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開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）　

中島　　徹
（法学部教授）

皆さま、本日は第 12 回ＦＤシンポジウムに、年度末の大変お忙

しい時期にもかかわらず、多数お集まりいただきまして、ありがと

うございます。

　本日のシンポジウムは第３期の締めくくりとなります。平成 20

（2008）年に当時の若林学長のもとでＦＤ推進室、そして平成 21

（2009）年度初めにＦＤ委員会が設置されまして、それから１期２

年ずつ、第３期が今年度末で終了するということであります。本日のシンポジウムでは、ＦＤ委員会の

４つのワーキンググループの座長に、各テーマに則してＦＤ活動の報告をしていただく予定でございま

す。

この４つのワーキンググループが取り組んでこられたテーマは、文部科学省（以下、「文科省」）が

現在進めております、競争的資金「私立大学等改革総合支援事業」にも関連しております。これは、補

助金にも直結する非常に重要な事業なのですが、この中で重点項目として挙げられているものが、ちょ

うど本日のテーマと符合しているということであります。これらの点につきましては、今後、全学挙げ

て取り組まなければならない課題となっております。

　ここでＦＤの活動を少し振り返ってみますと、平成 20（2008）年４月１日から大学設置基準が改正・

施行されＦＤが完全に義務化されました。先ほど申しましたように平成 20 年 10 月に、ＦＤ推進室が設

置されまして、それ以来自己点検評価を２度行い、認証評価を１度受審いたしました。その間、わが国

のＦＤ研究の最前線で活躍されている方々を毎回講師にお招きしまして、シンポジウムと研修会を行っ

ております。これらの研修会では毎回活発なご議論をいただきまして、本学の授業改革の転換点となっ

てきたと思います。

その成果としましては、まず、授業アンケートの公開、さらに、新任の先生方の研修、また、PBL

による授業の公開、あるいはアクティブ・ラーニングの授業の改善、そして、GPAの導入、こういっ

たものに反映され、これらが国士舘の教育の「質保証」の基礎となっていることは言うまでもありません。

　なお、シラバスにつきましては、整備する努力が重ねられてきましたが、残念ながらまだ完全とは言

い切れない状況にあります。さらに今後は、シラバスの内容についても改めて改革が必要になってまい

ります。皆さまの一層のご協力をお願い申し上げる次第です。

　そのような中、本年度（26 年度）から「大学ポートレート」という取り組みが本格的に稼働しました。

これは、全国の大学の教育情報の公表をとおして教育研究の質の向上を図るものです。これまでは新聞

あるいは雑誌等に「大学の実力」という形でいろいろなデータが掲載されておりました。これらを、そ

ういうメディアを介したものではなく、むしろ大学の団体で一括してデータベース化することになりま

した。私立大学の場合は、日本私立学校振興・共済財団が、そこで一括してデータベース化されており

ます。国士舘もまだ十分ではありませんが、基本的な情報については既に登録しております。今後、国



2

士舘ブランド向上のためにこれをますます充実させるということが重要になっております。

　国士舘には、そうは言いましてももともと教育あるいは研究に関する貴重なデータを蓄積しておりま

す。しかし、これをなかなかうまく活用するところまで至っておりません。データは悪くないけれど、

有効に活用がされていないという部分がございますので、今後これをもっと集計し分析し「見える化」

を図ることにより学生の学修力の向上に役立たせるために、分かりやすく発信していかねばなりません。

　さらに、今後のＦＤ活動としましては、本学の「建学の精神」を生かした大学教育の質向上に向け、

学生の学習時間の実質化、学習行動の把握、学生による授業評価の活用、アクティブ・ラーニングの構

築、そしてシラバスへの到達目標等の明記、ルーブリック（評価基準の可視化）、ナンバリング等、教

職員が一丸となって進めていかなければならない改革がまだまだ目白押しの状態でございます。先ほど

申しました、「私立大学等改革総合支援事業」につきましても、今年度はなんとかこれを採択されるよ

うに頑張っていきたいと、考えている次第であります。

　どうか本日のシンポジウムがこの現状打破の突破口というふうになりますよう、そして、できました

ら次の 100 年というのを目指して、国士舘の将来の試金石となることを願っております。本日は、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

　なお、三浦学長は、ＦＤの催しを今回も大変楽しみにしておられたのですが、本日は公務のため、残

念ながら欠席ということでありますが、岡田副学長においでいただいておりますので、後ほどご挨拶を

いただけるかと思います。

　では、本日はよろしくお願いいたします。
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挨　拶

副学長

　岡田　　繁
　（理工学部教授）

こんにちは。三浦学長は、公務による出張中ですので、私から挨

拶してほしい旨の伝言がありました。

本日は皆さんには、ご多忙のところお集まりいただきまして、本

当にありがとうございます。第６回ＦＤ委員会を午前中２時間半か

けて行いました。私も同席していましたが、なかなか熱のこもった

議論がかわされました。ただ今、中島委員長からお話がありました

ように、本日は「第３期報告会…ＦＤ委員会の取り組み」というテーマでＦＤ活動の報告をしていただ

きます。

ほぼ横ばいだった 18 歳就学人口は、平成 30（2018）年には一層低下してきます。大学のグローバル化、

知識基盤社会の進展など、大学を取り巻く環境の変化は目まぐるしく、未来を予測することがますます

難しい時代となっております。これからの大学に求められるものは、未知の課題に果断に取り組み、社

会を生き抜く資質を身につけた人材を育成する教育が急務となってきました。

4年前の東日本大震災を経験したわれわれは、災害に遭遇した場合には、どうやって生き抜いていく

かということを学生に教えることも当然出てくると思います。開闢（かいびゃく）以来、創立者が私淑

した吉田松陰先生の「知行合一」（知識だけでは意味がない。行いが伴ってこそ、その知識は意味がある）

の教えを建学の精神とした「活学の国士舘」はこれを好機と捉えて、答えがなかなか掴みづらい課題に

対しても、学生自身で解決していくという自覚をもたせることも必要と考えております。

本学は、平成 28（2016）年に日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価の受審が予定されて

おります。奇しくも、その翌（2017）年が創立 100 周年を迎えるということで、大学にとって大切な節

目の時期になっております。自己点検・評価のエビデンスやデータは大学が保有する経営の資源でござ

います。これを 100 年、200 年続けるように考えていかなければならないだろうと思っております。

「教育の国士舘」を標榜し、創立 100 周年のスローガンに「人と社会を支える力」を掲げていますので、

救急救命士、警察官、消防官、教師等、有為な人材を多く輩出している本学は、今後も継承していくと

いう意志を繋げていかなければなりません。

どうか教職員一丸となって国士舘の進取伝統を守っていこうではありませんか。

簡単ではありますが学長に代わってのご挨拶ということにさせていただきます。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
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◆趣旨説明

ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ

　加藤　直隆

（法学部教授）

今回の研修会の趣旨を説明させていただきます。

NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」をご覧になっていますか。一昨年

の「八重の桜」の同志社に続いて、今回は国士舘のプロモーション

ドラマである、とＦＤ推進室一同勝手に解釈して、悦に入っている

ところです（笑い）。

ドラマには、松陰先生の珠玉の名言がちりばめられています。例

えば、「人は、なぜ学ぶのか？　私はこう考えます。学ぶのは、知

識を得るためでも、職を得るためでも、出世のためでもない。人にものを教えるためでも、人から尊敬

されるためでもない。己のためじゃ」とか、「試練を与える。逆境こそが人を育てる。人を大いなるも

のにする」と。まあこういう具合にテーマごとに箴言がNHKのオンデマンドでも紹介されております。

今回の PBL のテーマにも関連するところがあるかと思いますが、「志は誰も与えてくれません。君自

身が見つけて、それを掲げるしかない」「君は、何を志しますか？」。これが第９回放送で松陰先生が弟

子に語りかけた箴言です。

何を学ぶかというところと人が素晴らしい教育とは何なのかというところが、現在答えのない、羅

針盤のない社会の中で、どのように自らの将来というものを考え、生き抜く力を、大学は学生にどのよ

うにして与えることができるのかという意味でも「教育改革の推進、教育の質保証を国士舘大学はどの

ように考えていくのか」というテーマに、本日は、平成 25、26 年度の２年間をかけたＦＤ委員会の成

果を報告させていただきます。

第１ワーキンググループからは、『ｅラーニング導入』、第２ワーキンググループからは、『PBL 教育

の構築』、第３ワーキンググループからは、『全学で構築する学習ポートフォリオ』、第４ワーキンググルー

プからは、『教員評価制度の構築』というそれぞれの課題について、これから各グループの座長から報

告していただきます。
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第 1 部

プログラム

「第３期報告（平成 25、26 年度）ＦＤ委員会の取り組み」

司　会　…

… ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ・法学部教授… 加藤　直隆

第 1ワーキンググループ　座長

… 政経学部講師… 関口　博久

第 2ワーキンググループ　座長

… 政治学研究科教授… 川島　耕司

第 3ワーキンググループ　座長…

… 経営学部准教授… 池元　有一

第 4ワーキンググループ　座長　

… 法学部教授　　飯塚　　真
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シンポジウム…グループディスカッション質問用紙
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第１部

司会　それでは、早速第１部に入っていきたいと思います。すでに、先生方のお手元にタイムスケジュー

ル表が用意されております。当然ＦＤ活動を知識提供型、あるいは知識伝達型というような、従来型の

スタイルでやるのは、ＦＤを推進するＦＤｅｒ（ファカルティディベロッパー）として好ましくないと

考え、今日はこのようなグループ形式とさせていただきました。タイムスケジュールに従い、わたくし

が、会議、対話、グループの議論を促進するファシリテーター（水先案内人）を務めさせていただきます。

まず、対話の時間から肩慣らし（アイスブレイキング）をさせていただきます。すでにグループ分

けしてありますが、上座に学部長を隔離しています。（笑い）なぜなら、学部長がグループの中に入り

ますとビッグマウスに遠慮するというような国士舘大学の奥ゆかしさにも配慮して、しっかり囲い込み

ました。また、各グループにできるだけ同じ学部の先生が一緒にならないように座席指定にしてみまし

た。今回は、理工学部が素晴らしいですね。いつも出席率ナンバーワンの法学部が、理工学部に負けて

おります。

それでは、肩慣らしとして、各テーブルで自己紹介と参加動機について、「なぜこの会議に参加した

のか？」というような話題からお互いにトークを始めて下さい。アイスブレイクの常套句に、〈昨日の

晩御飯〉というのがありますね。そのような話題も入れながらいってみたいと思います。お手元にグルー

プディスカッション質問用紙（以下、「質問用紙」）が置いてありますが、その用紙の左側にグループメ

ンバーの所属と名前を書いてください。そして、これから四つのワーキンググループが発表してまいり

ますので、それぞれのテーブルごとに、どなたか代表を決めていただいてその方に、議論の内容をまと

めていただければ結構です。よろしいですね。質問用紙にある「誰に対しての質問ですか？」との問い

に対しては、質問したいパネリストに○印をつけてください。もし、パネリスト全員に対して総括的な

質問であれば、全員と記載してあるところに○印を付けてください。

ところで、皆さんの後ろにホワイトボードが四つ置いてあります。今日、私は、プレゼンツールと

して秘密兵器を持参しました。大判で特殊な食品用のラップフィルムみたいなビニール製で、静電気の

作用で壁面ならどこにでも貼りつく優れものです。あとで、現物と使い方をお見せしますので、楽しみ

にしていてください。

まず、自己紹介から始めて、そしてその後〈昨日の晩御飯〉。「昨日の晩御飯何食べた？」というこ

とから始めます。制限時間は、10 分間です。

（10 分経過－テーブルでのグループ討論終了）

先ほど、わたくしが指示を出す時 10 分と言いましたけれど、お一人１分 30 秒ずつ話してください

という指示もあります。授業で使う場合は一人１分というような使い方もあります。

それでは第１ワーキンググループの座長の関口博久委員から、発表をお願いいたします。傾聴の時

間ですので、皆さんはしっかり耳を傾けて聞くというのがポイントです。また、所定の質問用紙に質問

等メモ取りながら聞いてください。　
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◆『ｅラーニング導入』について

