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午後１時 00 分　開会

開会の言葉
磯辺　武雄

（ＦＤ推進室長）

○磯辺　推進室の室長の磯辺でございます。本日は、第４回ＦＤシンポジウムにご参加いただきまして、

心より御礼申し上げます。今回のシンポジウムは、プログラムにもございますように、３つのポリシー、

つまりアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、及びディプロマポリシーの策定の取り組みと

いうテーマで、この第１部では基調講演、そして第２部ではパネルディスカッション、そして第３部で

は懇親会も含めまして意見交換会を予定しております。

　第１部での基調講演につきましては、愛媛大学の佐藤浩章先生をお迎えいたしましてご講演をいただ

くことになっております。佐藤先生には何かとご多忙の中をご講演を快くお引き受けくださいましたこ

とを、この場を借りまして心より厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。

　なお、佐藤先生のご経歴につきましては、後ほど司会者よりご紹介があるかと思いますので、ここで

は省かせていただきます。

　さて、ご存じのように昨今では、学部教育に替えまして学士課程教育という用語が非常に定着してま

いりました。この学士課程教育のデザインを考えるときに、無視してならないことは、大学のユニバー

サル化、いわゆる大衆化ですけれども、それに加えて多様化というのがますます進行しているというこ

とであります。またもう１つは、さらには大学が大衆化する中で、大学教育に対する社会の要求という

ものが、知識基盤社会を担う高度な知識人の育成に焦点を置いていることであります。教育は 100 年の

計でもって考えなければならないとよく言われますけれども、しかし一方ではその時代の社会の要求に

応えることができるものでもなければなりません。

　こうした観点から本日のこの３つのポリシーの策定の取り組みというこのテーマを踏まえて、この学

士課程教育のデザインをどのように構築するのか。あるいは、どのように一貫性ある体系化をしていく

のかという、そういったことが今まさにこの高等教育のグランドデザインが問われているのではないか

と思っております。本日のシンポジウムでこうした課題につきまして何らかの示唆を得ることができれ

ば、主催者としてはたいへんうれしく思っております。

　限られた時間ではございますけれども、基調講演後の質疑応答、あるいはパネルディスカッションで

の質疑応答におきまして、活発なご意見を期待申しあげ、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。

○司会　ありがとうございました。それでは引き続きまして、国士舘大学を代表いたしまして、朝倉正

昭学長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。
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挨　　　拶

朝倉　正昭
（国士舘大学学長）

○朝倉　皆さまこんにちは。たいへん暑い日が続いておりますが、今日の第４回ＦＤシンポジウムにご

参加いただきまして誠にありがとうございます。心から歓迎を申しあげます。

　今日のこの３ポリシーの問題は、１ヶ月くらい前に各学部の学部長さん、教務主任の先生方にお集ま

りいただいて、文科省の求めているところ、また、高等教育機関として社会に情報を公開していく責任

の問題。また、ＳＤ、ＦＤの取り組み、そういうものについてのお話を申し上げたところでございまし

た。そこでも３ポリシーの話もいたしました。各学部におかれましては、３年前に教育研究目的を学部、

学科という単位のところまで文章化されてあるわけでございます。

　そういう中で、これからの国士舘の学生教育はいかにあるべきかということから、原点から言わせて

もらいますと、国士舘の建学の精神、教育の理念ということにおいて、各学部それぞれの特徴がありま

す。この特徴ある中で、この３ポリシーをどういうふうに捉えて学生指導をしていけばいいだろうとい

うことの大きな課題を持っているところであります。学部によりましては、今日もパネルディスカッショ

ンのところで体育学部、文学部、21 世紀アジア学部の教師の方が学部の状況についての報告をしなが

ら議論をいただくということにもなっております。おそらくほかの学部でも取り組みが進んでいるだろ

うと思っておりますが。

　そういう中で、3ポリシーは情報公開をしていくものの要にもなってまいりますので、今日の時宜を

得たテーマ、３つのポリシーの策定の取り組みということで、非常にお忙しい中、愛媛大学の佐藤先生

にお越しをいただきました。先生はあちこちに講演を頼まれて行っておられますし、国際的なＦＤの取

り組み等についても勉強を進められておられる方でございます。そういうことからもたいへん時宜を得

たテーマでありますし、また、内容を熟知された講師のご依頼・お願いでもございます。ひとつ今日の

シンポジウムを意義あるものに是非していただくよう、普段いろんな課題と言いますか、クッションを

お持ちだろうと思いますので、そういうものについて議論をいただきまして、本学の取り組みを一歩で

も進みますよう、ぜひよろしくお願いをいたしまして、挨拶に代えます。どうもありがとうございます。

頑張ってください。
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○司会　ありがとうございました。それでは基調講演に先立ちまして、本日の講演者、佐藤浩章先生の

プロフィールを簡単にご紹介をさせていただきます。

　佐藤浩章先生は、北海道大学大学院教育学部研究科教育制度専攻博士課程で学ばれ、2002 年から愛

媛大学…大学教育総合センター教育システム開発部の専任講師、そして 2005 年から当大学教育学生支援

機構教育開発センター教育開発部助教授。2006 年からは同センターが名称を教育企画室に変更いたし

まして、その副室長に就任なされております。その他、名古屋大学高等教育センター、北海道大学高等

教育政策研究所、それからセンターの客員教授、2009 年からは国立教育政策研究所客員研究員として

ご活躍なされております。先生の研究テーマといたしましては、高等教育開発といたしましては、大学

におけるＦＤ方法と学生の学習支援。能力開発論といたしましては、職場における能力開発技法などを

研究なされております。それでは佐藤先生、よろしくお願い申します。
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基　調　講　演

「学士課程教育体系化のステップ
―３つのポリシーの策定と一貫性構築― 」

講　師：佐 藤　浩 章　氏
（愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室 副室長 准教授）
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基調講演　講師

佐
さ

…藤
とう

　浩
ひろ

…章
あき

　氏　　　略…歴

＜学歴＞

　　1995 年　北海道大学教育学部教育学科　卒業

　　1997 年　北海道大学教育学研究科教育制度専攻修士課程　修了

　　2002 年　北海道大学教育学研究科教育制度専攻博士課程　単位取得満期退学

＜職歴＞

　　2002 年　愛媛大学…大学教育総合センター…教育システム開発部　専任講師

　　2005 年　愛媛大学…教育・学生支援機構…教育開発センター教育開発部　助教授

　　2006 年　愛媛大学…教育・学生支援機構…教育企画室　准教授　副室長

＜著書＞

　　大学教員のための授業方法とデザイン（玉川大学出版部）

　　ＦＤプログラムの開発・実施・評価：ＦＤ担当者必携マニュアル第一巻（愛媛大学教育・学生支援

機構教育企画室）
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○佐藤　国士舘大学の皆さま、初めまして、佐藤と申します。

今ご紹介いただきましたけれども、まずは今回このような形でお声を

かけていただきましたことを、学長先生はじめといたします関係者の

皆さま方に厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

　今、学長先生からもありましたように、この３つのポリシーを作ら

れている、あるいは作ろうというふうにお考えになっている大学さん

が非常に増えております。１つは中教審の答申の中でこの重要性が謳

われたということもありますけれども、例えばＧＰですね。こういっ

た外部資金を獲得する際にも、こういったことを書かなければいけな

い。あるいは認証評価の際にもこれを書かなければいけないというこ

とで、これは否が応でもこの取り組みを進めなければいけないという

状況ではあります。私どものほうにも様々な依頼があります。中には

とにかく認証評価のためにすぐに作ってしまわなければいけないので、どうにか早くこれを片づけなけ

ればいけないという所もありますけれども、今回の国士舘大学さんのように、本当に遠い将来のことも

考えて、やはり今一度、もう一度この３つのポリシーをしっかりと固めて、今後きちっと大学教育をやっ

ていきたいと。それも全学的にそれを取り組んでいきたいというふうに方針を固められている大学さん

というのもあります。わたくしとしましては、やはり後者のほうで全学的に、長期的な視点でぜひこの

取り組みを進めていただきたいと思っている次第です。

　本学ではもう４年ほどになりますけどもこの取り組みをずっと時間をかけてやってきております。本

学以外の取り組みもちょっと入れますけれども、事例に即しながら一体この３つのポリシーをどのよう

な手順で、しかも意味あるものとして、策定していくためにはどうしたらいいのか、という話をこれか

らさせていただこうと思っております。

　お手元には資料が行っているかと思いますので、そちらをご覧になりながら、お聞きいただければと

思います。今日の内容でございますが、この３つのポリシー策定の、それから策定するだけじゃなくて

この３つに一貫性を構築するということが重要だと言われておりますけれども、この意義ということに

ついても最初にお話させていただこうと思っております。

　ステップは今回 5つのステップに分けました。決してこれは唯一の正解があることではありませんけ

れども、本学での取り組みを事例にしながら、この順番でお話をしていこうと思っております。

　日ごろ「シラバスの書き方」というようなことを私は新任の先生に申しあげておりますのでどうして

もこういう書き方になってしまうのですけども、本研修のわたくしの部分の到達目標をここで書いてお

ります。これは依頼があったものをそのままコピー＆ペーストしておりますけれども、ＤＰ、ＣＰ、Ａ

Ｐの３つのポリシーの一貫した構築に必要な作業について説明できるということで、皆さま方が学部に

戻られたり、学科に戻られたときに、今日来られてない先生方にもこのような手順で進めるといいです

よということを説明できるようになっていただきたいというのが今日の目標ということになります。

　さて、先ほど申しましたようにこの３つのポリシーの話でありますけれども、いわゆるクリスマス答

申とか、学士課程答申と言われておりますけども、2008 年の 12 月に出されました中教審の答申の中に、

この明確な３つの方針に貫かれたものが求められているということであります。つまり大学の個性、特

色というものは、各県ごとの学位授与の方針、教育課程編成、実施の方針、入学者受け入れの方針と、

それぞれＤＰ、ＣＰ、ＡＰにあたるわけですが、これに反映されるものだと。この３つの方針の共通の

理解のもとに、教職員が日常の実践に関わり、PDCAサイクルを確立することが重要であると、こう
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いう表現でありますね。そのほか大学評価、学位授与機構の機関別認証評価等においてもこの方針とい

うものは作成しなければいけない、公表しなければいけないということがまとめられているわけであり

ます。

　しかしながらこのカリキュラムというものは、非常に厄介であります。何が厄介かと言いますと、皆

さんも答申を待つまでもなく、日本の大学においてカリキュラムというものがいかに混乱しているとい

うか、体系化がないということをお気づきになっているかと思うんですね。なぜか分からないけれども

この授業がずぅーっと長らく存在しているというのは、もうずっと学生の間でも評判になっているわけ

ですね。

あの先生の授業はどうして先生がご自身の研究のテーマの話ばっかりしていて全然意味が分からない、

というのもあると思います。先生方もそれにはお気づきになっている。しかしながらこれは組織と連動

するものですから、この改革というのは容易ではありませんね。下にも書いてありますがカリキュラム

というのは政治ですね。人がくっ付いていますからこの授業要らないんじゃないかということは、その

先生はもしかしたらもう辞めていただくということにもなりかねないわけですね。ですからこれは危

なっかしくて誰も手が付けられない。こういうのがずっと長らくの実態であろうと思います。ですから

授業に比べるとカリキュラムの改革というのは非常に手間もかかるし、長らく放置されたままだったと

いうことだと思うんですね。

　ＦＤという言葉、これは 90 年代に入って日本に入ってきた言葉ですけれども、実は今、高等教育の

関係者の中では、ＦＤの定義の見直しをすべきではないかという議論がよく俎上に上ってまいります。

と言いますのは、日本の大学においてＦＤと言いますと、長らくこの部分ですね。こちらのミクロレベ

ルというふうに書いてありますけれども、ＦＤと言った場合には授業とか教授法の改善だと。だから講

演会に出て話し方のトレーニングを受けるだとか、そういったことがＦＤだと思われた。あるいは授業

評価アンケートをしてそれをどうやって活用するかとか、公開授業だとか、そういうことが言われてき

たわけですけれども、どうも国際的なＦＤの定義、活動を見ますとそれは一部であって、カリキュラム

ですとか、それから組織全体も含めた改善が必要であるという話になってきているわけですね。これは

至極当たり前の話で、個々の先生がいくら頑張ったところでカリキュラムが整備されていなければ、学

生さんに対する効果は薄いわけですね。私はこういうふうにやっています。あの先生はこういうふうに

やっています。そのベクトルがバラバラだと効果は出ないわけです。

　ですから、カリキュラムの改革も必要ですと。それからカリキュラムだけじゃなくて組織全体の方向

性が一致していなければいけない。国士舘大学さんという全体で教育は重視すると。教育は重要だとい

うことで方針が出てない限りは、これも力にならないというわけですね。ですからこの３つの層で、そ

れも組織として取り組むというわけであります。これが愛媛大学のＦＤの定義ということで、定義を独

自でしているということになりますね。

　しかも、この目的は一体何なのかと。ＦＤは、やらなければいけないからやっているという、そうい

う考えの方もおられますよね。皆さんどういう動機でここに来られたのか分かりません。とにかく上か

ら言われたから来ているという方もおられるかもしれませんし、中には本当に研究も今論文の締め切り

があってとか、授業の準備で忙しくて本当は来たくないのに来ているという方もおられると思います。

もう私はよく分かっています。いろんな大学に行っていますから、皆さんの心情はよく分かりますけれ

ども、結局こういった取り組みの目的、最終的な目的というのは、教育学習効果を最大限に高めるとい

うことにあるわけですね。

　だから、こういう所に出てきて余計ＦＤで教育の仕事がどんどんどんどん増えて、研究もできないと
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かいうことになっては本末転倒なわけですね。学生さんには言えませんけれども、できるだけ労力を減

らして、学生さんがもっと学ぶだとか、もっと成長するという方法があるのであればそれを目指しましょ

う。これがわれわれのＦＤの定義なんですね。だからぜひ先生方来てくださいと。この研修に出ること

によって日常のイライラが、ストレスが少し減ったりだとか、より学生さんが学ぶようになる、そうい

う研修をわれわれも目指していますし、そういった取り組みを進めてきているということなんですね。

この今回の３ポリシーの策定というのは、もちろん外部評価、認証評価が今年でしたかね、もうあると

いうことでしたけども、その対応というのももちろん大事なんですけども、教職員がカリキュラムの構

築方法を学ぶＦＤの機会であるというふうにまず捉えていただくことが非常に重要になります。簡単な

話で言うと、今日の取り組みは、一部の方がざっと作ってしまえば、もう１、２ヶ月あればすべてペー

パーにはなります。そして認証評価にある程度の耐え得るものというのは出来上がります。しかしなが

ら、そうではなくて、その作業を通しながら個々の先生がカリキュラムというものはこういうことなの

だ。授業はこういうふうに立てなければいけない、ということを学んでいただく機会というふうにぜひ

お考えいただきたいと思うんですね。

　本学の取り組みを少しご紹介しますけれども、愛媛大学は教育コーディネーター制度というのを持っ

ております。これは 2006 年度に誕生いたしました、学部学科の教育責任者ということで、教育方針の

立案、カリキュラム編成、教育内容、教授法の改善、教育効果の検証などを行なう教育重点型教員とい

うふうに書いてあります。これは当時の学長の方針だったんですけれども、愛媛大学の教員も重点を置

く分野を変えて、それぞれ教育重点型教員と、それから研究重点型教員と、そして教育も研究もやると

いう、いわゆるこれまでの同じような教員と、３つに分けるべきではないかという方針を出されました。

　大体割合としましては、この教育コーディネーターというのは１割。うちが教員が 760 いますので、

大体今 65 ですから大体良い数字だと思うんですね。もう片方の研究コーディネーターというのは、例

えば外部資金をどう確保するかとか、学部の中での研究の能力をどう上げるかということを議論してい

ますけれども、この人たちも１割と。研究コーディネーターのほうは少し遅れて活動しておりますけれ

ども。そして残りの８割の先生はどちらも今までどおりきちっとやる、まあこういうわけですね。私も

この教育重点型教員の一人ということに位置づけられております。

　当該学部長の推薦に基づき役員会の承認を得て学長が任命するということですので、学部代表であり

ながらも全学的な教育改革推進の役割を担っている、非常に重要なキーパーソンということになります。

１期２年、２期を原則ということで、このカリキュラムに関わってはやはり長く関与していただく必要

があるということで４年を単位でお願いをしております。もちろん２期続けられず１期で終わる方もお

われますけれども、引き継ぎはきちっと鎖になって、チェーンになってつながっていくようにお願いし

ますという依頼をしているわけですね。

　この 60 名を対象にして、教育コーディネーター研修会というものをやってきたわけです。2006 年度

は１回しかやらなかったんですが、年に５回ぐらいの割合でやっています。半日ものの研修をずっとこ

の間続けてきたわけです。この研修の主催をしているのが私ども教育企画室という組織なんですね。組

織図がこうありますけれども、各学部に教育コーディネーターが配置されておりまして、教育担当の理

事、これが機構長を務めます教育学生支援機構という中にこの人たちが出てきてもらっているわけです

ね。共通教育センターというのがありますが、こちらにも教育コーディネーターはおります。私どもは

教育企画室ということで、理事の直下の組織です。こういう体制でこの３つのポリシーの策定を進めて

きたということになります。

　ちょっと余談ということになるのですけれども、ＦＤを推進していく主体は誰なのか。ＦＤというの
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は誰が担うべきかという議論がありまして、本学では、これは学長が作った言葉なんですけれども、４

