合もありましたけれど、評価のガイドラインを一応お考えになって

いるといいましたけれども、私としては、むしろ授業はとりたてて評価しない。ただし、ある小集団の

中で全員が、他の先生がどういう授業をやって、学生に何を教えて何をどう評価したか、ということが

見られる状態にしておくようにする。「見られる」ということだけでいいと思うんですね。それが、お

互い見て時々話し合って、どうしようねということを考えるカルチャーをつくるということが重要なの

であって、評価してしまいますと、結局すべてが形式的になってきて、また元に戻ります。と、私は思

います。そのへんまた議論になるかと思いますけれども。

で、多面的な資料を活用するというポートフォリオっていうことをこれからちょっと考えていきた

いと思います。これのポイントは、教える側、学ぶ側、双方の個性、それから資料に関する多面性をど

う確保していきながら、さっきの数値化した GPAを入れていくのか。こういう問題があります。

ポートフォリオという考え方としては、様々な素材を教師とともに学生自身も自己評価を行い、つ

まり、自分で学生は自己評価をして何をラーニングで習ったかという資料を出しながら集めていく。こ

れはラーニング・ポートフォリオですね、今問題になっているのはさらに、ティーチング・ポートフォ

リオのほうは、教えた側も、どういう教材をどう使ってどうなったか、これを蓄積していく、とこうい

うものです。
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これらを成績評価の総合的なデータにするというわけです。基本的な考え方としては、GPAはこの

ポートフォリオのインデックスの一つとして導入すべきであると思います。それをなにか絶対的なもの

だと決めて出すべきではないものであって、いくつかある中の一つという考え方をするのがいいのでは

ないかと思います。

その具体的な手法です。これは理屈だけ言ってもしょうがないので、具体的な手法は実は去年私が、

報告した時にもう話したので繰り返しになるので、そこは省きますけれども、まず、授業に関して、教

員と学生が共通の目標を可視化するというのが重要なんですね。例えばノートを集めて PDF にして、

パッと学生全員にスクリーンで見せるとかですね。それから各授業項目の、私の場合ですと、その日や

った項目全部に関して、学生に５段階評価で理解度の自己評価を送らせて計算処理をして、次の回に前

回の各項目の平均値を示す。

そうやってクラス全体の中で、他の人がどう学んでいて自分がどこにいるのかということをわかる

ような仕組みをつくる。これは重要なことです。自己評価、他者との比較というのはまずクラスの中で

す。学生の側でお互いがそれを知り合うというようなシステムをまずつくる。

ここで私に与えられた課題は、授業の学生によるアンケートではなくて、教員のほうの評価基準を

考えなさいということですので、教員のほうに今度は話をシフトしながら持っていきますけれども、教

員側だけポートフォリオやっても実はダメなんです。両方やる必要があります。ですが、課題にそって

話をいたします。そうすると教員の方としてやらなくちゃいけないことは、一つはいわゆるカリキュラ

ムマップを作る。

つまり、ある学科で、こういう例えば、コミュニケーション能力を育てるとか、あるいは論理的な

思考能力を育てるといった目的を立てた場合に、ある科目だけでやるっていうふうなそういう科目は普

通ないんですね。そうすると、他のどの科目とどれを組み合わせた場合にそれができるかということを

マップとして作っておいて、その達成目標を各教員がチームとして共通認識としておく。それができた

かどうか後で検証するというのが必要です。これはしかしどちらかというとティーチングと言っても教

え方です。成績評価となると重要なのは、さっき言ったように、誰が何をどのように教えてどう評価し

ているのかと、これをお互いに知り合うと、こっちが成績評価のポートフォリオにとっては非常に重要

になります。

じゃあ、どうするかということです。比較的簡単に僕はできると思います。どういうことかというと、

成績のつけ方はさっきも言ったように、全員が辛くなる必要も全員が甘くなる必要もなくて、全部が違

っていて、しかもお互いに、あの先生はこういう考えで甘くしているよね、この先生は違うよね、と。

あの人はこうだよね、ということを知っている。これは重要ですよね。そういうデータを作りたいとい

うわけです。

どうするか。ご提案申し上げたいのは、各科目の成績の、例えば私の哲学概論の平均点を出す。そ

して私が、秀、優、良、可、不可を何パーセントずつつけたかというその数字を見るようにすると同時

に、各評価の例えば秀、優、良、可のそのサンプル答案を全部 PDFファイルにして、学生の名前は全

部伏せていいんですけれども、見られるようにする。

特にポイントなのは、これは質保証です。可と不可の、可の一番最低と不可の一番上というのは必

ず PDFファイルにしてみるようにする。これを、例えば専攻の教員が見ようと思えばいつでも見られ

る状態にしてしまう。ただし、それを見てお互いに意見をいうのはいいんですけれども、成績評価は各

個人の、これは絶対優先権ですので、そこは侵害してはいけない。尊重し合うということ。

あなたのこの評価の仕方はいいとか悪いとか点数はつけない。ただ、いつでも見られるようにして
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意見交換ができるようにする。そのほか、その先生のいろんな、むしろやる気があれば、ノート、小テ

