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開会の言葉

磯辺　武雄
（副学長、FD推進室長）

磯辺　皆さん、こんにちは。ＦＤ推進室長の磯辺でございます。ちょうど学年度末ということで、何か

と大変お忙しい中、多くの方々にご出席いただきまして、まずもって厚く御礼申し上げます。

今回は、お手元の資料のとおり、第２期ＦＤ委員会の取り組みの報告ということでございます。Ｆ

Ｄ委員会では、１期２年計画で、それぞれのワーキンググループに分かれまして、いろんな課題テー

マを協議、検討していただいて、その都度学長あてに取りまとめの報告をしておりますが、今回は、23

年度と 24 年度がこの第２期に当たります。また、今月末がその第２期の報告書の取りまとめの時期と

いうことで、今まで五つのワーキンググループ、本日お配りしたプログラムの１枚目に載っていますよ

うに、それぞれのワーキンググループがどういうテーマで取り組んできたかというのは、プログラムの

要旨にありますが、そういったものを今日ここで、各ワーキンググループの方からご報告をいただきま

す。それに基づいて、本日皆さん方からその報告の内容につきましてご意見をいただいて、それをまた

委員会に持ち帰りまして、最終的な報告書としてまとめたいというのが本日のシンポジウムの目的でご

ざいます。

もう既にご存じのように、今、大学の進学率が 50％を超える状況にございます。これもご存じのと

おりでございますけれども、その中で今「学生の質」を確保するということで、国立大学や私立大学の

一部において、入学定員を減らすという状況が現れております。また、全入時代という状況の中で、基

礎学力が非常に劣った学力の低い学生が今どんどん入学してくる時代ですね。ですから、そういった学

生に対する教育指導の在り方というのでしょうか、これが今ものすごく各大学が頭を痛めているところ

ではないかと思っております。こういった学生が入ってきている中で、どうも従来型の教育型、つまり

講義中心の教え込み型と言いますか、こういう教育のスタイルではもうだめだという考え方も多く見ら

れるようになりました。従来型（講義中心）では、なかなか思うように教育が成立しないということで、

もう皆さん方もお聞きになっているかと思いますが、アク

ティブ・ラーニングと言う、双方向型、対話型といった教

育の方へ今シフトが変わりつつあります。

そういうことを考えますと、本日のこの五つのワーキン

ググループの報告は、それぞれがリンクする内容になって

おりますので、質疑応答の中で皆さん方からの貴重なご意

見をいただきながら、これからの国士舘大学の学生に対し

て、どういう教育指導の在り方が一番いいのか、そういう

ことの一つの何かきっかけが見いだせればということで、

本日期待しているところでございます。後ほど、皆さん方

の積極的なご意見をいただければと思います。どうぞよろ

しくお願い申し上げ開会のご挨拶とさせていただきます。

（拍手）
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挨　拶

山﨑　弘之
（副学長）

山﨑　皆さん、こんにちは。私からは、20 数年前の話をさせていただいて、そこから全体の話をまと

めて挨拶させていただきたいと思います。私が教務主任の時に、本学の代表として二泊三日で山中湖の

どこかで缶詰めになって IDE（Institute for Democratic Education）の勉強会に参加させていただきま

した。大学というのは、こういうふうにしなきゃいけないんだと強烈な印象がございました。それは研

究と教育と行政の三つを徹底的にやらされました。非常に勉強になりました。

一番印象に残りながらも、頭の中でなかなか解決がつかなかったのが、なんで教育という言葉の形

容詞にデモクラティックがつくのか。いまでも民主教育協会発行の雑誌「IDE・現代の高等教育」が学

長室に来ていますが、副学長として懐かしくそれを見させていただいています。そのデモクラティック

というところが頭にひっかかっていました。なんで教育とその政治的なデモクラティックというのが関

係するんだと悶々と１年、２年送っていましたが、だんだんわかってまいりました。それはどういうこ

とかと言うと、真の個人主義、真の民主主義、ここに焦点があったんですね。この真の個人主義、真の

民主主義というのはどうあるべきかと言うと、自分の意思ではなしに意見としてそれが調整されていく

という、そういう過程の中にカリキュラムも時間表も、私たちがもちろんシラバスもすべてここにある

んだと。

従って、その意味するところは、謙虚な教員、謙虚な職員、そしてそこに開かれた集合の中に大学

がなきゃいかんという結論を得るまで数年かかりました。どうも、自分の講義が一番いいと思っていま

すし、これで何やかんや言われると、自分の自己主張だけが重なってきて、それで独りよがりの講義に

なってしまいかねないんですね。これではだめなんですね。ですから、シラバスも授業アンケートも、

まず学生に開いて、学生が私たちの講義をどう思っているかということを、どう私たちが感じ、どうそ

れをフィードバックしてそこに反映するかということが、私は非常に重要だなということをずっと考え

てきました。

ただ、そうは言うものの、今日も大変お忙しい中ご出席いただいている先生方は、大学の全体から

したら本当に限られていますよね。

これでは本当はいけないと思うんで

すよね。やはり、できるだけ多くの

教職員の方々に、参加していただい

て、そして開かれた講義、開かれた

大学、それには謙虚な個人、謙虚な

教員、謙虚な職員、そういう姿勢が

連綿と続けて初めていい大学といえ

るのではないか。磯辺先生がおっし

ゃっていたように、やはり学生をき

ちっと受け止めるということだと思

いますよね。それには私たちが客観
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的な先生方のご批判をいただいて、改めて前進が出てくると思うんですね。そうしませんと私たち人間

というのはどうしたって独りよがり、幽玄な世界にいますから、これを良い方向に持って行くというの

は、結局何度も申しあげるように謙虚な私たち個人でなきゃいけないだろうという思いでおります。

もう 20 数年経ちまして、相変わらずなかなか大学というのは前向きな方向に進んでいるとは言い難

いんですが、少なくともＦＤ委員に関する限りは、そういうテーマの根本を私たちは作っているという

ふうに認識していますので、どうぞ活発なご意見、そしてまたお互いに情報を交換しながら、より良き

ものに向かって行く一つのプロセスをこれからもずーっと進んでいきたいとに思っています。謙虚なこ

とが私たちは非常に重要なことだというふうに思っていましたので、ちょっと披露させていただいて、

挨拶に代えさせていただいた次第です。今日はよろしくお願い申しあげます。（拍手）
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プログラム

「第２期（平成23～24年度）ＦＤ委員会の取組」

第４ワーキンググループ　座長（趣旨説明）　  濱中　　修

第 1 ワーキンググループ　座長  川田　儀博

第 2 ワーキンググループ　座長  佐藤　研一

第 3 ワーキンググループ　座長  和田　義浩

第 4 ワーキンググループ　座長　　　 　 濱中　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西浦　忠輝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池元　有一

第 5 ワーキンググループ　座長　  加藤　直隆
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◆趣旨説明

濱中　今回のシンポジウムの趣旨を簡単に説明させていただきます。本学のＦＤ活動は、平成 20 年か

ら具体的な準備が始まりまして、翌 21 年からＦＤ委員会が活動を始めました。その第１期目の活動に

おける各ワーキンググループの研究テーマといたしましては、第１ワーキンググループがシラバス様式

の改訂。第２ワーキンググループが学生による授業評価アンケート。第３ワーキンググループがきめ細

かい成績評価法の導入。第４ワーキンググループがＦＤシンポジウム計画ならびにその実施・運営、そ

れから第５ワーキンググループがＦＤポリシーの策定というものでした。その第１期目の取り組みの報

告は、平成 23 年７月 23 日にシンポジウムが行われまして、その結果は、冊子にまとめられております。

第１期を受けまして、今現在第２期であるわけなんですけれども、その第２期の各ワーキンググル

ープのテーマは、第１ワーキンググループがキャリア教育。第２ワーキンググループがＦＤへの学生の

取り込み。第３ワーキンググループが授業改善方法への取り組み。第４ワーキンググループがリメディ

アル教育。第５ワーキンググループが教養教育、というものでございます。

本学のこのＦＤ活動も、丸４年が経過いたしました。ですから、そろそろＦＤとは一体何なんだと、

そういうことを勉強する段階から、先進的なＦＤの取り組みを本学においても取り込む、活用して生か

していくという段階へとそろそろ移行しつつあるかというふうに思います。そういう意味において、今

回の第２期目の報告会、この今日皆さんのお手元にある資料集に関しても、非常に充実したものに見え

ます。ですから、具体的に、かつ建設的な提案がなされているのではないかと期待しております。
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◆第１ワーキンググループ報告「キャリア教育」

川田　皆さん、こんにちは。ＦＤ委員会第１ワーキンググループ、キャリア教育の活動報告をさせてい

ただきます。わたくし座長をしております体育学部の川田と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。第１ワーキンググループは、政経学部の石山先生、法学部の山本先生、理工学部の岡田（繁）先生、

21 世紀アジア学部の竹村先生、そしてわたしの５名です。それではワーキンググループの報告をさせ

ていただきます。

今日話す内容は、キャリア教育の課題、他大学の取り組み、本学の取り組み、今後の在り方、キャ

リア形成支援センターとの連携、そして最後にまとめという内容で報告をさせていただきたいと思いま

す。

まず最初は、キャリア教育の課題です。中央教育審議会の答申が、平成 23 年１月 31 日に出されました。

その中に、今後の学校におけるキャリア教育、職業教育の在り方について第４章の中にキャリア教育の

これからの課題が提示されています。まず１点目は、「単に卒業時点の就職を目指すものではなく、生

涯を通じた意思的な、規則的な就業力の育成を目指す」というのが一つ課題として出されております。

それからもう一つは、「現在の厳しい雇用情勢や卒業後の移行支援の必要性があるということで、卒業

までではなくて卒業した後も大学としてはキャリア教育を続けなければいけない」という課題が出され

ておりました。

それから、大学設置基準が改正され、平成 23 年４月 1 日施行ということで、その中に教育全体の見

直し、キャリア教育の体制整備という内容が記載されております。「大学は、当該大学および学部等の

教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的および職業的自立を図るために必要

な能力を教育過程の実施および厚生補導を通じて培うことができるように、大学内の組織間の有機的な

連携を図り、適切な体制を整えるものとする」ということです。具体的な例としては、就職相談窓口の

充実、女子学生を対象にしたライフプランニングの支援、大学における職業指導、キャリアガイダンス

というものが提示されております。

次に、他大学の取り組み状況については、平成 21 年３月にジョブカフェ・サポートセンターが出し

た資料になりますが、この調査対象は全国の国公立大そして私立大学の４年制大学の教務部長にアンケ

ートを採った結果でございます。従来のキャリア教育の特徴として選択科目が多いということです。実

質１年生に約 50％、２年生に 59.5%、３年生に 59.5%という非常に多くの科目が選択科目として配当さ

れています。ただ、その中で選択科目がゆえの問題点も挙がってきているということがあります。それ

は選択科目を大学はいろいろ用意はしているけれども、本当に取ってほしい科目に、なかなか集まって

きません。簡単な科目にすぐ集まっていく傾向があり、選択が果たしてどうなのかという問題点が挙が

っています。

それから、中には回答率の非常に高い大学もあります。それは高い理由としては、必修化があります。

是非これを取りなさいというふうに必修化をしている科目を備えている大学というのは、非常に高いパ

ーセンテージを示しています。もう一つは、全学的な取り組みのものが多いです。キャリアセンターや

進学センターといったものの教学組織が一丸となって扱っているというものが非常に多かったというこ

とになれば、受講率が低いのは選択としているがゆえの弊害かとも思います。高いところは、選択では

なくて必修科目として置いているところなので、そういうところは非常に高いパーセンテージを示して

いたということになります。
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それから、就業力育成に関する学長調査の結果が出ております。先ほどの説明で、大学設置基準改

正に対する他大学の動向ということで、平成 23 年４月 1 日に施行され、それを踏まえて半数以上の大

学が教育課程の変更を検討しています。内容的には、就職相談、企業説明会等の強化、それから、イン

ターンシップなど企業との連携の強化というものを捉えているということになるかと思います。

次に、就業力育成のための対策をどのように捉えているか。これは学生の就業観、勤労観の育成、

初年次教育の強化、そしてキャリアセンターの強化というものに力を入れています。ここには挙げては

おりませんが、回答の中に教員の教育力向上という項目も若干挙がってきています。担当される先生方、

このキャリア教育に関わる先生方の教育力も向上しなければいけないという回答も出ているということ

になります。

第１ワーキング部会の政経学部の石山先生が、この第 18 回ＦＤフォーラムに参加された報告ですが、

Web シラバスから見たキャリア教育の要素ということで、科目の内容に多く見られるキーワードとし

てどの能力、あるいはコミュニケーション、グループワーク、基礎力といったキーワードが多く用いら

れているということで、これからはキャリア教育に取り組む場合に、こういった学生のニーズが出てき

ているということがあるかと思います。それから、企業をテーマにした科目、こういうものが若干少な

い傾向にあるという報告を受けました。

続いて、本学の取り組み状況ということで、第１回のＦＤシンポジウム、平成 21 年２月に学士課程

とキャリア教育ということで基調講演をいただき、その後パネルディスカッションを実施しました。平

成 21 年９月に実施した第２回のＦＤシンポジウムでは、初年次教育というテーマで基調講演をいただ

き、その後、入学前教育、初年次教育の取り組みで、パネルディスカッションを実施いたしました。第

５回のＦＤシンポジウム、平成 22 年 12 月に行ったシンポジウムで今の大学に必要な就学支援とキャリ

ア教育ということで基調講演をいただき、また、就学支援とキャリア教育の取り組みで、パネルディス

カッションを実施いたしました。キャリア教育に関わるものは抜粋をさせていただきました。そのよう

な本学の取り組み状況を報告させていただきました。

次に、各学部の取り組みについて報告をさせていただきたいと思います。まず、政経学部は、キャ

リアデザイン合同授業では、ベネッセに委託をして実施をしております。この内容に関しては、仲間作

り、コミュニケーション能力を高めるというような内容で、１年次実習で行っています。それからキャ

リア形成支援センターからの講話を行っています。それから、３年生になってゼミ、クラブ別就職ガイ

ダンスを実施しています。これはキャリア形成支援センターの委託で行っております。

そのほか１年生を対象にした、フレッシュマンゼミナールを行っており、全部で４回のうち半分は

自己発見等に費やしてフレッシュマンゼミナールを実施しているということになります。それと、キャ

リア教育向上のための卒業生追跡調査を今試験的に実施しています。今後まとめのところでも報告させ

ていただきますが、卒業した学生の追跡調査も必要だろうということで試験的にいくつかデータを採っ

ているという段階でございます。

続きまして、わたくしの所属している体育学部は４学科ございます。まず、体育学科は、２年生か

らコース別に分かれて、学校体育コース、それからアスリートコースという二つのコースに分かれてい

きます。授業科目のインターンシップは、アスリートコースの学生が対象になります。それからキャリ

アアップ講座はアスリートコースと学校体育コースの両方の学生に対象になっていきます。それから、

学校体育コースの学生には教職特講ということで取り組んでおります。全部合わせて、７単位、卒業単

位の中に含まれる７単位という位置付けて学生に履修をさせております。

他の学科においては、社会実践教育という名目で、特に警察官、消防というものを対象に、社会実
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践教育論というものを設けております。これは１年生から４年生までで８単位、卒業単位の中に含まれ