アクター論という言い方をしております。

　アクター１である個々の教員がＦＤに取り組む。これは授業改善をするということも非常に重要なん

ですけれども、アクター２ですね。これは学部の教育責任者。われわれで言うところの教育コーディネー

ターという役職になります。そして、もちろん全学の教育担当の管理職ということで、これは教育担当

の副学長先生とか理事ということになりますね。そしてプロフェッショナルであるわれわれのようなＦ

Ｄの担当者ということになります。専任の担当者ということになります。もちろん全部揃っている必要

はないんですけれども、私どもが発見したのは、この学部教育の責任者というのは一体誰なんだろうか

と。これがどうも明確になってないんじゃないだろうかということを活動の中で気づいていったわけで

すね。例えば教務委員はもう日々のルーティンで時間割作成ということで追われてしまっていて、カリ

キュラム全体を見直すということは余裕がなくてできないんですね。それからＦＤ委員というのもおら

れますけど、ＦＤ委員の先生方というのはどちらかというとミクロなレベルの、授業アンケートどうす

るかということに追われてしまっていて、カリキュラムというものをきちんと俯瞰して見ている人がい

ないということが分かってきたわけですね。

　ですからこの教育コーディネーターというのは改めてこの学部の教育責任者はあなたですよというこ

とをきちんと任命したということになります。ですから今後国士舘大学さんで進められる場合も、一体

学部のカリキュラムの責任者というのは一体誰なのか。この授業科目がどのように配置されているかに

ついて責任を負っている人は誰なのかということを明確にしていただいて、その上でこの３つのポリ

シーの策定作業に進められるといいのではないかと思います。

　さて、今日は５つのステップに沿いながら、この３つのポリシーの策定の手順をご説明していきたい

と思っております。この三角形をよく私書くんですけれども、三角形の一番頂点にあたるこの第１ステッ

プは、目指すべき人材像の策定というところをまずお話します。そして第２ステップは、ＤＰの作成と

いうことですね。到達目標です。いきなり三角形の頂点には到達できませんので、その間、４年間で到

達できる所にラインを引くというのが第２ステップですね。そして第３ステップは、目指すべき人材像、

ＤＰに照らし合わせてその到達が可能な学生さんの力量というものはこういうものだと示すのが三角形

の底辺にあたるものです。そしてこの底辺と到達目標を埋めるのがカリキュラムということになります

ので、これを第４ステップではＣＰの策定ということで示しています。第５ステップは、これら一連の

ものですね。特にこの到達目標に到達したかどうかということ。それからこのカリキュラムですね、こ

ちらはプロセス評価になりますけども、到達目標はアウトカムの評価ですね。こちらのＣＰのほうにつ

いてはプロセス評価になりますが、どういう手順で学生さんが成長していったのかという、このプロセ

スに対する評価。この２つをしながらも、やはり目指すべき人材像が本当にこれで正しかったのかと。

アドミッションポリシーはこれで正しかったのかというものを見直していくというのが第５ステップと

いうことになります。

　それではまずは、第１ステップのところからお話をしてまいりたいと思います。さて、目指すべき人

材像の策定、三角形の頂点にあたる作業なんですけれども、これは、国士舘大学さんは非常にやりやす

いと思います。今日ちょっと私早めに到着しまして、松陰神社に行ってまいりました。それで、こちら

に来る方々に、浅野先生からいろいろお話を聞きましたけれども、やはり国士舘大学の創立者の先生と

その吉田松陰との関係の話とか出てくるわけですよね。こういうストーリーがあるということは、非常

にわれわれ国立大学に勤める者にとってみれば、うらやましい話ですよね。やっぱりそういうストーリー

が大学にあるということは、強みなわけですよね。建学の精神、創立者の想いというものが必ずあって
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大学というのは私学さんの場合は出てきておりますから、そこをまず改めて想起する必要があろうかと

思いますね。

　私どもは、この建学の精神というものが明確なものはありませんでしたので、様々な県立の学校です

とか、師範学校なんかがくっ付いて地方の国立大学というのは出来上がっておりますので、改めて、い

つでしたかね、もう５、６年前になると思いますけども、大学憲章という、国で言えば憲法にあたるも

のを策定しました。この中に目指すべき人材像というものが書かれるわけですね。ただこれは、到達で

きないものというふうに考えたほうがいいと思うんですね。建学の精神に書かれていることが易々と、

軽々と到達できれば、これはあまり意味がないですね。だから、これは抽象度が高くて構わないし、む

しろ国士舘大学の学生さん、あるいは教職員の方々の記憶に残るもの、抽象度が高くても構わないわけ

ですね。短くて簡潔で記憶に残るものが望ましいと思います。

　そして、これが明確になってから、次のステップに移るということになろうかと思いますね。第２ス

テップはディプロマポリシーの策定ということになります。

　さて、ディプロマポリシーの定義なんですけれども、もし学部さんで策定されている学部はご自身の

策定したＤＰと照らし合わせてください。もしまだこれからという所は、これからどうやって策定すれ

ばいいかという視点でお聞きください。「卒業認定・学位授与に関わる基本的な方針」。中教審の中では

こういう表現に書いてありますね。ちょっとこれは分かりにくいですね、これだけだと。山口大学さん

で使っている定義。これは全学的に教示されているものですけれども、「大学が教育活動の成果、エデュ

ケーションのアウトカムをして学生に保証する最低限の基本的な質を箇条書きで記述したもの」という

ことですね。ですからディプロマポリシーというのは、ミニマムリクワイアメントであるということで

す。学士を、ディプロマという称号を学生さんに授与するときに、到達できてなければいけないものな

んですね。先生方の中には、いや、もっと抽象度が高く高邁なディプロマポリシーを書きたいというふ

うに言われる方もおられるかもしれませんけれども、これは検証されなければいけませんから、それが

到達されてないのにディプロマを出しているということはおかしいじゃないか。自分達で掲げたディプ
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ロマポリシーに到達していないのにそれを出すというのはおかしいじゃないかという指摘が必ず入りま

す。ですので、これはミニマムリクワイアメントで記述するということが原則になります。

成果というふうに書いてありますので、成果が挙証できるような形で記述しなければいけませんね。こ

れはまたあとから申しあげますけれども、非常にここも高邁な抽象度の高い文章を書いていると、検証

できない、検証不可能なディプロマポリシーというのもたくさんあります。そうならないようにしてい

ただきたいなということで、ＤＰの策定上の留意点です。具体的に達成したこと、検証できる目標を記

述していただきたいと思います。

　ですから、あまり具体的に書きすぎると、例えば英語のTOEFL 何点とか、と書いてしまうと、書い

た点数に到達していないのに卒業させるというのはできなくなってしまいますので、厳密に書きすぎる

とこれはこれで問題があります。抽象的な言葉を用いず行動目標で記述するということですね。それか

ら行動目標で記述するということは、ここにもありますけれども、学生を主語にして最終的に何々でき

るという形で終止していただきたいですね。そうすると、何々できるようになったのか、できるように

なってないのかということで判断ができるわけです。

　教育目標分類学という学問分野がありますけれども、その中で観点別ということが言われています。

これは後でご紹介します。それに分けて書くと書きやすいということになります。多くの学生さんの現

実の進路、将来像を意識して記述するということですね。今国士舘大学さんの各学部の学生さんがどこ

に就職先で行っているのかと。それに照らし合わせて書いていただきたいんですね。先生方の想いだけ

ではなくて、それも大事なんですけれども、まず目の前にいる学生さんが到達可能でなければいけませ

ん。なので、これをしっかりと認識しましょうということですね。原則は１つの文章に１つの動詞とい

うことで、これは検証しやすいからですね。あれができて、これができて、これができてというと、最

初の動詞はできているけども２つ目ができてないとかということになるとややこしいので、できるだけ

シンプルな文章で箇条書きにするといいでしょうということです。要件だとか基準だとかがあると示す

と良いというふうに書きましたけども、これはあまり示しすぎると、今度は逆に自分達の首を絞めると

いうことにもなりかねません。

　先ほど言いました５つの領域とか観点と呼ばれているものなんですけれども、その分野に分けて書く

と書きやすいですよということなんですね。ここは専門学校ではありませんので、おそらく知識・理解、

思考・判断、関心・意欲、態度、技能・表現の５つがカバーされているはずです、どの学部のディプロ

マポリシーも。例えば、うちは態度だけを養いますとか、技能だけを養います。これは専門学校ではあ

り得るかもしれませんけれども、大学ではあり得ません。この５つの領域がバランスよく学部のディプ

ロマポリシーとしては入っていることになるかと思いますね。５つに分けて書くのか、これはちょっと

細かすぎるというところもあります。大体この５つというのは、ひとつの基本的な分類の仕方なんです

けれども、例えば、この知識・理解、思考・判断というのをまとめまして、認知領域だというふうにま

とめることもできます。特にこの関心・意欲、態度というのは分類しにくいんですね。この知識・理解、

思考・判断というのはなんとか分かるんですけれども、なので、ここだけを分類して、１、２、３、４

つに分類する場合もありますけれども、ここもまとめていってしまえば、情意的領域ということで、残

りの技能・表現、精神運動領域ということで３つで書く場合もあります。これは全学的にご検討してい

ただければと思いますけれども、分かりやすいのはやっぱりこの３つですね。３つに分けて、頭の領域

と心の領域と体の領域というふうに言い換えることもできますけれども、分けて書かれると非常にクリ

アになるかと思います。

　愛媛大学でこのディプロマポリシーをどう策定していったのかというお話にこれから移りたいと思い
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ますね。もう遡ること 2007 年度の話であります。カリキュラムをなんとかしなければいけないという

のは当時の学長が言いだしたことでありまして、まずは学長がこれからの学士課程に求められるものと

いう講演をして、スタートをさせたわけですね。研修を受けているのは先ほど言いました教育コーディ

ネーターの 60 名の先生達です。各学部から教育責任者ということで出てこられた方たちですね。今日

の目的、今後の課題についてということで、教育担当の理事が説明しました。

　そして、第２回目の教育コーディネーター研修です。この時にこの分野では当時非常にリーディング・

ユニバーシティーでありました立命館大学さん、それから山口大学さん。これは沖先生という方がこの

分野を引っ張られたんですけれども、その事例紹介を聞きまして、実際にこのようにワークショップを

やって、ディプロマポリシーの策定のシミュレーションというのをこの場でやってしまいました。学部

に持ち帰って議論をしてくださいと言うと、これはいつになるか分からないんです。だから研修の中で

もう雛型を作っちゃうんです。来ている先生達で。それが本当に学部にふさわしいものかというものを

あとで検討してください、ということでお願いをしたんですね。

それから各学部で出てきたものをこうやってポスター発表もしました。学部から出てきたものをそのま

ま「はい、分かりました」ということで全学が引き取って、「はい、これが各学部のディプロマポリシー

です」というふうに出すのだけはやめていただきたいと思いますね。全学的な統一が取れなくなります。

　それからもう１つは、各学部は専門用語を持っているんですよ。例えば教育学部は「人間力」という

言葉を出してきましたね。「人間力」という言葉は教育学部の人にとってはうん、なるほどね、なんと

か意味するところはなんとなくわかるんですけども、工学部の先生がこのポスター見ながらそれどうい

う意味ですかと。「人間力」ってもっと具体的にならんのですかという話になるわけですね。ああ、な

るほどなと。つまり学問分野を超えて、全学でそれを共有してブラッシュアップするというのは、専門

用語の本当に使っている意味を改めて教育学部の先生が確認する機会にもなったわけです。その言葉を

使い続けるか、別の言葉に置き換えるかは教育学部の先生が判断すればいいことなんですけれども、少

なくともパッと聞いただけでは分からない言葉を使っているよということをそれぞれが理解するという

ことが非常に重要です。なぜならば読むのは高校生であり、目の前の学部の学生であり、卒業生を受け

入れる企業の方たちです。だから大学の教員は当たり前だと思っている言葉でも、まったく意味が分か

らない言葉を作ってしまうと、対外的に意味のない文章になります。なので、そこはブラッシュアップ

の作業が必要ということです。

　そしてその次にやりましたのは、ディプロマポリシーの作成の進捗状況、これが 10 月ですね。だか

ら３、４ヶ月ぐらい空いた段階でやりましたけれども、どんな状況ですかということを聞きました。先

ほど申しましたようにこの作業はＦＤですから、途中経過を報告してもらってまた議論をして、また途

中経過を報告してまた議論をして。この繰り返しが非常に重要になってきますね。そして、カリキュラ

ムチェックリストという、これは後から申しあげますけど、ＣＰにあたるものですけれどもその作成の

シミュレーションをここでやってもらいます。ですから基本的には研修でシミュレーションをやって学

部に持ち帰る。研修をやって学部に持ち帰るということで、効率よく進めることができたわけですね。

また、今度はカリキュラムチェックリストを作ってみましたけれどもこの問題点はないですかという中

間報告のやりとりをしまして、アドミッションポリシーの見直しもお願いしまして、最終的にディプロ

マポリシーと CCL というのはカリキュラムチェックリストの略ですけれども、これはカリキュラムポ

リシーを示しております。そしてアドミッションポリシーもできましたと、見直しが終わりましたとい

うことで、１年間で一応この作業はざっとは終わりました。しかしその後もそれをさらに精度のものに

するための研修が３年ばかり続いていると、こういうことであります。一応ざっとしたものは１年で作っ
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ておりますから、国士舘大学さんもこれから今着手し始めているということですから、今年度中にこの

作業を終えるということは可能だろうと思います。

　さて、先ほどのＤＰの話、もう少し具体的に見てまいりたいと思いますね。ＤＰをどんなふうに作り

上げていったらいいかということなんですけれども、山口大学、立命館の先行事例を参考にしまして各

学部学科等の卒業時の到達目標を１、２、３、４、５領域にする。これはなぜこの５領域にしたかとい

うと、高校の学習指導要領がこの５領域で書かれているからなんですね。つまりもう最初の段階でアド

ミッションポリシーとの関連性、もっと言っちゃうと高校の学習指導要領とアドミッションポリシー、

カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーというのを全部連続させようというふうに考えたわけです。

そして、その５領域で文言化しました。その作業の中で、各学部から作業を進める上で全学のディプロ

マポリシーというのはないのかということが言われたわけですね。われわれはちょっと予想はしてたん

ですけれども、私たちがディプロマポリシーをこれで書いてくださいというふうに出すのはやめようと

思ったんですね。これは各学部の先生にやはり考えてほしいことだと。しかしながらそういう要望が出

ましたので、各学部のディプロマポリシー作成を拘束しない程度の非常にゆるいキーワードを示しまし

た。今のトレンドだとか愛媛大学がこれまで重要視してきたことというのはこういうことですよという

ことで、いくつかのキーワードを示しましてそれをもとに作ってみてはどうですかということでやりま

した。そして先ほど言いました作成のワークショップです。研修の場で実際にもう作ってもらってそれ

を学部でもう１回ブラッシュアップしていただくということで、３～５ヶ月ぐらいの日数がかかってい

るはずですね。

　到達目標に使うべき動詞というのは、実はリスト化されたものがありまして、もともと英語の文献で

すので、それを日本語に訳すとちょっと当てはまらないというかなんかフィットしないなと思う用語も

ありますけれども、この目標分類学というのはもともとアメリカで発達した学問ですから、英語が対応

するものがあります。それを示しながらこんなような文章、動詞を使ってみてください。知識関係で言

うとこういうものですよね。それから技能で言うとこういう感じ、態度で言うとこうですよということ

で、動詞のリストも作りました。ですから各学部はこういったものをピックアップしながらご自身の大

学の学部のディプロマポリシーを作っていったということになります。

　それからここで示しているのは先ほど言いましたけども全学のディプロマポリシーということで、結

果まだこれは公式なものとして公開はされていません。私どもとしては全学ＤＰというのはちょっと作

りにくいだろうと。建学の精神なり大学憲章というのがあれば、あとは各学部でディプロマポリシーを

作っていただければいいだろうと。屋上屋を重ねる必要はないだろうという今のところの判断ですね。

そこで作成の段階で出したのがキーワード的なものですね。こんなもので参考にしてくださいというこ

とで、いくつか出しました。

　出来上がったものがこちら法文学部さんのディプロマポリシーですね。知識、思考・判断、関心・意欲、

態度、技能・表現という５つの領域ごとにそれぞれディプロマポリシーができています。ですからどこ

か１つに特化したような学生さんは作りませんよというのがこれでおわかりいただけるんじゃないかな

と思いますね。ポイントは、例えば「判断できる」というふうに動詞で言い切りになっています。です

から、学位の授与を判断するときに、できているのか、できていないのかということで判断できるわけ

ですね。

　国士舘大学さんのすでに作られたディプロマポリシーを見させていただいたんですけれども、育成す

るという教員が主語で書かれているものがあります。これは、言わんとしていることは分かるんですけ

れども、教員が主語の文章を一度学生が主語の文章に置き換えて、学位を授与するかどうかを決めなきゃ
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いけないので分かりにくいんですね。手間がかかるんです、学生さんからすると。自分はこれに満ちて

いるのかどうかということを判断するのに手間がかかるので、ダイレクトにこのように学生さんが主語

と動詞で終わるように書かれたほうが、あとあとの作業も楽になってきます。それから先ほどの学部な

んですけれども、学科レベルになるともう少し詳しい具体的なものになってくるかと思います。具体的

な動詞を使って記述される。数も多くなっていますね。こんなふうになるということで階層構造になっ

ているはずなんですね。これがディプロマポリシーということになります。

　次は第３ステップのアドミッションポリシーの策定ですね。目指すべき人材像が策定されました。ディ

プロマポリシーが策定されました。その次にどうしてこの矢印に行かないのかと思うかもしれませんけ

れども、これは、この底辺と到達目標を埋めるためのものでありますので、まずはその底辺です。ディ

プロマポリシーに到達するためには入口段階でこの力量がないといけませんよということを受験生に示

すのがアドミッションポリシーということになりますね。われわれはこの視点でアドミッションポリ

シーを見直しました。そうすると、いろいろ問題が起きてきたということが分かります。まず、ＤＰの

内容と混在している。またＤＰを超えた内容となっている。例えば文章の中に、「自然科学に対する飽

くなき探究心を持ち」というような表現が出てくるわけですね。これは高校生に飽くなき探求心は要求

しすぎじゃないだろうか。ディプロマポリシーをきちっと策定したがゆえに見えてくるんです。ディプ

ロマポリシーでそれ以上のことは言っていないのに、ディプロマポリシーを超えてしまっているという

ことがあります。やっぱり大学の先生なので、高邁なことを書きたがるんです。でも学生にとってみれ

ばもう絶対無理、それは到達無理、というような文章になるとね。意味も分からないと思います。なの

で、そこはちゃんと見直してください。

　それから入学試験の内容と対応していない。これは③とも関わりますけども、これも先ほど実はどこ

かの学部のアドミッションポリシーを見せていただきましたがまさにこれなんですけども、関心、意欲、

態度の観点に偏りすぎているんです。こういう意欲を持った人、こういう熱意を持った人。でも学科試

験を課していますよね。ペーパーの試験を課していますよね。その記述なりマークシートなりで問うて

いる知識面でのポリシーがないんです。意欲、関心、態度、こちらのところに偏っているというのが、

これは日本全国そうなんです。なので、こういう視点でもって学部内のアドミッションポリシーを見直

しをしてくださいということをお願いをしました。その時に、アドミッションポリシーのチェックリス

トというものがありますので、これを配布しましてもしよければ使ってくださいということだったんで

すね。

　例えば、教育学部さんの見直し前のアドミッションポリシーはこうです。「人間に対する関心と深い

愛情を持ち、学校や社会教育の場、すなわち生涯学習社会の現場で乳幼児、児童、青年、障害者、高齢者、

家庭や地域社会や職場、あるいは世界各地の人々の中で、人々をつなぎ共に生きることを担おうとする

持続的な意志を持つ学生を求めます」。こんな高校生いますかね？　皆さんがもしお子さんをお持ちだっ

たらこんな高校生いますか？　もう高校生は読んでないですよ。これを見直してくださいといった結果、

非常にシンプルになりました。

　これは一部の先生方に言わせると、つまらないというわけですよ。これは別にうちの愛媛大学じゃな

くてもいいじゃないかと。山口大学、国士舘大学のポリシーも同じじゃないかと。私はそのとおりだと

思います。日本の大学の入試制度が大学によってそんなに大きく異なっていない。それから高校での教

育内容もそんなに異なっていない中で、どうしてアドミッションポリシーだけ個性的なものを作る必要

があるんですかと。実態に根差して問うていることをきちんと書けばいいのではないかということです。

たがら大学の個性というのはディプロマポリシーだとか、カリキュラムポリシーのほうで表現すればい
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いわけであって、アドミッションポリシーに個性を持たせる必要はないというのが私の考えです。ただ

