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午後１時 30 分　開会

開会のことば
磯辺　武雄
（副学長、FD推進室長）

磯辺　みなさんこんにちは。本日は学年度末で何かと一番お忙しい時期に、このように多数ご出席いた

だきありがとうございました。朝起きましたら雪が降っていましたので、きょうの出足はどうかなあと

心配しておりましたけれども、このように多くの方にご出席いただきましてホッとしているところでご

ざいます。

　なお、本日は本学をはじめ、他大学と連携いたしましてリメディアル教育に関わっていらっしゃいま

す、ベネッセコーポレーションの影山裕介様にご出席いただいております。影山様にはご多忙の中ご出

席いただき誠にありがとうございます。影山様には後ほど本学をはじめ、他大学のリメディアル教育の

取り組みの現状につきまして、ご報告をいただくことになっております。

　さて、今日ご存知のように大学の全入時代を迎えまして、学生の確保が今大変に厳しい状況にござい

ます。そのために各大学、特に私立大学におきましては、いろいろな入試の選抜方法をとっております

けれども、その中でAO入試、推薦入試によって入学してくる学生が全体の５割を超えるといった状

況にございます。こういった背景によりまして、基礎学力が大変に不足している学生、つまり基礎学力

が不足していて、以前の入学試験ですと当然合格をしないような学生が、今は大学生として入ってくる

という状況にございます。したがいまして、入学はしたものの、基礎学力がないということで授業につ

いていけない、課題レポートは書けない、そして高学年次に進むと、卒論だとか卒業研究がうまく書け

ないという、こういった課題が今生じているわけでございます。このことは、本学だけではなく他大学

においても共通する課題でもあるわけでございます。

　こうした状況の中で、今本学をはじめ他大学では、リメディアル教育というものを積極的に導入して、

こういった学生に対応しているというのが現状ではないかと思っております。このリメディアル教育と

いうのは本来アメリカから起こってきているのですけれども、アメリカで言うリメディアル教育という

のは、次の段階へ進むための教育という意味で、日本で言うリメディアル教育とはちょっと概念が違う

ように感じております。本来、リメディアルというのは、救済的なとか、あるいは治療上のとかいった

消極的な意味であり、日本の場合には、一般的には補講とか補習とかそういう概念でとらえている場合

が多いようでございます。

　そういうことで、リメディアル教育といっても、その概念というのが非常にあいまいで、そのために

各大学のリメディアル教育の取り組み、特にどういう教育内容、どういう教育方法でやっているかとい

うのは大学によって非常にさまざまで、そういう意味で、リメディアル教育においてどのような取り組

みをしたら一番いいのかという、そういうところがどこの大学でも共通の課題として模索しているとい

うのが現状ではないかと思っております。

　そういうことを踏まえまして、きょうベネッセコーポレーションの方が幸いにも他大学との連携で、

他大学がどう取り組んでいるかというご報告がございます、また３学部のパネラーからもその取り組み

状況の実情報告がございますので、こうしたベネッセさんの報告、３学部からの報告を踏まえながら、



2

本学として、これからのリメディアル教育について、全学としての取り組みはどうあるべきか、という

ことについて、ご議論ができればありがたいなと思っております。

　きょうは限られた時間ではありますけれども、どうか有意義なシンポジウムになりますことを期待し

ておりますのでよろしくお願いします。以上をもちまして開会のあいさつといたします。
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挨　　　拶
朝倉　正昭
（国士舘大学学長）

朝倉　こんにちは。きょうは足元悪い中でございますが、こんなに多く参加いただきましてまことにあ

りがとうございます。

　今、磯辺室長のほうから今日の状況等について話がございました。まさにそれらの内容に含まれてい

たことでございますが、本学も入試が先だって今年度の後期入試まですべて終了したわけでございます。

その中で各学部とも判定会議等通じて、自分の学部学科についてこれらの学生でいいのかということの、

いつも、大きな課題を背負った判定会議であっただろうと思っております。

　その中で、どこの大学でも入学学生の確保が非常に大きな課題であるのは言うまでもございませんが、

その中で二極化しています。特に一般試験で入ってきている学生さんと対比するわけではありませんが、

AO入試、あるいは指定校推薦の入試制度で入ってくる学生さんの二極化ということで、普段の授業の

運営も大変難しい、その中で先生方がご苦労されているというわけでございます。

　そういう面で、このもう何年になりましょうか、６～７年前からこのリメディアル教育の話題が出て、

本学でも４年 5年になりますか、模索がはじまって取り入れていただいた。本学でも三つの学部が取り

入れられているわけですけれども、そういう中でますます、少子化の傾向とともに、二極化の傾向が大

きな課題であろうと思います。それだけ先生方に大きな負担がかかるわけでもございます。そういう面

で、より良き学生確保と、それからレベルの維持と、それから学生さんを途中退学させないで卒業に向

けて進めていくという、大きな課題に対する下地作りもここにあるのではないかと思っております。

　そういう面で、本日は三つの学部のいろいろ挑戦された今日の状況等についての報告があり、また、

先ほどご紹介がありましたベネッセの方のご協力もいただきまして、総合的な観点でのディスカッショ

ンができれば大変ありがたいと思っております。

　本日は他学部の関係の先生方も参加されてるようでございますので、学部それぞれの特徴の中だとは

思いますが、ぜひ関心をいただいて、今後についての一つの大きな課題ということでご認識をいただけ

ればありがたいと思います。

　最後に、ＦＤ推進室の関係の方のご苦労に感謝しまして、あいさつといたします。どうぞよろしくお

願いいたします。
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プログラム

「リメディアル教育の現状と課題」

第４ワーキンググループ　座長　	 文学部教授	 濱中　　修

ベネッセコーポレーション　	 大学事業部	 影山　裕介

政経学部　	 教務主任	 永冨　隆司

理工学部　	 学部長	 福田　　勇

法学部　　　　	 教授　	 和田　義浩
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◆趣旨説明
司会　ありがとうございました。

それでは次に、趣旨説明に関しまして、第４ワーキンググループ濱中座長からお願いいたします。

濱中　第７回目の国士舘大学ＦＤシンポジウムを今日、開くこととなりました。今回のテーマは、先ほ

どからもお話が出ていますように、「リメディアル教育の現状と課題」です。

　この問題に関しましては、今、磯辺委員長および学長からもお話がありましたように、大変、重要な

問題でございます。しかし、わが国士舘大学では、現在、三つの学部でしかこの取り組みが本格的には

なされていないというような状況でございます。ですので、その先行している三つの学部の事例のご報

告をいただきます。またその三つの学部でリメディアル教育にご協力いただいていますベネッセコーポ

レーションの影山さんからも本学も含めた全学的、全国的な現状というものをお話しいただいて、その

上でフロアも交えて質疑応答をしていき、国士舘大学全体でこの問題に対する理解を深めていけたらと

思います。

それでは最初に、ベネッセの影山さんからお願いしたいと思います。
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◆委託業者報告
影山　ご紹介いただきました、ベネッセコーポレーションの大学事業

部で国士舘大学様の担当をさせていただいております、影山と申しま

す。きょうはたいへん貴重な会にお招きをいただきましてありがとう

ございます。

　これから約 35 分から 40 分くらいお時間をいただきまして、「リメ

ディアル教育の現状と課題」ということでお話をしていきたいと思い

ます。お手元に紙の資料の配付をされていると思いますが、こちらの

グレーに黄色地の表題からはじまる資料がこれからのお話の資料にな

りますので、前のパワーポイントでも同じことを示しながらお話をす

すめてまいりますので、ご覧いただきやすいところをご覧いただきな

がら、話を聞いていただけたらと思っております。

　まず簡単に自己紹介をさせていただければと思いますが、国士舘大

学様、多くの学部でお付き合いをいただいておりまして、アセスメント、自己発見レポート、新入生向

けアセスメントですとか、きょうの標題にもありますリメディアル、例えば入学前の教材ですとか、本

当に大変お世話になっております。ベネッセコーポレーションは、ご存じの先生と、ベネッセという会

社の名前くらいは知っているという先生と、いろいろといらっしゃると思いますので、弊社として今こ

ういった形で大学さんにお邪魔している「強み」みたいなところを並べているのですが、一言で申し上

げますと、高校および大学の現場に非常に多く足を運ばせていただいている会社です。これは自信を持

って申し上げたいと思います。高校であれば、90 パーセント以上の高校で、弊社の模擬試験や学習実

態調査ですとか、アセスメントを中心に、全国に高校まで 200 名の営業担当がいるわけなのですけれど

も、今の高校生の学力の状態ですとか、学習の習慣ですとか、先生方のお声ですとか、そういったとこ

ろを定性定量を含めて日本で一番持っているのではないかと。もちろん大学様におきましても、特にア

セスメント、これは後ほどご紹介をさせていただきますが、１年生向けの自己発見レポートのアセスメ

ントが、お陰様をもちまして全国で９万例を超える１年生の母集団を形成するに至りまして、学力の状

態もそうなのですが、意識ですとか学習実態ですとか、どういう経緯で大学を選んだのかですとか、か

なり幅広いところでデータは持っておりますので、そういったところも目に入れながら、お話を進めて

いきたいと思っております。きょうこれからは時間もそんなに多くございませんので、ポイントを絞っ

てお話をできればなと思いますが、大きく３点これからお話をさせていただきます。

　一つが、リメディアルというのはもう 10 年くらい前からいろいろな大学で取り組みが始まっている

のですけれども、なぜリメディアルが必要なのかというところを少し振り返りをさせていただきたい。

２点目が、他大学さんも含めて、同じ取り組みをされているわけなのですけれども、少し他大学さんで

の取り組みをご紹介、事例のご紹介ですね。３点目といたしましては、国士舘大学様、レッスンのお手

伝いをさせていただきながらリメディアル教育をさせていただいていますので、その辺の中身のご紹介

と、大きくその３本柱でお話を進めさせていただきたいと思うわけです。

　まず最初に、先生方に問いかけから始めさせていただきたいと思うのですが、きょうのテーマはリメ

ディアル教育の現状と課題ということなのですが、どうですかね先生方、ご実感。そもそも私もいろい

ろな大学さん、これまで 20 数大学、担当としてまわらせていただいているのですけれども、この会で

こういう言い方ももしかしたら失礼かとも思うのですが、リメディアル教育と導入教育と初年次教育と

入学前教育と何が違うのでしょうかと。それ以外に、育成する力を、学習力なのか就業力なのか、いろ
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いろとやらなければならないことって多く見えるのですけれども、まずはこういったところの目線合わ

せをきちっとしていただく必要があると思っています。

　きょうはリメディアルがテーマなのでリメディアルでいきますと、私は大学様にお邪魔していて、不

満というか、課題というか、お伺いするのは大きく二つなんです。一つが、成果が出ない。やっている

んだけど成果が出ない。もう一つが、人がいない、パワーが足りない。特にリメディアルというと、入

学前教育とされますね。ちょっと前後しますが、最初の見せた２番のスライドと３番のスライドと、簡

単に分けるとこんな感じなんです。つまりリメディアルとか導入教育というのは内容ですよね。今日の

テーマのリメディアルであれば、教材ですとかｅラーニングなんかを使って、いわゆる学力、これは冒

頭に先生方のお話にもありましたが、最近は入試も多様化しておりますので、一般系で試験を受けて入

ってきた方と、推薦で面接とか小論文で入ってきた方と、単純に 11 月に合格が決まってから、一般の

方はセンター試験、１月２月３月と勉強する。勉強する時間がそもそも違いますし学習習慣も違います

し、学力を「補完」という表現が適切かわかりませんが、それを目的としてされている大学さんが多い

のかなと。導入教育というと、いわゆる専門教育で必要な意識であったりとかスキルであったりとか知

識であったり、これを育成していくというのが導入教育ですね。初年次教育というのは、これは時期で

す。低学年からキャリア教育だったりリメディアルを行っていくのが初年次教育。入学前教育、これは

読んで字のごとく、特にAO系や推薦系で入った方に対して入学前に取り組みをしていくと。他にも

なんとか教育というのはたくさん大学にはあると思うのですけれども、まずそもそも内容の話、あとは

時期の話。特に時期の話で申し上げますと、まずは入学前であれば長くて半年です。初年次教育につい

ても、基本的には１年間、場合によってはゴールデンウィークがあけたらもう学生さんの意識はがらっ

と変わってしてしまうので、最初の１か月でどう勝負をかけるかっていうところが非常に重要になると

いう話も多いですし、こういったところでは、限られた時間の中でどのように成果を上げていくかとい

うところが、おそらく今日のテーマであるリメディアル教育、今後さらに精度の高いものにしていくの

には重要なポイントになるのではないかなと思います。

　これから冒頭で申し上げましたようなかたちで、全国的な背景と国士舘大学様の現状ということでご

報告をしますが、今日お伝えしたいのは二つだけです。一つは、「目的はなんですか？」ということです。

期間的に限られていますので、なんでもかんでもは無理だと思うんです。いろいろなことを、就業力も

つけて、就職に生かして、学力もきっちりつけさせて、意欲も高めて、専門に必要なスキルをつけるな

んていうのは時間的にやはり無理ですので、そこの目的をいかにシャープにしていくか、優先順位をつ

けていくのかというところがおそらく今後の議論の一つかなと思いますし、もう一つが、精度を上げる

にあたっては、「学生さんの実態に合ったものですか？」ということで、それをちょっと後ほどお話し

させていただければと思うのですけれども、その辺の論点で先生方の今後の議論の一つの参考になれば

ということでこれからお話をさせていただければと思います。

　さっそくでございますが、まず４番のスライドですね。高大接続の環境整備、大きく３点、高校生を

取り巻く環境。高校生も変わっています、ゆとり教育の子たちが今大学生です。おそらく５年前 10 年

前と比べると、どの大学さんで聞いても、昔の学生とは違うと。教育を受けているカリキュラム、背景

が違いますので、高校生がまず変わっていますと。あとは、大学を取り巻く環境がもちろん変わってい

ます。これは入試の多様化、全入時代、もう 100 回くらい聞かれていると思うのですけれども、「大学

が変わっています」ということですね。あとは大学の取り組みもいろいろ進んではいます。

　リメディアルはもう 10 年以上前からいろいろな大学さんが取り組まれていますが、それぞれの一番

右側に課題点ということであげられていますが、まず高校生の変化というところで申しあげますと、二
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極化、これはご説明しなくても先生方ご実感お持ちかと思いますけれども、日本全体でいくと二極化で

すし、一つの大学さんで見ても二極化ですし、一つの大学さんの一つの学部の一つの入試で見ても二極

化なんです。非常に学生さんが多様化していらっしゃるというところがまず一つ。大学、特に入試が多

様化していて学生が二極化というところがありますので、なにか、高大接続、入学前なり初年次、この

時期にきちっと取り組みをしていかないと、高校４年生のままずっと大学生活を送ってしまう。高校４

年生と大学１年生の違いは何かっていうところなんですけれど、一言で言ってしまうと、自分でやるか、

人に教えられないとできないかということなのかと思います。大学はそういうところかと思いますので、

そこをきちっと指導していかないといけない。

　お取り組みの実態のところで言うと、やはりその効果検証ですとか、実際に成果がどのくらい出てい

るのかといったところがけっこう検証しづらいという課題があるのではないかなと思っておりますの

で、この辺の課題点をどのように解決していくのかといったところで、各大学さんがいろいろとお取り

組みや議論をされているということになります。

　まず入試のお話です。これはもう今さらです。いわゆる一般の方が青いですね。学力、これはイメー

ジ数ですのでイメージとしてとらえていただければと思いますけれども。だいたい３年生の 10 月ぐら

いまで同じくらいの偏差値を持っていても、一般系の子たちはここまで勉強しますので、学力というの

は上がっていきますよね。今このくらいのかたちで入学をされるわけですけれども、そこからAO入

試ですとか推薦入試、たとえば推薦が 11 月で年末に決まりますね、基本的には大学合格が決まればそ

んなに勉強するということはありませんので、大体学力は下がっていくということで、今はその二極化

の背景というものは、いわゆる単純な勉強する時期の関係、11、12、１、２、まあ３か月４か月その勉

強する経験という期間に差が出ますので、当然その分だけ入学時に偏差値の差が広がりますということ

です。じゃあ国士舘大学さんで、このような推薦系と一般系の偏差値の差がどれくらいあるかというの

を、後ほど触れさせていただきたいと思いますけれども、事実としては、こういう背景でもって学生が

二極化をしています。

　その次の６番のところなのですが、これが、同じ入試方式で入学をされていたとしても、けっこう幅

というのが広がっているのではないでしょうかというところです。これは入試の実際の数字なので、ど

の大学というのはお伝えできないのですが、国これもイメージとしてとらえていただきたいと思います

が、ベネッセでは全国で入試が終ったあとで、約 47、8 万人分の入試結果というのをいただいています。

どこの大学を受けて合格でした不合格でした、ベネッセは模擬試験も持っていますので、それぞれの偏

差値帯で、たとえば３年生の９月に偏差値が 50 くらいだった子が、どこの大学を受けて、一般で受け

て、合格だったＡ君Ｂ君Ｃ君、不合格だったＤ君Ｅ君というかたちで、こういった度数分布というのを

ほぼ全大学さん分持っています。これは入試の生データでこういうところでお出しすることはいけない

のですが、どうも見ていると、同じ大学を同じ入試方式で受けていても、度数分布のかたちがちょっと

こういう変化をしているという大学さんが非常に多いです。この変化というのは、要は、合格者の偏差

値帯を見てみると、幅が広くなっているんですね、偏差値。これはちょっと国士舘大学さんがどうかと

いうことはお話はできないのですが、おそらく複数の大学さんで見ているとこういう状況がありますの

で、同じ入試方式であっても持っている学力幅というのがどうも大きくなっているようだというところ

になります。

　学力が違うというともちろんそうなのですけれども、学力が違うということは要は学習習慣が違うと

いうことなんです。右下のベネッセの高校向けの学習実態調査、縦軸が偏差値ですね、４つに分かれて

ます。横軸が、一つ例として、宿題はやるけれど予習はしないというような項目に対する肯定回答率
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なのですけれども、ちょっと偏差値 55 以上くらいだと、予習中心復習中心という学習が定着している。

