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午後１時 30 分　開会

開会のことば
磯辺　武雄
( 副学長・FD推進室長 )

磯辺　皆さんこんにちは。ただいまご紹介頂きましたＦＤ委員長の磯辺でございます。

　本日は大変お忙しい中、第６回ＦＤシンポジウムにご参加いただきまして、大変ありがとうございま

す。今回は、教務関係の内容が中心ということもございまして、各学部等の教務関連の教職員の方々に

もぜひ今日は参加していただきたいということで、すでにご案内をさせていただいているところでござ

いますが、今、見渡しますと、ほぼ全学部の関連の教職員の方々にもご参加されておられるということ

で、改めて厚くお礼申し上げます。

　このＦＤ委員会は、平成 21 年の５月に第１回のＦＤ委員会を行っていますので、設置されてちょう

ど２年と２カ月が経ったところでございます。この間このＦＤ委員会では、１期２年の、３期６年のロー

ドマップを作りまして、ワーキンググループごとにそれぞれ与えられたテーマで、とりあえず第１期の

テーマを研究してきたところでございます。平成21年度と同22年度が第１期の２年になるんですけど、

今年の３月がちょうどその第１期のとりまとめの時期、つまり第１期の最終年度ということでとりまと

めるということになっておりました。

　それを受けて、実はこの第１期のとりまとめを、報告会を兼ねてそのシンポジウムを３月にやる予定

でいたんですけれども、ご存じのように３月 11 日の東日本大震災のためにそれが開催延期になりまし

て、そしてやっと本日にその開催の運びになった次第でございます。従いまして今日のシンポジウムは、

３月に予定していたものが本日に開催ということでございます。ですから、シンポジウムの内容は３月

に予定していた内容とまったく同じ内容で、今日のシンポジウムは行われるということでございます。

　この第１期の各ワーキンググループの活動の概要ですが、これにつきましてはすでにＦＤ委員会の広

報誌であります ｢ＦＤニュースレター｣ の創刊号を先月の６日付で発行しておりまして、そこにこの第

１期のとりまとめの概要が載っておりますので、併せて、ご覧になっていただければ有難いなと思って

おります。

　ところで、本学では昨年、日本高等教育評価機構によりまして、大学機関別認証評価を受審したとこ

ろでございますけれども、今年度から第２サイクルの認証評価に入ります。この第２サイクルにおきま

しては、教育の内部質保証システム、自己点検評価の実質化ということを重視する方向が示されており

ます。ですから、今日のシンポジウムはまさにこれに関連する内容の報告にもなりますので、是非、こ

の教育の内部質保証システム、自己点検評価の実質化といった、このことを踏まえながら本日のシンポ

ジウムの報告をお聞きになって、また参考にしていただいて、これからの本学のＦＤの取り組み、ある

いは各学部におけるＦＤの取り組みに何らかの益するものがあれば、主催者としては、この上もない喜

びでございます。

　限られた時間ではございますけれども、パネラーおよびフロアーの皆様方が、お互いに熱のこもった

活発な意見交換を期待しまして、私の開会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございま

した。（拍手）
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挨　　　拶
清水　敏寛
（副学長）

清水　本日は第 6回目のＦＤシンポジウムが開催されますが、はじめに、磯辺委員長を中心とするＦＤ

委員会のメンバーの方々におかれましては、講義等の仕事の傍ら、大学全体としてのＦＤ活動にご協力

いただき感謝しています。

　広い意味でのＦＤの意義は、大学の設立の趣旨に沿った社会貢献（主として世の中の役に立つ人材を

育成して送りだす）をする上で、その目的を達するために計画立案、実行、点検、評価，いわゆるＰＤ

ＣAサイクルが機能的に働くようなシステムを作る必要があるという点だと思います。しかも、大学

が自律的にできるようなシステムを作らなければなりません。独善や自己満足に陥らないために、その

システムがうまく機能しているかどうかを数年に 1回以上外部機関、第 3者機関に評価してもらいなさ

いということが法律化されたということだと思います。これは、外部機関の要請に大学からの解答を出

してそれを採点してもらうということではなく、自律的に教育機関としての目標を設定してそれを実現

するためのシステムを自ら作るという点です。全体の趣旨は、どの大学でも同じ解釈だと思われますが、

実際のＰＤＣAを動かすシステムの具体的な話になると、大学ごとに様々なタイプが出てくるものと

思われます。ある大学で成功したからといって、我が大学で成功するとは限りません。それは、大学の

構成員の内容や、大学の歴史、設立の趣旨等に密接に関係しているからだと思います。今までの、ＦＤ

シンポジウムでは、外部からの講師をお招きして、他大学の取り組みやＦＤの一般論を聞くことが主で

あったわけですが、今回は、国士舘大学のＷＧの取り組み内容が主であるので、国士舘大学のＰＤＣＡ

サイクルを動かすＦＤシステムの全体像が明らかになるのではないかと期待しています。

　いうまでもありませんが、ＦＤ活動は委員だけに任せるものではなく、大学に所属する全員が意識を

持って活動していかなければなりません。生き生きとした活力のある大学にするように皆で協力してい

きましょう。
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プログラム

「ＦＤ委員会の取組」

第４ワーキンググループ　座長　　　　　　　　文学部教授… 濱中　　修

第１ワーキンググループ　座長　… 辰野　文理

第２ワーキンググループ　座長　… 川口　直能

第３ワーキンググループ　座長　… 木阪　貴行

第４ワーキンググループ　　　　イラク古代文化研究所教授　西浦　忠輝
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◆趣旨説明

濱中　今、磯辺先生、それから清水先生、お二人からご説明がありましたように、今回のシンポジウム

は３月の下旬に開かれる予定でしたけれども、地震の関係上今日開かれることになりました。今日のシ

ンポジウムのテーマは、「ＦＤ委員会の取り組み」でございまして、そのシンポジウムの趣旨というの

は、ＦＤ委員会が発足し２年が経過しようとしているこの間、ワーキンググループにおける活動の報告

を行い、関係機関とも調整し、今後の教務への活用を目的として行われたというふうなことでございま

す。これまでの５回までのＦＤシンポジウムの結果というものは、このニュースレター、それからこの

シンポジウムの報告集にまとめられておりまして、我々教員もいつでも見ることができますので、見逃

した方、聞き逃した方は是非ともＦＤ推進室のほうに来ていただいて資料を手に取っていただきたいと

思います。

　今日は、ＦＤ委員会の取り組みということで、第１ワーキンググループは、「シラバス様式の改定」、

第２ワーキンググループは、「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は、「きめ細

かい成績評価の評価法の導入」というテーマに沿って、それぞれご発表いただき、また議論を展開して

いきたいと思います。それでは早速よろしくお願いします。

司会　それでは、第１ワーキンググループのシラバス様式の改定を、第１ワーキンググループ辰野座長

にお願いいたします。
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◆第１ワーキンググループ報告　「シラバス様式の改訂」　

辰野　第 1ワーキンググループは、シラバス様式の改定というテーマで 2年間検討してまいりました。

メンバーは以下のとおりです。私は 23 年度からの担当ですが、今回はまとめということでこれまでの

活動をまとめまして、ご報告させていただきます。

　ＦＤ委員会においては、シラバスを掲載することの議論は飛ばしてもいいと思うのですが、そのシラ

バスについて現状のままでいいのかというような問題意識が背景にあり、そのシラバスのどこをどう変

えればいいのかというような問題設定のもと、2年間検討してまいりました。

　主な活動内容としては、一つ目として、他大学のシラバスを収集しました。これは 1年目のメンバー

の方々がご尽力くださり、比較、検討しました。二つ目は、シラバスの問題点及び課題の抽出というこ

とです。実際にシラバスがどのように使われているかということや、教員の立場から見てシラバスにど

んな問題があるのかといった点について、いろいろ議論をいたしまして、結果としてシラバスの活用を

推進するという目的で手を加えるという結論になりました。そして、活用を図る方向性としては有用化、

つまり使う必要がある、あるいは使うことでメリットがあるということ生み出すような方法。もう一つ

は操作性の向上。ちょっと面倒だとか、見にくいとか、そういう点を改善する。この二つの手を加える

ことでシラバスの活用を促進したいというのが、グループの結論です。そのためにはどうしたらよいか

ということで、シラバス項目の変更や追加、あるいは様式、形式の改定を試みまして、今回の提案に至っ

ております。

　まず他大学シラバスとの比較ですが、28 大学ほどのシラバスとの比較を行いまして、このあたりの

項目が本学のシラバスにはないということを確認しました。それがどういう項目かと言いますと、履修

条件、それから、学生のコメント、到達目標、授業準備としての予習、復習に関してのこと、それから

授業の方法についてなどの記載が、ほかでは多く見られるのですが、本学の現行シラバスにはないとい

うことが分かりました。

　それらを踏まえて、では、シラバスの活用を促進するにはどうしたらいいのかということを議論しま

した。一つ目は、シラバスの有用度を高めるということです。シラバスは、いつ学生が使うかと言うと

履修登録のときですが、それしか使わない、見ない、あるいは、そのときさえ見ないという学生が多い

という話は、多くの先生からの意見にありました。また、学期中の活用もないという課題もありました。

そこで、利用しやすいレイアウトはどういうものなのか。そして、有用化を図る方法としては、ほかの

資料などへのリンクを貼るというのが一つ目です。二つ目は、学生一人一人の履修登録やポートォリオ

との連携です。その学生が履修登録をするとか、いろいろなレポートや提出物などを貯めていく、いわ

ゆるポートフォリオ、そういうものと連携させてはどうかということです。三つ目は、新しいメディア

の導入です。授業期間中その学生の達成度を図りながら、そしてその達成度を見ながら授業の中身を修

正していってもいいのではないかということです。それが講義の質を高めることにつながるのではない

か。そんな結論に至りました。

　学期中に修正するかどうかという点については、本学の数回前のシンポジウムでも議論がありました。

シラバスは契約だから変更してはまずいのではないかという意見がある一方で、授業の中身は動くとい

う意見もありました。折衷的ですが、シラバスに提示した課題や参考文献については変えていってもい

いのではないかといった結論です。その場合、課題などの変更の可能性をどこかに明記しておく必要は

あると思います。後ほど例をご紹介したいと思います。

　次に有用化の方向性です。有用化の話をもう少し煮詰めるとどういうことが出てくるかと言うと、ま
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ず授業選択時の使用としての利用を促進するということ、それから学期中の利用促進、さらに講義内容