スト、あるいはビデオ録画、録音、そういったものを全部集めて、今は本当にUSB 等で簡単にしまえ

ますので、しまって置くのは実は簡単なことです。

これをやって、ただし結果を、評価はしない。これを１年や２年じゃなくて経年に蓄積していく。そ

うすると、可と不可のラインが、例えば同じ科目で、10 年前どこで引いたか見られるわけですね。こ

ういうことは普通われわれ大学の人たちはほとんどやっていないんですよ。10 年前の成績と今の成績

と数字は見ますけれども、そのときにどういうテストだったかというのはわからないですね。そういう

のを溜めていくということです。

そうすると、比べれば効果が上がってきたかどうかわかるはずです。と、いうことですね。ですから

本学において、そういうことを目指しながらやるということを考えた場合に、このきめ細かい学生評価

のやり方の目標は、まずその学生と教員でデータを共有しながら、学生の自覚を促すということと、出

てきたものは、それ自体は、例えば GPAの数字そのものは、成績対象の評価の対象とはしない。単に

自覚の材料とするというわけですね。それと同時にいろんなポートフォリオの様々な資料を集めていく。

で、さっき申しましたように、ポートフォリオの一つの指標として GPAを導入するということです。

さらに、またもう一つご提案したいことがあります。それは GPAの計算方法を抜本的に変えるとい

うことです。先ほど申しましたように、従来の GPAは単純な平均計算なんですね。これが０単位です

と０点になります。これだと筒抜けになるんです。つまり、さっきも言ったようにインセンティブが高

くてたくさん難しい科目も受けたいという学生が、GPAが下がるのでそれを抑制することになります

し、みんな簡単なところに流れるし、ということになりますね。

ではどうするかといいますと、このご提案のほうを見ていただきたいんですけれども、評価係数αと

いうものを考えます。それは当人の点数を、例えば僕の哲学概論ですと、僕の哲学概論の受講生全体の

平均点で割ります。そうすると平均点の人は 1です。だから優の人はたぶん 1.5 とかでしょうね。そう

じゃない人は０．いくつになります。これにその学科専攻あるいは大学全体でもいいですけれども、全

開講科目の平均をかけます。これを数値とします。これを全てたすわけです。たして、その学生がとっ

ている科目に関してはそういう数字、全部足して、その平均を出します。

そうするとですね、まず不可でも、例えば 30 点が付いていれば、0.4 とか 0.5 で計算されますから、

０になりません。それから例えば例として、全員 80 点という全部「優」というそういう科目があった

としますね。そうすると平均値は１ですので、全員 80 でその人も 80 ですから、αは１になりますので、

１ですからそれを、うちの大学の全員平均点の平均がかかるから、つまりそういう科目は平均点にしか

ならないんです。つまり楽勝科目をとっても、平均点前後にしかならない。

どういう学生が評価されるかというと、難しい科目で高い点数をとらないとあがらないんです。で、

簡単な科目を取ると下がる。これでやりますと、さっきやった問題が解消できるはずです。こういうの

を入れて、GPAというのを２種類入れて、しかもそれを学生の自覚のために使う。

それともう一つは、評価としてこれを実際使うのは一つだけご提案があります。つまり、奨学金と

かそれから優秀賞はこっちでやって欲しい。つまり楽勝科目からとってやったというのは、奨学金を取

って欲しくないわけですよね、やっぱり。やっぱり難しい科目で頑張ってやった人に奨学金を取って欲

しいので、これならそれができるということをご提案したいと思います。

もう少し夢を広げますと、これはもしも井上先生なんかもちょっとご意見をいただきたいんですけ

れども、これを例えばある集団、大学全体で、日本の大学で例えば全体でやる。評価系数の各学生別平

均値は大学が違っても比較可能です。そういうことをちょっと考えてみたいなというふうに思います。
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　つまり、αの部分だけ見るわけです。αの平均点を出すと大学が関係なくなりますからね。というよ

うなことを、ちょっとそういうことを少しやってみたらどうか、ということを、大風呂敷に話として思

いますけれども、うちとしてはこういうのを使ってはどうかということと、もっと簡単に具体的な提案

としては、こういう平均点と優、良、可、不可のラインというのをポートフォリオにして、蓄積すると

いうことはできると思います。

　で、来年度に向けてとなるんですけれども、ただこれ、全科目でいきなりやれといったって、まあや

らないですね、普通はそういうものです。なわけであって、一つ考えて言いたいことは、実はちょうど

いい科目があります。それは、来年度入ってくる学生から、教職実践演習というのがありまして、これ

は、教職受講者は全部受けねばならない。文科省が言っていることは、４年間どういう勉強をしたかと

いうことを自己評価して、それを自分でまとめて、そのまとめ学習として４年の最後に実践演習をしな

さいというわけです。この科目に、これは全学的な科目ですので、実際教職実習をやる人はこのやり方

を導入するようなカリキュラムを実際来年度から作ってみる。

　もしもすぐにうまく作れなくても、来年入ってくる学生が４年生になるときからですので、ゆっくり

と用意して運営してみたいなというのが、今のところご提案できる今回のまとめということになります。

以上です。

○司会　はい、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして第５ワーキンググループ座長

の加藤先生お願いいたします。

◆第５ＷＧ「ファカルティ・ディベロップメント・ポリシー」

○加藤　第５ワーキンググループの座長の加藤です。

ちょっと体調を崩しておりまして、皆さんにご不快な声で申し訳

ございません。ワーキンググループのメンバーは、全員で５名、磯辺

武雄ＦＤ推進室長副学長、それから岡田繁学長室長 ( 当時 )、中島徹

教務部長、そして矢嶋宏一教務部事務部長ということです。

課題は、第５ワーキンググループはファカルティ・ディベロップ

メント・ポリシーの策定ということであります。正式な部会が４回、

そしてそれ以外に数回のメンバーの様々な小さな打ち合わせ会とい

うものを開いております。

私がワーキンググループの発表の最後ということでありますけれ

ども、このＦＤポリシーの制定というのは、今まで各座長がお話され

てきた課題が、どちらかといえば教育現場の教育活動に根差した活動

についてであるのに対して、教育談義はお題目を並べても仕方がないとよくいわれているところですけ

れど、皮肉なことに、第５ワーキンググループの課題というのはそういう部分でありまして、どちらか

といえば、下からの教育実践について語るのではなくて、上から目線でポリシーを考えていこうという

ところであります。

皆さまのお手元の配布プリントでは、第５ワーキンググループの活動の報告についてはスライド 11

番まででありまして、スライド 12 番目の平成 22 年度活動計画というのが次年度目標ということであり

ます。そしてその内、具体的にこの第 5ワーキンググループの目標のＦＤポリシーの標語化ということ

については、スライド１、２、３について議論されたことをまとめ、「国士舘大学のＦＤは、建学の理

念と教育目標を…達成するために、以下のことに取り組む。①授業 ･教授法の改善。②カリキュラムの
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改善。③組織整備 ･職能開発。という簡潔な標語スタイルに集約しました。