偏差値下がってくると、無回答や予習も復習もしないというようなかたちで、家庭での学習習慣という

ところがやっぱり偏差値帯に応じてそれはまあきれいに分かれます。当たり前と言えば当たり前なので

すけれども、見た目の学力が違うというのは、当然その背景である学習習慣が違いますということは一

つお伝えできるかなと思います。そしてもう一つ、これは 1990 年からちょっと古いのですが 2006 年ま

で、縦軸が学習時間ですね、赤黄色ブルーか緑と青で偏差値帯です。見ていくと、1990 年くらいまでは、

1996 年とかで見ていくと、偏差値高い子のほうが家でいっぱい勉強しているんです。当たり前ですけ

れども。ただそれが、今二極化と言いますか、特に偏差値 50 から 55 といういわゆる中間層です。中間

層が勉強をそんなにしなくてもよくなっている。これは言葉をひっくり返すと、そんなに家で勉強しな

くても偏差値 50 くらい取れちゃうんです。取りかたはいろいろあるのですが、一つは塾に行っている。

塾に行って勉強すれば偏差値 50 くらいは取れちゃいます。なんで偏差値 50 くらい取れちゃうかという

と、これはカリキュラムが変わって量的なものが減っていますので、それなりに家でそんなに予習復習

をこつこつやらなくても平均くらいは、つまり要領だったり塾だったりちょっとやれば取れてしまうと

いう状況になっていますので、特に国士舘大学さんというと偏差値 50 付近の方たちが多いと思います

ので、これくらいの同じ偏差値で入ってきた方で、偏差値というのは相対評価ですので全体が下がって

も偏差値 50 は 50 ですので、同じ偏差値で入ってきた方たちでも、おそらく少し前と比較をすると、そ

の背景となっている学習習慣というのはどうも変わってきているのではないですかという話になりま

す。

　この辺は先生方、釈迦に説法と言いますか、ご実感としてお持ちだと思いますけれども、そんなとこ

ろがあって、今入学前教育というのはもうスタンダードですね。多くの大学様で、特に今申し上げてい

るのが、推薦系AO系で入ってきた方たちと、一般系センター系で入ってきた方たちの学力差をしっ

かりと埋めていく、もしくはこの期間に学習習慣をつけさせる、ある程度学力を底上げするというとこ

ろの意味も含めて、入学前教育というのはスタンダードになっていますということです。

　現状、入学前教育は本当に各大学さんから高校に教材が送られてきたりとか、eラーニングの案内が

送られてきたりですとか、そういうかたちでやると、高校の先生方からは非常にありがたがられていま

すね。入学前とかリメディアルの話を大学さんとしますと、たいてい高校がやれよとおっしゃられるの

ですけれども、それも一つですね。今はそこを高校側に言っても、一般型入試の子たちの指導というこ
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とにどうしても注力してしまいますので、現状で言うと、今高校で推薦受かった子たちに対して、何か

学力補完というか学習をさせるというような雰囲気は、特に都市部ではまだ見られないように思います。

ただ、たとえば九州だったり東北地区というのは非常に教育熱心なところですので、良くお伺いするの

は、「推薦で受かったとしてもセンター試験までは勉強を続ける」という指導です。センター試験の１

月まではみんなで勉強するというようなかたちで、センター試験はちゃんと受けるんだよという指導を

される高校も多いように思います。また高大接続テストの話なんかもご存じの方がいらっしゃるかもし

れませんが、やはり文科省なんかも最後の１月とかそれくらいまでは勉強させるような制度を作るとい

う動きがあるはある。あるはあるんですが、まだ現状では入学前、高校のとらえ方としては、合格させ

たんだから大学であと必要なことをやってよというのが、現状しては正直なところかなと思います。

　一つですね、大学が入学前教育をやることの、高校側が感じているメリットというところで言うと、

高校の先生がやれっていうより、受かった大学のところからこれやるようにと言ったほうが、高校生っ

て主体的に取り組むみたいなんですよね。まあそうですよね。そうとは言わないですが、これ出さなか

ったら入学取り消しになるのかな、取り消しになるようなところはないんですけれども、ちょっとそう

いったところがあって、そこはうまく誘導しながら今後やり方があるのかなと思いますし、我々として

もそういったところを、高校ともお付き合いがありますので、大学だけのお取り組みをするというのも

我々としても考えなくてはならないなと正直思っています。

　繰り返しなんですが、入学前教育というのは今ほとんどの大学でされているようなかたちになります

ので、あとはこの精度をどうあげていくのかというところが今後の議論のポイントになるのかなと思い

ます。

　次の８番のところが、入学前教育の目的とか内容というところで、全国の大学にアンケートを取った

ものです。ちょっと古いですが、ここに出典が書いてあってありますが、2009 年度にベネッセが各大

学の学部長の先生方に調査をさせていただいて、全部でだいたい 380 の学部長先生から集めたデータが

お手元にありますが、やはり入学前教育の実施目的としては、学ぶ意欲の持続、学習習慣ですね。とい

うところでまた基礎学力の補完、もっと言ってしまいますと、これは文系の学部が多いですが、ここは

理系の学部が多いんです。後ほど理工学部の先生からお話があるかもしれませんが、理系の学部ですと

その学力がないだけならまだいいんですけれども、たとえば物理を履修せずに機械学部学科に入ってく

るということも多いと思います。これはどの大学さんでも非常に多いんです。数ⅢＣ、微分積分やらず

に入ってくるとかっていうこともけっこう多かったりもすると思いますので、そういうことから、最低

必要な学力補完というところを特に理系の大学さんではされているところが多いのかなと思っていま

す。

　ここからは、少し事例のご紹介ということで、これは冒頭に申し上げましたが、今日これからの私の

お話というのは、目的と短期間で成果を上げるために優先順位としてどこに注力した取り組みをされて

いますかというような視点でいくつか事例をご紹介させていただきたいと思いますが、今回はけっこう

有名な事例を集めましたので、もしかしたらすでにご存じの先生も多くいらっしゃるかもしれませんが、

ちょっと目線合せといいますか、特に目的と中身とシャープにされているようなかたちでピックアップ

をさせていただきました。次の９番のところ、聖学院大学、大宮にある大学さんですね、面倒見がいい

大学して有名な大学さんです。

　聖学院大学さんが入学準備教育としてされているのが、これは目的は学力補完だと思います。聖学院

大学さんは半分以上が推薦AOで入って来られるので、本当に基本的な学力がつかずに入学してくる

方が非常に多い。じゃあ面倒見がいい大学として何をしていますかというところなのですが、11 日間
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１日 90 分４コマを、４名予備校の先生を、地域の予備校の先生です、やっぱり教科ごとに教えるのが

うまいですので、地域の予備校の先生に予備校みたいな講義をさせるんですね。もう一つ肝があって、

講義をするだけではなくて、先輩チューターを各クラスにつけて、昼休みに入学生との面談であったり

とか、大学の中身を少しお伝えするようなかたちであったりですとか、文章系を添削をするっていうの

が先生ではなくて先輩が添削をしてあげて入学予定者に返すというような感じで、目的は学力補完で、

かなり 11 日間でみっちりとやりますので、その成果としては、同じメンバーでずうっと通ってやった

り先輩と話をしたり一緒に学習したりご飯食べたりしますので、入学時点である程度グループ化という

か友達ができた状態で入学をされるという効果があったりとか、あとは 90 分の授業というのを 30 コマ

とか 40 コマ分くらいやりますので、90 分の授業に少し慣れた状態で大学をスタートできるというとこ

ろもプラス効果としてはどうもあるんだというお話をうかがいますが、かなりここまでやるのは、聖学

院さんというとたしか学年で 5～ 600 人だったと思いますけれども、その規模だからできるというのも

当然あると思うのですけれども、推薦AO系の学生の学力補完としてはみっちりされている大学さん

の事例です。ただこれは希望者に対してやっているということです。

　その二つ目ですね、次の 10 番のスライドをご覧いただきたいのですが、これは今けっこう多くの大

学さんで相談窓口を作る、特に理系の大学さんであれば数Ⅲとか数学とか物理とかを相談室みたいなか

たちで開設をして、何か勉強のつまづきのある学生さんに対しては補完していく、これは例として足利

工大さんを出したんですが、多くの大学さんでこういった相談室みたいなところを作ってやってらっし

ゃいますということですね。

　同じ規模の国士舘大学さんでも理工学部の中で先生が教えられたりされていると思うのですけれど

も、同じです。それ以外の、学力、何か勉強についていけないとか、ちょっと不安があるという方に対

して、基本的な学力をきちっと教えていくという機能を作っていくと、特に理系の大学さんではもうほ

とんどの大学さんでこういう機能というのを作っていらっしゃいます。

　というところで、もう一つ下に國學院大學の事例を載せましたが、今理系でと申し上げましたけれど

も、国学院は文系の大学さんなんですね、すべて文系の学部しかない大学さんなんですけれども、そこ

の教育開発推進機構の中に学習支援センターの相談室というのを２年前くらいから作りました。文系な

ので、教科学力に関わるというところの支援室ではなくて、たとえばレポートの書き方がわかりません、

先生に課題を出されたんですけれども調べ方がわかりませんとか、そういったところを相談する常駐の

スタッフをおかれて相談窓口を作っていますというようなお話です。

　次は金沢工業大学さんです。とても有名な大学さんですので、十分ご承知かと思いますが、金沢工大

さんが何をされているか、いろいろなことをされているんですけれども、さっき言った目的というとこ

ろでいきますと、学力補完ではなく、おそらく学習習慣の持続、これをみっちり、担任の先生がご指導

しているのが金沢工大さん。これはすごいです。これは、事例としてご紹介するのですけれども、やっ

てくださいという話ではありませんので。これをやろうとしたら、国士舘さんくらいの総合大学だと難

しいと思いますけれども、ただポートフォリオのところの、ちょっとこれだと見ずらいかもしれないの

ですが、ポートフォリオの中で何をしているかというと、週に１回学生に 1日何分家で勉強したかとい

うんですね。どの科目を履修したかというのを否応なしに入力させるんです。この入力がない学生とか、

不安な書き込みのある学生に対しては先生方がフォローをする。この事例でお伝えしたいのは、目的を

学習習慣に設定して、そこに集中した取り組みをしていますよというところについては、少しご参考に

していただけるということでご紹介させていただきました。

　もう一つが中大の商学部です。中大の商学部は、リメディアルというよりかは高大連携とか高大接続
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を体系立ててプログラムを組まれた、先進的な、もう 10 年くらい前からこういったところを体系立て

て取り組みをされている大学様学部様ということで取り上げさせていただきますが、いわゆる高大連携

ですね、これは付属校とか関係なしに、地域の高校と連携しながら、出張講義ですとか、大学の学びで

必要なスキルの育成などをやっています。ですとか、高大接続というところで言うと、これはいわゆる

入学前教育ですね、スタートアップセミナーを開いたりとか、商学部ですのでアカウンティングプログ

ラムですとか、いわゆる大学の専門の学びに必要なスキルを、講義であったりｅラーニングであったり

教材であったりというところで身に付けさせます。あとは中大さんは付属高をお持ちですので、高大一

貫のプログラムということで、付属校との連携の中で、大学で教える授業を高校でもやっていきたいと

いうことで最近はされています。そうなると目的と中身ということで申し上げますと、聞くと、中大で

は今でこそこれだけけっこう広いテーマでされているのですが、もともとの発端は、公認会計士とか税

理士とか、そういういわゆる上級資格を取らせたい、実績を出したい、これが目的ということをお伺い

しました。そうなると、商学部に入ってくる段階で、ある程度覚悟を持って入ってくる。もしくは、そ

ういった資格を取るのに必要な流れを理解したうえで入ってくるような学生を増やしたいというところ

が、お話をうかがう限り中大商学部のプログラムの一つの目的が垣間見れます。

　４つほど事例を紹介しましたが、もうとにかく学力をつけさせるのであれば聖学院のようにみっちり

と対面で講義をする、相談する。不安を解消するというところの目的に対してはこういった相談窓口と

いうのを作る。学習習慣をつけるのであれば個人の学習習慣を把握してフォローする体制を作っていく。

何か学部として出口の部分での実績を出していくのであればそれをより体系立てて特化していく。その

目的と中身というところで少しご参考にしていただけるところがあるのかなということで、この４つ事

例を挙げさせていただきました。

　最後に、国士舘大学さんで、ベネッセもお手伝いをさせていただきながらリメディアル教育をやって

いくわけなんですけれども、国士舘大学さんの話を少しさせていただきたいと思います。

　まず最初に、13 番と 14 番は飛ばしていただいていいのですが、国士舘大学の政経、経営、理工と法

学部さんで、ベネッセの新入生調査をやっていただいておりまして、先ほど全国的な現状というところ

はお伝えをしましたが、15 番のスライドが、受けていただいた４つの学部の集計したデータになって

おりまして、これは、横軸が入試区分ですね、縦軸が基礎学力の総合と英語と日本語と数学です。英語、

数学と算数ですね。出ている数字が偏差値です。ご注目いただきたいのが、推薦マイナス一般です。一

般入試の方と推薦入試の方と、平均なのでひとりひとり見ていくと少し状況が違うかもしれませんが、

平均で偏差値が約 10 くらい違いますので、まあ偏差値 10 違うと違います。これは国士舘さんだけでな

く他の大学でもだいたい５から 10 くらいは推薦マイナス一般では違うんですけれども、このように違

いがありますということです。それをグラフにしたのが下ですけれど、これは数字だけ見ていただけれ

ばいいと思います。

　というところと、あとは下のところでは、高校時代の学習習慣ですね。ここで出ている数字は、偏差

値ではなくて肯定回答率、それぞれの設問に対する肯定回答率ですので、そこはお間違いがないように

見ていただきたいと思いますが、たとえば、授業についていけるように予習をしました、予習の習慣つ

いてます、AOの方で約２割、センターの方で約３割。これを高いというか低いというかは意見が分か

れると思うのですが、感覚的には全体的にちょっとまだ低いかなと思いますね。ちょっとまだAO系

の方は予習習慣というのが全体の２割しかそれがついてないというお話ですので、注目していただく必

要があるのかなと思いますし、あとはこの予備校や塾で勉強したというのが一般の方が約６割塾型の勉

強、これは良い悪い、塾が良くないですというつもりはありませんが、学習の習慣が違いますし、推薦
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系というのは塾の通塾率というのも低いです。何が言いたいかというと、学力が違います。あと背景の

学習習慣も違いますということです。

　その次の 16 番が、「社会的強み」といった社会人基礎力みたいな項目です。社会的基礎知識ですけれ

ども、これも入試ごとに見ていくと、ここも細かくは触れませんが、たとえば発信力とか説得力とか論

理性というところ、いわゆる大学での学びでも必要ですし、なんでここに触れたかというと、就職につ

ながるんです。就職活動にこの辺の力というのは非常に重視されておりまして、そういうところで見る

と、やはり入試区分ごとに、一番高いところに青、一番低いところに赤い色をつけていますが、状況と

いうのはかなり違いますよというところですね。学力も違います、学習習慣も違います、社会で求めら

れるスキルも状況によっては少し違います、というところになります。

　ちょっと宣伝っぽくなっちゃうのですが、ベネッセの入学前教育、あとでちょっとご報告をしますが、

こういったところを育成するロジカルライティングというものがあって、基本的にはAO系の子たち

にやっていただいておりますね。これを見て僕が見てうれしいなと思ったのですが、ストレートに教材

の成果なのか、もともとの資質なのかというのはご判断いただきたいところなのですが、とにかく事実

として入ってくる段階で違いますというところはご紹介をさせていただきたいと思います。

　今ベネッセとして 21 世紀アジア学部、理工学部、政経学部、法学部、大きく見てリメディアルとか

導入教育みたいなかたちでは、今こういったかたちのお手伝いをさせていただいていまして、特にアジ

アと理工と政経と体育の４学部については、入学前の教材というのをご提供させていただいていまして、

法学部については入学後に少し文章系の講座、基礎学力系の講座というかたちでお手伝いをさせていた

だいております。そういった学生の実態というところに合わせて、必要なものというところで各学部に

対してベネッセとしてお手伝いをさせていただいていますというところです。

　その次の 18 番から 20 番までが、特に入学前にご利用いただいているロジカルライティングという教

材でございまして、そのご紹介になるわけですが、１個１個説明しますと、ただの営業のプレゼンにな

ってしまいますので、きょうは細かくは触れませんが、目的としては文章の「型」習得です。添削はあ

まり成果がないと考えておりまして、ベネッセというのは通信教育をやっている会社なので、赤ペン先
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生の会社が添削は入学前にあんまり成果というところでは厳しいかなというところがあって、この教材