に関する情報を学生がシラバスを通じて得られるようにする、あるいはさせる、強制的にですが、そう

いう方向性ですね。例えば資料を紹介したり、課題を載せるということです。それからわかりやすさの

向上ですね。視覚的にすることでわかりやすさは向上するのではないかと考えました。

　また、追加や変更が望ましい項目としては、他大学との比較状況などを踏まえ、テーマをキーワード

に変更するという点、到達目標を追加すること、評価も具体的評価が今二つあるんですが、それを一つ

にまとめてはどうかということ、それから授業の方法、具体的な授業の方法ですね、それから履修上の

注意の追加です。以上が具体的な変更の提案です。微修正になるのかもしれませんが、シラバス様式の

改定という点に答えるとすれば、こういう点が具体的な提言になろうかと思います。

　さらに、様式や形式も変更してよい、そこまでも視野に入れてよいということになれば、教科書や参

考図書について、図書館の検索にリンクさせるとか、担当講師情報を教員一覧とリンクさせるとか、時

間割表から科目一覧で見て、履修登録や単位計算ができる仕組みにしたり、単位情報を表示できるよう

にするとか、画像や動画を用いた授業紹介を試してみるとか、そういうことが考えられます。

　さて、以上を踏まえまして、サンプルを作ってみました。例えば、今のシラバスと同様にシラバス画

面でログインすると時間割表に飛ぶイメージにしています。これは全部架空の科目ですが、一例として

金曜日の 1、2、3、4、5 限までを入れてあります。それぞれのシラバスをここで確認後、ここから登録

するというイメージです。登録するというところをクリックすると、下の表の単位で反映されます。現

在登録中の単位だけではなく、これまでに履修した科目、卒業に必要な単位数等々も入っていて、成績

表と同じような形式になっています。時間割表からシラバスが見られ、登録する際に履修単位などが表

示されるという形式です。これ自体はオリジナルでななく、どこかの大学で見たような気はします。

　次に一つの科目を例として取り上げます。犯罪学という科目で、ちょっといかがわしい名前ですね。

これがシラバスです。それで、今使っているシラバスの色目などはいじっていませんが、何が違うかと

いうのを見ていきます。先ほどご提案しました点のいくつかを変えています。順番は飛びますが、まず

この画像などを見ていただきます。ここに動画がありまして、私が、授業の様子を紹介している画が動

きます。さらに担当者の紹介にリンクをしています。これは国士舘のページと思います。研究した情報

をデータベース化して出している国士舘のページにリンクしています。

　授業の狙いなどは今までどおりですが、ここに「授業のキーワード」というものを加えました。この

授業では何を目的としているか、あるいはこの授業の狙いは何かということをいくつかのキーワードで

示しています。それから「授業の方法」を新たに加えています。授業の方法は学部、学科により様々

だと思いますけれども、同じ形式で行うとすると、動画を見ると大体分かるようなになると思います。

ちょっとご紹介してみます。これは授業風景です。ちょっと小さいですけど見えますでしょうか。こう

いう規模の教室でこんなふうにしゃべっているんですよというのがわかるかと思います。

　次に、これが教科書の紹介ですね。先ほど申しあげましたように、成文堂さんの紹介ページにリンク

していたり、アマゾンの紹介ページにリンクしています。それから、毎回スライドを印刷したプリント

を配布するというようなことを紹介するために、配布資料をイメージしてもらうために一部を写真で載

せています。参考書も同様です。

　それから、「到達目標」です。これが新たに加えられた項目です。これは、第 4回のシンポジウムで

佐藤先生が御講演くださいましたが、そこで中心に取り上げられていた目標をどういうふうに設定する

のかということを具体化したものです。この学期中この授業を取ると、こんなことができるようになる

ということを簡潔に、さらに具体的に、そして評価に結び付くように設定してはどうかというご提案だっ
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たと思います。佐藤先生の指示に沿っているのかどうかどうかわかりませんが、こういう内容を記載し

ました。たとえば、日本における戦後の犯罪動向を説明できるかです。これらを到達目標として掲げ、

これらが最終的な評価対象になって、これができれば単位になると、そんなつながりだったと思います。

このあたりはシラバス様式の改訂の枠を超えて評価方法などの議論になるのかもしれません。

　そのほか、具体的な評価方法、何が何％、何が何％などを明確にしています。それから、レポートの

ことなどもシラバスにあらかじめ入れてあります。それから履修上の注意、関連リンク、それから関連

する科目等々が入っていて、あとは毎回の授業の内容を紹介するページに移るという形式です。関連す

るホームページなどへのリンクについてですが、現在の形式は 1個までしか入らないんですけれども、

それを複数入れることで授業の予習、復習、あるいは課題を出す際などに関連するサイトや資料を紹介

することを直接シラバス上から行うというイメージです。最後に課題の内容を書いた部分やリンク先な

どは変更する場合があるというようことわり書きを入れています。

　シラバスサンプルは以上です。シラバスの存在やシラバスの全体像みたいなものは変更していません

が、登録前や学期中により使えるようにするにはどうしたらいいかということと、それから分かりやす

くするにはどうしたらいいかということ、使い勝手を良くするにはどうしたらいいのかという観点から

改訂案を作ってみました。そのための方法として、時間割であるとか、履修登録であるとか、そういう

ものと一体化させることで有用性を高めていく、それから、画やリンクなどを多く用いることで使いや

すく分かりやすくするということ、そんな方向性を検討してみました。それがこうした提案になりまし

た。以上で報告を終わります。ありがとうございました。（拍手）

司会　ありがとうございました。それでは、今の第 1ワーキンググループの報告につきまして、10 分

程度の質疑応答をしたいと思います。質問ある方は挙手をお願いします。

清水　さきほどリンクがあったマナバとは、どういう関係になりますか。

辰野　法学部でポートフォリオを導入しておりまして、それを試しております。画面上はリンクしてい

るのですが、今のところはシラバスとは独立しています。例えばレポートを提出させる際にマナバ上に

提出させることは可能です。授業からレポートを提出させてそれを貯めていく、あるいは、そのレポー

トを集計して評価などを返すというところはリンクすると思います。

清水　シラバスとリンクしていると、学生さんにとってはいいと思うし、シラバスを利用する回数も増

えると思うんですね。そこから資料や画像やレポートもそこに出せるようになっていれば、すごく学生

さんも使い勝手がいいと思います。

辰野　マナバとの連携は可能だと思いますし、そうしたほうがいいだろうと思います。ただ、今のとこ

ろ一部の学部生しか使用できませんので、ここで載せるのを控えました。シラバスとポートフォリオの

連携は、学部や授業形式の違いによってその有り様もだいぶ違うのではないかと思います。今回のもの

はあくまで例なので、こういう形に全部統一すべきという意見は持っておりません。ただ、先ほど申し

上げました二つの方向性を目指して作っております。授業期間中も使えるようにしてもらえたらいいの

ではないかと思いますし、分かり易くなるのではないか、あるいは有効性を高めるのではないか、といっ

た方向から提案を致しました。

司会　次の方、どうぞ。

磯辺　今、辰野先生の方から、時間割からシラバスが見られ、なおかつ登録状況も分かるというような

提案が出ましたよね。そこでこれは教務関連の方に聞きたいのですが、本学のシステムでそれは可能な

のかどうか。お聞きしたい。今の提案は学生にしてみれば登録日数も少なくなるでしょうし、リンクな
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どについて、教務関係の方に解答願います。

司会　回答できる教務方いらっしゃいましたらどうぞ。

辰野　構想があると聞いています。時間割からシラバスに行き着くというのは今検討されているはずで

す。それから、さきほどのマナバに関するご質問に加えますと、マナバのようなポートフォリオとリン

クしておけば、履修登録の段階でシラバスを見ながら、ああ、この科目は取ったな、そしてそこではこ

んな勉強をしたな、こんなレポートを既に出したなということをその場で確認しながら、新たな科目を

選択して登録することができるという利点はありますね。

司会　何か提案ありませんか。これを教務に提案したほうがいいという人はいないですか。

発言者　では、私の方から答えます。今、辰野先生からご紹介のあった時間割表と履修単位との関連づ

けについてですが、現行のWeb 履修登録の機能といたしましては、学生自身が取れる時間割が一応開

示できるような形の機能となっております。そこから必要な科目をクリックすることによって履修登録

が行われていくわけなんですけども、今現状では、単位集計のところまではカバーされておりません。

そういった機能のご希望があるのであれば、やはりこれは教務のほうとして検討していただきたいと思

います。そんなに難しいことではないです。

司会　ほかにありますか？

発言者　今回の提案は、非常にシラバスの様式が使いやすそうだなという感じがします。ただ、他の先

生がおっしゃられましたように、学部の授業科目内容によってはずいぶん特徴が出てきます。例えば実

技などはどういうようにしていくのかと。技術系はどういうようにしていくのかと。そういうものがあ

ると思いますので、それはそれで納得したものにしていけばよろしいかと。要するにこのシラバスから

何を教えて、何を学ばせるかといういわゆる指導要領のようなものです。

　その中で、いろいろな所にホームページをリンクされていますが、リンクというものは簡単にできる

ものでしょうか。許可を得なくていいのかどうか。これだとどなたのものでも使って、みんなで教えよ

うという形になっていて、これが情報化社会で非常に有効だと思うのです。要するに教員がどんどんリ

ンクして、ここを使いなさいよ、これを使いなさいよ、ここに良いものがありますよということを学生

に教えることにもならないのかと。法律上許されるなら構わないですけれども、よその所に飛んでいけ

ば良いもの取れるんだよではなく、レベルアップしてどこにあるかを探すのも教育のひとつ、大学教育

の中に必要なものであるという気持ちで発言させていただきました。

　それともう一つ、学力差というのが非常にあると思います。例えば到達目標まで到達しないといけな

いが、到達目標を達成しないと単位がないとなると、困ることになるので、到達目標というのは、「こ

ういうものがあるんだよ」と示すような、到達目標というものもある程度考えてシラバスができないか

なというのが私の感想ということです。非常に長くなりまして申し訳ありません。

辰野　ありがとうございました。リンクが違法かというと問題ないと認識しておりますが、中にはリン

クする際には連絡してくださいというようなページもありますので、ものによるかと思います。

発言者　実は私、学会でホームページを持っていまして、必ず理事会に出てくるのが、リンクを貼って

いいですかという問い合わせです。でも不法にリンクをしている場合には、断っています。これはちょっ

とマナー違反じゃないかということです。情報化社会の非常に重要なマナーじゃないかなと。

辰野　さきほど触れるべきでしたけれど、ここに貼っているリンクは公的な所だけにとどめています。

そこから先の問題は先生ご指摘のとおりだと思います。もう一つその先の資料先を紹介する際の方法と

して、ここにこういう資料があるといったように全部手取り足取りというのではなく、授業中、例えば

何々を見なさいと板書するのと同じようなイメージでリンクを貼って、さらにそこから自分で何かの作
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業しなさいというふうに使うべきだろうとは思います。ただ、その点になると、今度は授業の運びとか、

教材提示の方法とか、さらに広がる話かと思います。十分な検討をしておりませんが、ご指摘の点につ

いてはそのとおりだと思います。

　それと、到達度についてですね。私には答えられないところもありますが、あのときの佐藤先生のお

話はどうでしたでしょうか。そこまで到達していないとダメというふうに受け取りましたが。

木阪　実際に授業で行われている現場の状況にシラバスをあわせることはどうかというと、そういう契

約なのですから、やっぱり契約としては明らかに問題があって、僕としてはこういうのは、去年のもの

は当然のせてありますよ、そのまま、課題については。今年のものはそれをやりながらその場でパーセ

ンテージを付けて、それが見れる状態にしておきます。去年と今年のを。去年のものは確定ですね、シ

ラバスの方は。シラバスというコンセプトをだんだん見させるような、それは賛成なんですけれども、

もともと元来の契約でシラバスのほうはやっぱり変えないほうがいいと思います。どういうことかと言

うと、別冊でもっと何というかシンプルな、何をやりますという程度のそんなに細かく書いてないよう

なシラバスはシラバスとして置いておいて、それと関連したものがあるというのがいいのではないかな

と思いました。

辰野　そうですね。ありがとうございました。

発言者　今シラバスは各教員が作りますよね。今、ご紹介のものが素晴らしいというのは分かるんです

けど、これを例えば教員に作れと言われてもほとんど作れないと思うんですけど。今こういった形で作

られているシラバスがありますよね。これも各教員が自分で作れと言われても多分作れません。

辰野　シラバスのリンクとか画像などについてのご質問でしょうか。実際にシラバスでこういう形をす

るなら、雛型を用意する段階で画像を入れるメニューなどを用意しておくことになると思います。そこ

に写真を入れるのですが、最小限のファイルの知識は求められることになります。

発言者　いや、シラバスというのはあくまでもこういう授業をやりますよ、これに対してあなた方、こ

の程度の能力を要求しますよということを示すのがシラバスであって、これですとまた別の何か情報を

得るためのような気がするんですけど。もう少しシラバスというのはシンプルでいいと思うんですよね。

そうしないと、学生の方も何を勉強するのか、どこまで勉強しなきゃならないのかというのが、パッと

見て分からないとシラバスの意味はないと思うんです。これだと何かちょっと複雑すぎるような感じが

します。

辰野　ご意見分かりました。シラバスをもっと用いてもらおうという方向性を重視して、こうした形式

にしたという経緯はあります。シンプルな方がいいんじゃないかということに対しては意見を持ち合わ

せていませんけれども、こういう形を強制するものではないと思います。画像やリンクなどは雛型とし

て用意されていても、記載の際にそこが抜けていても構わないと思います。もともとシラバス様式の改

定の中では、抜けている項目のいくつかについては入れたほうがいいだろうという方向で議論しており

ましたので、さらにシンプルにとか、というのは議論していない点なんです。おっしゃるとおりの面も

あるかと思う反面、ちょっと議論していなかった点なので、今お答えができません。

発言者　ぜひその辺も含めて検討していただきたいと思います。シラバスは、あくまでもその科目がど

ういう科目であるか、まず内容を知る。それからどこまで自分が勉強しなきゃならないかというところ、

それが問題だと思うんですね。それを知らしめるのがシラバスであって、それにいろいろなものを使い

ますよというのはいいんですけど、シラバスの範囲を超えているような感じがしているんです。

辰野　分かりました。科目の内容を知らしめる方法として、画像を使ったりいろいろなものを使った方

がわかりやすいんじゃないかという視点で進めてきたということです。
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発言者　様式の改定というのがワーキンググループの仕事なので、もう今日の発表でご報告の内容はわ