てくるという科目です。それから、こどもスポーツ教育学科は、全員が小・中・高の教員免許を取ると

いうコースですので、100％教員を目指している学生ということになります。出来てから５年目に入り

ましたので、まだカリキュラムが申請の以降、完成年度まで変更できないということもあり、キャリア

教育には特に関わる科目は入っておりませんが、この後、随時キャリア教育に関わる科目を単位化して

いかなければならないだろうと考えております。

教員試験対策については、夏休み等を利用して、業務委託で試験対策をしております。合同ゼミに

ついては、少人数でゼミを担当し、そのゼミの冒頭でゼミの発表会を開いたり、討論会を実施する内容

になっております。それから、学外研修については、町田市の小学校を視察し、それから宿泊施設に移

動して、そこで討論し、グループごとの発表会を行っている科目です。一つ入っていないのですが、ス

ポーツ医科学科というのがございます。これは、全員が救命救急士国家試験を受けるということを最終

目的にしておりますので、４年生の毎週土曜に、その試験対策の講座を実施しております。その中で年

間 10 回を超える模擬テストを受け、その結果も公表され、成績が悪いと、また何回か受け直し全員が

国家試験に合格できるよう取り組んでおります。

理工学部の取り組み状況になりますが、キャリアデザインＡ、キャリアデザインＢ、ものづくり基

礎Ａ、ものづくり基礎Ｂ、就職ガイダンス、フレッシュマンセミナー、理工学の基礎セミナー等を含め

て８回ほどその卒業単位の中に入れて取り組んでいます。そのうち就職ガイダンスとフレッシュマンセ

ミナー等はキャリア形成支援センターに依頼しています。

法学部は、就業力育成事業運営委員会を立ち上げて、そこで検討しながら授業を進めています。新

入生オリエンテーションにおける就職ガイダンス。就職に関する何でも相談会、就職ガイダンスはキャ

リア形成支援センターの依頼しております。また、最先端技術関連法研究所等主催の各種講演会を行っ

ています。それから、教育プログラム、ワオ・コーポレーションに委託をして実施をしています。何単

位が該当するのかという調査はちょっとできておりません。こういった活動をして、キャリア教育に取

り組んでいるという現状でございます。

文学部に関しましては、我々スタッフの中に文学部の教員が入っておりませんでしたので、なかな

か調べることができず、先ほど 24 年度の報告が今月末ですよという案内がありましたが、その 24 年度

のＦＤ計画案を参考にここに挙げさせていただきました。教職関連やその他資格による付加価値を付け

る等の工夫を考えながら、社会に対する積極的な参加を動機づけ、いろんな形で宿泊を伴う活動等も取

り入れながら取り組んでいるということの報告を受けました。

21 世紀アジア学部の取り組みになりますが、キャリアデザイン、これは２単位で実施をしています。

就職活動に関する指導を行っています。この中には入っていませんが、インターンシップを単位化し最

大で 10 単位を認めています。いろんな資格、どの資格という確認は取れていませんが、資格を取った

ことによってそれを単位化していくというような捉え方をしているという報告を受けました。

次に、経営学部の取り組み状況は、現代の産業と企業Ａということで、大企業経営者による講義と

いう内容になっております。それから、同じくＢ、優良中堅・中小企業研究Ａ。これは聞くところによ

ると経営学部の目玉商品だというふうに聞いております。そのＡと同じくＢ、これに関しては教員サイ

ド、経営者サイドによるオムニバス形式の講義というふうになっております。キャリアガイダンス、こ

れはキャリア形成支援センターに委託をして実施をしています。

以上、７学部の取り組みを報告させていただきました。あともう一つは、本学の取り組み状況。キ

ャリア形成支援センターの取り組み状況。これは、一つ一つ読み上げていくと時間の問題の関係もござ
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いますので、割愛をさせていただきますが、全部で短期、あるいは継続的なもの、単発的なものを含めて、

キャリア形成支援センターでは、年間 70 コマ、70 の科目を開講しているということになります。今ま

でが報告で、これからいよいよ検討していかなければいけないだろうということで、次に、今後のキャ

リア教育の在り方ということで提案をさせていただきたいと思っております。

まず、第１ワーキンググループの視点ということで、他大学はキャリア教育を強化している。それで、

どのような内容で強化しているか。先ほど触れましたけども、就職相談、企業説明会等の強化、インタ

ーンシップなどの企業との連携の強化、それから学生の就業観、勤労観の育成、初年次教育の強化、キ

ャリアセンターの強化といったようなものが捉えられています。国士舘大学の中でも先生方が各学部で

扱っているキャリア教育、これも進んでおります。それからキャリア形成支援センターもあの手この手

の 70 コマほど開講講座を用意して、受け入れをしているということですが、より一層の強化を図って

いかなければいけないだろうと思います。これは３カ月をかけるということがより一層の活動になって

いくと思われます。今までやっている活動をさらに強化していかなければいけないだろうと思います。

それから、教員、公務員への就職に強い大学。国士舘大学が競争に勝ち抜くためにキャリア教育を

どう改善すべきか。これは、国士舘といえば警察官に合格者が多い大学だよね、あるいは教員合格者が

多くなっているよねと言われるような、国士舘と言えばこれだというものをやっぱり作っていかなけれ

ばいけないし、維持していかなければいけないだろうと思います。そのためにも学外の専門家によるキ

ャリア教育のサポート強化をしていかなければいけないだろうと思います。学外の専門家というのは

何かというのは後で少し触れさせていただきます。それから本学卒業で、一生懸命頑張っている OB、

OG がたくさん社会で頑張っています。そういった卒業生をさらなる活用をしながらキャリアアップを

図っていかなければいけないだろうと思っております。

そこで、他大学と同様、キャリア形成支援センターとの連携を強化すべきだろうというところに話

が結び付きまして、このキャリア形成支援センターとの連携、どういうことがあるのかなと。そこで、

この「講座等の参加状況」表の一番左側が公務員講座、さらにその左側の数字が、これは一般公務員と

いうことになります。それから右側、政経学部で言うと 31 という数字が出ていますが、警察、消防等

の公務員の数です。教員試験対策講座を受けている学生は４人ということになります。それから、就

職相談、就職講座、そういった単発的に行われるもの。これは、政経学部ですが、2,597 人というのは、

延べ人数になっております。括弧の中が実際に来た人の数。ですから、大体一人の学生が４回ないし５

回くらい支援センターに行って、あるいは支援センターの行うこういう講座を受講しているということ

になります。ただ、分母の数がちょっとはっきりしませんので、これが多いのか、少ないのかというの

は問題があるかと思うのですが、ただ、体育を例にして言うならば、就職講座 162 人、これは３年生、

４年生がこの就職講座の回答人数ですので、体育学部にしてみれば、162 人というのは、パーセンテー

ジにして 20％の数なんですね。非常にキャリア形成支援センターで行っているものに対しての参加率

が低いということが言えるかと思います。

そこで、公務員講座、教員講座をより効果的なものにするために、教員サイドとキャリア形成支援

センターサイドとか連携をして取り組むべき課題だろうと。これを取り組むことによって学生への受講

率を上げていかなければいけないだろうと思います。そこで、講座等の参加率低下の要因の解明という

ことで、なぜ低いんだろうかと考えてみると、時間帯の問題と費用の問題があるのではなかろうかと思

います。

４限目が終わると、体育学部の場合は、クラブ活動が始まってしまいます。恐らく世田谷校舎、町

田校舎等もクラブ活動の時間に、アルバイトをしなければいけない。学生等がアルバイトに行く時間に、
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せっかく貴重な講座をたくさん開いていただいてもなかなかそこに行く時間がないということが言える

かと思います。それから費用の問題ということで、公務員講座、教員採用試験対策講座。これは費用

にして７万円。それから教員に関しては７万５千円という非常に高い費用がかかります。それから、70

コマということですので、土曜日に３コマずつ開講していっても、結構な時間がかかります。そうする

と土曜日は体育学部の場合ですが、これは対外試合に行く学生が多いというようなこともあって、なか

なか受けたくても受けれないという状況になっております。

そこで講座等の参加率を上げるという検討が必要になってくれば開講時間の調整をしなければいけ

ない。あるいは曜日の設定等もいろいろ考えていかなければいけないというような問題が出てくるかと

思います。そこで、より効果的なキャリア教育にするために、教員とキャリア形成支援センターが協力

して取り組むべき課題は何なのかということになりますが、いくつか挙がってくるかと思います。まず

一つは、教員、それから公務員を志望している学生の追跡調査。３月の段階で就職何％という調査はす

るんですが、その後に関しての追跡調査はなかなかできていません。送りだしたらそのままというよう

な形が多く、この辺を改善していく必要があるだろうと思います。

それから、二つ目としては、その追跡調査をするに当っては、今本学にその情報環境専門部会がで

きたかというふうに聞いておりますが、これは卒業生を大学がのちにまた追跡をしながら、いろいろ大

学と卒業生とのパイプを作っていこうというようなことかというふうに理解しております。是非このパ

ーマネントメールアカウント等々補習をキャリア教育に結び付けていけないものなのかと。そうするこ

とで卒業して職業がそのまま長く続いているのか、転職したのか、まだ決まらないでアルバイトをして

いるのかの調査もできて指導の道が開けていくのではなかろうかというような気がしております。

卒業生の、それから今度は、OB の活用、OG の活用というところになっていきますが、卒業生の就

活体験談、それから就職相談会、そういうものを多く開いて、現場の意見をできるだけ学生に生かせる

という機会が必要だろうと思います。もう一つは、インターンシップの強化ということで、各学部いろ

いろ取り組んでいるとは思いますけども、参加率を上げるために先生方がインターンシップの窓口にな

るのは大変ですので、キャリア形成支援センターが窓口になって先生方とタイアップしながら、単位化

をしてできるだけインターンシップに参加する学生を多くしていきたいと、してみてはどうだろうかと

いうことでございます。

そこで最後にまとめということになりますが、各部の取り組み状況の報告をまとめてみると、必修

単位、必修科目として取り組んでいる科目、学部があるかと思います。それから選択科目で取られてい

るもの、それから業務委託で取られているもの、いろいろ各学部の取り組みが行われているかと思いま

す。そこで一つ提案ですが、その８期 15 コマで開講するような必修科目でも選択科目でも構いませんが、

そのうちの５コマ、これをぜひ大学共通科目という捉え方をして、その統一した指導。国士舘の学生は

こうあるべきだというようなものを教育をしていただいて、残りを各学部で有意義なカリキュラムを組

んでいただければと思います。今行われている学長講話、そういうものを入れる。それから、建学の精

神というようなものを取り入れて、国士舘の学生、少し自信を持って国士舘の学生だと言えるような教

育も必要だろうというふうに捉えております。是非その学部、大学共通の講義内容の検討というような

ことも必要かと思います。

それから、キャリア講座に関しては非常に参加状況が悪いのでぜひ上げる努力をしなければいけな

いだろうと思います。これには教員の努力、あるいはキャリア形成支援センターとの連携プレーでなん

とか上げていかなきゃいけないだろう。学部でも授業やその講座をやっています。キャリア形成支援セ

ンターでもやっています。そうすると学生はどっちへ出ようかということで、悩んでいるうちに「ああ、
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もうやめた」というようなことになってしまうんじゃなかろうか。同じものを二つ用意するのであれば、

教員のところで一つ担当して、また違う科目をキャリア形成支援センターで担当していただいてという

ような、そういう連携姿勢をとっていけば、参加率も相当上がってくるのではなかろうかという気がし

ております。

それから、第１ワーキンググループからの提案は、キャリア形成支援センターとの連携を強化する

ことです。これは今までキャリア形成支援センターが年間 70 コマ実績も積んできているのでぜひキャ

リア形成支援センターと教員と、お互いに持っている良いところをドッキングさせて一つのものに絞っ

て取り組んでいけば、学生の参加も叶うと思います。それから、２番目としては、学外の専門家による

キャリア教育、サポート強化のために教育関係、あるいは警察関係、消防関係、一般優秀企業関係、リ

タイアされた人材をぜひ活用していきたいと考えております。

それから、卒業生の若い意見も学生にどんどん聞かせていただくというようなことができるのでは

なかろうか。そうすることで先生方が就職担当、あるいはＦＤ委員になられた、キャリア教育担当にな

るという、専門外のところで結構時間を費やして努力されているだろうと思うのです。そうすると、セ

ンターに頼めるものはセンターの力を借りようと。それから OB から借りれるものは OB から力を借り

ようということによって、先生方の負担軽減にもつながり経費削減にもつながっていくと捉えておりま

す。それと、最後に一つ、卒業生の追跡調査の実施もぜひ真剣に取り組んでいかなければいけないだろ

う。そうする「面倒見のいい大学」ということが実現していくと思います。

以上で第１ワーキンググループの報告を終わらせていただきます。（拍手）
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◆第２ワーキンググループ「FDへの学生の取り込み」

佐藤　第２ワーキンググループの発表をさせていただきます。座長をさせていただいておりますグロー

バルアジア研究科の佐藤でございます。

　私どものワーキンググループは、体育学部は田原先生、政治学研究科は池田先生から川島先生に途中

交代、経営学研究科は金子先生から田中先生に途中交代、工学研究科は乾先生というメンバーで活動さ

せていただきました。大変メンバーの入れ替わりが激しくて、各先生には大変ご迷惑をおかけいたしま

した。なお、今日の発表内容は活動の成果に中心をおくものとさせていただきます。また、活動経過の

詳細については、既に刊行されておりますＦＤのニュースレターの第２号をご参照いただければと思っ

ております。

　内容についてご説明させていただきます。まず、タイトルについてはあまり耳慣れないという方もい

らっしゃるかと思いますので、その言葉の説明を最初にさせていただければと思います。それから、今

期の課題についても確認をさせていただければと思っております。また、その内容を受けて、具体的な

取り組み、実際の作業の内容、これからのビジョンということで、提言を含めてお話をさせていただけ

ればと思っております。

　最初に、今回の大きな課題は、「ＦＤへの学生の取り込み」ということでございます。本学のＦＤ委

員会では、「ＦＤへの学生の取り込み」という言葉を使っております。その他、「学生を巻き込んだＦＤ」

とか、「学生参画型ＦＤ」とか、「学生とともに進めるＦＤ」とか、立命館の先生の造語だという「学生

ＦＤ」というような言い方など微妙に違うことはありますけれども基本的に大体同じものを指している

と思います。

　この言葉の背景には、2008 年（平成 20 年）の大学設置基準の見直しに伴う、ＦＤの義務化があります。

そして、中教審と文科省の指針にそって、学生の主体的な学びを確立させることが重要だということに

なりました。そこで改めて、学生とともに進めるＦＤということが、声高に問われるようになってきま

した。ＦＤ活動の現場から言いますと、実は、学生による授業評価、いわゆるアンケートをやってもら

うということが、ＦＤの始まりの時に最もオーソドックスな手法として取り入れられましたが、それを

進めていく中で、学生のＦＤスタッフを抱えるというような動きが出てきました。したがって、現場の

文脈で言うと、授業評価アンケートの延長線上にＦＤ活動を手伝ってくれる学生さんを取りいれていく

というようなことがあったということで、最初から授業評価、あるいはアンケートということと大変大

きな結びつきのある事象でございます。

　その中で一番先行している例が有名な岡山大学の取り組みです。大学に学生さんが正式なメンバーと

して発令される委員会があるそうです。例えば環境サミットに、環境大臣等と並んで NGO の代表の方

を正式のメンバーとするやり方がありますけれども、そういうイメージのものだと思います。これは残

念ながら、岡山大学だけのようでございます。進んだ例として紹介はされますけれども、各大学ではさ

すがに大学の正規委員に学生をというのはなかなか、そこまで踏み切れないようでございます。しかし

ながら、学生スタッフ、ＦＤスタッフという形で活動をしてもらうという大学は大変増えておりまして、

もう３回目だと思いますけれども、そこに書いてございますとおり、「学生ＦＤサミット」も開催され

るというようなことで進んでおります。

　今回の私どものワーキンググループに課せられたのはこういうことを少しは検討しなさいということ

でございました。元々第２ワーキンググループは、授業評価、授業アンケートの研究をしておりまして、
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元々結びつきの深いテーマでございます。授業評価アンケートを出発点として、国士舘大学でこういう