以上が第５ワーキンググループのＦＤポリシー策定に向けられた活動報告であるわけですけれども、

そこに至る過程で、これまでに検討されたことというのは、ＦＤ定義をめぐる議論、その背景事情、問

題状況とはどこにあるのかということです。これは「学士課程教育の構築に向けて（平成20年12月24日）

の中央教育審議会答申」、これに因っているわけです。

　なぜそれに依拠するかと言いますと、これは教育分野というのは実は大学教育においても規制分野で

あると考えざるを得ない領域が多いからです。教育研究活動それ自体は教員の自由な意志に依存する、

という意味で他者の介入を排除する領域と言いますか、自由な活動の分野、その最たるものが先ほどか

ら強調されている教員の評価権というようなところに端的に表れますけれども、具体的に設置基準だと

か認証評価の対象になっているとか、定員枠の遵守で一定の割合について公的補助金の対象になるとか、

それ以外に外部資金をいかにして導入するのか、というような問題が常につきまとうわけで、それとの

関係で社会への説明責任という問題と教育というものが当然社会のニーズに応えていくという意味で、

教育の質保証という問題が出てくるわけです。そういう社会的な使命というものを踏まえた教員の活動

というものが基本にあるという意味で教員の職責、アカデミック・プラクティスというところの再確認

から出てくるわけですね。我々が学生の頃は職業としての学問とかという中で教員のお仕事というのは

当然、教育、研究、行政、そのすべてに口出しをするというところにあったわけですけれども、先ほどの、

井上先生のお話にもありましたけれども、教員のアカデミック・プラクティスというのは、教育、研究、

管理運営、そして社会貢献という四つなのだと。しかしながらその中で教育力量、職能の比重が増大し

ているんだという問題意識を共有しながら、ユニバーサル時代の大学ということについて確認をしてい

った、というわけです。これはすべて中教審答申の中に述べられているところであります。

そしてその次の「危機感の共有と実効ある改革」、そして実はこの改善方策まで、スライド８番目で

すか、これは私の言っていることではなく、あくまでもこの「学士課程教育の構築に向けて」の答申の

中で強調されていることです。という意味で私は規制と言っているわけですけれども、それは当然です

ね。もうこれだけ公的な資金が導入されているわけですから、それに応えていかなければ大学教育の財

政基盤が成り立たないということですね。そして文科省関係者は次年度の予算において、この４月から

の予算については高校授業料減免への補助金中心だけれども、次年度については大学補助金が中心課題

だとはっきり公言しているんですね。そしてそれについては大学を七つの方向に出来うる限り分化させ

ていくという意味で、競争的外部資金というものも、その答申の５ページに書かれておりますけれども、

①世界的研究教育拠点を目指す大学、②高度専門職業人の養成、③幅広い職業人の養成、④総合的教養

教育に重点を置いた大学、⑤特定の専門分野、芸術体育等の教育研究。そして⑥として、地域の生涯学

習機会の拠点、⑦社会貢献機能、地域貢献、産官学連携国際交流等を目指す大学、・・・の七つ。こう

した中に大学は個性化、特色化されていくだろうという意味で、そういう方向性に具体的な資金を注入

するというコントロールによって、大学をそのような個性化としたものに育てていこう、という意図が

そこに読み取れます。そうであるとするならば、当然その受け皿として、この改善方策の一番最後の提

言の部分ですけれども、教育研究活動を支える自律的な「知的共同体の形成強化に向けた体制」作りが

喫緊の課題となってきます。これはこういう抽象的な言葉で書かれておりますけれども、こういう体制

を既に準備しているという大学は立命館大学などの、先ほどから言われている教育開発推進機構とか、

そういうようなもの、具体的に教学組織としっかり結びついたところのものがあるわけです。ですから

我々は当然、このＦＤ委員会というものも改組、改革してＦＤセンターであるとか、あるいは情報科

学センターか情報メディアセンターで ICT教育を支える機能を果たしながらジョイントしていくとか。
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そういう教育研究体制作りというものが、この答申に対応するものとして必要と考えています。

