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午後１時００分　開会

○司会（金子委員）　ただいまから国士舘大学第２回ＦＤシンポジウムを開催いたします。

　開催にあたり携帯電話等はマナーモードに切り替えていただき、通話はご遠慮いただくようお願いい

たします。また、本日の司会進行を務めさせていただきます私は政経学部の金子と申します。ＦＤ委員

のため司会進行を仰せつかりました。不慣れではございますが、シンポジウムを大成功に導きたいと思

いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　それでは、主催者を代表してＦＤ推進室長、磯辺武雄より開会のご挨拶をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。
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　開会のことば
磯辺　武雄
（副学長・ＦＤ推進室長）

○磯辺ＦＤ推進室長　ただいまご紹介いただきましたＦＤ推進室長の磯辺でございます。

　今日は、第２回のＦＤシンポジウムということで天気がこういう状況で余りよろしくなかったのです

けれども、お忙しい中、多数おいでいただきまして誠に厚く御礼申し上げます。

　今日は基調講演者として本学の評議員及び独立行政法人大学評価・学位授与機構の名誉教授もなさっ

ておられます黒羽先生をお迎えしております。

　黒羽先生のご経歴等につきましてはピンクの冊子の中にも入っておりますので、詳しくはそちらをご

覧いただければと思います。先生は長年、日本の教育だけではなく世界の教育改革につきましていろん

な場所で機会を通じて提言、発信をしていらっしゃいます。そして今でも第一線でそのような活動をし

ていらっしゃる先生でございます。その意味で今日は我々にとってそういったお話が聞けることを楽し

みにしているところでございます。

　さて、つい先日でしたか学校基本調査の速報が出まして、平成２１年度大学及び短期大学の進学率が

56.2％という数字が出ております。また、大学進学率だけで申しますと 50.2％、この進学率は過去最高

の数値を示しているということでございます。このように大学の進学率は年々上昇してきておりますが、

しかし一方では１８歳人口は減少するといった状況が同時並行で今進行しているわけでございます。し

たがいまして、今や高等教育は全くユニバーサル化しつつあるということは、もう皆さんもご存じのと

おりでございます。

　これに伴いまして基礎学力の低下した学生、あるいは大学生活になかなかなじめない学生、あるいは

目的がはっきりしないまま大学に入学してくる学生がだんだん増えてきている状況は先生方ご存じのと

おりでございます。したがいまして、各大学ではこういった新入生に対してどういう教育をやったらい

いのか、特に初年次教育を含めてどういうカリキュラムを組んでやれば、本当に学生が学習意欲をもっ

て勉学に取り組めるのかといったこと、これが大きな課題になっているわけでございます。

　しかし残念ながら、具体的にどのような入学前教育及び導入教育を含むカリキュラムをつくれば教育

効果が上がるのかということは、どこの大学でもまだ暗中模索の段階ではないかなと思います。その意

味では今日のこのシンポジウムのテーマが、まさにそれに合致したテーマになっておりますので、そう

いったところのお話を基調講演の黒羽先生及びその後のパネルディスカッションの中でいろんなご意見

の交換ができ、入学前教育及び初年次教育について何らかの参考になるようなものが得られれば、今日

のこのシンポジウムは大変意義のあるものになるのではと思っております。

　そういうことで限られた時間ではございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。これをも

ちまして、開会のご挨拶とさせていただきます。（拍手）

○司会　ありがとうございました。続きまして国士舘大学若林学長よりご挨拶を申し上げます。
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挨　　　　拶

若林　克彦
（国士舘大学学長）

○若林学長　本日は、夏期休業中にもかかわらずＦＤ推進室主催の第２回ＦＤシンポジウムにご参加い

ただきまして、まことにありがとうございます。

　先ほど磯辺室長の方からご紹介がありましたが、黒羽先生をお招きし、このようなシンポジウムを開

けたこと大変うれしく思っているわけでございます。黒羽先生はあちこちでご活躍をされておりますが、

私はＩＤＥセミナー、この中にもそのセミナーに出られた方がおられるかと思いますが、もう２０年以

上前から先生にはいろいろとご指導をいただいたり、いろんなものを読ませていただいたりして勉強し

ているところであります。

　さて、今日はここにありますように「入学前教育・初年次教育の取組」ということでございますが、

基調講演さらにはシンポジウム、そしてその後に意見交換会ということでありますので、最後までご参

加いただければと考えております。

　ところで、大学を取り巻く環境は先ほど磯辺室長からもありましたが、まずは１8歳人口の減少とい

うことが非常に日本の大学の中で影響があります。大学全入時代をまさに迎えようとしているわけでご

ざいます。そのまた一方で高校生の進学、特に大学の進学率が先ほどもお話がありましたように 50.2％、

完全に大学の方にも 50％以上の進学率でそのメンバーが入ってきているということでありまして、こ

れはまさに大学ユニバーサル化時代を迎えたということが言えるかと思います。

　私はこのような時期に、こういう大きな転換期でございますので本学の特色とかあるいは教育方針を

明確に示して、本学で何を学ぶことができ、また何を身につけることができるかをしっかりと示してい

く必要があるのではないかと考えております。しかも入ってくる学生は人生で一番感受性が強く吸収力

が大きい二十歳前後の学生でありますので、そのような学生に対しまして学びの好環境を提供し、その

学生が潜めている力を認識させて、それを伸ばすことをしていけば、またしていかなければならないの

ではないかと思います。そしてその学生の持っているよさを積極的に開花させ、社会に送り出していく

必要があると考えております。

　ところで、日本は先進国となって現在ではよく言われておりますが、これまで必要とされてきたキャ

ッチアップ型の知識を記憶する能力から新しいものを創り出す能力、意欲、行動力が求められているわ

けであります。しかしながらＡＯ入試などの入口の多様化によりまして、入学してきた学生の知識不足

に対する、例えばリメディアル教育を実施していく必要があります。そしてまたリメディアル教育以外

にも学生が４年間で何を学ぶかを動機づける導入教育、あるいは働くことの意義を学び、自分の進路を

見定め、学習した成果を社会に活用できる力をつけるキャリア形成教育、あるいは学習意欲を促しつつ

主体的な職業選択能力や高い職業意識を育成するインターンシップ制度の充実なども必要になってきて

いると思います。

　さらにその上に問題探求、解決能力を育成する実践教育並びに教養教育や専門教育の一層の充実を図

っていく必要があると思います。本学の取組はそういう面でいろいろな課題があるかと思います。しか

もリメディアル教育を行いつつ、課せられた社会的使命を守り、質の高い高等教育を保証していかなけ

ればなりません。そのため先生方は研究業績に加えて多様な資質を持つ学生をどのように向上させてい
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けるかの教員の教育力が、まさに今問われているのではないでしょうか。研究業績もいかにそれが教育

に還元され得るかが先生の教員評価にもひびく、大きなファクターのひとつではないかと考えておりま

す。入学した学生一人一人にきめ細かい教育を施し、個性を伸ばし、付加価値をつけ、社会に送り出す

ことができる教育環境の整備とシステムの構築を本学はしていく必要があると考えております。

　本日は、その中で特に初年次教育を中心にＦＤシンポジウムを開催するわけでございます。どうかこ

のシンポジウムが皆様にとりまして実り多いものになることを祈念申し上げまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。（拍手）

○司会　ありがとうございました。続きまして、基調講演に先立ちまして本日の講演者、黒羽亮一先生

のプロフィールをご紹介させていただきます。

　黒羽亮一先生は、昭和３年、東京都荏原郡世田谷町太子堂に誕生されました。昭和２４年、東京高等

師範学校を卒業、昭和２７年、東京大学文学部西洋史学科を卒業、日本経済新聞社に入社の後、社会部

記者、社会部長、論説委員などを歴任し、昭和６１年に退社されました。　その後、中央教育審議会専

門委員、臨時教育審議会専門委員等を歴任され、学位授与機関の創設に関与し、発足とともに審査研究

部教授に就任されました。平成１６年から大学評価・学位授与機構名誉教授、学校法人国士舘評議員等

に就任されております。

　それでは黒羽先生、ご講演よろしくお願いいたします。
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基　調　講　演

「初年次教育－高等教育のユニバーサル化の観点から－」

講　師：黒羽　亮一　氏
（学校法人国士舘評議員・独立行政法人学位授与機構名誉教授）
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基調講演　講師

黒
くろ
…羽
は
…… 亮
りょう

…一
いち
　氏　…　略…歴

昭和　３年（1928 年）　東京都荏原郡世田谷町太子堂…生まれ

昭和２４年（1949 年）　東京高等師範学校　卒業

昭和２７年（1952 年）　東京大学文学部西洋史学科　卒業

昭和２７年（1952 年）　日本経済新聞社（社会部記者・社会部長・論説委員など）（～昭和 61 年）

昭和４３年（1968 年）　私立大学審議会…委員（～昭和 47 年）

昭和４７年（1972 年）　大学設置審議会…専門委員（～昭和 60 年）

昭和５３年（1978 年）　中央教育審議会…専門委員（～昭和 56 年）

昭和６１年（1986 年）　学校法人国士舘…評議員（～現在に至る）

昭和６３年（1988 年）　大学審議会…専門委員（～平成 11 年）

平成　３年（1991 年）　学位授与機構…教授（～平成 9年）

平成１６年（2004 年）　大学評価・学位授与機構…名誉教授
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○黒羽　どうもご紹介にあずかりました黒羽でございます。今、紹

介していただいたのがここに書いてありますが、実はこの履歴書は

つくってくれと言われたのですが、僕さぼりまして評議員なので秘

書室か何かにあるから、そこから適当にピックアップしてくださ

いとお願いしたのでありまして、この大学評価・学位授与機構は

1996 年までやりまして、1997 年、平成９年から丸７年間は水戸の

私立常磐大学というところで授業をしておりました。今日お見えに

なっている法学部の辰野先生はそこでの僕の先輩でありまして、辰

野先生は教務などをおやりになっておりまして大変お世話になった

のでありますが、そういう経歴がひとつございます。

　今日は大学のこういう問題の専門家だからというご紹介がありま

したが、実は専門家というわけではなく、それらしきことを学位授

与機構をやめるころまではやっておりまして、中央教育審議会とか

臨時教育審議会とかそんなところにも席を汚していたわけですが、ちょうどそこをやめるころに、もう

私も 70 近くなりましたので、それからこの経歴でおわかりのように若いときから教員の学校は出てお

りますけれども、人生の主たる仕事は教育ではなくてジャーナリストの仕事でしたので、ちょっと晩年

はかなり教育のことでいろんなことをやってはいたのですが、もう自由になろうと思いまして常磐大学

に就職しました。授業は一生懸命やりましたけれども余りこういう問題に関心をもっていない、ですか

ら今日のお話は最近のことは極めて疎いのでありまして、最近の状況はよくわかりません。ただ、前の

仕事の関係で先ほど学長先生がおっしゃった「ＩＤＥ　現代の高等教育」とかその他そこにも書いてあ

りますが、私立大学協会の「教育学術新聞」だとか送っていただいておりますし、それからときどきは

そういうときの関係の方ともお会いしたりしていますので、そういったことは一応今日のために読んで

きたのですが、その程度でございますのでピンボケな話があるかと思います。

　今日はどういう話をしようかと思いまして、レジュメをということでこれも一昨日つくって、先ほど

事務局の方にお渡ししたものでありまして、余り権威のあるレジュメではないのですが、たまたま最近

の「教育学術新聞」を見ていましたら中央教育審議会大学分科会第二次報告案というのが載っていまし

て、この案が文章になるのだと思いますが、大体項目が上がっておりますのでそれが現在の問題かなと

思いました。そのディティールはどういうふうになるのか私よくわからないのですが、この問題は 40

代からフォローしていましたので、こういう案が上がってくるんだなということは大体わかるのであり

まして、そこで一応「教育学術新聞」に書いてあるその見出しの部分だけを１、２と、そして２の方は

①～③までピックアップして書いただけですので、私の意見ではありません。そこで私が話したいこと

は、資料の「黒丸（●）は黒羽のコメント」と上に書いておきましたが、そんなようなことでそれぞれ

の思い出話などをしまして、その思い出話から現在の状況を想像しているわけでございます。

　先ほど桃色のパンフレットをいただきましたところ、既に本学で取り組まれております入学前教育、

導入教育、それからキャリア教育というようなことについていろいろ報告が出ておりまして、こういう

ことをおやりになっているならば何も僕の話なんか必要ないと思いまして、これについてはむしろこの

僕の講演が終わってからパネルディスカッションがあるそうですから、傍聴させていただいて今日は勉

強させていただきたいと思います。

　まず、１の「公的な質保証システムに関する経緯と課題」ですが、これは大もとはすぐ手に入る大学

設置基準、設置認可審査の基準と書いてあったか方法と書いてあったのか、ちょっと忘れましたけれど
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も、それから大学評価基準といったものが学校教育法とか、それから細かいところは施行規則とかに書

いてありますので、こういうようなものが一つのもとになっているようでございます。今度の中教審の

大学審議会の特徴は事前規制型の長所プラス事後確認型の長所で併用型にというようなことで出るよう

でございまして、この 1991 年という年が実は大学設置基準が大改正されまして、このときに一般教育

と専門教育の区分の解消とかやられたわけですが、大学設置基準というのは大学の管理運営からカリキ

ュラムまで大学のことがみんな書いてあるわけですね、そして頭のところに憲法みたいな形で第２条で

すが、「自己点検評価を行わなければならない」と書いてあったのかな、そのときは「行うべきものと

する」とかで、初めてそこで自己点検評価という言葉が出てまいりました。

　それがどんどんエスカレート、言葉はよくないかもしれませんが、エスカレートしてきまして現在の

大学設置基準は平成１９年７月に改正されて、去年の４月から実施されているわけですが、「大学は、

授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとすること」となったわ

けですね、それは「ものとする」というのはかなり強い表現であります設置基準の２５条の３項でござ

いますが、こちらの国士舘大学新聞の７月２５日号に書いてあるとおり、「ものとする」ということで

強制的なようなことになってきまして、では、やったらそれはやりっぱなしでいいのかということでは

なくて自己点検評価をやると、その自己点検評価を学校でまとめて大学教育評価機関に提出してシステ

ムが完成したわけで、これが実は事後確認型というもので、それまではこういうのは全然なかったわけ

です。９１年の設置基準の改正で２条にそれが入るまではそういうのはなかったわけでありまして、行

政的には大学はつくってしまえば何ら掣肘を受けなかった、それは事前規制型ということです。

　そのかわり大学設置基準がかなり厳しく、これは話すと長くなりますけれども、先ほどの進学率 50.2

％と関係があるわけですが、まだ進学率 20％台までは戦前型といいますか、戦後直後型といいますか、

つくるときは厳しくしますけれども、あとは大学の自由と自治で経営に関しては別に私立大学審議会で

法人の設置認可というのを受けるわけですが、これも法的には具合が悪いところがあっても変更命令も

出せないとか、まして中止はさせられないとかというようなことがわざわざ念入りに書いてありまして、

つくってしまえばこっちのものというような形だったわけです。

　それが私立大学審議会と、私もそこにいたことがあるのですが、大学設置審議会と一緒にしたような

機関が学校教育法の中に書かれまして、法人分科会とかそういうような書き方だったかと記憶しており

ますが、９１年まではまだ厳しかったわけです。学部の設置基準などというのがありまして、各学部ご

とにどういうカリキュラムを組まなければいけないかということで、これも弾力的に運用はできるので

すが、原則はかなり厳しくなっていたわけです。それがこのときに極端に言えば「自由」というような

ことになりまして、そのかわりその「自由」にしたらどうするかということについて追々、もう１５、

６年になりますが、いろいろなプロセスを経まして今の事後確認型というものですね、今の自己点検評

価とか第三者評価とかそういうようなことを積み重ねて今日に至っているのかなと。

　ところが、どうもそうやってもやはり事前規制がきちんとしてなければ、いくら事後確認をしてもだ

めなわけです。もう少しざっくばらんに言ってしまいますと、ご承知のように 1991 年から今日までの

間にものすごい数の大学ができまして、学生数としては小さな大学がいっぱいできましたからそれほど

ではなのですが、学部の種類、学科の種類がアトランダムにものすごくできました。やっぱり事前規制

が甘くなったということはちょっとおかしなことになってきているわけです。そういうところを今度は

反省したようなものにしようというのが、今の大学政策等についての大きな流れのようであります。

　それをどういうふうにするかというとレジュメに書いてありますように、2011 年に機関別評価の第

二サイクルの開始までに新しい評価基準とか設置認可の方法とか、あるいは場合によってはまた設置基
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準の再改正といいますか再々改正といいますか、それが行われるというようなことが今後２、３年の教