かりました。シラバスで一番問題なのは、学生が見てるか、見てないかということなんです。そこを放っ

ておいて、中がどうこうとか言ってもそれ以前の問題だというところもあります。そうすると今日の内

容に関連してくるのは、見させる必要があるということで、そのためには、例えば時間割とのリンクで

あったり、あるいは科目登録とのリンクというのが有効なんじゃないですか。なぜならば見るからです。

ということをまず強く申しあげたいと思います。

　あと、今のその中身を充実させるということに関して、先生がちゃんと書かないというのも問題なん

ですよ。様式がどうこうという以前の問題ですよね。書かないというのは書けないということも含まれ

るわけですので。それを今みたいにこういうふうにやりましょうと言ってリンクがこうでああでなんて

言ったら、大変に見えるわけですよ。しかもそれがシラバスの範疇をやっぱり越えていると思いますね。

先生のおっしゃったようなそういう盛り込みというのは、授業でやればいいじゃないですか、授業の中

でやるべきことだと思いますよ。それがなんでシラバスの中でやらなければいけないのか。システムは

大丈夫ですか。コストを低減するためにはあまりプラスしないほうがいいだろうという言い方でも構い

ません。なので、シラバスはシンプルにする。あるいは盛り込みたい人は盛り込めばいい。盛り込まな

くてもいいという形にしたほうが良いと考えます。

　あとは大事なのは、見ることですよ。まず先に、学生が必ず見るというシステムはどうしたらいいか

ということを考えてみる、あとは先生が作りやすいようにということも含めて整理して考えて、おそら

く教務の方で考えていかれると思いますけども。そうすればよろしいんじゃないでしょうか。

辰野　ありがとうございました。一律ではないという点は、そのとおりです。

質問者　学生にシラバスを見せるというのは非常に大事なことだと思うのですが、学生が読んだのか。

このシラバスをちゃんと読んでいるのかというのをどこで確認するんですか。

辰野　中に課題を入れ込んだり、シラバスから資料を紹介してそれを読んでみるというやり方になりま

す。もちろん一人一人が読んだかどうかをチェックするということは無理ですけども、授業の前提とし

てシラバスを少なくとも時折確認して、授業の流れとか課題とか、出される資料とかを学期中も見るよ

うに仕向けたいということでして、それを見たかどうかの確認まではシラバス上では難しいと考えてい

ます。

発言者　学生さんがログインをして自分を認証した後で、シラバスを開きますので、それはウェブサー

バーのアクセスログのほうにデータが登録されているはずですから、それをチェックするプログラムを

書けば可能になると思います。

辰野　ありがとうございました。そういう意味での確認は可能だと思います。私の中では見たかどうか

を確認するところまで考えていませんでした。なるべく見るように、見る機会、使う機会を増やすよう

にする方法は何かないかということで模索してきた次第です。

質問者　シラバスの改定を考えていく中で、そのシラバスが学生にとってどのくらい有効に使われてい

るのかという検証が行えるかどうかというのを知りたいわけですよね。結局見てない学生、別の学生の

例えば履修放棄率がどのくらいだとか、そういうところをちゃんと調べた上で、じゃあどういう方向に

シラバスを作り直していくのがいいのかというようなことですけども。

辰野　分かりました。

質問者　シラバスの利用度を確認したということですよね。その中でシラバスを読んで登録しているの

か。あるいは読まないで勝手に登録しているのか。あるいは読んで誤解して登録して、嫌がっていると

か。もちろんほかの理由もあるとは思いますけども、ある程度のところはシラバスの効果というのはこ
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こを見ていかないと。

辰野　そうですね、シラバスについては、授業評価アンケートの中で一部触れた問いかけがありますけ

れど、具体的にシラバスをどこまで読んでいるかというのは採っていませんね。何らかの形で検証する

というのは確かに提案した側の責任としてはあると考えます。

司会　議論は尽きないと思いますけど、全体の質疑応答がありますので、その時にまた積極的な議論が

できればと思います。次、実は休憩なんですけど、ちょっと時間が押しておりますので、休憩はなしに

して、大変申し訳ないんですけど、第 2ワーキンググループの方で、学生による授業評価アンケートの

報告をお願いします。第 1グループの報告ありがとうございました。（拍手）
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◆第２ワーキンググループ報告　「学生による授業評価アンケート」

川口　第 2ワーキンググループは、学生による授業評価アンケートに関する検討を課題として活動して

おります。その報告をさせていただきます。報告する前に念のために資料でございますが、三つに分か

れておりまして、最初の 2枚、これが 2年間の活動報告を伝えております。それから授業評価アンケー

トをいろいろ解析してみました。その資料が 4枚、4 枚で、添付資料として 8枚、合計 10 枚使わせて

いただきます。

　それでは早速報告に入らせていただきます。授業評価アンケートに関して、トータル 6年ですけれど

も、最初の 2年間は授業評価アンケートの結果の検証を行うことが主要テーマでございました。それを

やるにあたって、21 年度は実施状況の調査と、問題点の抽出、その改善策を検討しました。22 年度は

それをもとにしてアンケート結果に関する解析を行って、結果的に結果の検証とするという方針で進め

させていただきました。

　まず 21 年度ですが、昨年の 3月のシンポジウムに報告はさせていただきましたけども、まず方法に

関する問題点としては大きく三つ共通的に出ています。まず、先ほど、シラバスの内容を見ているか、

見てないかという議論が出ましたけれども、この授業評価アンケートに答えるときに、いかに学生にき

ちんと答えさせるかという点。次に、アンケート不適合と思われる科目があるという点。例えばオムニ

バス科目とか、実験系・実技系・演習科目などが相当すると思われます。この授業評価アンケートは講

義中心のような訊き方になっておりますので、ちょっとそぐわないというのがあるかもしれないという

問題点。

　それから最後の問題点としては、少人数クラス科目の取扱い。特に大学院は 1対 1 であるとか、1対

2 であるとかそういう授業科目が多いです。そうしたときにストレートにこういう評価アンケートが採

れるかどうか。答えを躊躇するかもしれませんですね。

それから、次に具体的なアンケート内容に関する問題点。アンケートは 17、8 項目から成り立っていて、

似たような質問も多ございます。印象として、質問項目が細かすぎるのではないかと。少し交通整理を

してもいいんじゃないかという指摘がございました。それから、回答の表現方法です。例えば「どちら

でもない」というような表現は、答えにくくなるというようなご意見を頂戴しました。

以上のようないろいろな問題点が明らかになりましたので、それじゃあどうしたらいいのかということ

で、ワーキンググループとして提案させていただきました。まず、名称が「授業評価アンケート」とい

う呼び方をしていますが、「評価」という言葉、これを取ってみたらどうでしょう。「授業アンケート」

という形で学生に書いてもらったらいいんじゃないかというような、これがワーキンググループとして

の提案です。

　次に、具体的に先ほど掲げた方法に関する問題点三つに対して、例えば真面目に回答させるためには、

記名式あるいは回答者を絞るのも一方法と考えられます。いずれにしてもこの授業評価というのは、真

の授業の向上につながればいいわけですから、こういうような方法がストレートに考えられるというよ

うな案を提出させていただきました。それから、アンケートが採りにくいというオムニバス、実技、演

習科目。これはやはり予想されていることなんですが、各科目ごとにそれぞれ質問項目を工夫せざるを

得ないと思われます。それから、少人数科目。人数が少ないので、感想文形式にして授業評価をしても

らうという方法も考えられます。

　それから、今度は具体的なアンケート内容。具体的なアンケート内容というのは、23 年度からのこ

のワーキンググループのテーマになっております。質問が細かすぎるという感じがしましたので、出発
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点に戻って、最小限度必要な項目は何かについて検討しました。これらは、出席状況、シラバスとの関

連、教員の教え方、それから学生の理解度の 4項目です。また、回答方法としては、現行のアンケート

はそれぞれの設問ごとに 5、4、3、2、1 のような形になっていますけれども、そこの文章はいろいろな

表現方法が採られています。したがって、ちょっと学生が回答しにくい部分になっています。質問文と

して小学校の通信簿でありましたけれども、5、4、3、2、1。良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い

というような評価ができるような質問項目、あるいは質問の文章表現にする。こういう提案をさせてい

ただきました。21 年度は以上でございます。

　それから 22 年の昨年度ですが、曲がりなりにもこのように点数が付いた形で授業評価がなされてい

るわけです。それに関して結果をどのように検証したのかということ。これに関して議論をさせていた

だきました。この結果の検証というのは、二つの側面があると思うんですね。一つは何かと言うと、こ

の授業評価アンケートは、点数が付いているわけですから、そのデータをいかに整理するかという整理

方法ですね。それからもう一つは、これは前に言った結論的には大事な側面になると思うんですけれど

も、この授業評価アンケートをどう生かすということ。どう整理するかと、どう生かすか、これが結果

の検証になると思います。

　作業の中心は、どう整理するかということを主に行いました。それは今日お配りした資料、添付資料

として 4枚 1 組でそれぞれ、タイトルが「ポイントの直接表示」と、「ポイントの平均偏差表示」とい

うようになっている二種類です。得られる結論は同じなんですが、整理法が若干違います。どういうふ

うに整理したかと申しますと、質問項目を見てお分かりのとおり、似たような質問項目があるわけです

ね。したがって、十数項目ある中で、これらを分類化しました。すなわち、まず学生主体の質問、それ

から教員主体の質問、それから学生、教員相互にまたがる質問に分類しました。

　そして、それぞれに対して点数が、それぞれの先生方の、いわゆる評価結果として出ているわけです

ので、その平均値を出します。そのときに平均値を出してこれをどう表示するのかということで大きく

二つあります。最初の添付資料が、そういった得点数をとにかく直接表示、例えば平均して 3.1 だった

らそれをそのまま表示するという方法に基づいた資料です。次の一つは、他との比較という観点から、

それぞれの質問項目に対するいわゆる全先生の評価点の総平均を採って、それでご自身の担当している

科目との偏差、偏りですね、これを表示するという方法。

　それに基づいて表現したのが、今お手元にある資料となります。横軸が学生関連ポイント、縦軸が教

員関連ポイントになっていると思います。いずれにしても左右方向、上下方向があるわけですから、こ

ういった場合は上にいくほど点が高い、右に行くと点が高いということになって、要するに右上方が一

番いいというようになるわけです。そうしたときに、これは実際に作業をやっている過程で、それぞれ

の学部で報告させていただいて、委員会にも報告を差し上げたんですけれども、結論としてどういうこ

とが言えるかというと、右上方に行くためには、「教員の努力」に帰着されるということです。それから、

このアンケートは教員主体の質問項目が結構多いんです。学生主体の質問項目というのは、ちょっと少

ないんです。もう少し学生主体の質問項目を増やせば、より正確な評価が得られるというのが 2番目に

わかりました。

　それから、皆さんもすでにご経験のとおり、何かやるときに必ず平均値を出すわけです。このとき、

平均値が上がったときに全平均との偏差の比較で整理すると、教員の努力結果が反映されない。そうい

う意味で平均値が上がった場合の取扱いをどうするかが問題点として指摘されました。

　ということで少し話が少し飛んだり長くなりましたが、問題点の抽出、それから、授業評価アンケー

トの解析をふまえ、総まとめとして三つ考えさせていただきました。現行のアンケートにおける質問項
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目、それから回答表現、これについて改善の必要性が特に少人数科目、オムニバス科目、実技科目等で