どうしても先ほどのような文章を書きたいという場合、これは前文にしましょう。アドミッションポリ

シーの前文です。この形で納得していただきました。

　１番、ここの部分は、これは当然センター試験ですね。センター試験が想定されると思います。それ

から２とか３とか４とか５のこの辺りは面接試験とか、小論文とかで問うことができますね。それをよ

り詳しく分かりやすく見たのがこちらのアドミッションポリシーのチェックリストということになりま

す。農学部さんが作ったものですけれども、前期日程ではこの知識理解の◎が付いていますので、この

辺りを中心に見ますと。思考判断とか技能表現という辺りというのは推薦入試、アドミッションオフィ

ス入試等で見ますと。だからすべてのアドミッションポリシーを１つの試験制度でカバーする必要はな

いと。全般的にカバーができていれば構わないということで、このチェックリストで非常にクリアになっ

たわけです。確かアドミッションポリシーについては明確なものを書けという通達が来ていると思いま

すけれども、これがあれば問題なくクリアできますね。だからわれわれはこういうのを作っていました

ので、じゃあこの書類を出せばいいですねと。これですんなりと終わりました。

　こちら高知大学の人文学科さんのアドミッションポリシーですけれども、これは私どものものとは

ちょっと違いますけれども、非常に分かりやすいですね。こちらのアドミッションポリシーが書かれて

いますけれども、それに入試形態がどこにどう対応しているのかというのは、少なくとも教職員が見る

には良い資料だと思います。そして高知大学さんで言うと、ここに人材育成目標というのが書かれてい

ます。だからディプロマポリシーだとか目指すべき人材像みたいなのがここに書かれてあると、これと

の整合性というのも確認することができます。

さて、この３つのポリシーの中で最も厄介で、最も時間がかかるのがこのＣＰです。カリキュラムポリ

シーと呼ばれているものですね。これをどんなふうに表現したらいいのかという話に移っていきたいと

思います。ここですね、ギャップをどうやって埋めていったらいいのかという話であります。カリキュ

ラムチェックリストの作成を私どもは各学部にお願いをいたしました。このカリキュラムポリシーとい
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うものは、文章でも表現はできなくはないです。できなくはないですけれども、非常に膨大な量になり

ますね。カリキュラムの構成要素というのは個々の授業、あるいは学年進行、これが必修科目、これは

選択科目とかいろんなことを書かなければいけませんので、文章にすると膨大になる。これは高校生に

すると分かりにくいので、図表を使いましょうということなんですね。実際に見ていただいたほうが分

かりやすいと思うのですけども。こういうものですね。ちょっとぼけていて見にくいかもしれませんけ

れども、ご勘弁いただければと思います。

　こちらが人文学科のディプロマポリシーですね。先ほど定めたディプロマポリシーを１、２、３、４、５、

５領域に分けてボックスを作っています。厳密にやるんでしたらこのボックスの中に今２つ入っていま

すね、こういうふうにね。これもばらして全部で７つの列を作るといいと思いますけれども。そしてそ

れぞれに先ほど言った動詞で終わる、動詞で終止する目標が書かれてありますね。それと今度はこちら

は各科目の目的と科目の到達目標です。科目の到達目標は３つここに書かれていますので、その３つが

それぞれのディプロマポリシーにどれだけ対応しているかというものをここでチェックできます。例え

ば、このアジア社会史の１番目の「唐代史に関する基礎的な知識を通時的、体系的に把握する」という

のがありますね。この目標というものは知識・理解、人文諸学の学問内容及び方法を理解しているとい

うこととクロスしています。ですからここが非常に重要な◎で付けられているわけですね。しかしなが

ら、例えば関心・意欲ですね。人文学の知恵を実践の知恵と高めることができるとか、社会における自

分の役割を自覚することができるというところにはまったくチェックが付いていません。ですからこの

項目についてはこの授業では扱いませんということを明確に名言しているわけですね。全部１つの授業

で、この授業はアジア地域史ですか、こちらは全部に付いていますけれどもこういう授業があってもい

いでしょうし、授業によっては知識のほうはあまり使わなくて技能表現、こちらのほうにマルが付いて

いるという授業があっても構わないということですね。

　こうして見ると自分達の所で開講している授業の中に、ディプロマポリシーに掲げてはいるけれども

ここが真っ白だというようなことが起きては困るわけですね。実際上はまあそういうことはあまりない

とは思いますけれども、◎がどうも知識理解に偏っているなというようなことは多分発見されると思い

ます。こんな他者の声に耳を傾ける、技能表現みたいなかっこいいことを言っているけれども実は授業

としてそれを扱っている授業は非常に少ないな、ということが発見されると思うんですね。そうすると

どの授業でももう少しこちらに力を入れようかとか、あるいはプレゼンテーション演習というような科

目を開講しようとか、そういうことが分かってくるわけです。

　ちょっと戻りますけれども、カリキュラムポリシーというのは、ディプロマポリシーと整合性のある

教育カリキュラムが構築されていることを示すものだということで、文章と図表などを組み合わせて表

現をされると。認証評価の時におたくのカリキュラムポリシーはどうなっていますかと言われた場合に

は、各学部ごとにこういうものがきちんと作られている必要がありますね。認証評価の時には、教育課

程は教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位名において適切

に対処するものであると書かれてあります。教育の目的というのは目指すべき人材像であったり、ディ

プロマポリシーですね。これに照らして体系的に編成されているかどうか。そしてそれが適切であるか

どうかということを文章にして示さなければいけないわけです。これが厄介なんですね。

　文章部分に関しては今ここに書かれてますけど、ほんの 10 行か 15 行くらいでしょうかね。何々学部

は学部の人材育成目的達成のため下記のような教育課程を編成しますということで、こういう文章はも

うすでに皆さん方、高校生向けのパンフレット等も含めて作られていると思うんです。だからこれはこ

れで、例えば学部の共通事項はこうですよ、何々コースではこういうことをやりますよとか、あるいは
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年次進行で書いてもいいですね。１年生ではこういうことをやります。２年生ではこうです。３年生に

なると卒業の準備が始まって、４年生では卒業論文を完成させますと。こういうことでも構わないんで

すけども、その文章を書かれて、これまではそれで終わりだったんです。だけどそれを先ほどのこの教

育目標に照らして体系的な編成とか適切性なんかを見るためには、そのほかにモデルコースだとか、カ

リキュラムチェックリスト、カリキュラムマップといったものを付けて、添付資料として付けて出せば

十分これは評価に耐え得るし、学生さんにとっても非常に分かりやすい状況になろうかと思うんですね。

このなかなか文章では表現しきれない部分の１つが先ほど言いましたこのカリキュラムチェックリスト

というものであります。現在の学科等のディプロマポリシーとその教育カリキュラムに存在する各授業

の到達目標との整合性を確認し、カリキュラムポリシーが達成できているかどうかを判断するための

ツールというのが、こちらということなんですね。研修会では実際にパソコンで、このエクセルでうち

の事務スタッフがこの科目は全部コピペで貼り付けまして、そしてディプロマポリシーを各学部の教育

コーディネーターの先生に入力していただいて、例えば２、３でもちょっとチェックしていただけます

かということでやりましたね。実際の作業としては、学部でのこのカリキュラムチェックリストの入力

作業には全教員の関与が求められるわけです。つまりこのチェックリストでチェックをするにあたって、

実際は到達目標が適切に記述されていないシラバスが多くてチェックが困難な学部もあったということ

ですね。

　先ほどのチェックリストをご覧になって分かると思うのですけれども、あれはちゃんとそれなりに、

いろいろ細かいことを言うと私もまださらに塩を入れたくなるんですけど、まあきちんと動詞で終わる

ように書かれていました。ところが、私は国士舘大学さんのシラバスは見ていないから分かりませんけ

れども、それが書かれてない、例えば空欄になっていたりするわけですね。その状況ではチェックも何

もできないわけです。だから、改めてこの段階でシラバスに関する書き方講座というものをやってくれ

というふうにわれわれの所に要望が来た所もあります。それはいろんな意味があって、自分が教育コー

ディネーターだけれども、各学部の先生達にシラバスを書き直してくれというのは私の立場では言えな

いという所もあります。そういう所は、まず副学長が「全学的にやります」と言った後で私がシラバス

の書き方講座を、短いのをやったわけです。なので、今回のこの取り組みの中で、一応全員がシラバス

を書き直すという作業をしております。

　ちなみにこれは滋賀県立大学の工学部のカリキュラムチェックリストですね。これも非常に細かいで

す。ここにディプロマポリシーが番号で振られていますけれども、それぞれどこに重点が置いているの

かと。ここはもうあれですね、バラバラ付けずにとにかく１つだけみたいですね、ここはね。こんなふ

うに作っているのもありました。あとこれは山口大学の教育学部さんですね。

　なので、私どもはシラバスの修正をしてくださいということで、お願いをしました。きちんとこの到

達目標というものが動詞で書いてくださいということだったんですけれども。こういうことをお願いし

たんですね。先ほどのディプロマポリシーと似たような表現になっていますけども、検証できる目標、

行動目標、観点別、ディプロマポリシーを意識して書いてください。学生を主語に１つの文章、１つの

動詞、条件基準を示すと良いということで、まったく同じ内容でお願いをしました。

　ちょっとここで気分転換を兼ねて皆さんに練習問題をしていただこうと思います。

　お手元の資料に、３つ問題があります。ロシア語で日常会話を楽しむことができる。それから家庭料

理の基礎をマスターさせる。もう１つは小学校教科の体育についての話です。これがもし到達目標とし

てみた場合に、全部問題があるものなんですけれども、皆さんであれば、もし学部の先生がこういうも

のを書いてきたときに、皆さんが教育コーディネーターだとして、どういうペン、朱入れをして、「先生、
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書き直しをしてください」というふうにお願いするでしょうか。これはなかなか私の先ほどの説明を聞

いているだけでは、「うんうん、なるほどね、簡単でしょう」と思うんですけどやってみるとすごく難

しいので、練習なんですけども、やっていただけますでしょうか。

　そうしましたら、途中の方もおられるかもしれませんけれども、個人で黙々やりたい方はそのままやっ

ていただいて結構なんですけれども、少し周りの方とできた部分を照らし合わせて、お近くの方でお二

人でも三人でも結構なんですけども、どうだろうか、こうだろうかというような形で付き合わせていた

だけますでしょうか。離れている方はちょっと移動なんかしていただいても構いません。先生、じゃあ

このまず問題点、どんな問題点がありますか？

○回答者１　たいへん面白く取り組んでみました。問題点としては、日常会話というのがどの程度のも

のかということ。それから楽しむという表現が曖昧で、最後に確かめようがないという点かと思います

が。

○佐藤　はい。もし先生これを書き直しするとすればどのような。

○回答者１　日常会話を生かすか、生かすとすればロシア語で日常会話に出てくる単語の意味を理解し、

例えば書くことができる。なんていうのはいかがでしょうか。

○佐藤　なるほど、なるほど。日常会話に出てくる単語の意味を理解し、書くことができると、いうこ

とでよろしいですか？

○回答者１　聞き直すとちょっと違うように思っちゃいますね。（笑）

○佐藤　これね、本当難しいんです、やってみるとね。はい、ありがとうございました。今ご指摘いた

だいたのでまず問題点ですよね。問題点は、この日常会話というのが非常に曖昧であるということです

よね。それからその楽しむというのは測定が困難なので、もしかしたらカルチャーセンターとかの到達

目標だったらこれでいいのかもしれませんけれども、やはり大学のロシア語の授業としてはもうちょっ

と考えなきゃいけないんじゃないかということですね。今、先生は書き直しを言っていただきましたけ

れども、私の考えたのはこうですね。「初対面の相手とロシア語で挨拶と自己紹介を３分間することが

できる」。こういうふうに書くと学生は、これはもしかして最後にテストに出るなとかね、面接試験が

あるんじゃないかなというようなことを考え始めるんじゃないかと思うんですよね。

　先生が先ほど言われたのは実は「理解する」という言葉が入っていたんですけれども、この到達目標

では「理解する」という言葉はNGワードというふうに言われております。なぜかと言うと、理解した

かどうかというのはわれわれ判定は非常に難しいんですよね。頭の中で起きている知識とか、思考、判

断の行動が達成されたかどうかというものを判定するには、「理解する」という動詞を別な言葉に置き

換えてあげるといいかと思いますね。例えばここでは実際に「挨拶と自己紹介ができる」というふうに

行為に置き換えていますし、もし知識を再現させたいのであれば、説明することができる、述べること

ができるというような具体的な動詞ですね。これは先ほどの動詞のリストがあったと思うのですけれど

も、そこに入っている言葉を使って表現されるといいんじゃないかなと思いますよね。ただ先生が言わ

れた「書くことができる」。これは非常に良いと思いますね。ですから今はこれ会話の部分だけでした

けれども、挨拶に必要な単語をきちんと書くことができるというのも１つの目標として挙げられると思

うんですよね。というような感じで、これは本当に何度も何度もやってみると分かるので、ぜひこれは

何度も繰り返してやっていただきたいと思っておりますけれども。

　今度は（２）番目です。「家庭料理の基礎をマスターさせる」ということなんですが、どなたかボランティ

アの先生おられます？　

○佐藤　じゃあ先生、横の先生にお渡ししましょうか。お近くの先生。すいません、じゃあお願いしま
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すけれども。

○回答者２　書き直しのほうは分からないですけども、問題点は、家庭料理という定義がまず分からな

いという、曖昧模糊になっています。それから、基礎というのも、何が基礎なのかよく分からないなと

いうことなので、ちょっと書き直しが、家庭料理をどういう言葉に置き換えたらいいのかが分からない

というところがあって書き直しができないんですけども、料理の例えばレシピ、あるいは材料を理解す

ると言うとNGだと先ほど言われたので。（笑）

○佐藤　ついつい使ってしまいたいですよね。

○回答者２　そうですね。まあ少なくとも材料、レシピの組み合わせを自由に使えるという言葉かなと

思うんですけども。

○佐藤　はい。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。問題点は、マスターするとか、

基礎というのもちょっと不明確ではないかなと思うんですよね。あと、これは教員が主語になっていま

すよね。マスターさせるということですね。ディプロマポリシーも、各授業のシラバスの到達目標も、

学生主語で統一したほうがチェックしやすいんですね。全部そうです。アドミッションポリシーもそう

です。つまり読み手が一番自分のこととして考えやすいのは、学生さんとか受験生が主語になっている

ほうがやりやすいんですね。それを教員が主語にしてしまうとちょっと分かりにくくなります。さっき

の話で言うと目指すべき人材像というのは、もしかしたらこれは教員なり大学が主語になって書いても

いいかなと。これはいろいろ議論が分かれるところなんですけども、それ以外のＡＰ、ＣＰ、ＤＰに関

しては学生が主語のほうが学生にとっても分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。

　書き直し、レシピを使って組み合わせて構築できる、使えるという話がありましたけれども、それも

１つの方法だと思います。私は、「日本の一般家庭で作られている料理の中から任意の３品４人前を何

も見ないで 60 分以内に作ることができる」。適切な到達目標というのは学生さんの自学、自習を促すと

言われているんですけれども、こういう形ですべての授業できちっと到達目標が設定されていると、学

部全体としても非常に締まった、課題が明確になった、これが全学国士舘全体でやられると非常に学生

さんにとっても、ああ、この授業ではこの力が付くのかと、明確になっていくわけですよね。

　このレベルと言いましょうか、上下のレベルという意味と幅の問題があるんですけれども、例えばこ

れは学生さんが、小学校の家庭科ぐらいだったらこれぐらいでいいのかもしれませんけれども、調理師

の専門学校、これも非常に例えば東京にある有名な調理師の専門学校だったら多分これじゃダメですよ

ね。味についてこれは何も言っていません。だから美味しくとか、何々に耐え得るだけのレベルを持っ

たというクオリティーに関するものも、これに付け加わる必要があるのかもしれませんね。あるいはカ

ルチャースクールだったらもっとシンプルなものでもいいかもしれません。何も見ないでじゃなくて別

に何か見てもいいよ、レシピを見ながらという表現でもいいのかもしれません。目の前にいる学生さん

のレベル、あるいは国家試験なんかに関わる科目をお持ちの方はそれと連動するような形で適切な目標

を設定してあげるということが大事だろうと思いますね。

　そうすると、到達目標というのは、それなりの数になると思うんです。15 回皆さんが授業をされて

いるとすると、私がお勧めしているのは数個から十数個。場合によっては１回の授業で１つぐらいの到

達目標が並ぶはずなんですね。だから到達目標が１つとか２つというのは 15 回の授業ではちょっと大

きすぎると思うんですね。まだそういう意味で言うと先ほどうちの大学のチェックリストを見せました

けれども、到達目標が３つとか４つとかになっている所もあるんですけれども、もう少し最低でも４つ

とか５つぐらいとかね、そのほうがバランスが取れているんじゃないかなと思いますね。

　もう１問だけちょっとやってみたいんですけど、これが一番厄介だったんですよね。先生マイク渡さ
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れましたので、先生のお友達でも構いません。いかがでしょうか。