そしてそういう方向性を踏まえて議論は出発しました。当初、第５ワーキンググループがＦＤの定

義として考えたものがこの部分です。「ＦＤの目的は、対象領域は、主体は」なにかということですが、

この主体の部分で今日ご質問なんかありましたけれども、当然教員だけではなくて学生参画も踏まえ、

教職協働を重要視した主体、活動は当然、個人的な授業研究、教材研究に限らない。そしてＦＤ成果の

効果測定については PDCAサイクルを機能させ、継続的に評価、検証、更なる改善のためのサイクル

が確保させるようなものでなければならないということで、こういう長々と国士舘大学ＦＤポリシー案

というものになったわけです。これは建学の精神、教学理念の体現というリーもきちんとついていると

いうものでありました。しかしながら、文章が冗長だということと、具体的にきちっとやることが重要

だというような感じで、愛媛大学方式と言いますか、ＦＤポリシーを標語化しようということになり、

このプリント 11 番目の国士舘大学のＦＤポリシーというものについて授業教授法の改善、カリキュラ

ムの改善、組織整備、職能開発、これに尽きるのだと、これの徹底化なのだ、というところが第５ワー

キンググループで行き着いたところで、そしてこれをＦＤ委員会でご承認いただいたというところであ

ります。

そして次年度以降の活動計画案というものについては、こうしたポリシーを具体的に定着させると

いうためには本学ＦＤポリシーを三つの方針の下で反映させる必要があるだろう。その三つの方針とい

うのは、以前の答申から強調されてきたことでありますけれども、いわゆる学位授与の方針（ディプロ

マポリシー）、教育課程編成実施の方針（カリキュラムポリシー）、そして入学者受け入れの方針（アド

ミッションポリシー）、この三つの方針を大学の個性化特色化という流れを踏まえて、建学の精神・理

念というもので括ってしっかりベースにして、全学的にこの三つのポリシー、一般に「三位一体論」な

んて言われますけれども、しっかりしたものを策定していかなければいけない。そしてその策定に緊急

に取り組まねばならないということを確認しておきたい。

なぜそんな部分を緊急なのかというところですが、これはやはり次年度以降の公的資金導入、今年

度もそうでしたが、今年度の学生支援推進プログラム、平成 21 年度 450 件申請中、実に 400 件が採択

されています。採択率 88％。これを国士館大学がなぜアプライできなかったのか。これはこのＦＤ委

員会を核とした体制というものが設置されていないので、そのプログラムの検証というようなもの、全

学的な受け入れ、そしてそれをフィードバックする体制という申請の要件が欠けているので、学部で様々

な取組みを考えても、それにチャレンジすることができない。ということで組織体制作りの必要性、Ｆ

Ｄ委員会の改組改革というものの必要性を痛感したところであります。外部資金獲得の体制に向けた作

りが必要なんだということです。

そしてその次に、大学知的共同体を支えるものという話ですけれども、これは先ほどの井上先生も、

それぞれの大学にそれぞれのＦＤがあるのだと。文化なのだと。そして先ほどの木阪先生はお互いに教

育の内容というものを教員同士がわかるようにする、見えるようにしておくというところで教育のカル

チャー作りが重要なのだ、というようなことを言われていましたけれども、それを我々は教員＋職員＋

学生の知的共同体という具合に考えるべきではなかろうかと。そういう知的共同体を支えるものとして

は、この４番目の教育の透明性確保なのだと、蛸壺化しないこと、どの教員がどういう教育をしている

んだということをお互いにわかり合えるような状況、仕組み作りというものが必要でしょうと。大学間

の連携も、外部への眼差しで、どんなことをやっているのかという情報の共有というようなものが必要

だろう、というところであります。
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　私が考える建学の理念、精神とはという部分ですけれども、この部分、大学のミッションからは一見

外れるようにも思えますが、これは「挨拶」から始めようということなんですね。これは現代の平等社

会における個人、学生というものが置かれている状況、これは教員も含めてですけれども、価値観が多

元化していくという中で組織への帰属意識というものも当然多元化していくわけです。そういう中で自

分の個性も認めてもらいたいからこそ他者の個性も認めるという意味で 21 世紀に求められるものとい

うものは、そういうそれぞれ様々な異端、異なっていること、多様性ということを認める人間関係。こ

れは実はオンリーワンということですよね。お互いにそれぞれがオンリーワンであるという自分中心の

中で、あくまで平等な人間関係を前提としたものだということを考えた時、一人一人の個人が特別な存

在であることを認め、その個性と権利に対する敬意を払うこと。またそれにふさわしい作法を守ること。

それが現代の礼節 ( シビリティー ) だというんです。誤解のないように申し上げておきますけれども、

押忍の連呼ではありません。あくまでもその部分について私は温故知新、故きを温ねて新しきを知ると

いう意味で復古主義になってはいけないので、現代における建学の精神というものはひとり一人の心の

中に「アイ・ラブ、アイ・ハート国士舘」というのがあるのだと思うのですね。それが、挨拶の輪から

「ウィ・ラブ国士舘」という具合に繋がったら良いのではないのかな、という部分であります。

ここまで議論してきて、わかったことは、教師の情熱の大切さ。これをこの赤い国士舘というマー

クは表しているのだなと。教育は量の大きい少ないが問題ではないのだと。最小限でも教えたことをき

ちんと覚えさせ、その知識を基に自ら学び考え応用していく力を身につけさせることであるという具合

に私は再確認したところです。以上です。

◆質疑応答

○辰野　たびたびすみません。法学部、辰野です。お話ありがとうございました。いずれも興味深いも

のでした。濱田先生のところでは、そのシラバスについて過失修正も認めていったほうがいいのではな
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いかと、ウェブにおいてはですね。一方で川口先生のところでは、授業評価においてはシラバス通りで