認められるということが一点。それから、聞き取り調査なんかをしたのは、教員側からの聞き取り調査

です。すなわち、学生から見たアンケート調査に関わる情報が得られていません。それも場合によって

は必要かなというのが二点目。それから最後は、委員会としての意向を申し述べさせていただきます。

それは、結果は公開したほうがいいんじゃないかというのが、第 2ワーキンググループ且つ、全体のＦ

Ｄ委員会としての提案でございます。将来しかるべく提案がなされると思いますけれど、結果は公開す

べきだというのを申しあげて、第 2グループの報告とさせていただきます。

　最後になりましたが、メンバーでございますが、各学部、各研究科からこのようなメンバーの方々に

ご協力いただきました。川口がしゃべらせていただいていますが、この 4月、23 年度は座長が変わり

まして、佐藤先生に座長をしていただいております。

　本当の最後ですが、これらの検討結果に基づいて、今年度の 23 年度と 24 年度は、今申しあげました

アンケート内容を具体的に検討するというのがテーマになります。そうすると、ちょうど 4年経つわけ

ですね。それらを元にして、まさにこの授業評価アンケートをＦＤ活動に更により良く反映させるとい

うこと、これがその次の 2年間のテーマになっております。以上でございます。（拍手）

司会　ご報告ありがとうございました。それでは、これから10分程度の質疑応答に入りたいと思います。

質問がある方は挙手をお願いします。では、後ろの方。

質問者　私は文学部の学生です。ここ数年いろいろなアンケートを受けてきて、いつも思っていたこと

なんですけど。

質問者　これまで授業評価アンケートを授業の最後の 10 分程度の時間を利用して、本来授業を受けた

いのにアンケートを入れるという感覚が私の中にはあったんですけど、そのように時間を使ってまで授

業をしてきて、どのように今まで採ったアンケートが生かされていたというのが、学生の私にとっては

一番の問題です。

川口　なるほど。これは、各先生によって取り組みが違うと思います。大体ほとんどの先生は、曲がり

なりにもどういう授業評価されたのかという情報は必ず見ています。そして、ああ、ここの部分は評価

が悪いなと、なんとかしようという努力は、この評価アンケートがなされる以前と比べて、していると

思います。ですから、それをじゃあどう調べるかと。例えばあなたの後輩の方に、この先生の科目今年

どうだった？と聞いてみると、改善があったことは間違いないと思います。それから、私たち側にとっ

てはこの授業評価アンケートをして、それをいかに教育方法に生かしていくのか。その生かす方法論で

す。これを今真剣に考えているという状況です。

質問者　結局そのアンケートが何のために行われていて、ということを考えると、受けている学生から

すれば、まず学生だし、未来の学生のためでもあるし、そういうふうに思って、ただ惰性で授業の最後

にやりますと言ってアンケートをやるだけだと、なんというかただの習慣で、毎日毎日付けるという感

じになってしまうので、授業が実際にアンケートでどういうふうに書かれるかというところになるのか

なと。

川口　まあこれは川口個人の考えかもしれないけど、それは、とにかく学生さんにその授業の内容をしっ

かり理解していただくということ。これがとにかく大事なんです。もう場合によってはそれ以外はない

と言えるかもしれません。ですから、教員側の自分が、結構自分の反省をすると、学生の評価でいい点

数をとりたいというように陥っちゃうと危なくなっちゃう。要は、学生がちゃんと理解できているのか

どうかというのを目標にしたいというのが、私は教員側の思っていることだと思いますが。
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質問者　あと、もう一つ言っておきたいことなのですが、授業評価アンケートの質問項目がすごく多い

ので、そこがもっと少なくていいなと私は思っていて。極端に言えば、この授業に出て良かったか、良

くなかったか、それだけだと思います。

川口　なるほど。貴重な意見ありがとうございます。

司会　ほかにありますか。

磯辺　今のご質問は、授業評価アンケートの一番大事なところなんですよ。つまり授業評価を採ったけ

ども、その結果がどう生かされているかというのが、一番大事ですね。ですから今、授業評価は最後の

10 分間だけで、さあやりますというのだと、確かに私自身も今の授業評価の採り方は非常に形骸化し

ていると。それで実はこの命題を今回入れさせてもらったわけですね。

　それで、先ほど私が挨拶の中で言いましたように、今回の認証評価の断然大きな柱の一つに、教育の

質保証システムというのがあるんですね。これは教育の自己点検の実質化にもつながっているんですけ

ども、それはまさにこの今の授業評価の結果ですね。評価がＦＤのひとつにもつながると思うのですが、

この授業評価がどのように学生の教育指導に使っていっているのかと。まさに質保証のひとつの一環と

なりますね。ですから、その結果をただアンケートを採っただけではなくて、その結果をどう生かすか

ということを、検討させてください。というのは、先生方によっていろんな例えば人と交換する人たち

があるのではないかと。今日もありましたね。私が授業評価を公開すると言っても、何をどこに公開す

るかというのは、非常に難しい問題があるんですね。100％公開できればいいんですけれども、100％公

開できていない。

　ですから授業評価アンケートの結果をつなげて、授業の質保証につなげていくか。それは学生に対し

ての課題ですね。ありがとうございました。

司会　時間もありますので、あと一つ質問をお願いします。

質問者　これはWeb 上でというようなことは検討の範囲なんですか？今の質問にも、授業時間中にや

ると時間を取られると。それに対する対策としてWeb 上で採ることはあるんでしょうか？

川口　そうですね、それは方法論の一つで、使用する価値はあることだと思います。図らずも学生さん

から直接の意見を今日聞けたということが非常にうれしかったです。ありがとうございます。

司会　では、特に問題なければ、全体で質疑応答もありますので、じゃあ報告ありがとうございました。

これから 5分間の休憩に入ります。3時まで休憩します。あとですね、お知らせなんですけど、今日配っ

た紙にアンケートがありますので、そのアンケートを書いて前に、アンケートにご協力ください。それ

では、3時まで 5分間休憩とします。

（拍手）

午後 2時 55 分　休憩
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午後３時 00 分　再開

◆第３ワーキンググループ　「きめ細かい成績評価法の導入」

木阪　文学部の木阪です。2009 年から３年目で、こういうメンバーで第３ワーキンググループは動い

ています。中に替わった人もいますし、途中で替わった方もおります。で、一応今日は 2010 年度まで

の総括的なお話です。若干今後にも関係しますので、こちらにも触れながらやっていこうと思います。

よろしくお願いいたします。

　で、まず第３ワーキンググループに与えられたのは、きめ細かい成績評価ということなんですね。そ

して GPAの導入です。GPAというのは、入れると補助金や何かが出るので貴重ですね。だから是非、

利用いただきたいのですけれども、その準備をしたつもりです。ただ成績評価というのは、根本的には

授業全体を把握した中の一つの指標です。重要なところですけれども、そこだけで完結できないという

ことも大事な点だと思います。

成績評価ということを厳格化すると、場合によっては細かい標準化となり、つまり入試や何かでやる時

のような画一化となり、おそらくそれは教育にとってプラスにならないと思われます。画一化ではなく

して、お互いが成績評価の仕方の違いを認知しあいながら、あの人がそういう成績評価をすることは分

かるよねという、こういうことが互いに分かるような仕方でやらなくてはいけない。

　そうしますと、学生の様々な資料、ノートとか提出物とか、あるいは試験の答案ですね。そういった

ものを集めていって、情報をお互いに見合う。学生だけではなくて、教員に対する学生の評価もフィー

ドバックして見合いながらやっていく。その全体の中で成績というものも評価していくというのが、き

め細かいということであろうと思われます。

　大事なことは、教員だけでも学生だけでも授業にならないんです。両方が見えるような共通目標を基

本的に可視化する、見えるようにしていく、ということをお願いします。その中で成績というのは、一

つの記録ですね。もちろん重要なものなんですけれども、それだけで全体ではないということです。

　例えば学生のノートを提出させて PDF化して全員で見る、あるいは毎授業のリアクションペーパー

とか、あるいはいろいろなＩＴの手法も使って多くのデータを集めていって、種々の資料、教員の評価、

学生の自己評価、それらが見え、互いにわかるようにしなくてはいけない。きめ細かいということは、

そういうことであろうというふうに思います。

　ですので、実は二つステップがあって、まずは当該授業の教員と学生が、全体で、やることがわかっ

ていると。これが一つ。次のステップは、教員の相互認知です。各先生が何をやっていて、どういう先

生で、で、これが画一化ということではないということなんですけれども、どういう考え方、個性のも

とにそうなのかということを互いに分かっている。はっきり申しまして、全員が厳しい先生だと学生が

もたないですね。厳しい先生もいれば、そうでもない先生もいて、いろいろな人がいていいわけであっ

て、ただ重要なことは、あの人はこういう考え方でそういうことをやっているから、ということをお互

い知っているということですね。

　訳わからない適当なことをやってるんじゃない、これが必要条件です。その上でお互いにわかってい

て、そういう考え方でやっているんですよ、ということがわかり合うチーム、その上で成績をつけてい

くというふうにならないといけないかな、というふうなことからすると、きめ細かい成績評価というの

は、実はきめ細かい授業の一つであるということになります。あまり時間がないのからちょっと急ぎま

す。
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ポートフォリオ

　単位認定という教育制度の在り方から言えば、成績とは権力的要素を伴う制度的機制である。だが、

上で述べたＦＤの課題から考えれば、それは教授者と学習者が双方向から授業の成果を確認して相互認

知するための諸資料の一つということになる。最近よく使われる言葉で言えば、ポートフォリオ資料の

一つということになろう。第 3ＷＧに与えられた「GPA等の導入」という検討課題も、ポートフォリ

オ資料の一つとしてこれを扱うということが、昨年度までの検討結果である。

　いわゆるポートフォリオでは、学習過程で学生が作成したさまざまな素材を収集して系統的に選択整

理し、それらを用いて教師とともに学生自身も自己評価を行い、学生と教員の相互認知とインセンティ

ヴを醸成しながらステップアップしていくという手法を採る。筆者の場合、実際の授業実践において重

視していることは目標の可視化という点である。その目的のために、手段としてIT、具体的には携帯ツー

ルを活用した一例を概略的示す。（資料としては、「携帯電話等を利用したＦＤの試み」：『国士舘大学情

報センター紀要』第 30 号、P61 ～ P71、2009 年 3 月を参照されたい。）

　まず毎授業における内容を 5項目程度に整理し、各項目について前回復習分と当日学習分とを学生に

自己評価させ、携帯電話からその数値をそれぞれ送信させる。これを授業直後に研究室で受信し、簡単

な自前のフリーソフトでデータを CSV( エクセル ) ファイル化する。こうして個人別に各項目の理解度

自己評価を枚授業に渡って蓄積する。

　重要視している手法として、毎授業、前回分のデータについてそのクラス理解度平均値を学生に示し、

自らの自己評価とクラス平均とを比較させている。教員と学生共通の目標への自覚を醸成するためであ

る。評価値は 1を最高値として 5までの五段階で行うが、クラス平均値が 3を越えると先へは進まない

ようにしている。

　さらに本年度からは、毎授業最初に行っている小テストに、前回授業の焦点を簡単に書かせてこれも

毎回評価して、各学生について、その理解度自己評価数値を教員による理解度評価数値で割り、自分の

自己認識が教員の成績評価と比べて甘いか辛いか、このことが瞭然となる数値を算出する。（学生各自

の自己評価数値の合計を計算し、それを教員によるやはり学生各自の毎授業理解度評価点の合計で割っ

た数値を、学生毎に作る。次に、この数値のクラス平均値で学生各自の数値を割る。）ある程度授業回

数を消化した時点から、毎回この数値を、各学生が互いに分かるように、スクリーン上の CSV( エクセル )

表でクラス全員に対して見せながら出欠を取る。

　下左の表は作年度春期に実施したもので、出欠を取るときに学生全員に示している表である。自己

評価を実績評価で割った数値がクラス平均と同じになると、その学生には数値 1が付く。これが高けれ

ば高いほど <自分に甘い >こと

になり、低ければ低いほど <自

分に厳しい >ということになる。

この数値を各学生に毎回見せな

がら出欠を取っていくと、学生

は、毎回授業で要求されている

ことに対して、自分の自己評価

がどの程度適正であるかどうか

を意識せざるをえず、自己評価

の数値を毎回修正してくる。し

かもその変化の様子が、自他共
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に毎回の出欠を取る際にクラス