第１ワーキンググループ座長

関口　博久　　　　　　　　

（政経学部講師）　　　　　　

ｅラーニング導入
　第１ワーキンググループの関口と申します。第１ワーキンググ

ループの皆さん、前にお集まりください。第１ワーキンググループ

としましては、２年間の活動をしてきました。桜井先生、榎田先生、

森脇先生、竹村先生と私の五人で活動してきました。２年間の活動

ということですので、今回の発表につきましては、これまでの１年

目の発表を基盤としていますので、若干重なるところもありますが

発表させていただきます。

　本日のテーマとして私達がいただいているのがこの「ｅラーニン

グ導入」ということですので、今後さらにＦＤ活動を進めていくと

いうのが趣旨です。大きなテーマであることを念頭に聞いていただ

ければと思います。

　はじめに
　「はじめに」結論から申しますと、この「ｅラーニング」ということにつきましては、本学ではＦＤ

活動として、ＦＤ委員会と図書館情報メディアセンターと連携を図っております。その方向性は基本的

には間違っておらず、それを発展させていく方向かと思います。最後に提言ということで、具体的なと

ころも述べさせていただければと思います。

ｅラーニングとは
そもそも、「ｅラーニングとは一体いかなるものなのか？」ということです。広義のｅラーニング、

狭義のｅラーニングということで、こんなことはいまさら言わなくても分かっているよ、という方も多々

いらっしゃるとは思いますが、一応ここでは確認ということでお話しさせていただきます。

まず広義のｅラーニングとしましては、情報技術を使った学習形態ということで、様々なものがあ

ると思います。狭義のｅラーニングとしましては、インターネットの利点を生かした学習形態。例とし

ては、「インターネットを介した講義支援」ということになっています。「アクティブ・ラーニング」の

ツールとしても利活用が進んでいます。昨年、ＦＤ推進室から中教審答申でも使われた「ＦＤ関連用語集」

を配布いたしました。皆さんはＦＤ関連のカタカナ英語に抵抗感がなくなってきたのではないでしょうか。

「アクティブ・ラーニング」の実際は、どういうものなのかということで言いますと、先生方は既に

ご存知かと思いますが、教員による一方的な講義形式とはちがい、「能動的な学習」ということになる

と思います。したがって、この後の第２ワーキンググループの発表ともこのｅラーニングは重なってい

るところなのですが、いずれもアクティブ・ラーニングの１ツールということでこのｅラーニングがあ

ると思います。

したがって、「ｅラーニングとは、学習を支援する手段であって目的ではない」。これが一番大事な
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ことなのではないかと思っております。つまり、このｅラーニングや LMS を使えばいいのではなく、

それをどのように学習に生かしていくのかということが大事なのではないかと思います。

ＬＭＳ：ｅラーニングの学習管理システム
ｅラーニングと類似するものに、「LMS（Learning…Management…System）」というのがあります。

これはｅラーニングの学習管理システムの略で、学習者の登録、学習履歴の管理、学習の進捗管理、成

績等などの基本機能のほか、掲示板等のコミュニケーションツールなどの機能を有する LMSはｅラー

ニングと一体化したシステムと捉えていただければいいと思います。具体的にはのちほど説明させてい

ただきます。

「ｅラーニングの機能」とは、一体どんなものがあるのかがＦＤの活動としては重要なところと思っ

ているのですけれど、まず、先ほども申しましたアクティブ・ラーニングを含めた学習への支援、効率

化といった点で役に立つのではないかということになります。この「機能」というところですけれど、

これは、学生のみならず我々教員にとっても非常に役立つ機能というふうに捉えております。

ｅラーニングの機能
ｅラーニングの機能としましては、「記録に残しやすい」ということです。残しやすいということで

すから、これまでの紙媒体のものであっても基本的には記録として残ると思います。この残しやすいと

いう点で、これが「ｅポートフォリオ」ということになるかと思います。ポートフォリオということで、

このあとの第３ワーキンググループと関連しますが、学習成果を長期的に収集するものという形では、

非常に役立つのではないかと考えております。

さらに、「通常の講義時間以外での学習の確保」ということです。本来であれば単位の取得のために

は予習、復習の時間を踏まえた上でということになりますので、普通の講義形式の時間だけではなく、

ｅラーニングを使えばそのような点でも使えるのではないか。さらに、先ほど岡田先生からもお話もあ

りましたように、国士舘大学としては、公務員試験、資格試験、教員試験という試験について、その道

を望んでいる学生も多々いるということを考えれば、そのような資格試験、就職試験等への対策のツー

ルとしてこのｅラーニングが使えるのではないかと思います。

ただし、この学問系統、教科とか、受講者数等によりその効果には差異があると考えられます。ただ、

その効果というのはどこまでなのかというのはなかなか計量化するのは難しいかと思います。また、こ

のｅラーニングにつきましては、デメリットというのは考えられると思います。例えば、実際に講義形

式であればテストや何かであっても本人がやったということは確認できますけれど、Web 上であれば

「成り済まし」の問題は避けて通れません。そのほか、モチベーションが下がる問題はあるかと思います。

それはこのｅラーニング特有の問題ではないのではないかなと捉えております。ここでは、様々な機能

があるということをご確認いただければと思います。

続きまして、本学での状況としては一体今どういう状況になっているのかということで申しますと、

本学におけるこれまでのｅラーニングのシステム、前述の LMSという捉え方で言えば、ジャンザバー

（Jenzabar）、マナバ（manaba）、ムードル（Moodle）、ALCネットアカデミー（ALC…NetAcademy）といっ

た、このようなシステムを既に本学では保有しているという状況になります。

本学での状況
この本学におけるこのｅラーニング、LMSの利用状況を図書館メディア情報センターに利用現状を
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照会したところ、専任教員が 320 名、非常勤教員 791 名のうちジャンザバー、マナバ合わせて 103 名が

利用していることが分かりました。

参考として、「平成 26 年度国士舘大学manaba 利用状況調査報告書」に数字が出てますが、調査対

象としての国士舘大学教員のうち、回収票は 61 票ということですから、いずれにしましても、データ

については経年での評価が必要だと考えますが、ｅラーニングについて１回だけの利用という教員も多

くいますので、現在のところあまり利用されていないのが現状です。

問題点
「問題点」についてですが、現状としては、本学ではｅラーニングがあまり利用されていないという

ことが、一応認識できると思います。それに対してあるべき姿としては、「ｅラーニングの有効利用及

び利用者の拡大」ということが考えられると思います。ただ、これはあるべき姿ということですから、

規範論ということになってしまうかと思います。したがって、別にｅラーニングなんか使わなくたって

いいんじゃないのかという先生方もいらっしゃると思います。それなのに、なぜ利用されるべきなのか

ということで申しますと、先ほどもありましたとおりｅラーニングには様々な便利な機能があるという

ことです。この様々な機能が学生にとってみれば、非常に役立つのではないか。それが教員の授業の効

率化にも繋がるのではないかということです。あくまでも手段であって目的ではないということが大事

なところなのだと思います。

基本的方向性
現在の本学の方向について、今後どのようにしていけばよいのかという基本的方向性ということを

考えてみたいと思います。われわれ第１ワーキンググループの活動としていくつか本学で行われている

講座等に参加させていただきました。まず学内からのアプローチということで、ＦＤ委員会主催の平成

26（2014）年度授業公開、授業参観というのがありました。26 年の 11 月 28 日の４限に、法学部の教

授の加藤直隆先生の「法情報学」において、「授業におけるマナバを取り入れたTAの役割」は１年生

のための授業だったのですが、最終的な卒業論文に向けてグループワークをやるということで、このマ

ナバを丁寧に使っておられ、学生の満足度も高いものだったろうと思います。この授業は公開されまし

たが、実際には他の教員の中にも、授業でｅラーニングを取り入れている方もいると思います。この点、

積極的に公開するということが非常に大事なことだと思います。また、26 年 12 月４日の２限に行った、

manaba を取り入れた「経済政策学の授業におけるアクティブ・ラーニングの実施」と題した瀬野隆先

生の経済政策学の授業では、多人数の授業におけるｅラーニングの使い方も公開されております。いず

れも既に本学で行われているｅラーニングの実践例を学ぶことができたという点では、このようにして

皆さんに公開していくことが今後も大事かと思います。

さらに、学外からのアプローチということで、ｅラーニングの実践例としてどのようなところが、

我が国が最先端なのかということで、「学生主体の学び…ｅポートフォリオによる学習支援とデータ活用」

という講演がありました。これは、図書館情報メディアセンターの ICT活用教育研究会主催の講演だっ

たのですけれど、熊本大学大学院の中野裕司先生から、示唆に富んだレクチャーを受けました。おかげ

で我が国におけるｅラーニングの最先端の状況を知ることができました。

基本的な方向性としては今後も学内、学外からのアプローチをこれまでと同様に進めることにより、

ｅラーニングの利用者の拡大とともに、利用することによる効果の増進を進めるべきではないのではな

いかと思っております。
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具体的提言
最後に、いくつか提言を挙げます。