あったかということも項目として残しておられますね、簡素化した場合も。その第１グループと第２グ

ループの間では、少し見解が異なるように聞こえるのですけれども、いかがでしょうか？

○川口　結論から申しますと、そこのすり合わせはまだしておりません。で、先ほど図らずも第１ワー

キンググループの今、ことをお聞きしましたので、そのすり合わせは必要だと思います。はい。

○濱田　ということで、よろしゅうございますか？

○辰野：わかりました。私はシラバスをどんどん変えていくほうに賛成でして、実際ウェブ上のは、途

中で変えたりするんですけれども、それが先ほどの授業評価とぶつかるなというふうにおうかがいした

ものですから、ご見解をと思いました。ありがとうございました。

○濱田　ただ補足すれば、これを変えていくということと変えないということ、あるいは変えるという

ことについて、変えないということのどこの時点で担保するのか。これが検討すべき課題だと思います。

○司会　それでは次の質問、ご意見。

○金子　政経学部の金子と申します。先生方、どうもありがとうございました。私のほうから第２ワー

キンググループの川口先生に質問がございます。ご報告によりますと授業アンケートの実施状況を調査

されたというお話なんですけれども、本学の学部ごとの実施率なんていうのは把握されていらっしゃい

ますか？例えば政経学部でしたら、いくつ授業があって、その授業の中のいくつが実際に授業評価アン

ケートを実施しましたと、そのパーセントといいますか。

○川口　結論から申しますと、私自身は把握しておりません。はい。けれども事務局では把握している

と思います。ただその時に、これを調査する時に問題点が一つ委員のほうから出ました。母数をどうす

るか？つまりすべての登録科目に対するのを母数にするかとか。それから、まあまあこうやって授業評

価という立場だともう４、５年も経ちますから、いわゆる意識的に実施し得ない科目もあるんですね。

それらを母数から外すかで、いわゆるパーセンテージがだいぶ違ってきてしまう。だから何かしらそう

いう統計を取った時に、母数をはっきりした上で、という議論はいたしました。

で、答えになっているかどうかわかりませんが、「お前自身、知っているか？」と言うと、従って私

は把握していません。はい。

○金子　で、やはり本学においてどれくらい実施されているのかというのは常に把握しておいて、で、

昨年度は例えば 80％でしたと。今年度は 85％になりましたというような形で数字が追えると、普及状

況がどうなのかというのがより鮮明にわかるのではないかなというふうに思いました。

○川口　それでは、すいません。お話の途中で。大雑把に申しますと、学部は講義科目という立場に立

つとだいたい９割ぐらい、なされているようですね、はい。それから大学院は結論的に言うと、一部を

除いてほとんど実施されてないような気がします。ただ、一部の学部と大学院、21 世紀アジアでしたか、

あるいは救急か、それは設置申請の時にこれが義務付ける形で設置申請しまして、そしてその認可を受

けていますので 100％だそうです。学部・研究科によって軽重があるようでございます。大雑把な答え

で申し訳ございませんが。（ありがとうございました）

○金子　で、今のところに多少絡むんですけれども、私、個人的に非常に興味がありまして、政経学部

の授業アンケート、どんなふうになっているのかなというのでアクセスしてみたんですね、上のページ

のほうに。そうしますと、どの先生も公開不可というふうになっておりまして、要するに現在の我が校

のシステムは教員一人一人に任されている状況だと思います。その点がその授業アンケートの公開性と

いう観点から考えますと、かなり問題なのではないかなという気がするのですが。そうしないと、公開

した上で、公開がもう明らかになれば、私、趣味がデータ解析なものですから、数字をいっぱい拾って
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きて統計的な処理をいろいろするのが大変好きなんですね。

そうしますと、以前、２年ぐらい前ですか、2008 年度あたりですと、政経学部全部の授業が公開に

なりまして、一時的になんですけれども。データを全部拾ってきまして統計分析をすると、割と面白い

ことがわかったりするのですよ。例えば授業アンケートの項目をよく見ますと、教員がどれぐらい努力

をしたかということで、例えばシラバスをきちっと書いているかとか、それからちょっと質問項目をメ

モしたんですけれども、板書とか資料がどれぐらいうまくいっているのかですとか、学生の質問にちゃ

んと対応しているのかとか、熱意がどれぐらい入っているのかとか、教員の頑張り具合を質問するよう

な項目があります。それと学生さんのほうでは、欠席状況ですとか予習復習をどれぐらいやったですと

か、それから到達度はどうだったとか、授業の内容をどれぐらい理解できたのかとか、いろいろ学生さ

んの頑張り具合についての質問項目があります。

そういうものをある分析をしますと、学生の頑張り度と教員の頑張り度という二つの因子が出てく

るんですね。その頑張り度の有り無しで組み合わせをしますと４パターン出てくるわけです。教員が頑

張って学生も頑張っている授業、それから教員は頑張っているけど学生さんは頑張ってない授業、とい

うふうに教員は頑張ってなくて学生さんも頑張ってない授業とか、多分楽勝科目だと思うんですけれど

も。そういうことがわかる。（そうですね）４通りパターンが出てまいります。で、面白いことにさら

に分析をしていきますと、学生さんの授業に対する満足度というのが教員の頑張り度と非常に相関が高

いんですね。要するに学生が自分はどれぐらい頑張ったかというよりも、教員がどれだけ頑張っている

か、という姿を見せたほうが学生さんの満足度が高いと、こういうことなんです。ですから楽勝科目で

あっても、先ほど木阪先生もいろいろな授業があっていいのだと、僕もそう思います。で、楽勝科目で

あっても教員が一生懸命やっている姿を見せれば、学生の満足度が非常に高くなるというような傾向が

見えました。

ですから、そういうのがこれからもいっぱい分析できたら楽しいなというふうに思っているのです

が、残念ながら現在は全然見られない状況になっているということで、今私が感じていますのは授業ア

ンケートの公開性です。公開性を何とかできないものだろうかなと。教員任せにするのではなくて、も

う教務部とか大学サイドのほうで強制的に公開だ、というふうにしていただけたらありがたいなという

気がします。以上です。

○木阪　ちょっと、今のところあれですよね。ＦＤというのは、うちの大学のシステム的に言うと趣味

でやっているということになってしまいそうです。ただ強制はできないですよね。それからそもそも、

むしろ順番として僕も先生のおっしゃったようにやったほうが良いと思いますけれども、順番としては

こういうことを積み上げていって、ワーキンググループから出てきたある種のアンケートのあり方も全

学的に確定して承認してからでないとそこへ行けないですよね。今のところ、はっきりもう非常に悪い

言い方をすると、教務が勝手に作ったものをお願いしますと言っているだけですから、それに対して「公

開けてください」というのは、これはなかなか無理ですよね。その辺はだからむしろ我々のほうから積

極的に働きかけてシステム化していかないといけないなと。これは結構大変ですよね。と思います。す

いません、余計なこと。（ありがとうございました）

○司会　いかがですか？ご質問、ご意見。はい、どうぞ。

○辰野　すいません、たびたび。今の点は、立命館の例などでは、どういうふうに進められていったの

かという何か手掛かりみたいなものはありますか？

○司会　井上先生。

○辰野　例えば加藤先生のところでも、センター化はする、その組織変えみたいなものまで触れられま
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したけれども、立命館ですと学長直属で専任スタッフがいて、というセンターのご紹介がありましたね。