○回答者３　後ろのほうに体育の先生いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。（笑）やはり書き

直しをどうしたらいいのかというとちょっと分からないんですけれども、問題点そのものとしては、必

要な事柄ということの内容が分からないのと、それを教えるための基礎技能ということもやはり内容が

よく分からない。それから先ほどご指摘があった理解するという言葉、これはまずいんじゃないかと思

います。具体的にどう書き直したらいいのかというのがちょっとよく分からないのですが、例えば体

育の種目の、例えば２種目とか３種目ぐらいについて指導できるとか、そんな感じじゃないかと思い

ます。

○佐藤　はい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。

　問題点を今、先生にご指摘いただきましたけど、動詞がこれ２種類入っているというのがあるんです

ね。理解するというこのNGワードもそうなんですけれども、それと身に付けるというのがありますね。

そうすると、理解はしているんだけど身に付いていないとか、理解はしてないんだけども身に付いてい

るだとか、こういうことが起きてしまうんですよね。それをチェックするのは非常に難しいので、分け

て書きましょうという話なんですよね。あといくつか非常に曖昧な言葉、それから理解も先ほど言いま

したように使ってはいけないですよ、というのが入っています。

　書き直し。これはですね、今、先生が言っていただいたのも１つだと思います。「小学校の教科、体

育で扱うスポーツの中から任意の３種についてその歴史、ルールについて説明ができる」。これは前半

部分のほうをちょっと具体化してみたんですね。それから後半部分は、これは先ほど先生が言われたも

のと近いと思います。「授業で扱うスポーツのうち１つについて完全な初心者にルール指導ができる」

というふうに書いてみたんですね。書いた以上はこれもやはり評価をしなければいけませんから、おそ

らく前半部分は何かテスト、自由記述欄のテストかレポートか何かで出るんだろうなと。後半は観察評

価か、実習か何かで問われるんだろうなということがなんとなく推測できるということになるわけです

ね。これも目の前にいる学生さんの状況に合わせてレベルですとか深さ、レベルとか幅ですね、これを

変えていく必要がありますけれども、こんなように書いてみるといいと思います。繰り返しますけれど

も、適切な到達目標は学生さんの自学、自習を促すことにつながっていきます。

　さて、こんなふうにしてシラバスがきちんと書き直しができたら、先ほどのチェックリストも本当に

意味のあるチェックリストになるわけですね。空欄ばっかりとか、きちんと、例えばこういう上のよう

な文章だと、ディプロマポリシーとの整合性をチェックすることが非常に難しくなります。ですので、

今後カリキュラムポリシーを作成される場合には、ぜひ一度各学部の先生方の授業のシラバスの到達目

標を担当者の、今日は学部長先生も来られているんですかね、その方たちは一度これはざっとでもご覧

になって。もしこれは問題があるなと思ったら、今の練習問題を一度教授会の中でもちょっと 10 分か

15 分ぐらいの時間になりますけどやっていただいて、書き直しを１回してくださいねというふうにお

願いするのもいいと思います。これができないでやってしまうと形だけのカリキュラムポリシーという

のはすぐ出せるんですけどね、全学的にはね。よろしいでしょうか。

　さて、カリキュラムチェックリスト、先ほどご覧いただきましたカリキュラムチェックリストの問題

点というのは、時系列を表現することができません。科目と科目がどんなふうにどういう順番で学習さ

れるべきなのか、という学習順序だとか内容の関連性を表現するためには、もう１枚別のツールをかま

せる必要があります。これはフローチャートとかツリーとかダイアグラムとか呼ばれたり、企業だとプ

ロジェクトマネジメントでは行程表というものを作っていると思いますけれども、工学分野の先生方に

は非常になじみやすいものだと思いますね。視覚化をすることによって記憶力も高まりますし、情緒面
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とか注意面ということで文章に比較すると非常に効果が高いということで、学生さんのみならず教職員

もカリキュラムの仕組みとか特徴というものを俯瞰することができます。具体的に言うとこんなもので

すね。これは先ほどのカリキュラムチェックリストと違って、どういう順番でどんな科目を学んでいけ

ばいいのかというのが先ほどに比べると少し分かりやすく表現されていると思うんですね。１年次の前

学期から４年次までにかけてこういう流れで授業をこれからやっていきますよと。それも、ここに並ん

でいるのはディプロマポリシーに近いものが並んでいますけれども、そのディプロマポリシーごとに流

れを整理しています。非常に分かりやすいですね、これはね。

　愛媛大学での流れをご紹介いたしますけれども、これは２年目です。先ほどの１年目にかけてずっと

概観しましたけどもそのうちのカリキュラムポリシーについては２年目に補足のツール、このカリキュ

ラムマップというものを作りましょうということで、年間１、２、３、４回の研修をしながらこれを作っ

ていったわけであります。

　まず最初にやりましたのは、各学部学科で開講されている授業科目をこうやって全部、宛名シールあ

りますよね、あれで全部印刷しました。そして、これをポストイット、付箋ですね、ポストイットに貼

り付けてもらって、そしてカリキュラムマップというのも並べて作ってみてくださいということをワー

クをやっていました。具体的にはこんな感じですね。理学部数学科さん。ちょっと見えにくいかもしれ

ませんけれども、やはり理系の学問というのは積み上げ式になっていますから非常に直線的にパーっと

並んでいくわけですね。ここのグループなんかも本当に作業も速くスーッといったわけですよ。

　それに対してこれは法文学部のほうなんですけども、これよく見ると花になっているんですよ、これ。

ここ花びらがこうなって、これ茎で葉っぱで根っこがありますね。根っこが非常に重要で、葉っぱの部

分ってどういう意味なのかなとよく分からないんですけれども、茎があって花になるわけですね。これ

はこれでひとつ学問体系の違いということで理解をすることができるかもしれません。まずこれは簡易

マップだからこれを作ってそのまま持ち帰りいただいて、あとでちゃんと電子媒体で作って送ってくだ

さいねというふうにお願いをしたわけです。そのときに、これもどんなふうに並べていいか分からない
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みたいな話がありましたので、いくつかこういうサンプルパターンを用意しましてね、こんなふうに並

べるといいんじゃないでしょうかということで、これも各学部で議論していただきました。

　それから、途中でやはりまた進捗状況を確認したんですけどもその際にわれわれがコメントしたのは、

全体の構造や流れが分かりやすいかどうか。一目で授業科目同士の関係が分かるか。興味深く見てもら

えて記憶にとどまりやすいか。学生にとって自らの学習内容の把握に役立つか、という点からチェック

をしまして、コメントをしました。例えば、Ｂ案のほうが理解しやすいまとまった案になっていますと。

コア科目を中央に配置することでその重要性が強調されていますとかね、こういうコメントをしてまた

フィードバックをして戻して、これもＦＤですから、やりとりが非常に重要だということですね。やっ

ていったと。

　そして最終的な発表会がありまして、出てきたものが、これはもう理学部数学科は先ほどポストイッ

トと並べたものとほぼ似ている、ほぼ同じようなもの。だからやっぱり非常にクリアだったんです。最

初からクリアだったんですね。というのが出てきます。こんな吹き出しも付いていて、発表の仕方を学

ぼうとか、こういう学生に対する、これ自身は外部評価のためという側面もありますけれども、大事な

のはこのマップで学生さんの学習を促すことなんです。４年間学ぶことというのはこういうことなのか。

今僕が学んでいるこの解析学というのはここに位置づいているのか、ああ、なるほどな、と思うための

マップだから、一番大事なのは学生が読者なんですね。第一の読者です。学生さんに対するメッセージ

が書かれているというのは非常にいいと思うんですよね。

　これはもうすごいですよ、これ。もうお得意ですから、工学部情報工学科。何の苦労もなしにサラサ

ラサラサラと書いちゃって。これが専門の人たちですからね。非常に分かりやすい図になっていると思

いますね。これは教育学部さんですね。教育学部さんも非常に苦労をされていました。だから文系の学

問の学問体系には、らせん形に深まっていくというのがありまして、それをちょっとうまくなかなか表

現しきれなかったんですけど、こういうふうにグルグルちょっと実は回っているんですね。それぞれの

科目がＤＰの１から５までありますけどそれにどう関与しているのかという意味で、ＤＰとＣＰの関連

性が非常に見えやすくなっているわけですね。そしてここにもしＡＰが並べば、ＡＰからＤＰ、ＣＰま

で一貫したものが見えるということになろうとかですね。

　私ども教育企画室はこの図を見ながら、ちょっといろいろ考えたんです。これはどう解釈すればいい

のか。この図と先ほどの例えばこの図と。同じマップとしてどうなのかという話をしましたけれども、

１つは学問体系がそもそも違うのだから、仕方ないのだと。文系学問というのはこれ以上にならないの

だというのも１つの解釈だと思うんですね。だけどもう１つは、いや、もうちょっとやっぱり議論する

と、もうちょっときちんと作業すれば、もう少し体系性というのは見えてくるんじゃないかというのも

ひとつあろうかと思うんですね。それから、３番目の考え方は、やっぱりこれで体系性がないというこ

とが分かったと、このコースはね。バラバラにどうも科目を提供していて、先生が自分の好きな科目を

やっているだけであって、これはやはり大きな問題点であるというふうに見なすこともできるわけです。

色々な解釈の仕方があると思うのですけども、大事なことはこのマップが出来たことによって、当該学

部の先生たちが『あー、これはまずいわ』というふうに、もし感じて下さるのであれば、そこで議論が

また始まっていくわけですよね。やはり我々、どう頑張ってもここまでにしかならなかったということ

は、学生にとっても本当にバラバラな科目が並んでいるようにしか見えていないのだから、どうにかし

なくてはいけないと思うかも知れないし、「いや、もうちょっと議論しようよ」と、ここに出ているも

のだって、何か関連性があるでしょという話になるかもしれないし、それは各学部でコースでの議論に

お任せしたと。今まではこういう議論をしたくても、ツールがなかった共通の理解がなかったわけです。
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この作業をしながら、ある先生が教育コーディネーターの先生が言っていましたけど、初めて自分の学

科でこれだけの科目が開講されていることを知ったということです。

　冒頭にも言いましたけれども、カリキュラムの責任者というのが非常に不明確なのですね。こういう

科目が、この順番で配置されていることというものを俯瞰している人は誰一人としていないわけです。

だからそんな状況で、カリキュラムがこれまで運営されてきたというのが日本の大学の現状だし、そこ

に今メスを入れようとしている。国士舘大学さんも今取り組もうとしているということですから、非常

にこれはチャレンジングだし、嫌がる先生もいると思いますけれども、やはり今やらなくてはいけない、

越えなくてはいけないことだろうと思うのですね。

　さてここまで出来ましたら、昨年度、私実は半分ロンドンに行っていて、この作業にかかわっていな

いのですけれども、ウチのスタッフがやり遂げてくれましたけれども、今度はカリキュラム評価手法の

策定という一番最後のステップに、作業としては昨年移りました。先程見ましたように、一連のものが

出来ましたので、それぞれがうまくいっているかどうか、特にこの到達目標が達成されたのかどうかと

いうことをチェックする。それからこのプロセスですね、これがうまくいっているのかどうかというの

を見るために、どうしたらいいかということなのです。これまでやってきた事の関連で言いますと、こ

ちらの我々はずっとプランニングをやってきたわけですね。正確にいうと、カリキュラムのリプランニ

ングだと思うのですね。一応出来ているわけですから、それをもう一度再計画し直したということにな

ると思いますけども、ディプロマポリシーを設定して、ＣＰを策定して、カリキュラムチェックリスト、

カリキュラムマップを開発したわけです。そしてこんどは、それを実際に、この「DO」の部分は実際

に今目の前でやっているわけです。今日も日常的に展開されている授業というものがこれになるわけで

すね。今学期も国士舘大学さんも始まったかと思いますけれども。そしてそれを評価する、このチェッ

クの部分が抜けていたので、これでやりましょう。どんなチェックの仕方があるのかと、これはカリキュ

ラムアセスメントということでいうと、アンケートをしたりとか、これも在学生のアンケートもありま

すし、卒業時のアンケートもありますし、それから卒業生のアンケート。これはもう卒業してしまった

人ですね、卒業時というのは卒業する直前の４回生に聞くというやつです。それから企業アンケート、

教職員アンケート、それからティーチング、これは先生方の授業の日誌、ラーニングプロセス、ラーニ

ングアウトカムの評価、これは卒業論文であったり、卒業試験とか、卒業の面接とか、ラーニングポー

トで、最近よくいわれていますけれども、こういったものを、ちゃんと各学部でやっているかどうかと

いうことですね。

　現状のカリキュラムで、ＤＰが達成されているのだろうか、ＡＰ、ＣＰ、ＤＰで見直す必要はないか

ということで、これを明確にするためにカリキュラムアセスメントチェックリストと、CACL という

ものを作って下さいということでお願いをしました。これも外部の方に講演をして頂きながらも、昨年

一年間で進めたものなのですけれども、これがカリキュラムアセスメントのチェックリストと呼ばれて

いるものです。ちょっと字が小さくて見にくいかも知れませんが、一番上に書かれているのはＤＰです。

これは医学部医学科のディプロマポリシーが並んでいます、ナンバーリングもされていますね。そして、

ここはどんなアセスメントの手法があるかということですね、例えば一番目に挙がっているのは、医師

の国家試験です。これはお医者さん達の養成のところですから、いつやるのか、二月にやります、実施

の頻度は、毎年やります、卒業生が対象者ですと。対応するDPはどんなものがあるかというと、ＤＰ

の１の１、１の２、ここに書かれているものが、これが対応していますと。手法としては客観試験です

よと、評価者は誰ですかと、教務委員会及び総合医学センターですよ、実施の責任者は厚生労働省にな

ります。結果の活用方法、合格率により医学科カリキュラムの総括的なアセスメント指標とする。これ
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が医学部の国家試験の話です。

　医学科の教養試験、卒業アンケート、卒業者の受入病院アンケートというのがありまして、これは医

学部独自でやるものもありますし、国家試験のように厚生労働省がやるようなものも含めて入っていま

す。これは非常に分りやすい例ですね、医学部の場合はね、卒業段階でテストがあるわけですから、試

験があるわけですから。だけど文系だと卒業試験というものは中々できないわけですよね、だから論文

だとかいうことになろうかと思います。だけども学部によっては卒業論文も課していないのだといった

場合には、じゃあどうやって判定しますかということで、いくつかこういう指標を並べてもらったわけ

です。これもこのシート自体の完成というものは、去年やってもらって全部の学部からシートを集めま

したけれども、本当にこれを活用して結果が出ているかどうかという検証の作業というのは、今年一年

間その期間になっているのですね。ですから今年度の末には、試行的にやってみようと思っているのは、

学部ごとの総合評価をやろうと思っているのです。教育学部さんのカリキュラムのアセスメントシート

を使って、他の学部の先生が本当にこれは上手く機能しているのかとか、結果が出ているのかどうかと

いうものを、お互いに議論してもらおうということをやろうと思っています。これでカリキュラムの評

価手法ということを、これ自体も練習ですから、ＦＤですから、これがきちんとまわるようになれば、

外部評価がきても全然怖くないですね。もう自分たちで日常的にやっていることですから、その練習を

今年はやろうと思っています。

　お示ししましたのは、参考文献ということでいくつかの書かれているものですけれども、今日の内容

は、今進研アド社というところから「Between」という雑誌がありまして、そこで連載をしております。

その内容をベースに書いておりまして、もう３回目まで出ているところかな。あともう１回、４回目が

残っているのですけれども、後半のカリキュラムアセスメントの話は、その４回目に書かれる内容です

ので、皆さんには少し先にこの雑誌に載る前にお話しをしましたけれども、基本的には今日お話しした

内容が雑誌の連載でも載りますので、今一番新しいところをお伝えしました。その他ウチでやっている

教育コーディネーターの取り組みについては、学会誌にも学長が書いておりますし、山口大学の先進的

な取り組みについては、こちらの文献にも載っておりますので、もしよろしければご参考いただければ

と思います。

　そうしましたら、私の方では、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

◆質疑応答

○司会　佐藤先生、ありがとうございました。

　私なんかも非常に目から鱗が落ちるような思いで、その鮮明なクリアなお話を伺っておりました。そ

れではここで、質疑応答の時間に入りたいと思います。何かご質問のある方は、挙手の上、所属とお名

前をおっしゃってから、質問内容をお願いいたします。はい、どうぞ。

○福田　理工学部の福田でございます。本日は本当に先程も司会者の方から、目から鱗が落ちるといい

ましたけれども、本当にためになる話をありがとうございました。

　最初の方ですけれども、アクターの１、２、３、４ということで、特にアクター２の学部教育責任者

ということを言われましたけれども、これは先程から何度も出ていますけれども、結局大学の教員とい

うのは非常に専門に自信を持っているというか、ということで理工学部も１学科にはまとめております

けれども、６学系という学系が６つあります。それに対して、この学部教育責任者というのは、どの程

度カリキュラムを把握されているのか、その辺の実態をもう少しお聞きしたいと思うのですけれども。

○佐藤　ありがとうございます。
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　教育コーディネーターという制度はまだできてそんなに経っていませんけれども、カリキュラムに精

通した人がなっているわけではないのです。やはりこれをきっかけに勉強してもらうために、出てきて

いるということになりますので、まずはその事前の知識がすごくある人とか、そういうことではないで

すね。それで、どういう方たちが任命されているかにもよるのです。それは、学部の特に学部長の、こ

ういうことに対する認識の差が表れていて、ある学部では、非常にこれは重要だから、若手の一番熱心

な人で次に学部の次世代のリーダーである人をお願いする場合もありますよね。それから、教務委員長

をやっている人をお願いをすると、結構年配の方だったりするのですけれども、その方にお願いすると

いう場合もありますね。それからある学部は、依頼をされた人の話を聞くと、大した仕事じゃないから、

年に数回研修に出るだけだから、ちょっと君出てと言われてなった人もいます。だからベテランの人だ

とか、若い人だとか非常に混在しているというのが現状で、そうすると知識によっても幅があって、教

務委員経験の人は、非常によく分かっていますけれども、そうではない人もおられるということですね。

○福田　その時に、多分学部教育責任者ですか、これが恐らくかなりキーマンになるかと思うのですね、

改革の時に。

○佐藤　そうですね。

○福田　それでそのような、数回研修に出ればいいよというのは、私も今学部長をやっておりますけれ

ども、中々学部長としても全ての学系のカリキュラムを把握するなんていうことは、難しいところがあ

りますよね。

○佐藤　はい

○福田　ですから、先程色々なカリキュラムを改革するといっても、これは必要かどうか必要でないで

あろうかという時に、いつも専門のところに隠れてしまうというか、これは専門で知らない人には分か

らないよと言われてしまうという。その辺が学部教育責任者がどこまでイニシアティブがとれるかとい

うところを気にしていますけれども、その辺はいかがですか。

○佐藤　それは難しいと思いますね。工学部ですかね先生は、そうすると工学部というまとまりがある

以上は、やはりその中である程度の統一した見解も必要であると思うし、学科の方達に出てきていただ

いて議論しながら、ここはやはり学部全体として標準化しようというような部分も議論していかなけれ

ばいけないと思うのですね。学科でどうぞご自由にというと、理工学部としてのユニットの意味がなく

なってしまいますので、先程どの単位でディプロマポリシーを作るかという話がありましたけれども、

やはり学科だけに任せてしまって、あとはもう建学の精神というのは、距離があってですね、なかにユ

ニットとして理工学部というのがあるのであれば、理工学部のディプロマポリシーというのは、やはり

作るべきだと思うのですね。たとえ一番もっとも機能するのが学科がコースの単位だとしても、学部の

ディプロマポリシーを議論する中で、やはり学科の中での標準化だとか、お互いの違いと共通点という

ものを見いだすことが出来るのではないかと思うのですね。よろしいでしょうか。

○福田　はい、ありがとうございます。

○山崎　政経の山崎でございます。今日は細かなところまで色々とありがとうございました、大変勉強

になりました。ただいくつか具体的に実施するにあたって、かなり困難が色々と伴うだろうという思い

で質問させていただきます。

○佐藤　はい

○山崎　まず、私学の場合は学生にレベルの水準が、非常に違いが、試験が色々とございまして、それ

に対する対応をどうするか。今の先生のお話だと、当然その PDCAのサイクルの中に入れて、我々が

学んでいくということなのですが、そうなってきた時に、こういう横断的な仕事を総括的にどの部署が
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やるか。これは、各学部はルーティンワークでもの凄く忙しいと思うのですよ。その上にこれをどのよ