育行政の見通しかと思います。これは余り今日の中心的な話ではないと思いますけれども、全体の流れ

がそうなっているということで一応お話をいたしました。

　次に、２の「公的な質保証システムの検討に関わるその他の観点」というところでございます。ここ

からあとは項目をご覧いただければ皆さん大体おわかりのようなことでありますので、それ自体の説明

というよりもそれについての私の感想のようなことを黒丸に沿って申し上げていきたいと思いますが、

その前に最初の黒丸に「91 年改正への感慨」と書いてありますが、実は、もう６５、６歳のころから

こんな問題をフォローするのはやめたというような気持ちになったというのは、先ほども申しましたよ

うにもともと専門家ではなくて年のせいだということもありますけれども、私はこの設置基準の改正は

行き過ぎだと思いまして、特に学部などというのは何でもいいのだと、いい加減な名前で何でもつくっ

てよろしいというようなことにしたのは非常によくないと思いまして、もう嫌気がさしまして 91 年以

降はまじめに大学問題とおつきあいをする気がなくなったということもございます。

　この学部の名前について申しますと、アメリカの大学などというのはいろんな学部の名前があるじ

ゃないかと、日本はそれまで基本的な学部は 40 ぐらいで応用型を入れても 100 ぐらいだったのですが、

それに比べてアメリカはもうそのときでも 300 以上はあったわけです。これはアメリカには立派な教育

統計集がありまして、こちらにもどこかに１冊ぐらいあると思いますが、ダイジェスト・オブ・エデュ

ケーションという本がありまして、これを見ますとアメリカの大学が一目瞭然でカリキュラムの名前、

学生数、授業料とみんな出ている大学白書です。これを見ますと、アメリカの大学の学部の名前がいろ

いろ書いてありまして 200 幾つだと思いますが、実は私はある本を書きましてそれには紹介したのです

が、アメリカはえらいたくさんあるようだけれどもきちんとしているわけです。しかもその学部の名前

が短大、大学、大学院のマスターまで全部一緒なのです。例えばカイロプラティックスというあれは鍼

灸だか美容だか、そのカイロプラティックスなどというのは短大、大学、大学院とある。全部そういう

ふうになっていまして、要するに一つの学問の体系としてはきちんとなっていまして、それをアソシエ

ートディグリーで２年で出すか、バーチュラーで出すかマスターで出すかというような、要するに体形

的なんですね。

　ところが日本の大学でもそういう名前をつけていますが、例えば「こども学部」、子どもの学部ぐら

いはまだいいのですが、何かよくわけがわからないような名前の学部をいっぱいつけてしまって、それ

は生徒が集まればやっていくけれども集まらなくなったら簡単に一回でおしまいにするとか、そういう

のを届出だけでできるようにするというのは、こんなでたらめな大学にしてしまっていいのかという気

がありまして、私は非常に個人的に不愉快でありました。それは個人的に不愉快だと思っているだけで、

それを訴えてもできてしまったもので、こちらはもともと専門家でもないのでそんなところにつきあう

のはやめたという気持ちがありまして、それからは大学問題をフォローするのはやめたという理由があ

りました。

　話がいったりきたりして恐縮ですが、それからあと２に書いてあることでは、①の「大学内部の質保

証の仕組み」ということですが、これは情報公開ですね。情報公開というのは別に大学だけではありま

せんで、あらゆる分野について情報公開というようなことをやり、片方では個人情報の保護というよう

なことで大変窮屈な時代になってきたわけですが、情報公開などと言わなかったときはどんどん出して

いたのですが、情報公開という制度ができたらかえって具合が悪くなったとか妙なことがいろいろあり

ます。それはともかく情報公開は必要であります。そのためには体制の整備が必要でして、ですから情

報公開がルールになるとすれば、これは当然公開すべき内容を持っていなくてはいけない、それから今
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まで伏せていた内容もある程度公開しなければいけないというようなことになってまいりました。

　例のシラバスの公開ということも、ちょっとこの言葉で括るのは適当かどうかわかりませんけれども、

ひとつの流れかと思うのです。かつては大学の履修要覧というのがありまして、薄いものですが、開設

科目として「教育学概論」とあったら何々を論述するとかとあり、大体３行、150 字ぐらいで済んでい

たのが、今はどこの大学でも最低Ａ４判で 40 行ぐらいのシラバスをつくるということで、これもなか

なか抵抗があったのです。抵抗があってシラバスをつくるようになってからも、びっしり書いてあるの

もあるし、また書かないと教務が困るからということで先生が科目だけ書いて中は大体昔のように３行

なのですが、しかし３行も書かないで名前だけというようなシラバスもあったりして、そんな時代があ

っておもしろいなと思って見ていたのですが、こういうことも情報公開ということで、その情報公開の

ためには内部で授業をどうしているかという体制の整備が必要だということで、こういうことになった

のでありましてこれは悪いことではないと思うのです。

　ただ、しかし実際問題としてみればシラバスには大変結構なことが書いてあるけれども、先生はその

とおりに授業をやるのは面倒くさいとか、また面倒くさくはないが、ことし入って来た学生の質と能力

によって、とてもシラバスに書いてあるようなきちんとした体系的な成果が期待できる授業などはでき

ませんから、あるところは延びちゃったり、あるところは割愛したりというようなことで、シラバスと

授業の実態というものが違ったりするのは当然なことでありまして、ただ、それはさぼるためにそうな

っていたのならまずいのでしょうけれども、そうでなければそういうことがあっても当然なことなのか

なと思っていますが、それ以上に情報公開で大きなことはレジュメには書いておりませんが、私立学校

法の改正というのが平成 15 年だか 16 年に行われまして、これは先生方の今日の課題ではなくて経営の

方の問題ですけれども、しかし経営と教育とは関係ないわけではありませんので、ちょっとお話をして

おきます。

　昭和 46 年から私学の経常費助成が始まりまして、そのときに学校法人会計基準というのができたわ

けです。その学校法人会計基準に則って一応財務状況を申告するのですが、それは補助金をもらうのに、

補助金というのは我々が納める税金でございますからやっぱり何か裏づけがなければ出せないわけで、

それで学校法人会計基準というのができたわけです。それまでは実は基準も法的には何もなかったわけ

です。内部的にはだんだんそれに沿って会計が各法人ごとに処理されるようになりましたけれども、そ

れを公開するか公開しないかは自由だったわけです。しかし株式会社だって要するに会社の資産証明書

というもの、有価証券報告書ですか、大蔵省の証券局が出している有価証券報告書で、これは各図書館

に置いてありまして閲覧できるわけです。ところが学校法人というのは外の人には公開していない学校

はわからないので公開するようにということになりまして、これは情報公開として大学がクリアになっ

ていくということで良いことだったと思います。そのようなことでこの情報公開、ここのところが今度

また答申の見出しになっていますから、どういう文面になってくるのか、さらにこのごろはお役所がや

たら細かいことを書きますから何か出てくるのかもしれません。

　次が「自己点検・評価」ですが、これは余りお話ししなくても何遍も出ておりますから、このための

部署や担当者の配置、担当専門職員の育成といった項目があるようでございまして、国士舘大学新聞の

『学長室通信』7月 25 日号を見ますと、ＦＤ推進室要綱が去年の６月に制定されてＦＤが推進されてい

ることは大変結構なことだと思いまして、こういうペースをどんどん進めていくというようなことは非

常にいいことであり、何もそれは国士舘のために私が話しているのではなくて一般的なことだと思いま

す。当然そこで専門職員の育成、この専門職員というのはどこでもだんだん専門職員というのはありま

すし、学生担当などというのも専門の教員的な要素もあるわけですけれども、職員の方のスタッフも先
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を行かなくてはいけないと、こういう方向で世の中が進んでいるようでございまして、そのために生涯

教育型の大学院として専門職員の養成コースなどというもの、当国士舘大学の教育学科にはございませ

んけれども、幾つかの大学にはできたりしているようでありまして、そういうところへ行くのがいいの

か、いく必要がないのかそれは何とも言えませんし、私はそこまでいかなくてもいいと思うのですが、

しかしこれも方向としてはさらにこういう方向にいくのではないかと思います。

　それから、「自己点検・評価内容の共通化、執行不適切な場合の対応如何」というようなことであり

ますが、これは自己点検・評価もしなければいけないということで、モデルみたいものが既に第一サイ

クルに入っていますから出来てきつつあるのでしょうけれども、さらに何かやっていこうということで

す。ちょっと細かいことを言い過ぎるなという気がするのですが、細かいことを言えば実態はその項目

にあわせた作文ができるだけであって、私は余り意味がないと思うのです。ですから先生方はこんなこ

とで神経質になる必要はないと思いますけれども、こういう方向で世の中は動いているようであります。

　評価の中ではいろんな評価があるわけですけれども、レジュメに書きました「授業評価の歴史」とい

うことでちょっと思い出話をいたしますと、私が体系的にアメリカの大学を１カ月ぐらいかけて見て回

ったのは 1982 年でございます。私は言葉も不十分なんですが、このときは大変英語の上手な方でもう

亡くなられたのですが、國學院の学長をやられた阿部美哉先生という宗教学の若い先生でしたけれども、

この先生が全部してくださって僕はその尻にくっついていただけです。その訪問先の方も引退してしま

いましたけれども、日本で大学研究というような項目をその直後に立てた先見の明のあった人の一人に

喜多村和之さんという方がいるのですが、国会図書館、広島大学におられた方です。ちょっとご病気に

なられて今休んでいらっしゃいますが、この方が全部アポイントをとりまして非常に効率的に回りました。

　これはハーバードだとかスタンフォードだとかそんなところを見たってしようがない、もうちょっと

下ぐらいの私立大学、例えばナッシュビルにあるバンダービルト大学、フロリダではエモリー大学、そ

れから州立大学はたくさん見ましたが、授業評価が先生の努力の足しになるというだけではなくて、も

っと厳しいんですね。アメリカはご承知かと思いますけれども、助教授、アシスタントプロフェッサー

のときには任期制で１年で首になるとか、とにかく有期制なんです。それがアソシエイトプロフェッサ

ーになりますとテニュアになれる人となれない人ということで、プロフェッサーになるとテニュアにな

れるというのが大体の慣行のようでございますが、その昇格のときに授業評価というものが一つのポイ

ントになるようであります。そのかわりいいところは定年がない、だからやる気があってできる先生で

学生の評価もよければ、しかし大体 60 代、70 代ぐらいまでにはおやめになるそうですけれども、それ

でもライシャワーとかの大学者は名誉教授でして、日本の名誉教授というのは何も恩典がありませんけ

れども、研究室がもらえるとか研究室が使えるとかでそういう意味で非常に競争社会といいますか、メ

リハリの効いた社会です。

　そういうようなことがありますから授業評価というのが、なかなか日本では受け入れられなかったわ

けです。そのころ東海大学の安岡さんという化学の先生が熱心でして、東海大学の中で実験しまして、

それでも東海大学全部に広がったわけではないのですが、僕らのＩＤＥのセミナーなんかにも講師に来

ていただいたりして、いろいろその状況なんかをおうかがいしたりしましたけれども、なかなか定着し

ないんですね。辰野先生はご存じだと思いますが、私が晩年お世話になった常磐大学も古い学部が一つ

ありまして、それで国際学部というのができてそこに私はお世話になったのですが、国際学部長が学部

だけで授業評価というのをやりましたけれども、なかなかそれもやり方が難しく、とにかくそれでも何

とか授業評価はやった。そのうちに私がやめる年だかやめてからだったか、やめてからも私は講師をや

っていたのですけれども、全学的に授業評価をやるようになりまして、国士舘の場合は知りませんが、
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今はもう完全に定着しているようです。

　多分そういうことになるだろうと思っていたのですが、やっぱり結果はそのとおりになりまして、大

体そういうのをやると割合公平な評価ができるんですね、学生も任せられると、あの先生は嫌いだから

とかいうこともあるのかもしれませんけれども、平均すると大体５段階でいくと３のところにくるよう

になっているので、そうするとやってもやらなくて同じことだという気もするのですが、自由記入か何

かで書くようなところは先生にとっては随分参考になったりするのかなと思いますが、安岡さんもそう

いうようなことをおっしゃっていました。また私が前に勤めていたところでも、こういうことについて

は余り感度の鋭くない大学でもやるようになっているぐらいなのですから、今はやはりおさまっている

と思うのです。さらに、それを発展させてアメリカみたいに勤務評定に使うのがいいのか悪いのかとい

うと、これは私は何とも言えません、わかりませんが、多分日本ではそういうのはよくないのではない

か、かえって自然にやっていた方が、特に自由記述なんかで学生の意見を吸い上げるというような形で

よろしいのかなと思っています。

　そういうようなことについて今度の答申では、「学協会、大学団体、大学コンソーシアム等の支援」

とレジュメにも書いてありますが、これは大学基準協会、私大連盟、それから当大学が加盟している私

大協会、こういうところがそれぞれメディアを出していまして、大学基準協会の「会報」もありますし、

それから私大連盟の「大学時報」、「教育学術新聞」は私大協会で出しています。そのほか先ほど学長先

生からご紹介いただきましたが、これは今や任意団体ということになっていますけれども、前は高等教

育研究会といったのですけれどもＩＤＥ大学協会という名称で、民主教育協会が名前を変えまして、ま

だ『ＩＤＥ　現代の高等教育』という雑誌を出しています。このようにいろいろメディアもありますか

ら自分たちがやっていることがどういうふうなところなのか、どれがスタンダードなのかという比較な

どにはこういうようなメディアがたくさんございまして、それぞれ意味があると思います。

　それから学会もできまして、ちょうど昭和 56 年ですか高等学校の設置基準、高等学校は学習指導要

領が改正になりまして高等学校のレベルが下がるということ、これは実際は下がらなかったのですけれ

ども、現場の先生たちは下げませんから下がらなかったのです。そうすると大学の一般教育とのアーテ

ィキュレーション、接続がうまくいかないのでというようなことがひとつ理由になりますし、一般教育

の先生の例の身分問題だとかごちゃごちゃいろんなことがありまして、一般教育学会というのができま

した。そのうちに 91 年の大学設置基準の改正で一般教育と専門教育の区別が廃止されました。それか

ら私の記憶では国士舘もすぐにではないですけれども、教養部というものを廃止しましたけれども、そ

んなことで一般教育学会は今大学教育学会といっていますが、ここにはかなりのノウハウが積み上げら

れておりますし、いろいろなケースなどもありますから、この雑誌などは参考になるのではないかと思

います。

　それから 10 年後ですが、1996 年に日本高等教育学会というのができました。これは教育学の社会教

育をやっていた人とか、教育工学というような学問が東京工大にできまして、筑波にもできたり、それ

から一部教育行政の人とかでできた学会がございまして、これもさらにそこから初任者教育の学会とか

できていますけれども、いろいろこういうふうに外で勉強する機会がふえてきておりますので、一般的

な世の中のことにご関心のある方はこういうものを覗かれるということもひとついいのではないかと思

いますが、ちょっと私みたいな老人で素人からしますと、話が細かくなり過ぎちゃっているなという感

じはするのです。ですからそんなことよりも精神の問題、あるいは実態の問題だというのですが、しか

しみんなまじめですから何かものごとを突き詰めていくと、こういうことになってくるのかと思います。

　大分時間がたってきましたので、あとはちょっとはしょりますけれども、「学生支援・学習環境整備
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の観点からの質保証」ということも書いてありますから、何か今答申に新しいことが書かれるのかもし

れませんが、ここにも「学生支援担当教職員・専門家を活用した組織づくり」とあります。ですからこ

このＦＤ推進室みたいなことについて、また何か書かれるのではないかと思います。

　その下にゴチックで書いたところが実態として教育については大事なことなんでありまして、これは

こちらの実践例にもキャリア教育とか何か出ていますから、むしろシンポジウムでこういったこと、各

学部の情報を今日ここで交換し合って全学的にレベルを高めていくというようなことでいいのかなと思

って、これを先ほどパラパラと拝見いたしました。考えてみますと、昔の大学はこういうこと何もやっ

ていなかったかというと、そうではありませんで、もう既に昭和の初めに帝国大学、それから単科大学、

官立の専門学校には大学の場合は学生主事、それから専門学校というのは今の大学と思えばいいと思う

のですが、専門学校の場合には生徒主事というようなものが置かれまして、大体訓育と教養教育のガイ

ダンス、それから学生の生活、これは一つには学生運動対策だったわけです。一つにはというかそちら

が主な目的だったかと思いますが、今となっては歴史のことになってしまいましたけれども、共産主義、

特に国際共産主義運動というようなものが学生とか労働組合、農民組合などを中心にありましたから、

これに対する対応みたいなことだったかと思います。

　しかし学生の大衆化に対する学生フォローというものもいろいろあって、むしろ外の人にやられたり

して、昭和 13 年でしたか警視庁が学生狩りといって新宿の盛り場をうろついている学生を全部捕まえ

て補導したりしました。そういうようなことで学生対策というようなものがあって、これが戦後学生部、

それから名前を厚生補導というようなことで国公私立を通じていろいろ行政指導がされていたと思いま

す。本学も古い先生ならご存じですが、今と違ってそのころの先生は旧制大学の先生みたいなものです

から、授業はやるけれども学生の生活の面倒なんかはみないというので、就職部はやっぱり事務局にあ

ったと思いますが、そのほか学生の生活指導には昔の海兵学校とか陸兵学校とかを出た立派な将校さん、

戦後も自衛隊で幹部などやられてリタイアされた方などが見えておりまして、私も個人的に知っている

方もおりましたが、なかなか立派な人がおりました。

　たしかに大学の先生が指導するよりはこの方たちが面倒をみた方がよほどいいと思っていたのです

が、そういうようなことで大学の事務職員、教員が一体となった組織でやっていくというようなことで、

「授業科目の選択等の履修指導・相談・助言・情報提供」というようなこともこういう範疇の中で考え

方としていけば、今はキャリア教育とか何でもこのごろは英語を使いますが、キャリア教育というのは

職業指導であり、かつ正規のカリキュラムももちろんそうでしょうけれども、そのほかに実技を指導す

るとか、あるいはインターンシップみたいなものを取り入れていくとか、いろいろさまざまな展開もや

はりこのキャリアガイダンスという考え方の中で括るのではないかと思います。

　こんなようなことをエンカレッジするために文科省ではグッドプラクティスとかいう何か大学の組織

でコンクール競争なんかをやらせまして、直接やらせたわけではなくて大学基準協会にお金を渡してや

らせたわけですが、そこから幾つかのサンプルは出てきましたけれども、何かああいうのを上手につく

ったからそこの大学がそのとおりいっているかどうかはよくわからなかったりして、このごろはＧＰと

いうのはやめようという意見が強いそうですから、これからは余りああいうアクロバットといいますか

デモンストレーションといいますか、ああいうようなことはだんだんやらなくなってくるのではないか

と、しかし実態としてはそういうものがやっぱり各大学していくのではないかと思います。

　例えば今日、こういう研究会を開かれているわけですけれども、昔はこういうようなことがありませ

んで、例えば先ほども若林学長とお話をしたのですが、ＩＤＥ民主教育協会が学生生活セミナーという

のをやった、それはざっくばらんに言いますと文科省から委託金が出ていたんですね、文科省がやると
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お役所がやっているみたいだから、何か世話役がいてやってくださいということで、かなり国士舘の先