全体で見えるようになっている。

　最初、特に再履修生の数値は <

自分に甘い >ことを示している

傾向が非常に強かった。その後、

学生達はこの甘さ辛さを意識し

て自己評価を修正してくるので、

全体としては緩やかに全員数値 1

に近づいていく傾向となってい

る。ただしこれらの数値はその意

味からして単位に関わる成績評

価とはもともと関係がない。た

んに自覚を促すためだけの数値

である。

　これはつまり、授業における各

学生の状況を、成績数値には無関

係のところで、きめ細かく把握

し、それをクラス全体で共有し、

授業の現状と課題に対する共通

感覚を全体で醸成する手法であ

る。教員と学生全員で毎回フィー

ドバックしながら、個別にわたっ

て情報を共有し、その結果を毎

回検証、全員で確認しているこ

とになる。…

　その他、学生のノートを年に何

度か用紙に取らせて集め、PDF

ファイル化して次回授業時に全

員に見せながら講評する、提出課

題等々についても同様のことを

行う、等の手法も併用してきた。

これらは特に新入生のノートの

改善、勉学の方向付けに有効で

ある。

　ここまでは、各授業内における

自己評価・他者評価の相互認知と

共通感覚の醸成である。手法と

してはポートフォリオの一種で

ある。だがそれだけでは課題の

半分である。今後の課題として、
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成績評価結果をこれらに加えて、今度は教員間で情報を共有し、それをもとに授業の状況、成績評価に

対する態度等に関わって、具体的に教員相互認知を実現する方法を構築しなければならない。

成績評価の教員間相互認知

　この場合も、目指すところは画一化ではなく、相互認知である。文学部で言えば、ポートフォリオの

手法を使って、学科専攻学部単位での授業に関わるデータの共有と可視化ということになる。具体的な

手法として、以下諸点を挙げたい。

　・各科目成績平均点と、秀優良可不可の比率とを全科目にわたって確認する。

　・試験について、問題と、秀 ･優 ･ 良 ･ 可 ･ 不可のサンプル答案（PDFファイル化）を収　　集する。

　・これらを経年蓄積する。

　学生に対して行ったのと同様に教員に対しても適正な組織規模でこれらのポートフォリオ資料を共有

し、各教員は相互に自らの位置を確認する。ただし、成績評価については各教員の専権事項である。こ

の点は忘れてはならない。その限りで、目的は教員の個性・多様性の相互認知による、適正な教育機能

へと向けた、組織における自発的調整努力である。

　なお、経年蓄積が重要である。例えば 5年 10 年前のサンプル答案を現在のものと比較すること等に

より、より通時的、立体的に組織として教育効果を総合的に把握できる。

　ただし留意しなければならないことがある。このポートフォリオ資料の中にはは外部に公表する対象

とするべきではないものも含まれる、という点である。個人に関わる諸データはあくまで組織内で適正

な教育機能へと向けて互いに調整努力するためのものである。情報を手中にする者は、それを知るにた

る資格を有していて、それに基づいて適正な教育へ向けて互いに改善努力をする責任を負う者でなけれ

ばならない。成績評価に関わる教員別 ･学生別ポートフォリオ資料は、特にそれが電子ファイル化され

る場合、個人情報の一つであるという認識が必要である。多様な資料の共有は、それを使うにたる資格

と責任を負う組織の中に限定する必要がある。文学部の場合で言うと、各専攻内における資料の共有か

ら、各学科内、全文学部内、という各レベルにおいて適正な情報が共有される工夫も必要であろう。

GPA の問題とその新計算方法

　さて、第３ＷＧで GPA導入に関しても検討してきた結果にも触れておきたい。まず、GPAを成績評

価数値として公式に定式化することに弊害が伴うはつとに指摘されている。根本的な問題は、授業をす

る教員と、学生の個性、多様性を無視して、意味のない、それどころか有害な画一化を生む可能性があ

るという点にある。

　端的に言うと、成績評価が標準以上に高いいわゆる ｢楽勝科目｣ へ流れる方が、GPA数値が上がる。

その結果として、授業と学習の質を低下させ、インセンティヴのさらなる低下と教育システムの無意味

化を招く。

　そのような結果となってしまうような GPA導入は有害以外のなにものでもない。そうではなくて、

GPAは、上述のように成績評価に関係のない、教員と学生の双方に自覚を促す資料として導入すると

きに、初めて有益なポートフォリオ資料の一つとなろう。こうしてその弊害をも考えると、GPAはあ

くまでポートフォリオの一指標として導入することが望ましい。

　さらに、GPAの計算方法そのものを工夫することによって上の弊害を避けることができることがで

きる工夫もある。この工夫された新たな計算方法による数値と従来の計算方法による数値とをともに相

対化して、それぞれ資料の一つとして収集し、ともに学生にフィードバックすればよいだろう。
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　以下のような従来方式はいわば単純に平均値であり、不可科目は 0評価となる。

　　　　Σ取得単位（科目）数×成績評価／登録単位（科目）数

　これに対して、新計算方法は以下の計算式である。

　　　　Σ…α×標準点（開講全科目平均点）／登録科目数

　　　　ただし、評価係数　α…＝…当該科目当人点数／当該科目クラス平均点

　新計算式では、不可評価となった科目も従来のように数値０にはならない。特に重要なことは、いわ

ゆる「楽勝科目」が GPA数値の上昇には繋がることもないという点である。例えば分かりやすい例と

して、クラス全員が 80 点に評価されている授業科目があったとしよう。この場合、クラス全員がα＝

1となり、GPA数値計算のために使われるこの科目の数値は開講全科目平均点数にしかカウントされ

ない。

　もしも本気でクラウド化を進めるのであるならば、もうかなりの金額の開発費がついてますから、以

上のようなポートフォリオやＧＰＡの計算ぐらいは十分できるはずですよね。だから、やるんだったら

やってほしいなというふうに思います。いろんなやることがたくさんありますけれども。

点数についてですが、学部によっては素点入力をしてないところもあるみたいな話なんですけれども。

きめ細かい成績評価というのに、素点も入力していないというのでは話にならないので、せめて素点入

力をして数字的に扱えるようにするシステムは、これは絶対必要ですので、もしやってなければやって

ください。

　だいたい以上が大雑把にやってきた主なことで、あとは課題ということで、今まで出てきたことは、

学生と教員の間でのことですけれども、次の段階としては、教員間で誰がどのように評価しているかと

いうことは、やはり知っておくべきですよね。で、考え方はいろいろあってもいいので、そういう先生

がいてくれるということをお互い知っていて、認め合っているという状態のほうが良いと思いますね。

　そのためには学部専攻、学部単位でデータを集める。しかも重要なことは、経年蓄積ということですね。

さっきみたいな、例えばノートとか答案のデータを PDFにしておくというのは簡単に収まりますから、

今までできなかったことが一つできます。それは 10 年前の授業と今の状況とをポートフォリオ資料に

よって較べる。そういうことを実はほとんどやってないですね、大学では。多分中高でもやってないと

思うんですけれども、そういうことができる。そうすると、入ってきた学生に対して我々はどういうサー

ビスをやっているのか具体的な資料によって検証できるんですね。1年時の答案と 4年卒業時の答案を

優良可のサンプルで経年的に比較するといったことです。そういうことができるデータが残っているこ

とが重要だと思います。

　それからもう一つは、皆さん方のほうにもプリントが行ってたと思うんですけど。アンケート集計が

あります。実はこれ、去年の年末に該当する大教室授業、250 人越えの授業のアンケートをするはずだっ

たんです。というのは、授業評価をきめ細かくやろうということを考えた時に、当然最も問題が集中

して来るのは、大教室の授業ですね。特に 250 人以上の教室の授業に関して 90 科目ぐらいやりました。

担当教員は 70 人ちょっとなんですけれども、25 人の方から回答がありこういう結果になってます。

いくつかポイントがあるんですけれども、例えば大教室授業では、1、2、3 枚目かな、カードによる出

欠確認でどういうことが起きているかと見ると、これ、何千万もかけてやったんですけども、結果的に

見ると、出欠を正確に確認できるというか、母数は 27、8 ですから少ないんですけれども、とは言えあ

る程度正確に出欠が確認できるというのは 25％の人しかいない。あと 75％は不正確かで役に立たない、

ということは、要するに使えないということですよね。

それから、あとはやはり我々は、非常勤の先生に対してあまりケアをしてこなかったという点です。一
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番最後のところで、皆さんが熱心に書いてくれているんです。

　で、例えば一番最後のところで、大事なことが書かれています。ポイントは、依頼している大学専任

スタッフと非常勤講師のコミュニケーション時間ゼロ、特に総合教育科目で、こういうふうな印象があ

るということですね。専任だけではダメなので、授業の多くは非常勤ですからね。それを交えた中で人

の関係を作っていくことが、やはりすごく大事なのではないかなというふうに思いました。

　第 3ワーキンググループというのは、今後は授業改善、方法への取り組みという形で、具体的に案を

出すような話になっていて、その中に機器取扱いを含むという、そういうことになっています。

　やはりすごく具体的なところで、機器扱いなんていうのは、かなりトラブったり機械がなかったりと

か、いろいろしているんですね。そういうのは、やはり実務的にどこの部署が対応するのか、具体的に

やはり決めておかないといけないと思います。それからいろいろな先生がいろいろなことをなさってい

るので、各学部でどういう授業改善の実例があるのかというリストみたいなものを作って参考にしてい

くということも当然必要ですね。

　それから授業改善するということについては、他大学なんかの話を聞いてみて、一番成功すると思わ

れるのは、もちろん抵抗もあるんですけれども、やればおそらく確実に良くなるというのは、授業を教

員がお互いに見るということです。例えば一年間に一度公開授業にして見せなくてはいなくてはいけな

い、とかというシステムを作る。それはいろいろなレベルがあります。公開の日を年に一回決めるだけ

というところから、全員が全員の授業を必ず見てコメントするという所まで。その辺りはどこにするか。

だけど僕は公開日が年に 1回はあるというだけで十分で、重要なことは、相互認知、相互承認なので、

要するに、お前何やってるんだ、みたいな話をするためにやるのではありませんので、普通に開けてみ

て、そのやり方を見せるんだけど、特に何かその授業に対して意見を言う会を作るとかなんとかという

のは、むしろやらないほうがいいんじゃないかな、というふうに思います。

　で、そういうところで具体的にどういうシステムが本学部において可能なのか、ということを考えて

いきたいなというふうに思っているところです。だいたい以上です。

司会　ありがとうございました。（拍手）それでまた 10 分程度の質疑応答の時間を取りたいと思います。

質問のある方は挙手をお願いします。質問、何かありませんか？

質問者　ポートフォリオという言葉ですが、ポートフォリオ概念自体はいいんですけれども、誰のポー

トフォリオですか？

木阪　学生と教員の両方です。

質問者　両方ですか。そうすると、学生も自分自身に関する教育、学習、研究のデータが貯まっていく

ということですね。

木阪　理想的にはそのくらいのことがどんどんできて欲しいのですけど。各学生のデータがネット上に

貯まっていく。例えばスキャンにかけると、学生の書いたものが自動的に上がるというようなシステム

が一番良いですね。

質問者　あと、私は総合教育科目を担当しているため、授業規模が全く違うので、私の授業は 280 人の

クラスになりますから、280 人のクラスと 20 人のクラスを同じに論じるということは、できないわけ

ですね。ただ、この成績評価をどうするかということは、画一的にこのやり方で評価するのがいいんだ

ということは、逆に全くきめ細かい評価とは逆で、非常に荒っぽいやり方になるんだろうと思うんです。

　これはＦＤに関すること全体に言えると思うんですけれども、授業が大事なのか学生が大事なのかと

いうことなんですね。私は教員なので、当然自分の授業をどうしようということを基本的に考えます。
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ただ自分が学生だった時のことを必ず思いながら授業をします。