うに有機的に繋げて学部長を支えるかということは、恐らくどの学部も大変な大きな問題になるだろう

というふうに思います。それがひとつ。

　それから最後に医学部の内容を持ってこられたのですが、これはある意味では不適切だと私は思いま

す。というのは、医学部の場合には簡単なのですよ、もう目標がきちっとしていますから。甥っ子に医

者がいますけれども、もうカリキュラムは完全に出来上がっていますから、それに対する内容というの

は、もうしっかりと出来ていますから。いわゆる自然科学の中の体系の中でも、これは放っておいてい

いのだという先生がいるくらいですから。むしろ私たちのような社会科学の場合にそれをどうするか、

これが非常に難しいと思いますね。それは何を意味するかと申し上げますと、結局文系の場合には、先

生はご存じだと思いますが、体系付けということで、まずそこへ私たち教員は研究会を開くだけと思っ

てしまいますよ。どういうふうに体系付けていくか、これが非常に学説を読んだ話になってくると、対

立の構図にかえってやらない方がいいかも知れないということになりかねない。ですから、そういう点

で非常に難しい問題を孕んでいるというふうに思います。

　先生の場合には色々な大学で、こういうお話しをされていますから、当然そういうところでイグザン

プルが色々と出てくると思うので、その内容をお聞かせいただくと、大変参考になるであろうと、そん

な思いでございます。よろしくお願いします。

○佐藤　はい、ありがとうございます。

　まず冒頭で学生のレベルの差というのが出て参りましたけれども、先程の三角形の話で申し上げます

と、ここはいいと、ここはレベルの差があろうがなかろうが、ここはもう建学の精神なので。あと到達

目標ですよね、ここに線を引いたとしても、ここに到達しないような学生さんもいますし、もうこの線

を越えて、かなり建学の精神に近いところまで伸びるという学生さんもいますし、ここは幅があるのだ

ろうと思うのですよね。あとはここのアドミッションポリシーのところですね、ここも差がありますよ

ね。一応こういうふうに設定はするけれども、実際のところは、ここに到達しない学生さんも取らざる
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を得ないという場合もありますし、勿論これを越えている学生さんも取るということになろうかと思い

ますね。勿論ですが厳密にやっていくと、ここで示しているのだからこの学生さんは取ってはいけない

とか、ここで示しているのだから、ここの学生さんは卒業させてはいけないということになると思いま

すけれども。ここは色々な解釈のしようで、表現としてもあまり厳密な表現を使ってしまうと、そうい

うことになりかねませんので、現実的な運用をするべきだと思うのですね。

　やりながら、このＤＰにしても、ＡＰにしてもＣＰにしてもですね、いったん設定したからそれで終

わりということではなくて、最後に申し上げましたように、やはりやりながら高すぎたなとか、低すぎ

たなとか調整していくものだと思うのですね。そして学年によって、学生さんによっても、見直しを常

にしていかなくてばならない、そういう柔軟性は当然持たなければいけないだろうというふうに思いま

す。ただ実際のところは先程申し上げましたように、どんなに線を引いたとしても、上下を幅を持たせ

た形で運用していかなければいけないというのが実態であろうと思うのですね。

　それを踏まえても、今日のような作業を誰が行なうかという話ではあるのですが、ウチの大学は、ま

ずアクター論でいいますと、私どもＦＤの担当者ですよね。専任で担当しているというのが、３名フル

タイムでおります。あと、特任助教ということで５名、これは GPを取ったものですけれども、それに

職員もいますから大体 12 ～３人くらいが、これだけではありませんけれども、職員の能力開発を含め

て日常的に、こういった活動の中心的な業務を担っております。

　大体海外に行って、アメリカでこういうデベロッパーの専門職団体に聞いたのですけれども、教員

200 名に当たりに一人くらいのデベロッパーは必要ではないだろうかという話があってですね。その数

字からいうと日本の大学は圧倒的にデベロッパーは足りない。今日お聞きになって頂いて分るように、

中々片手間でやれないところがありましてね、だから随分各学部の先生たちがやっている作業のお手伝

いを私たちさせて頂いているわけですよ。例えば科目を印刷したりということも私たちでやりますしね、

それからプランニング全体も、もちろん大事なことですから。ただそういうスタッフがきちんとプラン

ニングをすれば、年に四回もしっかりと事前に時間を決めて、その中で非常に明確な作業をやっていた

だくとスムーズにいく部分はあります。だから各学部の先生にあまり負荷をかけずに、今回のできるだ

けひな型をその場で作っていただいて、あとは持ち帰るだけにするとかね、そういう方法を我々も考え

ていますので、全学的にそういう部署なりスタッフというのは必要、特に国士舘大学さんくらいの規模

であれば、その辺の体勢もＦＤ委員会形式では、ちょっとやれないような状況になってきているのでは

ないかな、という印象は私は受けますが。それはまた学長先生、副学長先生がおられますので、あとで

コメントをしていただいたらいいのではないかなと思います。

　それから、すみません。それはさておき、各学部の先生達にもやはり協力してもらわなくてはいけな

くて、全学の我々のような部署が書いてしまうことはできるのですけども、それはやはりよくないので、

各学部の先生達の中で何とか自分たちの学部を良くしなくてはいけないという先生達ですね。これは先

程教育コーディネーターというのは、どうやって選出されるかにもよるのですけれども、教員のキャリ

アの意識というのも様々で、本当に研究業績をたくさん積んで、自分は出世したいのだと。今地方の国

立大学にいるけれども、やはりできれば関東の大学に行きたいというふうに思っている若い先生なんか

もいます。だけれども、地方の大学にもう長らくおられて、もう結婚もしたし、子どももできたし、研

究の業績も、もう山を越えたと、あとは残りは教育で自分は頑張るといわれて、教育コーディネーター

を一生懸命されている先生もおられます。

　だから学部の先生を見られるときに、みんながみんな研究、研究っていうわけではなくて、そういう

風土だったらそうなっちゃうかもしれない。でも本音のことを一人一人聞いていくと、教育に少し力を
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入れてもいいのだという先生もおられると思うのですね。そういう先生は今までおられても、それが何

か勝手なことをしているとか、あいつは研究が出来ないから教育を一生懸命にやっているというふうに

見られる文化があったのですが、そうではなくて愛媛大学としては教育コーディネーターという名称で、

しかも若干の手当も付くのですけれども、そういう中で教育の方も頑張る人に対して、光を当てようと

いう制度を作ったのですね。これは大学としてそういう方針だということであれば、やってみてもいい

よとか、やりたいなという先生も出てくるのではないかと思うのですね。そういう意味でもう一度、学

部のスタッフを見ていただけると、また違ったふうに見えてくるかも知れません。

　最後の点は失礼いたしました、事例としては、少なくてももう１枚、２枚くらいはお見せするべきだっ

たと思いますけれども。このカリキュラムのアセスメントについては全ての学部から出してもらってい

ますので、文系も出ております。ただちょっと許可が取れたのが医学部医学科だけだったものですから、

もしかしたら、他の学部学科は企業秘密ということで出していないのかもしれませんけれども、当然国

家試験がない人文系のところも出してきています。そういうところは卒業生に対するインタビューをす

るだとか、それから受け入れ先の企業に対してウチの人文から行った学生はどうですか？と聞いてみた

りだとか、あるいは高校の校長先生に数年に一回聞いて、どうですかと、どんな期待がありますかとい

うようなことも聞く、とかいうのが載っていましたので。ひとつの指標で見るということは出来ません、

カリキュラムというのは非常に複雑ですのでね、ですけれども複数の指標を組み合わせることで、国家

試験はなくても、カリキュラムのアセスメントというものは可能であろうというふうに思います。

○質問者　大変今日の３つのポリシーの色々な面での、幅広い中を含めて示唆いただけたように思いま

すが、またはそこに出ているので、それについての質問なのですが。ここに出ているトータル目標の五

つの領域というのは、小中高等学校の学習評価観点項目になっていますよね。

○佐藤　そうですね、はい。

○質問者　それが大学の方まで、継続してのものとして捉えるのか、あるいはそうであれば、この外に

大学として独自の観点項目等を学部学科とか、それから学校の個性化とか色々なものについて変わって

くるのかも知れませんが、一応小中高大の一貫した中での評定、学習の観点項目として捉えているのか、

その辺についてのお教えをいただきたいと思います、以上です。

○佐藤　はい、ありがとうございます。

　実はこの話は、深みにはまると、どんどんはまっていくという話がありまして、私どももあまり深入

りしないようにしているのですね。というのはどういう事かというと、この教育目標分類学というのは、

色々な批判もあります。

　ここで出してきているものは、元々はブルームという方の分類なのですが、やはりどちらかというと

アングロサクソン系というか、非常に行動として分りやすいものが並んでいるのですよね。アジア文化

圏というか日本の研究者なんかでいうと、ちょっとこれでは不足しているというような言い方をして、

別なくくりをするべきだというような人もいます。

　それからこうやって行動として分けると、洩れ落ちてしまうものがあるのですよね。例えば、これら

のものを統合したような領域ですよね、非常に複合的な領域みたいのはどうするんだとかいう議論があ

りますね。なので、この分類はパーフェクトな分類というものは、３つにしても、４つにしても、５つ

にしても 20 にしてもないのです。一番標準的でかつ日本の初等中等教育でも使われている分りやすい

ものを、我々も使おうというふうにやりましたけれど、やってみてお分かりになるのですけれども、な

んかやはりフィットしないとか、大学なんだからもうちょっと高度なものをという議論は常に出てきま

す。ただ他の大学との関連とか、国際的な関連ということもあって、一般的なこの５領域なり３領域と
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いうものを今我々も使っておりますけれども、常にそこはフィット感がないまま、カチッとしたフィッ

ト感がないまま進んでいるというのが現状なのですね。私どもデベロッパーの中では、この問題は深入

りしない、これはもう本当に尽きない議論にいってしますので、ある程度のところで、まぁいいかと。

それから分類するときも、これ試行判断かな、知識理解かなということで、もう何十時間の議論をする

必要はない。まずは設定してみて、それで運用して、とんでもなくおかしければ修正していけば良いと

いうふうにお考えになるといいのではないかと思います。

　非常に本質的なご質問でして、ありがとうございます。

○司会　あと、お一人くらい、はい。

○小倉　政経学部の小倉です。本日はどうも貴重な時間ありがとうございました。

　先生とちょっと考えが違うかも知れませんけど、先程山崎先生がおっしゃったことと関連するのです

が、私立大学はあそこの卒業ラインで、優秀な学生が建学の精神、理念を理解して云々という話でした

けれども、国士舘大学に入った学生には、いわゆる全員にですねやはり建学の理念、あるいは精神、あ

るいは文武両道教育と、国士舘の特性からするとすればですね、そういうようなものをみんなの学生に

一応理解させ、教職員も含めて理解した上で、さらに理工学部、政経学部、法学部のそういう教科を身

につけると、その方法として今日言われたようなことは理解できるわけですけれども。私学はやはりそ

このところをまず全員がもって、理解して習得して、さらにその上にプラスアルファを学部、あるいは

研究班ごとにというのは私はそのように理解しております。その辺はいかがでしょうかというのが第１

点。

　第２点目は 66 の愛媛大学の学部の出来た経緯がちょっと、例えば法文学部総合政策学科って非常に

良く理解といいますか、総合的な学科ができたいきさつですね、法学部であって、総合政策学科。今の

いわゆる社会学系をまとめて総合政策学部というような学部があちこちで慶應とかで出来ていますけれ

ども、申し上げたいのは、その下のこれが必ずしも良くないとおっしゃったこの４つの分け方ですね。

おっしゃったのはこの学部を作った経緯にあるのではないのかなという気もするものですから、ですか

らこれはどういう意味でこういうややこしい学科学部ができたのかなということを、ちょっと今後のウ

チの大学の新学部という話も聞かなくもないものですから、これは初めて聞いたものですから、どうい

う経緯だったのかなということをお教えいただければと思います、以上２点です。

○佐藤　はい、ありがとうございます。

　前半でいわれたことは、まさに私も同じ考えですね。ですから学生さんは、学部に入ってくるわけで

はありませんから、まず国士舘大学さんに入ってくるわけですよね。その上で、そういう大きな枠組み

の中のひとつの学部ということになりますので、当然建学の精神から、大学全体としてのカリキュラム

の方針と踏まえて、各学部の様々な３つのポリシーというのは、全体のものを踏まえて位置付けなけれ

ばならないというのは、まさにおっしゃるとおりだと思います。

　色々な形でこの一連の三角形の情報を学生さんには伝えるべきで、私はお勧めしているのはＤＰにし

ても、ＣＰにしても、もちろん学生さんの様々な配布物にもするべきですし、玄関に大きなＤＰを貼って、

毎日その大学に入る時に確認するぐらいの、これは建学の精神も含めてかも知れませんけれども、それ

も大事なことなのではないかと思っています。

　それから、２点目については、私もあまり詳しいコメントはできないのですけれども、学部とか学科

の再編とかというのは、一般的には今日みたいなきちんとした三角形の頂点から考えて作られるという

のは理想なのですけれども、そうならなくて、この先生と、この先生と、この先生を組み合わせて新し

い組織を作りましょうと。だとすると、この先生たちで出来ることはこれかなというような形で三角形
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の頂点からではなくて、現有しているスタッフからコースとかを作ることがあると思うのですよね。そ

うなると色々な意味で整合性がとれないことになってしまいます。ですから理想的には、やはりきちん

とした建学の精神、それに基づいて次にどういう学部を展開していくのかと、そのためにはこのコース

が必要だというふうに考えていくのが一番理想ですけれども、政治ですのでこの世界というのは。様々

な力学でそうならないことが多いと思います。よろしいですか、はい。

○司会　はい、ありがとうございました。それではですね、時間もございますので最後に加藤先生じゃ

あ

○加藤　申し訳ありません、一言だけ。大変観点別教育目標という観点から見事に解明していただき、

非常に興奮して聞かせていただいたのですけど。最後に１つ、学生サークル活動とか、部活動、あるい

はボランティア活動への参加をディプロマポリシー達成の１つの手段とすることは、私は望ましいと考

えているのですけれども、体育学部とか、非常に広範な学生が積極的に参加している学部では、非常に

スッキリその辺の理解は浸透すると思うのですけれども、それ以外の学部において不参加の学生との目

標不達成について、何か対策みたいなもの、お考えがありましたら一言いただければと思います。

○佐藤　はい、これはもう非常にコントラバーシャルなトピックで、そこに気づいていただいて大変嬉

しいのですけども、原則はディプロマポリシーは学士課程教育ということで大学なり学部が提供してい

るものに対して、それが到達されたかどうか、ということを判定しますね。その時にもし全員にサーク

ル活動を必修として課しているのであれば問題は無いと思います。それはもうかなりカリキュラムに入

れ込んであるということで解釈できますよね。しかしながら学生さんのボランタリーな参加に任せてい

る場合には、ポリシーとしては、そこまで入っていないものに対して測定の段階で、そこだけ測定する

というのは、ちょっと矛盾してくるのですよね。しかしながら今これは一般的には教員の理解はそうな

んです。ところが学生さんに、学生さん自身が学生時代に何を身につけましたかと聞いていった時に、

例えばリーダーシップとか社会性とかって、どういうところで身につけましたかというと、大学生活を

もう飛び越えているのですよね。例えばサークル活動の場でそういうものを学んだとか、バイト先でそ

ういうものを学んだとかというふうに、学生さん本人にとってみれば４年間で学んだことというのは、

大学というのは一部であって、さらに広いところで色々なものを学んでいます。

　だからまず、教員が見る今日のような話と、学生さんからの視点がまずずれているということなので

すね。考えてみれば様々な能力を大学で、社会人基礎力なんかはまさにそうなのですけれども、養おう

としたときに、大学のカリキュラムの中でカバーしきれないものって沢山ありますよね。だから先生が

おっしゃったように、これはやはりサークル活動だとか、地元へのボランティア活動で身に付けてもら

いたいというようなものもあります。だから今は大学の一般的な考え方としてはカリキュラム、正課の

中でのものを測定しようということになっていますけども、今後は正課外の事も含めて測定しようとい

うふうな、よりホリスティックというか包括的に学士課程というものを捉えようという動きには変わっ

ていくとは思うのですけども、ちょっと今過渡期なのでそういう厳密でないものを測定して良いのだろ

うかというのが、非常に今議論がなされているところだと思うのですよね。プラクティカルな質問にお

答えするとすれば、もし全員にそのサークル活動を課している体育学部さんがもしそうであれば、それ

は測定の対象にしても構わないと思うのですが、そうじゃなくて一人でも二人でも例外がいるのであれ

ば、現段階ではちょっと測定はしにくいかなというふうに思いますね。よろしいでしょうか。

○司会　ありがとうございます。

　それでは最後になりますけれども、ＦＤ推進室長の磯辺先生から、じゃあお願いいたします。

○磯辺　はい、すみません。ＦＤ推進室長の磯辺でございます。質問事項がいくつかあるのですが、何
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か１問に絞れということですので、あとは懇親会の方で残りを聞きたいと思います。

　まずですね、目指すべき人材像の策定ということで、学士課程教育体系に五つのステップを先程お話

しございましたね。私はその中で第２ステップが非常に重要だと、特にＤＰ…の策定ですか、これが非

常に重要なんだなということを今日改めて思ったのですが、そのＤＰ…の策定に基づいてカリキュラム

ではなくて、逆にアドミッションポリシーの方を、逆にどういう学生を取り入れるかをＤＰの策定によっ

て決めるのだと。そしてそれによって中身といいますか、カリキュラムポリシーの策定をおこなうのだ

と。その時に、質問なのですけれども、カリキュラムポリシーをというか、当然愛媛大学でも先程のお

話の中でも、こんなカリキュラムがあったの、こんな科目があったのということで、こんなのいらない

のではないのというのがあったのだそうですけれど、たまたまウチの大学でも今学長を中心に、この科

目の見直し精選をやっております。

　そうした場合ですね、こういった五つのステップでやる場合に、第４ステップのカリキュラム策定を

するときに、もしＤＰの策定に合わない科目があった場合ですね、それを廃止する、なくすという、そ

ういうことは愛媛大学でもあったかと思うのですよ。その時にどういうふうにそれをクリアされたのか、

当然ウチの大学でも、この科目はなくしますよとなったら、担当の先生は文句を言ってくると思うので

すよね。その辺をどうクリアされたのか、その手法をちょっと教えていただきたいのです、よろしくお

願いします。

○佐藤　はい、政治的手法ですね。

　まずですね、５つのステップのお話しなのですけど、これは論者によって、どこから定めるべきか、

というのは色々な議論もあります。中にはＡＰからやった方がいいのではないかという人もいますね。

ＡＰをやって、きちっとしたＡＰを作ればＤＰ、ＣＰは、おのずと決まるというふうにおっしゃられて

いる、その道の権威の方もおられます。

　それから今日の話しでいうと、１、２くらいはいいのですけれども、先にＣＰをやってからＡＰとい

う大学さんもあると思うのですね。だからこの辺は大学の現状に合せて、特に日本の場合は１の建学の
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精神が決まったあとに、ＡＰですねアドミッションポリシーを書きなさいといわれましたから。そっち