生にも参加していただいたりして一種のそういう大衆化した時代の、大学が大衆化し人数がふえ、学生

が多様化してきた時代の、最初は学生生活セミナーなんですが、そのうちカリキュラムセミナーみた

いになっていまして、私も実行委員を 20 年ぐらいやっていまして随分勉強させていただいたのですが、

そのうちに今度は各大学や別の基準協会とかでやるようになりまして、そのうち制度的にそういう認証

評価機関とかだんだん整備されてくれば要らないわけですね、そして要らないころに助成金もなくなり

ましたし、今は終わりましたけれども、歴史的な役割は果たしてきたつもりで私はおります。

　最後に項目では「グローバル化の進展の中での質保証」とあります。これは主として行政が何かやる

ことを、中教審の答申ですから文科省に対してこういうような制度をつくったらどうかというようなこ

とは書かれるのでしょうけれども、それがやがて今度は個別大学への要求となって下りてくると思うん

ですね。ダブル・ディグリーという２つの学校へ在籍するというようなそんな項目が載っていますが、

それから単位互換、これも大学間のコンソーシアムだと思います。

　それから私は、留学生の問題というのは意外に大きいのではないかと思います。留学生 30 万人で、

本学でも大分留学生がおりますけれども、本学の留学生をどうこう言うわけではありませんけれども、

率直に言いまして一番人数の多い中国人留学生というのは、要するに日本でお金を稼ぐために大学生に

なっていると、それが制度的にできるようなことになっているわけですね。これも日本の労働力の問題、

労働政策の方からいけば若年労働力が減ってきていますし、日本人自身も大分ぜいたくになりましてダ

ーティジョブといいますか、ブルーカラーのような仕事を本職ではもちろん、アルバイトでもやらない。

そうすると、ここのところの労働力が不足していますから外国人労働者になるわけです。その外国人労

働者の中では質のいい、しかしそれはやっぱり基本的には労働者なんですね、それを大学もそういう人

たちの夜のアルバイトに差し支えないようにカリキュラムを組んだり何かしている。こういう留学生が

増えるのがいいのか悪いのかよく私もわからないのですが、時代の方向だと思うんですね。
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　それから日本の学生は勉強しませんから外国の学生の方が、でも中国の学生は余りよくないようです

けれども、聞くところによると台湾の学生とか韓国の学生とかマレーシアとかは非常に勉強家が多くて、

上手に組み合わせれば日本のグタグタした、だらしのない若者に対するいい刺激剤になっていくという

面もありますし、何かいろいろ工夫が行われればいいなと思っておりまして、幸いここは非常に留学生

が多い方の大学でありますので、そういうようなところで本学でも教育成果を上げてくださることを期

待しているわけでございます。

　どうも何か余り体系的ではなくて、しかも感想みたいな話で恐縮でございますが、ちょっと年に免じ

てご勘弁いただきたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）

◆質疑応答

○司会　黒羽先生、ありがとうございました。ここで質疑応答を行いたいと思います。質問のある先生

いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。所属とお名前を申してから質問をよろしくお願いいた

します。

○福永教授（法学部）　法学部の福永でございます。大変貴重なお話ありがとうございました。黒羽先

生に２点お尋ねいたします。第１点は、授業評価アンケートにつきまして、先生はそれを勤務評定に利

用するのはよくないとおっしゃいました。その理由は何なのかということが第１点です。

　第２点目といたしましては、先生はキャリアガイダンスあるいはキャリア教育というのが重要なんだ

ろうとおっしゃられました。その理由は何なのかということをお尋ねしたいと思います。以上でござい

ます。

○黒羽　100％よくないと言ったわけではないのですが、どうも日本では何か短期的にそういうものを

使うと余り効果はよくなくて、むしろ弊害の方があるんじゃないかなという感じがするわけです。しか

しやっぱりいくら何でも３年も５年も授業評価で学生からお叱りを受けている授業の方法とか、あるい

は科目の内容とかというようなものが継続したような場合には、それこそ先生方のピアレビューで何と

かお願いすると、お願いしてもどうにもならない場合はこれはなかなか……それぞれご判断ということ

になるでしょうけれども、そんなような気持ちでいるということでございます。

　それからキャリア教育というのはいろいろなことを言いますけれども、戦前はもう大学へ行ったらど

うするんだと、別に経済学部に行って経済学を完全にマスターするわけではないけれども行かないより

はいいから、高卒で就職するよりは同じ銀行に就職するにしても大卒で入った方がいいから大学の経済

学部へ行くんだとかいうようなことで、それで授業をまじめにやるかやらないかはともかくとして、そ

こで友達をつくるとかあるいは課外活動をするとか、自分で自己設定ができた、またせざるを得なかっ

た時代だと思うんですね。

　ところが、最近は貧富の差が拡大していると言われますが、私はそれほどのことはないと思うのです

が、昔に比べればもう全然そんなことはないと思うのですが、とにかく親の年収が 300 万円か 400 万円

でも大学へ行くというような時代ですから、で、大学へ行かなければいかんと、要するにそういう流れ

の中で大学に来ている。ですから、自分で自分の人生を設計するということがしづらいような大衆社会

というものができてしまった。

　これは日本だけではないようでありまして、先進国はみんなそうで、例えばドイツなどは大学生の就

学年限というものが、もともとあそこは決まりはなくて大体一番早く出ると８セメスターですから４年

で出られるのですけれども、平均して 10 セメスターから 12 セメスターぐらいで７、８年いるというよ
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うなところからさらに延びて、だからそこで就学年齢制限をしようなどという動きがあったわけですが、

今実はドイツの近況までフォローしていませんから、これは 10 年ぐらい前の話ですが、国際的にそう

いうことで昔と違ってまいりましたので、なかなか成熟社会においては自分で職業観、勤労観に基づい

た勉強の方法だとか体の鍛練の仕方だとか、そういうのがなかなか見つけにくくなるというのもこれも

しようがないことであると、ですからこれを何とか広い意味の大学教育の中でこういうものを取り入れ

ていく必要はあるのではないかと、こんなふうに思っております。

○司会　先生、キャリアガイダンスの重要性につきましてはいかがでしょうか。

○黒羽　今のことなのですが、キャリアガイダンスというのはどの範囲をキャリアガイダンスというか

私もよく知らないのですが、心理学とかあるいは労働政策の方は素人ですからどういうふうに今言葉を

厳密に使い分けているのかよくわからないのですが、僕は職業観、勤労観の培養というようなことでキ

ャリアガイダンスと思うのですが、おまえはこの職業に向いているから一般職の試験を受けたらいいか、

総合職の試験を受けたらいいかとか、そういうようなガイダンスということまで、これは大学の中でそ

ういうようなセクションがあれば、それはカリキュラムの中にあるのか、大学の就職課みたいなところ

にあるのかどちらでもいいのですが、あってもいいと思いますけれども、そういうものはやはり個別の

必要に応じてお考えいただくことであって、一般的な話は私にはちょっとできないということで、ご勘

弁願いたいと思います。

○司会　ありがとうございました。まだフロアの先生方の方からご質問があろうかと思いますが、時間

がまいりましたのでこれにて黒羽先生の基調講演を終了とさせていただきたいと思います。

　黒羽先生、どうもありがとうございました。（拍手）

　それでは、ここで 15 分ほど休憩をとらせていただきたいと思います。現在２時１０分でございます

ので、２時２５分から後半のパネルディスカッションをここでスタートしたいと考えております。それ

までどうぞ先生方、ご休憩よろしくお願いいたします。

午後２時１０分　休憩
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パネルディスカッション

「入学前教育・初年次教育の取組」

　　コーディネーター　…　ＦＤ委員会副委員長

　　　　　　　　　　　…　　　法学部　教授　加藤　直隆

　　

　　パネリスト　　　　…　　政経学部　教授　平石　正美

　　　　　　　　　　　…　　理工学部　教授　福田　　勇

　　　　　　　　　　　…　　　法学部　教授　辰野　文理

　　　　　　　　　　　…　　体育学部　教授　田原　淳子

　　　　　　　　　　　　…　　文学部　教授　須田　　勉

　　　　　　　…　２１世紀アジア学部　教授　表　…きよし
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午後２時２５分　再開

○司会（金子委員）　ただいまからパネルディスカッションを開始いたします。

　コーディネーターは、ＦＤ委員会副委員長の法学部、加藤教授にお願いいたします。

　先生、どうぞよろしくお願いいたします。

○加藤副委員長　どうもこんにちは、本日の第２部「入学前教育・初年次教育の取組」という題でのパ

ネルディスカッションのコーディネーターを務めさせていただきます法学部のアルシンドこと加藤で

す。（笑）ＦＤも「楽しくなければＦＤじゃない」ということで、余り眉間にしわを寄せないで議論を

煮詰めていきたいと思います。

　まず、なぜ本日このようなシンポに取り組んだのかというところから簡単に入っていきたいと思いま

す。「ファカルティー・ディベロップメントへの取組」、それは各学部によってまちまちではありますが、

全学的にＦＤに積極的に取り組み始めて丸１年が経過しました。なぜ、このシンポを行うのか、日ごろ

の学部のＦＤの成果を確認したい、それは入学前教育・初年次教育の取組に結実されているのではない

か、教員の取組への温度差を克服する鍵はどこにあるのか、入学前教育・初年次教育への各学部間の取

組の実践の中で語られたこと、抱える悩み、苦労、そして成果を共有して全学的に国士舘大学の教育の

明日へつなげたいと、ＦＤ推進室は考えたからであります。

　それでは、具体的に本日の課題であります「入学前教育・初年次教育」というものを進めていくため

の課題といいますか、そのニーズというのはどこにあるのかを、まず前提として確認しておきたいと思

います。それは先ほどの黒羽先生の基調講演の中にもありましたけれども、ユニバーサル化時代を大学

は迎え、大学全入時代においてＡＯ入試、推薦入試など入試の多様化の中で入ってくる学生諸君の学力

低下やあるいは学習意欲の喪失といった均質ではないばらばらな存在を前にして、我々教員は日々大学

教育にいかに取り組むべきか、どうやったらいいのか、学習及び人格的な成長の実現に向けて大学での

学習と生活を成功させるためには、どのようなことを成していかなければならないのかという反省が迫

られているわけです。

　そういった意味で大学生活への適応というものを大学生活あるいは学習、対人関係といった学習適応、

社会適応というような観点からのトライアンドエラーを我々はこれまで繰り返し行ってきたわけです。

そういう実践の中で理工学部、政経学部、法学部はどのような課題を切り開いてきたのかということに

ついて、２０分ずつお話をいただきます。そしてそのあと、体育学部、文学部、２１世紀アジア学部か

らそういうＦＤの観点から入学前教育・初年次教育への取組への姿勢、スタンスというものについて５

分間のお話を頂戴していきたいと思います。

　それでは、政経学部の平石先生、よろしくお願いいたします。

◆事例報告　政経学部

○平石教授　ご指名いただきました政経学部の平石でございます。政経学部で

は初年次教育を、導入教育と呼んでいますが、今年２年目で全員の専任の先生

がフレッシュマン・ゼミナールを受け持つということになりました。教授会

等々で、フレッシュマン・ゼミナールをどのようにすれば学生の意欲を高める

ことができるだろう、どういう工夫をすれば１年間きちんと教えることができ

るだろうと議論してきました。ここで、散々いろいろな議論、いろいろなアイ

デアや工夫をいただきました。そうした中から我々が検討していかなくてはい

けない部分、それから我々が知り得て参考になった部分、こうした部分をお話



19

していきたいと思います。

　まず、最初に、ＦＤに各学部の取組状況を話すことが趣旨ですので、政経学部ではどのようにＦＤを

検討しているのかを、ロードマップをもとに皆様にお話したいと思います。政経学部では、３期に分け

て展開を進めていくということを考えております。１期ごとの期間は、大体２、３年かけようというふ

うに考えております。まず、第１期は「ＦＤの啓蒙・啓発期」と考えております。図の下の方は全学の

ＦＤの推進室であったり、ほかの大学でいきましたらＦＤ推進センターとかであり、全学的な取組と協

調体制を持ちながら進めていこうと考えております。

　第１期は、「啓蒙・啓発」ですからので、FDの意識改革でできることを率先してやってい校と考え

ています。この期の１番目はＧＰ、学位授与方針で、これを明確にする。それからカリキュラムマップ

を作成する。本年４月にはホームページの方にアップし、全教員のオフィスアワーを設定し、学生のい

ろいろな相談にのりますと公表しております。それから研修会を実施し、さらに学科別にＦＤでできる

方策等を検討しております。

　第２期では、「ＦＤの普及期」と位置づけ、「ＦＤの方法論」を開発するとともに、この段階でできる

ことを実施していくということです。

　第３期では、もう少し実効性の上がる本質的なＦＤを考えていこうとする学部のロードマップをつく

っております。本日のテーマであります「入学前教育・初年次教育」につきまして、これよりお話して

いきたいと思います。

　政経学部の入学前教育は、たしか 2002 年始めたと思います。現在副学長の山﨑先生が学部長のころ

にＡＯ入試を導入いたしました。早めに入学が決まった学生に対して、何らかの教育指導が必要ではな

いかとなり、そのために入学前教育を実施し、専任教員がみんなで入学前教育をやっていくことになり

ました。2002年当時、最初のころは教員がテキストを選択して添削指導を行って学生に返していました。

しかし現実にいろんな問題が出てくるようになったわけです。例えば、指導する時期が入試から入学準

備時期とぶつかってきてしまう、それから添削できる回数というのも制限されてしまう、そのために業

者に委託するということになりました。

　現在はナガセという業者の方にお願いし、２月から３月にかけまして４回の小論文の提出をさせて添

削をして送り返すという指導を行っております。我々執行部の方でも業者の方といろいろ話し合いをし、

できるだけ効果が上がるように話し合い持ってきました。業者の方でも添削をした内容を受験生、合格

をした受験生に対して直接電話をしてどこがいい、どこが悪いということをコメントしてくださいと依

頼されました。しかし現実的に３月の後半になり、この時期は、種々雑多な業務が押し迫っていて、ま

た学生でも地方から上京してくる学生になると、もう自宅にはいないというふうな状況になって、お互

いにつかまらない時期であり、これには一定の限界を感じました。これらの実践からわかったことは、

入学前教育で我々にできることは一定の限界があるということでした。

　これは全般的なことですが、大学入試の中でもＡＯ入試とか推薦入試は、社会的に学生の青田刈りだ

と批判されるようになりました。しかしＡＯ入試とか推薦入試を何で拡大してきたのかというと、学生

にとって多様な入試制度を検討してほしいとか、単なるペーパーテスト１回きりで選考されるという形

よりは、いろんなところの個性を見て判断して欲しいという要請が、全国のご両親の方々からあったわ

けです。また、社会的にもそういう必要性が提言されたわけです。そのためできるだけ入試機会・方法

を多様化し、詰め込み型教育への批判への対応として、ＡＯ入試や推薦入試の拡大に至ったと思います。

　現実の問題は、なぜこういうふうな入学前教育をしなければいけないのかというと、受験生の学力低

下が基本的な課題となってきており、それが大学生になっても学力低下のまま社会人になっていくとい
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うことにつながってきている。したがって、現在議論されているような学士力、社会人基礎力という学

生の能力問題につながってくると考えられます。入学前教育というのは、高校にも大学にも双方に責任

があると考えられています。一方的な要求ができず、両方とも両すくみの状態にあるのではないかと考

えています。入学前にできることには、一定の限界があるいうのが私どもの考え方ですが、これを解決

していくためには入試制度の再検討であったり、高大連携の制度化などが必要なのではないかというふ

うに思っております。

　次に、それでは高校とも大学ともどういうふうに実態をとらえているのか、これはライセンスアカデ

ミー進路情報センターという教育産業の業者さんが 2007 年に高校 600 校、それからＡＯ入試を実施し

ている大学２４１校を対象にアンケート調査をとっております。ここから実態を把握していきたいとい

うふうに思います。

　ここで聞いているアンケートの内容は入学前教育の必要性ということであります。「とても必要であ

る」と「どちらかといえば必要である」を「必要である」とすると、高校の方では「とても必要である」

というのが 60.4％、大学の方では 46.5％、どちらにしましても「必要である」という部分が強くなって

くるわけです。（資料「アンケート調査：入学前教育の必要性」参照）

　では、次に「なぜ入学前教育が必要なのか」、これは高校で一番高いのが「入学後の学力が不安である」、

つまり高校の方では送り出すときに責任感があるのだと、早めに決まってしまうと勉強しなくなるので

入っても大学で勉強しきれないのではないか、そういう不安が非常に高いということになります。両方

とも次に高い項目は「入学までの意欲の低下」であり、学習意欲をいかに維持するのか、いかに下げな

いようにするのかが、非常に重要だと大学も高校も高い回答率を示しております。

　次に、「入学まで意欲の維持に責任を持つべき主体はどこなのか」では、「高校」ともに「大学」も責

任は低いという数字が出ております。次は「生徒自身である」とする回答は、高校、大学とも高い。同

じように高いのが「双方の努力である」ということが出ていると、つまりお互いともやっぱり協力し合

う必要があるという認識が出てきている。

　それでは「入学前教育で重視すべきことは何であるのか」、高校は「基礎学力」を最も重視、大学は「モ

チベーション」を最も重視している。ここで違いが明らかになります。

　次に、「望ましい課題」については、小論文の提出とか小論文の書き方が圧倒的に高くなっています。

つまり最小限これができればいいということであって、基礎学力として全体を高めてほしい、もしくは

高められるというふうには双方が思っているわけではないということが出ているわけです。

　一方で、我々は入学前教育を求められてきておりますし、それから可能なことをやって欲しいとを

求められております。それでは高校の方ではどういうふうな意見があるのか、自由回答の中から重要

だと思われるもの、それから回答の多いもの、

これをちょっと拾ってみました。高校の方で

はすべての家庭にパソコンがあるわけではな

いので、例えばインターネットを使って入学

前教育をする際に、高校のＰＣを使ったりす

るのは困るという意見もあります。それから

普通高校と専門の高校では習熟度が違うので、

別メニューにしてほしいというふうな話があ

る。我々は大学に受け入れたら全部同じだと

考えていますが、高校は高校の先生としてや
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っている内容が違うんだよ、これに配慮してほしいんだということがあります。それから高校の現場で