　その時に何が大事かと言うと、思い出す授業は全四年間の学生生活の中の一コマに過ぎないんですよ。

いろいろな授業、いろいろな規模の授業もあり、そういうのが全部一つになって四年間の学生生活なわ

けです。だから四年間で成長して良い学生になって良い人間になって、卒業していくということが目的

なんですよね。

　多分そのために授業があるわけであって、授業のために学生にああしろこうしろと言うのは本末転倒

で、やはり授業によって、例えば授業の評価の仕方であったり、その進め方であったり、もちろん学部

によっても学科によっても全然違うため、一概に一律的にあてはめてこれでやりましょうと考えないで、

学生が四年間で育つようにする。例えばゼミ形式の少人数であれば、木阪先生が説明されたシステムで

きめ細かく導入できるんでしょうが、280 人のクラスでは事実上不可能なので、ポートフォリオを全部

PDFに落として、280 人の回答を PDFにしてそれを比較すると言っても、一番いい答案ぐらいは一人

前残せるだろうと考えます。

　先ほどの、授業アンケートも同じで、同内容のアンケートを全学部全学科、ゼミも 280 人も全部同じ

にやっているんですね。他の大学では、例えば総合教育科目と語学科目とで質問項目が別れています。

授業形式であったり、学科であったりということをジャンルに応じて考えていけばいいと正直に感じた

ので申し上げました。

木阪　もちろんそうなので、最初のほうからまず行きますと、最初に申し上げたように、授業は教員だ

けでも学生だけでもダメです。両方が頑張る。それが両方マッチして成功したのが授業というものです。

ですから、学生のためと言ったって、それだけでは成り立たない。それからポートフォリオという考え

方それ自体が、資料を集めるということなんですね。たださっきのグラフや何か作ったのは、50 人ぐ

らいの授業までのところです。それからあと PDFでファイルを落とすと言っても、やはり最低限その

科目の優良可不可ですね。このサンプル答案だけは保存する。それぐらいは必要だなと。

　50 人ぐらいですと、1枚 2 秒ぐらいでやっても 2分なんですね。バーッと見せるだけでいいんです。

そうすると学生は注視する状態になります。ですからそれを 250 だと、5分の 1ぐらいてやれば、自分

のが出るかどうか見てしまう、それだけでも絶対に良いと思います。いろいろな工夫の仕方があると思

います。

　それからちょっと言い忘れましたけれども、GPAの新しい計算方法も提案しましたけれども、旧来

型も当然出すべきだと思いますね。そういうのを資料として全部並べてしまう。その中で各数値は、別

にどう使ってもらってもいいのでという、そういう考え方です。ですから当然、学部学科、専攻の授業

形態によって出てくる資料が違っていていい、そうしないと無理ですよね、と思います。

司会　他に何か質問ありますか？どうぞ。

質問者　GPAの導入、他大学かなり行われていると思うんですけど、それを大学院の研修の時に GPA

が入ってこられて、それって例えば就職だとか入社とか、その場合に、GPAというのは、あくまでも

その大学の相対評価ですよね。それを向上することの意義がわからないのですが、これをすべきかすべ

きでないか。

木阪　各学生個人という意味ですか？個人のレベルでの GPAの導入は、その個人にとったら意味はあ

りません。で、平均値で考えたら学生の自己責任で選んだ科目をそのクラスで相対的にどれだけやった

かという数字ですから、上がっていくということは、もちろん意味がある。就職に今、確かに書かせて

たりするところもあるようなんですけれども、職種にもよりますけど欧米ほど日本はあれをそんなに重

視してないです。その辺もあるかもしれない。だから別の数値としていくつか書いておいて、学生がそ
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のことを試験か何かの時に言えるような状況を作っておいてやればいいのかなというふうです。

質問者　他大学はかなり導入してます。

木阪　そうですね。本学でも、もう機械的にできる。実は簡単に。たださっき言ったように、正確に出

そうと思うと素点です。平均点でつけられるとちょっと困りますけれども、それをやってもらえば試験

的には簡単にできるので、あとはそれを使い方として、見えるように出しておけば、それでいいのです。

司会　他に何かありませんか？無いようでしたら、第３ワーキンググループ、ありがとうございました。

（拍手）
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◆全体質疑応答

それでは、これから全体の質疑応答に入りたいと思います。司会は第４ワーキンググループの西浦委員

にお願いします。

西浦　それでは、進め方として、発表された三名の方に前のほうにお座りいただいて、それぞれの方の

発表に関連したことでも、あるいは FDに関することであればなんでも結構ですが、三名の方の発表で

は時間の関係で充分質問や議論の時間がとれなかったということもございますので、発表内容に関しま

して、まず大学のシラバスに関することで何かございますでしょうか？

質問者　シラバスに関しまして一点だけ質問させてください。資料の一番最後のページに書かれており

ます、カリキュラムマップによる科目の位置付けを明確化したシラバスの作成とございます。この辺り、

ご検討されておりましたら、その辺りをお聞かせ願いたいのですけれど、お願いいたします。

辰野　FD委員会の中でカリキュラムマップの検討が行われているという話は聞いています。各科目が

カリキュラムマップの中でどういう位置付けにあるのかを明確にした上で、シラバスにどのように反映

させるかを課題としました。この科目は、こういう全体像の中のこの辺に位置するので、これを取って、

次はこれを取るとか、そういうイメージでシラバスに反映させるという方向を考えています。

したがって、カリキュラムマップができて、その中で科目Aの位置付けがここら辺だと、ということ

になれば、それを意識した履修計画が立てられるはずです。最初にこれを取って次はこれを取るという

のを意識したものができると望ましいのかなと考えています。

質問者　ということは、体制的なシラバスの理想形ということですが、やはりカリキュラムというのが

一つの体系という形になるわけですから、その部分で一つの科目、当然その中には前後の科目が反映さ

れてくるわけですよね。シラバスの様式が、今回テーマになっていたので、その辺りの要素が絡んでく

ると考えてよろしいのでしょうか。

辰野　前半は、全く同感です。後半のそれがシラバスという様式にどう反映されるかという部分は、ま

だ十分に検討しておりません。今日の話は、科目のシラバスをまず見てもらうということを念頭に組み

立てた話でしたが、何らかの全体像の中で学生が科目を取る際に、その科目の位置づけを意識したうえ

で、その科目のシラバスを見てもらうということが重要だと思います。そういう意味では、全体カリキュ

ラムマップを示した上で、そこに何らかの関連性を持ったシラバスを作成するべきであると思います。

質問者　ありがとうございます。

西浦　関連で何かございますか。シラバス関係で何かございますでしょうか。

先ほどもそういう意見が出たかとも思うのですが、そもそも今現在、学生がシラバスを見ているんです

か、という話があって、何％ぐらいの学生が見ているのか私はよくわかりません。私は授業で聞きます

けど、ほぼほとんど見てません。ただ授業によって違うのでわかりません。なぜ見ないのかという、そ

の辺は如何なっておりますでしょうか？

辰野　ありがとうございます。当初、我々のWeb の問題としても、シラバスがどの程度見られている

のかということをグループの中で、あるいは周辺の人たちを通じて聴取しました。あまり見てないとい

う結果でした。ですので、どうしたら見てもらえるかというところをスタートとして今回の報告になっ

ているわけです。見ていない理由も合わせて聞いてもらいましたが、見る必要がないという声があった

ということです。その理由は、クラス指定科目であること、それから時間割との関係、ここしか取れな

いからこの科目を取る、あるいはアルバイトなんかの都合があると、この時間の中で取りやすいものを

取る、あるいは友達がこれを取ると言うから取る、といった回答でした。シラバスがどうのという以前
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の問題があるようにも思います。

発言者　今、辰野先生がお話しされておりましたように、例えば必修科目でこれを取らなければならな

い、で、これはもうここに入っていると。そうすると学生にとっては選択の余地は無いわけですよね。

これは、体験授業があるかないかの問題ですよね。

それと今のいわゆる ITネット社会でパソコンを使って文章を読んで、そして自分の履修する科目を決

めてみるということがもう主流になっていると思うんです。ですからWeb 実習とかいろいろあると思

うんですけど、本来なら一番重要なのは一回か二回、授業を聴かせて、そこでシラバスなりそういった

内容を見る。履修登録前に担当教員の話を聴いて、そして履修、時間的に許されるならですけど、そう

いう履修方法をとっていくことが、面倒見のよい大学に繋がっていくのではないかなというふうに感じ

るんですけど。

そういう中でのシラバスというのは、一つの資料であって、こういう内容をやるんですよと、これを持っ

てきてくださいねということになれば、まず履修する学生は読まざるをえなくなる。いわゆるオリエン

テーション期間ですよね。こういったものを作る必要もあるのではないかと思います。

西浦　他にシラバス関係何かありますでしょうか？

発言者　今お話が出たことなので、私、一番その手のことに関して思っていることなので、私からも一

教員の立場として申し上げます。何度も法学部の中で、履修登録をする前に授業を見ることが先だろう

と何度も、ここに就職してから毎年のように教授会の中で言い続けてきました。ただ物理的な問題で、

要するに登録の問題でそれはできないということでした。

しかし、そうであったら何でコンピューター登録にしたんだと思います。コンピューターで自宅からも

登録でき、その物理的な自由が効くからコンピューター登録にしたのに、かえって、いや、そういうこ

とがあるので登録期間を設けなければいけないという状況です。事実そうなんでしょうけれども、ただ

原理的に言えば全く納得できないことで、とにかくサービスとして、この授業はどういう授業なのかと

いうことを、どういう先生がどういう形式で教えてくださるのかということを学生が一度直に体験する

かしないかということを比較すれば、したほうがいいに決まっているわけですよ。それをしないで、そ

れ以外のことを議論していることが問題なんではないかということを強く申し上げたいと思いますね。

主旨としては先生のいろいろおっしゃった主旨もよくわかります。それでシラバスに書いてあるから見

ろと言えば見るんじゃないですか。それをそうしないで時間割を優先する。要するに学生にとって時間

割というのは埋める作業ですからね。そうすると、そこでどういう授業が行われているかということを

先生の指示もないのに綿密に見るというのは、ましてやそれが必修であれば、現実的に見ないのは当た

り前ですよ。まずシラバスを見せるということを考えた時には、二つですね。

　一つは、やはり授業が先ではないかということ。あとは、これは全く別の話ですけれども、登録をす

るわけですよ。で、シラバスがなぜ大事かというと、登録をする時にどういう授業かということを知る

ための材料としてです。だって内容は授業で先生が説明するんですからね、その授業の内容は。その授

業を取るための材料ですね、シラバスというのは。そうでなかったら意味がありませんから。授業内容

は、授業中に先生の説明を聴けばいいですからね。

そうした時に、やはり登録の前、ないしは登録するときに絶対見てほしいわけですよ。そのタイミング

を逃しちゃったらシラバスなんて意味が無いということですよ。そうしたならば、やはり登録の時に見

られるような物理的な仕掛けが必要なのではないですか。

だから結局二つです。登録をする時に見るようにする。あるいは、時間割を見た時に、例えば、時間割

表がもうWebに載っているんです。登録の画面ではなくて。それで、シラバスが出てくるというパター
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ンか、それが不可能ならば、登録をする時の画面で自分の IDを打ち込んでシラバスが見られるように

するか、このどちらかです。

これは、原理的には簡単なのではないですか。だって授業というのは一つの実体ですから、その一つの

実体に電子的なコードを貼りつければいいわけですね。あとはそれをコンピュータープログラムで処理

して、そのコードをヒットした時にそれが画面に出てくるという、多分コンピューター上は全く簡単な

原理だと思いますから。今 IT化を進めているのですから、この大学は。是非そういうシステムを入れ

ていただきたいと思いますし、そんな . システムも入れられないのだったらば、IT 化なんて言うのは

ちょっと恥ずかしいと思います、以上です。

西浦　今はコンピューターでやってますから、履修登録するためには必ずシラバスのところを通らない

と登録自体ができない形にすれば良いのではないでしょうか。読む読まないは別としても。よくありま

すよね。「これでいいですか？」「はい」という仕組です。技術的には簡単でしょう。登録前に読まなく

ては意味がないですから、必修であろうがなかろうが、必ずそれを見る場所を通らなければならないと

いうシステムであれば。

発言者　「シラバスを読みましたか？」とチェックするようなことは多分、簡単にできますよ。「同意し

ますか？」っていう仕組ですよ。

西浦　では次に、学生による評価。授業評価の件について議論したいと思います。一番大きい問題は、

評価結果を公開するかどうかですけど。

川口　ワーキンググループとして、また委員会としての意見は、結果は公開すべきというのが基本的ス

タンスです。現在、政経学部では公開となっていますが、全学的には議論されていません。

質問者　半期が終わりますと、授業評価アンケートなるものが実施されるわけなんですけども、実際、

先ほど学生さんのほうからもご意見を頂戴しておるわけなんですけれども、実際に設問数は確かに多い

のは事実でございます。しかしこれを判断する学生のほうとして見ますと、どうしても頭の中のイメー

ジに残っておる直近の授業で評価する傾向が、どちらかというとあるのかなと私は感じております。

やはりそういった部分を解消するために木阪先生が行われている部分、これはミニッツペーパーの電子

化と言ったらいいのですかね、こういったものもやはり授業等の中間、中間等で活用しながら学生の成

果等を判断していくのも一つの方法ではないのかなと思っております。ただこのミニッツペーパーをや

はり実施した場合なんですけれども、相当、先生方に対してご苦労な部分が出てくるのと同時に、我々

職員サイドもその辺の新体制を確立していかないとなかなか難しいのかなと考えております。

そこで、最後、先ほど辰野先生のほうからWeb でアンケートをやったらいかがですか、というお答え

があったかと思うんですけれども、確かな数字ではないですけど、数年前、私情協のほうの委員会に出

かけて行ったところ、名前を申し上げてしまいますけど、上智大学さんのほうで、過去は実際にペーパー

でやっておりました。Web 登録をしますと、回答率が激減します。２割３割ぐらい確か落ちたかと思

います。ただ上智大学さんは、それでもきちんと答えてくれる学生さんは答えてくれるんだ。そういっ

たものを大切にしていかなくてはいけないんだという判断でWeb 登録を実施したと聞いております。

川口　ありがとうございます。付け足させていただきますと、今、上智大学のは名前が出ましたけど、

先ほどWeb について、例の授業評価アンケートを取ったと私は申し上げましたが、終わったあとで別

の先生から、同じ指摘がありました。それは例えば具体的には早稲田大学がやったらしいです。やった

時に、やはり回答率がWeb にして極端に落ちた。６割弱ぐらいになってしまったらしいんですね。そ

ういう問題点が他大学の実施例でありますということです。

従って、アイデアですね。現行のあれでも、先ほど学生さんがおっしゃられましたように授業時間中に
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やると、17、8 分。真剣に答えるとすると 20 分近くかかっちゃうんですね。ですから何らかのそうい