まず、ｅラーニング、LMSの学内での周知の拡充のために、ワークショップ等の開催が挙げられます。

先ほど学内からのアプローチ、学外からのアプローチ、いずれもあるかと思うのですが、「ワークショッ

プを開いて公開をしてみんなに周知していく」ということの方向が一番大事なことと思います。具体的

には、既に講義等でｅラーニングを実践している教員の授業公開ということも進めていくほうがいいと

思っております。

その際に多くの先生は既にもうｅラーニングという形で様々なシステムを自分たちでやっていると

いうことであれば、これはＦＤ委員会としては「ＦＤ活動報告」ということを各出身母体のところが受

けていますので、そこに記録等を残していただければ、今後ますます、公開の道に繋がっていくのでは

ないかとも考えております。

さらに「学外から専門的知識を有する者の招聘」ということで、先ほどの熊本大学の中野先生だけで

はなく、多くのその道に長けた方の外部の有識者の方の意見を聞いていくということも大事と思います。

続けて、学外の講習会等にも参加して、それをフィードバックして、本学にその知識を反映してい

ただくということも大事だと思っています。より具体的なことになりますが、「各学問系統、各教科、

受講者数等によって適したｅラーニングの検討」ということで、これは当然ＦＤ委員会としてやってい

かなければならないということなのですけれど、そのほか各学部にあるＦＤ委員会等でも進めていただ

ければと考えております。

先ほどの「資格試験、公務員試験等の対策のためのコンテンツの作成」ということになりますが、

これも同じように各学部等を含めて進めていただければ、一度作ればまたこれが将来に役立つというこ

とと、繰り返しになりますけれど、公務員試験や何か資格試験ということで考えればいいのではないか

なと思っております。

本学では、推薦入試やAO入試といった多様な学生が入学する形態というのもあると思います。各

学部とも、そのための入学前におけるｅラーニング、LMSの利用の検討も今後考えられるのではない

かと思っております。学生によって様々な能力というのがあると思うのですけれど、事前に、入学前教

育の一つとしてこのｅラーニングを使えないかというふうに考えております。

次に、技術的な面でいうと、世田谷校舎、町田校舎、多摩校舎ごとに、施設や設備が違っていたり、

教室の設備等も違うと思います。したがって、通信設備等の利用設備の拡充を図り、学校全体として進

めていく必要があると思います。

最後に、「ｅラーニング導入」ということで言えば、今後どのように進めていくのかということにな

ります。この点、教員および学生のいずれの利用者からも意見を聞いて、さらなる改善という視点で、

ＦＤ委員会では PDCAサイクルを機能させていくという

方向で進めておりますけれど、この PDCAサイクルをこ

のｅラーニングにつきましてもやっていくといいと思いま

す。
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◆『PBL 教育の構築』について

第２ワーキンググループ座長

川島　耕司　　　　　　　　

（政治学研究科教授）　　　　

アクティブ・ラーニングとＰＢＬ
第２ワーキンググループの方、こちらのほうに来ていただけませ

んでしょうか。

それでは、さっそく始めさせていただきたいと思います。第２

ワーキンググループでは、『PBL 教育の構築』というテーマで２年

間取り組んでまいりました。今日は「アクティブ・ラーニングと

PBL」という題目でお話したいと思います。こちらは、第２ワーキ

ンググループの先生方で、いろいろ助けていただきました。発表項

目は、第１に「第２ワーキンググループの活動の概略」、それから

「アクティブ・ラーニングと PBL が求められる背景」に関しまして、

中教審のレポートが非常に分かりやすいので、それに基づいて簡単

にお話します。それから、広島大学におきまして、私自身が PBL

の講習を受けてきましたので、そのことに関してご報告します。また、本年度はそれを基にしまして、

本学でPBLワークショップを行わせていただきましたので、その概略もお話したいと思います。最後に、

今後の課題ということでお話しいたします。

第２ＷＧの活動の概略
　「第２ワーキンググループの活動の概略」ですけれども、まず、平成 25（2013）年度には「アクティブ・

ラーニングとは何か？　それはなぜ求められるのか」という問題を確認する作業を行いました。その成

果を平成 25 年７月 20 日の第９回ＦＤシンポジウムにおいて発表しました。その後、アクティブ・ラー

ニング、PBL の重要な構成要素であります「グループワーク」というものに関しまして、どのような

形態があってどのように導入し得るか、そのメリットは何かという問題を検討いたしまして、26 年３

月 15 日の第 10 回シンポジウムで発表させていただきました。その後、これらの成果をニュースレター

において発表いたしました。26 年度は主に PBL のワークショップを開催しましたので、そのことにつ

いてお話したいと思います。

　アクティブ・ラーニングとＰＢＬが求められる背景
　まず、「アクティブ・ラーニングと PBL が求められる背景」ということなのですが、これに関しまし

ては中央教育審査会（以下、「中教審」）から 2012 年に出された報告書がございます。非常に分かりや

すくて、PDFファイルにもなってネット上にもありますので、よろしければご参考いただければと思

います。基本的には大学を取り巻く環境が大きく変化して、大学教育への期待の高まりと教育の質的な

変化に関する要請が生まれているということです。
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　高度成長期の常識は通用しない
高度成長期の常識は通用しないということですが、昔は企業は大学教育に多くを期待していなかっ

たということです。それが暗黙の了解のようになっていました。企業は入社後の社内教育と実務上の経

験や実践で人材を伸ばしてきたし、昔から大学生は勉強しておらず、それでも卒業後社会で十分に活躍

してきたということです。「余計なことはしてくれるな」というような、そういう感じがどこかで共有

されていたように私も思います。しかし、今日状況は非常に大きく変化しているということです。

大学教育への大きな期待
どういうふうに変化しているかと言いますと、大学教育に大きな期待が寄せられるようになったと

いうことです。まず学生からの期待、それから地域社会から。地域社会からの期待はある意味シティズ

ンシップ、あるいは能動的市民というようなことにも繋がると思うんです。そして産業界で働ける人材。

単に期待が大きくなっただけではなくて、その質が大きく変化しているということで、ここを認識する

ことが非常に重要なことだと言われています。例えば、チームで特定の課題に取り組む経験をさせると

か、理論に加えて実社会とのつながりを意識した教育を行うとか、論理的に文章を書く力とか、人に分

かりやすく話す力とかを身につけさせるような教育が求められるようになっているということです。

予測困難な時代
その背景になっているのが予測困難な時代ということです。学生たちにとっては、労働市場や産業、

就業構造の流動化などによって、将来予測が困難になってきているという状況がある。そのため様々な

スキル、能力を自分自身が身につけておかないと、終身雇用制が十分に機能しなくなっている社会にお

いては生き残れません。学生は自分でそういう力をつけて自分を守らなければいけないということです。

それから、産業界や地域社会は、変化に対応したり未来の活路を見出したりする原動力となる有為な人

材の育成を大学に求めています。その背景には、急激に変化する社会とか、需要が流動化している経済

というような状況があります。大学を取り巻く状況は非常に大きく変わっています。

大学教育の質的転換の必要
では、そういう中でどういう能力が求められているかと申しますと、「生涯学び続け、どんな環境に

おいても答えのない問題に最善解を導くことができる能力」というようなことを中教審は主張しており

ます。そして学生がそうした力を身につけるには、一方向型の、従来型の知識注入型の授業では非常に

限界があるということですね。中教審の報告書は、「生涯学び続け、主体的に考える力を持った人材は、

受動的な学習経験では育成できない」とまで言い切っています。教員が一方向的に知識を伝えるような

授業では、そういう力は育成できないんだということです。あるいはよく言われることですけれど、「何

を教えたかではなくて、学生が何を身につけたか」という視点から大学教育を考えていく必要があるの

ではないかということです。

社会の中に大学はあるんですけれども、この社会が非常に大きく変わっているにも関わらず、大学

は今までどおりにやっているということです。そうした状況は非常に問題であるということですね。中

教審の報告書は、そういうことを言っているわけです。

新しい形の学びの必要
そういう中で、必要とされるのが「能動的な学び（アクティブ・ラーニング）」ということです。学
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生の思考力や表現力を引き出し、その知性を鍛え、課題の発見や具体化からその解決へと向かう力の基

礎を身につけることを目指すような学びです。双方向、あるいは多方向の学びと言ってもいいと思いま

す。多方向という言い方は私だけしか言っていないかもしれませんが、学生間の意思疎通、あるいは教

え合いということですね。双方向と言うと学生と教師の間というイメージですけれど、それだけではな

くて学生同士で学び合う、教え合うということが必要になる。それから、質的転換の前提として、「十

分な総学習時間の確保」が必要でり、授業外の時間にいかに学生に学ばせるかということがこれから重

要になると言われています。そういったことの多くを実現する PBL(Problem-based…Learning) というも

のに関して、非常に関心が出てきているということです。

友達づくりにも有効
これは少し話が横道にそれるんですけれど、アクティブ・ラーニングは友達作りにも非常に有効だ

と考えられています。これはＢ社などが調べた結果のグラフですが、聴講型の授業では、「友達がいない」

と答えた学生が３割ぐらいいるんですね。これは深刻なことで、３割の学生が友達がいないというのは

非常に問題のある状況なのではないでしょうか。しかしアクティブ・ラーニングをいろいろやっていく

と、友だちが一人もいないと答えた学生は 16.5%になる。どれだけ機会を提供しても友達のできない学

生はいると思うんですけれども、ただ、それなりの機会があれば友達ができるという学生も結構いるの

ではないかと思います。そうすればもちろん中退予防にも関係してくるのではないかというふうにも思

いまして、そういう意味でもアクティブ・ラーニングは有効なのではないかと思われます。

広島大学でのワークショップ
それでも「PBL ってどうやったらいいの」ということが私自身も正直よくわかりませんでした。そ

んなとき、ＦＤ推進室から「広島大学でこういうことをやっているので出てみたらどうですか」という

ようなことを言っていただきまして、昨年の 3月 26 日にワークショップに参加しました。全国から 25

名ほどの教員が集まりまして、そこでやったのは低学年向け、特に１年生向けの「拡散型シナリオ」を

使った PBL…(Problem-based…Learning) ですね。広島大学でやっているのはプロジェクトじゃなくてプ

ロブレムのほうだと言われました。教養課程低学年向けの「拡散型シナリオ」というものを使ったもの

です。これは、専門課程向けの PBL に比べてかなりの汎用性があるものですので、学部学科を越えて

導入が可能です。

ＰＢＬワークショップの概略
広島大学でどんな形でやったかと言いますと、シナリオをまず読んで、中間発表を行って、グルー

プ全体での課題と、そのグループの中の各自の担当項目を決めました。それからインターネットで情報

収集して、それをグループごとに一つのスライドにまとめて、最後に発表会をするという８時間のコー

スだったんですね。その時使った「シナリオ」というものはこのようなものです。広島大学はいろんな

シナリオを作っておりますけれども、このくらいの長さのものでもいろいろなことが出てきます。集まっ

ていただく先生方によって、本当に話が発展していきます。非常に興味深いいろんな知見が出てきます。

「拡散型」と「収束型」
「拡散型」と「収束型」ということについてお話します。拡散型というのは下級生向けで、先ほどの

ようなシナリオですね。シナリオを読んで様々な問題を考え、自ら最も探求すべきであると考えるテー
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マを自由に選択する。収束型は上級生向けで、専門科目における PBL です。シナリオの中に学習して

欲しい項目をきちんと盛り込み、それを学生が適切に学習できるように工夫をするということです。ま

ず拡散型で慣れていただいて、徐々に収束型もやっていただければと思っています。

具体的な進行方法
具体的な進行方法は、６人～ 10 人のグループを作って司会者、書記、発表者を決めます。そしてシ

ナリオの朗読をして、その後キーワードを出し合って、それを付箋に書いてホワイトボードに貼ってい

きます。これは私が広島大学でやったときの写真です。このような雰囲気で集まりました。F&D（フー

ド＆ドリンク）がちゃんと出てきました。ここにペタペタペタと付箋にキーワードを書いたものを貼り

ました。これがプロブレムマップというものです。同じような内容の付箋をグループ分けしたものです。

こうした作業のなかで全体のテーマを決めました。私たちは、「自分なら献体するか」というようなテー

マでした。私は、このT先生という方と一諸に「献体に関する国際比較」について調べさせていただ

きました。

この写真は最終発表前に発表内容をチェックしているところです。みんなで調べたことを持ち寄っ

てスライドにして、ここに写して、どういうふうに発表するかということを検討しました。その後３グ

ループが集まって発表会をしました。私は、このワークショップに参加して、これは自分の授業でも十

分に使えると思いました。最初は自分の授業で使いながら、良いところ、悪いところをまとめ、先生方

にお話ししようと思っていたのです。ただ、やはりこのノウハウを皆さま方にもお伝えする価値は十分

にあるのではないかと思うようになりました。

本学でのワークショップ
というわけで、本学でワークショップを実施することにしました。最初広島大学で行った８時間の

コースをそのままやろうと思ったのですが、それは長すぎると言われまして、最初の問題発見のプロセ

スだけを１時間半でやっていただくということにしました。このように何回かやらせていただきました。

本当に、ＦＤ推進室とかＦＤ委員の先生方やいろんな方のご協力、それから加藤先生の ICT 活用教育

研究会にも一緒にやっていただいたお陰で、いくつか開催することができました。最初に行ったのは私

が所属する政経学部政治学科です。学科主任の石見先生に「こんなことをやりたいんだけど」と相談し

ましたら、「それはすぐにやりましょう」というお返事をいただきました。当日は先生方も大勢集まっ

ていただきました。非常にご好評をいただきました。

実際すぐに政治学科の若い先生方が取り入れてくださいました。これは政経学部のフレッシュマン

ゼミナールでやっているところの写真なん

ですけれども、ホワイトボードに貼るので

はなくて、A3 の紙にちょっと小さめの付

箋をペタペタと貼っています。私も自分の

授業ではA3 の紙を何度も使いましたが、

学生たちは一生懸命に生き生きとやってお

ります。

次に、ICT 活用教育研究会のご協力を

いただきまして、カメラが入ってちょっと

物々しかったのですけど、このような雰囲
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気でやらせていただきました。それから政経学部長の青木先生にお話したら「すぐにやりましょう」と