学生さんのＦＤへの参加というのはどれくらいできるのかなというようなことを考えていくということ

になります。ただ、学生さんの参加があればいいということではなくて、ポイントは、文科省が言って

いるように、学生さんの主体的な学びをきちんと確立させるという中で、学生さんも授業を構成する大

事な要素であり、大事な主体であるという自覚を持っていただいて、ＦＤ活動にも参加していただくと

いう大きな目標か目的理念を常に入れていかないと、何のために学生さんに参加していただくのかわか

らなくなってくるように思います。

　そこで、具体的に私どものグループの今期の取り組み、課題がどんなことだったかを確認したいと思

います。第１点は先ほど申しあげましたとおり、授業アンケートについてやっていたのですが、その授

業アンケートを学生とともに進めるＦＤの出発点に据えるのが自然だということで、そのような考え方

をいたしました。それから、ＦＤってそもそも何だろうというのをもう一回考えてみますと、それぞれ

の大学の実情に合わせて改善すべきところの改善を目指す活動ということを言う専門家がたくさんい

らっしゃいます。そういう目で見た時に、実は、この後詳しくお話をいたしますが、私どもの大学では、

これは決して悪いことではないと思うのですが、長いこと授業アンケートの見直しというのを結果とし

てやってなかった経緯がございます。それを改善、改訂するということが大きな事情としてございまし

た。そうすると新しく学生 FD を入れていくというところでもう一度実情に合わせて改定という作業と

リンクさせるような形で考えるのが妥当ではないかなということを考えました。そこで、新しいステー

ジに学生さんとともに進める。あるいは学生の主体的な学びを確立するというような新しいステージの

出発点として授業アンケートの改善というものも捉えていくというふうに考えて活動させていただきま

した。

　そこでもう一度私どもの事情がどんなものか、どんなところに置かれていたのかというのを振り返っ

てみたいと思います。先ほどもご紹介がありましたが、この手の授業アンケート等が始まってＦＤ活動

が我が国で本格化し始めましたのが 1990 年（平成 2 年）と言われております。東海大、ICU、多摩大学等、

それから大学単位ではありませんけれども、慶應大の湘南藤沢（SFS）で始まったと言われております。

その中で、規模は小さかったのですが慶應大学の SFC の取り組みは一番進んでいたわけで、1990 年（平

成 2 年）に開始して、現在第７ステージに入っているといわれています。私どものところで言えば、第

１ステージが終わったぐらいの感じかなと思います。良くも悪くもちょっと対比をすると位置づけが

はっきりするので、これを使わせていただきますけれども、そして間では 1998 年（平成 10 年）に努力

義務が謳われて、それからその後私どもも 2003 年（平成 15 年）にアンケートを始めております。SFC

のほうで言えばもう第４ステージが終わったところということになります。かなりゆっくりして導入を

したということになりますが、これはあえて満を持してというふうに考えてよいのではないかと思って

おります。この間他大学の例を見てみますと大変混乱をしているというか、新しい取り組みで苦労され

ていて、その良いところを見極めた上でうちは導入したということで、大変賢い選択だったのではない

かなと思っております。いずれにしても、時期的にはそういう形で、1990 年（平成 2 年）から見ると

もう 10 年以上経ってから導入されております。

　そして、このちょうど１年前、2002 年（平成 14 年）には、SFC では、ウェブを利用したアンケート

にもう切り替わっております。

　さらに、2009 年（平成 21 年）に我々の委員会が発足をして、2011 年（平成 23 年）に改定されると

いうことで、ちょうど我々の今回の活動の間に改定作業が進んだということになります。改善のポイン

トと考えられるのは、まずウェブに行く前にマークシートに変えたということです。これがいわゆる判
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読率が格段に高くなって、前のタイプだと相当読み取りミスが多かったのですけれども、これで 100％

とは言いませんが、ほぼ 100％に近いようなことになっております。また、今回からボールペンで書こ

うが何で書こうが読めるようになっています。それから、質問項目を統廃合いたしました。全国的にも

質問数を減らしていって回答率を上げるという傾向がございます。

　次に、授業形式への対応は意外と大きくて、例えば体育の授業でも板書に関する質問項目などが入っ

た同じ質問票を使うというのが建前になっていました。そのために、体育学部の主要科目の多くで実施

できない事情がありました。最後のオムニバス形式への対応ですが、アジア学部の授業の主要科目の多

くがオムニバス形式です。一人の先生を対象にして聞く形式でしたので、オムニバス形式に対応してな

かったので、やっぱり使えないというようなことがありました。このような改善に取組ました。

　対応する過程でいろんなものが見えてきました。アンケート実施の闇というのを一つ挙げましたが、

これは学生さんの態度です。先生方が引き揚げた後、アンケート会場がすさまじいことになっていると

いう話を聞きました。もうふざけているのもいれば、ほっ散らかして帰るのもいれば、つるんでちょっ

と先生に意地悪してやろうよというようなタイプのたくらみもあるやら、意外に修羅場になっている。

クラスにもよりますが、今回の改定では、健全に実施ができるところまで先生に責任を持っていただく

というように要領を改定いたしました。

　それから、後でご紹介しますが、そのほかの聞き取りで、やっぱり結局面倒くさいから、よくわから

ないから、真ん中だけとか端っこだけマークして出てくるとか、それからシラバスについてきくように

しているのですが、シラバスなんか見たことないという学生が大半でございます。それにも関わらずア

ンケートを読むと見たことになっている。つまり、あまり真面目に答えてくださってないということで

す。これは、他大学の担当者に伺うと、他大学でも同じような傾向なので、本学が特におかしいという

ことではございませんが、こういう闇という言葉がいいかどうかわかりませんけれども、ちょっとそう

いう社会調査みたいな目で見た時にどうなのかなという部分がございます。それに多少は手を打ってお

りますけれども、根本的な問題が残っている気がします。

　アンケート内容はどんどん変えていかなきゃいけないのですが、規程があるわけではないので、今回

の改定作業には、実施主体の教務部を中心に、大変尊いご苦労とご努力があったと思います。

　現在、第２期でございますけれども、委員の任期がちょうど真ん中で切れました。したがって、委員

の２年間の任期と活動の２年の期間がずれております。メンバーが落ち着かないというような格好にな

りました。それからもう一つは、私どもは先ほど紹介したとおり、メンバーは私も含めて研究科選出の

委員がほとんどでございます。授業アンケートは学部しかやっておりません。研究科はやっておりませ

ん。研究科への導入検討という意味では、研究科委員が中心にやるというのは意味があることか思いま

すが、ここにも多少ずれがあるところです。さらに、教養センターの部会からは、ＦＤ委員会への参加

がなく、本学のこの手の授業アンケートのターゲットの一つが合同授業関係ですが、その主体的なメン

バーが誰もいないということで、直接ご担当の先生方とご調整をさせていただくような形で進めさせて

いただきました。とはいえ、実質的には何の問題もございません。研究科のメンバーと言いながら学部

に所属しておりますので、学部のこともよくわかった先生が多ございますので、問題ありません。です

が、形式的に考えるとこういうズレもあったのかなという気がいたします。

　次に、これからどんなことを考えていったらいいかを、二つに分けてお話をします。一つは、世の中

のトレンドはどうなっているのか。この２月に京都の大学コンソーシアム主催の第 18 回ＦＤフォーラ

ムでは、全国のアンケート担当者からなる分科会がありました。そこでのお話を中心に、まとめさせて

いただきます。最初から申しあげていますとおり、やっぱり大きなトレンドとしては、学生さんの主体
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的な学びというものの確立にどう結びつけていくかということが大きなことでございます。そして、学

生さんとのコミュニケーションのツールとしてアンケートを位置付けていくということが大事です。公

開は当然ですけれども、その公開をどうするかというよりも、ここで、リアクションという言葉を使っ

てしまいましたけれども、要はフィードバックとかあるいは教員の方がどのように改善をしたか、改善

レポートとか所見票等を作成することが重要です。それを学生さんにも見てもらうとか、そういうもの

を重視することですね。最近記名式も増えておりまして、記名式の場合はもうその問題を提起された学

生さん本人に直接返してあげるとか、そんな動きもあります。それから、ウェブやスマホを使ったり、

ほかのメディアと組み合わせるような形で柔軟に対応していくような傾向もあるようです。

　それから、これに伴いましてウェブ化すると回収率が下がるそうです。本学は今 60％ぐらいのペー

スを維持しておりますけれども、ウェブ化した大学に伺いますと、30％台ぐらいに下がると言われてお

ります。その代わり夜の時間帯のように、落ち着いた時に答えたい方だけがじっくりと答えてくれるの

で、質が大変上がる。最初はウェブ化して、外部評価を考えて実施率が下がったと慌てて紙へ戻した大

学もありましたが、最近ではもう下がっても質が上がったらそれでいいじゃないかと、むしろ、そこを

開き直ってやっているというようなお話もございました。

　それから質問項目を減らした例では、極端なのが愛知大学なんかは４問だけだそうです。岡山大学で

も極めて短い６問ぐらいのものを使って、すぐに答えてもらえる。これも私も実際にうちの学生さんに

聞きましたら、以前のタイプのうちのアンケートだと長すぎて、途中からは読まずにもう真ん中を機械

的にマークするという方が結構いらっしゃるというお話でした。ですので、正確に答えていただくため

に質問を統合していくというのも一つの大きなことかなと思います。

　真面目に答えてもらうためにも、最初は導入時期ないし第１期では、どこの大学でも無記名が盛んに

言われてきたのですが、今では記名式がどんどん増えていって、むしろトレンドと言っていいです。そ

れに伴って非公開か学内者だけしか公開しないような傾向があります。元々アメリカの先進的な大学で

も、学内者だけの公開というのが基本で、改善レポートのようなものは図書館で誰でも見られるように

はなっていたので、結局最初の密室みたいな状態から可視化、透明化していくという意味では公開が大

事だということですが、どのように授業改善をしていくかに焦点を置いた時に、必ずしも世界に対して

開いていくというよりは、むしろどんなふうに改善、対応したのか、学生さんに伝えていくとか、学内

者に分かっていだたくことの方が大事ではないかと感じます。

　それから、教員査定というのも大変むずかしく、教員査定でこれを使うというのも言われてきたこと

ではございますけれども、これもほとんど日本では定着していないということです。それから最大の問

題は、問題の教員がいても首が切れない。関係が悪くなるだけだという解説を専門の方がされておりま

した。それから、表彰という方式もあって、これは少しやっている大学は増えているわけですけども、

いつも同じ先生にメダルが行くと白けてしまって、もうやめた方がいいんじゃないかという声を抱えて

いるところが結構ある。ただ、教員査定にしても表彰にしても極めて大事なことなので、もっと新しい

ステージで前向きに取り組む価値はあるけれども、現状は以上のようなことです。

　そして、先ほどの磯辺先生のお話にもありましたが、大きな流れは、学生の主体的な学びの確立で、

そこにアクティブラーニングや、プロジェクト型、問題解決型の授業が入ってくるわけですが、そうす

ると消費者アンケートのような今までのアンケートの形から、学生さんの主体性に基づいたアンケート

に変えていかなきゃいけないということで、これがアンケート業界といいますか、アンケート担当者の

間で、最先端の問題ということになります。

　そこで、これから我々でどんなことをやっていったらいいかということでございますけれども、今回
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の活動の最後に、この授業アンケートの改定について学生さんに意見を伺いました。体育学部とアジア

学部の学生さんに８名ずつ記述式とインタビューを交えておこないました。その結果、先ほど言ったよ

うなポイントに関して、ほぼすべての方が良くなったというふうに答えております。そして、しかも、

その内容を読ませていただくと、大変真摯な感じで、その授業について真面目に考えて臨んでいる学生

さんたちが多数いるんだなぁという実感を得ました。私は最初、うちでは学生ＦＤスタッフを抱えるの

は無理ではないかなというふうに思っていたんですけれども、この聞きとりをやってみて、これはひょっ

としたらやり方によってはうちでもできのではないかなということを思いました。

　それを進めるための提言でございますけれども、ご覧のように二つのことが大事かなと思います。第

１の点ですが、やっぱり具体的なことがあったほうがいいので、それから先ほど言ったとおり授業アン

ケートが、第１ステージか第２ステージに上がったぐらいの感じがございますので、まだまだ育てなけ

ればいけない。そこに学生さんが入っていただければ一挙に第７ステージ、第８ステージの授業評価に

つながっていくのかなと思いますので、この第 1 の点は大事です。

　それからもう一つの点は、私どもはいい伝統を持っておりまして、鶴川祭実行委員会とか、楓門祭の

実行委員会とか、学生さんのそういう実行委員会の組織として伝統的に立派なものがございます。それ

なりのサポートというような形で学生・FD スタッフ、授業をみんなで作っていくような組織ができれ

ば有難い。もうここは大学全体の取り組みということになろうかと思いますので、副学長、学長の先生

方には是非ご検討いただければなと思っております。以上でございます。ありかどうございました。（拍

手）

司会（飯塚）　佐藤先生、ありがとうございました。今のここはＦＤへの学生の取り込みをテーマにし

たご報告でございました。では、質疑応答に入ってまいりたいと思いますが、大変恐縮ですが、マイク

がここにしかございませんので、ご質問、ご意見のある方はちょっと大きな声でよろしくお願いしたい

かと思います。ご意見、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。結構授業アンケート、センシ

ティブな問題も各学部で取り扱いとかいろいろあるかと思いますので、もしあれば、何かご質問とかあ

れば。じゃあすいません、司会のほうから一つ質問させていただきたいと思うのですが、授業アンケー

トにつきまして、トレンドとしまして、公開よりリアクションというご報告があったかと思うのですけ

ども、リアクションというと今うちですと各教員の裁量に任されているところかと思うのですが、これ

をシステム化しているような大学の例があるのでしょうか？

佐藤　システム化しているところで一つは、例えば学部長に所見票等を出す、学長に出すというところ

があります。ですから、毎期終わった時点で対応する。なかには学生さんがひどいことを書いている例

もあります。例えば、「字が汚い」とか、「遅刻しているじゃないか」とかいろんなことを書いている。

それに対して教員の先生が、「いや、こういう理由があるんですよ」とか、そういう弁明の場でもある。

それからこんなふうに改善をする等のことを具体的に書く。また、中部大学のお話でしたけれども、ずっ

とやっているとだんだん先生方の成績が良くなって、５点満点で４点以上になってくる。そうするとも

う書くことがないから書かなくていいでしょうという先生が結構出て、それを許しているというお話が

ありました。いずれにせよ、そういうものを学部長、学長、ＦＤ委員会、ＦＤ委員会相当の所に出す。

それを学生さんに見てもらえるような形にして、閲覧とかホームページで見られるとか、そういう形で

行なわれているところがあると思います。以上です。
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◆第３ワーキンググループ「授業改善・方法への取り組み」

和田　ただいまご紹介にあずかりました、第３ワーキンググループの和田です。どうぞ宜しくお願いい

たします。

本日は座長の木阪先生に成り代わりご活動報告させていただきます。

最初に資料の確認ですが、いま画像を出しているものを印刷したものがお手元にあるでしょうか。A

３のものが両面印刷になっております。手書で①から⑮まで番号のふってある資料が報告内容となって

おります。またこの資料の説明資料として、「その１」から「その４」までを添付しました。

まず、表紙の①にあるとおり、この第３ワーキンググループのテーマは「授業改善・方法への取り組み」

です。①のメンバーをご覧下さい。座長の木阪先生と私（和田）は、この２年間固定ですが、他の先生

は変更になっております。桜井先生・田中先生・辻先生がそれぞれ平成 24 年度、窪山先生・寺内先生・

三輪（晋）先生に変更ということになっております。これらのメンバーで２年間に亘って活動して参り

ました。お忙しい先生方も多いということで、ワーキンググループ全員で集まって議論する機会をなか

なか設けることが出来ませんでした。

　まず②の「はじめに」ということで、ワーキンググループのテーマは「授業改善・方法への取組、（機

器取扱含む）です。まずは「授業改善・方法への取組」というのが何を意味しているのかということです。

資料の青文字部分ですが、昨年に第１回の FD 委員会があり、そのときにワーキンググループで扱うテ

ーマの確認がされました。授業における改善事項の検討、および、機器の取り扱い等も含めた授業方法

の構築の検討ということになっておりました。広いテーマが与えられたと思います。今日、第１ワーキ

ンググループでお話があったようなこと、それから先ほど第２ワーキンググループからお話があったよ

うなこと、すべて当然授業改善の中に直結する事柄ですので、本来はその辺のお話を含めて第３ワーキ

ンググループで扱うということになるのかもしれません。資料の③は、イメージ図です。イメージ図に

おける①②③の番号のほかに、この赤い線で囲まれている部分が実際の授業ということになります。授

業は、教室外でやる場合もありますが、体育の授業であっても、どこでやってもいいということではあ

りません。授業を実施する物理的な環境というのは必ずあるということです。これが①です。②が授業

そのものの中身ということです。この二つの要素から、授業というものが最低限成り立つということに

なります。

　大事なのは③でして、特に FD 活動の根幹は何かというと、ここになるんだろうと思います。その授

業を、どのようにレビューするかというシステムですね。それをどのように構築してどのように運用し

ていくかというのが、やはり FD 改善活動の中心になるわけですので、結局ここの部分が我がワーキン

ググループにとっても大事な検討テーマなのだろうということです。①と③が青字になっていますが、

結局結論です。この第３ワーキンググループで主に検討課題として扱ったフィールドというのは、その

①と③です。　②は何を意味するかということですが、これは、お手元のプリントの②にお戻りいただ

ければ、その下のほうに書いてありますけれども、結局、それぞれの学問分野で何を教えるかというこ

とは決まってくるわけです。それぞれ教え方の方法というものもあるわけで、この FD 委員会、まして

やワーキンググループで一律にこういう方法で教えなさいとか、こういうことを教えなさいというコン

テンツに関する規定をするということは、少なくとも現時点では意味のないことです。この FD 委員会

やワーキンググループの報告や提言を基にして、各教員、各学部、各学科でどんどん積極的に議論をし

ていただくことが大事だろうという位置づけで考えるべき論点であろうということです。
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　資料の④に、今日のお話しする論点を書き出しています。大きく言えば、先ほど①と③が論点である