が出来ていて、中のＤＰ…とＣＰが抜けているというようなのが結構あると思うのですよね。なので順

番に関しては色々な順番があるということはまずお伝えしておきます。その上で、カリキュラムチェッ

クリストでＤＰに適合しない科目ができてきた場合にどうするかということですね。

　２つ方法があるのですけれども、１つはＤＰの方を変えるというやり方がありますね。この授業は、

この先生の授業は非常に個性的で、何とか残したいと思った時にDPをちょっと少し表現を変えること

によって、この授業も取り込んでしまおうということもあります。もう１つの方法が、先生がいわれた

その授業を廃止するなり、中身を変えてもらうなりということですよね。いずれにも難しいことですよ

ね、私はこの教え方しかできないといっている先生に、いや先生もう内容をこちらにやって下さいといっ

た時に、それで納得してくださればそれでいいですけれども、そうじゃない場合には問題が起きます。

ウチの１つの事例でいいますと、共通教育でおこなわれる体育がありました。体育というのは必修科目

なのですけれども、先生によって色々な科目がありますよね。私はサッカーしかできないからサッカー

を教えると、私はバレーだ、私は長刀だとか、柔道だとかやっているわけですね。ところが学生さんは、

それを選択できずに割り振られるわけです。そうすると何故長刀なんだみたいな話になるわけですね。

体育の若い先生は、その問題点に気づいているわけです、だから何とかしたい、ところがやはり議論し

てどうにかなるものではないということだったので、我々と一緒に提携をしまして、その共通教育の体

育の目標は何か全部照らし合わせたときに、特定のスポーツの内容を教えることが共通教育の体育の目

標ではないということで、新しく統一したコースを作ろうと。前半部分は体作りと柔軟体操だとかそう

いうものをやって、後半の一部で各スポーツのものも少し取り組みましょうと。それを担当の先生だけ

ではなくて、我々全学の方と一緒にタイアップしてやりました。その結果やはり適合しない科目が出て

きて多くが非常勤の先生だったのですけれど、その先生にはこういう新しい方針でやりますけれどもお

願いできますかと伝えました。

　それがやはりすっきりとはいかないので、次の更新の時にやはり改めて確認するとかですね徐々に

徐々にそういうふうに方向性を、だからそのためにもやはり各科目の目標は一体何で、どういう方針で

いくのかというのが明確に決まるとそういう話もしやすくなると思いますね。

○磯辺　ありがとうございました。

○司会　はい、ありがとうございました。

　佐藤先生のお話が非常に明瞭であり、また刺激的でしたので、議論百出といいましょうか、質問がま

だまだ途切れないというふうな感じなのですが、また後ほど意見交換会がございますので、その時にも

ですね、またご質問をいただけたらと思います。本日は長い間、佐藤先生どうもありがとうございまし

た。今一度先生に拍手をお願いいたします。

○佐藤　ありがとうございました。

○司会　それでは。これから 10 分間の休憩に入らせていただきます。次のパネルディスカッションは、

３時半からこの会場でもって始めますので開始前にご着席下さい。

午後３時 20 分　休憩
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パネルディスカッション

「３つのポリシー策定の取組」

コーディネーター　ＦＤ委員会副委員長

　　　　　　　　　　法学部　教授　　加藤　直隆

パネリスト　　　　体育学部　教授　　川田　儀博

　　　　　　　　　　文学部　教授　　木阪　貫行

　　　　　21 世紀アジア学部　准教授　中山　雅之
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午後３時 30 分　再開

○加藤　どうもよろしくお願いいたします。法学部の加藤直隆です。

今日は３ポリシー策定の取り組みということで、体育学部の教授の川

田先生、文学部の木阪先生、21 世紀アジア学部の中山先生の３先生に

お願いしております。何故この３学部かということにつきましては、

昨年政経学部、法学部、理工学部がＦＤの取り組みという観点から、

シンポを行ないました。残る３学部に、それでは今日のテーマの３ポ

リシーの策定について、どうなっているのかという３つの学部からの

報告ということでございます。

　本日の基調講演の佐藤先生のお話は、観点別教育目標という観点か

らのご議論でありました。我々大学の教員は、正しい知識、理解の先

に正しい判断、意識、意欲というものも生まれてくるであろうし、そ

の先に正しい技能・表現（行動）もあるというところの、どちらかと

いいますと知識、理解というものを中心に今まで教育というものを考えてきたわけですね。それをブルー

ム・梶田の教育理論、いわゆる認知的領域、情意的領域、精神運動的領域の、３つの領域の５つの行為

に行動分析して、科学的に教育の内容を捉えていこうと。そういう目的意識はユニバーサル時代の、い

わゆる学生の様々な不均等発展の学生を受け入れる中で、我々が教育の手法、方法論というものを、で

きるだけより具体的な学生像に適したものにしていこうという試みであったのではないかと思います。

　本日は体育学部からは川田先生が、３ポリシーという観点からお話しいただきますけれども、どちら

かかといいますとやはり、本日の佐藤先生の観点別という切り口ではない形で議論されておりますけれ

ども、当然その根底にあるものは結びつきがあるのだということが、ひしひしと伝わる内容になってい

ると思います。

木阪先生につきましては、古典的ないわゆるクラッシックなカリキュラムと、きめ細やかな教育という

現代的なそうしたユニバーサル時代の、大学教育の在り方というものを根底に踏まえて、同じ３ポリシー

策定に共通する理解をお話しいただきます。

また 21 世紀アジア学部の中山先生におかれましては、３ポリシーの具体的な策定途上にある 21 世紀ア

ジア学部からの報告という、非常に興味深いお話しであろうかと思います。

そしてその３先生のご報告と、今日の佐藤先生のお話をミックスして、我が国士舘大学のＦＤ活動、３

ポリシーの策定が実りよきなるものに願って本日のシンポジウムを始

めたいと思います。それでは川田先生、よろしくお願いいたします。

◆事例報告　体育学部

○川田　只今紹介のありました、体育学部、体育学科主任の川田でご

ざいます。第１回のシンポジウムにも同じように報告をさせていただ

きました。その時にはまだ体育取り組んで間もないということで、資

料もない中報告をさせていただきました。

　その時に体育学部の校舎の中に、何カ所か花が植えてある。この生

の花に接することによって、学生の心が非常に和らぎ、ゴミが少なく

なったという報告をさせていただきました。今日はパワーポイントで

紹介できますので、その時の写真を用意させていただきました。これ
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はトイレの洗面台のところに置かれている、ちょっとした花ですが、これもやはり学生のなかには非常

に安心感を与えているのではないでしょうか。私の研究室へ行くのには談話室というところを通って、

別名自習室というふうになっていますが、そこを通って研究室へ行くのですが、恐らく夜まで自習をし

ていた学生がレポート用紙、あるいはノートを切ってこのような、なんという昆虫でしょうか図鑑には

載っておりませんが、こういうのをさり気なく自習室の机の上に置いてありました。以上前回の補足を

して、今日のテーマである３つのポリシー策定の取り組みということで、報告をさせていただきます。

　体育学部では、国士舘大学の建学の精神に則って、体育学部の人材育成の目的ということで、そこに

掲げてあります。これは学生便覧の中にも記載されておりまして、機会あるごとに学生に説明をし、そ

の人材育成の目的というものを唱えております。ここはちょっと早口になるかも知れませんが読ませて

いただきます。

　２つの柱になっております。「体育、スポーツ、武道の学芸を学び、より広い専門知識や高い技能を

習得させ、体育、スポーツ、武道文化の発展と学術の研究活動推進につとめ、豊かな心身の育成と錬磨

を図る文武両道教育を進める。社会の変化に的確に対応し、健康で豊かな生活環境を阻害するスポーツ

障害や疾病を始め、各種の事故災害に対する高度な救急医療体制の充実発展に寄与し、人間の幸福な生

活の基本である健康体力の保持増進を推進する役目を担い、健康で明るく豊かな社会の創造者として活

躍出来る人材や、国際社会に貢献できる人材の育成を図る。」

　これが４学科共通の人間育成の目的ということで、体育学部全体で捉えております。体育学部の中に

は、体育学科、武道学科、スポーツ医科学科、それから子どもスポーツ教育学科という４つの学科がご

ざいます。体育学科の教育目的ということで、これはここで教育目的を理解していただいて、後のディ

プロマポリシーのところに結びつけて捉えていただければということで紹介をさせていただきます。

　まず、ようやくといいますか、今提示したのがございますが、これはお渡しした資料の中に入ってお

りますので、後で持ち時間が 20 分しかありませんので読んでいただければと思います。体育学科４つ

の柱で教育目的を掲げております。

　まず１つは、社会のニーズに貢献できる人材の育成と、高齢化社会に対して体育学部体育学科の卒業

生がどのような役割を示せるのか、ということになるかと思います。２つ目の柱になりますが、今日の

学校現場で必要としている教育者としての資質、能力を養い社会に貢献出来る保健体育教員の養成。体

育学部 53 年が過ぎようとしています。学生の約 70％が保健体育の教員を目指して、教職課程を履修し

ております。そういった中で、その社会に貢献できる保健体育教員の養成というのが２つ目の柱になっ

ております。

　３つ目の柱になりますが、学校体育生涯体育スポーツ、それから健康教育などに積極的に貢献できる

専門性の高い人材を育成する。社会体育に活躍できる人材を育てていくこと。

　４番目の柱といたしまして、スポーツを通して国際交流に貢献できるトップアスリートを育成しよう

というのが４つ目の柱になっております。

　続きまして、武道学科になりますが、武道学科も４つの柱で取り組んでおります。まず１つは伝統運

動文化としても武道の継承。

　２番目には科学性を伴った武道の国際競技力向上への貢献。特に武道、伝統文化の中では、練習とか

トレーニングという言葉はあまり使われず、稽古という言葉が良く使われます。朝稽古とか夜稽古とか

という日本古来の伝統文化からきている言葉だろうと思います。それにプラスするところの科学性のト

レーニングを身に付けさせようと。それから３番目になりますが生涯学習、生涯スポーツの発展に貢献

する武道指導者の育成と、地域活性に繋がる指導者を作っていこう。４番目になりますが、国際的武道
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指導者の育成と国際交流進展への寄与ということで、伝統運動文化を世界によりアピールしていく指導

者を育成していくこと。

　次はスポーツ医科学科になりますが、この写真を見ていただくと小さい子どもが人形を使って心肺蘇

生のトレーニングをしております。これは５月に多摩センターのところで行なわれる多摩フェスティバ

ルというのがありますが、そこで体育学部の先生、それから学生が出向いて、心肺蘇生法等の講習会を

している一コマの写真になっております。

　スポーツ医科学科も同じように高度救急医療の専門職として、救命救急活動での指導的役割を果たす

能力を身に付けさせよう。２つ目になりますが、一般市民に対する啓蒙教育活動、こういった心肺蘇生

法、身近に市民が実際に実施できる、そういう指導、啓蒙にあたっているということになります。３番

目に、一般市民に対する啓蒙教育活動、大学院や職場において救急医療に関する研究教育活動を行える

素養を培う、そういう能力を身に付けさせる。それから体育学部の中にある学科ですので、高級救命師

資格を持った保健体育の教員、擁護教諭も育成していこうという教育目的で、スポーツ医科学科は捉え

ております。

　次にこどもスポーツ教育学科になりますが、この写真は岩井海岸で臨海実習がありますが、その何時

間かを使って地引き網を引いております。これは地元にたまたまいた子どもたちを仲間に入れて、地引

き網を体験するというプログラムになっております。教育目的になりますが、高いレベルの専門性を有

し、各教科等における先進的な研究を追求する。２つ目の柱と致しまして、武道の精神を身に付けると

ともに、コミュニケーション能力に優れた豊かな人間性を確率するということで、また武道に関しまし

ては後でもでて参りますが、ここでは柔道、剣道、それがどちらか必修ということになっております。

３番目に、様々な教育課題へ適切に対応出来る教育、実践力を養成する。それから４つ目の柱になりま

すが、体育スポーツを通じた学校づくりや、地域づくりに貢献出来る資質を養うという教育目的を持っ

て取り組んでおります。この教育目的がいずれはディプロマポリシーの方に展開されていくことになり

ます。

　続きまして、早速３つのうちの最初、アドミッションポリシーの方に進めさせていただきますが。体

育学部では、これは他の学部もほぼ似た入試制度になっているのかなと思いますが、このような多種多

様な入試制度の中、約体育学部では４学科合せて 560 名ほどの新入生を迎え入れております。この入試

のアドミッションポリシーになりますが、これも体育学部共通として２つ唱えております。まず１つは

文武両道の精神を通して、体育、スポーツ武道文化に貢献する人材。それから２つ目といたしましては、

健康で明るい豊かな社会を創造する人材というのが学部共通のポリシーで取り組んでおります。それに

４学科独自のポリシーが加わって、この多種多様な入試制度を行なっているということになります。

現状でいいますと、体育学科、それから武道学科に関しては、ある程度アドミッションポリシーに準じ

た形での受験生の受入が出来ているかなというふうに捉えております。スポーツ医科学科に関しまして

も、ほぼ非常にポリシーの高い受験生がきておりますが、中には途中で救命救急師ではなくてトレーナー

の方にというような、トレーナーはないのですか、というような相談を良く受けているそうです。

　それとこどもスポーツ教育学科も、これは初等教育、中学の保健体育、高校の保健体育、以上３つの

教科がワンセットになって、卒業時に取得できるカリキュラムで取り組んでおります。ただ入学生の中

には、３つ全てを網羅してという意識が若干低い部分も見られる。初等の免許だけでいい、中高はキャ

ンセルしたいとか、その反対にピアノ、美術、などがあって、どうも苦手だと、保健体育でいいという

ような、そういう捉え方をしている入学生も若干いるように見受けられております。その辺に関しまし

ては、今後の大きな課題になってくるのだろうというふうに思います。そして、これは他学部の先生方
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に色々とご指導を受けながら、参考意見を聞いて取り組んでいかなければいけないのだろうと思うので

すが、アドミッションポリシーを高く置くと受験者は減ってまいります。それからある程度そのポリシー

を下げると、目的意識の低い子が入ってきます。その辺の線引きをどの辺でしたら良いのかというのが、

今体育学部での課題になっていて、見直さなければいけない大きなポイントの１つになっているのだろ

うと思います。

　続きまして２つ目のポリシーになりますけれども、ディプロマポリシーということで、どのような人

材を４年後に送り出すのかということで、先程の教育目的とオーバーラップする部分がございますが、

体育学部としては自らの専門コースを選択させ、そのコース特性と専門とする学問領域や資格取得科目

を履修して、将来を担う優位な人材を育成する、そういう人材を送り出していきたいのだという捉え方

をしています。それから２つ目になりますが、今日お配りした資料の中では、先程と同じものが隣に載っ

ていたかと思いますが、ミスプリントでございます。訂正が今ここに書いてある文章になりますが、「体

育スポーツ高齢化社会への対応、それからライフステージと健康教育、地域スポーツの振興など、今日

の課題に対処できる専門知識と、実線指導力を備えた人材の育成を図る」というのが２つ目でございま

す。お配りした資料とはちょっと変わっておりますので、ご注意下さい。

　それから３番目になりますけれども、体育スポーツの身体活動を通して、規律の遵守、それから役割

の尊重、自他の恵愛、協力精神の育成など、人格の完成を目指す。特に国士舘ではアスリート憲章とい

うのが制定されております、それからスポーツマンシップ、そういう精神も教育していかなければいけ

ないのだろうというふうに捉えております。

それから４番目になりますが、競技スポーツの競技力向上を追求して、各種の対外競技や国際交流を推

進すると共に、身体運動学やコーチ学、トレーニング理論などの諸科学を探究して指導者、並びに競技

者としての資質向上に努めるということで、指導者、あるいはトップアスリートの育成というのが四つ

目のポリシーになっております。

　続きまして、武道学科になりますが、武道学科も４つのポリシーを組んでございます。まず１番目、

武道の理論や実践を通して我が国固有の伝統運動文化の優位性を学び、国を愛し、自国の歴史と伝統及

び民族に誇りを持つ態度の育成を図り、もって世界の平和と福祉に貢献する人材を養成する。先程の佐

藤先生の話では、この辺をもっとすっきりしろと怒られるかも知れませんが、そのようなひとつのポリ

シーを掲げております。

　２番目になりますが、武道の実践を通して我が国の武道文化の特性である伝統様式の習得と、技術の

錬磨によって術義を学び、道理を重んずる態度の形成と豊かな人間性を備えた人材を養成する。
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それから３つ目になりますが、地域社会でのボランティア活動及び奉仕活動を通して、社会福祉の充実