いうことを言っていただきました。その３日後に政経学部の先生 10 人ほどに集まっていただけました。

その後、12 月 19 日に理工学部からお話がありまして、やらせていただきました。これはその時の写真

なのですが、皆さん本当に和やかなんですね。これは私がやらせていただいたすべてのワークショップ

に言えることですが、すごく楽しいひと時というと変ですけれど、本当に楽しいものです。

その後２１世紀アジア学部でもやらせていただきました。中上先生のご協力もあって盛会に行うこ

とができました。それから、政経学部で２度目をやった時は人数が 14 人で少し多かったものですから、

このように半分に分けました。ホワイトボードを使うのが普通なんでしょうけれど、この場合は模造紙

に付箋を貼るという方法でやりました。これは関口先生ですが、肩を寄せ合ってみんななんかワイワイ

やる感じがあって、こちらのほうが話が展開しやすいのかもしれないというふうにも思いました。これ

は体育学部で 3月９日にやらせていただいたものです。内藤先生のご尽力で開催する事ができました。

私自身は２年生の基礎ゼミでも何度もやったんですけれど、どれも学生たちはとても一生懸命に取

り組んでくれました。それから大学院でも行いました。これは私の大学院の授業なんですけれども、大

学院でもできるんじゃないかと私は思っています。

今後の課題
「今後の課題」ですけれども、より多くの先生方に知っていただく意義は十分にあると思います。今

までおよそ 70 名の先生方に参加していただいたんですけれど、まだまだ本学の先生方の２割にもなっ

ていないのではないかと思います。引き続きやらせていただければと思っています。５人くらい集まっ

ていただければできますので、仰っていただければ私、すぐに参りますので、よろしくお願いします。

それから、実際の導入例や学生の反応を調査してみて、PDCA の CAのほうはあまりやっていな

いので、そこもやる必要があると思います。それから、専門課程向けの PBL、あるいはプロジェクト

を主体とした PBL(Project-based…Learning) や、

グループでの教え合いを重視した TBL…(Team-

based…Learning) というようなものに関しても研

究が必要であるということです。それから、これ

らの学習を既に積極的に導入しておられる先生方

も多いと思われますので、その点の調査も必要か

と思われます。あるいは PBL やアクティブ・ラー

ニングの推進のためには、ラーニングコモンズと

いう施設が必要になると思いますので、その研究

も必要かと思われます。以上です。どうもありが

とうございました。
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◆『全学で構築する学習ポートフォリオ』について

第３ワーキンググループ座長

池元　有一　　　　　　　　

（経営学部准教授）　　　　　

　　　　　　　

　全学で構築する学習ポートフォリオ
　第３グループの方は前方にお願いします。本報告はパワーポイン

トではなく、A3のプリントを配っています。

まず目次です。「１．はじめに：学習ポートフォリオとは何か」、

次に「２．学習ポートフォリオの一連の流れ」のお話をします。次

に、そういう「３．学習ポートフォリオの機能、用途」にはどのよ

うなものがあるのか。最後に「４．提案（本学での利用方法）」、「ま

とめ」、「参考文献」という流れです。20 分はかからないと思います。

１．はじめに：学習ポートフォリオとは何か
はじめに、「学習ポートフォリオとは何か」という話ですが、定

義は、よくよく本などを読みますと至って簡単です。学習過程・成

果の「見える化」（可視化）です。どんな勉強をしているか、どんな結果を残したかというのを見える

ようにする。これがポイントです。学習ポートフォリオというのは、「ある一定期間の学習の成果物（テ

スト、レポート、成績など）を蓄積し、学習過程を視覚化、『見える化』するツールである」というのが、

一番分かりやすい定義だと思います。

中教審「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）」用語集に書いてあるのです

が、太字のところを読みます。「学生が学修過程ならびに各種の学修成果を・・・長期にわたって収集し、

記録したもの」。これが学修（学習）ポートフォリオです。それによって「自律的な学習をより深化さ

せることを目的とする」。また、「個人能力の質的評価も行うこと」ができる。また、教員の「教育の成

果を評価する」場合にも使われる、となっています。本報告ではどのように学習ポートフォリオを位置

づけるかというと、まず先ほども言いましたように、「学習成果を可視化」することにより「学習の証

拠」、学習の結果をたくさん蓄積していますので、それを「学習の証拠」（エビデンス）とする。また「学

習を深化」させる、というような機能がある、としています。

２．学習ポートフォリオの流れ
「学習ポートフォリオの流れ」ですが、まず、（１）教員が教材や課題を提示する。（２）教材や課題

を提示して、それに学生が答える。レポートなどを作成してコンピューター（システム）に蓄積する。

（３）その学習成果物に対して自己評価や相互評価や教員がフィードバックを行う。（４）その評価に応

じて学生は、学習成果物の考察・「振り返り」を行い、それを修正してシステムにまた蓄積する。そこで、

この（３）と（４）を何回か繰り返すこともします。ですから学生が何か学習成果物を作成したら、そ

れを教員がフィードバックする。それをまた学生が直す（振り返り）。また、（５）として学生は、適宜

優良な学習成果物を選択して、システムに蓄積する。それを人や企業に見せる場合もありますし、先生

に見せる場合もあるわけです。
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３．学習ポートフォリオの機能・用途
「３．学習ポートフォリオの機能・用途」。それでは勉強の成果を「見える化」するとどんな機能や

用途があるかお話します。機能は２つ、３つあります。

（１）学習の証拠機能

まず「学習の証拠機能」があります。学習の証拠（エビデンス）としての機能ですが、まず、成績評価・

卒業判定の判断材料となります（学生から教員に証拠を見せる）。次に、就職活動にも使えます。企業

に対して学生のスキルや学習成果の情報を提供（自己アピール）する。私は社会科学系なのでよく分か

らないのですが、例えば理系でしたら、学生が自分は大学でこういうような実験をしてきた。それを企

業に見せて、今までの学習過程から、きっと御社の研究に役立つのではないか、と、自己アピールに利

用できると思います。

あと保護者に対して学生の学習成果を閲覧できるようにすること。「在学中におよそ 400 万円を国士

舘大学に学費を納めていますけれど、うちの子供はしっかり勉強していますか？」という時に、「それ

では、お子さんの作成した学習成果にアクセスしてください」と言って、親御さんにそのレポートなど

を見てもらうこともできます。今の親御さんは高学歴でしょうから、子供のレポートを見て、自分の大

学の時と比較してどうかと比べることもできると思います。

（２）学習の深化機能（能動的な学習を促進する機能）

２番目の効果として、「学習の深化機能」があります。この機能は学生に能動的な学習を促進します。

私の前の二つの報告と本報告は重なるところ多く方向性は間違っていないと思いましたが、学習の深化

機能は、学生に学習過程を「振り返り（reflection）」させ、能動的な学習を促進する。学生が自らの学

習過程と成果を記録、「見える化」することにより、学びの振り返りを促し、学生自らが新しい課題の

発見と目標の設定を行うこと（自律的な学習）ができる。これはトヨタ生産方式の「見える化」と同じ

ですね。現場を「見える化」することによって、問題を発見させて解決する。ですからトヨタ生産シス

テムと考え方は似ていると思います。ただし、プリントの下に「注意」と書いていますが、問題は、学

習ポートフォリオがあるからといって、学生が自然と「振り返る」わけではありません。ポートフォリ

オは、学習結果を保存する道具に過ぎないので、いかに学生に振り返りを促進させるか。これが重要な

課題となるわけです。

（２−１）「振り返り」を促す仕掛け

そこで、振り返りを促進する仕掛けというのがあります。いくつか文献を読んでみますと、例えば、

授業が終了後もしくは課題提出後に、「この授業・課題で学んだことは何か」（知識を整理）。次に、「こ

の学んだことを踏まえ、これから学ぶべきこと、学びたいことは何か」（課題の発見）を記述させるこ

とによって「振り返り」を誘発するという方法があります。また、学生の学習成果や振り返りに対して

教員が定期的にコメントをフィードバックすることで、学生のさらなる振り返りを促進する。例えば、

教員が「こういうレポートを書くのであれば、ここをもう少し調べたほうがいいよ」とか、「参考にな

るものがあるよ」というフィードバックがあれば、学生の中には先生の話を聞いて、ちゃんと振り返っ

てくれる学生もいるだろうと。これも振り返りを促す仕掛けです。

（２−２）効果：振り返り（反省）能力の育成

以上のように「振り返り」する能力が育成されると、どのように学生は変化するか、ということに
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も触れておきます。まず学生が「学習観の転換」、すなわち高校時代の受動的な知識中心の学習から、

能動的な学習に促され、次に、自分の学習を自己評価する習慣が形成される。振り返りを繰り返すこと

によって、勉強したことを自分で評価してもう一度学習を深化しなければいけないと考えるようになり

ます。学生自身が PDCAサイクル、目標を設定して振り返って、また、目標を設定する、という循環

が確立されます。最終的には生涯を通じて省察的に自己学習できる社会人を育てることができます。こ

れはどこの業界・業種でも必要です。製造業にしても、どんな業界にしても、省察的に自分がやった行

動に関して反省や振り返りをして、また学習をしていく社会人を育てることができるというわけです。

（３）学習の評価機能（形成的評価）

三つ目の機能ですが、「評価機能」があります。従来は、ある時点での学習成果、例えば従来は、定

期テストなどを行って成績評価することが中心でしたが、ポートフォリオを使うことによって、学生の

学習過程（プロセス）を評価することができるというわけです。

４．提案（本学での利用方法）
そこで提案です。本学で利用するとしたらこんな利用方法があります。半分冗談も入っているよう

な提案ですが。

（１）学習の証拠機能の利用（面倒見の良い大学）

まず、学習の証拠機能（エビデンス機能）を使って「面倒見の良い大学」を演出したらどうかとい

うのが一つ目の提案です。どういうことかというと、保護者に学習ポートフォリオを公開してしまおう

ということです。例えば、出欠データを随時（学生が学校に来てカードを利用した時、ピッと押した時

に）、保護者の携帯にメールするとか、小テストやレポートや期末試験などもメールで保護者に配信する。

成績や単位数の状況も保護者がいつでもアクセスできるようにする、というふうにするわけです。少し

冗談めいた話ですが。

そうすると、学生の学習状況（出欠、成績、提出物、資格試験、就活状況など）を保護者と大学が

共有することができます。こうすることで要支援学生、学校から離れていきそうな学生や落ちこぼれそ

うな学生を早期に発見して、退学を防止して卒業率を上げることができます。また、保護者もＦＤ活動

に巻き込んでしまおうということを考える事ができます。また、先ほども言いましたように、「大学に

およそ 400 万円学費を納めているけれど、うちの子供にちゃんと教育してくれているの？」という時に、

「実はこれだけレポートを書かせて、これだけテストをしている」。ということも言えるわけです。これ

が一つ目の提案であります。

（２）学習の深化機能の利用（就職活動の支援）

二つ目の提案は、学習の深化機能＝振り返りの

機能を利用することです。これを就職活動の支援

に使おうというわけです。どういうことかと言い

ますと、学生が学習ポートフォリオを利用して、

４年間で就活用のエントリーシート（ＥＳ）を作

成する。3月１日から就活がスタートし、今、学

生は盛んにエントリーシートを書いています。３
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月１日になってエントリーシートを書き始めようとしたら、もう手遅れです。かなり前から用意してお