の目的はいわゆるメソッドですね、結論と結論を支える根拠、これをまずきちっと 600 字で書かせる、

そこの型を短期間で身に付けてくださいと、それだけです。ものとしては。短期間ではそんなにもとも

と申し上げている通り、多くのものは望んでいないのですが、その中できちっと必要な結論と根拠、こ

れを 600 字にまとめる。これをトレーニングを通じて入学前の短期間の中で養ってくださいというのが

コンセプトになるわけなんですが、ご興味があれば持ってきておりますので、後ほど声をかけていただ

いたら私がうかがいますので、ぜひご覧ください。

　この辺からまとめに入っていきたいと思うわけですけれど、特に今入学前ですとかリメディアルとい

ったところでお話をしていますが、要は PDCAサイクルをまわしていく中で、やはりこの入口、高大

の接続というところで非常に今入学前、リメディアル、導入教育、初年度教育が注目され続けているわ

けなんですけれども、それっていうのは何のためにあるのかというところを大きな視点で申し上げます

と、PDCAサイクルの一番最初のスタートにあたりますというところから、まずここのところを必要

なものを円滑にやっていくことでより教育精度が高まって、いわゆるよく言われる質保障みたいなとこ

ろの精度を高めていくというところになりますので、いわゆる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はあるのですが、ここをいかに体系立てて、特に高大接続、優

先順位をどうしていくのか。何回も申し上げていますが、時間的な余裕、マンパワー的な余裕というの

はもう当然そんなに余裕があるわけではないですので、まずはその目的の精度をどう上げていくのかと

いうのが今後の議論のポイントになるのかなと思っております。

　最後になりますが、リメディアル、導入、入学前、リメディアル、導入教育、ベネッセとしては、た

とえばリメディアルであれば短期間で教科学力をものすごく身に付けさせるというのは限界があると思

います。なので、本当にこのリメディアルという、学力に注目したリメディアルというところで精度を

上げるのは、本当にレベルに合うものを出すか、学力を上げるってことはある程度あきらめて学習習慣

を身に付けることにシフトしていくという、これは一つのやり方だと思います。ちなみにベネッセも大

学さんの教科の復習型の教材というものを作りました。第１部第１章第１部が、国語であればカタカナ

の書き順、英語であれば筆記体、数学であれば分数の約分通分です。国士舘さんにはちょっと僕はご提

案する勇気はないのですが、本当にここまで必要な大学さんがもちろんあるんです。そこのレベルにな

ると、文系が本当に必要な学部になると、効果もそれなりに出るのかなと思います。ただ、そこのレベ

ルにいいですよという話ではなくて、きちんとその学部の実態に合わせたレベルなもの、もしくは学力

以外の学習にスポットを当てるというのも一つかなと思いますし、意識付けというところでは、この先

の、就職も一つですし、その先の進路であったりとかいうことでどう結び付くかというところをぜひお

伝えいただく必要があるでしょうし、あとは初年次教育ですとか入学前教育というのは、やはりそのレ

ベルに合わせた、成果をあげるにはちゃんとレベルを合わせて優先順位をつけるということに尽きると

思いますので、先ほどレポートをお出しをしましたが、今後国士舘大学さんもそういったかたちで、教

育される材料を私共としてもご提供したいなと思っております。

　ちなみに、最後になりますが、今度 2015 年度に入学される方たちから、教育カリキュラムが変わり

ます。15 年度に入ってくる方たちから、いわゆる理数先行で新カリキュラムになって、2016 年度に入

ってこられる方たちからいわゆる全面的な教育カリキュラムが変わった新しい課程の子供たちが入って

きますので、今ゆとりの実現というところからどう舵をきられるかというと、確かな学力ですね。最近

教科書も厚くなりましたが、あとは理数系教育とグローバル教育ですね。高校では、基本的には英語の

授業は英語でなんていう一言が入ったりするので、そういうところでけっこう量的なところと質的なと
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ころが変化をします。

　高校のデータを我々持っていますので、定性定量を含めて高校生がどう変化をするのか、継続的にお

伝えできればと思いますが、学生の気質は変わってくると思います。今のタイミングというのが、リメ

ディアル教育をより今後の変化にも合わせて見直していくいい時期ではないかなと思いますので、今後

の学部の先生方のご発表も含めて、少し議論の火種になればなということでご報告をさせていただきま

した。

　かなり駆け足なご説明でお聞き苦しい点もあったかと思いますが、いったんこちらで失礼をさせてい

ただきます。どうもご清聴ありがとうございました。

司会　ありがとうございました。全体的な質疑応答は、一番最後にやろうと思いますが、特に何か今聞

きたいということがありましたら、一つくらいでしたら可能ですが、いかがでしょうか。それでは、全

体の質疑応答の時に質疑をしたいと思います。　
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◆政経学部報告 
司会　それでは、政経学部についての取り組みを永冨教務主任にご報告をお願いいたします。（拍手）

永冨　政経学部で教務主任をさせていただいております永冨隆司と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。ＦＤ委員会から、5つの

点について政経学部の取り組みを説明していただきたいというご依頼

がございましたので、本日はそれらの点ついてお話をさせていただき

ます。お手元の資料の中に本日のスライドも入ってございますので、

そちらもご覧いただきながら一緒に考えて参りたいと存じます。

政経学部では、リメディアル教育について今や必要であるかどうか

という議論ではなく、いつ何をどのような形で行うかを具体的に考え

て実施する段階にあると認識しております。また、リメディアル教育

というのは社会から要請されております「学士力」、これをどう身に

付けさせていくかという枠組の中に位置づけ、考えていく問題である

と考えております。この「学士力」の養成と保証という点を、ちょっ

と頭の中に入れておいていただきたいと思います。

　まず、リメディアル教育導入の必要性についてですが、学生たちをいろいろと見ていますと自発性や

自主性が少し弱いように感じます。そのため、学生本人の自発性や自主性に期待するだけでは、いわゆ

る「学士力」の養成という目的に対して大学教育は十分な効果を上げられないかもしれないという危機

感を持っております。

　それから、先ほどのご報告でも指摘されていましたが、政経学部でも入試において学力試験以外の選

抜方法に対する依存度が近年急速に高まってきております。一般入試で入学してくる学生と推薦入試や

ＡＯ入試で入ってくる学生の間には学力格差が存在するという実感が教員の間で広がっております。ま

た、勉学の面だけでなく、学生生活全般、あるいは就職活動や資格取得といった自己の人生選択の場面

においても自主性や自発性、意欲に差があるようです。

　また、こういう声もしばしば耳に致します。それは、教員採用試験、公務員試験、専門資格等の試験

に向けて勉強を開始する学生は多いのですが、そもそも一般教養や専門教養を理解できないという基礎

学力の不足している学生は、勉強を開始した入口の時点ですぐにつまずいてしまい、結局は長続きせず

途中で断念してしまうという現象が起きているという指摘です。

　また、昨年末ぐらいだったでしょうか。皆様方もご記憶に新しいと思いますが、外部の一般雑誌で本

学の就職率の低さが発表されてしまいました。就職率や資格試験等の合格率といったいわゆる出口の結

果は新聞や雑誌等で報道されてしまいます。しかも、これが大学のランキングという形で発表されます

ので、そうした情報は大学に対する世間的な評価となってしまいます。こうした出口情報を高等学校や

予備校、保護者や受験生等は非常に重要視しております。したがって、出口に関するマイナスの評価は

次年度の志願者数の減少となって跳ね返ってきてしまいます。志願者数の減少による競争倍率の低下は、

偏差値の低下となり、それがまた更なる志願者数の減少と入学者の質の悪化へとつながってしまうとい

う悪循環に陥りかねません。こうした心配というか、危機感がリメディアル教育の導入を真剣に考えさ

せるきっかけとなったというわけであります。こうした悪循環が続いてしまいますと、大学の生き残り

競争に勝ち残れず、しかも一度負けてしまうともはや挽回は極めて難しいという危機意識が教員の間で

広がってきているのです。

こうした危機感を反映して、教員の間からも様々な対応策や改善に関する意見が出てまいりました。
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そうした意見をちょっと拾ってみましょう。それは、大体次のような意見です。

　一般入試と推薦・ＡＯ入試の 2つの制度がありますが、推薦・ＡＯ入試の募集割合を減らして一般入

試の募集割合を高めるべきである。受験科目を二教科型から三教科型に戻してはどうか。トップワン方

式という入試制度を廃止すべきである。小論文問題の解答字数を現行の 600 字から 2000 字程度に増や

して論理的な記述力を試す入試問題に変えるべきである。小論文の問題も学力査定的色彩の濃いものに

変えるべきである。一部の学部で既に実施されていると思いますが、推薦入試の問題を小論文ではなく

一般常識を問うような形の問題に変えてはどうか。欠席の多い学生を合格させないようにしてはどうか。

かつ、これを一般入試にも適用してはどうか。推薦の基準としている高等学校での成績の評定平均を引

き上げるべきである。　

以上見てきましたように、入試制度にかかわるこうした改善をすぐにやるべきだという声がいろい

ろな場で、しかも多くの先生方からしばしば出てくるようになりました。一方で、入学後に関する改善

意見としては次のような声が上がってきております。定期試験において現在持ち込み可という試験がか

なりありますが、それを持ち込み不可型に変えて学生にしっかりと緊張感をもって勉強させるようにす

るべきである。評価そのもの、あるいは評価方法をもっと厳格にすべきである。結果責任を学生達にし

っかりと認識させるべきである。進級のハードル、例えば 2年生から 3年生に進級する時の最低必要取

得単位数を引き上げてはどうか。

また、その他の意見としては次のようなものが出ております。非常勤担当の講義も含めて、いわゆ

る楽勝科目を排除するように努めるべきである。また、これは現在大きな問題となっておりますが、推

薦入試等で早期に合格が決まった入学予定者が学部の指定する入学前教育の課題にまったく応じないと

いうケースが少なからずあるという問題です。そのため、このような入学前教育の課題を拒否する、や

らない入学予定者に対しては入学を取り消してはどうかという意見があります。

　これまで挙げてまいりました多くの意見は、実際に危機的な事態に直面している先生方から出された

極めて切実で、かつ傾聴に値する重要なご意見であると受け止めております。私たち、学部執行部とい

たしましても前例にとらわれず、そうした方向で様々な改善を急いで、かつ具体的に実施していくべき

であると考えております。ただ、こうした制度上の側面からだけではもはや事態の改善が望めないよう

な深刻な状況が現れてきているということも認識する必要があります。

先ほどのご報告の中でもございましたが、そもそも高等学校において学ぶべき教科が未履修である

とか、履修していても学力不足に陥っているといった場合には、先のような制度上の改善意見だけでは

根本的な事態の解決には繋がりません。とくに、学習スキル、たとえば重要事項をまとめたり、書いたり、

説明したり、議論したりといった学習スキルそのものが欠如しているケース、あるいはまた、学習習慣

が身に付いてない、大学進学の目的があいまい、学部学科の選択理由があいまい、学ぶ意欲が弱い、何

のために学ぶのかという目的観が喪失している、学ぶインセンティブが弱い、将来設計があいまい、等々、

こうした問題が底流にあるというのが我々の直面している実際の姿であろうと思うのです。つまり、こ

れらの問題に対して単に制度的な側面だけで対応しようとしても、そうした努力は徒労に終わってしま

うかもしれず、事態の根本的な解決にはつながりません。

　リメディアル教育は、大学教育を受けるにあたって不足する基礎学力を補強するという目的がありま

すが、その他にも様々な役割が期待されております。たとえば、大学での勉強にスムーズに移行できる

スキルを身に付けさせるという目的、大学の授業が理解できない学生に対する補習という目的、目的意

識やインセンティブ、あるいは就業力を含めた将来の設計、自主性、自発性を開発するといった目的な

どであります。リメディアル教育に対する期待というのは、こういう点にこそあるのではないでしょう
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か。

そこで、政経学部の中で考えておりますリメディアル教育の目的を少しまとめてみましょう。私た

ちは修学意欲の喪失を原因とする退学者を減らしたいと考えております。それには学生の満足度を引き

上げ、実力と自信をつけさせてあげることが何よりも大切でありましょう。また、出口の就職率も上げ

ていきたいと考えております。志願者が増えるように、政経学部に対する社会的評価が向上するように

していきたいと考えております。これらの点が政経学部におけるリメディアル教育を導入しようと考え

る目的であり、期待となっているわけです。

　ここで、大事な視点が 3つあります。第 1に、リメディアル教育は「学士力」の養成という大学の本

来の目的、社会的使命の中にしっかりと位置づけ、考えていくという視点です。第 2に、入学前、入学

時、入学後の 3つの時期の教育を一貫して、連続的に捉えるという視点です。そして第 3に、大学、高

校生本人、高等学校といった 3者の立場で考えるという視点です。

リメディアル教育のスタイルは 4つあります。第 1に、推薦入試等で早期に入学が決まった入学予

定者に対する入学前教育、第 2に入学直後の基礎学力試験及び意識調査による実態・現状の把握、第 3

に大学での講義等の補習や復習、そして第 4に就職向けのキャリア教育です。現在、政経学部では第 1

と第 2の点について既に実施しております。また、今年の秋口から第 4の就職向けキャリア教育を導入

する予定です。

　さて、リメディアル教育を実施するにあたりましては、政経学部に入学してくる学生の実態を把握す

ることがまず重要な作業となります。つまり、どんな学力水準であるか、どんな目的意識を持って入学

してきたか、学習意欲や学習習慣はどうか、学生生活を送る上で大切にしたいと考えていることは何か、

将来設計はどうか、等々の実態調査を入学直後の 4月の時点でまず実施するということです。政経学部

では毎年ベネッセさんにご協力をいただきながら現状把握に努めております。こうした実態調査を通し

て、入学前教育としては教科復習型が必要なのか、読み書きそろばん、今でいえば漢字、計算力、PC

の操作能力ということになると思いますが、入学後はそういう訓練が必要なのか、ライティングの技術

が必要なのか、コミュニケーション能力を向上させるべく自分の意見を発信する訓練の場の提供が必要

なのか、等々、具体的なアイデアや行動計画が浮かび上がってまいりました。また、推薦入試やＡＯ入

試の出願書類には受験生がこれまで取得した資格がたくさんか書かれていますが、そうした資格のワン
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ランク上を目指すといった方向の誘導を学生指導として強めていく方法もあるのではないかという知恵

も生まれてまいりました。また、人生設計や就業について考える機会を提供する場を設置することも重

要であるということもわかりました。

　さて、ＦＤ委員会からの依頼の第 2の点、すなわち実施業者の選定基準についてですが、私たちは次

のように考えております。まず高等学校の教科、英数国理社について、その事業をしっかりと展開して

いること、高等学校および高校生の実情を熟知していること、入学前教育から入学後教育への接続が可

能で、かつそうした一貫教育が実施できること、リメディアル教育の経験とノウハウが豊富で、他大で

の実施状況等のアドバイスが得られること、担当者の変更が少なく学部の実情に基づいた、つっこんだ

議論を安心してできる人柄、担当者であること、そして予算的にリーズナブルであること、といった点

です。それから実際に実施してみて、学生自身が自分は成長したなとか、自信を持てたなとか、とにか

く満足度の向上に繋がってきたという実感が結果として出てきていることが何よりも重要な点です。こ

の点は、事業や業者の継続といった意味において重要となります。また、政経学部は規模の大きい学部

でございますので、そうした学部の事情に対して柔軟に対応できる実施方法やアイデアを提供していた

だけることも重要な条件です。こうしたことを勘案して、政経学部では現在ベネッセさんにお願いして

いるというところです。

　次に、ＦＤ委員会からの依頼の第 3の点、すなわち実施方法、単位認定の有無についてですが、入学

前教育を実施した初年度は、「バリアフリーを作る」という岩波新書の本を共通テキストとして購入し、

それを入学予定者に配布、読後感想文を書かせて、それに対して専任教員がコメントを書き、再び本人

に返却するという流れ、形でスタート致しました。それから 5年ほど経ちましたが、現在ではそれとは

異なる 3つの方法で実施しております。

　第 1に、入学前教育についてですが、入学前教育は予算的な理由からＡＯ合格者のみを対象に実施し

ております。実施内容はライティングです。すなわち、論理的に物事を考え、それを文章としてまとめ、

発信していくというトレーニングです。この課題は受講者にフィードバックしています。

　第 2に、入学時点でございますが、4月のガイダンス時にすべての入学者を対象として基礎学力調査、

適性検査、志望動機に関する調査、大学生活に関する期待や意欲に関する調査を実施しております。

　第 3に、初年時教育ですが、政経学部では専任教員が担当するフレッシュマン・ゼミナールを必修科

目として設置するという指導体制をとっております。その中で、担当教員は学生一人一人に調査結果を

返却するのみならず、その調査結果に基づいて授業形態や内容を調整したり、学生に対して個別相談を

実施したりしております。現在、このフレッシュマン・ゼミナールは 1名の専任教員が 1年間担当する

通年科目として設置しておりますが、今後はそれを春期と秋期の 2セメスター制にして、春期は学習ス

キルの養成に重点を置くゼミとして実施、秋期はキャリア教育に重点を置くゼミにするといった方向へ

の改革を進めております。政経学部では、必修のフレッシュマン ･ゼミナールを含め、1年次から 4年

次まで少人数のゼミナール教育を実施するという指導体制を非常に重視しております。そのため、講義

形式でリメディアル教育関連の科目を設置するということはしてはおりません。したがって、講義科目

としての単位認定も現在のところ行っておりません。

　さて、ＦＤ委員会からの依頼の第 4の点、すなわち実施効果についてです。これまでの取り組みを通

して、入学者の基礎学力レベル、入学時の志望動機、学部学科の選択理由、目的、意欲、適性、期待す

る学生生活、将来志望など、学生に関する様々な情報を得ることができました。また、教員の学生対応、

授業内容や方法の改善に関するノウハウも蓄積されてきました。こうしたことから、学部改革、教育シ

ステムの改善、そしてリメディアル教育の導入に関する具体的かつ建設的な議論が教員の間で展開でき
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るようになりました．また、具体的な行動計画を策定することも可能となりました。この点が、何より