う工夫ですか、場合によっては授業評価アンケートをWeb ででも、授業中でもやるということ。それ

から先ほど今、大平さんがおっしゃられたように、直近の授業の印象が強くなってしまうという問題点。

知恵を貸して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。

西浦　それでは三番目というところで、成績評価という問題。それから大教室の問題が第３ワーキング

グループから報告されましたが、これらの件について如何ですか？

発言者　成績評価と若干ずれるんですけれども、大事なことだと思い申し上げます。例えばここは

5304 という教室で、決定的に欠けているものがありまして、例えばワイヤレスが無いのです。出席管

理システムは全教室にこうやって立派にあります。しかし、ワイヤレスマイクは無いんで。私はここの

部屋を去年まで使って授業をしていましたから、何でワイヤレスが無いんだろうと、ワイヤレスが欲し

いというふうに思っていましたけれども、こんな教室はざらです。ただ、出席管理システムはあります。

出席管理というのは大学の運営にとって当然大事で FDの問題としても大事で、運用の仕方ですから、

それが設置されたというのは私は賛成です。しかしそれ以前に、例えば当然ワイヤレスマイクがあり、

備え付けのコンピューターがあり、オーバーヘッドプロテクターがきちんと備えてあり、且つそのコン

ピューターが LANに繋がっていると、この四つの項目は当然なのではないですか。全ての教室でこの

条件が整っていなければいけないと思われます。しかもたまに整ってるかなと思ったらば、壊れる。何

度業者に頼んでも連続して壊れるという事態が発生しています。どこに責任の所在があるのかも私は存

じません。

こんな状況で、学生に対するサービスを全うするということは大変なので、是非この機材に関しては整

えていただかないと、成績評価以前の問題ですので、申し上げさせていただきました。

木阪　それを含めて、全般的なことで言います。一期が終わりましたよね。で、報告書が出ますので、

あとは実行していただかないと、無意味になってしまいます。ですので、その辺は、むしろどんどん言っ

て構わないですね。是非、実行をお願いします。

西浦　何でも結構ですが、この際、言っておきたいということがございましたらご遠慮なくお願いいた

します。ございませんようですね。それでは、時間もまいりましたので、総合討議を終わらせていただ

きます。（拍手）
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閉　会　挨　拶

吉川　吉衛
( 教務部長 )

吉川　皆様、お疲れ様でございます。今日の大きな成果の一つは、顔ぶれが少しかわったなということ

であります。若い教職員の方々が増えたなという感じが致します。

　ＦＤ委員会の取り組みということで、PDCAサイクルのシステム構築が課題になっています。二つ、

申し上げたいと存じます。PDCAサイクルというのは、実は日本の現場発なんですね。アメリカのほ

うからいわば逆輸入されたものでございます。日本の製品の品質が何より素晴らしい。品質保証がしっ

かりしている。それってどういうやり方なのかというのをアメリカの学者が日本の現場から見出したの

が、PDCAなんです。

　これはそもそも PDS ということで、Plan…Do…See ということであったんですが、See のところを

Check、Act。ここをしっかりしようと、チェックをしっかりしようということで良い品質が保証され

るんだということからＰＤＣＡは始まったわけでございます。そういう品質の保証ということと教育の

質保証とは合致する。

　このチェックの点検評価のところが、今日は大きく議論されました。

　ところで、第二点でございますが、点検評価という時に、そもそもそのシラバスが、建学の精神に即

した学部学科の 3ポリシーに具体的に沿ったものであるのかどうか。これを誰がどのように点検評価す

るのか。点検評価の責任者は誰か。定められているのか。この具体的なものがありませんと、実際には

動きません。実質化されません。掛け声だけは勇ましくても、砂上の楼閣になります。これが第二点で

ございます。

　長時間に渡りまして、皆様方ありがとうございました。是非今後とも、国士舘大学の教育にご尽力を

いただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手）

司会　それでは、以上をもちまして第 6回ＦＤシンポジウムを終了します。ご協力ありがとうございま

した。( 拍手 )

午後４時 00 分　閉会
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学生による授業評価アンケート

１．はじめに

　今期（第１期：２１～２２年度）の課題は、学生による授業評価アンケートに関する調査・研究およ

び結果の検証である。これに基づき、２１年度は、６学部および大学院９研究科について、実施状況の

調査と問題点等の抽出、および改善策の検討を行った。２２年度は、現行アンケートの解析案に関する

検討をおもに行った。検討結果を列記すれば次のとおりである（一部は昨年度報告済み）。

２．学生による授業評価の問題点

　（１）方法等に関する問題点

　　＊学生に如何にして真剣に回答させるか。（不真面目と思われる回答もある）

　　＊アンケート不適合と思われる科目（オムニバス、実技、演習科目等）の取り扱い

　　＊少人数クラス（とくに大学院）科目の取り扱い（アンケートの匿名性、客観性を確保しにくい）

　（２）アンケート内容に関する問題点

　　＊質問項目が細かすぎる。（教員にとって不要と思われる情報項目もある）

　　＊質問項目について工夫・改善の要あり。

　　＊回答の表現方法（例えば「どちらともいえない」などは再検討の要あり）。

　（３）検証あるいは活用に関する問題点

　　＊教員、学生、それぞれが考えているレベルのギャップを如何に埋めるか。

　　＊管理と責任主体がしっかりしているか。

　　＊例えば、外部評価を受ける際に、結果の整備・対応が検討されているか。

３．学生による授業評価に関する改善策案

　問題点の聞き取り調査時の提案、および本ワーキンググループにおける検討結果を総合すれば以下の

とおりである。

（１）方法等に関する改善策

　　＊名称を「授業評価アンケート」から「授業アンケート」に変え、答え易くする。

＊学生に対し真面目に回答させるためには、①記名式にする。②任意に抽出した履修者を対象とす

る、③教員が見込んだ履修者若干名を対象とする、などの方法が考えられる。

＊オムニバス、実技、演習科目等については、①内容や実施方法について各科目毎にそれぞれ独自

に工夫する。②実施時期の柔軟化を図る、などの対応が考えられる。

＊少人数科目については、①一部の学科等で実施しているように例えば１０名以上の科目を対象と
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するといった制限を付ける、②たとえば、感想文形式にして回答しやすくする、などの対応がよい。

　（２）アンケート内容に関する改善策

＊質問項目の簡略化については要望意見が多い。例えば、質問項目を４項目（Ｑ１：あなたのこの

授業への出席状況はどの程度でしたか。Ｑ２：この授業内容はシラバス通りの進行であったか評

価して下さい。Ｑ３：教員の教え方は良かったですか。Ｑ４：あなたのこの授業の理解度はどの

程度でしたか。）とし、回答は次の５段階（５：良い、４：やや良い、３：ふつう、２：やや悪い、

１：悪い）とするのも一案である。

＊質問項目の工夫・改善については、上記とも関連するが、各学部あるいは各研究科での検討に委

ねる。

＊回答の表現方法については、曖昧と思われる表現を避けることを基本方針とし、今後、各学部あ

るいは各研究科で改善する。

　（３）検証あるいは活用に関する改善策

＊教員・学生間の考察レベルギャップの改善については、学生の実体を把握する質問と、授業評価

に関する質問をセットで設けるなどの工夫をすれば、少なくとも両者の取り組み方の関係は把握

しやすいように思われる。

＊管理・責任主体については、まず、統括者の全学的統一・明確化を図るのが適当と考えられる。

４．現行の授業評価アンケート解析案（別紙参照）

　要点：質問項目を分類・点数化し、図表示する。手順は次のとおり。

①質問項目を（ア）学生主体、（イ）教員主体、（ウ）学生・教員双方関連、（エ）その他に分類する。

②各項目について、点数（回答における選択肢）平均値を算出する。

③これらのうち、学生関連項目と教員間連項目について平均値を求め、これらをそれぞれ、学生

関連ポイント、教員関連ポイントとする。

④これらを別紙資料のように散布図として表示する。その方法は次の２通りである。(a) ポイン

トを直接表示する。さらに、学生関連ポイントと教員関連ポイントのそれぞれの平均値と標準

偏差とを求め、標準偏差マイナス２つ分を基準原点として、象限表示する。（b）すべての授

業におけるポイント平均値との差を算出し、差が０を原点として象限表示する。さらに、それ

ぞれの平均値と標準偏差とを求め、（a）と同じく、標準偏差マイナス２つ分を新たに基準原点

として、象限表示してもよい。（a）、（b）いずれの方法でも散布図の第１象限に位置するとき、

おおむね良好と判断される。

　　解析結果：要旨は次のとおり

　　　①　散布図第１象限に位置する方策は、「教員の努力」に帰着される。

　　　②　現行の質問項目について、「学生主体」の項目を増やせば、より正確な評価が図れる。

　　　③　努力によって平均値が上がった場合の取り扱いに対し、検討の要あり。

５．総まとめ

＊現行のアンケートにおける質問項目および回答表現について、改善・整備の必要性が認められる
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（とくに、少人数科目、オムニバス科目、実技、演習、実習、実験、ゼミなど）。

　　＊結果は公開を目指すべきとの意見が多い。

　　＊現行アンケートに対する学生側からの意見を聴取してもよい。

以上

第２ワーキンググループ委員（順不同）

２１年度：川口直能（幹事、工学研究科）、田原淳子（体育学部）、中金聡（政治学研究科）、

　　　　　前川和也（２１世紀アジア学部）、佐藤研一（グローバルアジア研究科）

２２年度：川口直能（幹事、工学研究科）、田原淳子（体育学部）、川島耕司（政治学研究科）、

　　　　　佐藤研一（グローバルアジア研究科）、金子武久（経営学研究科）
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第3ワーキンググループ資料
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第４ワーキンググループ報告

国士舘大学　第 1 回 FD シンポジウム
「学士課程教育とキャリア教育」─その背景と在り方（学士課程教育の構築の視点から）─

日時：平成 21 年 2 月 26 日（木）
場所：世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎 34B301 教室

主な内容

Ⅰ　基調講演　「学士課程とキャリア教育」─その背景と在り方（学士課程教育の構築の視点から）─
講師：　神戸大学　大学教育推進機構　教授　川嶋太津夫氏

　近年、大学教育の「ユニバーサル化」が進む中、2006 年に経済産業省によって提唱された「社会人
基礎力」、また 2008 年 12 月の中央教育審議会の答申「学士課程教育の構築に向けて」をきっかけに注
目されることとなった「学士力」の概念等により、いわゆる「学生の質」を担保するために各大学が果
たすべき役割について、根本的な検討が求められることとなった。従来の「教養教育」や「専門教育」
のあり方に加え、いわゆる「キャリア教育」の重要性が叫ばれるようになったことも、こうした動向に
即応したものである。今回の講演では、日本の大学を取り巻くこうした昨今の現状の中で、学生の能動
的・主体的な「学習」と、それを可能とする仕組みの重要性について説明がなされた。