も多忙ではあるが共に関われるような入学前教育が望ましい。だからやってくれるのはうれしい、我々

も協力したいというふうなことが出ているわけです。

　入学前教育をした生徒の講評まで伝えてくれると大学の熱意が伝わってうれしいというのもありまし

た。それから大学での学びの意欲がわき、展望が持てるようなものを考えてほしい。それから大学ごと

にばらばらなやり方は、高校生と保護者に混乱や不信感を招くのではないか。大学入試後についていけ

るようにセンター試験受験を、ＡＯ入試後の必須条件として課してほしいという意見もあります。我々

はこういった意見というのはやっぱり尊重すべき部分があるのではないかというふうに思っています。

　政経学部では学生の指導育成のためにどのようなことをやっているのかというと、まず少人数教育で

あり、ゼミナールを１年から４年まで通して行うことにしています。１年次はフレッシュマン・ゼミナ

ール、２年次が基礎ゼミナール、３年次が専門演習Ⅰ、４年次が専門演習Ⅱとなります。そして４年次

のときに卒業論文もあわせて行うことにしています。政経学部では、政経学会の優秀卒業論文コンクー

ルで優秀な論文を表彰し、良い論文を書くための意欲を持たせるようにしています。こうした教育シス

テムが、「初年次教育」から学士としての心構え、それから実質的な基礎力形成、それから「キャリア教育」

につながっていくように指導がされていくようにしたいと我々は考えています。

　学士課程教育の第一歩として我々はフレッシュマン・ゼミナールを導入しました。教材としては、自

前で副読本をつくりました。１年前に担当の教員がチームを編成し、議論をしながら執筆してつくりま

した。この副読本は、100 ページほどになり、主な内容としては「健やかな学生生活」、「人生とライフ

プラン」、「データの収集・利用」、「就職活動の心構え」などの６章からなっております。内容的にはス

クリーンのような記述が、100 ページ近く掲載されています。ゼミは大体 30 人ほどの少人数編成で行

っております。現在、政経学部の専任教員 68 人おりますが、大体半数ごとに１年おきに担当するとい

うことを行っております。２限と６限に設置し、必ず受けないと卒業できない必修科目にしています。

　この導入ゼミによって、どういうふうな意義があったのだろうかと考えると、１～２年生を中心に教

える総合教育の担当教員と３～４年生を中心に専門科目を教える専門教員の意識の差が埋まってきまし

た。私は政治学科で３～４年生の専門科目を教えていますが、１～２年の「政治学」や「社会学」で少

なくともこのぐらいは教わってきているだろうと思って講義していると、学生は「全然教わっていませ

ん」とか、「いや、それは知りません」とかいうことが非常に多いのです。専門教員側では、総合教育

で必要な知識を教えていないのではないかと思っていたわけです。

　しかし、現実に我々が１年生を教えると、１年生にそんな専門的なことを教えてもわからない、もし

くは教えてはいるのですが全然聞いていない、このように学生のレベルが非常によくわかることになり

ました。そうすると我々は３～４年の専門科目を教える教員として採用されていますが、現実には学生

を１年から４年の中でどう育ててどう卒業させていくのか、そこに関心を持たなければいけないんだと

いうことが、よくわかってきました。また、今までの学生への接し方ではうまくいかない、今までの教

育法ではうまく行かないということが早めに認識できるようになった。これも非常に大きな意義だと思

っております。

　３番目に、ゆとり教育世代の学生への教え方に対する共通認識と問題意識、これが教員間で共有され

るようになりました。フレッシュマン・ゼミナールの会議を開きますと、先生方からたくさんいろんな

意見が出てまいります。これはそれだけ先生方が深刻に思っているということがはっきり出てきている

ということになります。

　次に「導入教育における知見」ですが、どういうことがわかったのかは、まずフレッシュマン・ゼミ
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ナールをやっていて授業に集中できずにおしゃべりする学生が非常に増加してきている。これが本当に

大学生なのかと、我々自身で合格させておきながら目を疑うというふうな部分が多く散見されます。学

生のタイプがどうも三層化してきているとも感じられます。大体３分の１ぐらいはやる気のある学生で、

それなりに意欲が見える学生だとわかります。それから中間、どっちにでも行きがちな学生がいる。そ

れからもう授業とか勉強するということ自体に無関心な学生が３分の１ぐらいいる。

　通常の講義型の授業では飽きてしまう。これはなぜなのかと考えたら、高校のでは 50 分授業ぐらい

しかやっていない、これが 90 分になったらとても無理だというところがあります。そうするとどうし

ても教員の工夫が必要です。教え方の工夫、課外授業、それから参加型授業への転換などがあります。

さらに、テーマごとにグループの席替え、これはおしゃべりをできるだけなくすための工夫で、先生方

の臨機応変の工夫が生まれてきました。

　教授会のあとの会議の中で、いろいろな工夫を共有するようになりました。主な工夫の中には、「学

内施設や学内環境を積極的に利用しましょう」というものがありました。大学は、卒業するまでに社会

人として必要な専門知識や技能を養えるようにするために、多くの教育施設を持っています。例えば、

図書館で言えば、高校とか何かの比ではない多くの本があるが、使わないとわからない、関心を持たな

いとわからない。そこにはＤＶＤとかいろんな語学の自習学習用の施設とかそういうのもたくさんある

わけですが、学生のほとんどは図書館の活用法がわからず卒業する。それからコンピュータも使える部

屋も情報科学センターにある。学生に「君たちが大学を利用するんだ」と積極的に連れて行く、使い方

を教えていく、これが初年次教育でやる必要があるだろうということになりました。

　それから学生にやっぱり関心を持ってもらうために社会的な話題をできるだけ取り上げる、これも先

生方の工夫でありました。特に去年の場合には、麻生首相の問題が新聞で何度も取り上げられました。

漢字が読めないとか、そうするとその記事を出して、君たちはこれをきちんと読めるかというふうにや

ると、「あっ、読めました」、「読めません」と学生が関心を示すというふうなことがありました。

　それから学生の方でも、だんだん親身になって話をしていきますと、個人的な問題を先生方に相談す

る学生も出てくるようになってくるわけです。例えば「先生、すみません、女子学生を見ているとすぐ

好きになってしまうんです、どうしたらいいでしょうか」というのもあります。なぜ、こういったこと

が出てくるのかというと、親に相談することもできない、おじいちゃん、おばあちゃんに相談すること

もできない、友達にも相談することができない、そういう子どもたちがたたくさん増えてきていること

が、社会的な背景になるわけです。

　例えばちょっと問題がありそうな学生だなと思うと、早めに「一緒に昼飯を食べようか」と言って研

究室に呼んできて、学食の弁当とか何かを買って一緒に食べると、学生はようやくしゃべり出すのです。

学校で先生方というのは今までずっと小学校、中学校、高校と呼び出されれば怒られる存在だと思って

いたのです。我々が外で声をかけるとビクッとするのです。しかし、きちんと話を聞いてやると、味方

になってもらえる、大学ってきちんと自分たちの方から入っていけばいろいろ使える、いい先生方もい

るということが、ようやくわかるようになるわけです。そういうレベルから入っていかなければいけな

いなということも非常に感じております。

　それからもう一つは、やはりテレビで育ってきている学生が多いので、ＤＶＤも多く図書館にありま

す。特に教材となるようなＤＶＤがありますので、積極的に活用することも行っております。それから

今度はおしゃべりするなと言ってもおしゃべりします。この学生たちを講義の一環もしくは教育の一環

として公然としゃべらせる仕組みをつくる。そうすると喜びます。例えば５、６人ぐらいのチームで、

この問題について話し合ってください、話し合う手順はこういうふうに、こういう段階で話し合ってく
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ださいと、そうすると今度は最初はしゃべらないわけですが、しゃべらせるようにし向けると、今度は

人とどうコミュニケーションすべきをだんだんわかってくる。このように手間をかけるということが非

常に重要だということが我々わかってきたわけです。

　全体としては低学力化というのが社会的な大きな問題になっていますが、この問題は何かを、我々は

フレッシュマン・ゼミナールを通して、幾つかのポイントがわかってきました。１つは、人生に対して

積極的になれない、前向きに動こうとしない。２つ目は、自分自身に対して非常に自信がないのです。

３つ目は、ごく少数の仲間としか話をしない、いろんな人たちと話をするという積極性がない。次に、

学習することが自分のプラスになるとは思っていない。それから将来を考えて行動するというよりは目

先の利益とか、目先の結果の方を重視したがる。長期的に考えて行動するということの思考性がない。

そうすると、我々は学生に勇気を与えるとか生きる気力を与えるとか、やる気を与えるとか、こういう

ところから人間教育をしていかなくてはいけないのではないか、ということがわかってきました。

　しかし、口で言って理解させるというのは非常に難しいことです。やはり、人間はどこかベーシック

なところから教育を始める必要があるのではないかな、という部分も検討し初めていります。体験学習

にはいろいろありますが、農業体験であったりボランティア体験であったり、もしくは中小企業とか何

かのインターンとかこういうふうな体験で汗を流し、それから普通に生活している人はどういうふうな

気持ちで仕事をしているんだろうか、どういうふうな苦労があるのだろうか、を理解できるような学習

方法もあるだろうと考えています。こういうことを大学がやるべきなのかという声もあるかと思います

が、検討していかなくてはならない時期に入ってきたのではないかと考えております。

　これをもうちょっとシステマティックに考えるならば、一つには問題意識をどう持たせていくのか、

なぜ社会の問題を自分たちは考えなければいけないのか、こういう部分を理解させていく。体験学習を

通じてそういう必要性というものを再認識してもらう。そして大学ですから、そういう問題をどう解決

するのかという学習法、分析法、こういったものを学んでもらう。次に、みんなで発表し合う、みんな

で議論し合う、そういうふうなシステムを導入できないかということも検討しております。

　若干長くなりましたけれども、ポイントとしましては新入生の心にどれだけ入っていくのか、これが

我々大学の課題になってきたのではないかというふうに思っています。個人的に話を聞いたり、親身に

相談にのってやると学生が意欲的になるということもわかってまいりました。そういう意味では学生の

心理面からの研究が必要であるというふうにも思っています。それから、入学前教育や導入教育から出

口までをどのようにつなげていくのかをはっきりさせるために、カリキュラムマップを我々つくってお

りますが、これは普通に学習できる学生向けであって、必要なＦＤというのはそれより下のレベルの学

生にどうしていくのかということになるだろうと思います。それから意欲や生きがいを再発見させる仕

掛けを大学教育の中でどうつくっていくか、これはやはり体験型学習というのは、何らかの形で先生方

も一緒になって汗を流してやっていくような仕組みというのは必要なのではないかとも思っています。

大学教員に必要とされているのは、専門教育だけではなく人間教育という側面もかなり多くなってきた

のではないか実感として考えております。

　若干長くなりましたけれども、以上で政経学部の取組を終わらせていただきます。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。ライフプラン、キャリアプラン、全人格的な教育、

そのための体験型、参加型教育の検討というところを非常に強調されておられたと思います。

　余り私がまとめるべきではないので、続いて福田先生よろしくお願いいたします。理工学部の試み、

とりわけキャリア教育というところにも重点がおかれておられます。
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◆事例報告　理工学部

○福田教授　理工学部の福田でございます。理工学部は３年前、2007

年の４月に工学部の４学科を理工学部理工学科１学科６学系と改組し

てスタートしました。入学前教育と初年次教育というのはかなり昔か

ら、工学部時代から取り組んでおりましたので、その辺の歴史的な背

景と経緯と、その反省を含めて今日は話させていただきたいと思いま

す。

　先ほど平石先生の話にもありましたけれども、2002 年ごろ、この

ころがどうも分岐点のように見えます。ＡＯ入試も開始されましたし、

それから文科省の指導によって推薦選考における基礎学力テストの廃

止になりました。我々は当時工学部ですけれども、入学試験で、基礎

学力をはからないまま、面接だけで入学してくる学生が出てくると、

これは由々しきことであると考えました。入学してくる学生の基礎学

力のばらつき、特に工学系ですから数学とか物理とかそういった科目を学んできていないとか、あるい

は一部しか学んでいないというそういう傾向が出てくるだろうという予想のもとに、じゃあ、何をした

らいいかと、入学前教育をしたらどうかということがこのころ起こってまいりました。

　大学改革は学生が実際に入ってみて、あっ、これは大変だということで行いますので、多分 2003 年

入試ぐらい、この辺は余りデータが残っておりませんので非常に私の記憶だけでまとめてみました。最

初の年はＡＯ入試合格者をとりあえず対象にしようと、ＡＯ入試というのはとにかく面接だけで入って

くる学生のことです。それで各学科、この当時４学科ですけれども、各学科の専任教員でとりあえず対

応してみようということになりました。ＡＯ入試で入ってくる学生は４、５人ぐらいなものですから、

これは十分対応できるだろうと。例えばこれは一例ですけれども、数学の高校の範囲の基礎的な問題を

４回分ぐらいつくりまして、それを学生に送ります。で、１２月ごろから始めて４回提出させて、それ

をちゃんと添削して返却する、こういう指導がいいのではないかと。ある学科では合格者を大学に呼ぶ、

もちろん地方はなかなか難しいのですけれども、合格者を大学に呼んで例えばものづくりを体験させる

とか、あるいは専門の話をこれからどういうふうな勉強をするんだよと、そういうことを話すといった

ことを、まず最初はやりました。

　あとで反省点を少しまとめますけれども、その後、2004 年から 2005 年にかけて、ＡＯ入試と推薦選

考、この推薦選考も基礎学力テストなしになりましたので、この全体の合格者を対象に何かしないとい

けないということになりました。こうなると、我々の手ではもう間に合わなくなって予備校というかこ

のときは多分先ほど政経学部でもやられているナガセだと思うのですけれども、東進ハイスクールです

ね、外部業者に委託をしました。

　どういうことをやったかというと、10 回の数学基礎計算力完成というタイトルの数学 10 回の添削、

それから国語は理系レポートの基礎という、これはわりと不評でした。実験もしないでレポートが書け

るかという批判がありましたけれども、そういうタイトルで５回の添削をやりました。この業者は非常

に熱心で、学生さんをアルバイトで雇って、提出しなかった学生に励ましの電話をかけるとか、そうい

う業者と学生さんとのコミュニケーションは非常に優れていました。また、授業のビデオとかなり分厚

いテキストを送りました。

　そうこうしているうちに理工学部が 2007 年から始まるわけですけれども、2007 年度入学生は工学部

時代と同じ入学前教育を行いました。2008 年入学生から、理工学部は入学試験で数学ⅠＡしか必修化
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しておりません。文系コースの受験生も引き受ける

ということで、これは入学前教育を相当変えないと

いけないなという議論が起こりまして、２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、これをグループ１としまして、電子情報学系

と都市ランドスケープ学系、健康医工学系がグルー

プ２です。どちらかというとグループ２の方が、文

系コースが入ってきてもいいよというのがオープン

キャンパス等で受験生に宣伝していました。内容は、

グループ１の方は数学重視で３回の数学の添削をする、それから「コミュニケーションのあり方」とい

うタイトルで小論文をつくってもらおうというのがグループ１で、どちらかというと数学重視です。グ

ループ２は基礎学力と数学はまあまあやさしい方をやって、小論文として「コミュニケーションのあり

方」と「理科嫌いの現状」という２つのテーマで書いてもらうということを２年間続けておりました。

　入学前教育の問題点をちょっと整理してみたのですけれども、先ほどの政経学部の平石先生からもあ

りましたけれども、ちょうど２月、３月は専任教員がものすごく忙しいときです。そのときに専任教員

が担当する、それも理工学部であれば 200 名ぐらい、政経学部だともっと多いかもしれませんけれども、

そういう学生さんを担当するのは非常に大変です。それから受験生の実態が把握できていないというこ

とですけれども、これは先ほどビデオや教材を送りましたが、これはあとで聞いてみますとビデオなん

か全然見ませんと、大体ああいう入学前教育は添削問題だけちょこちょことやったらそれで終りだと、

そういう実態もあとでわかってきまして、これは効果が上がっていないなと実感しました。

　それからあと、外部業者と専任教員の連携がほとんどないんですね。ですから専任教員が入学前教育

は一体何をやっているんだと、一応我々として専任教員の方に主任を通して教材とか何かを渡している

のですけれども、なかなかそれを見てくれないし、実際に学生さんが何をやってきたかなどということ

は認識していない。専任教員と外部業者のやっていることの連携がない。先ほども平石先生のデータに

ありましたけれども、初期のころ我々は基礎学力をつけるということでやってきましたけれども、基礎

学力がそんな数回の添削でできるようだったら高校はいらないわけでして、それは無理だろうと判断し

ています。だから大学の方としては先ほどのデータにもありましてけれども、学習意欲の低下を防ぐこ

とが多分入学前教育の目的であろうということがだんだんわかってきました。

　それからあと、添削して返却することに効果があるのだろうか。添削というのは外部業者に委託をす

るとすごくお金がかかります。これは外部業者の人といろいろ話をしてみますと、大学入試のときには

添削してもらったら入試試験がありますから、添削をよく見るのだそうですが、この入学前教育である

と添削して返しても全然それを見ることがないというのが一般的な傾向だろうということです。

　それからあと、時間的な問題からＡＯと推薦選考の学生さんだけしか入学前教育ができない、という

ことは専任教員がかかわってくると４月になって話すようなことをその前に話してしまう、そうすると

４月に入ってきてからまた同じことを聞かないといけないという、何かいろいろ専任の教員がかかわる

ということはなかなか問題も大きいなということもわかってきました。

　それからあと、大学入学後ですが、これは先ほど専任教員との連携がないということと関連しますけ

れども、大学入学前にせっかく問題をやったことが入学後につながっていないというようなことが入学

前教育の問題点で、理工学部として、昨日の主任会でやっと決定をみましたけれども、来年また大幅に

変更しようということも考えております。
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　続きまして初年次教育ですけれども、初年次教育もちょうど同じこの工学部時代、2004 年ごろです