かないとエントリーシートはそんなに簡単に書けないです。

どういうことをするかというと、学生に大学生活（アルバイトやサークルなど）や学習状況などを

学習ポートフォリオで記録、更新、整理させて、絶えず自分の大学生活や学習の振り返りを行わせる。

結局、大学で何をやったかが、就活の時に問われるわけです。充実した学生生活を送った学生は会社で

もうまくいくわけですから、大学生活の振り返りを繰り返し行わせ、最終的には就活用のエントリーシー

トの素材を作成させます。授業として単位化するとさらに効果的なのではないかと考えております。

また、上記のポートフォリオで蓄積された卒業生のデータを、（卒業生にそういうエントリーシート

の素材をたくさん作らせておいて）、それを学年別・学部別、業種・業界別に整理して、これから就活

する学生（在校生）に、卒業生と自分のデータを比較させたら良いと思います。例えば、優良な会社に

勤めた先輩が、１年生の時から既にここまでやっていた。では自分もここまでやらなきゃいけないとい

うことを学生に考えてもらうわけです。今言いましたように、そうすることで学生は、現在の自分の力

を客観的に捉え、自分に足りない能力を見つけることができ、大学生活や学習の振り返りをより有効に

行うことができる。だから、自分と環境が近い先輩を参考に、エントリーシートを作成することができ

るので、就職率が向上できると考えたわけです。

このように学習ポートフォリオをする利用する時、どのような設問や仕掛けが必要かという話しに

移ります。例えば、Ｋ工業大学で採用している方法は、レジュメ３ページの下の方にあります。

①今年度（今学期）の目標と達成度自己評価を入力しなさい。

②今年度の修学・生活状況において満足すべきことや反省すべきこと、およびこれから一層発展さ

せる方法や改善方法を入力しなさい。

③希望進路とその実現に向けて実際にとった行動・成果および展望を入力しなさい。

④KIT（これは、K工業大学なんですけど、）が目指している五つの能力について、具体的な達成度

の自己評価を入力しなさい。

⑤次年度の目標とこれを達成するための行動を入力しなさい。

⑥この１年間の大学生活において、自分自身で最も成長したと思うことの具体的な事例とその理由

を入力しなさい。

例えば本学でしたら

⑦本学の三綱領「読書・体験・反省」の具体的な実践について、自己評価を各 100 文字程度で記入

しなさい。

など。教員もやったほうがいいのかもしれませんが。こういうことを半期に１回程度書かせる。こ

れを４年間行うと、学生は多分それを見て、ああ、自分がどれだけ成長したか。もしくは先輩もここま

でやっていた、俺もやらなきゃいけないというふうに考え実行するのではないかと思います。

提案（２）の副次的な効果
（１）自己管理能力の向上

さらに、提案（２）「学習の深化機能の利用（就活の支援）」の「副次的な効果」として、まず、「学

生の自己管理能力が向上」するだろうと考えられます。なぜかと言うと、学生がポートフォリオで学習

目標、希望進路、行動・成果、改善点、展望を継続的に記述しているうちに、自己管理能力が上がる、

と考えられます。例えば、学期ごとに「反省せよ」とか「改善点を提案せよ」と課題を出せば、できな

い学生もいるでしょうけれど、真面目な学生が多いので、多くの学生は、それを繰り返すことで、自己
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管理能力が向上するのではないか、と思います。

（２）表現力の向上

また、これは本当に副次的な効果ですが、表現力も向上すると思います。年に２回短い文章でも学

生自身が自分の考えを継続的に表現することにより、日本語能力の向上が期待させるのではないかとい

う効果も考えられます。

５．まとめ
まとめですが、「ポートフォリオ」は、私が調

べたところでは、学習過程を「見える化」するた

めの単なるツールです。ポートフォリオを入れれ

ばなんとかなると思っている大学もあるそうです

が、実はそうではなく、そのツールを使って、大

学の理念（カリキュラム・教育目標など）に合わ

せてどのように使うか。また、学生の振り返り（反

省）する仕組みがどういうふうに作り込めるか、

が学習ポートフォリオ成功の鍵となると考えられ

ます。報告は以上です。
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◆『教員評価制度の構築』について

第４ワーキンググループ座長

飯塚　　真　　　　　　　　

（法学部教授）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

教員評価制度の構築
　第４ワーキンググループの発表をさせていただきます。第４ワー

キンググループは、理工学部の和田先生、人文科学研究科の山室先

生、イラク古代文化研究所の西浦先生と、武道・徳育研究所の泉先

生で構成されております。テーマは、『教員評価制度の構築』でして、

比較的皆さんの関心の高いところかと思います。それについて発表

させていただきたいと思います。

　今日お話しする内容ですけれども、比較的新しい制度の「教員評

価制度」が導入されてきた背景、現状の導入状況、教員評価の分野・

項目、それを踏まえて国士舘はどういう方向で目指していったらい

いのか、という内容でお話をしてまいりたいかと思います。

　教員評価制度導入の背景
　「教員評価制度」というのは、比較的新しい制度です。きっかけは、認証評価制度の導入を挙げるこ

とができると思います。平成 16（2004）年度に学校教育法の一部が改正され、７年ごとに教育研究と

管理運営につきまして、大学自らがレビューするということが求められております。それとともに外部

の評価にもさらされるという形になってきたことを挙げることができると思っております。

　教員評価制度の導入状況
平成 19（2007）年の調査では、私大でもう四分の一が教員評価制度導入済みとなっております。先

ほど中島先生のお話にもありましたが、教員評価制度につきましては、補助金とリンクしている形になっ

てきておりまして、もうポピュラーな仕組みになっているだろうと思っております。どういう分野で教

員評価がなされているかと言いますと、一つ目が、研究部門、二つ目が、教育部門、三つ目が、管理運

営・社会貢献という分野で教員を多面的に評価していくというのが一般的かと思います。

　

　国士舘がとりあえず目指す方向

国士舘でいきなりこの三つを柱にして教員評価をしていくのはちょっと難しいと思いますので、と

りあえず目指す方向を、国士舘を取り巻く環境から考えていきたいと思っております。一つ目は、大学

のユニバーサル化が進んで来ることをあげることができます。ここでは平成 20（2008）年の答申「学士

課程教育の構築に向けて」を見ていきたいかと思うのですが、まずそこでは大学はユニバーサル化して

きていると指摘しています。いろんな資質を持った学生が集まるようになってきている。それに対して、

大学は、このような学生を受け入れて、質の向上を図っていくというのが使命ではないのかといってお

ります。そのためには、教育力の向上というものが必要になる、ということをいっていると思います。

そして、大学は学習意欲の低下や目的意識の希薄化という学生の変化に直面しており、それに対応
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できるだけの職能開発というものをしていかなければならないと答申がなされているわけです。

これについては、教員の皆さんのコンセンサスといっても、それほど外れてはいないのかなと思っ

ております。自分が担当している学生を見ますと、ユニバーサル化というのは顕著に表れているところ

かと思います。その学生を学士として社会に送り出すというところでは、自分たち教員の力というもの

が問われてくるわけですが、なかなか自分のことを申しあげても、力のなさというものを痛感している

ところです。というところで、こういうＦＤという活動とかあるかと思うのですが、ユニバーサル化と

いうところを受けて教育力の向上ということが求められてきているというのは、それほど外れてない議

論であると思うところでございます。

社会から大学を見る視点
社会は、大学がそうやってユニバーサル化している中でも、学生をきちんと学士として卒業させて

ほしいということを期待しておりまして、質の保証というものを求めてきているわけであります。そし

て、読売新聞の「大学の実力調査」（2013 年 7 月 8、9 日朝刊）なども見ますと、単位の厳格化という

ところで GPAを導入しているかどうかというところも聞いてきますし、さらに教員の教育業績評価と

いうところもやっているかどうかということを聞いてきているようになっております。大学がしっかり

教育に改善していくという姿勢を持っているのかということを注視するようになってきております。

教員に対する評価の現実
ところが、教員に対する評価の現実を見てまいりますと、ICU の学長でいらっしゃいました絹川先

生が、「ICUの中で大変熱心な先生がいて、その先生はミニットペーバーなどを利用して、アクティブ・

ラーニングを積極的に展開しています。そういうような教育活動をしている先生は、研究する時間が全

然ありません。したがって研究業績は全然上がらず、当然プロモーションは遅れます。そのように徹底

的に教育にコミットする先生を評価しないこともおかしいことじゃないですか」という旨の発言をなさ

れております。一般的に教育の評価というところになってきますと、研究面にウエートを置いた評価が

行われていることは否めないのだろうと思います。つまり、教員において、教育力の向上していくイン

センティブが乏しいといえるのだろうと思います。つまり、教育力の向上を上げるという仕組みが現時

点ではなくて、教員の善意に依存しているといえるのではないかと思います。

そこで、とりあえず教員評価を教育分野に限った形で導入したらどうかということを提案したいか

と思っております。ベストティーチャーズアワード（国士舘 Best…Teacher’s…Award）とかいうものを

創設するのか、あるいは今ある学長賞を発展させるのかは別にして、いずれにしてもそういうのを作っ

たらどうかなと思っております。今ある学長賞は、

教育につきましても一応対象にはなっているとこ

ろであります。

教員に関する選考基準
しかしながら、「教育に関する選考基準」では、

優れた教育方法の開発や技術的向上に寄与したと

いう教員に対しては表彰される形になっているの

ですが、過去の表彰事例もなく、また、どちらか

というと単発的なものを表彰するように見えるわ
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けであります。それをベースにするか、またどうやって作るかは別にして、教員が自主的に教育改善に

取り組む、そして自律的にプログラムとして取り組む、それを継続的に何度も何度もやっていく、そう

いう教育改善の努力というものを後押しする、すなわち教育改善のインセンティブになるような褒賞制

度というものを考えたらいいのかと思っております。

教育分野の教員評価の目的
では、教育分野の教員評価制度のイメージをお話していきたいと思います。この教員評価の目的で

すが、今まで頑張ってきた先生についての正当な評価を行いましょう、これから頑張ろうかなと思って

いる人にインセンティブを与えましょう、そして「もっと簡単にないの？いい方法は」という時に、こ

うやって作られたものをデータベース化して、国士舘の優れた教育仕様というものを多くの教員が共有

できるようにしましょう。そういうことを目的に導入したらどうかと考えております。

定量面・定性面から行う
どういうふうにやっていくのかというと、定量面と定性面から行ったらどうかと思っております。

その時に、2、30 人ぐらいのユニバースを、ユニットを作る。大体教員が 400 人弱だと思うのですが、

10 から 20 くらいのユニバースを作って、そこをまず母体にして、とりあえず定量評価を行います。そ

こからそのユニットで何人か代表選手を選びましょうと考えています。

定量評価
定量評価項目をいくつか挙げておりますけれども、これはその時に国士舘がここに力を置きたいと

いうところを項目に挙げてもいいですし、加重してウエートを上げてもいいんだろうと思っております

が、考えられる項目を挙げてあります。「定性評価」で別に章立てそこから頑張っている先生を何人か

選出して、今度定性評価を行います。先ほど第３ワーキンググループの発表で、学習ポートフォリオと

いう話がありましたが、これの教員バージョン、「ティーチング・ポートフォリオ」というものを作っ

たらどうかと考えております。

先ほどの、第３ワーキンググループの発表の資料を使わせていただいて恐縮ですが、要は「見える化」

をする。そして、何のために「ティーチング・ポートフォリオ」を作成するのかというと、教員自身が

自分の教育の振り返りを行うために作成する。ただ、申し訳ないですが、「国士舘ですぐ作れ」と言っ

てもなかなか作れないと思いますので、外部のワークショップに参加するという形に多分なるんだろう

と思います。平成 25 年の FD研修会では、一応これの簡単なものをやっているのですが、すぐできる

というわけではないので、外部のワークショップ

でメンターの助言、アドバイスを得ながらティー

チング・ポートフォリオというものを作っていっ

たらどうかと考えております。

その時に、項目としましては、教育の責任とか

理念、どういう方法をとっているというようなこ

とをあげ、自分で振り返りながら考えていく形を

とりまして、自分の教育のあり方を考えるという

ことになるかと思います。それを、学長賞を前提

にするのであれば、学長に提出していきまして、
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その中で特に全学的に共有化したらいいんのでは

ないかと思われるものに対して、学長賞を授与す

るなどの褒賞制度を作ったらどうかなと考えてい

るところであります。

一応導入はこういう形でやったらいいかと思う

のですが、将来的には多くの教員がこの自己評価

書、ティーチング・ポートフォリオを作成すると

いうことがポイントになってくるかと思います。

目標は、ティーチング・ポートフォリオを作成し、

多くの教員が自らの教育を振り返ること、そして

その手段として教員評価制度があるという形で考えていったらいいかなと思っております。多くの教員

が自己評価書、ティーチング・ポートフォリオを作成いたしまして、それを通じて教員自らが自らの教

育について、先ほどリフレクションという言葉が出ておりましたが、自己省察をする。もう一回振り返

る。それで、自分の教育について足りないところ、直すべきところを認識して、教育の改善に取り組む

というプロセスの確立。先ほどのレジュメの２ページ目のところにありますけれども、PDCAサイク

ルを確立する。教育改善についての PDCAを確立する。その手段として教育の分野の教員評価制度と

いうものを導入したらどうなのかを考えております。

さらに将来的には、研究分野、社会貢献分野とかいうところにつきましてもポートフォリオを作成

して、そういうのは「アカデミック・ポートフォリオ」と一般的に言われているようですが、そういう

ものに基づいて自分自身を見直していく。そのツールとして教員評価制度というものを使ったらどうか

なと考えているところであります。

以上で第４ワーキンググループの発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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◆全体討論