そこまで行けるかどうかは別としても、そう進んでいった何かきっかけあるいは手掛かり、そういうも

のがございますか？井上先生。

○井上　失礼します。教育開発推進機構は、2008 年度にＦＤを全学的に進めていくことをめざして学

長を機構長として組織されたものであると伺っております。やはり、学部学科、研究科との連携が一番

重要ですので、機構としては全学的なＦＤに関わることを提案するとともに、学部学科、研究科の取組

をご支援するという姿勢を共通理解しているところです。

○司会　どうもありがとうございました。はい、それではその前の。

○福永　法学部の福永です。ただ今の井上先生のご発言と、あと木阪先生に是非ご意見を求めたいので

すけれども、立命館大学はトップダウン方式で今は組織化されている。ところが国士舘大学は、なかな

かまだＦＤのほうは十分に議論されていませんので、先ほどの木阪先生のご発言はボトムアップ式で行

こうではないか、というご発言というふうにうかがったのですけれども、その点、今の井上先生のご発

言を受けて木阪先生がどのようにお考えなのかということ。そしてそれは実はその質問は、先ほどの木

阪先生のご報告の中で GPAの新計算方法、大変興味深く拝聴いたしましたけれども、あれを共通化し

ていく、あるいは国士舘大学の中でお互いに相互認知していくという、そのためには文化が必要である

と。共通文化が必要であると。その文化をどうやって形成すればいいのかいったことにも繋がっていく

のではないかと思いますので、是非、木阪先生のご意見を頂戴したいと思います。

○木阪　ボトムアップかどうかと言われると、ボトムアップはしたいですけれども実はできないという

こともわかっています。で、その辺でどうするかということですよね。井上先生のお話によると、６割

の内、何割増やすかという話なので、おそらく下から増えることはないですね。これはしょうがないです。

やり方としては、やはりこういうことを何回も繰り返していってインセンティブを与えるような情報を、

やはり教員に与えるということしかないと思う。例えばさっきアンケートの分析ができますよ、という
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話がありましたよね。あれは別に教務課が、極端な言い方をすると趣味でやっているわけですから、そ

のアンケート結果を公表する時に、教務課として非常に熱心な職員がいてそういうことをやりましたと

言って、参考として資料として載ってきたという形で出ても別に構わないわけですよね。そういう方法

をむしろ教員と職員がタイアップしたところでどんどん作っていく。それで刺激を与えて逆に、「この

アンケート良いよね」とか「悪いよね」とか言わせると。こういう仕方ですよね。多分そういうふうに

やっていくしかないと思います。

　私は基本的には、だからあまり戦略的にこうしましょう、というふうなことを考えてもなかなかそう

はいかないので、具体的にやれるところから見つけて、今のを聞いていてもそう思うので、システム的

にこれを教授会に通して全部決めてからやろうなんてことを始めると、おそらく何年経ってもできない。

でも例えば、そういう会を持って情報交換すると、実はそれは教授会等でなくてもできるんですよね、

今の話は別に。それをやってむしろ、ある意味では物議を醸すというようなことを繰り返していく、と

いうふうなことしかないのかなというふうに思っています。ですから私が出しているのは、ある意味で

は、えっというようなことを一応出してみて、それにリアクションが出てくるはずなので、それを待つ

というか、そこで議論していくと、そういうふうなことを思っていますけれども。

○司会　はい。いかがですか？

○中島　法学部の中島です。今、木阪先生がおっしゃった教務課の趣味というのはちょっとそれは誤解

でして、要するに教務主任会でかなり長い間検討された結果こうなったのでありまして、教務課のほう

で何もしているわけではありません。決まった通りやっているだけですので。その辺、誤解のないように。

○木阪　ここでシステムの議論をする気はないですけれども、ただし、どの学部も別に承認したという

か、「やってもいいよ」ということを言いましたけれども「やろう」となってないですね。つまりこう

やって汲み上げていって、こういうアンケートを作りましょうということを学部単位で承認してやろう、

というようになっていないわけです。ですから、言い方を悪くすれば、それは職員の趣味なんです。言

い方悪くすればですよ。もちろん主任会か何か通って、ということはわかりますけれども教務主任会と

いうのは。

○中島　いやいや、それでも公開するかしないかと言ったのは、これは個人情報だからダメだというご

意見も相当強かったんですよ。だから。

○木阪　今ここで、そういう議論をしてもいいし、しなくてもいいんですけど、正にそういうリアクシ

ョンの中で、ただし生産的な方向です。今の場合、教務課がしたかしないか実はどうでもいいんですよ

ね。そういうことでもってどうするか、なのであって、先生としては「失礼なことを言うな」と思うか

もしれないけれども、別にそれは僕にとっては、もうどうでもいいというか、要するにこれからどうや

っていくんですかという話です。

○中島　その点につきましては、ある学部で決議されて、全員がこれを公開にするということを決めら

れた学部もあるのですが、現在のところ非常に少数の先生しか公開されていない。あれはあくまでも先

生が公開というボタンを押されれば、そのまま公開されるわけですから、別に隠しているわけでもなん

でもないわけではあるんですよ。すいません、以上です。

○司会　はい、磯辺先生、お願いします。

○磯辺　はい、磯辺ですけれども、これは井上先生にもちょっとお尋ねしたいし、それから第１ワーキ

ンググループの、これはシラバスの件です。ですから濱田先生にもお聞きしたいのですけれども、まず

は濱田先生のほうですけれども、シラバスの作成について私がいろいろ聞き及んだところでは、シラバ

スの中に到達目標を書く欄を最近は求めているというのがあるんですね。で、本学の場合には、それは
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残念ながら今は無いのですけれども、その辺が今日のお話の中にちょっと出てこなかったのかなと思う