けれども、当時全国的にリメディアル教育ということが叫ばれまして、工学部も数学あるいは物理がで

きないという学生さんが非常に多くなってきているということを感じていました。まず 2004 年ごろだ

と思うのですけれども、予備校から講師を派遣してもらいました。６限目にこれは単位をつけないで数

学と物理学の補習授業、本当に補習授業をやりました。これもよしあしであとで問題点を出しますけれ

ども、これを１年目にやりました。２年目の 2005 年から 2006 年のとき、工学部の最後ですけれども、

数学を習熟度別クラスに分けました。特にレベルの低い方のクラスを専任の方で持ってもらいまして、

じっくりそこを面倒みてもらおうということでやりました。内容は中学、高校１年レベルの授業、微分

積分までいかないところの授業をやりました。そうすると学生さんによっては初めてこんなにわかる授

業が聞けたというか自分でちゃんと計算ができたということで非常に喜んでくれる学生も一部いました

けれども、それだけのことに終わってしまったのかなということです。

　工学部時代の初年次教育というのをちょっとまとめてみますと、まず予備校からの派遣講師というの

は、その力量に非常にばらつきがあるんですね、それも悪いというのではなくて、その予備校からスタ

ー講師が来たのです。これはリメディアルには全然向かないんですね、すごく格好いいことばかり言っ

ていてリメディアルにはちっとも向かなかったという、そういう失敗もありました。それからもう一つ、

これは非常に本質的なところなんですけれども、工学部として数学の到達点をどういうところに設定す

るかという議論がなかなかなされないことです。ですから先ほどもちょっと言いましたけれども、レベ

ルの低い方を高校１年レベルまで教えて、その次の専門科目にどうつなげていくのだというようなとこ

ろが議論されていない。

　それから工学部時代の一番の問題は、リメディアル教育だけに重きをおきました。もともと入ってく

る学生さんの基礎学力がかなりばらついてくる。その下の方だけに着目して、実力をつけようというこ

とをやっておりまして、真ん中当たりのばらつきが大きいわけですから、真ん中当たりに対しての対応

がなかなかできないだろうと、この辺のことを踏まえまして 2007 年度以降、理工学部になりまして初

年次教育はかなり計画的に話を進めようということになりました。まず５つここに挙げました。

　理工学部の初年次教育の特色です。まず１つは、フレッシュマンセミナーです。５項目はすべて科目

名でとりあえず出してみました。フレッシュマンセミナー、１単位、これは全学部的にオリエンテーシ

ョンを４月にやりますけれども、そこに単位を付加したわけです。これはあとで詳しく説明します。２

番目が理工学基礎演習、１単位、これはアカデミックアドバイザー制度を活用するためのものです。３

番目がキャリアデザイン特別講義Ａ、２単位、これは１年生からキャリアデザインを重視するねらいで

す。４番目はものづくり基礎Ａ、Ｂですけれども、これは工学系の学系でものづくりを重視しようと、

最近の学生さんはものづくりをなかなか高校時代に体験していないので、ものづくりを体験させようと

いうことで置きました。それから５番目ですけれども、理工学部になってフレキシブル入試という学系

を決めないで入ってくる学生さんも認めることにしました。そうすると１年間かけて学系を決めるわけ

ですので、そこで学系ガイダンスという科目、これも各２単位、これは非常に大きい単位なんですけれ

ども、そういう科目を設けることにしました。これらを一つ一つ説明していきます。

　まず、フレッシュマンセミナーですが、今までのオリエンテーションとどこが違うかというと、学部

入学式のすぐ後に、アイスブレイクを行ったことです。最近の学生は入学してきて１番心配するのは、

いい友達ができるかということです。我々はそういったことを今まであまり考えてきませんでした。ア

イスブレイクというのはゲームをやってグルーピングをし、徐々に友達作りのお手伝いをすることです。

これで、１期生、現在の３年生ですが、ずいぶん盛り上がりました。いくつかの反省点はありますが、
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まず成功だろうと思っています。

　それから履修ガイダンスも今までは一方的に教員が便覧と称している、今理工学部はアカデミックガ

イドといっていますけれども、それを見て説明をするだけでしたが、それを３日目の午後にグループ学

習ということでグループに分けて履修登録を実際にやってもらう、その場で仮につくってもらう。もち

ろんウェブ履修ですから実際にそこでは登録できないのですけれども、いろんなことを考えてどれをと

ったらいいかとかグループ内で、いろんな学生さんと話し合いながらやると、そういうことを取り入れ

ました。

　それからもう一つ特徴は、５日目ぐらいまでにアカデミックアドバイザー、これは次に説明しますけ

れども、アカデミックアドバイザーを決めて、指導体制をつくる。入学時からの友人づくりとそれから

履修登録の徹底ということを目標にこのフレッシュマンセミナーを行いました。ただ、ひとつ反省点は、

この手の雰囲気に合わないという学生さんも少人数おりまして、それが急に退学をしてしまうというよ

うなこともちょっとあって、反省点もあることはあるのですが、一応こういう形でオリエンテーション

を変えてみたということが一つです。

　次に、理工学基礎演習ですけれども、これはアカデミックアドバイザー制度といって政経学部さんと

似たようなものですけれども、理工学部の場合は少人数ですので一人の教員で、そのかわり全員の教員

になってもらいますけれども、大体１年生は８名から 10 名ぐらいを担当します。400 名入ってきて 50

名の教員がいますから、平均８人ですけれども、８名から 10 名ぐらいの学生を担当してもらう。学生

さんというのはアカデミックアドバイザーになったからといって、その先生のところへはなかなか行か

ないんですね、研究室はなかなか敷居が高いとみえます。それで理工学基礎演習という単位のついた授

業を置いたわけです。

　理工学基礎演習はアカデミックアドバイザーの人が担当するということで、１週間に１回その研究室

に必ず行かないといけないという状況を無理やりつくり出しました。教員と学生がコミュニケーション

をとるということが目的というふうに我々は最初思っていましたので、内容は各学系におまかせしまし

た。そうすると学系によって対応の仕方がかなりばらばらで、この辺はまた完成年度に向けて修正して

いかないといけない問題が起こっております。しかし、一応このアカデミックアドバイザー制度という

のは成功したかなと私は思っております。

　ただ、学生の希望によって、これは３年生のゼミナールとか４年生の卒業研究だと学生さんが教員を

ある程度知っておりますから選べるのですが、１年次ですからどんな教員かもわからないし、あとにな

ってあの先生についたのは間違いだなという不満も多々聞かれます。そのあたりのところも考えないと

いけません。しかし、完成年度以降もこのアカデミックアドバイザー制度というのを維持しながらカリ

キュラムをうまく見直していきたいなと思っております。写真は私の研究室ですけれども、研究室で７、

８人ですから、このように授業をやったり、あるいは演習をやったり話を聞いたり、私の場合半分ぐら

いは１週間の出来事を、学生さんの話を聞くという時間もつくっております。

　次に、キャリアデザイン特別講義ですけれども、これは先ほど黒羽先生が質問にお答えになったとこ

ろもありましたけれども、大学１年次の自分の把握ですね。高校を出て大学に入ってきて自分が今どう

いうところにいるか、それをまず認識させること。それから自分の希望、夢がありますからそれとのギ

ャップというか、どういう方向に向かっていけばいいかということを気づかせるというのが、まず１年

生のキャリアデザインの目的だろうと。そういった目的のもとで、それに対してスタディスキルの完成

とかポジティブな意識を育成するということで、キャリアデザイン特別講義というのを置きました。た

だ、これは専任の教員とかではなかなか教えきれないので、やはりこれは業者に外注ということで内容
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としてはざっと書いてきましたこういう内容で（資料「キャリアデザイン特別講義の内容」参照）先ほ

ど言いましたいろんな基本的なスキルをつけていくということをやっております。

　今ちょうど３年目に入っておりますけれども、外部業者へ委託するということで、キャリアデザイン

の講義が各専任の教員というか各学系とのつながりが非常に希薄になっている。我々としては各教員に

ぜひ授業を見てくれと盛んに広報したんですけれども、なかなか見に来ていただけなかったということ

があります。それから１年生のキャリアデザインは６人のグループに分けて８グループ、１クラスで約

48 人が授業を行っています。そうすると、グループ学習にやはりなじめない学生がいるということが

あって、これはなるべくなじませるようにはしましたけれども、これは必修科目にしましたのでこれを

落とすとやっかいなことになります。今この科目の再履修をどうするかということも悩んでおります。

　あと、授業を外部業者に委託すると、各学系の特色は当然のことながら入ってきません。従って各学

系の特色が出せなかったというところに多少反省点があるかなと思っています。ですからこれから完成

年度に向けて専任教員が主体となったキャリアデザインのキャリア教育が必要ではなかろうか、そのと

きにもちろん専任教員ができなければ外注するということがあってもいいのですが、最初から外注をす

る、丸投げをするというのは非常にいかがなものかというような反省点はございます。

　次に、ものづくり基礎ですけれども、これは機械工学系と電子情報学系、都市ランドスケープ学系、

この３学系が行っております。ものをつくるということを、なかなか今の高校ではやっておりません。

物理実験も満足にやらない、自分たちでやらないというのが今の高校教育の実態だろうと言われており

ます。機械工学系では紙飛行機をつくったり、竹トンボや投石器をつくったりとまるで遊んでいるよう

に見えますけれども、これはちゃんと力学の勉強もしているのです。それから電子情報学系、これはパ

ソコンの組み立てです。パソコンを自分で組み立ててそれを後々授業でまた使う。それとロボットの製

作です。それから都市ランドスケープ学系ですが、写真は都市ランドスケープ学系のものづくり基礎の

１コマですけれども、右側にあるような模型でまちづくりをします。これは一遍にできるわけではなく

て最終的には半期かかってここまでつくるのです。最初は模型の材料の切り方とかそういうところから

始めて、このようなものをつくっていくということです。

　最後は学系ガイダンスですけれども、これも先ほど申しましたようにフレキシブル入試で学系を決定

せずに２年次から学系に入ってくるわけ学生がいます。学系ガイダンスＡ、Ｂというものをフレキシブ

ルに入って来た学生さんに、もちろん希望によって大体どの辺に行きたいかということで学系にも割り

振ることになりますけれども、この学系ガイダンスというコマをまさにホームルームがわりに使って、

面倒を見ます。そのために各学系でフレキシブル担当を決めておきます。ただ単にどこに行くかアンケ

ートをとるだけではなくて大体年に４回ぐらい個人面談をします。その個人面談をした上で学生さんに、

君に向いているのは本当にどこだろうかというのを探していくということをやっております。ただ、こ

れも単位をつけましたので、学系ガイダンス６学系全部の説明を聞かないといけないんですね、これは

全く希望していない学系の説明を聞くのは苦痛だというような苦情も多々出ておりまして、この辺も考

えないといけない。

　ということで、理工学部の入学前教育と初年次教育の取組を工学部時代からずっと話してまいりまし

たけれども、試行錯誤で今もまだ完璧なものができていません。入学前教育というのは私個人としては

非常に疑問があります。特に添削をするということは非常に疑問があって、これもまた考えていかない

といけない。初年次教育はたしかに相当これから考えていかないと、退学者がふえていくなりいろんな

ことが起こってくるだろうと思います。そんなところが理工学部の取組です。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。時間が押していますので、続いて法学部、辰野先生
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お願いいたします。

◆事例報告　法学部

○辰野教授　法学部における入学前教育・初年次教育についてご紹介

します。法学部においても、これまでいろいろと議論を重ねてきたと

思うのですけれども、他の２学部のお話を聞くと、あっ、そうかと思

うようなところがあって、また今後の議論に活かしていけたらと思っ

てうかがっていたところです。入学前教育については先のお二方の報

告と重なるところがありますので、初年次教育を中心にお話ししてい

きます。

　法学部は学生数、法律学科約 250 名、現代ビジネス法学科約 250 名、

総数 500 名で２学科に分かれて構成されております。私は法律学科に

属しております。

まず、法学部における課題を３つ挙げます。１つ目は、学力にばら

つきがあって基礎学力に不足があるという点です。これは入試の多様

化などの影響もありますし、定数を満たすことに重点がおかれた合否判定にも原因があるのでしょう。

その結果、学習経験の不足からくる学習意欲の低さであるとか学力不足に伴う自己評価の低さであると

か、学部内、学科内での学力差などが見られるところです。

　２番目は不本意入学者の存在です。この言葉が適当かどうかわかりませんが、いわゆる第１志望では

なくて来ている、あるいは安全を図ってランクを下げてここに来ているというような学生です。ベネッ

サの調査結果を見ますと、第１志望の割合が法律学科で 44％、現代ビジネス法学科で 57％、一方で第

３志望以下の割合という人も 38％あるいは 23％ということです。３人に１人、あるいは４人に１人く

らいが第３志望以下で入って来ているという状況にあります。これは今年の１年生のデータです。

　そうしますと、授業に消極的な態度であったりとか、あるいは周囲や大学に溶け込むということに消

極的だったりという傾向があります。また、目標の喪失もあり、その結果あるいはその反動として他校

の受験を考えたり、資格試験を１年のころから考えて、授業中にも公務員試験の問題集をずっとやって

いるというような人もいます。

　３番目です。精神的に不安定な学生の存在、コミュニケーション力に欠けた学生の存在、あるいは情

報収集力が弱い学生の存在なども気になるところです。その結果として他学生や教職員とのトラブル、

それからグループ活動場面での孤立などに現れます。その一方でいついつこういうことがありますから

来てくださいとか、集まってくださいとか、こういうことをやってきてくださいということに対する反

応が悪い人がいます。全員がそろわないとかやるべきことをやってこないといったことへの影響が出て

います。こうした状況にあります。

　そこで、まず入学前教育として、７、８年前からいくつかのことを行ってきました。例えばレポート

課題とその添削です。業者にお願いしたものもあります。ただ、結果としては教員の負担が大きくなっ

たりとかコストが大きくなったりとか、あるいはその効果の有無がはっきりしないというような問題点

があろうかと思います。前のお二方のご指摘にあったとおりだろうと思います。

　一方、初年次教育ですが、入って来た１年生に対して、法学部ではどのようなことをしているのかと

いうことについて、今からご紹介していこうと思います。

　2002 年ころから新入生向けの科目を設置しようという議論が始まりました。科目名をどうしようと
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か、科目の性質をどうしようかという議論に始まり、２年くらいして運営委員会が設置されました。４、

５人の教員による構成です。科目の性質などを議論しつつ共通教材をつくろうということになり、共通

教材を作成し始めました。

　2005 年から、法学部法律学科に新入生向けの科目として「プレゼミＡ・Ｂ」という科目を設置しました。

新１年生の４月から始まる科目です。翌年、「入門ゼミ」という名前で同じ性質の科目が現代ビジネス

法学科にも設置されました。

　私が法律学科に所属しておりますので法律学科の方に設置されている「プレゼミＡ・Ｂ」についてお

話いたします。Ａ・Ｂとありますのは、春期が「プレゼミＡ」、秋期が「プレゼミＢ」という科目名に

なっております。新入生向けの必修科目で全員がとることになっています。春期は大学入門あるいは大

学生入門、秋期は法学入門というようなテーマを持たせています。週１回の講義で、共通曜日に何クラ

スかを設置しています。１クラスが 25 人程度の学生になります。全専任教員が担当します。全専任教

員で新入生 250 人を割りますと大体 10 クラスが設置できて、結果として１クラス 25 人くらいになりま

す。その 10 クラスを全く同じ曜日・時間に設置できればいいのですが、なかなか難しいので３日に分

けておいています。例えば水曜日の２時間目に３クラス設置して同時に三つ並んだ教室で行われている

というようなイメージです。春・秋別の教員です。例えば「プレゼミＡ」で春の水曜日に担当していた

とすれば、秋にそのクラスを担当する人は別の教員となります。従って学生 25 人というグループは１

年間変わらないのですが、教員が春と秋に変わり、なるべく多くの教員と接する機会を作るようにして

います。１０クラスが、共通シラバスで共通教材を使用しております。

　この科目は、学校への適応を促進する、学習意欲を高める、そして、仲間づくりの場を提供するとい

うようなことを目的として掲げて実践してきましたが、やっているうちにいろいろな副産物なり副作用

なりも出てきているところです。目指すところを一つに絞れるわけではないのですが、いずれも脱落者

の防止ということにつながろうかと思います。

プレゼミで扱っている内容について見ていきます。初年次教育用のテキストがこのところ何種類も

出されていますが、そこで扱われている項目が標準的なものとすれば、プレゼミでもほぼそれと似たよ

うな項目を扱っております。例えば大学の授業とは何かとか、単位とは何かといった大学を知るという

ところから始まって、講義にどういうふうに臨んだらいいのかとか、あるいはノートはどうとったらい

いのかとか、質問はどうするのかとか、そんなことを項目に入れております。

　次が資料収集です。これは図書館での演習などもありますが、資料を読む、集めた資料をどう読むか、

どう整理するかということです。それから議論する、レポートを書く、発表するなどの項目を扱ってお

ります。（資料「プレゼミで扱う項目」参照）今申し上げたのは扱っている大枠ですけれども、プレゼ

ミＡで扱う項目、プレゼミＢで扱う項目について、もう少し細かくみたものを資料にご紹介しました。

　さきほど、共通教材をつくっているというご紹介

をしましたが、それがこの手元にあるものです。プ

レゼミの初回に学生に配付し、教員も原則これに沿

って講義を行ってきました。中は、例えば１回目で

はどういうことをやり、２回目ではどういうことを

やりということを見開き示し、左に説明が書いてあ

り、右側がノートになっているというつくりになっ

ております。この教材の中身についても議論がある

ところでして、これまでの５年間も、毎年、改訂が
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おこなわれてきました。今後も改良が必要だろうと思います。