と言いました。それは（１）、（２）にというふうに書いてあります。物理的な問題が（１）です。（２）

がレビューの問題になります。大きく言えばこの二つ、細かく分ければ（１）が①②、（２）が①から④、

合計しますと具体的には六つの論点に分けて、このワーキンググループはいろいろな議論や意見の集約

を図ってまいりました。

　以上が、前提ということになりまして、お手元の資料の⑤以降、具体的な報告ということにさせてい

ただきたいと思います。先ほど確認しました目次の順番の通りに進めてまいりたいと思っております。

　まず、物理的な問題について（１）の大見出しのとおり、教室の物理的環境に関してと、問題点、そ

れから解決への動き、今後の課題というかたちでまとめてあります。まず、この物理的環境というのは

大きく分けますと、一つは教室の問題です、あとは後ほどお話しますが、機材の問題です。この二つが

大きな問題で、第１期の第３ワーキンググループ、テーマは「きめ細かい成績評価法の導入について」

というテーマだったのですが、そのワーキンググループには私も参加していまして、当時活動している

ときからこれらは問題になっていたことで、引き続き論点として引き継がれたというふうにご理解いた

だければと思います。

　資料に戻りますが、まず最初に教室の問題を扱っているわけですけれども、問題はそれを整理してお

かなければならないということです。そこの⑤のページに、青で二つ、（１）（２）と記載してありますが、

要するにまず最初は、大人数による大教室授業が多数あるということです。これが様々な問題をもたら

しているということに関しては、これまでも処々議論されていたことですが、もちろんこの問題には一

律的に解決できるようなすばらしい方策というのはないわけで、今もいろいろな各所で議論され、対策

が練られているところだろうというふうに思います。ちなみに、関連資料のほうに、これは以前の活動

報告で添付しました資料そのままなのですけれども、250 人以上の大人数授業を担当しているクラスの

先生方にアンケートをとった結果というのがございます。250 人以上授業で 90 にのぼるというんです

ね。250 人以上というと、例えば現状で、おそらく 200 人位ないしは 210 人の部屋というのはありまして、

その上の部屋というのがだいたい 300 人規模です。つまり、250 人というのは、300 人規模の教室を使

わないと、なかなか実施が難しい授業ということになります。それが 90 あるということです。これは

大変な問題を処々引き起こすであろうということは想像にも難くないですし、現にアンケートでもいろ

いろな声が聴かれたということです。あと、もう一つは、これは特に今年度非常に多く頻発したのでは

ないかという印象があるのですが、教室不足ということです。もちろん年度初めに教室が割り当てられ

るわけですが、学生があふれているということです。調整が必要となります。これについては、事務の

方のご苦労は今までも大変ですし、今年度も大変だったと思います。そういう教室が不足しているとい

う問題は、特に大人数授業に顕著でして、私も 300 人弱の授業を一つ担当していますが、そこでもやは

り問題が起きました。当然、クラスを動かせば玉突きが起こるわけです。玉突きといったって、250 人

300 人という授業ですから、どうするんだという話に当然なるわけです。ちなみに、300 人規模の教室は、

今国士舘大学に少なくとも、メープルセンチュリーホールを除けば、教室と呼べるものは二つだけです

ね。６号館の５階と 34 号館の３階に二つしかありません。一方で 250 人以上のクラスがこんなにたく

さんあるという、こういう現状です。当然、授業改善ということがテーマのワーキンググループですから、

問題にせざるを得ないわけですね。そこで、今度は現状の話ですが、お手元の資料の左下、⑥になりま

す。少しずつ改善への方策がとられているということです。例えば、21 世紀アジア学部からのご報告

では、2001 年から抽選制を導入しているというお話をうかがいました。クラウドに引っ越しましたので、

2012 年度からは、教務課のワーク管理のシステム上で履修登録時に自動的に抽選ができるようなシス
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テムが導入されたというふうにうかがっています。次にこれはたいへん重要な例になると思いますが、

次年度以降の話になります。皆さんご承知だと思いますが、確か総合教育科目と外国語科目は、ウェブ

で登録をし、原則抽選が実施されるというかたちになります。それから、法学部の場合は、長年必修科

目を中心に、どうしても大人数授業があり、人数の偏りが生じるということが今まであり、なかなか有

効な対策が打てなかったということですが、それを今度来年度からは、原則 200 人を上限にして抽選を

実施するという、これは複雑な事情がありますが、ここは報告の場なので今簡略化してお話をしていま

すが、要するに、基幹科目のうち重要なものに対して、200 人の上限人数を設定し、抽選を実施すると

いう方式を導入することになりました。

　つまり、すべて抽選だということなんですね。抽選によって、学生の数を振り分けるという方策がと

られ始め、来年度以降もとられていくということです。ここで今後の課題は、抽選なんです。すなわち、

選に漏れる学生も勿論いるということです。そうしますと、この制度の妥当性がはたしてどうなのか。

ともかく、始まったばっかり、あるいは始めてもいないといってもいいシステムなので、どういう問題

が生じるかということは今後検証されなければいけないということです。当然いろいろな問題が出てく

ると思いますが、それを各所で、あるいは FD 委員会で積極的に話し合う必要が今後出てくるであろう

という確認をさせていただきました。

　あと、今回少なくとも世田谷キャンパスで言えば、いわゆる専門科目に一律に抽選制度を導入しよう

というということは、ほとんどの学部でおそらく避けられているというふうに報告を受けています。今

後、その選考で実施されている抽選制度の成否によっては、専門科目にも導入できるかできないか、特

に専門科目でも大人数授業でなかなか苦労されている学部学科もおありだと思います。その点はこちら

も把握しておりますが、その辺にもいろいろなかたちで採用が可能になっていくことが考えられますの

で、その辺の推移も今後見ていかなければいけないという意味でご報告を申し上げました。

次は、⑦の、機材の問題です。機材の部分で、これも FD 委員会の中では、たびたび取り上げられ

ている問題で、その論点をここでもまず整理しました。この青字で書かれている二つです。一つは、教

室間格差ということですね。例えば、こんなことを申し上げるのは恐縮なのですが、これは実は第７回

の FD シンポジウムで私が、法学部に関する活動内容を報告した時に、ワイヤレスマイクがないのです

ね、と言いました。そして今、ありません。こういうことなんです。第１ワーキンググループ、第２ワ

ーキンググループ、パワーポイントをお使いですが、パワーポイントは、最近までうまく動作できなか

ったそうです。どうやら直してもらって、今は使えるようになったということですね。つまりこの教室

一つとってもこのようなあり様だということです。私は、個人的な話になりますが、34 号館で授業さ

せていただくことが多くて、時々こちらの世田谷校舎の方に来ますと唖然とするわけですね。あまりに

も環境が違いすぎる。そこにも書いてございますが、映像、まあ大きく分けて二つですね。映像装置、

プロジェクターがない教室があるとうかがっています。いまだに、プロジェクターをかついで持ってい

くというような話を某先生からお聞きしています。あとはコンピュータですね。簡単に言うと LAN で

す。ネットにつながらないと意味がないです。午前中にございましたＦＤ委員会において、他校の試み

としてご報告がありましたが、例えば YouTube を見ながら授業をするということが行われるんですね。

LAN がつながらなければお話にならないわけです。LAN は来てますよって言うかもしれませんが、端

末に必要な備えが入っていなければ、なんの意味もないわけです。使えない LAN だったら引かないほ

うがいいです。引いたのであれば必ず使えるようにしなければ意味がないということです。こういうこ

とがずっと放置されている現実に不満が、おそらく全学的に先生方の間で高まっているであろうという

ことです。



21

あと、（２）器具の不具合が生じた時にどうなんだという話ですが、現状では難しいのがよくわかり

ます。教室の備品ですので、教務課が管理をしながら、しかし IT 機器ですので、誰が見てもわかると

いう話ではないです。そうすると、今度情科センターあたりの専門の方に見てもらうのが本当はいいだ

ろうという話ですが、その辺の管理システムというのが、いまだに曖昧になっているということですね。

これは特殊なものですので、IT 機器とか映像機器というのは、ぜひともその管理等々を一元化してい

ただいて、専門の部署を置き、専門の担当者を置いていただいて、即対応できるようにしていただきた

いということです。それは、責任の所在を明らかにするという意味もあります。要するに、責任の所在

が曖昧になるわけです、人が曖昧で部署が曖昧だということは。そういう状況であればいつまでたって

も状況が改善しないということで、それで今申し上げました。これまで教務部を中心にご対応していた

だいているということも認識しています。これから先、そういうことを更に進化させていただければ幸

いだということで、今申し上げました。ここまでが、いわゆる教室の授業環境の物理的な側面に関する

お話ということで、整理させていただきました。

次は⑧、ここからまた別のお話ということで、今度は、授業をどのように再確認、レビューしてい

くかということと、そのシステムをどのように構築していけばよいかという、様々な論点を整理しまし

た。先ほど申し上げましたように、このワーキンググループでは、四つの事柄が論点になってきました

ので、それをそのままみなさんにお伝えするというかたちになります。

まず最初に①ですが、授業アンケートですね。まずは最初に書いてございますが、太字で書きました、

第１期の第２ワーキンググループの活動テーマですよと。ワーキンググループを中心に、いろいろな方々

のご尽力の結果だと思いますが、授業アンケートが改良されました。先ほどもお話がありました。学生

からも非常にいい評価だったと改めてうかがいましたので、そうであろうと私も納得しておりますが、

問題はそのあとでして、授業改善にこの授業アンケートが活かされるというのが当然の話なのでしょう

が、結局その授業アンケートをやって、それをどのように活用すべきなのかという議論があまりなされ

ていないといったことが正確なところだということです。それは問題であり、その辺の議論というのは

今後深めていく必要が当然あろうということです。それで、ちょっと話が前後しましたが、ただ進歩し

ていないわけではなくて、アンケートを公開する、結果を公開するということに関して、なんとなくそ

れ自体がなかなか全学的な議論として盛り上がらなかったのですが、今年度に入って、その方向で進め

ていこうというかたちで、これは学部によって考え方がいろいろまだありますが、一応前向きに全体と

しては進みつつあります。そういう前進の跡も見られますが、公開してどうするんだということです。

公開するのは簡単です、データを公開すればいいんですから。では、何のために公開するのか、そして

それを何に活かすのかという議論をしなければ意味がないわけです。だからその辺の議論というのは今

後必要になってくるであろうし、先ほど第２ワーキンググループのご報告の中でも具体的にその辺の話

がありましたので、やはりそうした話などを参考にしながら議論を進めていく必要があろうと、改めて

感じました。

次は、②です。各機関における FD 活動の充実、というところまではいいんですが、問題はそのあとで、

機関相互、また教員間における情報共有ということです。FD 活動はいろいろなところで行われている

わけで、問題はそれをどのように全学的に情報として共有していくかということが今後課題になるだろ

うという趣旨でお話を申し上げます。一番下の部分に青字で書いておきましたが、読みますと、FD 関

連のさまざまな情報が教育・研究（機関相互）に、また教員間において共有されること、そのための制

度が重要だという、そういう基本的な認識で、ワーキンググループでは、いろいろな議論をしてまいり

ました。頁番号⑨でございますが、具体的に、これは話の意図が伝わりにくいかもしれませんが、とり
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あえずは私のご報告ということで、具体的な事例というのをそこに挙げてございます。

それは、どのようなお話しかというと、まず（１）とありますが、特色ある授業の取り組みという

ことで、どのような取り組みがなされているかということを、我が第３ワーキンググループでも関係者、

関係者というのは本ワーキンググループに含まれる先生やワーキンググループ外の FD 委員の先生等々

にお願いをしまして、特色ある授業の取り組みについて情報提供をいただいたということです。これに

ついてはもちろん第１ワーキンググループでも同様のご報告がありましたので、その辺と重複するとこ

ろもあるかもしれませんが、一応私の報告では簡単にまとめてあります。緑色で書いてあるグループが、

みなさんにご報告しようと思って資料化した学部ですね。政経学部、法学部、それから体育学部、これ

はスポーツ医科ですが、あとは最後経営学部と。四つの箇所から情報を提供していただいたということ

です。abc、これが政経学部、法学部は d ですね、それとみなさんの手元のプリントではその下、10 ペ

ージで、スポーツ医科では efg、それから経営学部では h と、私が便宜的にアルファベットをふってあ

ります。このアルファベットで示したものが各学部や機関が取り組んでいることなんですね。あるいは

先生が個人でやっていることです。でも、例えば、その c、就職関連の情報データです。これは、今も

うこの FD 委員会でもあるいは今日の報告でもいろいろ話がありました、社会に対する意識づけ、就職

に対する意識づけ、就業力の育成、これは全学的なテーマであることはみなさんご承知の通りだと思い

ます。それから、b と d、これは両方とも講義支援システムのｅラーニングシステムです。ｅラーニン

グのこういうウェブのシステムを利用して授業を活性化しようという動きがいろいろな部分があるとい

うことです。あとは、efg これはスポーツ医科なんですが、ここは救急救命士国家試験合格を目標とし

てやっているんだということです。見ますと、年間スケジュールをしっかり組んでおり、それには就活

や試験も含まれるんですね。でもそうしたことは、他の学部ではどうでしょうか、同じではないでしょ

うか。公務員試験がありますよ、就職に関するスケジュールはこうですよ、等の話をしながら、授業を

学生に受けさせるのではないですか。同じでしょう、ということです。それから模擬試験を活用する、

こういうことも、すなわちいわゆる試験を受けさせて、その結果をインセンティブに結びつけるという

方法は、これはもう普遍的なものではないですかということで、ここに掲載させていただいています。

教員によるフォロー体制の充実、自主講義をする臨時講義をする、それからネットを使って質疑応答を

する。こういうことは、これは別に学部を問わず非常に重要な、学生教員間のインタラクティブなやり

とりなので大変参考になるわけですね。関係学部の中では、先ほどこれも経営学部の取り組みというこ

とで第２ワーキンググループでもありましたが、本当に社会の中で働いている方に講義をお願いする。

それは目的もはっきりとしているわけで、要するに社会で学生諸君が今後卒業して社会人になると、何

が必要なのかということを、血が通った言葉でお話しいただくのが目的ですよね。これについても、も

ちろん基本的にどの学部の学生でも、近い将来社会人として育っていかなければならないわけです。

つまり、ここで 10 ページ目最後に書いてあります。こうやって並べさせていただいた意味は、結局、

（教育上必要な取り組みは）ある特定の教員や、ある学部やある学科に固有な特殊な問題ではなく情報

共有することでわかるだろうということです。そうすると、同時に出てくるのは、じゃあ（今のままで

は）効率的ではないじゃないかということになるわけですね。いろいろな方法のｅラーニングシステム

があちこちで使われているとか、いろいろな就職に関する取り組みが、別個にあちらこちらで単発的に

あるいは断片的に行われている等々、こういうことは非常に非効率なわけで、経営上も資源の配分上も

非常によろしくないわけですね。やはりこういう情報共有をしていくということが、全学の向上のため

に非常に役に立つということが改めてこういうような事例を整理することで分かったし、今後そういう

取り組みというのは必要となってくるということをみなさんにご紹介するという意味でお話をさせてい
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ただきました。