んですね。

それをこの第１グループのほうでは到達目標をどういう内容でどういうふうに、まず最初はそうい

う記載欄を設けるのかどうか、シラバスの中に。もしシラバスの中にそういう記載項目を設けるとすれ

ば、その到達目標の内容としてはどういうものの書き込みの内容を設けるのか、そういうのをもし、今

日ちょっとお話が出てなかったものですから、もし４月号が第一期の最終年度ですから、是非それを検

討していただければなと、あるいはもし今日はお話できなかったけれども検討しているというのであれ

ば、そのところもお聞きしたいと。それから井上先生には、立命館大学でその辺はどうなっているのか

ということを併せてお聞きしたいと思います。では濱田先生のほうから、はい。

○濱田　お答えいたします。その到達目標については、これはもうほとんど自明のことであると考えて

ほとんど触れなかったのですが、当然書くべきものであると思います。ただし、いくつかの大学のシラ

バスを検討してみますと、授業の到達の目標、それからもう一つは授業の目的というのを二つながら書

かねばならない場合がありまして、これは非常に、私の印象では紛らわしい。つまり授業をこういう方

向に持っていく。で、最終的には目的はこれなんだというのは、ほとんど変わりがないこともあり得る

わけですね。

　何々を理解させるというのが授業の最終目標でもあるだろうし、それはその授業の目的でもあるだろ

うし。ではその最終目的というのは全員に 100 点取らせますと、こういうようなことを書く方もおられ

るかもしれない。

現に何年か前ですけれども、シラバスがかなりストリクトになってきた時代、もしこの目標に達する

ことができなかったら私は辞職いたしますという、こういう文面をシラバスに書いていた先生がいたの

で、さすがに驚愕をしたことがありますが、そこまで教員を追い込むのもどうかとは思うのですが、つ

まりその書き方というものは、先ほど言いましたように、その学生の到達目標、それからその講義の到

達というよりも講義で何を理解させるかという理解の目的、それがどうもまだ、それぞれの大学の中で

も完全には結論が出ていないというか固まっていない状態ではなかろうかと。

ですからそれぞれの大学によって、やはり方針を出していく。学生に到達をさせるのか、それとも

授業そのものの内容をそこに持っていくのか。そういうようなところを、これはもうまた次年度からの

一つの検討の課題にするべきであるかと思います。ゆめゆめ教員の辞職のようなことに追い込まれない

ようにしたい、というふうには考えておりますが、先生、よろしゅうございますか？　では井上先生の

ほうに。

○井上　失礼します。立命館大学のシラバスでは各科目の到達目標を書く欄が設けてあります。これと

は別に授業概要というところで、この授業はどういったことを学ぶ場であるというようなことを教員が

書ける欄も設けられております。到達目標は、いわゆる知識、理解、関心意欲、態度あるいは技能とい

うような項目に沿ってそれぞれ学生を主語にして書くようにしておりますが、ただし、これがそぐわな

い分野領域もありますので、そういう場合は学部や学科のご意見をもとに柔軟に対応するようになって

おります。到達目標を明確にするということは、それを達成するための授業方法や評価方法まで考えて

先生方はシラバスを作成することになりますが、それにより先生方には１５回の授業を見通した授業設

計をしていただくとともに、学生に具体的にこの授業がどう進むのかを示すことができます。また、学

生にとってはその授業の到達目標が「～ができる」というように学生を主語として示されますので、自

分の学びを自己評価することも可能になります。このようなシラバスの書き方といったワークショップ

なども、実践的ＦＤプログラムの中で提供させていただいております。以上です。
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○濱田　補足をいたします。今の井上先生のおっしゃった通りで、そういう形の切り分けということが

なされる形で、しっかりその項目を作っていくということは当然必要であろうかというふうに思います。

で、あとは何ができるようになりますというのは、これはだからやはり科目によって非常に難しいとこ

ろである。それから有機的に変化していく、というところとのすり合わせ。そういうのも総合的に考え

ていくということが必要になろうかというふうに、いささか考えたことを申しました。

○司会　どうもありがとうございました。まだご質問もあろうかと思いますけれども、一応予定の時間

を過ぎてまいりましたので、このあと場所を変えて意見交換会もございますので、また議論を続けてい

ただければと思います。一応これを持ちましてパネルディスカッションを終了とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

○司会　国士舘大学のＦＤ活動ですけれども、始まって日が浅いわけでありますけれども、回を追うご

とに内容が充実してきているのではないかというふうに思います。これまでの委員会やシンポジウムの

成果を今後どのように実践するかということも検討課題の一つではないかというふうに思います。今年

度のＦＤシンポジウムは今日で最終回ということになります。また来年度以降の積極的な活動に期待し

たいというふうに思います。

これを持ちまして本日のＦＤシンポジウムを閉会とさせていただきます。なお、お手元にアンケー

トを配布させていただいております。ご回答いただきまして入口の回収箱に入れてくださいますようお

願いいたします。あと、このあと１号館地下１階におきまして意見交換会を開催いたします。ご講演い

ただきました井上先生、並びにパネラーとの意見交換を行っていただきたいと思いますので多数のご参

加をお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。（拍手）

午後 4時 10 分　閉会
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平成 22 年 3 月 6 日