　なお、法学部の中の教員から要望がありまして、この教材には最後の方にレポート用紙であるとか原

稿用紙のようなページも入れてあります。レポートを出しなさい、あるいは原稿用紙の使い方について

勉強しましょうというときには、ここを使えるようになっております。

…

　次に、プレゼミの中で行っているグループ作業、図書館での演習のこと、それから講演会のことにつ

いて紹介します。

プレゼミは 25 人ですので、その 25 人でどういうふうにグループをつくっていくかというところは

苦労するところです。25 人というのは個人的な印象としては多いです。自主的にグループ作業をする

とか仲間づくりをするというのはなかなか難しいですし、仮に５人ずつのグループを作っても、発表数

が五つとなり、それだけの時間が必要となります。それでも、なるべくグループ作業の機会を多くする

ようにしています。ノートをとる練習とか新聞を読む回とか、レポートのアウトライン作成とか、こう

いう回には、グループで作業を行ったり、グループ内で議論をしたりして、そのあと全体に向けて発表

するということを繰り返しています。

　このグループ作業ですけれども、こちらがグループでやりましょうねと言ってもなかなかうまくいか

ないというのは、ご経験がある方は皆さんご苦労されているところだろうと思います。私も苦労してい

るところでして、どうやったらいいのか試行錯誤しているところです。例えばどうやってグループにな

るのか。写真にありますように机があって４人グループで作業しています。机が固定されているという

のもひとつのネックです。

　グループをどうやって決めるのかということも試行錯誤しています。グループの適正サイズがどれく

らいかということなども学部内で意見交換をしたこともあります。なかなか決めかねているところがあ

りまして、私も３人でやってみたり４人でやってみたり、５人でやってみたりしています。グループ分

けの方法にも何か工夫がないかなと思っています。昔はくじをつくって引いてもらっていたのですが、

あるときからトランプでやり始めました。学生の誰かにトランプを持って回ってもらうと、自分の札と

同じ数あるいは同じ種類の人がいるということになります。「同じ数の人があと３人いるはずです、そ

れが今日のあなたのグループメンバーです」と言って、「では、探してください」というと、ワイワイ

ガヤガヤと始まるんですね。そうした作業から打ち解けたり、積極的に動いたりといったことを期待し

ているのですが、なかなかイメージどおりにいかないクラスもあります。トランプの活用をもう一つだ

け。グループで進行役や報告者をあらかじめ決めたい場合には、「今日の進行役はハート、報告者はス

ペード」などとマークを大きく書くと、グループ内での反応が期待できます。

　写真はトランプを引いてもらっている場面です。このあと席を移動しましょうというようなところで

す。誰かが私の授業中に写真ばかり撮っているんですね。

この後、役割の設定や名札の作成などを行います。初対面同士が多いので、紙を配ってマジックを

回し、紙を折った名札をつくって自分で持って移動してくださいというようなことをやったりしていま

す。

　次に図書館の活用です。図書館の方に協力していただきまして一斉に検索の演習をしたあと、実際に

図書館内に探しに行くという作業を行っています。写真はヒントをもらった本をグループで探しに行っ

ているところです。ここでもだれかが写真を撮っていますね。そう、私ですね。授業中に写真ばかり撮

っていることが学長に知れるとまずいなあと思いながらしゃべっています。（笑）目的の本を探し出し

てきて係の人から説明を受けています。他の学部でも同じような課題が行われていると伺っております。
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できるだけ図書館に出向いてもらうための方法として図書館での演習を行っています。

　次が講演会です。プレゼミの中で講演会を実施しております。講義形式の授業あるいはグループ作業

だけではなく、国士舘に入って大学生活をするようになると、ほかでは聞けないような話や、法学部の

授業と少し離れたような話を聞ける、そんな機会を提供したいということもあって講演会を１回あるい

は２回入れています。これまでに講師の方が取り上げられたテーマです（資料「講演会／学部行事への

参加」参照）。模擬裁判、法律討論会というのは法学部主催の行事ですが、こちらにも新入生全員が参

加することになっています。

　例えばＡＥＤの世界という回があります。体育学部の田中先生に毎年来ていただいています。実体験

を伴うものですので学生には好評です。法学部とは関係ない話かと思っておりましたが、最近は法律の

問題とも関係づけてお話をしていただいております。それから終身刑を扱った時もあります。『ライフ

ァーズ』というアメリカの刑務所に終身刑で入っている人たちのドキュンメンタリー映画がありまして、

その監督を講師に招いて、この映画の上映会を行ったあとに講演をしてもらいました。大きな多目的ホ

ールでしたが、監督さんに話をしてもらい、フロアに質問を求めたところ、いくつも質問が出ました。

質問が出るとほかの学生たちも聞き入ったり、身を乗り出したりしてくるということを経験しました。

　次に、プレゼミの効果について考えてみます。プレゼミは、少人数クラスでグループ活動中心に行っ

ております。そして学習スキルの獲得を目的において行っております。したがって、専門的なものとい

うよりは、どうやって勉強していくかというようなことに重点が置かれているわけです。効果が上がっ

ているとすれば、能動的な学習態度の修得、主体的な資料収集、自主的なグループ活動などに結びつく

ことが期待されます。

　それから大学生活の目標や目的の発見につながればいいと思っております。もう少し短期的には、２

年、３年のゼミナールへの準備ですね、法学部の場合には２年生からおおまかに専門領域に分かれてい

きます。そのための準備として１年生の後半のプレゼミで導入的な話が出てきます。学部教員の全員を

知る機会というのは１年生にはほとんどないのですが、プレゼミで人が入れかわり立ちかわりで担当し

たり、プレゼミでの合同授業などでいろいろな教員が出てくると機会を設けることで、会ったことがな

いという教員の数を減られせると考えています。

　それから居場所づくりと帰属意識の定着です。プレゼミを起点として４年まで友達関係が続いている

という例はよく見ますので、居場所づくりにはなっているのだろうと思います。それから帰属意識です

ね。大学のことを知る、あるいは学部講演会を行って大学ならでは雰囲気を出すというようなことが、

帰属意識に影響するといいなと思っております。

　最後は、脱落予備軍への早期対応という点があります。毎週決まった担当者が必修科目として行って

いますから、１回休んだ、２回休んだということの把握が容易であり、そのまま脱落することのないよ

う早めに対応することが可能になります。

　一方、プレゼミの課題は何かということです。一つはクラスサイズです。今の 25 人は大きいと感じ

ます。選任教員全員で担当してもこの数です。ある教員が２度３度担当するのか、教員数を増やすのか、

あるいは学生数が減ると解決するのでしょうか。関連してクラス編成も課題があります。現在は、学籍

番号順に１組、２組、３組、４組とランダムに振り分けていますが、入試区分ごとのクラス編成の方が

いいのか、あるいはさらに別の編成方法がいいのか、そこがよくわかりません。

　それから評価方法ですね、こういった性質の授業ですし、ましてグループ作業をやっていますから、

個人個人に成績をつけるときにどう評価するのかが難しいところです。毎回出席して作業をやっていれ

ばＡなのか、その作業の出来ばえによって差をつけるのか、グループ作業の場合はどうしたらよいのか、
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貢献度を反映させるのか、といったことが議論はしていますが、なかんか一定基準には定まりにくいと

ころです。

　それから再履修クラス設定の難しさがあります。頻繁に休んだ、評定が悪かったという人を再履修で

次年度にもう一回受講させるのかどうかです。１年生向けの授業なので２年生が来ても浮いてしまうと

ころもありますし、内容も２年生向けではないということもあります。

　教員の負担も課題です。グループ作業をやったりして何かのレポート課題などを出すと、こんどはそ

れを添削して返すことになります。繰り返すと効果があるだろうなとは思う反面、課題を出せば出すほ

ど負担が増えることになります。グループワークでも、学生同士がやっているので教員の負担が少ない

ように見えますがそうでもなくて、グループ作業をうまくいかせようとすると、なかなか負担があると

いうこともあります。プレゼミは、従前の担当科目数にプラスされる形で導入された経緯もあり、プレ

ゼミ自体の負担増には限界があります。

　次に、ＦＤとの関連についてです。プレゼミを導入するまでの準備段階では、初年次教育科目をどう

するのかということについて学部内で頻繁に議論が行われました。そこでは学部教育における問題点の

抽出とか共有などがなされましたし、初年次教育の性質や扱う内容の検討もなされてきました。

　共通テキストをつくる段階や教材の選定、例えばどのようなＤＶＤを使うのかとかどんな図書を置く

のかといった点についても議論をしてきました。今振り返れば、学部内でこうした議論を重ねることで、

問題点の共有やそれぞれの工夫点を出し合うといったことができたのではないかと考えています。

　それからプレゼミという科目自体が大学の講義そのものを扱う内容ですので、自分自身の授業方法を

点検するいい機会になるだろうと思います。グループワーク主体ですので各学生の反応を観察する必要

があります。自分が指示してグループ作業をやるわけですが、グループ内はどう動いているのかという

ことは逐次見ないといけませんし、またどんな内容のノートをとっているのか、どんな発表なのかとい

うことも観察しないといけません。

　さらにグループワーク自体も一定程度スキルがいることだろうと思いますので、これをやろうと思う

と、ある程度新しいスキルも習得していかなければなりません。

　ＦＤとの関連についての２つ目です。プレゼミでは、合同授業や講演会を設定しています。同じ曜日、

時間に何クラスか設定しておりますので、場合によってはいくつかのクラスでの合同授業が可能です。

例えば私が詳しいものを扱うときには３クラス分合同で 25 人×３を相手に何かをするというようなこ

とがあります。そうすると、ほかの２クラスの教員の方もサポートに入っていただいり、あるいは共同

作業をするということになります。複数の教員が同じ授業に参加することになりますので、あらかじめ

の意見交換や、講義中のやりとり、共同作業などが可能になります。ということは、ほかの人がどうい

うふうにしゃべっているのかとか、どういうふうに接しているのかを見ることになり、非常に刺激にな

ります。また、学生からしても授業中の教員同士のやりとりを見る機会が新鮮なはずです。

　また、プレゼミに関しては、学科会議等でその進捗状況などについて定期的な意見交換が行われてい

ます。担当クラスの状況を把握しておいて報告する必要がありますし、それぞれのクラスの工夫点や問

題点、課題などを報告する場でもあります。結果として情報の共有が行われます。前回の内容はなかな

かうまくいかなかったなあと感じている時でも、人の話を聞いてみるとあそこは皆うまくいっていない

所なのかというようなことは経験しますし、その場合にどうしてうまくいっていないのか、あるいはど

ういうふうにしたらうまくいったのかということを話し合ってみたくなります。

　最後に、全般的な課題と今後の展望です。全体を通じての課題として「少人数教育を実施するための

教員数の確保」、「外部委託先の選定および外部委託の費用」、「効果の測定」、「入学前教育と初年次教育
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のつながり」、「上級生の関わり」などを挙げました。こうした課題を踏まえて現在こんなことができな

いかということを検討しておりますので、これをご紹介しておわりにしたいと思います。

　入学前から卒業までの個人を軸とした教育はできないものか、入学前の段階から入学後と継続して何

らかの教育ができないか。それは例えば個人の学習履歴を蓄積していくような方式をとって課題を出し

てその成果を残し、あるいはそれに対する指導なども残し、すなわちポートフォリオと呼ばれるような

ものが導入できないかを検討しております。あるいは入学前から入学後に継続する指導や助言を行うと

いったことです。入学後の学習目標の設定に対して助言を行うとか、外部なども含めた各種懸賞などの

紹介、あるいは資格試験の受験、海外留学の紹介など何らかの目標を見出しやすいような指導を入学前

からずっと継続的にできないかも考えたいところです。また、リーダー的学生の育成ができないかを考

えております。周辺学生への波及効果などを期待してのことですが、意欲が低い人たちのすくい上げな

のか、あるいは一部リーダー的な人たちを養成してその影響を期待するのか、どういう学生に働き掛け

ていくのかといった辺りは議論のあるところだろうと思いますが、いずれにしろ、多くの学生に対して、

学習意欲の刺激につながればいいなと考えております。

　以上、法学部の紹介でした。ありがとうございました。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。これで３学部の「入学前教育・初年次教育に対する

取組」のご報告が終わりました。皆さんの心の中にいろんな刺激、疑問というようなのが残ったことと

存じます。

　続きまして、学部の状況ということで体育学部、文学部、２１世紀アジア学部についてご報告をいた

だきます。体育学部については、入学前教育・初年次教育に関する教員の意識について、意識調査アン

ケートというものをとっていただきました。それのご報告、分析。そして文学部では、考古・日本史専

攻のフレッシュマンキャンプの試みについて。そして２１世紀アジア学部については、かつての取組か

ら今後の検討課題へというところでご報告を受けたいと思います。

　それでは、田原先生よろしくお願いいたします。

◆学部状況　体育学部

○田原教授　体育学部の田原でございます。体育学部では過去には

宿泊を伴うフレッシュマンセミナーのようなことが行われていたこ

とがあったようですが、現在では組織的な入学前教育・初年次教育

というものを行っておりません。そこでまず、学部の一人一人の教

員がこの件についてどのように考えているのかを知る必要があると

思いまして、アンケート調査を実施いたしました。本日はその結果

をご紹介することで体育学部の報告とさせていただきます。

　お手元の資料をごらんください。

　まず、質問と回答の１番です。「近年の大学入学者の質の多様化か

ら、入学前教育や初年次教育の必要性が言われています。体育学部

学生の状況から、入学前教育または初年次教育は必要だと思います

か。当てはまるもの１つに○をつけてください。」こういう質問をし

ました。これに対し 70.8％の教員が「必要だと思う」と回答し、「必要だとは思わない」という回答は

わずかに 8.3％、また「どちらともいえない」が 20.8％でした。

　その理由について２番で尋ねたところ、いずれの回答にも学生の現状に対する問題点が指摘されてい
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ました。特に学科の特色を十分理解しないまま入学してきている学生が少なくないとか、建学の精神、

愛校心を育てたい、大学での学び方がわかっていない、基礎学力の不足やマナーの問題などが多く挙げ

られました。

　３番のところでは、具体的にどのような内容の教育を実施すべきかについて考えを具体的に述べても

らいました。時間の関係でここでは内容を紹介しませんが、詳しくは資料をごらんください。

　次に４番のところで、教員が自分の授業の中で初年次教育に相当する内容を実践している場合には、

その具体的な内容について書いてもらいました。するとかなりの教員が個別に各自の授業や課外活動を

通して学生に対する教育を工夫していることがわかりました。

　以上のような調査結果から幾つかのポイントが見えてきました。

　まず、各学科に共通して指摘されていたことの一つに授業を受けるときのマナーがありました。授業

で許されることと、許されないことが授業科目によって大きく異なるようでは教育上好ましくありませ

ん。そこで学部共通のルール、マナーを設定してそれをすべての教員が共通認識をもって学生の指導に

当たるということを行わなければ、十分な効果が得られないように思われます。また、学科として必要

な基礎学力は当然のことながら学科の特徴が反映されます。講義と実技でも異なるわけです。こうした

ことから学部共通の課題と学科別の課題を精査した上で、入学前教育・初年次教育をいつ、どのように

行うと効果的なのか、その具体的な内容や方法について、体育学部の現状に即して検討する必要がある

と思われます。その第一歩として、例年実施されている開講前のオリエンテーションの内容を今一度見

直してみるということも一つの方法かもしれません。

　本調査から学生に対する問題意識という面では、既にある程度学部内の合意ができているように思わ

れます。そこで、これまで教員が個別に努力して行ってきたものを、今後はより全体的な教育効果を上

げていくために学部と学科の双方から組織的に取り組んでいく時期にきているのではないかというのが

体育学部の現状です。

　５分以内ということですので、簡単ではございますが、以上で体育学部の報告を終わります。

○加藤副委員長　どうもご協力ありがとうございます。

　それでは、文学部の須田先生よろしくお願いします。

◆学部状況　文学部

○須田教授　文学部の須田と申します。私はレジュメをつくってまい

りませんでしたので、お話を聞いていただけたらと思います。これか

らお話ししますのは文学部全体ではなく、考古・日本史学専攻という

専攻で行っているフレッシュマンキャンプの話です。

　４月当初の新入生のガイダンスの時期に、毎年、９０名前後の専攻

の新入生全員と４年生の指導学生１０名ほどをつれて埼玉県の秩父に

出かけまして、秩父のスポーツの森というところで１泊のキャンプを

実施しています。そうしたことを始めた理由は、２年次から３年次に

なるときに、３年次に進級できない学生が毎年１０数名発生します。

もちろん多い年と少ない年があるわけですが、そうした学生はいつご

ろからそうした状況が発生したのかということを追及してみますと、

数字として把握できるのは３年次になるときでありますけれども、少

なくとも２年次ではなくて１年次にはすでに、こういう状況が発生していることがわかってきました。
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１年次から引きずったことが、結果として３年次に進級できないということがわかってまいりました。