授業の取り組みに対して直接おうかがいしたことをまとめたと内容、コンテンツですが、11 ページ

目になります。これは、今度は文学部の例ですが、『国士舘人文学』で、これは創刊が 2011 年の３月と

いうことですから、新しい雑誌になりますね。今は 2013 年３月ですから、３号ということです。これ

が非常に特徴のある雑誌で、年に１冊というわけですけれども、特にその b. ですね、ちょっとアルフ

ァベットが小さくなっていますが、「b. 所属教員、専攻による FD 関連の研究や実践報告」、つまり学部

FD の取り組みが、この雑誌の中に具体的に掲載されているということです。それで、例えば法学部で

も FD 関係のいろいろなことをやっています。それをきちんと文章化して情報化して外に出すという取

り組みはまったくしていませんので、これは非常にすばらしい取り組みです。これら（１）（２）両方

をふまえまして、改めて最初に申し上げたことの繰り返しです。今後も全学規模で、授業方法や内容、

あるいは FD 活動全般について、情報発信と情報共有の体系化が、なんらかの形で図られるということ

が非常に重要になってくるであろうということを、最後に確認させていただきました。

一応、そんな中で③、四つあるうちの３番目になりますが、授業公開の問題です。この授業公開と

いうものが万能な方法であるなどということを言うつもりはなくて、むしろ、他校で行われているにも

かかわらず、我が大学では、制度としてはまったく行われていなという事実確認からはじまりまして、

簡単な言い方をすると、なんとももったいないなということす。ただ、行われていないには行われてい

ないなりの、当然理由があるだろうということです。ですから、これは有意義だからさあやろうという

簡単な問題ではないので、まず議論をきちんとし、どのような制度がいいかということを今後検討して

いき、議論があるということは当然今後実践に移していくということになりますので、そこまで移行で

きればいいなということで、いろいろと話がワーキンググループの中で交わされてきたということです。

まず私の報告ですが、当然確認しなければいけないのは、教員間の授業公開を制度化することの意義で

す。他でやっているからとか、これをやるとお金がもらえるからとかいうことではもちろんないんだろ

うと思いますし、もっと言うと、何でお金が出るのだろうということを考えなければいけないんだと思

うんですね。それは当然、こういうことをすることによって教育改善、質の改善につながるということ

が期待されて補助金が出るのだということなので、そちらの原点に立ち返って、例えば、まず個人とし

てどうかということです。当然のことですが、さまざまな教授法が改めて発見されるだろうということ

と、他の方が教壇に立って話されているのを見て、自分が、あ、まずいんだ、これでは話が通じていな

いんじゃないか、等々の問題点を、他の方たちの授業を参観することで発見するということが当然期待

されるわけですね。この二つは一例に過ぎないと思いますけれども、教員個人が一応自分の教育活動の

中で、利益になることというのはたくさんあるだろうと想像できるわけです。あとそれと同時に並んで

重要なのは、組織的な教育という観点ですが、当然ここは大学なので、個人経営で、ボランティアで先

生方が教育活動をしているわけではなく、大学として有機的な組織を形成しているわけですので、組織

的に教育をするということは、これは社会的責任として当然なわけです。大学が教育をするのではなく

て、大学に所属する教員が教育をするわけですが、当然組織として大学を運営するということの中には、

そこの中で実際に教壇に立っている先生方がどのように教育をしているかについて反省するということ

は、原理的に絶対に含まれていなければおかしいわけですね。そんな刺々しいことではなくて、当然、

例えば法学部であれば、学生にリーガルマインドを持たせて社会で役に立つ人間になってもらうという

ことは、もうこれは学部教育そのものの目標です。そのために必要な教育というのは何かということを、

やはり教員間で、意識共有がないというのはおかしなことであるわけです。その意識共有を図るための

方策として、授業公開は必要だということを考えさせていただきました。
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⑫は、授業の向上のための有効な方策の一つとして位置づけましょうということです。いろいろな

方法があるだろうということです。これは今なされていませんので、今後どのような授業や講座が必要

かということは話し合わなければなりませんが、関係各所で議論が深まることが必要だということを提

言させていただきます。

最後の論点として、いわゆる GPA の導入ということです。⑬に、いろいろと細かく書いてあります

が、⑭に、こちらのワーキンググループの提言があります。大きく分けて三つ、書いてあることは非常

に単純なのですが、（２）からお話します。教務部から、いわゆる普通の GPA を導入したらどうなのか、

という提言があるわけです。我がワーキンググループでは、そのことに関して、そのこと自体に関して

反対ではありません。ただし、その標準的な GPA というのは、Grade Point Average ですから、評点

平均なんですね。評点というのは０点から４点までです。そういう形で、本来細かくつけられている点

数を、まあ荒くまとめ直すわけですね。しかも、授業にまったく出席していない人間も、59 点で落ち

た人間も、同じ０点になるわけですね。というようないろいろな問題があるだろうということです。そ

れで、（３）です。いろいろな方式で、GPA に類するようなものを計算することは可能だろうというこ

とです。つまり、標準的な GPA と合わせて国士舘スタンダードにあたるような、何か新しいアベレー

ジの計算の仕方を開発して、それを同時並行で評価に結び付けていったらどうかといった提案です。い

ずれにしろ、（１）の話になりますが、何のために GPA を導入するのかが一番大事なんですね。お金

をもらえるからとか、就職の時に必ず要求されるからという理由ではないはずです。やはり、授業改善

にそれを結び付けていく、学生の質を保証していく等々の教育的な観点から、GPA が導入されなけれ

ばならないという観点に立ち返って、国士舘大学の GPA のあり方を今後検討していただければという

提案でございます。

お話しは以上です。今後も授業改善に必要なさまざまな問題があると思います。そのような問題に

関しては、ワーキンググループ内外で、議論が深まっていくことを心の底から願って、私の報告を終わ

らせていただきたいと思います。
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◆第４ワーキンググループ「リメディアル教育」

濱中　第４ワーキンググループの発表をさせていただきます。第４ワーキンググループのテーマは、リ

メディアル教育です。私たちはこのテーマを三つに分けて説明したいと思います。第１は「日本語」、

第２は「理数系の教育」、第３は「英語教育」です。この順番で、順次説明していきたいと思います。

　まず、日本語ですが、どうして大学生に対して日本語という、リメディアル教育が必要なんだろうか

ということですが、少子高齢化の時代で受験人口の減少、入試制度の多様化によって、通常の入試を経

ずに入学してくる学生の激増、大学進学率の上昇により明確な意識を持たないままに入学してしまった

大学生の増加、これら全国どの大学でも抱えている要因によって、本来大学の当該専門教育を受けるに

あたって基礎知識を欠いた状態で進学してくる大学生が多くの大学でも相当数いるというのが現状であ

ります。この状況を放置せずに、大学としての専門教育に支障のないような有為な人材を育てるという、

大学の社会的な責任を果たす必要があるわけです。ここにこんな調査結果がございます（75 頁、下段

の表）。平成 16 年度に入学した 33 の大学および短大の学生 13,000 人を対象に、中１から中３相当の問

題を盛り込んだテストを行い、14 年度中に中高生に実施したテスト結果と照らし合わせて、そのレベ

ルを判定したわけです。この調査テストでは、「憂える」という言葉の意味を問う設問で、中学生レベ

ルだと判定された大学生の学生の３人に２人が、「嬉しい」という言葉の語感に近いからでしょうか、

「喜ぶ」というふうに意味を選択している。大学生レベルとされた学生の中でも、正答率は 50%にとど

まっているという、文字通り、憂うべき結果となっているということなんです。この調査の結果から、

中学生レベルと判定された学生は、５年前に行われた調査と比べて、国立大学が 0.3%から６%に上昇、

私立大学では 6.8%からなんと 20%に上昇ということがわかったわけです。

また、次のようなアンケートがございます（76 頁、上段の表）。このアンケート結果からは、日本語

の能力の不足するものが全国的な傾向であると、また、文系理系を問わずに、英数国といった科目の中

でもっとも顕著に表れているのが国語であるということを示しているわけです。私立大学における基礎

学力の不足をどう感じるかという全国調査の表によれば、学力不足の最多回数を得たのは、残念ながら

国語日本語 69%であり、学部系統別調査では、理工系、総合学系、教育系では、英語ほどは感じてい

ないものの、半数を超える学部で国語能力の不足は看過できないということが言われているということ

です。こちらのほうが、人文科学系ですけれど、国語の点数がこうです。国語が不足していると考える

のが 87%、英語のほうが 83％ということでしょうか。理工系学部のほうもやはり 81％、それに対して

英語はそんなに高くないということによって、英語の学力不足よりも国語、日本語の学力不足のほうが

憂慮されるということのようでございます。

　こういう憂うべき状況に対して、各学部ともすでに対策を講じておりまして、現に本学でも五つの学

部がベネッセさんが出している、「ロジカル・ライティング」という教材を使って、対策を講じている

ということでございます。そして、いつの時期に活用しているのかというと、12 月、１月、２月とい

う入学前なんですね（77 頁、上段の表）。入学前に自宅でもってさせるというような意味合いですね。

それからこちらの法学部さんのほうでは、４月になって前期の時に行っているふうなことですね。いず

れにしてもすべての学部でもって入学時あるいは初年次教育の時にこの種の導入教育を行っているわけ

ですけれども、それはこの後４年間の学生さんたちの学習がスムーズにいくというためには非常に重要

と思われます。

　今ベネッセさんのロジカル・ライティング、論理的な思考を訓練する教材ですけれども、それはもち
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ろん非常に大事なわけですけれども、それのみならず、日本語の表現の技法の「いろは」を教えるとい

う教材も大事なわけでございまして、日本語リメディアル教育のうちに、本学では論理思考トレーニン

グを特に重要視していますけれども、それを補完する一般常識的日本語教材も、大学生としてのレポー

トや卒業論文に役立つのはもちろんのことながら、それのみならず、キャリアスキルの獲得としても重

要である。これは帝塚山大学が出している『大学生のための日本語基礎』という本でございます。中身

を見ましたけれども、非常に日本語表現の「いろは」をわかりやすく、しかも学生さんが勉強していて

煩瑣、嫌にならない程度に工夫してあります。

　留学生ならばともかくとして、日本人なのだから日本語を使える、理解しているのは、当然だろうと

思うわけですけれども、しかし学生さんたちが使っている言葉というのは、生活言語能力、つまり日常

的な言語能力はもちろん備わっているわけですけれども、知的な意味合いにおける言語能力はなかなか

不足しているということです。彼らはそれを自分では認識していないということが多々ありますので、

それを意識させるのですね。語彙力、読解力、発想力、交渉力、そういうものを身に付けてまともな日

本語が書けるというように指導する必要があるだろうと思います。

それでは、問題のある大学生を、一体、誰がどういうふうに教育して行ったらよろしいかという問

題に触れたいと思います。専任、非常勤、高校の教員のリタイヤした方、学生のチューターさん、そし

て学生同士、いろいろなことが考えられるわけですけれども、もちろん第一義的には、我々専任教員が

この任にあたるというのが大事なわけですけれども、ただ物理的に難しい場面もでてくるのではないか

と。その様な場合に、次善の策として考えられるのは、高校をリタイヤなさって非常に経験豊富な方に

教えていただくというふうなことですね。それから、きめ細かなリメディアルのクラスを編成するため

には少人数教育が必要だと思うのですけれども、学生さんのチューターさんを置いて、先輩の立場から

後輩を見てあげるというふうなことが有効であるというのがあります。

次に、このリメディアルを行う時期をいつにするか、あるいはどういう学生さんを受け入れるかと

いうことですが、基本的にはリメディアルの受講の対象者は、推薦入学の学生を中心にして、希望者に

は一般入試区分の学生さんも受け入れるということです。いつやるかということですけれども、入学前

ということであれば、自宅でやるわけですけれども、例えば他の大学の事例を見ますと、新聞のコラム

の要約、それに対する自分のコメントを週５回、それを８週間にわたって、学生さんに入学前に課して

いくような、きめ細やかなことをやることによって、成果が上がっている事例があるようでございます。

それから、一年生に私たちの学校でも基礎演習と言います科目を置いている大学、学部が多いと思うの

ですが、基礎演習を、今現在はおそらく学部学科の事情によってばらばらにやっているだろうと思うの

ですが、それをなんとか、大学全体としてリメディアル教育に関わるようなかたちでリンクさせていく

ことができないかということで考えています。それから、１年生２年生というのは、ゼミにまだ所属し

ておらず宙ぶらりんになることが多いのですが、そういう学生さんに対しては、希望者に対して、支援

室において常時対応する、あるいはラーニングルームを大学の中に設置して学生同士が学び合うという

ふうなことが考えられると思っています。

問題を整理いたしますが、日本語をリメディアルとして学生さんに義務付けてほしいのは、大学生

として当然の心得ておくべき日本語表現の常識を確認する。その作業を通して、レポート、卒業論文の

作成に役立てる、またキャリアスキルの獲得にも資するということを目的にするというわけです。その

意味で初年次教育が、非常に重要なわけです。大阪体育大学は、体育系ですが、近年非常に学力アップ

したというようなことが言われております。最初にプレースメントテストで英語、国語、数学をやります。

そしてその結果によって習熟度別のクラスを編成して学ばせるということを何年間もやっている間に、
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この大阪体育大学では、体育大ですから就職先として教員というのが一つの有力な職種ですけれども、

なんと平成 23 年には 126 人が採用されたということです。これはなかなかの成果だと思います。これ

は５年前の数字の２倍だそうです。ですから、リメディアル教育を地道に丹念に丁寧にやれば、それだ

けの効果があるだろうなと思います。

それから、サポート体制ですけれども、リメディアル学習支援センターというようなものを設置し

たほうがよろしいでしょうね。つまり、相談しやすい環境を作ってあげるということです。それはラー

ニングルームというところです。これは一つの例ですけれど、立命館大学がこの種のシステムを作って

成功しているようです。そのラーニングルームには、パソコンやプロジェクター、あるいは居心地のい

いテーブルなどもあって、学生さん達が自由に出入りできるということです。

そういう中に、学生さんでチューターのような先輩がいて、各種の相談に応じてあげるということ

です。

日本語のまとめに移ります。１番、新入生の学力の把握のために、入学直後に入学者全員にプレー

スメントテストを実施する。２番、プレースメントテストの結果によって、習熟度別にクラス分けをし、

学習教材を使用して考え方と表現の基本を学ぶ。３番、学習支援室を学内に設置する。その学習相談者

としては、専任のほかに、高校を退職した元教員の方を活用し、きめ細かな指導をする。４番、ラーニ

ングルームには、移動可能な多数の小テーブル、パソコン、プロジェクターを配置する。こういうもの

を設置して、学生同士の自由で自主的な学びの環境を整えるということです。３番と４番というのは、

学びの部屋という点で、共通点を持っているわけです。学習支援室を見ても、学生さんがなかなか相談

に来ないんだよ、閑古鳥が鳴いているんだというお話も聞くんです。そういうことを避けるためにも、

まずラーニングルームを作って、学生さんたちを自由に出入りさせる。その中に、ラーニングルームの

中に、先ほどのような学習相談者を配置するということにすれば、相乗効果が出るのではなかろうかと

思っています。

５番に関しましては、後ほど池元先生のほうからご説明いいただきたいと思います。それでは、日

本語に関しては、これで終わります。

西浦　今の濱中先生のお話で、バックグラウンドや問題がおわかりになったかと思います。理数系教育

についても日本語教育も同じですが、私は理数系の特徴といいますか、その辺を中心にお話したいと思

います。

　中学生レベルというのは、今の中学生と同じという意味ですから、それがなんで大学にいるんだと言

ってしまうと話になりませんから、それが現実であるという前提で参ります。みなさんご承知のように、

偏差値が高い大学でも低い大学でも、共通して学生の間に基礎学力に差があるんです。これはいろいろ

な先生の話を聞くと、同じ悩みを偏差値の高低に関わらずあらゆる大学が持っているようです。

　私は実際には理数系で教えておりませんが、出身が理工系なので、私の知っているいろいろな大学の

理数系の教育に携わっている人に直接話を聞いてみました。大学名も個人名も表に出さないという約束

で、実際苦労している生の、建前はどうでもいいから実際のところをと言って教えてもらいました。だ

いたい同じレベルの大学と考えたんですが、中にはちょっと高いところも低いところもあります。また

理数系と言っても広いですが、特に工学系、建築関係が多かったんです。

一番は、入ってくる学生を教員は選べないわけです。そういう学生を卒業までにどの程度まで持っ

ていくかという目標をまず定めないと、授業の程度を決めることができない。そういう意味では、必ず

しも卒業時にいわゆる「学士力」は求めないということなんですね。ではどういうことを目標にするか
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というと、「社会に出せる」という考え方です。理数系の場合はその部門に進む人が多いわけですから、