Ⅱ　パネルデスカッション　「学士課程教育とキャリア教育」

コーディネーター：　柴田英明（キャリア形成支援センター長　理工学部　教授）　
パネリスト：　川嶋太津夫（神戸大学　大学教育推進機構・国際協力研究科　教授）、平石　正美（政
経学部　教授）、川田　儀博（体育学部　教授）、福田　勇（理工学部　教授）、渡辺　中（法学部　教授）、
木阪　貴行（文学部　教授）、表　きよし（21 世紀アジア学部　教授）

　本学 FDシンポジウムの初回ということもあり、全学部の代表者の出席のもと、各学部における「学
士課程教育とキャリア教育」について報告がなされた。各学部の当該教育に関する理念やカリキュラム
について、今後の課題を含めた現状報告が順次報告が行われ、それぞれの報告に対して、基調講演の講
師をお願いした川嶋先生からのコメントをいただいた。

国士舘大学　第２回 FD シンポジウム
「入学前教育・初年次教育の取組」

日時：平成 21 年 9 月 12 日（土）
場所：世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎 34B301 教室

主な内容

Ⅰ　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：　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　黒羽亮一氏
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　いわゆる「ユニバーサル化」が進行する現在の日本の大学に対しては、教育ならびにその成果として
の学生の「質」をいかにして保証するのかということ、すなわち、「（教育と学生の）質保証」の問題が
厳しく問われている。昨今いわゆる「初年次教育」の重要性が叫ばれているのも、こうした動向に関連
している。そこで今回の基調講演では、大学に求められる「質保証」が現在いかなるものと考えられて
いるのか、また今後それがいかなるものとなってゆくかについて、特に中教審大学分科会による「中期
的な大学教育の在り方に関する二次報告」（2009 年 8 月 26 日）の中で提起されたもろもろの観点をた
どる形で、説明がなされた。

Ⅱ　パネルデスカッション　「入学前教育・初年次教育の取り組み」

コーディネーター：　加藤直隆（FD委員会副委員長　法学部　教授）
パネリスト：　平石　正美（政経学部　教授）、田原　淳子（体育学部　教授）、福田　勇（理工学部　
教授）、辰野　文理（法学部　教授）、須田　強（文学部　教授）、表　きよし（21 世紀アジア学部　教授）
　
　前回のシンポジュウム同様、今回も全学部の代表者の出席のもと、各学部における「入学前教育」な
らびに「初年次教育」の各種事例報告や今後の課題について、順次発表された。その後会場全体とパネ
リストとの間で質疑応答が交わされた。

国士舘大学　第３回 FD シンポジウム
「平成 21 年度 FD 委員会の取組」

日時：平成 22 年３月 13 日（土）
場所：世田谷キャンパス中央図書館…地下 1階多目的ホール

主な内容

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

講師：　全国私立大学 FD連携フォーラム・立命館大学　教育開発推進機構　講師　井上　史子氏

　「大学設置基準」の改定や「認証評価」の義務化等の制度的な背景、さらには、現在の「学生」をめ
ぐる状況（18 歳人口の減少、学習への意識の低下、等）を鑑みれば、いわゆる FDの組織的研究と実
践の必要性が日々高まりつつあることが理解できる。しかしFDの現実的な取り組みをめぐっては、そ
れを難しくする多種多様な問題が存在している。こうした現実を前に、現在全国で諸大学を結ぶ各種の
FDネットワークが組織されており、「全国私立大学 FD連携フォーラム」（本学も加盟）もそのひとつ
である。今回の基調講演では、この組織が提供する「実践的 FDプログラム」を取り上げ、このプログ
ラムに即した「新任教員」の実際について、特に立命館大学の取り組みを例に、具体的な紹介がなされた。

Ⅱ　パネルデスカッション　「本学 FD 委員会におけるワーキンググループの活動報告」

コーディネーター：　西浦　忠輝（第４WG　座長　イラク古代文化研究所　教授）
パネリスト：　磯辺　武雄（FD委員会　委員長　文学部　教授）、濱田　英作（第１WG　座長　21
世紀アジア学部　教授）、川口　直能（第２WG　座長　理工学部　教授）、木阪　貴行（第３WG　座
長　文学部　教授）、加藤　直隆（第５WG　座長　法学部　教授）
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　平成22年度より本格的な活動を開始した本学の「FD委員会」であるが、今回のシンポジウムにおいて、
1年間に及ぶ活動報告を行った。本年度の FD委員会では、第 1期の活動テーマとして 5つのテーマが
設定され、同時にそれぞれのテーマについて調査・検討を行う専門のワーキング・グループ（WG）が
組織された（第１WG「シラバス様式の改定」、第２WG「学生による授業アンケート」、第３WG「きめ
の細かい成績評価の導入」、第４WG「FDシンポジウムの開催」、第５WG「ファカルティ・ディベロッ
プメント・ポリシーの策定」）。今回は各WGの座長から、それぞれのWGの 1 年間の取り組み、検討
内容、今後の課題等について報告がなされた（FDシンポジウムの開催にあたってきた第４WGについ
ては、具体的な報告を省略した）。各WGの報告は、本学のFDの土台となるべき諸制度や理念について、
そこに含まれる様々な問題を浮き彫りにしながら、それぞれの今後について一定の方向性を提起したと
言えるが、それをいかなる形で具体化し大学FDに反映させてゆくことができるのかについては、引き
続き検討を要する課題として次年度以降に引き継がれることとなった。

国士舘大学　第４回 FD シンポジウム
「３つのポリシー策定の取組」

日時：平成 22 年９月 11 日（土）
場所：世田谷キャンパス…梅ヶ丘校舎 34 号館 B301 教室

主な内容

Ⅰ　基調講演　「学士課程教育体系化のステップ─３つのポリシーの策定と一貫性構築─」
講師：　愛媛大学…教育・学生支援機構…教育企画室…副室長…准教授　佐藤　浩章氏

　2008 年 12 月の中央教育審議会の答申「学士課程教育の構築に向けて」以降、全国の大学は「アドミッ
ション・ポリシー（AP）」、「カリキュラム・ポリシー（CP）」、「ディプロマ・ポリシー（DP）」の、い
わゆる「３ポリシー」の策定とそれらの公表が義務付けられることとなった。今回の講演では、３ポリ
シーそれぞれの意味とそれらの本質的な関連性（＝一貫性）の理解の重要性が説明されるとともに、具
体的な３ポリシーの策定の手順や留意すべき点について、また３ポリシーの策定を有意義なものとする
ために必要な関連作業について、詳細な解説がなされた。

Ⅱ　パネルデスカッション　「３つのポリシー策定の取組」

コーディネーター：　加藤　直隆（FD委員会　副委員長　法学部　教授）
パネリスト：　川田　儀博（体育学部　教授）、木阪　貴行（文学部　教授）、中山　雅之（21 世紀ア
ジア学部　准教授）

　学部・学科ごとに「３ポリシー」の策定が進行しつつある中で、今回は特に、それぞれ教育内容に特
徴のある、3つの学部に実例報告をお願いした。今回の報告から、学生像や知識像をめぐっては学部間
に大きな多様性があり、そのことが教育・研究カリキュラムへのアプローチの仕方そのものにも大きく
反映されている現実が理解され、「３ポリシーの策定」という課題に含まれる教育研究上の意義について、
あらためて考えさせられる結果となった。
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国士舘大学　第５回 FD シンポジウム
「修学支援とキャリア教育の取組」

日時：平成 22 年 12 月 20 日（月）
場所：世田谷キャンパス中央図書館地下１階多目的ホール

主な内容

Ⅰ　基調講演　「今の大学に必要な修学支援とキャリア教育─京都産業大学の実践から─」
講師：　京都産業大学　教授　教学センター長　キャリア教育研究開発センター長　若松　正志氏

　現在の日本の社会的変化に伴い、日本の大学の果たすべき役割と大学教育の「質保証」に対する様々
な要求が強まっている。そうした中、従来のいわゆる専門教育の枠組みには収まらない、包括的な「修
学支援」と、大学卒業後の社会性をも視野に入れたいわゆる「キャリア教育」の必要性が、現在様々な
形で叫ばれている。今回の講演では、学生の学習意欲を高めながら修学を後押しするための取組につい
て、またそうした取組をいわゆる「社会人基礎力」の概念に代表されるような社会的能力や就業意識の
開発を目指す「キャリア教育」の推進につなげるための具体的な制度（組織と様々なプログラム）につ
いて、京都産業大学の実践例に即して詳しく紹介がなされた。

Ⅱ　パネルデスカッション　「修学支援とキャリア教育の取組」

コーディネーター：　西浦　忠輝（イラク古代文化研究所　教授）
パネリスト：　小崎　充（理工学部　教授）、高野　敏春（法学部　教授）　

　今回は表記のテーマに関して 2つの学部の取組について報告がなされた。両学部ともに在学生の修学
上・生活上の躓きを少なくすべく、学生の入学時から様々な授業（初年次ゼミなど）や制度が設けられ
ていることが報告された。また学生の卒業後を見据えた教育の重要性についても両学部ともに認識は共
通しており、例えば理工学部の取組として、同学部に設けられているキャリア教育系科目（「キャリア
デザイン特別講義」、他）等について説明がなされた。

※なお、平成 23 年 3 月 24 日（木）開催予定であった「第 6回　FDシンポジウム」は、震災の影響で
中止となった。
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第５ワーキンググループ活動報告

○　国士舘大学ＦＤポリシーの制定

本ＷＧでの第１期活動における検討課題は本学のファカルティ・ディベロップメント・ポリシー（以下、
ＦＤポリシーと記す。）の策定に向けの検討でありました。この検討にあたり、部会会議（WG）およ
びメンバーとの様々な打合せ（調整）会というものを開かせていただきました。以下に検討概要をご報
告いたします。
ＦＤ定義をめぐる論議、その背景事情、問題状況とはどこにあるのかということですが、これは中央教
育審議会答申「学士課程教育の構築にむけて（平成 20 年 12 月 24 日）」に因っているもので、この答申
に示された内容を踏まえて、以下のように検討内容をまとめました。
国士舘大学ＦＤポリシー（案）について「国士舘大学は、ＦＤを建学の精神と教学理念の体現である「活
学」を掲げて、日々の実践のなかから心身の鍛練と人格の陶冶を図り、国家社会に貢献する智力と胆力
を備えた人材育成を目指し、学部・研究科等の教育研究機関が掲げる理念と教育目標を達成するために、
授業内容や方法等を改善するための組織的・恒常的な実効性ある取り組みに教員が職員と協働して学生
の参画を得て、教育の質保証と教員の教育力および学生の学士力・研究力の向上を推進し、それらの取
り組みの妥当性、有効性について組織的に検証を行い、さらには教員の研究活動、社会貢献等に関わる
教員集団の職能開発の改善・向上に生かしていく活動、と定義する。」といたしました。
この国士舘大学ＦＤポリシー（案）は、学士課程教育における３ポリシーの明確化及び教育目標の実現、
個々の授業のみならずカリキュラムを含めた議論、教員・教職協働・学生参画等により、教育の質保証
とその向上を期して継続的に評価、検証、更なる改善のための PDCAサイクルを機能させることが求
められています。ＦＤの概念は広く、敢えて換言すれば、ＦＤポリシー標準化として「国士舘大学のＦ
Ｄは、建学の理念と教育目標を達成するために、（１）授業・教授法の改善（２）カリキュラムの改善（３）
組織整備・職能開発」の基本概念に集約されます。ＦＤポリシー（案）に基づき、ＦＤ委員会および各
学部等との連繋のもとに、有益で実効性ある具体的なＦＤプログラム等の開発に積極的に取り組んでま
いりたく思っています。
（本稿は、加藤座長が海外派遣中のため、第３回ＦＤシンポジウムでの加藤先生の発表内容を中心に磯
辺が要約させていただきました。）

国士舘大学ＦＤポリシー

　国士舘大学はＦＤを、建学の精神と教学理念の体現である「活学」を掲げて、
日々の実践のなかから心身の鍛練と人格の陶冶を図り、国家社会に貢献する
智力と胆力を備えた人材養成を目指し、学部・研究科等の教育研究機関が掲
げる理念と教育目標を達成するために、授業内容や方法等を改善するための
組織的・恒常的な実効性ある取り組みに教員が職員と協働して学生の参画を
得て、教育の質保証と教員の教育力及び学生の学士力・研究力の向上を推進
し、それらの取り組みの妥当性、有効性について継続的に検証を行い、さら
には教員の研究活動、社会貢献等に関わる教員集団の職能開発の改善・向上
に生かしていく活動、と定義する。
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