さらに１年次を調べてみますと、１年次も終りのころではなくて、最初のころにはすでに始まっている。

つまり大学に入学した直後ぐらいからそうした状況が始まっていて、２年間引きずった結果、３年生に

なって露呈するということだろう、と私たちは判断をいたしました。

　そうであれば、１年生の頭初に授業がはじまる前の段階に、学生たちに対して必要なことを行うこと

が大切だと考え、フレッシュマンキャンプという行事を始めたわけです。先ほど話しましたように新入

生に対する指導の時期は、授業が始まる前でなければいけないと考え、新入生のガイダンスの期間中に

１日、日曜日がありますが、その日曜日の前か後かの１日を使いまして実施しているわけです。実施し

ていて思うことは、短時間でやったのではそれほど成果が上がらない、やはり１泊してコテージの中で

友達といろんな話をしながら友達関係をつくっていくことが必要だと思います。

　最初に秩父駅に集合したときには、彼らはまだ顔見知りになっていませんので、ほとんど無言の集団

ですけれども、１日半たって帰るときにはワイワイガヤガヤ、ものすごくうるさい。たった１日半で、

そのくらい変わってまいります。18歳という年齢で、しかも同じ専攻というベースを持っていますので、

私たちが友達関係をつくる場を与えてあげれば、すぐ友達関係ができるようになります。あとで学生に

聞いてみますと、私達が考えているよりもはるかに、新入生たちは大学生活に不安を抱いているようで

す。友達ができるだろうか、大学生活にうまくなじんでいけるだろうかということを心配しながら入っ

てくる学生は予想以上に多い。あとでアンケートをとりますと95％以上の学生たちは「やってよかった」

と回答をしますし、「来年、１年生で入ってくる学生にも、ぜひ同じようにしてあげてください」、「で

きれば私たちが２年生になったときもこういうことをしてください」というような回答も出されており

ます。

　キャンプ中に行っていることの一つは、履修届の関係を完全にこの場所で済ますこと、キャンプの間

にすぐ登録できるまでのところまで指導をするということです。それは教員と４年生の指導学生を 10

人連れて行きます。昼間の時間は、履修届の方法を教員とその４年生の指導学生が一体となって進めま

す。あと、夜の時間は、なるべく指導学生と新入生が自由に話できるように、専門の勉強についてはど

うなのか、あるいは学校教育について、クラブ活動はどうなのかというような身近なことを体験した４

年生に、これは教員と話すよりも４年生と新入生のみで本音で話すことも必要と思いますので、そうし

た時間を設けています。そして１泊するわけですが、これは４人で１室のコテージになっています。４

人のグループで入るわけですが、そこでは同級生同士の話が進むのだろうと思います。

　翌日はスポーツを行ない、半日、ドッジボールをします。競技についてはサッカーをやりたいとかソ

フトボールをやりたいとか、いろんな要求がありますが、なるべくだれもが経験したスポーツ、女子も

男子も参加できる競技が望ましいのでドッジボールを行っています。学生に言わせると、「ええーっ、

大学生になってドッジボールかい」というようなことを言うのですが、終わってみると本当に楽しかっ

たと言っています。競技は総当たり制をとりますので、全員の人を相対するわけで、すべての人と顔見

知りになるわけです。

フレッシュマンキャンプでは、そんなことを１日半過ごして研修をやっているわけですけれども、

そのことで最初の授業から履修届を失敗するということはほとんどなくなりましたし、また、最初の授

業からスムーズに入れるようになってきました。専門教育というのは、そうした準備を経てから取り組

んだらいいというふうに思っています。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。文学部の須田先生、こうしたフレッシュマンキャン

プは文学部では考古学系のみですか、ほかにもやっているのですか。
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○藤田文学部長　泊まりは考古だけですけれども、あとバーベキュー大会、それからクラス全体でその

教室に集まっていろいろなものをつっつきあいながら学生同士の話し合いするとかいうようなことも他

専攻でやっています。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。

　それでは、表先生よろしくお願いします。

◆学部状況　２１世紀アジア学部

○表教授　２１世紀アジア学部の表です。平成 14 年（2002 年）にス

タートした２１世紀アジア学部もことしで８年目を迎えました。２１

世紀アジア学部での入学前教育・初年次教育は、ほかの学部と大体同

じような流れの中で進んできて、同じような問題につまずいていると

いうのが、今日のこのシンポジウムで非常によくわかったような気が

します。簡単な資料１枚だけつけておきましたけれども、こちらの方

に今までの入学前教育への取組と、それから初年次教育の代表的なも

のを挙げておきました。

　まず、入学前教育ですが、現在２１世紀アジア学部の入学前教育は

中断した状態になっております。今まで幾つかの取組は行ってきたの

ですけれども、資料にかつての取組と挙げましたように、例えば最初

のころにはアジアや日本に関する課題を３つぐらい用意しまして、合

格した学生にその中から１つを選んで調べた結果を報告してもらうということをやりました。入学する

前からアジアや日本への関心を高めてもらって、情報集めなど自分なりに取り組む姿勢を育てようとい

うねらいで行ったわけですけれども、合格した学生はかなり熱心に一生懸命調べて報告をしてくれたの

ですが、それに対して私たち教員の方が十分な対応をすることができなかった。報告させただけで何も

フィードバックできないという状態になってしまって、教員で対応するにはとても時間的に無理がある

ということで、これはすぐにやめになりました。

　その後、今度は予備校のプログラムを利用して文章表現力を鍛えようという形に転換しました。文章

表現力は入学後も非常に役に立ちますし、レポート作成の基礎などをあらかじめよく把握しておいてく

れると、大学に入ってからもやりやすいということがありました。ただ、合格する時期が 10 月から３

月までと幅広く、早い時期に合格した学生は余裕をもって取り組めますが、前期試験で合格した学生に

なるとかなり限られた時間の中でこのプログラムをやるという形になりますし、後期試験で合格した学

生になりますと下手をするとガイダンス期間中にまだこれをやっているというふうなことも起こりま

したので、そういった合格時期の違いで考えると、

限られた学生しか対象になりません。あるいは私

どもの学部は留学生が大変多いので、留学生には

どういった形でこういったプログラムを実施でき

るのかというところでいろいろと問題がありまし

た。そして費用的にもかなりこれは高くつきます

ので、現在のところはどういう方法がいいのかを

模索中ということで、入学前教育は中断した形に

なっています。
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　次に「今後の検討課題」というのを挙げておきました。こういった文章表現力の養成というのはうま

く効果が出せれば非常に意味がありますので、日本人学生と留学生、あるいは合格時期の違いを踏まえ

ながらうまくこれをやっていけるプログラムがないかどうかをこれから検討していく必要があると思い

ます。

　２番目に、「アジアへの関心を喚起する」ということを挙げたのですけれども、特に 10 月、11 月に

合格が決まってしまう学生ですと、試験に向けて小論文や面接のためにそのころは一生懸命アジアにつ

いての本を読んだりしているわけですが、合格が決まったと同時にすっかり気持ちが緩んでしまって入

学するまでにアジアへの関心がかなり薄くなってしまっているというふうなケースも見られますので、

そういった関心を持続させていく、高めておくようなこともやる必要があると思います。あわせてアジ

アについての基礎知識もしっかりと身につけておいてもらうようなこともできればと思っています。

　３番目に、「大学の仕組みを理解する」というのを挙げました。学生は入学して１週間程度のオリエ

ンテーションでいろいろなことを詰め込まれていくわけですが、とても消化しきれずに授業に望まなけ

ればいけません。もう少し早い段階から大学の仕組みを理解してもらうことも入学前教育の一つとして

必要なのではないかというふうに考えています。

　次に、初年次教育ですけれども、私どもの学部はアジアについて学ぶとはいっても非常に幅が広く設

けられておりますので、学生によって関心を持っている分野も相当広いものになっています。そこで必

修科目を極力減らして選択科目を多くしてあります。学生としては自分の好きな科目を選んで勉強でき

るという利点はあるわけですけれども、しっかりした柱を持っていないと、つまみ食い的に授業を受け

て、結局自分は何を中心に学んだのかよくわからないで終わるということも出てきてしまいます。そこ

で１年生のうちに、アジアについて最低限こういったことはしっかりと踏まえて勉強してほしいという

ことを伝えるための「２１世紀アジア学入門」という科目を設けています。８つの分野について８名の

教員、１人の教員について７回から８回程度の授業ですけれども、限られた時間の中で最低限押さえて

おくべきポイントを教えていくという科目を設けています。

　そしてもう一つが総合演習です。学部創設のときから、１年生から４年生までゼミをやる必要がある

と考えて、この総合演習という科目を設けています。これは専門的な内容にかかわらず大学で勉強して

いくために必要な「調べる、考える、発表する」といった力を養っていく科目になっています。１クラ

ス 20 名程度の編成で日本人学生と留学生が一緒に勉強するようにクラスの設定をしています。同時に

ホームルーム的な役割として担当の先生と気軽に話ができる、あるいはまずゼミのメンバーから気軽に

話ができるように仲間づくりをしていく、そういったことで大学になじんでいくためのきっかけになる

よう考えて、こういった科目を実施しています。ただ、最初からかなり試行錯誤で、手さぐりで進んで

きた関係で現在授業内容がクラスによってかなり違いが出てきていますので、他学部の取組を参考にし

ながらもう少し統一した方針で授業が行えるように現在検討を行っている途中です。

　簡単ではありますけれども、２１世紀アジア学部の取組についてご紹介させていただきました。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。これで６人のパネリストのご発表が終わったところ

でございます。時間は大幅に超過しておりますけれども、この際ですので、ぜひ会場からここで発言し

ておきたい、質問しておきたいということがありましたら受けていきたいと思います。

　どうでしょうか、挙手をお願いいたします。

◆質疑応答

○福原（国士舘史資料室）　国士舘史資料室の福原と申します。質問ではないのですけれども、１件お
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願いがあります。国士舘史資料室にございます展示室を初年次教育に活用していただければ非常にあり

がたいと思っております。この４月、５月も何名かの先生は学生さんを連れて来られまして、「ちょっ

と見せてください」とか、「ちょっと簡単でいいから説明してください」という先生が何名かおられま

した。

　国士舘史資料室はこの４月に開設したばかりです。文学部の教授で理事の阿部先生が室長で、職員は

今５名おります。一応月曜日から土曜日まで９時から５時の勤務ですけれども、時間は遅くなるけれど

も、そのときに行くからということであれば対応しますし、祝日でも祭日でも事前に言っていただけれ

ば一応スタッフ５名、365 日営業するつもりでおりますので、ぜひぜひ、ご利用していただければと思

っております。あの中の資料を見ていただければ、もう私が言うまでもありませんけれども、国士舘の

創立から今まで政財界のすばらしい、すごい方々がかかわっておられます。そういう話を聞くだけでも

新入生は、まんざら国士舘も捨てたものではないな、いい大学なんだな、すごい歴史があるんだなとい

うことを感じるだけでも不本意の気持ちが少しは変わっていくのではないかなと思いますので、先生方

に今年はまだ構いませんし、来年の４月からでもぜひぜひご利用していただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　以上です。

○加藤副委員長　どうもありがとうございました。国士舘大学のＦＤ活動の中でもそういう建学の精神、

現代における意義というような問題意識はやはり基本に据えるべき課題の一つであると思います。先ほ

どの体育学部の田原先生のご報告の中にもマナーとか、この大学は何を目指しているのかというような

部分でのご指摘がありましたし、法学部のプレゼミの資料の中には当然その部分も割いております。そ

ういった意味で大学というところは学生、教員、職員、そして父母も交えたいわゆる学問的共同体とい

いますか、コミュニティであるわけですから、そういう中での血の通った、心の通う教育、人間関係と

いうようなものを形成していく上で、その基礎になるものに建学の精神があるのではないのかという具

合に、私は理解しております。

　ほかに質問ございませんでしょうか。

　福永先生、どうぞ。

○福永教授　平石先生と福田先生にお尋ねいたします。

　まず、平石先生のご報告に大変興味深く拝聴いたしまして、わずか１年しかやっていないフレッシュ

マンゼミの分析のところで法学部は４年間実績があるのですけれども、その分析結果と余り変わらない

分析結果が出まして、平石先生の分析能力の高さをまざまざと見せつけられたような気がいたします。

　平石先生のご報告の中でＦＤ推進の工程の第１期、第２期、第３期というご報告がありましたけれど

も、これは政経学部では第１期というふうに理解させていただいてよろしいでしょうか、法学部の方は

実はもう第２期、第３期のところまで入っておりますけれども、政経学部の方は第１期を始めたところ

なのか、それともそこをもう少し充実させて第１期でまずはそこをきちっとやってからというふうにお

考えになっているのかという点をお尋ねしたいと思います。

　質問だけ先にさせていただきます。福田先生には入学前教育について変更を検討中であるという報告

がございましたけれども、具体的にどのような方向性をもって検討中なのかということが、もしあれば

お話いただきたいと思います。

　あと、もう一点は法学部の学科主任をしておりますので、辰野先生の報告に追加をさせていただきま

す。法学部の場合は１年次、特に初年次教育の中でここにも来ておられるのですけれども、法研指導と

いう科目をやっておりまして、せっかく各学部に自分が一生懸命やろうと思って入っていたけれども、
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初年次教育が余りにも一般化され過ぎていて自分の専門とは密接にかかわってこない、せっかく興味を

持っているのに興味を持ったことがなかなか十分できないということ、そういうことから法学部では伝

統的にかなり早い時期から法研指導という形で基本科目について指導を行っております。各先生方、特

に法学部専門の基本科目を担当されている先生方がかなりのエネルギーを使ってやっておられまして、

それがまた夏休みには法研合宿ということまでやっておりますので、そういう取組も法学部はやってい

るということを付け加えさせていただきます。

　では、質問について、ぜひよろしくお願いいたします。

○加藤副委員長　それでは、平石先生からお願いします。

○平石教授　非常に過大なほめ言葉をいただきまして恐縮でございます。

　ご質問の件で政経学部ではＦＤの工程表の中で第１期、第２期、第３期の中で、第１期と位置づけ

ているとお話をいたしました。実は、FDの工程表は、現在の執行部の便宜的なロードマップであり、

FDをしてこなかったわけではないわけです。政経学部は１学年 1,000 人を超える非常に大きな学部で、

学科別でも非常に学生数が多く、１学年 400 人を超えるような学科もあります。政経学部は、大学全体

を維持する責任があると認識し、まず政経学部の受験生を増やしていくために、カリキュラム改革であ

るとか、それから学部・学科のコースの改革であるなり、こういうことをずっと続けてまいりました。

　ＦＤの考え方からすれば、カリキュラム改革、それから学部改革、これはＦＤに当たるわけです。し

かし、大学当局からＦＤ委員会を学部内にたち上げなさいという要請を受けて、具体的に目に見えるロ

ードマップをつくって明確化させましょうと言うことになりました。そして学科ごとに課題を、徹底的

に議論をして解決方策を出し、学部改革とか学科改革も行ってきました。そして、大学全体のＦＤ活動

にあわせて、全体を見通せるような具体的な工程表をつくろうということになりました。それが、この

ように３つの段階に分けたということになります。

　ですから第２期になると学生ごとのポートフォリオをつくるとか、学習の達成度のアンケートを実施

していこうとしています。授業アンケートは、現在は無記名式で授業評価にしていますが、記名式の達

成度評価に変えていくと、具体的な FD活動を設定してロードマップにしてあります。これは先生の方

で恐らく検討されている部分であり、または相当近い部分があるのではないかと思います。大学全体に

合わせて、単に第１期、第２期、第３期というふうに分けているということだとご理解いただければと

思います。

○加藤副委員長　まず、その辺についてよろしいですか。なかなかロードマップの中での位置づけとい

うのは教員の中での温度差、認識、不均等発展とかありますから、なかなか難しいところだと思います。

　それでは、福田先生お願いします。

○福田教授　入学前教育ですけれども、発表の中でも申しましたけれども、添削に関してすごく疑問と

いうか効果が余りない、かなり費用がかかるものですからその辺の見直しを今考えております。数学に

関しましてはプレスメントテストを実際に４月の段階で行います。今までは入学前教育とプレスメンテ

ストは全く無関係で独立してやっておりましたけれども、結局この入学前教育のところで理工学部独自

の問題集をつくりまして、これは前期入試の学生さんだけに配付して、その中からプレスメントテスト

が当然出てきますよ、出題しますよというようなことでのモチベーションを高めるということで対応し

てみようかなと思っています。それからあと、小論文の方ですが、これも何とかしないといけません。

教育産業のベネッセさんが、いろいろ企画をされています。やはり添削をするのではなくて、どうも優

秀作品を披露するというような形で対応されている。こちらはそれに乗っかろうかなという形でやって

おります。
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○加藤副委員長　よろしいでしょうか。今回の特に３名のパネリストのご発表の中で、表先生も含めれ