司会　それでは、４つのワーキンググループの座長は、前に出て来ていただき、自分のグループに関連

した質問に対してお答えいただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、どんどん読み上げ

ます。

第１ワーキンググループへの質問は、「学生のｅラーニングの利用状況、ICT機器の状況について検

討する必要があるしょうか。アクティブ・ラーニングの学習効果について受講者数、環境、教室等の関

係は？」というものです。

その次は、感想です。「ここでテーマになっているようなことについて、教員同士で PBL をする機会

があると良いと思いました。川島先生がおっしゃっていたように PBL や今日のグループでの話し合い

は楽しいし、積極的にもなれるし、貴重な情報も得られるので」、ということです。

第２ワーキンググループへは、「知識伝達ばかりではだめな時代なのはよく分かるのですが、大学レ

ベルに応じたアクティブ・ラーニングや PBL であるべきなので、時間配分が大きな課題と感じています。

この点についてのお考えをお聞かせください」。

その次、第１ワーキンググループへ、「ｅラーニングの導入だけでなく、効果的な運用について現在

国士舘で利用しているジャンザバー（Jenzabar）、マナバ（manaba）に限定することなく、何らかの提

案があればお伺いしたい。学問分野、学部によっても違いがあると思うが、ご存知のことがあれば」、

ということでした。

同じく、第１ワーギンググループに対しては、「真に講義支援として講義と切り離すｅラーニングに

なっているか」。第２ワーキンググループに、「基礎学力がある程度揃わないと効果のない PBL、プロ

ジェクト→プロブレムへは」。第３ワーキンググループへ、「学生に振り返りを起こさせる意欲的意欲向

上策がないと難しい。グループワークの運営がほしい」。第４ワーキンググループ、「重要、しかし教育

ポイント制など、部分的尺度で始めることになろう。本気ならベストティーチャーズアワード（BTA：

Best…Teacher’s…Award）が研究費や給与に連動しなければ実効性はない」。「評価の悪い教員にどう

フィードバックするかの手法を教えてほしい」。

第１ワーキンググループに対して、「ｅラーニングには様々な機能があるということですが、具体的

にどのような機能があるかを知りたい」。その次、第４ワーキンググループに対して、「教員評価の中に

学内行政等の実績を加える必要はないのか。そもそも教育力を定量的に評価することが可能なのか」。

その次、第１ワーキンググループへ「ｅラーニングとアクティブ・ラーニングの混同が見られる」。

第２ワーキンググループへ、「PBL のテーマを半年 15 回分、あるいは１年 30 回分提供できるか」。第

３ワーキンググループへ、「セキュリティや個人情報保護

の問題。実際に教員がどこまで関与できるか」。第４ワー

キンググループへ、「評価項目の具体的なウエート付けを

どうするのか」。以上の御意見がフロアから出ております。

それではまず、第１ワーキンググループの関口先生から

お答えいただいて、そしてフロアからのまた議論というよ

うな形で少し続けたいと思います。

関口　では、答えられる範囲で答えさせていただきます。
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少なくともわたくしはこのｅラーニングの専門ではなく、経済の財政を専攻しております。IT 機器の

利用状況ということですが、これは当然調べられれば調べるべきではないかと思います。

効率的運用ということで何らかの授業ということは、たまたま今そこで、私達のグループのところ

でも議論があったんですけれど、第２ワーキンググループでお話していたこの議論の際に、何らかの知

識がないとまったく話としては広がらないということを考えれば、例えばスマートフォンを使った形で

知識というかその資料や何かということを得ながら、議論をしていくというような、これも一つのｅラー

ニングではないかなと思います。

本当に講義支援のｅラーニングとなっているかということに関しましては、これは分かりません。

私の能力では判断できないかなと思います。あと、具体的な機能ということですが、これも今日のレジュ

メのところの５頁のところに「ｅラーニングの機能」ということがあったと思うのですけれど、第３ワー

キンググループのポートフォリオや何かも含めて、繰り返しとなりますけど、このｅラーニングは学習

を支援する手段であって目的ではないということがあるかと思うのですけれど、このポートフォリオや

何かにも使えるのではないかということで、記録に残しやすいということがあるかと思います。

ｅラーニングとアクティブ・ラーニングを要するに混同しているのではないかということですけれ

ど、一応「アクティブ・ラーニングとは？」ということで、この中教審の「新たな未来を築くための大

学教育の質的転換に向けて」答申というところの中に、アクティブ・ラーニングとは何かと言うと、「教

員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授、学

習法の総称」というふうになっております。そこで、私は「能動的な学習」ということであれば、ｅラー

ニングというか様々な機器を使って学習していくというのは、まあこれは一つのアクティブ・ラーニン

グの一環ではないかと思います。ただ、このアクティブ・ラーニングの定義、要するにこの定義自体が

しっかり定義されていないというのであれば、それによって前提条件が変わってくるのではないかなと

思います。

司会　はい、ありがとうございました。それでは第２ワーキンググループの川島先生。

川島　まず、PBL で大学レベルの知識に応じたような形での指導ができるかというようなことなんで

すけれども、これは、学生達をしっかり見守るしかないんじゃないかなと思っています。学生達が少し

ずつ PBL を経験するなかで、彼ら自身が大切なものに気づいていく。より深い、より学問的な、と言

いますか、意味のあると言いますか、そういう問題を立てることができるまで待つということだと思い

ます。ただその場合、少しずつ教師の側でヒントを与えるということもできるかと思うんです。

例えば私が去年行った基礎ゼミで３回 PBL をやったのですが、最初の PBL で学生たちは宗教に関わ

る紛争に注目しました。ただその後、そもそも宗教が違うから対立するんだ、じゃあ世界にはどういう

宗教があるかを調べようということになり、彼らはキリスト教はどういう宗教で、イスラーム教はど

ういうものか、そういうことを分担して調べると言ったのです。初めての PBL だということもあって、

このとき私はかなり深刻な危機感を感じました。これが大学生が調べるレベルの問題なのだろうかとい

うことです。それでつい、「宗教が違っても仲良くやっている社会もあるでしょ」、「宗教が違うことが

紛争が起こる第一義的な原因ではないんじゃないかな」というようなことを言ってしまいました。結局、

そのせいかどうかは分かりませんが、社会とか経済を調べるというような形になっていったんです。

そこまで言って本当に良かったかどうかは私には分かりません。学生自身が自然に気づくというこ

とのほうが重要かもしれません。ただそのあたりのところはもちろん一概には言えないところで、先生

方のご経験から少しずつより深い問いの立て方みたいなことを指導、あるいはヒントを与えていってい



28

ただくことが重要なんじゃないかとも思います。一つ明確に言えることは、教員のほうからこれをやり

なさいと言っても学生たちは決して自ら進んではやらないのではないかということです。自発性という

ことが一番重要だと私は思っています。ただ、２回目、３回目から彼らなりによりよい問いの立て方が

できるようになっていったように思います。

２回目の PBL は、話が長くなってしまうんですけれど、梅ケ丘研究というものをやりました。「みん

な梅ヶ丘に行っておいで」と言って、グループごとに行かせました。「梅ケ丘の商店街をいかにしたら

より良いものにできるかを考えましょう」という課題です。その時にもちょっとふざけたグループは、「ク

ラブがあったらいい」とかそんなこと言っていましたけど、ちょっとそれだとなんか発表はできそうに

ないということを学生達自身が気づきまして、「バリアフリー」という言葉を使うことを考え出しました。

「バリアフリーという視点から梅ヶ丘を見たらどうなるのか」というようなことです。そのグループは

結局それを調べ、発表しました。ということで、やっぱり愛情を持って見守る中で、彼等自身がより深

いものを自ら見つけていくんじゃないかと思っています。

それから、基礎学力が揃わないと効果的な PBL にはならないのではないかということなんですけれ

ども、確かに一生懸命やる学生と、そうじゃない学生に分かれます。ただ、そこで一生懸命やれる学生

に、「自分だけでやっても意味がないんだよ」ということを教えるようにしています。「やる気のない学

生をも巻き込んで一つのものを作ること、そういうことが大事なんだよ」ということを伝えるように私

はしています。PBL はそういうことを学ぶ場としても非常に重要だと私は思います。それは社会人基

礎力といった力にもつながるのではないかと思います。

それからもう一つは、教えるという行為自体が、教える側を成長させるということです。あまり成

績のよくない学生も巻き込んで一緒にやることでよくできる学生も伸びるのではないかと思っていま

す。そういうことの大切さに気づく機会にもなるのだと思います。実際MIT では、調査の結果、PBL

を行うことで成績が悪い学生だけではなくて、良い学生もすごく伸びているということが分かったそう

です。何よりも「これは大学生レベルではちゃんと身につけるべきことだよ」と言って一方的に教えて

も真には身につかないのではないかと思います。

　もう一つは半期 15 回分を PBL で提供できるかということなんですけれども、PBL のやり方にはい

ろいろありまして、最初に PBL をやって関心を持たせて、あとは普通の授業をやるとか、ある程度専

門知識を教えた後に PBL をやるとか、いろいろなやり方があると思うんですね。全部 PBL でやるとい

うやり方もありますけれども、先生方の創意工夫、今までのご経験からいろいろなことをやっていただ

いて、その中でより良いやり方を見つけるというようにしていただければよいのではないかと思います。

司会　どうもありがとうございました。もうこれで時間になってしまったんですが、当然続けましょう。

池元　質問ありがとうございました。セキュリティの問題

は正にその通りです。次の問題ですが、多分、この質問が

一番大きな問題で、先ほど自分のグループでも指摘された

のですが、「では教員がコメントすれば学生は振り返るの

か？」という話だと思います。それが今質問にあったよう

に、「学生の振り返りを促すような意欲の向上策はあるの

か？」という質問につながっているのだと思います。

　これは、学生に「振り返り」をさせる方法は、多分、１

つしかなくて、我々のコメントの質だと思います。例えば、
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先生が学生に「君、レポートのこの部分を直したほうが良い」と言ったら、多分、学生はそこしか直し

てこない。そこで、また、先生が「ここを直して」と言ったら学生が「そんなの最初に言ってください、

先生」と言って、「すみません」と先生が謝ることになるのですが、そうではなくて、「君のレポートは

とても素晴らしい。だからもう少しこの本を読んでここを直すとか、この本を読むともっと素晴らしく

良いレポートが書けるよ」とコメントして、それによって学生が本当に良いレポートが書けて、学生に

「振り返り」は素晴らしい、「振り返り」するとこんな楽しい、と思わせることが、意欲向上策というふ

うに思っています。

司会　はい、ありがとうございます。それでは第４ワーキンググループ。

飯塚　はい。ご質問いくつかありがとうございます。一つ一つ答えていきたいかと思いますが、評価の

悪い教員へのフィードバックの方法ということでご質問いただいているのですが、今回の提案はあくま

でも褒賞制度としての提案になっております。従いまして、評価の悪いという場面を全く想定しており

ません。

　二つ目で、給与とかに反映させたらというご意見もあったかとは思うのですが、一応他の大学で導入

されているところでは、給与とか研究費にリンクさせるケースはあまりないとされております。さらに

そういうことをやるのであれば褒賞制度という形にはなり得ない形になりますので、別途検討が必要と

思います。

三つ目ですが、管理運営を対象にしたらというご意見をいただいたところでございます。確かに教

員評価の中に管理運営と社会貢献、というのが柱としてあるところですが、FD委員会は教育向上が主

たる目的になっていると思いますので、今回は教育の分野に限っての提言となっております。もちろん

管理運営を加えるというのであれば、なぜ入れるかというところから含めて検討がなされるべきことと

思います。

　さらに、評価項目のウエート付けというところですが、それは評価者、今回一応学長賞という形で提

案しておりますが、褒賞する方が国士舘でどういう教育が望ましいと考えているか、ということにより

ましてウエートは変わってくるんだろうと思います。あくまでも今回の提案は褒賞制度という形になり

ますので、そこは評価者が望ましいと思ったところがウエートが高くなっていく。または評価項目に入っ

てくるという形になるのだろうと思っております。

ご質問に、答えられているかどうかわかりませんが、以上で終わらせていただきたいと思います。

司会　どうもありがとうございました。それではフロアから、各テーブルから一つぐらいずつ補足的な

質問をいただければと思います。それでは右側から、そちら側の、どうですか？そちら側のテーブル。

シーンですか？（笑い）こういうのをうまく回避できるのがこのグループワークの良いところなんです

けれども。そうですね、もう少し実は質問を各テーブルから三つとか四つとかしっかりいただいている

と、より良いのだということがわかるのかもしれません。それでは次のグループから。どうですか？こ

のグループ。木阪先生。

木阪　eラーニングを反転授業で使っている事例を把握してないですか？

つまり、自宅のパソコンで勉強してきて、授業でディスカッションや質問をすることが前提という

ような仕方ですね。その使い方が良いのではないかなというのが一つ。

　それからもう一つは、教員評価のことですが、FD一般に言えると思うのですが、すごく頑張ってい

る先生で誰が見てもいいものはいいのですが、重要だと思うのは、「失敗の共有」です。こんな失敗を

してダメでしたということをむしろ平気で言えるような環境が大事で、しかもそれを言ったあと頑張っ

て、2、3 年して良くなりましたというのも褒賞してほしいと思います。
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司会　いいですね、はい。ありがとうございました。それではその次、お隣のグループから。はいどうぞ。