も実施効果の 1番に挙げられる点であろう思っております。

　それから、リメディアル教育的内容を含んだフレッシュマン・ゼミナールを初年次教育として導入し

ていることに対して、高等学校からも高く評価していただけているということも実施効果の 1つに加え

ても良いであろうと思っております。ただ、「学士力」養成への寄与、学生の学力向上、意欲の向上、

就職率の向上等々の面においても十分な実施効果が出てきているかどうかといった点については、実施

の年月がまだ浅いということもあって、現在分析中であります。

　さて、最後の第 5の点になりますけれども、今後の課題としていくつかお話しさせていただければと

思います。まず、全体的な面でございますが、今後はリメディアル教育を「学士力」を養成する、保証

するという枠組みの中でどう位置付けていくかということをしっかり考えていく必要がある、またそう

いう時期に入ったと思っております。

　次に、予算の制約もありますが、入学前、入学時、入学後という 3つの時期の教育をどう接続してい

くかを考えることも重要です。それは、教育の一貫性、連関性を検討する必要があるということです。

　それから、やはり一番難しいのは教員の意識改革です。大学は本来何をやるところなのか、大学教員

のやるべき本来の仕事は何なのかといったことについて、先生方はかなり強い意識を持たれています。

それは、「研究者」として自立するに至ったこれまでの長く厳しい訓練と経験を通して形成されてきた

意識です。時代の変化、世代間格差もあると思いますが、どちらかというと消極的ないし後ろ向きの教

育と思われておりますリメディアル教育を自分が担当するということに対して、拒否反応あるいは拒絶

反応を示す先生方がおられるということです。

　この点とも関連致しますが、高等学校との連携、予備校、業者への依頼という意見もしばしば出てま

いりますが、そうした意見の背後には、我関せず、無関心、他人任せといった意識、考えが潜んでいる

場合が多々あります。したがって、そうした拒否反応や意識をどう克服していくかが一番大きな問題で

あろうと思われます。

　本日のシンポジウムを迎えるにあたり、入学前教育の内容について、政経学部の先生方、幾つかの予

備校、それから幾つかの高等学校の先生方ともお話をさせていただきました。その中で、こんな意見が

出てまいりましたので紹介させていただきます。それは、入学前教育は教科型で検討してもらえるとあ

りがたい、という声でした。とくに入学前教育については、大学の事情だけでなく、高等学校や高校生

の感じ方、あるいは取り組みやすさといった点について考慮する必要があるということです。

　まず高校生からですが、日ごろ学校では英数国理社をやっておりますので、教科型で入学前教育をや

ってくれると、やり易く、取り組みやすいという意見が出ました。

　次に高等学校の意見でございますが、推薦入試等で早期に入学が決まってしまうとその後生徒たちは

勉強しなくなりますので、生徒のその後の学習意欲や習慣が減退しないよう教科型の入学前教育をみっ

ちりやってくれると非常にありがたいという意見が出ました。また、早期に入学が決まった生徒がいる

と教室の雰囲気がだれてしまうので、一般受験を控えている他の生徒たちに悪影響が出ないよう、やは

り一緒に勉強させるという習慣を維持するためにも教科型の入学前教育をしっかりとやってもらえると

ありがたいという意見も出ました。また、教科型であれば高校の先生方も教えることができるという意

見もありました。

最後に、大学側にとってです。政経学部ではいろいろな入試区分で入試をやっておりますが、先生

方が学力格差の存在を指摘する時、一般入試による入学者を相対的に高く評価するというのが大方の見

方です。一般入試組と推薦・ＡＯ入試組の何が違うかを考えてみますと、それは最後まで受験勉強をや
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っているか否かという 1点です。つまり教科の勉強を入学間近まで継続しているということが、一般入

試とそれ以外の人たちの入学後の学力格差や意欲等の格差となって表れていると先生方は考えているの

です。

以上、3者それぞれの立場からの意見を聞いておりますと、学力格差の是正という目的だけでなく、

学習習慣の継続や意欲・モチベーションの維持という意味からも、やはり入学前教育については教科型

のものを実施することが望ましいのではないか思われます。

　現在、ＡＯ入試で合格した入学予定者のみを対象に入学前教育を実施しておりますが、文章を作成す

る力、発信する力、論理的に考えて記述する力といった能力の欠如は、ＡＯ入試による入学者だけに限

った話ではなく、一般入試で入ってくる学生もまったく同様です。つまり、文章の作成、発信、論理的

思考力、論理的記述力といった能力については入試区分によって差は見られず、どの入試区分で入って

きても共通して欠落している能力だというわけです。したがって、こうした能力開発型の教育は全ての

学生を対象に入学後教育として複数年継続して実施していくことが重要であると思われます。

　また、政経学部では、入学後教育の 1つとしてキャリア教育を継続的に実施していくことも重要であ

ると考えております。就職率の向上、これはなかなか大変ですが、要するに意欲とインセンティブを高

めることを目的に行うということです。それから卒業進級判定会義が各学部で行われていると思います

が、政経学部では 2年生と 4年生に関して進級もしくは卒業できないといった学生が毎年 100 人ぐらい

出ております。毎年毎年こうした状況を繰り返し見ておりますと、やはり学習習慣や学習スキルを訓練

する場というものも必要、かつ重要であると感じます。

　それから推薦入試やＡＯ入試等の出願書類には、これまで取得した資格等がたくさん書き込まれてお

ります。現在はそうした情報が学生指導においてまったく生かされておりません。こうした情報を個別

の学生に対してストックしていき、入学後教育の一つとして、既に取得している資格のワンランク上の

級を目指してみるといった、そうした個別指導を織り込んでいけば、学生にも自信や意欲、やる気が芽

生えてくるのではないかと思われます。また、このような指導であれば教員の間でも比較的抵抗が少な

いのではないかと思われます。

　他学部の制度については詳しくありませんが、政経学部では他学部他学科の聴講を認めております。

単位認定もしております。具体的には、卒業所要単位総数 124 単位のうち 4年間で 60 単位まで認める

という制度です。この制度は、学生の興味・関心や可能性を最大限に引き出し、なんとか自分のやりた

いことを 4年間で見つけ出してほしいという願いから導入されました。ところが、現在ではそうした本

来の目的や願いとは逆に、楽勝科目に走って必要単位数を埋めていくだけの単なる便利な手段・制度と

なってしまっている部分がかなりあります。つまり、他学部他学科の科目聴講制度および単位認定制度

は制度本来の目的から大きくずれてしまっているという批判が多く出されているのです。

　また、企業の方々と話をしていても、この他学部他学科の単位認定制度はあまり芳しいというか、好

意的な反応を示していただけません。それは、一言で言えば、政経学部の学生たちは学問を体系的に学

んでいないという批判です。政経学部には政治学科と経済学科の 2つの学科がありますが、せっかくそ

れらの学科に入学したにもかかわらず、他の学部や学科の科目ばかり履修していて、政治学科で何を勉

強してきたのか？　経済学の何を勉強してきたのか？　がまったく分からないというのです。政経学部

の学生は専門知識が十分に身についていない、何に興味・関心を見出したのかわからない、自分の可能

性を引き出せていない、といった指摘を企業の担当者からよく受けます。また、政治学科と経済学科で

は専門の実力養成を図るという目的から専門コースを設置しておりますが、このコース制についても形

骸化しており、学生が十分に生かしていないといった声が数多く出ております。
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　手持ちの時間が迫って参りましたので、最後のまとめに入りたいと思います。まず、最初に申し上げ

ました通り、現状は入試やカリキュラムといった制度面の改善だけではもはや解決できない事態に陥っ

ているということから、リメディアル教育は必要であるかどうかを議論する段階ではなくて、何をいつ

どのような形で行うかを具体的に考える、実施する時期に入ったと認識しているというのが政経学部の

立場でございます。

　それから、大学として求められている「学士力」の養成、保証という枠組みの中でリメディアル教育

を考えていくことが必要だということでございます。それから入学前、入学時、入学後の教育の接続、

一貫性を考える必要があるということでございます。それから、大学、高校、高校生の 3者の立場、感

じ方、取り組みやすさを考慮してリメディアル教育、とくに入学前教育を考えていく必要があるという

ことでございます。

　最後になりますけれども、予算的な事も含めて、学部単独であるとか、あるいは学部間非統一という

ことになりますと、我々は学部に所属しておりますので学部の発信は一生懸命いたしますが、社会は学

部ではなくて大学としての取り組みや、その姿を見ております。そのため、学部単独の取り組みでは大

学全体の社会的評価のアップには繋がっていかないように思われます。したがいまして、予算面も含め

て、大学としてリメディアル教育の方針を打ち出すことがまずもって必要であると感じている次第でご

ざいます。早口で駆け足になりましたけれども、政経学部はこのように考えて実施しているということ

でございます。ありがとうございました。（拍手）

司会　ありがとうございました。質問が何かあれば、最後に全体的な質問をやりますが何かここで聞き

たいということがありましたら。特にありませんか？

質問者　申し訳ございません。政経学部として今現在はリメディアル、具体的にはどういうふうな内容

のものを実施なさっているのでしょうか？

永冨　現在のところ、業者といたしましてベネッセさんにお願いしております。内容については、具体

的にはライティングの技術、論理的にものを考える力の養成、論理的な文章を書いて提出させ、それを

添削して返却するという形のフィードバック型の通信教育を実施しております。

司会　なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございました。それでは準備の時間がありますし、

３分程度休憩して３時５分ごろから開始したいと思います。

午後 3時 2 分　休憩
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午後 3時 5 分　再開

◆ 理工学部報告
司会　それでは 3時 5 分なりましたので開始したいと思います。その前に、お配りした資料の最後にア

ンケートがありますので、時間が無くてお帰りになる方はアンケートを出してからお帰りください。そ

れでは、理工学部の取り組みにつきまして、福田学部長からよろしくお願いします。

福田　理工学部の福田でございます。よろしくお願いします。（拍手）

理工学部におけるリメディアル教育について話してくれとのこと

で、何を話したらいいか悩みました。というのも、私は三十数年国士

舘大学で教えていますが、常に学生の学力不足をどうやって補うかを

考えて授業を行ってきたからです。

先ほどから、ベネッセの影山さん、政経学部永冨先生のお話の中

にもリメディアル教育のことがでてまいりましたが、私なりにリメデ

ィアル教育とは何か、をまず調べることにしました。

最近はインターネットで調べると、すぐいろいろなことが出てき

ます。ヒットしたのが 1999 年 11 月、ベネッセの教育開発センターと

いうところにあった文章です。

リメディアル教育のようなシステムは、概ねアメリカからの輸入

で、日本流に教育システムが変化していきます。リメディアル教育も、その例にほかなりません。

アメリカの大学、特にコミュニティ・カレッジでのリメディアル教育を　Developmental	Education	

と称して、大学レベルの教育を受ける準備が必要であるコースをさすそうです。特にここでは，読み書

き、数学といった教科が開講されます。

　1999 年のベネッセ教育開発センターによりますと、日本ではこの制度を多少拡大解釈して、次の四

つの教育パターンを日本型リメディアル教育パターンとしているようです。

まず、Aタイプは、未履修や学力不足と判断された学生に対して、高校教育課程の教科・科目につ

いて大学が補完授業を行っている型です。

Bタイプは、大学における専門教育での活動に必要な手法を教授する型です。理工学部でいいますと、

機械工学、電子工学あるいは建築学といった工学系の科目は高校で履修しませんので、それに対しての

導入をはかるというものが Bタイプです。

Cタイプは、入学手続きをした合格者を対象に入学前に大学が実施する教育です。特にAO入試や

推薦選考で早い段階で入学が決定する学生に対して、大学が行う入学前教育もリメディアル教育と言っ

ています。

Dタイプは、大学での講義の補習復習型です。例えば、春期試験等の結果で基準点に達してなかっ

た学生さんに対して学習支援をする。そういったものになろうかと思います。このようにリメディアル

教育を四つのタイプに分けています。

ここでは工学部及び理工学部としてやってきたリメディアル教育を振り返りまして、今後どのよう

な形で取り組んでいったらよいかということをお話しさせていただきます。

　なにぶん、この手のものは資料がほとんどありません。ですから私の記憶に頼ってまとめてみました

ので、情報として正確でないかもしれません。また、第 2回ＦＤシンポジウムで初年度教育を取り上げ

ていますが、その時、発表させていただきました内容と今日お話する内容が重複しています。リメディ

アル教育というのは、初年度教育の重要な要素の一つです。その辺もご容赦願えればと思います。
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　ターニングポイントは 1997 年ということになろうかと思います。なぜ 1997 年かと言いますと、1994

年に高校の指導要領が変わりまして、そこからゆとりの世代が生まれてきました。ですからちょうど

1997 年に入ってくる学生があまり勉強してないというか、易しくなった課程を勉強してきた学生にな

ります。例えば、私は担当が数学ですので、数学で見てみますと数学Ⅰだけが必修になり、2年の時に

数学Ⅱ、3 年の時に数学Ⅲ。さらに発展的な科目として、1 年に数学A、2 年に数学 B、3 年に数学 C

という科目が設定されました。数学Ⅰ以外はすべて選択科目です。この影響で、例えば履修希望者が 2

名なので今年は数学Ⅲの授業は開講しませんといった高校も出てきますし、わが校は文系の高校だから

数学Ⅲ、数学Ｃは開講しておりません、あるいは物理学は開講しておりません。そういう高校も出てき

ました。

　当時工学部は理系離れで学生を集めるのに四苦八苦していて、理系の素養のない学生が多数入学して

くることに成りました。その結果、工学部の期待する学力に入学者の学力が見合わない実態となってき

ました。工学部の期待する基礎学力と、入学してくる学生の学力が不等式で、入学者の学力が工学部の

期待する基礎学力より小さくなってしまいました。その時にどういうことをまずやったかというと、A

タイプのリメディアル教育を行いました。とにかくできない学生さんに対してどういうふうにサポート

とするか、ちょっと細かくなりますけれども、当時の工学部の数学教育を振り返ってみます。

　工学部設立時から 1996 年ぐらいまでは、「数学A」という科目が線形代数、「数学 Bおよび演習」と

いう科目が微分積分学をカバーしていました。この二つの科目が工学部の必修科目でした。「数学 Bお

よび演習」は通年 2コマで演習をつけております。

1997 年から工学部の最後の年である 2006 年までは、学力の低い学生さんに対して基礎数学演習という

科目を設置しました。学力不足の学生さんに対してよりきめ細かく見ようということで、まさにリメデ

ィアル教育の開始になった科目です。

　さらに 2000 年前後にAO入試が始まりました。	当時一芸入試とも言ったかもしれません。

　学力の判定なしに入学してくる学生が出てきたことで、入学前教育の実施を考えるようになりました。

当時AO入試で入ってくる学生は 20 名ぐらいでしたので、専任教員がとりあえず対応してみようとい

うことで入学前教育が始まりました。数学の問題を作成して４回郵送して、それを返却させて、さらに

添削して返すという、非常にきめ細かい対応を最初は取りました。

　しかし、次第に学力検査無しで入学してくる学生の数が増加してきました。指定校推薦の高校数が増

えてくる、あるいはAO入試で入学してくる学生が増えてくる。また、この当時、一般の推薦選考も、

最初は簡単な学力試験をやっていましたが、それも文科省から実施してはいけないという指導を受け、

それやこれやで、学力検査無しで入ってくる学生が増加してまいりました。

　そこで、どうしても入学前教育を業者委託にせざるを得ないということになりました。これが 2004

年からで、最初の業者は残念ながらベネッセさんではなくて、株式会社ナガセ、東進ハイスクールです

ね、そこにお願いをしました。東進ハイスクールの特徴はビデオ教材とそれに対するテキストで、ビデ

オ教材は予備校の先生の講義をビデオに収めたものです。さらに、10 回の添削問題があり、提出しな

い学生にはアルバイトの学生が電話攻勢をかけるという非常にきめ細かいことをやってくれました。　

それを何年か続けるわけですけど、2005 年 172 名、2006 年 128 名の対象者がいました。これはたまた

ま契約書が残っていたのでこの数字がわかったのです。

　次に、工学部に入学してきた学生に対するリメディアル教育について話します。

東進ハイスクールにお願いして、６限目に数学と物理学のリメディアルクラスを置きました。ただし、

これには単位は与えていませんでした。当時、国立大学でもリメディアル教育に対して単位を与えるか
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与えないかは、いろいろな議論がありました。工学部では単位を与えないという方向で授業をやりまし