発展に貢献できる人材の育成を図る。

　４番目になりますが、武道のいずれかを専門実習として行ない、また課外活動を重視することによっ

て、競技力向上を図るとともに、忍耐克服、勇気、礼儀等に象徴される武道精神、強健な身体及び旺盛

なる国際的競技者を育成する、以上が武道学科のディプロマポリシーでございます。

　続きまして、スポーツ医科学科になりますが、スポーツ医科学科に関しましては、資格取得カリキュ

ラム編成として、救急救命師の国家試験に対応した教育課程を編制し、他に養護教諭、保健体育教諭の

取得のための科目を配置した。

　２つ目になりますが、スポーツ事故や交通事故等の現場において、救急救助から救急処置が一貫して

行える知識と技術がこれ習得ですね、お渡しした資料は習得がちょっと抜けているかと思いますが、技

術習得のカリキュラムとして救助実習を取り入れた。

　３番目、国際協力の推進ができる救助医療技術者の養成も目指すことから、医療英語を配置したとい

うことで医療英語の話せる人材を育成していこう。

　４番目になりますが、障害者に配慮した救急処置ができるように、手話演習を配置したというのがス

ポーツ医科学科でございます。

　続いて、子どもスポーツ教育学科になりますが、ここもちょっと読んでいると、もう時間が 20 分オー

バーしておりますので、お渡しした資料の中に入っておりますので、申し訳ございません、後でちょっ

と目を通していただければというふうに思います。

　最後にカリキュラムポリシーに関してでございます。これも先程の佐藤先生の講演の中に、私が理解

していたカリキュラムポリシーと、ちょっと意味が違っていたのかな。履修科目を中心に考えておりま

したので、ちょっと報告が先程の佐藤先生は違った観点になるかもしれませんが、履修科目で説明をさ

せていただきたいと思います。

　まず体育学科、この４月からカリキュラムを変更して取り組んでおります。基礎ゼミナール三分の二

を宿泊を伴う集中型、それから三分の一を全教員で担当するという形で基礎ゼミナールを入れてござい

ます。それからアスリート実習、これはクラブに入る学生がだんだん少なくなってきているというよう

なこともありまして、是非１年、２年に関しては実技系のクラブに加入するよう、アスリート実習とい

う名前で取り入れさせていただきました。それから教職特別講座、これはキャリア形成支援センターで、

同じようなセミナーをやっているのですが、日数が長い、費用が高いというようなことで、体育学部と

しては 25 名の希望者しかいないというようなことで、この辺もカリキュラムの中で対応できる部分は、

２年３年４年で対応していこうと、それからインターンシップ、あるいはキャリアアップ講座、そうい

うものを体育学科では新しく取り組んでいます。それから武道学科に関しましては、海外武道実習、地

域武道実習、それから武道実用英語といったようなものを取り入れて海外へのアピールということに

なっております。

　それからスポーツ医科学科においてはトレーナーコースの新設、これは 24 年度を目指して今検討を

進めている段階でございます。子どもスポーツ教育学科においては、体育の得意な小学校の教員を養成

しようと、あるいは中高の保健体育の中で、特にまた子どもの教育もできるそういう教員を養成してい

こうというとらえ方をしております。それから教職特別講座、共通ゼミ、少人数制で各先生に担当して

いただく、それからここの共通ゼミということで、現役のOB、あるいは現役の学校の校長先生等を実

際に招いてゼミを進めていくという形になるかと思います。それから小学校２種免許の検討をしていく

と、これも 24 年に向けてということになりますが、町田校舎、21 世紀アジア学部もおります。それか
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ら多摩校舎で希望する学生がいれば受講できるような形で進めていきたい、というふうに考えておりま

す。

　体育学部もＦＤ委員会、３年目を迎えておりますが、すべての教員がＦＤ委員会の提案する色々な問

題に対して協力的かというと、果たしてみんなが協力的であるということはちょっと疑問が感じられま

す。特に基礎ゼミなんかで担当していただくと、もうクラブで随分顔は知っているよと、あえてそんな

少人数制をやらなくていいんじゃないかという意見もあります。これはクラブ活動で接する学生は、ク

ラブの先生の前では良い子なんですね。裏に回ると中々クラブとは違う学生に変わってしまうというよ

うなことで、やはり普段接しない先生と新たに顔を合せるということも必要なのかなというふうに思っ

ております。

　それからオフィスアワーの検討も色々しておりますが、俺は月曜から土曜までクラブで学校へ来てい

るんだ、あえて何曜日に来るということは公開しなくていいだろうと、いうような捉え方をされている

先生方もいるということで、この辺はやはり時間を掛けて取り組んでいかなければいけない大きな問題

であろうというふうに思います。すみません、ちょっと時間をオーバーしてしまいました。

○加藤　どうも川田先生、ありがとうございました。

　体育学部が抱えている現在の問題状況が、取り分けカリキュラムポリシーのところのお話しで非常に

良く分ったのではないかと思います。

　先程の佐藤先生のお話を敷衍して考えるならば、いわゆる体育学部が想定するようなディプロマポリ

シーといいますか、期待する人材育成にとってカリキュラムマップを作ってみたら、こういう科目が必

要である、こういう部分について足りないというところがここに示されている。基礎ゼミナールである

とか共通ゼミだとか、あるいは海外武道実習、地域武道実習、武道実用英語というようなカリキュラム

のご提言というものは、非常に生きた教育の実践というものを我々に語りかけてくれたのではないかと

思います。続きまして文学部、木阪先生よろしくお願いいたします。

◆事例報告　文学部

○木阪　はい、ご紹介にあずかりました、文学部の木阪です。

　文学部には人文学会という学会組織がありまして、ＦＤについては

そこでやっております。実は佐藤先生がおっしゃって、お話しなさっ

たようなポリシーの作成と、例えばカリキュラムマップというふうな

ことに関しては、ほぼ似たような発想で、今度全学で３年後には４年

生がそれを取ることになるんですが、教職実践演習というものが、教

職課程に必修で皆さんやらなくちゃいけなくなります。４年の後半と

いう大変な時期ですが。そのために、まさに考え方として、あれは比

較的インセンティブが高い教職の学生が取る科目ですね、そのために

どういうふうな教員になるためのポリシーが必要で、カリキュラムが

どうなっていてマップとしてどこで何を学べるのかということをまさ

にまとめていくというので、文科省が進めていることに対応する。そ

れが成功するかどうかはともかくやらされるわけですから、ひとつの考え方です。つまり４年の大変な

時期にそこで授業をして新しいことを学ぶというよりは、すでにそれまでやってきたことをそういうカ

リキュラムマップとそれからポリシーに従って自己評価をさせて、それを確認するというふうな科目で

作ろうと考えています。
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　たまたま教職課程に関しては文学部が中心に教職課程のセンターがありますから、やっておりますの

で、それとの連関でそういう話は実は今後文学部でのＦＤのひとつの中心的な話にして、また来年、実

はたまたま私はＦＤの第３ワーキンググループという所でもやれということですので、その結果を踏ま

えてその話は今年度末に多分やります。その話は今日の佐藤先生の話と大体似たような方向性で行きま

すので、今日は敢えてやらないことにします。シンポというかパネルディスカッションですからもう

ちょっとポレーミッシュなほうが面白いだろうということで、ちょっとかなり流れがまったく違うよう

なお話をさせていただきます。

　１つ端的なことを申しますと、ポリシーの作成は作文であると思っております。それ以上の意味は大

してありません。ただし重要なんですね、それは。つまり、作文というのはもちろん佐藤先生なんかは

それを専門に研究をなさっているので、学問的な話ですからこれは作文じゃなくて学問の話ですね。わ

れわれはしかしたんに教育の実践者です。そして、有り体に申しますとこういうことが要求されるのは、

明らかに認証評価そのほかの政策的な理由によります。もちろんそれで授業が良くなる可能性もありま

すけれども、それはわれわれがどうするかです。ほとんどの場合作文は現実的な効果を生みません。私

は、稀に起こるかもしれない成功を目指してやってみようかなという考え方で考えるとどうなるかなと

いう、そういう発想は持っておりますが、それ以上のことは実は思っておりません。ですが、やっぱり

そうは言ってもやるからには成功しないと無駄な作文で終わってしまいますからね、そうじゃないよう

になるべくしたいなと思います。偉そうなことを言っていますけども、どこまでできるか私自身もかな

り疑問を持ちながらやっております。

　テーマとしては、ポリシーを作るのに古典的カリキュラムということを申させていただきます。これ

は文学部、文系の学問にとっては非常に重要なことであろうと思います。つまり、カリキュラムという

のは古典的な学問体系に従ってなされるのであって、それ以上のものはありえないということです。社

会的要請は当然時代によって変わりますから、それによってもちろん出口で求められる人材像というの

があります。これに対応するには、学問の在り方に合わせて、それが何ができるかという作文でいいん

です。それ以上のことをやったら嘘です。そもそもわれわれがやっている学問というのがそういうこと

のためにあるのではありませんので、それをどこまでそのために利用できるかという話はいくらでもし

ますけども、それを逆転させてはならないというふうに思います。

　つまり、われわれの教育活動の中心は、古典的学問というものをベースにした教育であります。それ

がどこまで適用できるかという範囲でディプロマポリシー、ないしはさらには社会の需要に応えるとい

うことが基本なのであって、これが逆転するとすべて失敗するというふうに私は思います。というわけ

で、古典的なカリキュラムの在り方というものからポリシーを作ってみようというのがひとつの発想で

す。

　と同時に、古典的な学問体系は、研究者であればみんな知っているわけですね。しかし実は問題があ

ります。つまり、そういうものに従って授業をしているはずなんだけども、教員は相互にはそれがどこ

まで授業の中で実践されていて、実現しているかに関しては極めて薄い認識しかありません。むしろ相

互認知をお互いに深めることが重要なのであって、その手法を考えるべきであろうと思います。そして、

そういう共通認識と共通認知の中から出てくる実践的な知恵が重要なのであって、それに合わせた作文

をすればいい。それをなしに作文をやっても知恵は出てきません、もうはっきりしていることです。そ

ういうふうな考え方を取りたいというふうに思うわけです。

　まず、学問体系に従ったカリキュラムを作るというのが基本であると思います。それが例えば、私は

たまたま哲学、倫理学の関係ですけれども、例えば東京大学でも教養学部ではそうじゃない。大学院に
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表象文化論研究室というようなものを作りました。研究者としてそういうものを目指してやりたいと、

それはいいんです。しかしそれは研究者の話であって、学生のためになるかというとそうじゃない。分

からないです、高校生はそれでは。もちろんそういう先端的な所をやる人ないし先端的な大学院大学で

はそれでいいかもしれませんが、多くの大学がそれを習うなんていうのは愚かなことなのであって、基

本的なことをゆっくりと確実に教えることが大事だと思います。ですからカリキュラムはおかしな名前

を付けることは一切やめて、それで大体多くの所は失敗していますね、よくご存じかと思います、―古

典的な名前にすべきであろうと思います。

　そして、大事なことは、その学問体系に従ったカリキュラムというものに具体的な課題なしというこ

とはあり得ないのであり、当然ながらそれぞれに具体的な課題が付いてくる。ですから、問題はさっき

の話の学問体系、カリキュラムを作ったときに、各カリキュラムに何が具体的な課題として要求される

かということを、現状の授業把握からくみ上げていくということであろうと思います。それさえできれ

ば実はあとはもう学問分野をシステマチックに配置すれば、ポリシーなんて勝手に出てくるというふう

に私は思います。もう自動的に決まります。問題はそこじゃなくて、そういったことをやるべき現実の

状況において何がどこでどう起きているかということをむしろ把握することであるというふうに思うわ

けです。その基礎があればポリシーは出てくるという基本的な考え方です。

　と言ったのもちょっと抽象的でしたので具体的な話をお話申しあげます。これは別に文学部全体とい

うよりは、ある部分でやっている。ただしおそらくこれは文学部全体にも通じることであろうと思いま

すけども、実践していることのご紹介です。ここら辺までは実践していますけどそこから先の重要なこ

とで、私が自分で申しあげつつやっていることは、課題であって実現するかどうかに関して私もいろい

ろ問題があると思いますけども、そこを目指したいというお話になります。

　例えば文学部の私どもの専攻の場合、倫理学専攻ですね。これはもう非常にはっきりしたコースで、

基礎科目を系統的に並べて 10 コースあります。要するにそれは日本、中国、インド、イスラム、仏教、

ギリシャ、中世キリスト、英、独、仏と、まあこういうふうになっているんですね。それの思想を学ぶ
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と。それぞれに関して系統的にまず概論思想史から入って、研究が入って特殊研究が入ると。まさに古

典的な。これが並ぶと何をどうするか一目瞭然であります。あとはそれに講読と演習が付いて、当然ディ

プロマポリシーと言いますか、これの目的がはっきりしていて、文学部においては卒業論文です。それ

以外何も考えなくていいと思います。それが何かということについて、それが社会に対してどういうこ

とが貢献できるかに関しては、実際今できて成功している卒業論文の成果から嘘じゃない作文を作れば

いいんです。逆ではありません。というふうに思います。

　というわけで、じゃあちょっとこれを落して、さっきのワードを開けてもらえますか。それを並べる

とこういうふうなコースになっていまして、一目瞭然ですね。ちょっと字が小さいですけども、こうい

うふうな並びになっていて、学生はこれを見ると自分が何をどこでやるかというのがはっきり分かるの

です。あとはそれが実際授業の中でどのように各授業の例えば演習であるとか、日本思想で言うと最初

日本思想史からいきますね。で、研究に来て、講読に来て、演習に来て、それぞれの具体的に今どこで

何をやっているということを伝えればいいのであって、それ以上余計な作文はいらないと思います。

　要するにこれはなぜそういうことになっているかと言うと、その大学が何かを作るのではないわけで

すね。学問体系がそうなっているからそれに従うだけであって、あとは古典的な授業配置で非常にはっ

きりするのではないかと思います。昔この体制であったのを、なにかここ 2、30 年の間にゴチャゴチャ

にしてしまって、結局何をやっているかというともとに戻そうとしているのではないかなと私は思いま

す。

　という例えばの例です。では、ちょっと落してください。

　さっきのまたパワーポイントに戻してほしいんですけども。ですから問題は、今のようなカリキュラ

ムの体制を作っておいた上で、それが現状学生の前でどういう状況になっているかということを教員が

お互いに理解する、現状を把握することが大事であろうと思います。

　というわけで３番目ですね。授業の状態をきめ細かく把握するということなんですね。当然それの一

番核心は成績評価です。それが核心なのであって、成績評価で可と不可の違いのラインというのが、要

するにカリキュラムポリシーです。それ以外のことを言ったらインチキじゃないかって、それだけです。

そのときに、ただそうやると場合によっては画一化になってしまうので、授業を把握する、それが最終

的に結実するのが成績評価ですけれども、成績評価はしかしながら非常に多様な資料、状況というもの

を把握した上でやるべきだというふうに思います。最近言われている言葉で言うとポートフォリオとい

うことですね。

　こういうことを考えていくと、本学で私が非常に問題だと思うのは、根本的な問題として、大教室授

業ではこれは不可能です。機械に頼るのではなくて人を増やさなくちゃいけない。もちろんいろんな経

営的な問題があることは分かっていますけれども、一番問題になるのはおそらくその授業の状況を把握

するということにとっては、大教室授業でやりながらしかもきめ細かい授業を把握というのは無理です

ね。人との関係を大事にする。人が人を手当するということがやっぱり大事なんだというふうに思いま

す。次に行ってください。

　そのためのもう少し具体的な手法の話を申しますね。これはもう前回とか前々回にやった話なので、

細かいことは繰り返しませんが、例えば、全員の先生がすべての授業に関してそういう労力をとること

はまず不可能ですけれども、どの先生もその組織の中でコアとなるものの一部を担っているような、例

えば概論とか、あるいは演習でもいいです。一番その組織の中で重要な授業の一つというものを多分お

持ちですね。それについて一教科でもいいです。細かいポートフォリオデータを取るということですね。

例えばノートを時々提出させて、全部PDFファイルに落しておいて、授業の中でそれを学生に見せます。
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これでかなり学生のノートは良くなります。そういったデータを教職員間で共有するんですね。

　そういうことをいろいろやり、これは前にも話していますから重複になるので省略しますけれども、

そういうことをやった結果重要なことは、一人でそれを把握して、自己満足というか、やっているだけ

ではしょうがないので、今はデータは非常に簡単に PDFファイルとか、ファイル化できて、何年分も

の試験もたった２Ｇかのメモリがあればそれに全部入りますから、組織的にそういう所に全部しまって

おいて、別にわざわざそれで発表しなくていいので、教員が時々勝手に見られるようにしておくんです

ね。ほかの先生がどの授業でどういう試験をやっているのか、全部 PDFファイル等で見ることができ

ます。そこでどこで可と不可のラインを引いたか見えるようにしておく、そういうことです。そういう

ことをやりながら、その授業で目的になっていることというのをマップ化していく。こういうことが大

事だと思いますね。次に行ってください。

　データを共有してそれを可視化し、見える化する、ということですね。これをやりますと、例えば

一つできるようになることがあります。10 年前の学生と今の学生の内容はどういうふうに変わったか。

これは今までだと調べようが実はないんですね。恐らくは成績評価の基準が変わっていますから。とこ

ろが、10 年前の答案が取ってあって、可と不可のラインが見え、今年の答案が取ってあって可と不可

のラインが見えますと、これは比べることができます。そういうことをすると、ＦＤでも何でもやって

も効果があったかどうかを検証できます。こういうことはデータを採らないと無理です。点数だけ見て

も実は内容は分かりません。評価基準が 10 年間一緒ということはなかなか難しいです。そういうデー

タを組織的に集めていく。

　私の場合は、携帯を使って毎授業やっていることは何度か話しましたから置いておきますけども、最

低限ノートを何回か集めるとか、それから試験ですね。それからその時の優、良、可、不可、そして可

と不可のラインのところ、ここに関してはサンプル答案として取っておいて、しかもそれを教員がお互

いに見られるようにしておく。

　ただし成績評価というのは、教員個人の先権事項ですから、もちろんあまりにもひどい場合はともか

くとして、基本的にはこれは参考資料で、例えばそれをもとに何か問題を厳密に指摘し合うとか、何か

そういうことはしない。ただ見るだけというのが重要だと思います。その中でも成績の評価の仕方とい

うのは人によって違っていいし、甘い辛いがあっていいし、みんな同じにする必要はない。むしろそれ

を知っているということ。そして、なんであの先生はそんなに厳しくしてどういう考え方で、この先生

はどうして甘くてどういう考え方かということが分かっているということが大事で、しかもそれが承認

できるということが大事なんですね。妥当な内容の相互認知を作るということです。その過程で組織は

少しづつよくなっていくと思います。

　さまざまなポートフォリオの取り方があるし、例えば簡単なのは、私は早口でこうやってちょっと問

題が多いからということで、IC レコーダーに録って聴くとか、こんなのは簡単にできます。それを時々

研究室で、BGMの代わりに聴きながら何かするとかですね。これは自分の授業がよく分かります。そ

ういうデータファイルも残していくというようなことを繰り返すと、いうふうなことであります。それ

は、しかし一人じゃなくて全員で共有する資料とする。この辺はまさに課題であってうちでできている

という話ではなくて、できていないのでやらなくちゃね、ということであります。それじゃあ次、お願

いします。

　それで、去年までやったこととちょっと違ったことを今年から始めたので、そのことを話そうかと思っ

たんですけども。あと時間何分ぐらい？もう終わりですか？

はい、じゃあここから先の話は、何かの機会の時にまたすることにして、要するに私が申しあげたいこ
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とは、ポリシーというのは基本的には日々の教育実践の中で決まるということ。その前提として学問体