建築なら建築の世界、その中で通用する人間を育てるということが目標になるのではないかと思います。

　ですから、そのある学問の学術的レベルを確保するというよりも、その分野に入っていける入口をク

リアできるというように訓練していくんだというような考え方を持っているようです。職業的訓練とい

うと、専門学校と同じじゃないかという意見もあると思います。むしろ専門学校のほうが専門的なこと

ばかりを集中的にやりますから、専門学校を出た人間のほうが知識も技術も上である。けれど、大学で

は一般教養や他分野の基礎学習も幅広く教えなければならないということになっていますから、これが

大学の良いところであって、やはり先々に差が出る。というのは仕事というのはその技術ばかりできれ

ば良いのではなく、金を動かしたり人を動かしたりすることができないと通用しない。そういうような

総合的な力というのは、一般教養、総合学習をやった人間のほうが、将来的には伸びるんだということ

がある。大学の意味というのはそこにあると思います。PhD ＝ Doctor of Philosophy といいますけれ

ども、哲学ですね、哲学というものを少しでもいいから勉強するのが大学だろうというふうに思います。

　そのような状況の中で、学生のレベルに合わせて授業をするということはどうしたらよいのかという

ことなんです。大学の教員というのは、専門的な研究する傍ら、学生にはその基礎的なところを教えな

ければいけない。大学にも学問レベルというのがあって、学生のレベルに合わせた教員を採用している

わけではありません。研究と教育、両方をそつなくこなすなんていうことは大概できません。その辺先

ほど話が出ましたけれども、役割分担を考えることが、一つのシステムとしてはある。まず教員の意識

を改革しないといけないということだと思います。具体的には、どういう教育が必要かというと、理数

系でいうと基礎的な数学、これがわからないととにかく進まないんですね。では、基礎的な数学という

とどの程度の数学のことをいうのかというと、これは目標ですが、中学３年生レベルの数学を完全に理

解できていればほとんどクリアできます、これはすごく高い目標です。では、それが到達目標だとすれ

ば、そのちょっと下くらいということになると、例えば中学に入ってルート（√）計算というのを習い

ますね、あれもものすごく基礎レベルですけれども、そのくらいはしっかりやる必要があるということ

ですね。理数系で何かやろうと思ったら、できなきゃダメです。では、そんなことを大学で教えるのか

という話になるんですが、実際問題、大学を出た社会人でルート計算をできるかというと、ほとんどが

忘れています。または、もともとできなかったかどちらかですね。なぜなら普通の生活では必要ないで

すから。実はそれができる一般社会人というのはあまりいないんですよ。

そういう問題を解いてみるとか、いわゆる中学生の時にやっていたことをやり直すということだけ

れども、本当に必要であるからには、それは、レベルとして大学で勉強し直してもちっともおかしくな

いやという一つのモチベーションはあるのだろうと思います。ですから、そういう基礎的なことを大学

教育の中ですることが、大学のカリキュラムとして必要になってきているということですね。実はこう

やって育てていかないといけないような状況にあるし、非常にこれがネックなんです。現に、社会では

できる人が少ないんですから。

以上は、いろいろな先生に本音を聞いてきた内容です。それを受けて、どうすればいいという具体

的な話は２人の先生方とほとんど共通の内容なので、その話を聞いていただければと思います。

池元　経営学部の池元です。私は英語のリメディアル教育に関して、その必要性と方法、また、ｅラー

ニングについて紹介して、最後に濱中先生の提言に補足します。

　リメディアル教育の必要性ですが、根本的な問題は入試の方法（入試の多様化）とそれに伴う学力

格差拡大にあります。入試の多様化について、例えば、推薦入試、AO 入試など、全私立大学入学者の
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48.9%（2006 年度（平成 18 年度））が筆記試験を受けることなしに大学へ入学しています。すなわち、

大学生の半分は筆記試験を受けていません。筆記試験を課すことの是非はさておくとしましても、入試

の多様化の結果、学力格差が拡大します。学力格差の拡大が原因となり授業に支障をきたし退学者が増

大します。例えば、私が１年生の学年担任のときに、４月末頃、顔を真っ青にした１年生が来て、「ま

ったく授業がわからないです、私はどうしたらいいでしょうか？」と問われました。これが入試の多様

化による学力格差拡大の負の部分で、退学者を生む１つの原因だと思います。

　学力の格差拡大について、主観的なものではなく具体的な数値を示します。例えば、入学直後に行っ

た国士舘大学経営学部１年生の英語運用能力（2011 年度（平成 23 年度）自己発見レポート I　学力偏差値）

について入試の種別ごとに偏差値で表しますと、一般入試で 49.8、推薦入試は 41.0、AO は 41.1 でセン

ター方式は高く 51.9 です。すなわち、一般入試と推薦入試で、英語の学力に関して差が 8.8 あることに

なります。偏差値で 8.8 の差がある学生が、同一のカリキュラムのもと同じ教室で同じ授業をすること

になれば、授業に支障が生じることが容易に想像できます。そのために、成績が良い層と悪い層に退学

者がでる可能性があると思います。

　以上のように、多様な入試制度による学力格差の拡大によって、多くの大学でリメディアル教育が実

施されています。４年制の私立大学では、全体で 43％、英語は 34.7%がリメディアル教育を実施してい

ます（2006 年（平成 18 年）調査）。ただし、英語は能力別でクラスを編成していますので、実際には

34.7%より多くの大学でリメディアル教育を実施していると考えられます。

　それでは、どのような方法でリメディアル教育が行われているか、他大学の取り組みをｅラーニング

を例に挙げて説明します。ｅラーニングは第３期の FD 委員会のテーマでもあります。まず、ｅラーニ

ングとは、大学や自宅でコンピュータを利用して、学生が自ら授業の予習や復習をすることができます。

ｅラーニングの教材として「English Quest」（桐原書店）があります。190 大学で採用され定価は 1,995

円です。最近の IT 技術と現場の工夫があれば、比較的低コストで英語のｅラーニングができます。

　ｅラーニングの利点は能動的な学習にあります。学習者（学生）が、自分の理解できる段階から、例

えば英語の苦手な学生は中学１年生のレベルから始める、また、高校の復習から始めるなど、自分が希

望するレベルから学習できます。また、学習量や場所・時間など学習者が選べます。すなわち、自分の

希望するレベルと分量の課題を希望する場所と時間で能動的に学習できます。このため、ｅラーニング

システムは多様な学力差がある多くの学生に対応する方法として、リメディアル教育に適していると考

えられています。ｅラーニングの他の利点としてゲーム性があること、また、学習の履歴や宿題の把握

が容易なことが挙げられています。宿題は非常に学習効果が高いですが、それをチェックする教員の負

担は重くなります。しかし、ｅラーニングを使用すると効果的に宿題を実現できます。

　そのｅラーニングにも問題点があります。それは、学習の継続・自律的な学習の維持です。最初、学

生は積極的に課題に取り組むが、なかなか持続しないというのが、ｅラーニングを行う大学の悩みのよ

うです。いくつかの大学ではその解決方法として教員の役割にスポットを当てています。従来、教員の

役割は教材の内容を教えることでした。しかし、ｅラーニングでの教員の役割は、学生の学習活動（学

習方法）に対するアドバイスがより重要になります。教員のサポートにより学習の継続を支援するとい

うことです。

　最後に、リメディアル教育への提言です。ここでは、最大の問題である学生の学習意欲低下について、

その問題点と解決方法についてお話ししたいと思います。リメディアル教育への学生の意欲向上には２

つの問題があります。第１に「補習」（リメディアル教育）という言葉にあります。「補習」、すなわち

基礎学力の養成（＝高校の復習）は多くの学生に後ろ向きで消極的な印象を与え学習意欲が低下します。
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大学生にとっては、高校のときの英語や数学をなんとか乗り切り、大学で面白そうな経済や工学につい

て学ぼうと思ったところに高校の復習をしましょうでは、意欲は低下します。

　２つ目の問題は、学生にとってリメディアル教育は精神的にハードルが高くなるということです。心

理学的には、人は一度学習したことについて、それを理解しているかどうかにかかわらず、繰り返し学

習することに抵抗があるそうです。また、精神的なハードルという面で、リメディアル教育の教材のな

かには、希望を持って入学した学生のプライドを傷つけるような内容もあります。たとえば、ある大学

の教材「英語発展編」では、「次の動詞を過去形にしなさい。（１）help、（２）visit、（３）believe」、また、

「次の英文を否定文にしなさい。（１）He went to Kobe.」という問題が出ています。文系・理系を問わ

ず大学での新しい知的な刺激に希望を持って入学した学生はこのような問題を見ると「私はとんでもな

いところに来てしまった」と感じると思います。

そこで、提言です。どのようにしたらリメディアル教育で学生の意欲を維持できるか。その方法は「補

習」を「就職活動」の対策にすることです。リメディアル教育＝補習の印象を「高校の復習」という後

ろ向きなものから就活対策（社会人の基礎学力の養成）という前向きで積極的なものに転換することに

より学生の主体的・自律的に学ぶ意欲を高めることが有効と思います。高校のときに一度経験した問題

を再びするのでは意欲は低下します。そうではなくて、高校のときに勉強したことが就活に活かせるの

で復習するとなると意欲は向上します。

具体的な方法としては、就職活動で必要な筆記試験、SPI、一般常識への対策を切り口にしてリメデ

ィアル教育をすることです。就職活動用の参考書を見てみますと数学では、四則の計算式、展開・因数

分解、方程式・不等式、関数、図形、面積・体積・三角比、確率、集合・命題、n 進法、数列などほぼ

数学の基礎を含んでいます。先ほど、西浦先生から中学３年生までの数学で十分とのお話がありました。

仮にそうだとすれば、数学に関しては１冊 1,600 円程度の就活用の参考書を利用することにより、学生

も意欲的に取り組むことができると思います。また、就職率も上がります。

同様に英語の参考書についても、英単語、熟語、基本構文、英文法、英文和訳・和文英訳、ことわざ、

時事英語、会話・ビジネス英語表現などの章から構成されており、これもほぼ、英語の基礎を含んでい

ます。また、就職活動の小論文やエントリーシートを切り口に国語表現力や文章力を養成できます。例

えば、日本銀行はエントリーシートで、「最近起こった社会的事象で関心のあることをひとつ取り上げ、

あなたの意見を述べなさい」という設問を課しました。これを、高校の時の復習だとか文章力を高めま

しょうというのではなくて、これは日銀のエントリーシートの問題ですから、これを皆さんで書いて文

章力を向上させましょう、良い企業に就職しましょうと言えば、学生もやる気になると思います。これ

がワーキンググループの提案です。

以上のように、第４ワーキンググループは、国語・文章表現、理工系教育、英語のリメディアル教

育の現状と課題についてお話してきました。また、提言としましては、濱中先生からリメディアル教育

の環境整備について、私から、どのようにしたら学生の意欲向上ができるか、という報告をしました。

以上で、第４グループの発表は終わります。
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◆第５ワーキンググループ「教養教育」

加藤　第５ワーキンググループの加藤です。第５ワーキンググループというのは、教務部長、学長室長、

そして FD 室長の中にあって、私が孤独を感じながらも熱い思いで未来を語るということ、今日は「プ

レジー」というプレゼンソフトを使って発表いたします。今日のテーマ「新たな教養教育を求めて、旅

立ちへ」です。大学における教養教育の理念とか位置づけというものを、再検討しなければいけないだ

ろうということなのです。

それがどうしてなのかといいますと、大学の社会における地位の変容、いわゆる大学のユニバーサ

ルアクセス時代、大学に 50％以上の高校卒業生が入ってくるようになった。大学が大衆化して、みん

なのものになったのだ、ということです。しかしながら、そういう大学の中で認証機構を認識し、しっ

かり認証評価を受けて、きちんと社会的な責任を果たしていかなければいけないのだということです。

説明責任は補助金がらみのところです。そういった意味で組織的な取り組みが必要となってくることだ

ったのだと思うのです。そして当然、教養教育の改革ということになりますと、過去の検証という事が

問題になってくるのだと思います。本学でも教養部を解体いたしました。そして一般教育と専門教育と

いう単位のしばりから開放され、いわゆる設置基準の大綱化の中で専門教育と一般教育の区別の解消と

いうものが行なわれてきました。学生の広い視野が必要だという部分で教養教育というものに課せられ

た課題というものは、我われが住んでいる一人ひとりの個人からローカルな地域へ、そしてナショナル

へ、ということだと思います。現代においてはグローバルな時代の中での大学の役割、位置づけと、学

生個人の相関をどこにみていくのかを、世界を多重的かつ統合的に学生が理解し、自分自身が生きてい

るのだという役割を明確に創造できるための教育が望まれているのではなかろうか、というところであ

ります。

そして改革のためには何が必要かという部分であります。本学の中での教養教育の改革マインドを

熟成していきたいという部分です。同じく改革という名のものがありました。かつて歩んできた道です。

いま私は、その後始末の業務を清水先生と一緒に担わされております。そうです。クラウド化でしたね。

そういう中でどういう過ちをしてきたのか、ということを学部内のコンセンサスをしっかりここでつか

む、というためにはどうすべきか。一般教育の改革の前には一般教育の先生方の固いスクラムが待ち構

えています。専門教育の教員に勝手には手出しさせないぞ、というところです。いい意気込みですね。

素晴らしいです。

しかしながら大学人としては、権益保護のための議論だけではいまの TPP 協定をめぐる不毛な議論

と同じですね。大学の将来、国家の将来という部分とオーバーラップしていった時に、国士舘大学の望

ましい教育はどうあるべきか、というところで、一般教育と専門との間の橋わたしというよりも、両者

が手を携えて新しい教養教育はどちらかというと、非専門教育、すなわち専門の人が専門以外の科目を

担って自分の持っている専門性というところを反映させていていく、ということにあろうかと思います。

そこで FD 委員会の役割はどうなのかというと、やっぱり意識改革に徹底するという部分と、機構の改

革、構造改革の部分では仕組みづくりをするということ。それでは具体的にはどういうことなのかとい

うと、FD 委員会がモデル案を提示するというところです。モデル案を提示したら当然論争が生まれて

くる、論争が生まれてきた時に、自分はいま政経学部でやって理工学部で教えるのは嫌なのだというよ

うな、矮小的な発言の中に、落としこめてはいけないのだということになろうかと思います。同じよう

な議論を建学の精神をめぐっても活性化していかなければいけないのかと思います。建学の精神の領域
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においては、過去をふりかえるという部分で、伝統に帰る、復古主義に陥ったらいけないのです。やっ

ぱり温故知新でなければならない。故（ふる）きを温（たず）ねて現代に生きる我われにとってなにが

重要なのかを問うべきではないでしょうか。

国士舘大学ならば多摩川の清掃等、ボランティア活動が世界に羽ばたいています。あれこそ建学の

精神を体現していることなのだと思うのです。私は国士舘大学の建学の精神は「知のサムライ」にある

と考えています。これから「知のサムライ」の創出なのだ。その「知のサムライ」というものをどのよ

うにイメージするのか。それはいま先生方の心の中にあるパッションです。我われはどこからきたのか、

という部分をいままでの建学の精神をめぐる議論は語っていたのだと思うのです。これからの議論では

我々はどちらに向かうのかがいま問われているのだということです。そのような意味で、教養の改革を

考えていくと、共通科目を基礎とする大学教育のもうひとつの出口の可能性についての模索が一つの課

題として登場しよう。具体的には、大学教育の目標は専門共通の別なく教養教育に向かうべきだという、

かつての「大綱化」とは逆の方向性もあるのかもしれない、という具合に、それくらいの考え方がでて

きても良いのではないかと思います。そこであらたな提言、これが結論の部分なのですけれども、両論

併記の提言としたのは、やっぱり教養教育の改革は全学的な規模で語らなければいけないという意味で、

第５ワーキンググループだけでなくて各学部から選ばれている先生方にも一度集まっていただいたので

す。そして先ほどの議論を提示してどういうようなものが望ましいのかと議論した時に、二つのかたち

に分かれました。ひとつは仕組みづくりです。いわゆる現代の教養の制度の改革をしていくというわけ

ですから、制度を変えていく仕組みづくりが必要だと。例えば多様化を推進する単位認定の仕組み。こ

こでいうサービスラーニングというのは体験学習です。いいですね。大学から外に出て行ってさまざま

な活動を体験する。そういうサービスラーニング。これは昨年２月の中教審の答申の中にしっかり掲げ

られている言葉です。サービスラーニングセンターみたいなものを ICU とか関西大学とかいろいろな

大学でもつくっています。

今日の FD 委員長のご挨拶の中では、これからはアクティブラーニング、PBL（Problem Based 

Learning）問題解決型の問題に向かって主体的に、能動的に学習をしていこうという教育実践の導入が

強く主張されました。他方、従来からの知識伝授型です。知識をいままで「与えられてきた」と、そう

いう教育を我われが受けてきたから、そういう教育しかできないのです。そういう中で仕組みづくり、

しっかりこういうものを体験学習的なものを単位認定の講座の中に導入しようということです。他の学

部でもやっておられるようですけれども、法学部は、これを学則改正して次年度からしっかり体現して

いくということを導入しました。これは静かな改革ですけれども、大きな第一歩です。それに対抗する

のは、制度づくりだけやってもダメ、具体的にやるべきだ、ということでして、これが課目提示実践型。

具体的にいうならば、応用倫理学の領域など面白いですね。

例えば、「臓器移植と法」とか。「生命倫理」というような領域。「安楽死と尊厳死」。「生命をどうみるか」。

あるいは今回、大学も倫理委員会なんていうのをつくっておりますね。やっぱり理工学部の「科学技術

と倫理」というような問題は今回の原子力発電とか、ああいう事故の中で、我われが現代に生きる、生

きるような科目をつくっていこうではないか。そしてその科目はオムニバスでやれというのです。今日

いらっしゃらなかったですけれども、文学部の木阪先生。木阪先生とわたしで組んで生命倫理をやろう

じゃないか、そういうのを各学部でしっかり手をあげていろいろな先生方と取組んで、こういう科目を

提案していって、しっかり科目としてやっていく、これが科目提示実践型です。オムニ形式の案を提示

して、その担う教員の議論を実践を通して改革する。社会的起業を考える、いまの貧困とか社会の問題、

これに企業は、政経学部とか経営学部の先生いらっしゃいますけれども、利益が出ない部分のビジネス
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には向かいませんね。でも「ビッグイシュー」という雑誌、ご存知ですね。新宿とかいろいろなところ