た。そうするとどういうことが起こるかというと、学力は無くても意欲的な学生には非常にメリットが

大きいですけれども、修学意欲が無い学生には、単位が無いということでなかなか出席してくれないと

いう結果になりました。

これが工学部時代のリメディアル教育でして、問題点をちょっと整理してみます。第一に、業者に

すべて委託して専任教員があまり関わってない、すなわち、丸投げしてしまうというところがありまし

た。二番目に、これは我々数学に携わっている者には永遠のテーマですけれども、工学部は当時 4学科

ありましたが、その 4学科が期待する数学の基礎学力あるいは物理学の基礎学力は何かということが非

常にあいまいであるというところです。三番目に入学前教育において、学生の実態が把握されてない。

委託した業者は把握して、それをフィードバックしてくれるのですが、教員が関心をもたないという実

態でした。最後が積極的でない学生さんの引き上げができていなかったことです。これらの点が、工学

部時代のリメディアル教育の問題点だと思います。

　2007 年 4 月に理工学部に改組しました。理工学部における入学前教育、これは飛躍的に指定校が増

加した関係で従来通りの業者に委託しました。ところが、入学してきた学生にいろいろ話を聞いてみま

すと、ビデオ教材と教科書はほとんど使われてないんですね。本当にもったいない気がします。親のほ

うが非常に良い教材ですねと言ってくれたこともありました。親が感心してもしょうがないですけれど

も。（笑）そういうことも反省点です。今まで、数学や物理学のことを取り上げてきましたけれど、小

論文も入学前教育に含まれていました。理系を考慮して実験のレポート形式の小論文です。それは、実

験をやらないでレポートに取り組むようなもので、これもあまり評判がよくなかったようです。そんな

反省点をふまえて、2008 年より業者を変更することにしました。ここからベネッセにお願いすること

なりました。まず数学と、先ほどロジカル・ライティングというのがありましたけれども、当時はロジ

カル・コミュニケーションでロジコミというものでした。理工学部は改組して６学系になりましたので、

それを二つのグループに分けました。機械工学系と建築学系と基礎理学系が数学重視のグループ、電子

情報学系と都市ランドスケープ学系と健康医工学系が小論文重視のグループです。どういう重視の仕方

かと言うと、数学重視のグループは、数学の添削問題が 6回、小論文の問題が２題、小論文重視のグル

ープは数学の添削問題が４回、小論文の問題が３題でした。当時は両方とも添削問題を、添削もして提

出させて返却するという形を採っておりました。このような入学前教育を行っていました。

　それから 2年ぐらい経って、添削というものが非常に効果が少ない、大学入試の時の添削問題はベネ

ッセのスタッフの人も効果があると言っておりますけれども、やはり入学が決まってからの添削問題は

あまり効果が無いという結論に至りました。そこで、理工学部専用の数学、これも内容はベネッセに用

意してあるものからいくつか選んで理工学部用に編集し直したものですけれども、数学のリメディアル

用の冊子を作りました。内容は「方程式と不等式」・「三角関数、指数・対数関数」・「ベクトル」で、学

生の弱点を補うものにしました。それから小論文は名前が変わってロジカル・ライティング、これは先

ほど影山さんのほうからいろいろ話がありましたけれども、それを採用しました。これが理工学部の入

学前教育です。

　次に理工学部の学生に対するリメディアル教育にどのように取り組んできたか、です。学力のレベル

が全体に低下する中で、数学ができない学生を選んでリメディアル教育をすることは難しくなってきま

した。そこで、習熟度別クラスを編成しようということになりました。詳しくお話しますと、まず微分

積分を中心とした科目である基礎数学A・B	、このA・Bは春期と秋期ですけれども、この科目を「基礎

数学A1・B1」「基礎数学A2・B2」「基礎数学A3・B3」と習熟度別のクラスに分けて授業を行いました。
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「A1・B1」が 20％、「A2・B2」が 60％、「A3・B3」が 20％の割合で分けました。「基礎数学A1・B1」

だけをリメディアル教育ということで、これは本当に高校 1年ぐらいからスタートするような内容です。

「基礎数学A3・B3」はレベルの高い授業を目指しました。習熟度別のクラス分けは、4月のガイダンス

時にプレースメントテストを行い、さらに学生が数学Ⅲを履修しているかどうかということも全部チェ

ックして、割り振っています。

　物理学は高校時代に履修してない学生が結構入学してきます。そこで、「基礎物理学」という専門科

目をリメディアル教育に充てています。これはAタイプのリメディアル教育です。だから高校の物理を

履修してきてなくても理解できる、力学を中心とした科目です。さらに、「物理学概論」を総合科目で

設置して、この科目で物理学全般の内容を講義するようにしています。これらの二つの科目は、「基礎

数学A1」と「基礎数学A2」が同時に履修できなかったのと異なり、両方履修することが可能です。

　それから、専門教育への導入ということで、理工学部の中にアカデミックアドバイザーという制度を

作りました。これは理工学部の専任教員 50 名弱に、1 人あたり 8人～ 10 人の学生を担当してもらい、

アカデミックアドバイザーになってもらいました。アカデミックアドバイザーになっても、なかなか学

生さんというのはその先生の研究室には行きません。そこで単位のある理工学基礎演習という科目を 1

年の春期に設定しました。そうすると、学生は毎週アカデミックアドバイザーのところに行って一コマ

90 分の授業を受けることになります。最初は各教諭にお任せして、内容は何でもいいですということ

にしました。ですからおそらく各先生方で内容はまちまちだったようです。天気であれば外に連れ出し

て建物の見学に行ったり、私のところだと、一週間にどんな授業を受けたか、その感想を聞くことにし

ています。また、学問としての数学の取り組み方を話したりしています。ここで専門教育の導入を目指

しています。

　2011 年に完成年度を迎え、カリキュラムを少し変えました。習熟度別クラスの編成は、リメディア

ル教育としての「基礎数学A1・B1」はそのまま残しました。しかし、習熟度別はあまりランクを分け

るよりも、一人の教員がなるべく多くの学生を把握できる少人数教育に徹したほうが効果が上がるので

はないか、と思ってクラス編成を「基礎数学A1・B1」「基礎数学A2・B2」の 2 科目にし、クラス数を

増やしました。
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　それからアカデミックアドバイザーによる指導は、理工学基礎演習を理工学基礎科目群に変えて、機

械の基礎とか、あるいは電子情報の基礎という各学系ごとの科目にしました。学系によって単位数が違

ったり、例えば、機械基礎A、Bは両方で 3単位だったり、基礎理学演習は 1単位だったりします。　

いずれも各専門分野の導入教育をより強化しよう、ということでやってきております。

　最後に、今後のリメディアル教育についてふれておきます。先ほども言いましたけれど、リメディア

ルとは一体何だろうか？ということです。多様な入試制度によって、入学している学生の学力が一定で

ない状態はしばらく続くことと思います。学生の学力が一様でないのですね。それをひとまとめにして

リメディアルということは、これはなかなか難しいことで、本来はやはり個別に対応すること、これが

理想だと思います。もっとも、これだけの大人数ですから個別に一人ひとりに対応することはできない

かもしれませんけれども、いずれにしても個別に対応する状態にできるだけ近づけるということが大切

なことと思います。

　次に、入学前教育ですけれども、これはベネッセさんには非常に悪いのですけれども、ほとんど効果

がないのではないかと思っております。（笑）と言うのは、学生の姿が見えないんですね。これも工学

部の時の反省と同じで、結局丸投げしてしまっているが原因だろうと思います。各教員が意識してない

ということ。ただ、入学前教育まで大学の教員が手を掛けるということは専任教諭の負担が増加するに

なります。

　理工学部に改組した年に、AO入試と推薦選考で入学が決まった学生を大学に呼び出したことがあり

ました。呼び出して何を話すかというと、4月にガイダンスでやることを先取りしてやってしまうので

す。そうすると、４月になってAO入試と推薦選考で入学が決まった学生は同じような話を 2度聞く

ことになりました。ですから、その辺のところを入学前教育というのは非常に考え直さないといけない。

　ただ、高校の教員がやってほしいというだけでやるというのはいかがなものでしょうか。ただ、今は

かなり見栄でやっていますね。国士舘大学に入学が決まった学生が、大学から送られてくるものが何も

ない、他の大学に合格が決まった友達からはこれだけ送られてきたぞという、そういうことがあるとい

けないというので多少見栄でやっております。その辺はこれから考えていかないといけません。

　最後に学習相談室について話します。金沢工業大学や足利工業大学の相談室が有名です。理工学部で

も発足してから 2年間、教室を確保して教員を待機させて学習支援室を設けていました。1年間にそこ

を訪れる学生はおよそ延べ 40 ～ 50 人、実際に訪ねてくる学生は 10 人か 15 人ぐらいしかいません。今

の学生は待っていても来ないのです。こちらからアクションを起こさないといけないということが非常

に重要なことなのです。

　結論として、リメディアル教育という言葉で括らないで、学生一人ひとりの理解できるところからス

タートしてあげるということがリメディアル教育であると思います。

　非常に取り留めのない話ですが、一応これで終わりです。（拍手）

司会　ありがとうございました。何か質問、どうぞ。

質問者　理工学部の福田先生に。確か、理工学部が改組された時からだったと思うんですが、相談のラ

ウンジを設けられたと思うんですけど、設けられて確か 1年ぐらいで消えたと言うか。設けられた時の

理念とか。

福田　それは学習支援室のことでしょうか？

質問者　ああ、そうです。何かポスターが出ていて交代で待機されていました。

福田　交代で待機していました。時間を決めて。

質問者　その話が先ほどの、延べ 40 人で実際は 15 人ぐらいというお話ですか？
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福田　はい、そうです。

質問者　そういう主旨で止めたと。

福田　まあ、そうですね。結局、待っていても一人も来なかったというようなことが起こるわけです。

二人ぐらいで来てそこでおしゃべりして、それで終わりになったとか、そういった事態が起きて、だい

たい来る子はもう目ぼしい子で、目ぼしいというのは変ですけど、顔を覚えるわけです。

　今どうしているかというと、例えば試験前には私の研究室に 10 人～ 15 人の学生が揃って来ます。そ

こで勉強する。それも質問に来るのではなく、研究室で勉強し始めるんですね。そして、勉強してわか

らなくなったら私に聞く。なかなか帰してくれないので、だいたい８時か９時までいます。最近では、

８時ごろに帰ろうよと声をかけますが、それでも結局 9時近くまで研究室にい続けます。

　このように個別に対応しておりますけれども、学生支援室とかそういうシステムがないわけではあり

ません。今でも理工学部事務室に学習のことで悩みがあったら先生を紹介しますという掲示がはってあ

るはずです。おそらくそれも学生は知らないと思います。

質問者　はい、ありがとうございました。

司会　それではありがとうございました。（拍手）

それでは、また準備もありますし、３分程休憩して、法学部の取り組みについて話してもらおうと思い

ます。それでは 33 分ぐらいから始めようと思います。

午後 3時 30 分　休憩
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午後 3時 33 分　再開

◆ 法学部報告
司会　それでは、時間になりましたので、法学部の取り組みについて、和田ＦＤ委員からお願いします。

和田　今ご紹介にあずかりました、法学部のＦＤ委員をつとめさせて

いただいています、和田です。

　ぜひこの機会に、特に直接ＦＤ委員会の加藤副委員長より、「お前

がやりなさい」と仰せつかりました。ただ、「このようにやりなさい」

とはうかがっておりませんので、ということは自由にやってよいとい

うことを意味するわけです。そのように考えながら今日は法学部の取

り組みということでお話をさせていただきます。

　ハンドアウトをみなさまにお配りしておりまして、こちらは PDF

です。PDF のファイルを使ってみなさんにはご説明をしますが、そ

れがそのまま印刷もされています。下にページもふってありますので、

その辺のページ番号など参照いただきながら、この話をお聞きいただ

ければと思います。

　まずその pg.	2 ということでして、ここにもし時間があれば本日お話したいなと思っている内容があ

りますが、一応、法学部におけるリメディアル教育の取り組みということで、直接関わるのが（2）（3）（4）

ということになります。（1）は予備的説明ということですが、いわゆるリメディアル教育が必要になっ

てきた社会的背景や、リメディアル教育が一般的にどのようなものであるのかという説明、そして最後

にとびまして、（5）番などは国士舘大学においてリメディアル教育というのはどんなものとして考えら

れなければならないかということを今後全学的に考えていきましょう、というお話になっています。時

間が許せば（1）や（5）のお話もしたいと思いますが、そう言いながら（1）の予備的説明に関してひ

とつだけお話しします。2018 年問題などが迫っているということもありますが、そのあたりはとばし

まして、これははっきりと大事な論点なので言いますが、経済活動が今後ますます（世界規模で）拡大

することはまず間違いありません。2008 年から国際情勢は完全に変わりました。2008 年はリーマンシ

ョックの年です。プラス、「大学の実力」、読売新聞ですね、あのデータが発表されはじめたのも 2008

年です。つまり、国際的なグローバル化の経済がおかしくなり始め、かつ大学のデータが世間に触れて、

それを我々が隠すことができなくなったのがちょうど 2008 年で、これを境に大学を取り囲む環境は激

変したということです。なので、そこに「展望」と書いてありますが（→ pdf 資料 pg.	6）、教育以前の

問題に我々が取り囲まれているということです。社会的な問題です。学力格差は今後拡大していくでし

ょうし、大変なことに今後なっていくということなので、リメディアル教育は何かという問題は置いて

おきまして、大学として取り組まなくてならない教育改革というものがもう待ったなしだということは、

これは教育以前の問題で、国士舘大学もその荒波の中に巻き込まれているという認識を新たにしなけれ

ばいけないのではないかということで、お話をさせていただきました。

　この辺はベネッセの影山さんがお話とほぼ一致しますので、まるで申し合わせたかのような内容にな

っていて、この分だと私も、国士舘大学で何かあったあとはベネッセさんのほうにお世話になれるかな

と思っておりますので・・・。冗談でございます。

　さっそく本題に入ります。今からお話しすることは、きわめて sachlich なお話でして、何を具体的

にしているかということをまずはお話いたします。その背景になるようなお話とかは、もう先ほどの政

経の永冨先生のお話しの中にすべて含まれていたのではないかと思われますし、影山さんからの報告か
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らも基本的なところはお話がありましたので、あえて法学部で何をしているかという具体的なお話に絞

って、今からしばらくはお話をさせていただきたい、そういうことでございます。

　法学部で何をやっていますか、リメディアル教育として、と言われれば、大きく次の二つになります。

「入学前教育」とそれから「初年度ゼミ」、こういうことになります（→ pdf 資料 pg.	8 参照）。もちろ

ん広い意味でいろいろな教育が、リメディアル教育としてなされています。それは私も知っていますが、

いわゆるこういう場でリメディアル教育としてお話しできることとしては、大きく分けてこの二つだろ

うということです。

　（まず最初に導入的説明として）eラーニングシステム、「マナバフォリオ」（manabafolio）の活用と

いうことですが、これに関しては時間があればいろいろデモンストレーションなどもするべきなのでし

ょうけれども、時間が限られていますので時間内でのお話をさせていただきたいと思いますが、絶対に

言い忘れてはいけないことがありますので、これに関して申し上げます。eラーニングシステムと書い

てありますが、これは特殊な eラーニングシステムです。これは、単なる「媒体」です。マナバフォリ

オというのは SNS を中心としたオンラインのシステムですが、何か教育のコンテンツが最初からそこ

に組み込まれているようなものではありません。要するに、教員と学生の間、ないしは教員と教員の間、

学生と学生内を取り持つただの媒体です。空っぽです。中身はないということです。きょうずっと、専

任教員がリメディアル教育に関わっていない、外部にまかせっきりだ、それでいいのかという話が何度

もありましたが、このシステムを法学部で使っているのは、結局これを使って入学前教育をしているわ

けですけれども、その教育のコンテンツを作っているのはすべて専任教員だということです。専任教員

が責任を持ってマナバフォリオを使って入学前教育をしているのがおそらく法学部の特徴だろうと思い

ます。これははっきり申し上げておきます。

　（次に）「初年度ゼミ」ですが、これはもうめずらしくなくなりまして、いろいろな学部で行っていま

す。（法学部では）法律学科、現代ビジネス法学科両方で行われています。詳細はちょっと微妙に違い

がありますのでそれは後ほどお話をいたします。

　それではまず「入学前教育」について、順番通りお話をしていきます、まず入学してくる前の学生た

ちに対してということで、入学前教育です。経緯を簡単にご説明しますと、私が法学部に所属するよう

になったのは 2007 年なので、2007 年以前に何が行われていたかというのは定かではありませんが、一

応聞き及ぶところによりますと、小論文の添削指導などを業者に委託したりしていたということです。

これは業者委託です。あとは図書を指定して読ませ、それで内容をまとめたり感想を書かせたりして、

これを専任教員が見ます。結局送られてきたもののうち、初年度ゼミの担当の学生分を教員が手に入れ

まして、目を通すということです。そして添削などをして返すとか、それを初年度ゼミの中で教育上生

かしてほしいと、それが全体的な内容でした。当然それで十分に機能しているのかということが疑問に

なりまして、お金もかかりますし、業者にも委託しているわけですから、そこで新たなシステムを導入

しようということになりました。そこで、2010 年度の新入生以降の新たなシステムというかたちにな

ります。

　pg.	10になりますが、概略を申し上げます。一応、これは朝日ネットという会社に委託をしております。

朝日ネットという会社がサーバーを持っておりまして、その上に仮想空間があるわけですが、空っぽで

す。主な機能は eポートフォリオと SNS です。簡単に言えば、学生が何か教員と間でやり取りをする、

それが教育活動、学習活動の中身となるのですが、その跡が、結果が残るわけですね。それは電子的に

残るということです。それが蓄積されていって、eポートフォリオとなります。あと SNS には掲示板
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がありまして、そこでスレッドを立てて情報を出す、それに対して答えが来るとか、あるいはいろいろ