関口　理工学部の関口です。eラーニングにも PBL にも共通して言えると思うんですけれども、支援

体制ですね、その教育を行う時に教員一人だけでやるのは非常に大変で、例えば理工学部ですと実験が

PBLに非常に近い学問になると思うんですけれども、現在でもTAやSAを使って支援体制を築いてやっ

ていくという格好になってます。これをいろいろなところの科目の中に当てはめていくとする時に、そ

れを一人の教員で全部、題材から作り上げていくというのは非常に難しいので、それを支援していける

ような体制を同時に築いていかないといけないのではないかと思います。

司会　はい。大変重要なご質問だったと思います。どこもそうですね。大学で eラーニング、しっかり

取り組んでいるところ、私が見てきたので一番は大分のＲ大学なんですけれども、あれは eラーニング

がすべてのコースに必修なんですね。そうしますと一人ひとりの先生に eラーニングの教材を作る助手

が必ず一人付くんですね。全教員に付いているんですね。もちろん他の外国語でスピーチするというの

で、それのサポートも兼ねているんですけれども。そういうような形でやるから全学を挙げてしっかり

取り組めるのだ、というような感じがあります。

知財の大学院では基幹科目について必ず授業を録画して、音声も同時に。そしてそれを振り返りと

言いますか、授業に出なかった人に対して受講できるようなシステムをやっているんですけれども、や

はりサポートの学生がついていかないとどうしても穴が開いてしまうという状況があります。そんなと

ころです。どうもありがとうございます。　

それではお隣の学部長グループから、どうぞ。

白銀　第１ワーキンググループのところでご紹介いただいたことの関連ですが、Ｋ大学の先生の講演で

eラーニングについて、情報処理関係の授業において、問題をたくさん作って学生が適宜自分の空いた

時間にアクセスして解答する時に「なりすまし」の問題はどうするのですか？と私は聞いたのです。そ

の可能性はあるけれども、毎回ランダムに問題が出てきて、なりすますことはなかなか難しいだろうと

いうお話だったのです。

経営学部は学生に資格取得を奨励していますので、例えば簿記であるとか経営学総論であるとか、

そういうものについて、eラーニングのシステムができればいいと思います。しかし、先ほどのお話の

ように、では膨大な量の問題ランダムに出題するようなシステムの構築について誰がサポートしてくれ

るのでしょうか。問題の作成作業も相当なものになるし、出題のシステムを我ら教員が開発するという

のは難しいです。提供できても、それはどうするのかという問題があります。

もう一つはＫ大学の話で、同一の学生が何回もチャレンジできて、その試験の点数が良くなくても、

良いほうが選ばれるということです。そうなれば学生も、最初の点数が 60 点だったとすると、もう１

回やって 80 点までもっていこうとインセンティブが働くと思うのです。その場合 GPAの取り扱いは

どうなるのかというのもお聞きしたいですね。

司会　なるほど。なかなか難しい問題ですね。確かに eラーニングでランダムに問題がどんどん形成さ

れるので何セットかランダムで入っているということで、そこを超えていく時の点数が高くなってくる

ということですね。ですから形式的な評価というんですかね、そういう部分がしっかり上がっていく。

一応、形式的評価は成績評価には影響しないんだなんていうのは融通の利かない教条主義的な解決

であって、具体的にはそういう成果の中で個人のパフォーマンスと言いますか、パフォーマンス評価は

されているんだという部分で、次のルーブリックとかそういうのに関わってきますけれども、そういう

全体の評価として最終的な結論の部分では、そういう何度もチャレンジして良い成果を上げていた人が

最終的には結果的に良い評価になる、という部分になるのではないかという感がします。はい、福永先生。
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福永　法学部の福永です。せっかく大変良いアイデアが出ていると思いますので、ぜひお願いがござい

ます。

　一つは PBL についてですが、例えば法学分野でいくと判例演習のスタイルというのはもう確立して

いて、PBL は何十年来やっていることですので、そういったことを IR で少し情報収集して発信してい

ただけるとPBLの一つの手法も共有化できるのではないかと思います。それから、第3ワーキンググルー

プの池元先生には本日のご提案を池元モデルという形で実現していただきたいと思います。すでに各学

部で入門ゼミやフレッシュマンゼミナールが行われていて、すぐにでも対応できそうなところなど、も

うベースができあがっていると思います。そのあたりに池元モデルを導入していただけると全学的にこ

ういう問題がすぐに実現できる、そういう素地が国士舘大学にはあるのではないかと考えますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。

司会　どうもありがとうございました。その部分、それから先ほどの繰り返しになるんですけれども、

理工学部の関口先生のご提案にありましたですね。いわゆる教育支援、どちらかというと研究支援では

なくて教育支援というもので、しっかりスタッフと言いますか、そういうセクションがあって、そして

TA・SAすべてを動員してサポートしていく体制というのは当然必要になってくるでしょうね。それ

が教育の質の転換を根底から支えていくものなんだと思うんですね。そういった意味での事務機構改革

もやはり必要になってくるのではないのか、というところではないかと思っております。はい、他にど

うですか？はい、木阪先生、もう一つ。

木阪　学生のインセンティブの話で、一つ重要なことは学生同士が見えるようにする、ということが結

構重要だと思います。そのボーダーレスの学生が入ってきた時の一つの重要なポイントは、学生同士で

教え合うというカルチャーを作ることが一番有効だと思う。

それに関連して、学生同士で授業の状態を見る一番簡単で結構効果があったのは、２か月くらいに

一度、紙を配って書かせ回収するのです。名前は書いても書かなくてもよく、自信がある学生は名前を

書きます。これを次の授業で出席を取る時に PDFに変換しておいて、一斉に１、２分で見せるのです。

そうすることで全員のノートを教員も学生もいっぺんに見ることになり、効果が大きいです。

できない学生や書いてない学生には、「別に書かなくてもいいよ」、「書かなくても成績取れるからい

いと思う学生は書かなくていいからな」と言っておいてもやはり、中にはすごく丁寧に書いている学生

がいますから、そういうのを見ると結構かなりショックです。だいたい数回繰り返すと、悪くなる学生

は、まずいません。

もう一つ数字を使ってやっている例は、

ぼくの授業の場合、小テストを毎回やりま

すので、この小テストを評価します。学生

には同時に、自分の授業に関する理解度を

自己評価させるのです。これを足したもの

を、学生の自己評価を僕の実際の評価で割

るんです。そうすると、甘い人の数字が大

きくて、辛い人は数字が小さい。これがさ

らに学級平均を作ってそれで割ると、数字

が１の人は、そのクラスで自分に対する甘

さが標準的。２の人は、２倍甘い。0.5 の

人は２倍辛いというのを、出席の時に横に
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貼って全部見せながらやると、小テストで頑張るか自己評価を下げるかして、課題は「１」にするよう

に言うのです、それを。自分の評価と別の人の評価が均衡するように「１」にするようにと言ってやると、

意識してきてだいたい「１」にだんだん近づいていくと同時に、クラスの中にその感覚ができて、学生

同士が見ていることになるので、これは面白いです。

司会　はい、ありがとうございました。そうですね。一番のポイントが、学生同士が学んでいる状況が

わかるということですね。今のアイデアがラーニングコモンズのアイデアに通じるものですね。グラス

ボックスというような形で、ラーニングコモンズは必ずまわりで学生諸君が討論している場面、ディス

カッションしている場面をお互いに見えるように指示するということですね。そういう中で学んでいく。

それからやはり工房、作業、様々な共通の作業を共にする中でしっかりお互いがわかりあえていく、

ということにもつながるんですね。相当いろいろな効果が出てくるんでしょうね、と思います。教員の

側もシラバスなんかの内容について全員持ち寄って、教授会で一斉に出し合って皆で見るというような

中でもずい分変わってくるのかもしれません。

ただ今から、第二部に入りたいと思います。
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第 2 部

「次期 FD 委員会の実践的取組に向けて」

第５ワーキンググループ座長　　　　加藤　直隆（法学部教授）　
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第２部

◆「次期 FD 委員会の実践的取組に向けて」
第５ワーキンググループ座長

加藤　直隆　　　　　　　　

（法学部教授）　　　　　　　

教育改革の推進
私立大学の教育改革の推進のバロメータは、「私立大学等改革総

合支援事業」に申請し選定されることとされています。これは、文

科省が平成 25 年度から「大学力」向上のため、「教育の質的転換」、

「地域発展」、「グローバル化」などの改革に全学的・組織的に取り

組む私立大学等に対する支援強化のため、経常費・設備費・施設費

を一体として重点的に支援するものです。平成 26 年度の予算規模

は 201 億円。すなわち、大学の改革を側面から財政支援する要件と

して、競争させて改革を引っ張っていこうというものであります。

それではなぜ、私立大学等改革総合支援事業に申請する大学が多

いのか？

採択されれば、私学事業団の設備補助は拠出金（大学負担）50％

に対し、私立大学等教育研究化活性化設備整備事業は 100％補助（大学負担ゼロ）とされ、大学として

億単位の教育研究環境の充実が図れることが大きな魅力となっていることであります。

言いかえれば、文科省が打ち出した教育の「質保証」を担保する「設問」で示した、最低基準の教

育改革を行わない私立大学は淘汰されることが予見したものであります。

　したがって、われわれは、急遽、この認識なしに FDを進めていっていいものなのかという猛省にたっ

た結果、次期の FD委員会では議論のための議論ではなく実践に向け大きく舵を切っていこうというこ

とでした。

　教育の質的転換
第一部でも、すべての議論の中心は「教育の質的転換」、中教審の教育の「質保証」答申をもとに最

善解を提言してきたのです。

　教育の質的転換の言わんとするところは、これまでティーチング中心では頭でっかちの人間を作って

しまいますよ。社会がこれだけ変わっているのに、違うんじゃないんですか。これからはラーニング主

体ですよ。学生が学びの主役、主人公になるような教育、これがポイントです。すべてこの一点にある

のだと思います。

　すなわちティーチングは教員主体、ラーニングは学生主体ということなのだと思います。学生のラー

ニングを育成し支援するというような教育の質への転換を図るには、教育の内容がファシリテーション

（方向を示してやる）がベースになっていくと言われて、対話であるとか PBL だとか、学生の主体性を

引き出す授業形態であるアクティブ・ラーニングということが言われてきました。

教員が何をどう教えるのかという「教授」というスタイルから学生がどう学ぶのか、学生が何をで

きるようのなるのか、が問われているんだと思います。したがって、教育のスタイルは支援型教育とい
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うところがポイントだと思います。