　平成21年度　ＦＤ委員会

第 1ワーキンググループ　活動報告
当該年度座長　濱田英作

一． 当ワーキンググループは、主にシラバス作成についての検討を行い、以下の活動を行なった。

二． 各大学のシラバスを取り寄せ、比較検討を行なう。

三． 検討結果に基き、実施・実行についての問題点を検討し、提言する。

四． 上記の結果、以下のような分析がありうる。

1. 各大学のシラバスは、いずれも一定の形式（テンプレート）に従い、若干の項目の出入りおよび

用語の異同が見られるところである。

2. 本学については、「連関分野の記述」を加えることが望ましい。

3. レイアウトについては、なお必要な冊子作成の便も考慮して、1科目A4 版 1 面ないしA3 版見

開き形式が適切である。

4.WEB シラバスの視覚効果に配慮して多色の例もあるが、なお必要な印刷版作成のコストを考慮

するとき、単色・単純なものが望ましい。視覚・理解効果は、項目配置・罫線形状・網掛けなど

で工夫するべきであると考える。

5.3、4 に連関するが、WEBシラバスにおける画面の大小についての問題がある。在学生はともかく、

新入生については、パソコンスキル（リテラシー）よりは携帯スキルの方がはるかに高い。よっ

て携帯画面で閲覧可能な形式作成も必要となる。

6. 本学については、「評価基準の明瞭化」をさらに進める必要がある（重点、パーセンテージ）。ま

た「留意事項」部分で触れられることの多い「受講に関する注意」との関連についても明瞭化す

る必要がある（例：私語、飲食、居眠り、携帯禁止など基本事項と平常点との兼ね合い等）。

五． 提言

1. これからのシラバスは、固定された「授業要綱」との差別を明瞭にするためにも、たとえ学期中

であれ、有機的に変化・成長を遂げるものでなければならない。

2. また「学生による授業評価」とも不即不離のものでなければならない。＊「学生による授業評価」

をどのような形式にするかは別の議論である。

3. そのためには、学生からのフィードバックをリアルタイムで検証し、学期中でも更新することを

可能として、生きた実授業との乖離をなるべく少なくし、また授業がいたずらにシラバスに縛ら

れ硬直することを避けねばならない。またそれが「シラバスどおりに進行していない」という一

方からの非難を避ける道でもある。

4. そのためには、WEBシラバスの利点を活かし、リンクを多用して、たとえばTwitter などの新

メディアを導入し、授業直後（授業中の使用はやはり困難と考える）からのホットな感想・評価・

提言を見ながら、随時授業を修正し、講義の質を高めるための建設的な手段・存在として、教員・
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学生ともに利用できる双方向性のものとする。＊印刷配布のものとは違っていくということを明

記する必要がある。

5.WEB シラバスがこのようなものとなれば、それは当然、学生一人ひとりの「ポートフォリオ」

および GPAと密接に連携させることができ、多人数授業でも個々の学生がそれぞれにどのよう

に受講したか、またその効果はなどといった諸分析に資するものとなるであろう。

6. よって現段階での結論的提言としては、シラバスはポートフォリオとも連携しうる、双方向性を

持った更新可能なものとして、今後作成を検討されていくことが望ましいということになるだろ

う。

以　上
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第２ワーキンググループ（順不同）
川口直能（幹事、工学研究科）　田原淳子（体育学部） 
中金　聡（政治学研究科）　　　前川和也（２１世紀アジア学部）

佐藤研一（グローバルアジア研究科）　　　　　　　　…

平成２１年度ＦＤ委員会第２ワーキンググループ活動報告
（学生による授業評価アンケート）

１．はじめに

　６学部および大学院９研究科について、実施状況の調査と問題点等の聞き取りを行った。

これをもとに授業評価アンケートに関する問題点の抽出と改善策等を検討した。検討結果を列記すれば

次のとおりである。

２．学生による授業評価の問題点

　（１）方法等に関する問題点

　　＊　学生に如何にして真剣に回答させるか。（不真面目と思われる回答もある）

　　＊　アンケート不適合と思われる科目（オムニバス、実技、演習科目等）の取り扱い

　　＊　少人数クラス（とくに大学院）科目の取り扱い（アンケートの匿名性、客観性を

　　　　確保しにくい）

　（２）アンケート内容に関する問題点

　　＊　質問項目が細かすぎる。（教員にとって不要と思われる情報項目もある）

　　＊　質問項目について工夫・改善の要あり。

　　＊　回答の表現方法（例えば「どちらともいえない」などは再検討の要あり）。

　（３）検証あるいは活用に関する問題点

　　＊　教員、学生、それぞれが考えているレベルのギャップを如何に埋めるか。

　　＊　管理と責任主体がしっかりしているか。

　　＊　例えば、外部評価を受ける際に、結果の整備・対応が検討されているか。

３．学生による授業評価に関する改善策案

　問題点の聞き取り調査時の提案、および本ワーキンググループにおける検討結果を総合すれば以下の

とおりである。

　（１）方法等に関する改善策

　　＊　名称を「授業評価アンケート」から「授業アンケート」に変え、答え易くする。

　　＊　学生に対し真面目に回答させるためには、①記名式にする、②任意に抽出した履

　　　　修者を対象とする、③教員が見込んだ履修者若干名を対象とする、などの方法が
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　　　　考えられる。

　　＊　オムニバス、実技、演習科目等については、①内容や実施方法について各教科毎

　　　　にそれぞれ独自に工夫する、②実施時期の柔軟化を図る、③実施しない、などの

　　　　対応が考えられる。

　　＊　少人数科目については、①一部の学科等で実施しているように例えば１０名以上

　　　　の科目を対象とするといった制限を付ける、②たとえば、感想文形式にして回答

　　　　しやすくする、③実施しない、などの対応がよい。

　（２）アンケート内容に関する改善策

　　＊　質問項目の簡略化については要望意見が多い。例えば、質問項目を４項目（Ｑ１：

　　　　あなたのこの授業への出席状況はどの程度でしたか。Ｑ２：この授業内容はシラ

　　　　バス通りの進行であったか評価して下さい。Ｑ３：教員の教え方は良かったです

　　　　か。Ｑ４：あなたのこの授業の理解度はどの程度でしたか。）とし、回答は次の５

　　　　段階（５：良い、４：やや良い、３：ふつう、２：やや悪い、１：悪い）とする

　　　　のも一案である。

　　＊　質問項目の工夫・改善については、上記とも関連するが、各学部あるいは各研究

　　　　科での検討に委ねる。

　　＊　回答の表現方法については、曖昧と思われる表現を避けることを基本方針とし、

　　　　今後、各学部あるいは各研究科で改善する。

　（３）検証あるいは活用に関する改善策

　　＊　教員・学生間の考察レベルギャップの改善については、学生の実体を把握する質

　　　　問と、授業評価に関する質問をセットで設けるなどの工夫をすれば、少なくとも

　　　　両者の取り組み方の関係は把握しやすいように思われる。

　　＊　管理・責任主体については、まず、統括者の全学的統一・明確化を図るのが適当

　　　　と考えられる。

　　＊　結果の整備・対応については明確な提案を得るには至らず、今後の検討課題とな

　　　　る。また、実施マニュアルも一部改定する必要性が認められる。

以上　
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第３ワーキンググループ資料
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第５ワーキンググループ資料
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