なコースにニュースを立てられますので、そのニュースで掲示を出すとか、それを見て学生が反応する

とか、そういう機能です。ですから、教員から教員、学生から学生、教員・学生間等で、いろいろな情

報のやり取りや、教育学習活動が行われるということです。そんなような形になっています。これはあ

くまで「形」のお話です。

　あと、「目的」なのですが、これも大事でして、あとで時間があれば紹介しますが、入学前教育のこ

のシステムで、何か学力をアップさせようとか、そんなことは無理です。それは無理だろうということ

で、それよりも、秋入学のAOからずっと継続的に課題をだしていくわけです。秋入学、AOの人間が

一番早いので、AOの人間は 10 題前後の課題を課せられるかたちになります。継続的にこちら側から

マナバフォリオ上に課題を出すわけです。時間を追って。そうすると、早く入学が決まった人間は、た

くさんの課題をこなさなければいけません。あとあと入学が決まった人間は、たとえば２月入学の人間

は、一生懸命その間勉強したわけですから課題に取り組まなくてもいいわけです。課題が少なくていい

わけです。そんな感じで、でも結局そうやって、大学とつながりを持たせるということです。それで、

学習意識の継続を促す。結局、何もやらないのと比べてどうですか、という発想です。当然、何か課題

を出される、しかもこれは大学からです、高校からではありません。自分がこれから通う大学からの呼

びかけがあるわけです。当然考えます。それに対して答えます。回答が寄せられたりします。それが全

部ポートフォリオの中にたまっていく、そういうシステムです。そういうかたちでアクション・リアク

ションの繰り返しですので、学習、これもひとつの学習なのですね、それが継続されていくという意識

をずっと続けていくということになる。あとは、SNS 機能です。これも大事なのですが、学生生活の

不安とか疑問とかあるわけです。そういうものに対して誰が答えるかというと、教員が答えます。教員

がそれに対してきちんと責任を持って答えるというシステムです。以上が入学前教育の実態です。

　（以下具体的な利用法）まず、何をやっているのかと、それはまず課題を提示し、先ほども申し上げ

ましたが、提出させ、集計をします。それに対して先生の側からたとえば答えを提供する、みたいな話

ですが、大きく二つです。「選択式」回答の問題を出します。それと同時に選択式の「答」も提示します。

それに対して学生、入学予定者がクリックします。それが自動的に集計されます。もちろん全部自動で

す。それで、集計ですが、もちろんこれは期限があります。ある期限までに集計をします。結局それで
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正解の発表と、解説などを掲示板などを利用して掲示することができます。そういうことです。これは

簡単なのですが、もう一つの形式は、（特定の課題に関して）「文章を書きなさい」、書いてくださいと

いうもので、それを少なくとも１問は出すことにしています。それはどうなるかというと、原則ほとん

どの人間が書いてきます。その文章は基本的にはワープロで書いて、それをオンライン上で提出させま

す。それがもちろん集計されますが、それをどうするかというと、初年度ゼミなどで使うわけです。自

分の所属の担当の学生のものというのは、もちろんダウンロードすれば出てきますので、それに対して

添削をするなり、それを使うなり、自由に使って初年度ゼミで活用する。ですからこれも、外部委託の

活用ではなくて、各教員がそれを活用すると、そういうかたちになります。

　あとは、みなさんのところにはbというのがたぶんハングアウトから抜けていると思いますが、（→pdf

資料 pg.	11 参照）先ほどの話にも出ましたけれど、一応課題提出どうこうという以前の話でして、情

報提供などで、学生の相互連絡、あるいは帰属意識を高めるという、そういうことを内容として行う、

そういうことになります。

　（以下具体的画面のシミュレーション）あとは、もしなんでしたら少し見ますか。みなさんの資料に

はありません。なぜかというと個人情報に関わることなので、みなさまのハンドアウトには具体的なも

のがありません。ちょっと隠してあるのですが、ここに名前がついている。これは隠してあります。私

の愛弟子の、これは 2010 年に入学した人間のものなのですけれども、これが画面だと思ってください。

左半分が画面です。こんな感じです。これは何かと言うと、いわゆるポートフォリオ、ポートフォリオ

とさっきから言っているので、その実態はなんだということです。ここにたくさん何かたまっているの

がわかると思います。これがすべてポートフォリオの中身になります。つまり課題を提示され、それに

対して答える。その課題と自分が答えたものと、場合によっては先生から評価が下されることがありま

す。それがこの中に全部入っています。そこで、いろんな授業がありますよね。入学前教育というのも

もちろん授業の一環ということになりますし、この辺に入学前、入学前、入学前、と書いてあるのがわ

かるでしょうか。これだけ課題を出しています。それに対して答えさせ、先生からの回答が寄せられ、等々

のやり取りが全部ここに残っています。

　それと、入学前だけではありませんで、他の授業もあるということです。私がやっている、「入門ゼミ」

なども、ここに入っていると思うのですけれども。どこかに行ってしまいましたね。すいません。ちょ

っとどこかに行ったようですね。他のこの辺の授業なんかは、いわゆる法情報学という授業ですけれど

も、ここでもマナバフォリオを使っているので情報やり取りが行われていると、そういうかたちになり

ます。

　これまでお話ししたのが、マナバフォリオとマナバフォリオを使った入学前教育の内容ということで

す。

　（次に）「初年度ゼミ」ということで、もうひとつ我々が行っているリメディアル教育がありますので、

その内容についてです。これは類似の科目が各学部にあるということなので、イメージしやすいとは思

いますが、一応その経緯ということでお話しします。

　私の間違いでなければなのですが、2005 年から法律学科で「プレゼミ」が、法律学科の場合ABと

いうことで、一応通年、担当者が変わるということなのですけれども、ABの春季・秋季の科目として、

学生からすれば通年、用意されている。現代ビジネス法学科の場合は、一応半期です。単純計算で半期

なのですけれど、そのかわりに学生数が半分になります。だいたい法律の場合には 25 人くらい、25 ～

26 人くらいではないかと思われます。30 にはいきません。現代ビジネス法学科の場合ですと、だいた

い今現在で 2011 年の実績で 13 名くらいだと思います。そのくらいの学生の面倒を見るというかたちに
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なります。そういったかたちで、ずっと現在まで続いているということです。

　「目的」なのですが、大きく目的として三つあります。一つは仲間作りということです。ここに退学

者対策に一環と書いてありますけれども（→pdf 資料 pg.	12 参照）、まずは居場所を必要とするだろうと。

我々の時代と違って、デリケートな学生さんが入ってくるわけです。どうもなじめないと、大学へ来な

くなるということがあるであろうということで、それをなくすためには、学生とのつながりもそうです

が、教員とのつながりも大事だろうということです。

　あとは、もうひとつ、これは後ほど具体的に見られれば見ますが、基礎的な学習指導をしようという

ことがあります。私の理解しているリメディアル教育の役割としてはこういうことです。つまり、法学

部ですから法学の勉強をしていくわけですが、それ以前に何を勉強するにしろ、あるわけですね、要す

るに「読み書きそろばん」というわけです。読み書きそろばんの技術、もちろん図書館に行って何をど

う調べるかとか、どうやってノートを取るんだ等々のいろいろなことが基礎的な能力、スキルというも

のとしてあります。そういったものを、きちんと身に付けてもらうということです。

　あとは、「導入教育」ですが、これは特に法律学科では「プレゼミB」という科目がそれにあたります。

法学、法律に関する学問について、基本的な概念というものを教えたりということで、いわゆる導入教

育の役割を果たしているのがプレゼミB、一年生の後期のゼミの科目になります。

　それで、内容なのですが、一応テキストは参考までにということで、2012 年度用のプレゼミAB、法

律学科のいわゆる共通テキストになりますけれども、それの目次をここにあげています（pdf 資料 pg.	

13 参照）。概要もかいつまんで言ってしまいますと、だいたいこれくらいの内容になっているだろうと。

まず国士舘大学に入学したわけですから、大学生としての心得は何だろうと。あとは読み書きそろばん、

読む、書く、話す、の基本的な技術、先ほど申し上げた通り、これがリメディアル教育にあたる部分で

あろうということです。

　あとは法律を学ぶための基礎知識、導入教育ですね。それがプレゼミB、先ほど申し上げました。あ

と大事なのは、要するに出口の問題です。卒業後がありますよ、と。就職と社会に出るということが、

あなたたちを待ち構えていますよという意識を、なんらかのかたちで醸成できないかということで、そ

ういう一応内容が含まれているということです。ですから、この辺はおそらくは皆さま方の学部での初

年度ゼミとも共通している内容ではではないかというふうに思います。

　問題は、どうやってその授業が行われているかということですが、大きく分けてこの三つです（pdf

資料 pg.	14 参照）。まず基本は担当教員です。所属の専任教員が全員であたります。次に、ここが問題

になるわけですが、学部教員以外の講師に委託するというかたちがあるわけです。あとその他というの

は、講演会等いろいろな行事がありまして、そこに出席して話を聞くということも重要な機会だという

ことなので、それも一応授業の一環として組み入れているということです。

　今、アとイの問題なのですけれども、特にイについてですね、外部委託という話ですが、大きく分け

て二つです。学内の組織にご協力をいただいているということがひとつあります。体育学部田中教授に

は毎年お世話になっておりまして、AEDの講習会をお願いしています。好評でして、人の命に関わる

問題なので、日頃ふあっとしている学生も気合が入るわけです。物理的に押すわけですね、キュッキュ

ッキュッキュッと。それで「大丈夫ですか！」と声をかけるわけです。スポーツです、文字通り。しか

も命を守るための行動なので、意外と好評でして。あとは、「図書館ガイダンス」だとか「キャリアガ

イダンス」だとかで、これはもちろん学内の組織の担当の方にお願いしているわけですが、問題はその

次でして、いわゆるリメディアル教育として、どうしても専任教員だけでは限界があるということで、

特に今年度から、2011 年度からベネッセさんにお願いして、ご協力をいただいているかたちになりま
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す（pdf 資料 pg.	15 参照）。

　今年度、2011 年の実績では二つ、文章講座＝日本語の文章を作る、それから計算、これは論理計算

ですね、SPI の論理計算みたいなものです。そういったものを、ひとコマずつです。ですから、学生側

からすると、1回ずつです。1回ずつ受けます、というかたちが、一応今年行われたことです。ですが、

来年はというと、確か法律学科の方、プレゼミの方は同じかたちでお願いをすると思います。現代ビジ

ネス法学科、入門ゼミの方は、なかなか難しいんですね、これらをひとつずつやっても。（学生にしたら）

「だからなんなんだ」、というかたちになってしまうわけです。なにせ 1年生ですから。1年生がこれを

ひとコマずつ受けても、「で、どうなんだ」、という話になってしまう。そこで、だったら、文章講座を

3コマくらい連続して日本語の書き方を勉強したらそのほうが身になるだろうという判断で、来年は予

定ではビジネス法学科では文章講座を三つ、3コマ連続して外部委託をする。学生にその講座を受けさ

せるというかたちになります。

　大事なのは、担当教員が指導しながら、学外の業者の方、あるいは学内の他の組織の方にもお願いを

するというかたちをとっているということです。もちろんわかっているわけです。全部丸投げにしてし

まえば、楽なんですよ。でも、おそらく学生の身にならないんですね。つまり、それで学生の身になる

ならいいんです。外部の方にお任せで。でも、結局「自分たちは何をやらさせているんだろう」という

ことがわからずじまいなんですね。そこをコーディネートするのが専任教員なので、専任教員の力なく

してこのようなリメディアル教育が成功することはありえないということです。

　あともう一つです（pdf 資料 pg.	16 参照）。これまでは、入学前教育をやっています、それから、プ

レゼミや入門ゼミをやっていますというお話でしたが、次はちょっと違います。これももう先程来政経

の方からもご報告がありましたあの話です。ベネッセさんに、特に影山さんには毎年毎年お世話になっ

ておりまして、データ分析をお願しています。大きく分けて二つです。ひとつは、これはもうかなり国

士舘内でも有名になりました、いわゆる「自己発見レポート」です。あとで内容に関しては言います。

１年生に対して４月に実施しました。さらに今年から、国士舘大学に入ろうとしている今の高校生がど

んなものなのかを知りたいという欲求がありまして、何とか無理をお願いしまして、ベネッセさんにデ

ータを出してもらっています。いわゆる「志望動向」です。国士舘大学を受けようとしている人間の学

力や、それから国士舘大学の他にどこを受けようとしているか、そのようなことですね。そういうこと

に関して、わかるデータを提供していただいています。データを収集して分析をするということによっ

て、今後の戦略を練る礎にするということでこのようなことをしています。

　（次に）「目的」ですが、自己発見レポートですけれど、これは学生にその結果を返します。これはい

ろいろなところでやられているので、もちろん画面もあるのですけれども、もしなんでしたらお見せで

きますが、いいでしょう。むしろ、教員側あるいはたとえば法学部であれば法学部全体でして、その情

報を共有する必要があるわけですね。自分たちが抱えている学生がどんなものなのかということです。

それを知らなければいけないわけでして、情報を共有し始めて戦略に生かしていくことができる。そう

いう目的のもとに一応自己発見レポートをやらせています。現物がここに、私の袋の中にあります。資

料はものすごい膨大な量ですけれども、影山さん以下スタッフの方に、そんなものを見せられても何に

もわかりません。要するにどういうことなのかということまできちんと整理していただいて、毎年報告

をいただいています。

　あと、志望校動向調査ですけれども、これは次に入ってくるであろう学生の動向がわかればというこ

とですので、これも必要な一応資料になるということです。自己発見レポートと分析結果が合わせて活

用できるということです。
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　自己発見レポートで何が分析されているかということに関しては、一応ここにあげてあります、pg.		

19 ですか、大事なのは二つですね。共時的意味で今のほかのいろいろなセクションとの比較ができる

ということと、あとは経年変化です。年を経るにつれて、学生にどういう変化があるかというこの二面

です。共時的な比較と通時的な比較ができます。両方とも非常に大事な情報になります。情報を出そう

かなと思ったのですが、これはなかなか本当にきわどい情報でして、とてもその資料を印刷できるもの

ではないというか、むしろこれは政経でも理工でも、あるいは経営でもでしょうか、すでに出ている情

報ですので、もうご覧になっているとも思いますので、そういう意味でもここでは省略させていただき

ます。

　志望動向についても、基本的には同じでして、併願状況などがわかります。特に併願状況で、ちょっ

と説明の仕方がよくわからないのですが、国士舘大学一本で考えているっていう人もいる。あるいは国

士舘大学と、～大学を考えているっていう人もいます。その時に、偏差値に違いがある、等々のことが

全部わかります。ということなので、そうすると今後はどんな学生が入ってくるのかといったことが想

像できるわけです。そういうようなことです。

　この「何がわかるか」ということ（pdf 資料 pg.	19 参照）、ここですけれども、追加資料を、自己発

見レポートに関する分析結果をベネッセから受けて、ということなのですが、これも追加資料というこ

とで印刷しようかと思ったのですけれども、これは私の作った文章でして、教授会に提出したものです

（→実際には「追加資料」として会場内で映写）。

　いろいろなことが書いてありまして、一般入試で成績上位者が増えたということがここに、喜ばしい

ことが書いてありますけれども、逆に言うと、推薦系の人間と一般入試で入ってきた人間との学力差が

開いているということを意味しているわけです。そんなことなども、はっきり言うと情報共有しなけれ

ばいけないということです。
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　結局こういう結果を受けて、先生方の間で話し合いを行います。たとえば、こういう意見が出ました、

みたいなことがここにあるわけです。せっかく成績上位者がいるのに、そうでない学生と一緒にして、

まったく同じように教育していいのかという考え方が示されているということがありますし、結局はき

め細かい、学力や意識の差に応じたきめ細かい指導が必要なのだ、ということが確認されるわけです。

そういった文章に結局はなっています。

　あとは、今駆け足でずっとお話してきましたけれども、法学部におけるリメディアル教育の今後の取

り組みということで、今後というよりももうほとんど来年ということです。ですからこの（4）であげ

られているのは、近々、しかも一応来年度どのようなことを実際にするかということで、理念の問題で

ありません。

　まず、「英語プレイスメントテスト」、といっていきなり唐突ですけれども、成績によるばらつきとい

う話を今しましたが、英語でもばらつきが非常に大きい。法律学科ではずっとこれをやっていたのです

が、現代ビジネス法学科ではこれをやめていました。でも、もうだめだと。みんな一緒の授業というこ

とでは有効な英語教育はできないということで、それを再開するということになったということです。

これは非常に大事なことなのでここに加えさせていただきました。

　あとは、マナバフォリオの活用の拡大を考えています。先程来言っていますように、これはコンテン

ツではありません。ただのメディアです。なので、これを有効に使わなければいけない。先ほどまでは

入学前教育などで、専任教員を中心として、このメディアを活用していますというお話でしたが、新た

にここに、なかなかいい表現だと思うのですが、「リメディアル＆キャリアデザイン教育」を提案して

います（pdf 資料 pg.	20 参照）。これは私が勝手に作った造語です。法学部で正式に認められていると

いう言葉ではありませんのでそれは申し上げておきますが、結局こういうことです。ここが大事でして、

リメディアル教育が何かということがあとで問題になるでしょうが、国士舘大学のリメディアル教育が

何かっていうことを考えた時に、もうそれを「キャリアデザイン教育」、要するに「キャリア教育」に

直結させていくべきではないか、という提案です。そこを法学部では、少しではありますけれども、一

歩踏み出してみようというのが趣旨です。

　これはマナバフォリオの機能を活用するのですが、具体的に見てみます（pdf 資料 pg.	21 参照）。あ

る業者にお願いしています。ワオコーポレーションという会社ですが、コンテンツを提供していただい

ています。それをもとにコースを作ります。「日本語表現法」というコンテンツがあります。それと、「英

語ステップアップ講座」というコンテンツがあります。1、2 年生の中から 50 名くらいと考えています

が、希望者を募りまして、eラーニング形式でこれを受けてもらうということになります。複数回、全

部で 10 回の講座を受けて、それでテストを受けて、といったことを繰り返していって、それで終了と、

そういうかたちになります。2年生から 3年生は、「キャリアデザイン講座１」と「英語ステップアッ

プ講座」ということで、これが 2年生 3年生用のコンテンツ、中身になります。要するに、赤字で囲っ

てある部分を見ていただけばわかるわけですが、典型的なリメディアル教育です。

　英語が中学 1年生からです。中学 1年生の内容からステップアップしていきます。だからまったくわ

からない学生もここからスタートします。それで、高校 3年くらいまでの内容、コンテンツだったと思

いますが、どんどんステップアップしてゆくわけです。あとは日本語教育です。そこにキャリアを入れ

ます。日本語や英語がキャリア形成にとって非常に重要だということはわかりきっていますので、これ

はセットで教育していこう、そういうことです。

　（このプログラムの）「目的」ですが、まず能力開発です。これはもうわかるのですが、やはり大事な

のは、学ぶこと一般に対する意識を向上させますというところです。キャリア教育の一環ですから、将
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来に結びついているということですね。出口に結びついているということです。その枠内で英語を勉強