でホームレスくんがビッグイシューを掲げてこうやって売っています。一冊 300 円です。その中に彼ら

の取り分と、これを３ヵ月続けて売り上げを伸ばすと、ホームレスからアパートに変わることができる

というビジネスモデルの中で考えられた、そういうような問題点についてしっかり勉強して生きていく、

ということの科目提示型が重要ではないのか、という部分です。という意味で、最終的には科目群の中

にいまいったような熱い議論を織り込んだ科目があってもいいでしょ、という問題提起であります。こ

れが教養改革について小さな議論を巻き起こしていきたいという提言です。以上です。（拍手）
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◆質疑応答

司会　残りの時間は、全体の質疑応答の時間にしたいと思っております。いままで第２期２年間にわた

り FD 委員会が取り組んだ総決算ということで本日は、シンポジウムを開催させていただきました。

では、皆さんから活発な質疑応答をして参りたいと思います。

山﨑　今日は、どうもありがとうございました。基本的に全員の先生方に関係する問題で、いまわたく

しどもは、GPA 導入を検討しています。和田先生のところの GPA について、その理念みたいなものが

はっきりしなかったのでお聞きします。この GPA というのは、昨日今日でてきたものではなくて、ア

メリカを中心として出てきたものだということです。基本はやっぱり日本が一番欠けている部分という

のは、契約の思想だと思うのです。アメリカの基本的なところには、契約というものは基本的にきちん

とあって、GPA は当然そこに登録しまして、そこに自分の目的がしっかりとカリキュラムマップで提示

された、そこで自分でどういうようなかたちで４年間を送るかを提示しなければいけないのです。そこ

には、きちんと目的意識があって、合目的に自分の将来に向けた、もちろんある程度の隘路があっても

修正が効くのですが、そこで提示されるわけです。そうだとすれば GPA が意味をもってくる。だから

契約の思想が基本にあると思うのです。今の大学はパスポート化しており、そこに目的などないのです。

要するに、単位 124 をとってしまえばそれでいいのだというようなことでは根本的な解決にはならない。

　日本の場合は、なにも国士舘であろうが東大であろうが、基本的には変らないと思います。契約の思

想がないのです。それを崩すということになると、これは大変な挑戦です。要するに、わたしたちには

ない思想に向かって、つきあたっていくわけですから。かなり GPA をやって、もう経験を積んでいる

大学でも、これもまったく形骸化しています。だからそれが有意義に使われない傾向がでてきてしまう。

だからそういうものに、どうやって本当の意義をそこに獲得しながら、わたしたちの異国の風土の中で

それを実現するかということになると大変難しいなと思います。

しかしそれを掲げないで GPA をやるわけにはいかない。だからそこのわたしたちのジレンマという

問題につきあたって、それにひとつひとつ前向きにいかなければならないだろうという印象をつねに持

ち続ける。やはりそれを若い先生がたになんとかしてそれをクリアするような方向で向かっていきたと

いう思いで、さきほど拝聴しておりました。わたくしどもも、学長室で GPA はもうかなりの討議をや

りました。岸本先生にいろいろな方程式を出していただいて、ひとつのモデルがあるのですけれども、

そういうものと結びつけて実施するにあたってはやはりそこを増やしていかなければいけないだろうと

思っています。

司会　ありがとうございました。和田先生よろしくお願いします。

和田　基本的には、いま山崎先生がお話になったことに関してはまったく同感で、やはり先生がはっき

りおっしゃっていただいたとおり、形態化するということだと思うのです。というのは、これは発表の

中で申しあげましたが、GPA を出すこと自体は、計算ですからこれは簡単なのですね。GPA をいろい

ろな大学で出しているのでということで、出すということは良い悪い以前の問題で、実質問題としてそ

れは計算すれば出ますから。ただ、国士舘大学は後発なのです。いろいろな大学でやられているわけで

すから。でもまだやっていないということは、他大学のいろいろな現状をみているわけです。形骸化し

ているとかいろいろなことがあるわけです。だからこそ GPA をあらためて国士舘で導入したのであれ

ば、まず有意義な形で GPA を位置づける必要があるだろうということです。

教務部の方から提案があるように、いろいろな出し方があるわけです。全体で GPA も出せるでしょ
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うし、学年の GPA も出せるでしょう、それからいわゆる細かくわけて、計算ですからいろいろな GPA

も出されるわけですね。そういったかたちでいろいろな GPA が出る。それが結局なにを意味している

のかといえば、GPA が高い学生というのは、総体的には理解が行き届いている学生であり、GPA が低

くければ、教育内容に関してはうまく吸収できていない学生であるということが意味されるわけです。

わが第３ワーキンググループは授業改善ということがテーマでして、そうすると GPA を導入した意義

というのは、それを使って学生が対外的にどうこうというのはもちろん事実問題であるでしょうが、そ

れと同時にやはり教員がそれを見れば、自分の教育がどの程度の効果を発揮しているのかというのが必

ずわかるものです。そういう意味で授業改革にとうぜん繋がる、という意味でこの GPA の話というも

のを引き続き第３ワーキンググループで論点とさせていただいてきたということです。

いまの話について、二つ問題点があるだろうと思います。（以下第一の問題点）資料にはきちんと書

いてありますし、大きなところは指摘させていただきましたが、結局その GPA はつけた点数を、素点

化をしてそれをそのまま平均の計算のおおもとの数値として利用するわけです。評価の厳しい先生と評

価の優しい先生がいるであろうということです。評価の優しい先生がつけた先生は当然甘い。点数的に

は高くなるわけです。厳しければ低くなる。そうすると厳しい先生の授業の GPA は当然下がる。優し

い先生の GPA は上がるということになって、それがそのまま GPA という形で反映されるというのは、

これが本当に公正な評価の仕方なのですかということです。

（以下第二の問題点）発表の中でも少し申しあげましたが、GPA はそもそも概念的に”Grade Point 

Average”ですから、評点平均ですから、評点で計算する。もちろんそれは数値が簡略化されますので、

計算しやすいのはわかるのですが、今はITの時代でして瞬時に数値計算できるわけですね。そうすると、

なにも無理やり点数を、実際に素点をいったん評点にしてそれから計算する必要はなかろうというわけ

です。

制度的な問題もありますけれども、せっかくクラウドが導入されたのですから、例えばですよ、成

績評価はものすごく面倒くさいですね、いま。まずつける、自分で、点数、素点をつける。それを例え

ば出席簿につけたものを今度はピンク色の原本に写す、原本は素点を書く覧がありますから書く、今度

は優良可の部分をエンピツでひく。それが 300 人 400 人いたら、どれだけの苦労かというのがおわかり

いただけると思うのですが。それを例えば WEB 上で教員が素点を成績で入力すれば、もうそれで一発

で終わりなのですね。それをあとはどのように加工するかは教務部の判断なので、とにかく、原理的に

は教員は素点を WEB 上で入力すればそれで成績入力は終わりということになるわけです。それに近い

方式というのは他の大学でもとっくに採用されていますので、そういうふうにすれば GPA に近いよう

なものをもっと厳密に計算することもできるだろう、ということです。これが提言の二点目だというこ

とです。

いずれにせよ、国士舘なりの計算式というのができあがるとすれば、それこそ極端な言い方をすれ

ば、世界に向けてのあらたな計算式として現代の 21 世紀にふさわしい成績評価の仕方として発信もで

きるでしょう。なぜ素点にしなければならないのか。それを点数化してもいいだろうという提案です。

GPA の導入というのは、これはひとつの制度であり、それなりに意味があるからこそ、世界で採用さ

れているわけですから、それを導入するということはいいことです。しかもそこで問題が出てくれば、

対応していけばいいわけです。その標準的な GPA を導入したからといって、国士舘大なりの新しい

GPA も単に計算をすればいいのです。そうすると値が二つ出てくるということになりますが、その二

つを比べることによってなにか、例えば、学部間で成績評価にずれが見られるなど、そのデータから教

育上使えるいろいろなことが今後出てくるであろうということです。データを多角的に取り、それを分
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析する機会を設けるということは非常に有意義です。そういう意図で標準的な GPA をとらえて、なに

かもう少し新しい GPA の計算式を導入して、それを採用していったらいいのではないかということを

申しあげました。いずれにせよどのようにその意義を見出していくかというのはこれからの問題だと思

います。GPA はまだ採用されていませんので。こういう機会でわたくしも一括して意見を申しあげま

したが、学部、FD 委員会等々で、今後議論していくべきことだろうと思います。もう導入したので、「は

い、導入しました」、「良かった、良かった」ということで息切れして、あとそのままということは絶対

許されないので、せっかく後発で GPA を導入するというのであれば、是非それを生かすということで、

議論を重ねていったらいいのではないか。

山﨑　ただ、一番問題なのは、今学生達が保険かけるようにしてまずたくさん、どの先生が難しいか易

しいか分からないから履修届を出しちゃうでしょう。それで、私の金融論のなんかもそうですけど、も

う大半が途中でやめちゃうんですね。これは難しいというので、保険をかけているんですよ。GPA を

やれば、それも改善できると思いますよ。ただ先生がおっしゃられるように、結局教員の格差なんです

よ。かなり、ものすごい格差ですよ。私のように辛い教員は嫌がられるんですよ、その分。だからそう

いった時に、その中で私たちが進化していかなきゃいけない。そのために GPA をやらないと有効に働

きませんよ。それに対してどういうふうにメスを入れてくるのかと。そこにかかってくると、私はそう

思うんです。

従って先生が、いい方程式を考えていただけるということで、それをちょっと期待しているんです。

続いて、岸本先生からです。

岸本　あの図式を書いた張本人です（笑）。解説させていただきます。まず、間違いがある。一つは、

GPA は学生の評価なんです。ですからクラスの評価じゃない。GPC という別のパラメーターがありま

す。ですから、その易しい先生、難しい先生という議論は、GPA の中に入ってこないんです。これは、

しっかりと学生が評価される。それは、いじると GPC になるということです。今は、GPA という学生

個人がいろんな授業を受けてそれが平均点の中で難しい先生もいれば、易しい先生もいるというこうい

う評価ですから、あくまでも学生に対して我々がどう評価するかという切り口です。ということで、難

しい科目、易しい科目というのは次の段階、GPC ということで。

もう一点、次は、GPA を易しい式でやることは、グローバルスタンダードですから、うちの大学の

学生が世界に向けて出て行くということは、うちの独自の GPA を使っていたら意味がない。ですから、

標準的なものは、決して使い勝手が悪いものじゃなくて、非常に使い勝手がいいものです。今、GPA

をもし導入することになれば、これが次のいろんな改革のスタート点です。どう使うか、標準の GPA

を使いきれなかったら次の式は出てこないです。ですから、そういう観点で、まず、グローバルスタン

ダードであるという、非常にシンプルですから皆さん分かりやすい。曇りのない評価ができます。ただ、

ざっくりとこういうふうに５段階で聞きますから、細かいところは出にくいでしょう。じゃあ細かいと

ころをそれで導入すると GPA で浮き上がらせるにはどうすればいいかというといろんな方法がありま

す。次から出していこうと思いますけども、今は、標準のグローバルスタンダードで、世界に出ていく

人材を作らなきゃいけない。これが今の問題ということです。だから、そういう観点で、本当にシンプ

ルに捉えていただきたいと思います。

和田　ちょっとよろしいですか。

司会　簡単にお願いします。

和田　ちょっと異論があります。学生の評価とおっしゃいましたよね。これは日本語の問題なのですけ

ど、重要なので伺います。学生の評価というのはどういう意味なのですか。学生が評価するのですか？
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岸本　学生の学力評価という意味です。

和田　誰が評価するのですか？

司会　すいません、GPA の話は後でまた。

加藤　一言申しあげると、GPA。これはグローバルスタンダードですけれども、最新の議論の中では、

アメリカも何も５段階の方法ではないです。もう 12 段階とか 20 段階のところもあって、５段階評価の

部分はわずかですよね。もう消えていると。それは当たり前ですね。５段階法では厳格な成績評価には

なっていないからです。我々が 100 点法でやっていった時に、82 点も 85 点も 88 点もみんな GP ３なの

です。ですから、10 点刻みでの評価が、GP なんです。だから、そういった意味で、GPA のグレード

の部分がそうなのです。要は、アベレージをどこで取るかによって、例えば我々が成績評価する時に、

優 15 個、良７個、可３個の者で、不可５個の者と、不可が２個の者との間では、GPA の部分は不可、

GP が０の部分を含めますから、その分で GPA の数値は不可の数が多いほどスコアが下がるというこ

とになるんだと思いますね。

それで、基本的に GPA も、その不可の部分を入れてやっていくのはどうなのかという部分ですと、

学生諸君が努力したという部分も見るんだということが、教育の原点にあるというと、なかなかその

部分は難しいですよ。それから、GPA で間違ったらいけないのは、GPA ということを通して科目、履

修を自由にする部分を少し押さえ込めるというような議論がはたして良いのかどうなのか考えるべき

だと思いますね。すなわち、セメスター制が非常にいい加減な形で、不完全なセメスター制があって、

４月時には履修変更は認めるけれども、後期には認めないなんていうような部分についての問題点は、

GPA をめぐる議論で議論されているところですね。

それからもう一点。GPA のポイントで、退学勧告をするのかというような議論も出ておりますけれ

ども、そういう具合に GPA を議論するのもわたくしは、少なくとも現段階の国士舘大学の議論では好

ましくないと思っています。それから元のスタンダードの部分に戻って、GPA が各大学がそれぞれ独

自の偏差値その他で科目間のいろんなものを考慮して、バランスを調整していこうという試みは確か

に同志社女子大学の先生などが今年度の FD フォーラム全国大会で報告されております。そしてそうい

うのが望ましいという具合に言われているわけですけれども、我々はあくまでも補助金ベースで考え

て、様々な就業力その他の補助金にアプライする時の条件に GPA が導入されていくこととか、ポート

フォリオに全学で取り組んでいることとか、そういう部分で評価されるならば、我々もその辺は上手に

GPA を導入していったほうが補助金獲得に有利という部分なんだと思うんですね。

具体的な議論では、４単位科目の優と２単位科目の優は、優の数で考えたら同じだけれども、GPA

だと基本的に２単位に対して４単位の優だから、ダブルカウントされて平均が出てくるという部分があ

りますよね。という点がある。そういう点でなかなかその部分は議論があるところなんですけれども、

GPA として出した時には、我々が今は 80 点以上秀の５段階評価でなくて、優、良、可、不可の４段階

評価で単位は出しており、秀＝ダブル A の部分は同じ優でやっているわけですから、その分そういう

時に、成績表として証明書として出た時に、優だけの数で出てくるならば、やはり GPA の数値で出て

くると、ダブル A の部分、優の上の部分の評価が、きちっと成績表に表れるという意味で、やっぱり

導入した時は、その部分は好ましいんだと思うんです。そして企業の側は、GPA の数値に対して各大

学が持っている偏差値を掛けた時に、具体的な学生の成績部分、地頭部分での評価はできるんだという

部分があるんだと言われています。

司会　はい。ありがとうございました。GPA の導入が単位制度の実質化につながっていくことを皆さ

ん思っていることがわかった議論だったかと思います。
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岡田（繁）副学長　いろんな話を聞かせて頂きまして、たいへん参考になりました。特に、濱中先生の