系があってそれに準じたカリキュラム体系があること。そしてそのカリキュラム体系を現実の学生に教

えたときに、どこで何がどう引っかかって、どのハードルを越えさせなくちゃいけないということを、

具体的に教員が何をどうやっているかということとともに共通認識していく。それが分かれば、自動的

にもうポリシーは決まります。それだけです。その逆はできないであろうというふうに思います。です

から、要するに作文よりもと言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、敢えてそう言うと、作文よ

りも何がどこで問題になっていてどういう努力を教員がしているかということを、組織の中で共通認識

を持つ、この努力が大事であって、その上にまさに上手な作文をするというふうな考え方であります。

以上です。

○加藤：どうもありがとうございました。

　3ポリシーの作文よりは教育の実践というところで非常に刺激的な表現でしたけれども、やはり今回

の３ポリシー、これは認証評価のためだというのは言いすぎなので、やはり建て前と本音をどう見るか

という部分がありますけれども、やはりこの３ポリシーを作文することによって授業改善と教学改善の

方向性が見えてくる、というのが今日の佐藤先生の御趣旨ではなかったのかと思います。

　その部分について透明性確保、いわゆる教員が教員の授業を公開していくというようなところ、その

共通認知のきっかけになるのはまさにカリキュラムチェックリストとか、そういうようなところにある

のではなかろうかというところで論争があるところだと思いますけれども。続いて、21 世紀アジア学

部の中山先生、お願いいたします。

◆事例報告　21 世紀アジア学部

○中山：中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

　今日は諸先生・諸先輩方のお話があって、また最後に場を汚すよう

なお話で申し訳ございません。体力も哲学もありませんが、これまで

企業の教育カリキュラムやプログラムをずっと作っておりますので、

そのようなことは多少今般のＦＤのお役にたてるかと思います。

　今日お話を少しさせていただきますのは、まだ構築途中でございま

す。ですので、学部全体の総意で出ているものではない部分もござい

ますので、その点はお許しいただければと思います。

ご存じのとおり最初にポリシーを作る前でございますが、当然これは

建学の精神や設立趣意書のところの話でございます。よく出てくる言

葉はここで私がお話するまでもなく、「実践」が多ございます。そし

て「活学を講ず」ということで、これが当然この３ポリシーを作る前

に考えるべきものであると思っております。

　そして、これも大きな話でございますが中教審のいわゆるクリスマスのレポートでございますが、先

ほど佐藤先生のお話がありましたとおり、ＤＰ、ＣＰ、ＡＰを作りなさい、そしてＦＤをやりなさいよ

というようなお話だと思います。われわれ 21 世紀アジア学部は、グローバルアジア研究科と一緒にこ

れまでＦＤをかなり重ねてきております。各学部の実施状況がどれぐらいか正確に把握しておりません

が、私どもはこの答申の前の 2007 年頃より始めておりまして、もう今年で４年目でございます。毎年

大体平均年５回ぐらいのＦＤを重ねており、その中では合宿も含め、できるだけ多くの先生に参加をし

ていただいております。学部の学生や大学院の学生も一緒に入っていただく拡大ＦＤも年に１回実施を
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していると、こういう状況にございます。多くは学内の教員が講師を務めるのですが、外部からも毎年

１名ないし２名ぐらいのゲストスピーカーをお呼びして、学外の見地からさまざまなアドバイスも頂戴

しております。これまでには、現在多摩大学・グローバルスタディーズで、学部長をされております松

林先生、この方は企業の経験もございますので、両方共の視点からお話いただきました。また一橋大学

の杉山学長、そして企業側からもということで、企業や学校関係者の方にお越しいただいてＦＤを進め

てきております。

　順番にまいりますが、まず研究教育上の目的でございますが、これは、日本と国際の将来を担う人材

の育成を目指しております。これは大きなところでございます。また、「国境を越えて建学の精神を世

界に問い、新たな研究領域空間を拓かんとする」、これが今検討をしているところの一番大きな題目で

ございます。そして、アドミッションポリシーでございますが、これはそれぞれいろいろあると思いま

すが、高等学校教育を修了した、本学部の教育をよく理解したなど、このようなことですが、最後、強

い意志と夢をもった女性を優先するなんていうことも掲げております。女性を優先するとどこまで書い

ていいのか少し分かりませんけれども、女性を増やそうということを明確にしております。

　いわゆるこういう話の際は、経営戦略の３Ｃ（大学・学生・競合）というフレームワークでよく考え

ますが、今までの部分は、ずっと学部だとか大学の視点が多ございました。ですので、これだとやはり

うまくいかないだろうということで、今日の佐藤先生の話とは少し違う軸でございますけれども、いわ

ゆる学部や大学の話、それと、学生の視点、そして競合です。経営的な視点でも入れておきませんと、

学校経営が成り立たないだろうということで、今までお話したのはこの自らの視点の部分でございます。

　そして、学生の視点として行いましたのは学生に対してカリキュラムに関するアンケートです。学生

に対して、必修科目の科目数は多いか少ないか、科目の中で廃止したほうがよいものがあるか、こんな

ことをもっとやって欲しい、もしくはご意見を自由に書いてください等ということをお聞きいたしまし

た。

そうしましたら 74.6%、これはこのままでいいという意見ですね。大体こういうアンケートを採ります

とこのままでいいという意見が多ございます。あとは、廃止したほうがいいというのも少しございまし

た。ですので、いくつか出てきましたのでこういうものも少し参考にしようかと思っております。何か

意見ありますかとお聞きしますと、もう８割近くの人は満足だと言っているわけですね。これを鵜呑み

にしてもいけませんし、反対意見も鵜呑みにしてもいけないと思いますが、ひとつの参考資料はこんな

形でございます。

　よくよく考えますと、こういう学生の声をどこまで聞くべきなのか、という話もございます。ここで

よく考えてみますと、この３Ｃ（大学・学生・競合）の図はやはりちょっと間違っているぞと。この学

生はお客さんじゃないのではないか。お客さんは誰かというとやっぱりこれは親ではないかと。お金を

払っている人が何を求めているのか、これも大事な視点でございます。

　次に確認を行ないましたのが、親の声でございます。父母懇談会でございますが、毎年私どもアジア

学部は、５月頃に実施させていただいております。ここに来ていただく親御さんに対するアンケートを

採らせていただきました。まず要望は何があったかと言いますと、８％はクラブに関することでござい

ます。確かにアジア学部もクラブに所属する学生は多ございます。これが１つ目です。２つ目は、その

他でいろいろでございます。３つ目は何かというと修学に関するもの。いわゆる成績、これは大丈夫か、

卒業できますかという質問でございます。最後は何かと言うと、やはり就職です。これはもう聞くまで

もありませんが、大多数で 60％でございました。

　それでは、実際のところはどうかといいますと、本日は午前中に９月入学の入学式がございました学
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長からのお話もいただきまして、就職率 83.6％という数字でございましたが、私はあまりこの数字はみ

ておりません。と言いますのは、これは就職希望者に対する数字。もう皆さんご存じのとおりでござい

ます。実際はというと 51.8%、これは大学全体でございます。それでは、残された 48.2%の学生はどこ

に行ったのかと。調査をいたしました。アジア学部は留学生の中には、帰国する留学生がおります。そ

れと大学院に進む学生がおります。比較的大学院に進む学生が多い学部で、それも学外にかなり進学し

ております。そして、就職、進学、帰国の数値を足しますと、それでも 70％ぐらいですので、残り３

割はやはりこれは希望した進路に進めていないのか、もしくは進路届けを出していないのかですけれど

も、こういう学生が約３割くらいは埋没しているであろう。こういう現状でいいのかということがたい

へんな疑問であり課題であると感じております。

　今の話から、それでは、出口から考えましょうということで、やはり建学の精神、アジア学部がどう

いう方向を目指しているのか、これが当然理念としてあります。そしてＤＰ、ＣＰ、ＡＰとあります。

今ひとつ考えてございますのは、就職を希望する学生に対してですが、これはやはり出口から考えて、

企業はどういう人材をほしがっているのかというこれは、ひとつの新しい試みでございます。実は来年

度より企業とタイアップした講座の準備を進めております。企業の方に来ていただいて、これはもう他

学部・他大学でもやっているかと思いますけれども、授業を実際にやっていただいて、ここからが違う

のですがインターンシップも面倒を見ていただき、そして最後は就職の指導までそこでやっていただこ

うということでございます。複数の企業の方に来ていただいて、その企業がほしい人材のカリキュラム、

これを考えていただくというのを今ずっと進めております。出口からカリキュラムを作り始めておりま

す。ただしこれはあくまでも就職希望者でございますので、これからもう少し違うところもご紹介いた

します。

　その他、これと同時に専門のプログラム教育というものを進めております。大学でございまして、専

門学校ではございませんので広くこのアジア学の知識も同時に身につけていただかなければなりませ

ん。このことを担保しつつ新しいカリキュラムというものを今作り始めております。これは中教審の答

申でございますが、「順次性のある」、これがキーワードでございます。そして、本学の基本的な考え方、

読書、体験、反省、そして知識の実践と水準を高めると、日々の実践、こういったいわゆる建学の精神

だとか、もともとの理念を踏まえて今現在カリキュラムを考えております。現在アジア学部は交流アジ

ア、アジアビジネス、そしてアジア探究と３つのコースがございます。今後現在プログラムでございま

すスポーツを一本の新しい柱として、スポーツアジアコースという形で４つのコースを今準備しており

ます。

　さらにそれぞれのコースの中に、本日学長先生からもお話をいただきました日本語教員養成課程、実

際に海外に行って日本語の先生をやるというプログラムもございます。また、NGO・NPOに将来進み

たいという学生向けのプログラム、これも実際現場に行きます。つまり海外のNGOの現場、日本国内

のNPOの現場に行って、現場を知って実際にそこで働けるようになる、こういうプログラムもござい

ます。また、アジアビジネスの中では旅行、ホテルだけに特化したもの、もしくは流通や外食だけに特

化したもの、これはこれからアジア地域に進出をしていく企業と連動したプログラムでございます。つ

まりこれからアジアの地域で新しく企業を作っていこうという会社はたくさんございます。こういう企

業に来ていただきまして、出口を担保した上でカリキュラムを作っていこうというのが１つの狙いでご

ざいます。探求アジアコースには今文化遺産プログラムがございまして、これはもう古くから本学には

イラク古代文化研究所がありますので、これをベースに作らせていただいております。

　そのほかに、語学を中心に学びたいという学生、そして、BM5 と言ってアジア学部と大学院グロー
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バルアジア研究科が共同で作っております、５年一貫性のプログラムでございます。５年間で修士の学

位まで取得し、中国で２年半勉強してくるプログラムでございます。後ほど少しご紹介します。こういっ

たプログラムはありますが、やはり従来の広くいろいろなものを学んでみたいという学生もおりますの

で、これらの学生が履修できるように教養アジアというところで残してあります。

　具体的なお話をもう少しだけさせていただきますと、このスライドにあります形が現在のイメージで

ございます。少し象徴的に出しておりますが、どんぶりですね。これは少し皮肉っておりまして、どん

ぶり勘定だとか、どんぶりカリキュラムだとか、そういう観点でございます。必ずしも今これが現実と

いうことではありませんが、最初の作った形からだいぶ変わってくると、こうなってしまうといけない

と思いまして、一応の注意喚起でございます。これを中心にわれわれが今考えておりますのは、先ほど

申しあげましたプログラムが全部で７つ用意しております。学生は最初に入ってきたときにどのプログ

ラムに参加したいかということを決めていただく。基本的には総合科目が 26 単位、情報科目が 4単位、

そして語学が 26 単位、文化パフォーマンスが２単位、これはどのプログラムも共通、今の学則どおり

でございます。これで 58 単位ございます。これは各プログラム共通でございます。

　そしてもう１つアジア学部の特色であります海外語学研修です。これは、1ヶ月間全員が海外に行っ

て勉強してきます。このプログラムは就職活動のときにもたいへん役立ったという意見もあります。こ

れも入っております。そしてインターンシップでございます。企業のインターンシップを探すのは大変

ですけれども、なんとかもう少し広げていければと思っておりまして、国内外のインターンシップをやっ

ております。

　これはほぼすべてのプログラムに共通しておりますが、これらを踏まえていわゆるプログラムごとの

学習を作っております。これが順次性のあるプログラムというものでございます。１年、２年に大体１

週間に３コマずつそのプログラムに特化した授業が用意されているという形でございます。理想的には

やはり１週間に４つ、もしくは５つぐらいあるといいのかなと思うのですけれども、どうしても広い教

養と専門知識というところの両立の問題がありまして、今のところ週３ぐらいでどうかと。そして、あ

とはこのどんぶりにあるものを好きなように取りなさいという話でございます。ただしこのプログラム

もプログラム指導、履修指導というのをしっかり行ないます。各プログラムごとに専門の担当の先生が

決められておりまして、そこでどの科目を取っていくのか、ということをきちっと履修指導していくと

いうことを計画しております。

　それぞれのプログラムをもう少しだけご紹介しますと、日本語教員はご承知のとおり日本で日本語教

員の勉強をしたあとは海外、キルギスと大連という所でございますが、ここで１年から半年の海外イン

ターンシップをするようになっております。NGO、NPOは当然国内外でボランティアの実習、ホテル、

旅行も同様でございます。そして、文化遺産も海外での実習。そして語学留学は当然海外、これは１年

を想定しております。１年間海外に行ってきなさいと。そして BM5 というのもこれももっと長くて、

中国だけですが２年半海外で勉強してくる。しかも現地の企業で半年インターンシップをしてまいりま

す。ですので、相当中国の文化をうまく勉強して帰ってくると。こういう形で各プログラムを用意して

ございます。

　あと少しだけでございますが、順次性のある体系的な教育ということで、先ほど申しあげましたとお

り、日本語教員や、このホテル、旅行というのをサンプルにお出ししますと、１年次は順番に履修をす

るものは決まっております。そして２年次も当然この順番どおりに取っていくという形になっておりま

す。ここまでが読書の部分でございます。そして３年になりますとそれぞれのプログラムは海外、現場

に行きます。これが実践の部分でございます。日本語教員は海外に行って日本語の先生、旅行やホテル
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のプログラム、ＮＧＯ・ＮＰＯも国内、海外のインターンシップをやるということでございます。そし

て、最後４年生になりますと、就職活動と同時に卒業研究でまとめる。これが反省ということになれば、

読書、体験、反省という国士舘のポリシーに則った形でカリキュラムを構築しているというところでご

ざいます。

　もうそろそろ終わりになりますけれど、これは実際にキルギスに行った学生が日本語教員として活躍

しているところでございます。１年間放り出されるという表現をされている先生もいましたが、本当に

キルギスに１年間放り出されます。それでもう１年間本当に海外に行ってやってくるわけですね。です

から、まあ帰ってくると学生の目が違うというのがわれわれの感想でございます。たいへんつらい経験

をして帰ってくるんですけれども、なかなか良い学生になって帰ってきます。実際にこれに参加した学

生は今インドネシアのジャカルタで、国際交流基金の派遣で実際に日本語教師として現地で働いている

方もいます。

　次に BM5 で、２年半中国の大連キャンパスでの様子です。これは私が先日行って撮影した写真です

けれども、大連という所でこういう様にこちらから学生が行って勉強をしているという姿。これは２年

半も中国にいますので、当然中国語がペラペラになって帰ってきますし、中国の文化と経済等を学んで

帰ってくる。こういう寮生活をしていると、夜も楽しく仲間で飲んで語らっているわけですね。

　それで実はここで悲しいお知らせですけど、ここで飲みながら話しておったら学生がこう言うんです

ね。「先生、相談があるんですけれども」。何ですか？と聞いたら、「実は私もうこのプログラムが終わっ

ても日本に帰りたくない」と。現在５名が行っております、このプログラム。そのうち４人が帰りたく

ないと。なぜですか？こう聞いたら、ああいっただらけた環境で私は勉強できませんと言うのです。中

国に来てこんなに熱心に勉強をしている空間があると私は知りませんでした。５人のうち４人が帰りた

くない。そのうち３人はもうこれが終わったら海外の大学に留学しにゆく計画です。１人は中国に残っ

てそのまま勉強させてくださいと。お願いですからそういうプログラムを作ってくださいと。これは

ちょっとショックでしたけれども、まあそれが現実だと思って今努力をしているところでございます。

　こういった形で競合他の大学のことも考えながら、いわゆる日東駒専、大東亜帝国、こういう所も少

し鑑みながら現在カリキュラムを作っているというようなところでございます。

　早口で恐縮でございましたが、以上でございます。

○加藤：どうもありがとうございました。

　非常に多様性のある３ポリシーと言いますか、素晴らしいお話を聞かせていただきました。たいへん

時間が迫っているんですが、質問を３分ぐらい、一人ないしお二人ぐらいのフロアからご質問を受けた

いと思いますけど。ございますか？　よろしいですか。それではなければこれで終わりたいと思います。

　非常に３ポリシーの問題、カリキュラムの問題は人事がらみ、政治がらみ、それぞれの教員の教育観

や理想が問われる領域です。本日のこのシンポを契機として国士舘大学の学部、各学科の中で素晴らし

い議論が沸き起こることを期待して、シンポを終わりにしたいと思います。

○司会：ありがとうございました。

　以上をもちましてパネルディスカッションを終了いたします。加藤副委員長、それからパネラーの皆

さま、ご苦労さまでした。それでは吉川教務部長より閉会のご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願い

いたします。
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閉会の言葉
吉川　吉衛

（教務部長）

○吉川：皆さま、たいへんありがとうございます。

　あまりにも早くディスカッションのほうが終わりまして、何をお話した

らよいか、ちょっと一瞬頭が白くなってしまいました。本日のパネルディ

スカッションを企画、立案、実行されたご関係の皆さま、本当にありがと

うございました。とりわけ遠いところをお出でいただきました佐藤浩章先

生に心から御礼申し上げます。また先生は、たいへんお話がお上手で、個

人的な話から本学の話を導入の部分で出されて、本学の強みはストーリー

のある大学だと、これはたいへん強みなんだということをおっしゃってく

ださいました。ありがとうございます。

　そういう建学の精神、教育の理念に基づく３つのポリシーの作成を全学挙げて取り組んでいるところ

でございます。ただ、本日の話を聞いておりますと、言ってみれば北極星の話から、いわば南十字星の

話までなかなかかみ合わないのではないか、かみ合わないどころかお互いに意見が見えないのではない

かというような思いがしないでもないのでありますが、しかし同じ地球、同じ大学でありますので、わ

たくしは建学の精神、教育の理念に基づく３つのポリシーづくりというのは可能だと思っています。そ

ういう意味で、「夢をあきらめない」と思っています。夢をあきらめないと教務部長が言い切る限りは、

一定の根拠があるわけでございます。川田先生は直接存じあげないのですが、木阪先生に置かれまして

も、中山先生におかれましても、オープンキャンパス、これは大学そのものを高校生の皆さん方、親御

さん方に見ていただく“場”でございますが、そこで「夢をあきらめない」というＴシャツを木阪先生

も赤いシャツでございますが、中山先生も黒いシャツでございますが、お召しになっておられました。

これは、言葉どおりの愛校心の表れである。こういう先生方がキーパーソンでおられるわけであります

ので、おそらくは建学の精神、教育理念に基づく３つのポリシー、これは可能であると思っております。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

○司会：ありがとうございました。

　それでは以上をもちまして、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

アンケート用紙がございますのでご記入いただきまして、あとで出口のほうに回収箱がございますので

お入れください。

　それから引き続きまして、これから本館の 10 階で先生方を交えまして意見交換会をしたいと思いま

すので、そちらのほうにできるだけ皆さんのご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

午後 4時 30 分　閉会
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