するということが必要。日本語を勉強するということも必要。でももちろんここには書いてありません

が、キャリアデザインの中にいろんな中身が入っているわけです。社会人になる上で必要ないろいろな

知識の身に付け方、などということが含まれているんですね。そういったものを勉強することに意味が

ある、ここが大事なんですね。意味があるということを意識づけることが非常に大事だということで、

それを目指しているということです。

　一応今駆け足でぱあっと見てきまして、まあやっぱり時間が過ぎていますね、そうしますとあとは、

法学部と全学におけるリメディアル教育の課題ということですけれども（→ pdf 資料 pg.	22,	pg.	23 参

照）、マナバフォリオをさらに活用していこうということがありますし、あとは、初年度ゼミのさらな

る中身の充実ということもあります。専任教員がどこまでできるのか、外部委託をどこまでするのか。

これは外部委託をしすぎれば、先程来から問題になっている、「外にまかせっきり」、「自分たちは責任

を持たない」というかたちになりますので、その辺どうやって全体としてのシステムを作っていくかと

いうことは今後の課題になってきます。

　最後ですが、もうずっとこのような話になっていますので、最後に時間が過ぎているのを承知で言わ

せていただきますと、「リメディアル教育とは何か」ということで、実は印刷した資料がありまして（「配

布資料」資料①参照）、ここの最後ですね、みなさんのプリントでは最後に「資料１」とあります、英

文があると思います。ここではリメディアル教育に関する原理的な話がなされています。それの引用で

す（※Wikipedia、"Remedial	Education" より）。①②③と書きましたが、下にその主旨を要約しておき

ました。格差是正がまずリメディアル教育のひとつ目的だと。アファーマティブアクションの問題があ

りますからね、アメリカなので。だからその辺のこともおそらくあるのだろうと思われます。これは想

像です。

　問題なのは②です。これは意図的に赤字にしてあります。社会人養成なんですね。そこに赤字にして

おきましたが、functional	participation	in	the	economy	and	the	democracy、まあはっきり書いてあり

ます。つまり将来のことを考えているわけですね。将来社会人になるのに必要なものを、養成していく

ということがはっきりと考えられています。あとは、3番目に大学で研究していくために必要となる能

力を養っていくことが書かれています。

　こういうことなのでしょう、リメディアル教育というのはおそらく。ですから、たとえば高校時代に

やってこなかったことをやる、補習しましょうという狭い意味ではないと思いますね。最後にこの国士

舘大学の理念等々のことについて、プリントはありますね、（「配布資料」の）資料の④⑤、この辺がそ

うです。わざわざあげてあるのは、法学部にしても国士舘大学にしても、「立派な社会人を養成すること」

が目的なのではないか、ということです。それが目的なのであれば、リメディアル教育を使って、それ

をテコにして、当然立派な社会人を作っていくのがわが大学の目的なのではないか、ということを、改

めて確認する必要があるのではないかということです。そこからリメディアル教育として何を行うべき

か、だれが何を目指してゆくべきかということを、今日のこのシンポジウムを機会にして今後広く深く

議論していく必要があるのだろうと思います。すみません、時間が押してしまいました。以上です。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、これから全体の質疑応答に入りますが、セッティングの都合がありますので、5、6 分ほ

どお待ちください。

午後 4時 15 分　休憩
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午後 4時 20 分　再開

◆ 全体質疑応答
司会　それでは、これから全体質疑の応答をしようと思います。壇上にいてもらう先生は、政経学部の

青木学部長と、あとは、ベネッセコーポレーションの影山さんと、理工学部の福田学部長と、法学部の

和田ＦＤ委員長です。それでは、フロアからの質問を中心にして、質問、それに答えるかたちを中心と

して、全体の質疑応答をしていきたいと思います。それでは、フロアから何か質問ある方、挙手をお願

いします。

質問者　すみません、では、お願いいたします。

司会　では、どうぞ。

質問者　質問させていただきたいと思います。三学部の先生方にお尋ねしたいんですけども、リメディ

アル教育を行った際の評価指標、こういったものを考えていらっしゃるのかどうか、そのあたりをお聞

かせ願いたいんですけども、よろしくお願いいたします。

青木　評価というのは成績のことですか？

質問者　いえ、違います。例えば、リメディアル教育を行った際、今の成績をGPA評価、GPA換算と

いたしましょう。そういったものを行うことによって、ではやってない学生とやった学生、このぐらい

やっぱり評価が違ってくるのかとか、あとはやはり今後こういった施策を打ったとき、これだけ効果が

上がったとか、こういったものをやはり具体的に測定する指標が必要になってくると思うんですね。こ

のあたりをもし取り組んでいく予定であるのであれば、お聞かせ願いたいのです。お願いいたします。

青木　政経学部は特に考えておりません。これはなかなか評価するのは難しいんですね。今政経学部で

フレッシュマン・ゼミナールという１年生のゼミナールを中心に、一人の先生が 30 人程度の学生を持

って行っているわけですけれども、中身が通常の定期試験で行うような評価の公式というものをなかな

か取りづらい内容になっているわけです。そうであれば評価を今どのようにしているかというと、一つ



40

はクラスへの参加度であるとか、それから、担当の先生が課したレポートの提出回数であるとか、そん

なことを評価の基準にしているわけでして、必ずしも通常の定期試験と同じように点数で明確にという

形にはなっていないんですね。ですから、そういう意味では出席がほぼ３分の２以上ある学生にはほぼ

「優」が付いていると思います。そういう意味で、ほかの科目と同じような評価形式になっていないが

ゆえに、なかなか難しいのではないかなと考えているからです。お答えになっているかどうかちょっと

わかりませんが。

和田　じゃあ私から。二つあります。一つは、これもベネッセさんが運営していらっしゃり、これは実

質取り仕切っているのは、キャリア形成支援センターになりますが、３年生を対象にした一応調査があ

りまして、「キャリアアプローチ」というものです。１年生が行う「自己発見レポート」に対して、３

年生で「キャリアアプローチ」という同様の一応調査があります。それを、繰り返します、取り仕切っ

ているのはキャリア形成支援センターですが、対象者は希望者なんですね。希望学生に対してです。で

すから私は、これは希望ですが、全員に受けさせるべきではないかと。これはどこの学部どうこうとい

うことではなくて。なぜならば１年生の自己発見レポートを一応原則全員に受けさせている学部が三つ

ないし四つあるわけですから、その後の経過を調査しないというのは明らかにおかしいと思います。で

すから受けさせなければいけないと思います。３年生はもちろん就職を控えているわけです。もう入学

してから２年以上経っているわけです。そういう意識調査を改めてする必要がある。これによってある

程度の結果測定ができるわけです。

　あともう一つは、わたくし先ほども申しあげましたけれども、政経学部の永冨先生のお話に共感して

おりまして、改めて申しあげると、やはり「就職率」なのではないでしょうか。就職率が高まるという

こととリメディアル教育を充実させるということは、これはまったく別の話ではないと思います。学生

はとにかく就職を目指す、もっと言うと、じゃあ何か就職という出口を目指して大学生になるというこ

とが、今と昔とで変わったのかということを私は常に言いたい。変わってはいないでしょ。専門の研究

家になるために大学に通う学生の割合が昔から今までどれくらいいますかということです。基本的に社

会に出るための一つのステップとして大学がある。これは良い、悪いの問題ではありませんで、日本の

大学の役割だと思います、昔も今も。ですから、そういう意味で考えると、社会を目指して努力をする

ということと、学ぶということが一体化するのはおそらく大学という場所だと思いますので、というこ

とは、いい就職率が得られるということはそれなりの効果があったということでしょうし、就職率が伸

びなければ、リメディアル教育として何をやっているんだという話におそらくなるのではないでしょう

か。これは一つの考え方です。私は今二つ申しあげました。３年次にきちんとした調査をするというこ

とが一つ。あとは「就職率」ということで、これらによって一応「測る」ということも可能なのではな

いかということを、私はいつも思っています。以上です。

福田　理工学部のリメディアル教育は、先ほど和田先生が言われたものより狭い意味で捉えております。

数学や物理学の基礎学力と専門教育への導入の二つを考えています。先ほども紹介しましたけれども、

数学と物理学の基礎学力をつける科目は単位のつく科目です。したがって、これらの科目ではごく普通

に試験もやりますし、優・良・可も付きます。GPAにするかどうかはともかくとして、評価は可能です。

それから、専門科目への導入ですが、アカデミック・アドバイザーによる理工学部基礎科目群という各

学系で担当している科目があります。これは各学系によって考え方が多少違っているかもしれません。

機械工学系や電子情報学系では授業と演習で専門科目の基礎をやっていますので、評価は明確にでるこ

と思います。基礎理学に関して言えば、出席を重視して、数学をどうやって勉強するかということを話

しますので、先ほど青木先生が言われたように、あまり優・良・可の評価にはなじまないかなと思って
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おります。すべての学系を把握しておりませんが、専門科目への導入ということで、授業内容は各学系