リメディアル教育のところで、特に日本語の意味がよくわからないという学生がいるという点です。こ

れは、日本語が学生もある程度はわかるだろうと思うんですけども、文章化できないということですか。

学生の日本語の会話は我々がその意味がわからないということではないかと思います。そういう時に、

学生とのコミュニケーションをとって、それが学生支援室で行うという話が出ていましたね。それを具

体的に各学部における学生への支援体制がちょっと気になるんですね。それと、教学側のほうで、英語

の先生も同じような話が出ていましたので、そういう場合の、偏差値が非常に差が大きい学生に対する

ケアの仕方は、具体的にどうしたらいいのかというお話を聞かせてください。

司会　では、濱中先生、よろしくお願いします。

濱中　優秀な学生さんに関しては、そんなに特別なケアは大学として必要ないだろうということですね。

問題なのは、学力の高くない学生さんに対して、どのようなケアをするかということですけれども、ま

あ今日も少し話しましたけど、一つには制度的に授業とか、集中講義とか、そういうふうな授業的なも

のの中で対応するということですね。今日現在もやれている部分もあるし、まだまだだという場合もあ

るし、その意味では、授業化するとなると、経済的なことも発生いたします。

それから今日の話に出てきたのが、学習支援室のような、あるいはラーニングルームのような、そ

ういうふうなものを学内に設置をして、それも出来るだけ目立つ場所に、オープンな形のラーニングル

ームを設置して、そして学生さん達の自由な学習意欲を駆り立てる。そしてまた、孤独に勉強するので

はなくて、グループでもって勉強をするというふうなことですね。非常に狭いキャンパスですので、場

所を確保するというのはなかなか難しいんでしょうが、無理をしてでもそういうふうなものを国士舘大

学として設置をするという、有効性は大いにあると思うんです。それは学生さん自身が生き生きと学習

に参加する可能性が大だということですね。

それがまた、そういった学生さんの様子が、親御さんであるとか、あるいはお友達であるとか、学

外にも伝わってくるだろうと。そうすると国士舘大学というところは非常に自由な気風でもって、学生

さん達がお互いに勉強に取り組むという、風潮やムードになるんです。それが学内に浸透し、そしてま

た外部にも世間にも知れ渡るというふうになれば、それは十分に経済的な意味合いにおいても良い作用

を及ぼすのではなかろうかなというふうに思うんですね。価値のある試みだろうと。試しがいがありま

す。

司会　他に何かございますか。

磯辺　あと出てないのが１と２のワーキンググループですから（笑）。第１ワーキンググループの川田

先生は、キャリア教育ですよね。今、学部でやっているのは単位含めて、体育とそれからあと政経もや

っているんでしたかね。また、キャリア教育の一環としてインターンシップを実施しているのも体育と

政経とアジア学部ですよね。

それでまず、それがどれだけ実際効果が上がっているのかを聞きたいことです。なぜかというのは、

今の学生さんは就職して大体３年で転職する人が多いと聞いています。定着率３年で大体３割が転職す

る原因は、何なのか。それは、学生時代のキャリア教育、就職活動とか、いわゆる特にインターンシッ

プの経験がほとんどないんじゃないかと思うんですね。ですから、それを考えると、これは今後うちの

課題ですけども、まだインターンシップ制度を導入していない学部はぜひ導入してもらいたい。それか

ら、できれば単位を認定化してほしい。これは既に文科省も職業教育ということで、インターンシップ

の単位化の認定というのは導入する方向を示しています。インターンシップをやっていて単位認定して

いるところの、今言った体育とか、21 世紀とか、政経とかでは、転職率とかそういう実態調査をなさ



39

っていらっしゃるのであれば、どういう状況か。インターンシップの効果は上がっているのかどうか。

あるいはキャリア教育の成果が上がっているのかどうか。どういう実態調査をされているのかわかりま

せんけども、その効果などについてお聞きしたいなということが一つです。

司会　ありがとうございます。

川田　それでは、体育学部の例で説明させていただきます。体育学科、２年生で教職インターンシップ

というのを単位化しております。これは多摩市の教育委員会と連携をして、小学校の放課後の過ごし方

にうちの学生が現場に行っている。非常に好評でして、そのまま今４年生の学生の中には、これは小学

校の教員室に一つだけ机をもらって、何かあった時にすぐ子供達と対応できるようにということで、採

用試験が受かれば採用間違いないのかなとは思うんですが、そういうふうに非常に声をかけてくれる学

校が多くなったよと、そういう状況です。それから、田原先生、こどもスポーツ教育学科のほうも川崎

市の教育委員会と提携していますよね。

田原　そうです、川崎市です。

川田　川崎ですね。

田原　はい。たいへん好評です。

川田　はい。それで夏休みとかになるとまたプールの監視官だとか諸々の学校行事等に是非来てくれな

いかというような、効果はあがっていると思います。

司会　佐藤先生、この点は。

佐藤　あると思います。以上です（笑）。

司会　あと、もしあれでしたら授業アンケートに関してご質問とかあれば、佐藤先生に振っていただき、

皆さんにコメントをいただく形になるかと思うのですが。

高橋（敏）前法学部長　キャリア教育の必要性は十分解りました。必要だろうと思うし、そしてそれを

積極的に位置付けていくためには、その単位化ということも必要であろうと考えてはおります。ただし、

大学のカリキュラムの一つとして認定していくためには、それを理論的な体系化をする教育要素という

のがどうしても必要ではないかと思います。その意味で、先生からのご提案の一つとしてありましたけ

れども、今後その単位化するカリキュラムの講座の中に、共通部分で講義内容として入れる必要がある

だろうと思います。その部分を担当することが非常に難しいということですね。キャリア教育は、かな

り全国的にもその必要性が説かれる中で専門家も出てきておりますけれども、そういう教員の採用、ま

たは教員の養成ということを含めた形で、本学の場合にも必要になってくるのではないか。そしてそう

いうところからまた、全ての先生方に向けた教育も含めてしていくという必要性があるのではないか。

そういうところをむしろもう一歩実質化していくために、ご努力をお願いしたい。スタッフの枠という

ことも大学として考えてほしいと思っています。

川田　今後そのように努力していきたいというように思います。一つだけ付け加えさせていただきたい

のは、やっぱりいろんなその道のプロの方がいるわけですので、そういう人をやはり有効活用していっ

たほうがいいかと。我々のない知恵で一生懸命考えるよりは、プロの方にお任せする部分も必要だろう。

それから、学部の壁というのがないと思いますが、体育学部の新入生の基礎ゼミに加藤先生に今来てい

ただいて、その法律的な話をうちの学生の前でしてもらいました。非常にみんな興味を持って話を聞い

てくれました。そのような、その道のプロというか、国士舘大学は総合大学ですから、その総合大学の

良さをやっぱりどこかで付けていったほうがよいのじゃないでしょうか。

司会　ありがとうございました。

磯辺　今日のそれぞれのワーキンググループの１から５までの発表、報告はすべてみんな独立している
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ように見えますけれども、実際は一つのものですから、つながっているんですね。それでＦＤというの

は、もう今日の話をまとめてひっくるめると、本当に学生が学習意欲を持って、一生懸命勉強する。そ

してその勉強によって自らの人生と社会の未来を切り開いていく力を培うということに一番ＦＤの原点

がある。そのために、今日のテーマとか、第３期のテーマとかが出てくるのだと思うんです。そこの原

点が大切かなと思います。

そこで今日、佐藤先生に第２ワーキンググループに関連してお話しをいただいた中で学生ＦＤスタ

ッフというのがありましたよね。これは本当に重要なことだと思います。今までＦＤというと、もう教

員側サイドの問題で学生は直接関係ないという考えも一部にあるようですが、しかし、やはりこれは教

育作業というのは教員と学生と職員、この三位一体なんですね。この三位一体がなければ一生懸命やっ

てもこれは学生の質の向上は望めませんし、それは何よりも授業評価を見るといつもそれは痛切に私は

感じるんです。例えば私の昨年度の授業評価の、同項目中で大変役立ったというのと、まったく役に立

たなかったという両極端の意見があるんですよ。「えーっ」ともうびっくりしたんですね。どこでこの

差が出るのかなと。そういうのが、本当に良かったとまったく良くなかった、ダメだとかいうのが同じ

授業の中で出てくるものですから、それがどうもどうしてこういう評価が出てくるのかなぁというのは

いつも思っているんですね。

ということは、私自身は、授業を本当に学生に分かるようにしっかり説明したつもりですが、どう

もさっきのリメディアル教育と同じですけども日本語がわからない。しゃべっていることがわからない

というのもあるんですね。そのために私は一生懸命わかるようにしゃべっているんだけども、学生が国

語力がなくてわからないのか、やっぱり私に問題があるのか。それはよくわかりませんけども、そこで、

言いたいことは、授業をやる側からすれば、自分としてはちゃんとした授業をやったと思っても、受け

止める側の学生はそうじゃない、あんまり私どもが思っているほど受け止める学生はそんなに役だった

と思っていない、良い授業だったと思っていないというズレがあるんですね。このズレが結局学習意欲

につながる、つながらないに出てくると思うんですね。

ですから、そういう点でこの学生ＦＤスタッフというのは、そういう意味では非常に意味があるか

なと。授業をする側と受ける側のズレを、どこにズレがあるのかというのがやっぱり学生ＦＤスタッフ

も一緒になって、学生、教員一緒になってディスカッションすれば、「ああ、そうか、こういうことで

ズレがあるな」ということが理解できるんだなぁという意味で、これは是非本学にもこういう学生ＦＤ

スタッフの導入を、岡山大学と同じようなものができないかなと思ってお聞きしていたのですが、岡山

大学でこういうものを導入して、本当に、どういう成果が上がっているのか具体的なものがあれば教え

ていただきたいです。

ともあれ、今日は、学生 FD スタッフがあるということを教えてもらったというのが良い勉強になっ

たということと、先ほども申し上げましたように岡山大学でその成果が具体的にどう出ているのか、も

し何かお聞きになっているのでしたら教えてほしいと思います。

司会　ありがとうございました。佐藤先生、例を最後にお願いいたします。

佐藤　ありがとうございました。今、本当にたくさんの大学でこれが導入されています。この近くでは、

法政大学なんかが有名だと思いますけども、岡山はちょっと特殊ですが、小さな大学ですし、大変うま

くいっていてどんどん力を入れているようです。ですから、学内での理解もあるし、それから廊下にポ

ストを置いてあって、常時学生さんの意見を集められる。それを学生スタッフが回収するとか、それか

ら学生さんが集まってミーティングをやるとか。

また、こうしたプロセスに、IT ツールを使ってみたいな取り組みも、広まっています。さっきコミ
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ュニケーションというお話をしましたが、単にモニターではなくてコミュニケーションをやるというよ

うな形にアンケートなども進化してきております。

もう一方で大事なのは、先生もおっしゃっていましたが、うちの学生さんの現状をよく考えること

です。先ほども申しあげましたけれども、シラバスをみんな見てないんですね。アンケート上は見てい

ることになっているんですが、私が 200 人以上の規模の授業のいくつかで訊きましたけれど、２名か３

名ぐらいです。見て選んでいるとこは。　

先ほどの GPA にも絡むのですが、そういう状態で選んでいるというのが一つあるわけで、そうする

とミスマッチにつながるので、当然落してしまう。落してしまったら、GPA でちゃんとやられると、

惨憺たる結果で、就職にもマイナスになっちゃうんです。

それから、クラウド化で良くなったのかなと思いますが、クラウド化直前に別のことで教務課に確

認した時に、履修登録時期に学生さんの履修登録が早く済むように、教務課の方であえて端末室からウ

ェブシラバスにつながらないように操作している。これは事実でした。現在どうなったかわかりません

が、要は、事前に見ておけと言うんですが、やっぱり最後選ぶ時に、端末室でちょっとシラバスを見て、

どっちの先生にしようかなと思う時にもう学校がシャットアウトしている。そういう形でまだそれが残

っているのであれば、GPA を入れるということと、あってはならない矛盾がある。

現状を見ていく時に、いろんなことを見てから、リンクしているもの全体を見るべきで、全体がつ

ながってひとつの教育のシステムですので、一箇所直せばとか、アンケートを入れればとか、学生スタ

ッフを入れればいいということではなくて、全体が絡まっているという視点が大事です。全体的な視野

の中で一箇所でも良くなると、うまく絡まり、すべてがうまくいく。磯辺先生がおっしゃるとおり、学

生スタッフを入れればいろんな所に波及します。濱中先生の学習支援なんかも、学生スタッフの方の絡

みも出てくるでしょうし、それから問題解決型授業の導入なんかでもそういう学生が増えれば、もっと

意味のある活動になるのかなと思いますので、是非ご検討いただければと思います。

司会　では、磯辺副学長お願いします。

磯辺　第５ワーキンググループの加藤先生、ご質問じゃありません。先生からのご提言の中に、教育の

理念、GPA の検討ということは当然各学部でカリキュラムマップの作成を含めながら、これから検討

していただくことなのかと思いますけども、その中でやはり意識改革と構造改革の仕組みですね。これ

が非常に大事だということ。これはまさにそのとおりだと思います。ですから、そういう意味で、ＦＤ

委員会はこういった意識改革、構造改革の仕組みを何らかの形で提言をし、そして、提言するというこ

とは加藤先生が言われたように要するに議論を巻き起こすための提言をするんだということですよね。

そのことによって本学の教育理念や教育の内容、いわば国士舘スタンダードということはどういうもの

かということがある程度構築ができればと思っております。今特に文科省は私学の特性を生かした教育

をやってほしいというのを提起していますので、そういう点で国士舘らしい、国士舘スタンダードがこ

ういう議論の中である程度収斂させてもいいのかなと思っています。そういう点では良いご提案をして

いただいたと思っています。

司会　はい。ありがとうございました。

加藤　やはり大学なので、大学でなければできないこと、ということが一番大事なところなんだなと思

いますね。今日英語のところで、やっぱり大学生としてのプライドを傷つけないようにと言われた。や

はり、あれ、大学でなければならないことをやるんだということに尽きるというお話がありました。そ

れからもう一つ、やっぱり面白くなければＦＤじゃないですよね。面白くなければ授業じゃないですよ。

その点で、学生が国士舘に入学して良かったと実感できるような面白い教育実践をやりたいですね。
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司会　ありがとうございました。これで全体の質疑のほうを終わりたいと思います。発表者の先生方、

どうもありがとうございました。（拍手）

最後に、岸本教務部長より閉会のごあいさつをお願いしたいと思います。
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閉会の挨拶

岸本　健
（教務部長）

岸本　先生方におかれましては大変お忙しいところありがとうございました。また、今日発表していた

だいたワーキンググループの担任の先生方、よくまとめていただいて、今日は実を言うと私にとっては

怖い日だというのは１から５まで全部教務あての攻撃のものがボンボンと入って、今ノートを見ました

けど、大量に書いてあってどうやって整理しようかということで、次のＦＤ委員会につなげる一つの話

でございますし、それからターゲットを絞って一個ずつ本当に面白くなければＦＤじゃないというとこ

ろを取り上げて、皆さんが興味を持って本当に参加していただけるようなＦＤ委員会につなげられる課

題がいっぱいできたと思います。その間に、私のほうでも問題点を整理して、一つ一つ先生方のご判断

を仰ぎながら議論をして、一つ一つ実現していく部署におりますので、成果として出していくようにい

たしたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。今日は、ちょうどこういうことで、恐

らく熱の入れ方と中身の濃さだったら普通の授業の数倍だったというような、素晴らしい議論が行われ

たことを大変有難く思います。皆さま、ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。（拍手）

司会　以上をもちまして、本日予定されていたすべてのプログラムは終了いたしました。先ほどもご案

内申しあげましたが、資料の一番後ろにアンケートが付いておりますので、こちらのほうを記入してい

ただいて、アンケート回収ボックスに入れていただければと思います。これをもちまして、第８回ＦＤ

シンポジウムを閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。（拍手）
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出欠を正確に
把握できる
25％



62



63



64



65

い。アンケート集計結果は？
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