ば４名のご発表の中で入学前教育というのは、やはり連携が難しいという部分で非常に困難なところに

あるだろうというところなのだと思います。それを乗り越える鍵はどうなんでしょう、法学部の発表で

はＩＣＴを活用したような形のものに取り組んでいきたいと、それに対して平石先生はパソコンの普及

度からいって高校の方がそういうＩＣＴ教育にパソコンを使うということに対して余り乗り気でない高

校もあるのではないか、そうなると難しいのではないのかという部分があるのだと思います。

　そういうようなものを超えてラーニングポートフォリオというのですか、学習履歴というようなもの

をしっかり入学前から４年間学士課程に続けて取り込んで、そしてあなたは国士舘大学でこうしたもの

を学んだのですよという自信を与えて社会に出していくということが、大学の説明責任といいますか、

社会的な使命を果たすのではないか、あるいは学士力を底上げすることにつながるのではないのかとい

う問題意識を我々は共有しているというところではないかと思います。

　クロージングとして本日は共通理解の促進ということで全学的に取り組める課題は何なのか、あるい

は個別学部の特殊性として取り組んでいくべき課題はどうなのか、それからフロアからのご質問にもあ

りましたけれども、建学の精神といいますかマナーとかそういう基本的な部分でどのように共通の理解

を促進していくのか、そして今日語られた内容というものを一人一人の教員が自らの日々の教育実践、

自らの専攻と結びつけた自己改革の中にいくばくかでも反映されることができれば我々本日のシンポジ

ウムを準備した者としては、非常にうれしいものではないかと思います。ということで、大変つたない

コーディネーターでしたけれども、これでこのパネルディスカッションを閉めさせていただきます。ど

うもありがとうございました。（拍手）

○司会　パネリストに拍手をお願いいたします。（拍手）

○司会　パネルディスカッションを大変お疲れさまでございました。それでは、本日のシンポジウムの

総括としまして、岡田学長室長より閉会のご挨拶を申し上げます。
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閉　会　挨　拶

岡田　　繁
（学長室長）

○岡田学長室長　皆さん、長い間、３時間半にわたって熱のある討論、その他困ったこと、今後の問題

点を話していただいたのですけれども、最後に加藤先生からもおっしゃっていただいたので私から何も

言うことはありませんが、特に今日の話の中で基調講演をしていただいた黒羽先生どうもありがとうご

ざいました。

　それからパネルディスカッションで６学部の先生方、いろいろ議論をしていただいたのですけれども

立場、立場によって違うと思うのです、学問の状態によっても違う。ただ、この垣根を越えていただい

てお互いにこういうところをやればもっとよくなるだろうということを、お互いにちょっとこれからは

出していただきたい。それからもう一つ大事なことは専任の教員と非常勤の先生、それから職員の方、

これがやっぱり一体にならないとなかなか今お聞きしたいい話がうまくスムーズになかなかいかないの

ではないかということが感じられます。今後はそういうところも考えていただく。それから留学生への

対応、１割近くおりますので、そういう学生たちに対する対応を今後進めていっていただければ、ます

ますよく年間 500 人もの退学者がいなくなるような形になるのではないかと思っています。

　このあと、10 階のスカイラウンジで意見交換会もありますので、そこのところ話をしていただけれ

ばと思います。今日はどうもご苦労さまでした。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。これをもちまして本日のシンポジウムを閉会とさせていただきます。

なお、先生方のお手元にはアンケートがあるかと思います。アンケートにぜひご回答をいただきまして、

入口の回収箱の方に入れてくださいますようお願いいたします。

午後４時３５分　閉会
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資　　　　料
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　2009.9.12; 国士舘大学，第2回 FDシンポジウム

「中長期的な大学教育の在り方について」の骨子
（●は黒羽のコメント）

黒羽　亮一

中央教育審議会大学分科会第2次報告案・2009.8.26（中教審2次と略称）
1．公的な質保証システムに関する経緯と課題

　大学設置基準、設置認可審査、大学評価基準（学校教育法）

　事前規制型（1991年まで）の長所＋事後確認型の長所（1991年以後）＝併用型へ

　2011（平 23）期間別評価の第二サイクル開始期に

●やがて法律・省令の改正となろう。91 年改正への感慨

２．公的な質保証システムの検討に関わるその他の観点

①大学内部の質保証の仕組み

　情報公開；社会に対する説明責任を果たすために重要なので体制の整備が必要

　　　　　　情報項目の具体化、提供するデータベースの構築、情報発信推進のための方策

　自己点検・評価

　学内情報集約・分析のための部署や担当者の配置。担当専門職員の育成。

　自己点検・評価内容の共通化、執行不適切な場合の対応如何

●授業評価の歴史（1982 年 IDE 米国大学調査の経験）

　学協会、大学団体、大学コンソーシアム等の支援

●大学基準協会、私大連盟、私大協会　など

　「教育学術新聞」、「IDE現代の高等教育」など

●大学教育学会（旧一般教育学会）日本高等教育学会　ほか

　事後確認の体制；設置認可→完成年度間は履行状況調査、認証評価機関のチェック、疑問事項調査仕

組みの検討

②学生支援・学習環境整備の観点からの質保証

　学生支援とは学生相談、学習支援、経済的支援等

　正課外教育の在り方の検討（一例；部活動を伴うキャンパス　ライフ等の検討）

　学生支援担当教職員・専門家を活用した組織づくり

職業指導（キャリアガイダンス）の大学教育内への位置づけ

　入学時からの職業観・勤労観の培養

　授業科目の選択等の履修指導・相談・助言・情報提供 etc.

●戦前学生（生徒）主事、戦後は学生部・「厚生補導」

●大学セミナーハウスなどの活動、「IDE学生生活セミナー」



45

●大学教育学会（旧一般教育学会）、日本高等教育学会

● GP政策の今後？「学士力」？

③グローバル化の進展の中での質保証

　主として、今後行政的に整備すべきこと。やがて個別大学への要求となろう

　ダブル . ディグリーなど組織的・継続的な教育関係の構築

　単位互換の対象となるプログラムの質の確認、研究指導や学位審査の取扱い等の検討
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政経学部資料
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理工学部資料
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法学部資料
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平成 21 年 9 月 12 日

　第2回 FDシンポジウム

入学前教育・初年次教育に関する教員の意識
（体育学部）

田原　淳子

【調査の概要】

調査対象：体育学部専任教員全員（60 人）

調査方法：アンケート（用紙およびメールに添付したワードファイル）を教員に配布し、教授会にて学

部長および学部の FD委員長より調査への協力を依頼。回収方法は、調査者のメールボッ

クスまたはメールにファイル添付で返送。

調査期間：平成 21 年 7 月 30 日～ 8 月 17 日

回…収…数：24（回収率 40.0％）

【質問と回答】

…1……近年の大学入学者の質の多様化から、入学前教育や初年次教育の必要性が言われています。

体育学部学生の状況から、入学前教育または初年次教育は必要だと思いますか。当てはまるもの１

つに○をつけてください。

…2……上で回答した理由
（注）回答者の所属学科：＜体＞体育学科、＜武＞武道学科、＜医＞スポーツ医科学科、＜こ＞こどもスポーツ教育学科

①必要だと思う理由

◆大学・学科への理解
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・＜武＞初年次教育は特に必要と思われる。学力の問題以上に道徳教育（本学の建学の精神等）を充実

させる必要を感じる。

・＜体＞体育学部を選んだことに、自信と誇りを持ってもらいたいから

・＜医＞＜こ＞学科の特色を十分理解しないままに入学してきている学生が少なくない。

・＜こ＞学科毎に実施すべき（スポ医は特に必要）。

・＜医＞将来、何になりたいか、ビジョンが明確になっていない（何をしたいか）。大学にきて何をす

るのか目標を設定する必要性を感じる。

・＜医＞学年が上がっても勉強に向かう姿勢を認められない。これは、初年次に、大学とは学問をすべ

き所であるという刷り込みが足りないためと思われる。

・＜体＞大学での目標設定が曖昧であり、さらに 4年間の学習手順（継続）を正しくセットできないで

いる学生が多くなっている。

・＜こ＞目的意識を明確にする→キャリア教育の大学生版が必要。

・＜こ＞大学での学び方、自己教育力などを身につけないと授業をこなしていけない。

・＜こ＞高校までの教育、学習とは異なる部分もあるので「大学での学び方」といった基礎的なものを

どこかで実施する必要がある。

◆学生の多様化・学力の問題（基礎知識、国語力）

・＜こ＞学生の将来の進路が多様化しているため

・＜こ＞学生の学力と学習意欲の差が目立つ

・＜体＞高校時代、普通科だけでなく各種多様な学科枠者の集団だから学力の低い入学生の多い現状に

対応する必要がある。

・＜体＞体育学部には競技力で入学している者が多い現状、この学生への特別なガイダンス、補習授業

の必要がある。

・＜体＞専門的教育の指導に入る前に基礎的な教育の必要性があると感じる。

・＜武＞体育学は学際的要素が大きいため、基礎生物学、有機化学の一部の習得が必要と思う。スポー

ツ医学で、基礎的な用語を 2年生で理解していない学生が多い。

・＜医＞入試科目に生物、化学など理系の試験が必修に入っていないため、新入学は理系の基礎的なこ

とが理解されていない（スポーツ医科学科）。

・＜医＞＜武＞高校ですでに学習してきているであろうと思われる項目の欠如が疑われる場合もある。

・＜こ＞国語の力（語彙、作文力、話す力、レポート作成）が非常に力不足と感じるため

◆マナーなど

・＜こ＞ルール（マナーの低下）

・＜武＞「授業中に話さない」「携帯をいじらない」「お菓子を食べない」「飲み物の容器を机に置かない」

「iPOD を聴かない」などおよそ当たり前のことができていない。講義中に必ず一回はこのようなこ

とで注意をしている。しかし、このようなことは幼稚すぎて、議論することすら空しい。

・＜武＞エレベータで、教員が降りる前に乗ってくる学生を見て唖然とする。また、教員が目の前にい

るにもかかわらず、エレベータ内で携帯で会話したり、2201,2301 教室の外のベンチに寝ているのを

見ると、この学生が社会人としてやっていけるのかとても心配になる。

②必要だとは思わない理由

・＜医＞本来は高等学校教育の問題と考える。

・＜医＞講義の中で説明を加えながら（補習的な部分）進行すればよいかと思っている。
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・＜体＞体育学部において一般にいう学力が何を意味するのかわからないが、話を聞くに授業ができな

いほど学生間の私語が多いような学部では、加減乗除も出来ぬ学生ばかりとか、このような学生に

補習をしても意味がない。要するに、入学者の質の問題は学力にあるのではなく、もっと違う所に

あるのではないか。

③どちらともいえない理由

・＜武＞科目によって異なるため。

・＜医＞入学試験の多様化に伴って、様々な学生が入学してきている。したがって、学力の低い学生、

意欲のない学生など、それぞれの問題点が異なるため、全てのニーズにあわせた教育を実施するの

は困難だと思ったから。

・＜医＞スポーツ医科学科に関しては、学生が十分やる気を持っていれば今までの教育体系で十分であ

るはずと考えてはいるが、現実には大学に来ている自覚のない学生が多くなってきている気はする。

・＜こ＞授業の受け方などは、オリエンテーション時に指導し、学部もしくは学科の教員が共通認識を

もって授業に臨むことが望ましい。

・＜こ＞前任校では、少人数のゼミ形式で初年次教育を実施していた。内容は、国語教育をベースにし

たものであったが、共通のテキストを指定してもそれを使用しない教員がいたり、教員間にかなり

温度差がみられ、学生への教育の質の保証という面で疑問が残った。

…3…　どのような内容の教育を実施すべきだと考えているか。

◆大学・学科への理解

・＜体＞学部の教育理念（「国士舘はこんな大学なんだ」を理解させる）

・＜体＞大学の歴史、建学の歴史を知ることにより、愛校心を培う。

・＜体＞舘歌・応援歌・寮歌等の指導。各クラブの公式戦等の応援を行い、帰属意識を高める。

・＜こ＞オリエンテーションなどにおいて各科目の趣旨などについて十分な説明を実施する。

・＜医＞卒業までに取得できる資格とその方策についてのガイダンス

・＜医＞＜体＞授業の受け方・取り組み姿勢など

・＜こ＞進路別にクラス編成する。

・＜こ＞少人数で学科の目的・目標に合った教育

・＜こ＞体育学科・武道学科（推薦・AO等については春期休み）

・＜体＞大学生としての常識、基礎知識が十分でない学生が多いことから、1年次に要点を明確に理解

させる教育を実施する。

◆学力の問題（基礎知識、国語力）

・＜こ＞学習することの意義と学習方法、授業方法を理解させ、学士力を高める。

・＜こ＞授業の受け方、レポートの書き方などを組織的に実施する必要がある。

・＜医＞＜こ＞読書、ディベート、プレゼンテーション、レポート、論文の書き方、語彙力学習等

・＜体＞基礎知識習得のための座学教育

・＜医＞ 1年次に、生物、化学などの理系の基礎的なことを集中講義で行う。

◆マナー・人間性

・＜医＞全体の基礎的実習や団体行動の指導

・＜武＞学力以上に人間性を高める教育が必要

・＜武＞学部で講義中にしていけないことを統一する。

◆コミュニケーション
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・＜こ＞少人数制・談話方式

◆その他

・＜医＞どのような教育をするかという以前にそれぞれの学科で基本的な項目、知っていなければなら

ない項目がどれくらい頭に入っているかを入学直後に評価してでないと対策は立てられないと思う。

…4……自身の授業の中で、すでに初年次教育に相当する内容を実践している場合の具体的な内容

◆大学・学科・進路への理解

・＜こ＞ 3月（入学前）の競技力向上の合宿に参加させる。

・＜こ＞自主ゼミを立ち上げ、教職に対する意識を高めるようにした（こどもスポーツ教育学科の町田

校舎として）。

・＜体＞教師資格取得の目的意識の低さに悩むことが多い。普通授業の中で毎度話をする必要がある。

・＜こ＞ 1年生春期の授業では、大学生活に慣れていくため、生活の変化に配慮した話題提供を心掛け

ている。

◆学力の問題（基礎知識、国語力）

・＜医＞内科学の講義前に、各臓器の位置、機能について解説している。

・＜医＞救急救命士国家試験の出題範囲である「救急救命士標準テキスト」を入学直後より読ませている。

・＜医＞スポーツ医科では以前のカリキュラムではいわゆる物理、化学等の補講的な講義があったが、

受講してもらいたい学生がとらず、得意な学生がとっていた過去はあったと思う。現在もコマは少

なくなったが数理統計学で基本的な学習はさせている。

・＜医＞英語の語彙力が弱いので病名や病状に英単語をつけて身近になるようにしている。

・＜武＞高校ですでに習得していると思われることでも用語の解説を行ったり、言葉の定義を明示して

から、講義の核心に触れるようにしている。

・＜体＞大学ではアスリートとしても人間的にも最も大きな成長ができる。しかしながら、それは基盤

となるトレーニング理論を熟知していることが条件である。そこで「トレーニングにおける心構え」

として、高校にプラスする教育をしている。

・＜こ＞小レポートを書かせると、やはり基礎学力である国語の力に学生間の大きな差を感じている。

読む、書くという時間はできるだけとりたいと思っている。

◆マナー・人間性

・＜武＞部活動において訓育を時に実践している。

・＜体＞「教員の話を聞くように」「質問をするように」の 2点が最初に必要な条件かと思う。最初に

この条件を強調しているが、体育学部に入ってくる学生は、他学部の学生とは違って話を聞いてく

れる学生が多いと思う。

◆コミュニケーション

・＜体＞野外活動部では、「新入生歓迎会」の名目で宿泊合宿をおこない、アイスブレーキングを取り入れ、

仲間づくり活動を中心におこなっている。

【まとめ】

調査結果から、回答者の約 70％の教員が入学前教育・初年時教育の必要性を感じていた。この種の

教育の実施に対する賛否にかかわらず、教員の共通した認識として、入学生の大学や学科に対する理解

の促進の重要性、学生の多様化と学力不足・マナーの低下が指摘された。これらの問題に対しては、教

員が個別に各自の授業や活動を通して、学生に対する教育を工夫している様子が伺えた。また、一部の
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学科・科目では、基礎知識に関する問題が顕著であるなどの特徴もみられた。以上のことから、学部共

通の課題と学科別の課題を精査した上で、入学前教育・初年時教育の具体的な内容や方法について、開

講前のオリエンテーションのあり方を含め、学部と学科の双方から組織的に問題解決に向けた検討を進

める時期にきているといえる。
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　第２回ＦＤシンポジウム資料

21世紀アジア学部の入学前教育・初年次教育の取組
表　きよし
（21世紀アジア学部教務主任）

　入学前教育
《かつての取組》

①３つの課題から１つを選び、調べた結果を報告する。

→アジアや日本への関心を高め、自分なりに取り組む姿勢を育てる。

→報告に対して教員が十分に対応することができなかった。

②予備校のプログラムにより文章表現力を磨く。

→文章を書くための要点を把握し、レポート作成などの基礎力を身につける。

→合格時期が異なるため、余裕を持って取り組めない場合がある。費用が高い。

《今後の検討課題》

①大学で学ぶ上で必要な文章表現力・読解力を養成する。

　日本人学生と留学生、合格時期の違いに対応したプログラムの検討が必要。

②アジアへの関心を喚起する。

　課題研究に取り組む、課題図書を読むなどの方法でアジアへの関心をさらに高める。

　アジアに関する基礎知識を身につけておく。

③大学の仕組みを理解する。

　入学後のオリエンテーションだけでは十分に理解することが難しい。

　あらかじめ仕組みを理解しておくことで、余裕を持って授業に臨むことができる。

　初年次教育
《21世紀アジア学入門》

１年生必修科目。Ⅰ（データ・思想編）、Ⅱ（歴史・社会編）、Ⅲ（法制・政治編）、Ⅳ（経済・ビジネス編）

の４科目８分野を８名の教員が担当。

アジアについて考えていく上で最低限必要な事柄を取り上げていく。

アジアについて学ぶ手がかりをつかむ。

《総合演習》

１年生必修科目。春期が「総合演習１」、秋期が「総合演習２」。

１クラス２０名程度で、日本人学生と留学生、男女のバランスに配慮してクラスを指定。

「調べる、考える、発表する」能力を養っていく。

ホームルームとしての役割。気軽に相談できる教員と気軽に話ができる仲間を作る。

クラスごとに授業内容に違いがあるため、他学部の取り組みを参考にしながら、統一した方針で授業が

行なえるよう検討している。
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