に任せておりまして、理工学部で統一しているわけではありません。そういう意味で、かなりアバウト

な作り方をしています。以上です。

質問者　ありがとうございました。なかなか数字等で表しづらい部分というのも確かにあると思うんで

す。こういった部分というのは例えば学習力ですか。こういったもの等につきましてはやはりアンケー

ト調査等を行いながら、そちらのほうで具体的な指標化していくのも一つの方法ではないのかなと私は

考えておるんですけども。でもたいへんありがとうございました。失礼いたします。

司会　ありがとうございました。ほかに質問のある方、質問される方は、ご所属とお名前を言ってもら

えればいいのですけど。ほかに質問ありますか？

磯辺　文学部の磯辺です。和田先生にちょっとお聞きしたいのですけども、先ほど非常に啓発されたと

いうか、目からうろこじゃありませんけども、私も就職率というのは非常にリメディアル教育と表裏一

体と思っています。その中で本学の今日の一番のテーマは、ベネッセさんの報告や、三学部からの報告

をお聞きして、国士舘大学のリメディアル教育は今後どういう視点で全学的に取り組むべきかというか、

その取り組み方の一つとして気付いたんですけど、その中の一つに和田先生のご提案に、法学部におけ

るリメディアル教育の今後の取り組みというのがありましたね。これは、私は法学部じゃなくて国士舘

大学にと置き換えてもいいのかなと思って聞いていたんです。法学部だけではなくて。それは、一つは、

マナバフォリオの中の拡大ということで、リメディアル＆キャリアデザイン教育というのがありました

ね。これは当然就職にもつながっていくわけです。ですから、私はこれを、その考え方は非常にいいな

と。つまり、リメディアル教育とキャリアデザイン教育の相互的な教育プログラムをつくるということ

ですね。

　その中でちょっと気になったのは、やっぱり国士舘大学は私学ですから国士舘学士力というか国士舘

の教育理念、建学の精神、これをここへどういうふうに織り込んでいくのかということを、もうちょっ

と説明をお聞きしたいなと思ったんです。本学の建学の精神等を頭に入れながら、これをどうミックス

していけばいいのかなという、もうちょっと時間がないということで、もうちょっとそのへんとの関係

でどういう相互的教育プログラムがじゃあいいのかなということを、ちょっと捕捉なんかあればお聞き

したいんですが・・・。

和田　たいへん大きなテーマですのでこれに関しては、私のような人間が語るよりも両学部長の先生も

いらっしゃるので、後で必ずそこをお聞きしたいと思いますが、ご指名ですので先にちょっと考えを述

べさせていただきたいと思います。基本的には、これは私がなかなか難しいなと思うのは、ここは大学

なので、やっぱり具体的な価値が大事なわけですね。「普遍的な人間像」というものが一つは必要で、

それには国士舘の教育の在り方というものも考えなければならないという、今のご質問はそういうこと

になりますので、実は、だからたいへん難しい問題だというふうに思います。ですので、なかなか直接

お答えするというのは難しいと思いますけれども、まず、もうはっきり言って勉強したいとか何かを知

りたいという気持ちは人間であれば全体的にはまず持っているはずだというのが私の理念です。その中

で、もうすでにそういう力がかなりの部分発揮されている人間が、おそらくいわゆる上位校に進学する

のでしょう。偏差値の高い所に。国士舘大学は、これはデータが出ていますので（申し上げますが）、

偏差値は必ずしも高くはないわけですね。じゃあ先生方あるいは職員の皆さまが国士舘大学の学生と付

き合ってみてどのような印象をお持ちかということで、私ははっきり言ってとってもいい学生たちの集

まりだと思っているんです。ということは、やはりそういう人間が本来持っているものを、これはきれ

いごとで言っているのではなくて、「あ、本当に持っているな」ということがあるんですね。だからお



42

そらく国士舘大学に入っている学生さんというのは、うまく言えませんけどそういう学生さんなんだと

思うんです。ということは、彼らには「知りたい」とか、「勉強したい」といった気持ちがない、とい

うふうに思ってはいけないということですね。でも、じゃあ、はい、勉強しなさい、大学生なんだから

勉強しなさい、新聞読みなさい、等々と言ってそのとおりするのかということです。それは、しないわ

けです。それは経験が物語っているわけですね。

　そうしたときにじゃあどうやって、「学び」に向けて元々彼らが持っているものを引き出すことがで

きるかといったときに、最後の砦は「就職」だと思っています。つまり、社会にも出たくない、何もし

たくないとなったらば、もうわれわれは手の施しようがないかも知れません。でも、大学に来ている学

生は社会に出て何かしたいとは思っているはずなんですよ。ですから、その気持ちを手掛かりにして社

会に向かわせる必要がある。なんで勉強が必要かというと、簡単です。われわれは動物ではないので、

技術が必要なんですね、生きるために。その生きるための技術が「学び」なわけです。ですから、そう

いう技術が必要だということに気付かせることができれば勉強にも向かってくれると思うんですね。で

すから社会に対する意識を喚起することで、学びの意識を奥底から引き出していくというのが国士舘大

学の大学の教育の在り方ではないかなというふうに思うわけです。まず一つです。

　となると、大事な方法が一つありまして、行政にお任せでこういう科目があるからやりましょう、はい、

終わりではだめです。これでは絶対に、自分が何のためにこの科目を勉強しているのかということがわ

からないからです。なので、私が最近重要だなと思うのは、外部の方々に協力をいただこうがいただく

まいが、専任教員は学生に対して必ずコーディネーターになるべきだということです。君は、こういう

ことを勉強することによって社会に出られる、という勇気づけをしたり、あるいは君は、こういう勉強

は向いていないのでこういう学習がいいのではないか、といった形で、その道を指し示してあげるのが

専任教員の役目だと思っています。だから国士舘大学全体もそのようなシステムになればいいと、僭越

ながら私は毎日思っています。私が言えることはそんなことのように思います。

司会　よろしいですか？	

磯辺　はい、いいです。ちょっと難しい点ではあるかもしれませんね。

青木　政経学部で、すいません。政経学部はいわゆる理事長、学長がよく言われる面倒見のいい学部と

いう目標を目指して、今法学部の先生からございましたように、やはり専任教員全員がリメディアル教

育に関わるべきだと強く思っているわけです。ただ、その考え方は、これはとてもいいんですけども、

ただ実施する段階になりますと、実はとても難しい問題が発生してきます。やはり大学の先生はプロフ

ェッショナル、自分の専門というものをお持ちになって、その専門に関してはプロフェッショナルです

からとても皆さん良い授業をなさってらっしゃるわけですけども、リメディアル教育ということになっ

てまいりますと、決してその部分ではプロフェッショナルではなくなるわけです。そういたしますと、

専任教員として本来はそういう業務に全員が公平にご対応していただきたいと思うのですけれども、そ

の理念と目的とはまた違った面で先生方が苦労をなさるということが現実に起こってきます。そうであ

ればということで、政経学部では共通の副読本というものを用意しているわけですけれども、その時間

配分とか説明をしていただくその内容についてはなかなか全員が統一しては行えていないんだろうとい

うのが実情なんですね。

　ですから、そういう意味では目的はとても高く挙げているわけですけれども、実際にはご担当の先生、

今は強制的に専任教員全員があたっているわけですけども、本音のところではなかなか苦労をしている

というのがわたくしも含めて実情ではないかと考えております。ただ、だからと言ってやめてしまうと

いうのはこれは乱暴なことですから、なんとかより良い方法を考えて、今先生方と相談しながら続けて



43

いるというのが本当のところです。だから苦労しています、実際のところ。以上です。

司会　以上でいいですか？

福田　先ほど和田先生がおっしゃった専任教員がコーディネーターになるということ、これは私も大賛

成です。磯辺先生が話された建学の精神については後でふれることにします。まずコーディネーターに

ついてですが、理工学部もまさに専任教員がコーディネーターになることを目指してアカデミック・ア

ドバーザーをつくったわけです。とはいえ、これは当たり外れあります。３年生のゼミナール、４年生

の卒業研究では、学生が先生のことを良く知っていますので、学生が自分にあった先生を選ぶことがで

きます。しかし、1年生は入学してきたばかりなので、何もわかりません。そこで、アンケートの結果や、

プレースメントテストの結果を参考にして、新入生をアカデミック・アドバイザーに割り振っています。

それでも教員によって当たり外れがあると見えて、学生から不満が出てきます。これには非常に困って

おります。大学の教員というのはおそらく６割が正常に働けばその大学はかなりうまくいくし、３割し

か働かなかったら多分うまくいかない、そういった思いがあります。６割の教員が学生の面倒をしっか

り見てくれれば、理工学部の初年次教育もかなり改善されると思います。理工学部もキャリアデザイン

教育を行っておりますけれども、やはり業者に丸投げしています。業者にお任せするのは構わないので

すけれども、何をやっているかということを各教員が必ず知ることが大切なことと思っています。

　それから磯辺先生のお話で出てきたキャリアデザイン教育に国士舘的な精神をいかに入れるかという

こと、これは非常に難しい課題であると思います。各学部やキャリア形成支援センターで様々なキャリ

アデザインの授業を行っていますが、全学的にチームを組んで、キャリアデザイン教育に国士舘的な精

神をどう組み込んでいくかを検討する必要があります。これは、磯辺先生を筆頭にしてグループを組ん

で検討していただきたいと思っております。なかなか難しいことかもしれませんが。

磯辺　私は国士舘スタンダードということを今どこでも青木さんのやっていますのでね、この国士舘ス

タンダードというのを考えたときに当然今日の皆さんのご発表はみんなそこにつながってくるものです

から、そういう趣旨で今和田先生のご提案には、「あ、これ面白いな」ということで、ちょっと関連し

ていたしましたのです。それで今コーディネーターのお話も出ましたんですけど、今日のお話を見てい

ると、このリメディアル教育というのが、いろいろ先生方の発表の中にも出ましたように、どうも日本

型のリメディアルと先生方が言われましたけども、日本型でも大学でみんなバラバラなんですよね、内

容が。概念が。だからそういう意味で国士舘大学のリメディアル教育はどうあるべきか、ということを

今日何か見えてくればいいかなと思ったんですけども。

　その中で今日の三学部で共通したところは、事前教育的な話と、それともう一つ入った後の補習教育

ですよね。このアメリカのデブ・ドキュメンタル・エデュケーションという概念から言えば、これは従

来の教育をもう一歩一段階上げるという意味でのリメディアル教育なんですよね。単なる補習的なとい

う、そういう消極的な意味ではなくて。そういうことを考えると、もし自分が今やっていらっしゃるよ

うな高校で基礎学力がないものが入ってきたものについて補習教育をやるという。ただ、今理工学部は

また数学とかとは別にしたとか。それは現場の大学の先生方がやると大変な負担がかかるわけですよね。

実は今日加藤先生、いらっしゃるかな。加藤先生が実は神奈川工科大学のあそこでチューター制度があ

るということがありましたね。ちょっと先生、それを紹介していただけますかね。

加藤　チューター制度の紹介ということですけれども、やっぱり大学で学習意欲のないものが入ってく

ると。ということは学習意欲をいかに構築するかということにあるというお話だったと思うんですね、

今日のお話というのは。まあ学習習慣とか学習時間、学ぶ意欲の構築をいかに引き出すのかという部分

で。要はわかる、わかった、達成感。そしてそれが自信につながってキャリアにつながっていくという
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こと。この部分でそのわかる、わかったの教育をわれわれはしたいわけですけれども、理工学部も法学

部も政経学部もみんな基本は読めない、書けない、話せない。この部分を積極的に格闘して絶対投げな

い、投げ出さないというかたちで、それぞれの専門教育に向かっていきたいわけですけれども、このベ

ースになる部分は先ほどのお話にあったように、やっぱりチューターがいてこの部分はちょっと俗な言

葉になりますけれども、SAPIX、四谷大塚じゃだめなんですね。はじめの一歩から公文でやらなきゃ

いけない。これはもしかしたら中学、高校、先ほど先生方が言われましたように、筆記体、英語なら筆

記体、書き方ならカタカナの書き順と言われましたですね。そういうような部分については、神奈川工

科大学は基礎教育センターというのを設けて、そこに常時 15 名の非常勤の高校をリタイアされた、定

年退職された先生方の物理、科学、数学、英語、国語を担当して、朝の 11 時から夕方の６時まで、月

曜日から金曜日まで全部詰めて。そして一対一のチューターでも、先生対グループでも自由に OK。そ

してその部分ではそういう基礎力の部分と、もう一つ、先ほど福田先生が言われたような物理なら物理

の講義の中の疑問、今日の疑問もOK。講義を聞いた後あの部分がわからなかったというかたちでとい

う制度です。

　金沢工業大学のほうは、先生ご承知のように、30 人の専任の企業をリタイアされた教員が、こうい

う所にいてやっていると。私が今提案しているのは神奈川工科大学課のそれが望ましいのではないかと。

そして、大体 15 人規模で 2000 万円ぐらい年間費用がかかっているそうなんですけれども、これがわか

る、わかったにつながって、脱落者、大学をやめていく学生が大幅に減って、それで結局収入が増えて、

数億単位で大学が予算が残っていくという実情があるというお話を聞いてきました。この部分が全学で

取り組む、取り組める課題、そういうことになると専任のいわゆる専門を抱えている教員が、自らの専

門性の中で人はいかに生きるべきか。どのようにいかに働くのか。学問のあり方についての議論が生き

てくるんだと思っております。申し訳ありません、長々と。

磯辺　今加藤先生のほうからリタイアのことが出ましたけども、実は就職、このリメディアル教育とい

うのは就職の出口にも非常に関わるんですけども、私はやっぱり基礎知識がない学生が、以前だったら

入れない学生が今はどんどん入ってきているわけですよね。そうすると大学に入ったけれども授業につ

いていけない、わからない。だから学校に来なくなる。で、やめる。で、退学と。こういう悪循環がけ

っこうあるんですね。ですから、そういう意味で言うとやはりこのリメディアル教育というのは、ある

意味では中途退学者を少なくする、そういうことにもつながると思うんですね。そういう意味では今カ

トウ先生が言われたように、神奈川工科大学みたいなチューター制度、これを本学でもぜひ導入してほ

しいということで、実は今日午前中にＦＤ委員会をやったんですよ。そこで私もそういう提案をさせて

もらったんです。加藤先生のそういった研修のご報告をお聞きしてですね。ですから今そういう意味で、

現在ワーキンググループの第４ワーキンググループというのが、今ちょうど司会をやっていらっしゃる

ここのグループが、そのリメディアル教育に今ボールを投げて検討してもらっているんですけども、そ

ういうチューター制度も検討してほしいということで、今日ボールを投げたんですよね。

　そういうことで、これは後で学長や以下いろいろとまたご相談しないといけませんけども、国士舘大

学のこのリメディアル教育をどうやっていくかという中の一つには、具体的にはそういう、例えば補習

教育とか、今先生が言われたようにね、とても難しい、われわれには難しいというところは、そういう

元高校の先生方にフォローしてもらうとか、そういう制度もあってもいいのかなということで、ちょっ

と考えたいと思っていますが。それが中途退学の低減にもつながるし、また学力アップで就職にもつな

がっていくという。そういうことをちょっと考えていたものですから、それも含めながらちょっとお聞

きしたということだったんですね。すいません、長くなりまして。
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司会　ほかに。

和田　ちょっとよろしいですか。影山さんにぜひ一つ伺いたいことが。国士舘モデルというお話が出ま

したので。要するに、わたくしがはっきり念頭にあるのは、リメディアル教育を出口につなげるという

発想です。入口の問題ではなくて出口にまでつなげてしまおうという発想です、はっきりと。そのよう

な位置づけで、先ほど少し、中央大学では資格の問題がちょっとありましたよね。ただそうではなくて、

それとは別個に、リメディアル教育、基礎教育には二つあると思います。高校までの学科の内容をきち

んと理解できるということと、読み書きそろばんの基礎ができるという汎用的な能力ですよね。私はリ

メディアルと言った場合この二つを意味すると思っているんですけれども、こういった能力をそのまま

就職に直結しようという意識を持って取り組んでいる大学はありますか？

影山　非常に難しいご質問で。私が知る限り、リメディアル教育を就職に直結させてということをはっ

きりおっしゃっている大学さんはないと思いますし、われわれ自身が今思っている課題が、まさしく

今和田先生がおっしゃられたところに近いんですが、先生方は「PDCAサイクル」って多分１年で 100

回くらい耳にされると思うんですけども、今の大学というところは PDCA「サイクル」で回っている

と思うんですね。要はリメディアルがあれば、今年の１年生に入学前教育をやりますと。その入った１

年生の入学前教育の成果はどうだったのかというのを検証されますよね。その総括を次年度に入ってく

る１年生の入学前教育に生かしましょう。これはそういうサイクルで回る。就職もそうですね。卒業さ

れた就職の実績を見ます。それをじゃあ次に入ってくる子たちの就職に生かしましょう。こういうけっ

こう大きなサイクルを回していらっしゃる。これが今の大学、多くの大学ではないかなと思っています。

　われわれが今ご提案をしたいなと思っているのは、いわゆるPDCA「サイクル」とをちゃんとPDCA「ラ

イン」にしていきましょうというお話なんですね。入ってきた１年生、それを専門教育にどう結び付け

ていくか。それを就職にどう結び付けていくかというそこの中間チェックをきちっと作っていただくこ

とこそが、おそらく大学さんとして精度を上げていくことになる。今日はリメディアルというテーマな

んですが、別にリメディアルってリメディアルだけの話ではなくて、もう少し先のほうでつながる素地

をつくる。大きな位置づけの中で、じゃあリメディアルのどういう機能を求めるかというところが大き

な議論のポイントではないかなというふうに思います。

　もう一つちょっと補足で申しあげたいんですが、先生が成果はどうだったというご質問を最初にあっ

たと思いますが、ちょっと変な言い方をしますが、大学の先生方というのは研究者ですので、何か取り

組みをされると定量的な成果検証をどうするかということをすぐお考えになる。それはすごく大事なこ

とだと思います。ただもう一つ、ぜひ先生方に対してもそうですし、学生さんにもぜひお伝えいただき

たいと思うのが、成果って大きく三つあるんですね。一つは今申しあげた定量的なスキル、いわゆるジ

ェネリックスキルを付けるみたいなことですね。知識を、テストの点数を上げる、そういう成果なんで

す。ただ、別の観点で言うと、主観的なものを高めていく。自信を付けさせるということですね。もっ

と具体的に言うと、できる気がするとか、できない人がわかったとかいうような定性的なところをきち

っと、学生が実感する仕組みをつくる。機会を与えるということ。やったことのないことをやるとか。

ということをちゃんとその仕組みの中で、それがアンケートというお話もありましたが、位置付けてい

って、それが何のために大事かというと施策の精度を上げるためにも大事なんですけども、学生さんに

ちゃんとそれを伝えてあげましょうということなんですね。ちゃんとやったことが身になっているんで

すよ。ということをやっていくと、そうしたら広い目で見たときに、就職活動で苦労する方というのは、

大きく言っちゃうと、基礎学力がなくて筆記試験で落ちるか、学生時代にやったことを自信を持って伝

えられないか、その伝え方がわからないの３パターンですので、その真ん中のところは少しそういった
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仕組みの動きによって解決できるのではないかなと。今日このお話で先生方に共通して施策を考えてい

きましょうというところは、非常に有益なご意見ではないかなというふうに思います。

司会　ありがとうございました。時間がかなり超過しておりますので、ここで第４ワーキンググループ

でリメディアル教育を担当している濱中座長に議論をまとめてもらいたいと思います。

濱中　第４ワーキンググループは今期、今日のテーマであるリメディアルの研究を命じられているわけ

です。そういう意味において今日ベネッセさん及び三学部の先生方に取り組みをご報告いただいて、国

士舘大学でこんなにも真剣に、真摯にリメディアルの教育が取り組まれているというようなことを知る

ことができて、たいへん有意義だったというふうに感謝申しあげます。

　皆さんにおそらく共通している意識としては、学士力ということがキーワードとしてあったのかなと

思います。すなわち大学生としての品質を持たせた上、でもって社会に出ていくことを国士舘大学がも

って保証するか否かということが問われているのだろうというようなことですね。そして、それぞれの

学部が違いますので、それぞれのリメディアルの内容というようなものもちょっと違ってくるのも当然

だと思うんですけれども、現状ではそれが三つの学部が単独にバラバラにやられているということで、

大学全般としてはじゃあ一体どうなのだろうかという課題といいましょうか、疑問というのでしょうか、

出てまいります。ですから、ＦＤ委員会といたしましてはこういうふうな機会を捉えて、大学全体とし

て今現在、三学部が努力なさっている試みをより拡大していく、より深めていくというふうな努力が求

められているのかなというようなことを、先生方のお話を聞きながら感じました。熱心な質疑応答もあ

り、私ども司会の不手際もあり、結果として時間が大幅に超過してしまいました。申し訳ありませんで

した。それでは最後に、副学長から締めのご挨拶をいただければありがたいです。お願いいたします。
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閉 会 挨 拶
清水　敏寛
（副学長、図書館・情報メディアセンター長）

清水　皆さま、長時間にわたりご参加いただきまして、誠にありがとうございました。特に今日講師を

務めていただきました、ベネッセコーポレーションの影山さん、パネリストの三人の先生方、ご参加い

ただきました皆さん、それから日頃から我が大学のＦＤに頑張っていただいておりますＦＤ委員会の先

生方に厚く御礼を申し上げます。

　このＦＤシンポジウムに私は毎回出ているのですが、今日が一番ＦＤシンポジウムらしかったような

気がしますが、どうでしょうか。先ほど和田先生も感激されたと言われましたが、本当に皆さんのお話

を聞いていて感激しました。別の会合で聞いた話では、ＦＤを推進する方をファカルティ・ディベロッ

パーと呼ぶようですが、今日の方はまさにそのものだったと思います。この先生方を中心に国士舘大学

のＦＤを活発にしていただきたいと思います。

　最後に少しだけ補足させてください。先月の末に大学基準協会でシンポジウムがありました。そのと

きのテーマが「アウトカムアセスメントの構築に向けて」というのがタイトルで、そのサブタイトルが、

「内部質的保証の確立について」のシンポジウムでした。そのシンポジウムでも、本日のテーマの大部

分が議論されました。例えば、「評価法が難しい」という意見が本日の講演された方からありましたが、

大学基準協会のシンポジウムでもその話題が出ていました。本当に難しいようです。難しいからといっ

て評価しないで進めると、流れていってしまい何も残りません。先ほどの議論でありましたような数値

になるものとならないものがあって評価法は難しく、大学基準協会のシンポジウムでパネリストの先生

は、「数値にならないほうが教育で重要だ」と話していました。先ほど「学生に自信をつけさせること

が重要である」というお話が影山さんからありましたが、まさにそのとおりで、そういう「自信がつい

た」という数値にしにくいものが、すごく大学の教育の中では重要なんじゃないかというご指摘があり

ました。

　それから、本日の講演を聞いていて本当に皆さんが最先端の認識を持っていらっしゃると感じたのは、

リメディアル教育と就職、キャリアデザインを別個のものと捉えるのではなく、４年間の中で整合性を

とって有機的に結び付けるというお話がありましたが、まさにそのとおりだと思います。平成 22 年に、

日本学術会議が、従来の教養科目や教養教育（最近ではリベラルアーツ教育とう言い方をされています

が）を見直す必要があるという非常に素晴らしい提言をしました。その中に書かれていることで、一番

重要な点は、今まで別個にやっていたリメディアル教育とかキャリアデザイン教育を、例えば４年間一

貫して世の中に出て役に立つ、就職したときに役に立つような人を育てるにはどうしたらいいのかとい

う観点で科目の内容と履修順序等を捉えなおす必要があると提言しています。このような提言が平成

22 年にあったのですが、今回のシンポジウムでその重要性が指摘されていました。特にそのような教

育を実践している有名な大学として国際基督教大学があげられます。国際基督教大学では、従来の６学

科を１学部１学科（教養学部リベラル・アーツ・サイエンス学科）にして、その１学科の中を 32 コー

スぐらいにしてやっているそうです。最近よくマスコミにその名前が登場する秋田の国際教養大学でも

４年間教養教育を行っていて、企業から募集に来るくらいの付加価値のついた卒業生を育成しているよ
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うです。これらは、本日のパネリストの先生方のお話の力点とまったく同じだと思います。そういう方

向に今世の中が動いているようなので、ぜひそういう方向で頑張っていただきたいと思っております。

　本日のパネリストのように若くて熱意がある先生がいらっしゃれば、国士舘大学も発展していくと確

信しています。本日は実りあるシンポジウムだった思います。誠にありがとうございました。（拍手）

司会　ありがとうございました。以上でＦＤシンポジウムは閉会しますが、アンケートを忘れずに提出

していってください。それでは、お疲れさまでした。（拍手）

午後 5時　閉会
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