学びのプロセスをどう支援していくのか。この

支援という部分がリモートコントロールであって

はいけないというのが、川島先生のご指摘ではな

かったのかと思います。

すなわち、人間存在の根底から湧き出てくる意

欲、問題への対処、向かい方、態度といったもの

こそが、教育についての重要なポイントだという

こと。支援するためのファシリテーション（先導

役）が必要なのだということになるのではないか

と思います。

そういった意味での授業デザイン、クラス運営、振り返りのマインド、心構え、スキルということ

を教員は教授法としてこれからしっかり学んでいかなければならないと思います。教員はこのような教

育の最前線にいるのだという自覚をもたねばなりません。

「法の精神」とか「法の目的」と言うと、「正義の実現」というような答えが出てくるのかもしれま

せんが、「法学概論」とか「法の理念」とかに出てくるんですが、「正義って何なんですか」「やっぱり

神々は死んだんでしょう」そういう混沌の時代に正義に代わるものって何なんですか。正解の無い時代

に、人々が市場経済の中で、果たしてアベノミクスがそれに答えられるものなのかどうなのか議論のあ

るところです。

そういう中で我々はそれをどう答えているのかというと、やはり「最適解」を模索すべきで、中教

審答申の中でも「最善解」という言葉を使っていますね。我々はやはりそれぞれの持っている中での知識、

合理性というような形で「納得解」というのを考えているのでしょうね。中教審答申の概要は、予測が

困難な時代の中で大学が果たす役割に期待しているのだと思います。実は産業界のほうも暗中模索だと

思います。少なくとも就職という「就（つく）」という意味での就職の時代は終わっていると言われますね。

終身雇用制度は、もう過去の話である。ビジネスだって変っていくわけですね。人々の社会の展開に応

じて。そういう中で価値観が対立している多元化社会の中ではどうなんだというと、法律の世界でも「熟

議」などと言われています。やはり対話、コミュニケーションの中でお互いに相互理解をして、そして

一つの到達点に向かう。それが民主的なプロセスなのだというので、従来的な民主主義の理解も変わっ

ているというところがあろうかと思います。

大学改革実行プラン
教育の質的転換というとき、「大学改革実行プラン」の中で大学教育の質的転換と大学入試改革まで

が出ております。

PBL とかアクティブ・ラーニングなどは、大学教育の中で始まっているわけではなくて、初等中等

教育の中はすでに始まっていたのです。ここに初等教育の先生方がおられると思うんですが、例えばルー

ブリック評価なんていうのは初等中等教育で、もうやっていることですよね。パフォーマンス評価。具

体的に体育なんかもやはりパフォーマンス評価、しっかりやっているのだと思います。

法学教育の中でも、先ほど法学部長から判例研究とか様々な中でパフォーマンス評価はやられてい

るんだという議論が出ておりますけれども、そういう中で何が捉えられているのかということです。入

試の改革と言いましたけれども、もう文科省から「入試が変わりますよ、すべて今までのような点数評



37

価では困りますよ」ということなのですね。「パフォーマンス評価の試験をしてください」それから「ア

ドミッションポリシーも変えなさい」「AO入試はダメ」というような形のものが示されています。こ

れは当然、大学入試の改革という形でしっかりもう既に出ているんですね。こういうものに基づいて

ニュースが出てきているということなのだと思います。

大学入試の改革
　FD推進室でも入試改革について、文科省から届いた公文書を関係各部署に回覧して、対策を練って

います。すなわち「思考力とか判断力とか知識の活用力を問う入試問題をやりなさい、入試制度を変え

なさい」と言われているということになるのだと思います。当然、教員評価制度についても変えて下さ

いということなのだと思います。

　私立大学等改革総合支援事業
具体的に「私立大学等改革総合支援事業」は何かと言うと、国士舘をはじめ私立大学に対して、文

科省は質的転換を図って、教育改革に取り組むよう促しているわけです。

全学を挙げた、教育・マネジメント体制の構築、シラバスの改善、学生の学修時間の把握、学生に

よる授業評価制度の活用、これはフィードバックですね。授業評価制度は実施している。しかし、履

修系統図、カリキュラムマップとかナンバリングは実施していない。外部組織と連携した PBL の実施、

というようなことの中で点数化した項目をチェックしていく訳です。かつては、学生数、教員数、職員数、

施設等の規模をベースにポイント加算で経常費を算出してきました。経常費の特別補助といわれる競争

的資金にメリハリ（重点項目に多く配分）を利かせて補助する二段階補助はすでにはじまっています。

改革に組織的に取り組む大学等に対する支援を強化するため経常費、設備費、施設費による一体的

支援を実施する。国内の大学の約８割を占める私学は教育改革支援が急務であると書いてあります。具

体的な例を出します。国士舘大学図書館情報メディアセンターは昨年、鶴川図書館の４階のラーニング

コモンズを開設するため、授業内容についてしっかり文書を作って申請しましたが、前提条件（私立大

学等改革総合支援事業のポイント）がクリアされていないので不採択だったのです。

　27 年度の私立大学等改革総合支援事業の予算規模が、こういう具合に金額が出されています。今後、

このように最低要件が満たされなければ、いくら申請しても採択されません。ここが重要なところです。

猛省しＦＤ活動を実効あるものにするしか活路はありません。

私立大学等改革総合支援事業　配点区分
国士舘が申請したのはタイプ１「教育の質的転換」です。平成 26 年度の選定ラインは 100 点満点の

78 点です。国士舘大学は残念ながら選定されませんでした。具体的に言いますと「基本的事項に係る

評価」、「多様な取組みに関する評価」のうち「全学的な教学マネジメントの構築」、「教育の質向上に関

する PDCAサイクルの確立」などの項目で点数が不足、または得点できませんでした。毎年選定ライ

ンが上昇しています。平成25年度は68点でした。平成27年度は、85点ぐらいは行くのかもしれません。

これは平成 26 年度私立大学等改革総合支援事業委員長所見抜粋です。（不採択の私立大学に対して）

「残念ながら今回選定されなかった大学等においても、平成 27 年度以降に向け大学改革の進捗状況を精

緻に自己分析し、学内一体となってさらなる改善に向けた検討を行うなど、本事業の積極的な活用をお

願いしたい。その際にはタイプごとの得点分布や設問ごとの解答状況等の資料を公表することとしてい

るので活用いただきたい」ということです。
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ここから本件を振り返るために、配点を確認しておきましょう。

（１）全学的な教学マネジメント体制の構築。①ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの策

定・公表：４点。②学長を中心とした全学的な教学マネジメント体制の構築【重点項目】、10 点。③ IR

担当部署の設置及び専任の教職員の配置、5点。④教育課程の形成・編成への職員参加の仕組み、５点。

⑤教育の質的転換関する SD（スタッフディベロップメント：職員研修）、3点。

（２）教育の質向上に関する PDCAサイクルの確立。⑥準備学習に必要な時間またはそれに準じる程

度の具体的な学修内容のシラバスへの明記【重点項目】、10 点。

⑦シラバスへの到達目標の明記、４点。⑧シラバスへの記載内容の適正性について担当教員以外の第三

者によるチェックの実施、5点。⑨学生の学修時間の実態や学修行動の把握の組織的な実施。【重点項目】、

10 点。⑩学生による授業評価結果の活用、【重点項目】10 点。⑪教員の教育面における評価制度の設定、

2点。⑫ FD実施のための組織（委員会等）、4点。⑬アクティブ・ラーニングによる授業の実施、5点。

⑭履修系統図またはナンバリングの実施、3点。⑮オフィスアワーの設定、3点。⑯GPA制度の導入活用、

3点。⑰学生の学修成果の把握、5点。⑱１年間あるいは１学期間に履修科目登録ができる単位数の上

限設定、3点。⑲学内の教育改革に取り組む教員又は組織、学部等を財政的に支援するための予算の設定、

3点。⑳高等学校教育と大学教育の連携強化（新規）、3点。

次に、記載要領にあるどうすれば得点に結びつくヒントについても確認しておきます。

例えば、③ IR については、根拠資料として、組織規程、発令簿、業務記録などが挙がっています。

こういうものが揃っていなければダメですね。⑤「教育の質的転換に対する SDを実施していますか？」

ということについても、SDの開催案内、研修資料、開催記録など根拠資料が求められています。⑧シ

ラバスの記載内容が適正か否かについて、第三者とは担当教員以外の者をいう。ただし単なる編集上の

チェックではダメですよ。根拠資料として、第三者としての職務内容を確認できる資料、担当教員以外

の第三者への依頼分等云々。例えば稟議書等の決裁のみで実施している場合は該当しないなんてはっき

り書いてあるんですね。こういうのを読むことが大事なんだと思います。⑨「学生の学修時間の実態。

学修行動の把握を組織的に行っていますか？」【重点項目】という部分について。根拠資料として、ア

ンケート調査等の実施に係る書類、集計、分析結果というようなものを要求しています。

⑬「アクティブ・ラーニングの授業を行っていますか？」の要件。学外の特定の組織等と連携し、

当該組織等の課題解決、例えば新商品・サービス・経営戦略・地域振興方策の企画立案等に学生を主体

的に関与させることを目的とした授業であること。なお、必修か否かを問わない。「要件では、学外の

特定の組織等々の協定書等に基づいて実施していること」。例えば梅ヶ丘の商店街の人としっかり協定

を結んで政経学部が何かやるなんていうのがありましたですね。根拠資料として、協定書、シラバス等

においてアクティブ・ラーニングを実施することが明確にわかるもの、履修者名簿等なんていうような

ことがしっかり書かれています。

⑭「全授業科目に係る体系性・有機的連携を確保するために履修系統図（いわゆるカリキュラムマッ

プ）、又はナンバリングを実施していますか？」は確かに履修系統図、カリキュラムマップはしている

のですが、その部分でどういうような形でしているのかということがポイントですね。

ここで学生に身に付けさせる知識、能力との対応関係を示した云々とかというようなナンバリング、

カリキュラムに体系を示すために、こういうようなのというのはしっかり学部内で議論すると、結構ナ

ンバリングなんかできますね。具体的に何番台はどういう科目でいきましょうという、そういう大まか

な数字を教務主任会などで提案していただいて学部でやっていく。あるいは FD委員会でそういうよう

な大まかな議論についてしっかりまとめて、そして教務主任会にかけていくとか、そういう作業が必要
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なのかもしれません。

⑱「成績評価において GPA制度を導入すると

ともに進級判定・卒業判定・退学勧告のいずれか

の基準として用いていますか？」については、規

程、学則、判定会議資料等が根拠規程として求め

られています。

時間がまいりました。未解決の問題はどうか皆

さんで議論して最善解を模索してみてください。

「どうやったらナンバリングがうまくいくの？」

「カリキュラムマップがうまくいくの？」と自ら

の問題だと思って考えてみてください。優先順位については、FD委員会でも検討していきます。

文科省のホームページ「私立大学等改革総合支援事業委員会」の「平成 26 年度私立大学等改革総合

支援事業の選定状況」（註）を一度覗いて見てください。

危機感を共有できたところで閉会です。

閉会のことばを岸本先生にお願いいたします。

（註）「平成 26 年度私立大学等改革総合支援事業の選定状況」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/002/1340519.htm
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閉会のことば

　教務部長

　　　岸本　　健

　　（理工学部教授）

皆さん、お疲れさまでした。今回のＦＤ報告会は、ほとんど教務

部長の出てくる幕がないほど、盛会のうちに終わることができまし

た。FD委員会が発足した平成 21（2009）年度から、いろいろな課

題を、五つのグループに分かれて検討していました。当時も、教務

関連のいろいろな提言をいただきました。今も当時のメモを持ってい

るのですが、果たしてどのぐらい実現できたでしょうか。かなり自分

でもポイントは稼いだつもりですが、達成割合としてはまだまだです。

今、加藤先生が言われましたが、日本私立学校振興・共済事業団による「私立大学等改革支援事業

調査票」の点数により、選定された大学のみが「私立大学等教育研究活性化整備事業」、「私立大学等教

育研究施設整備費補助」が配分されます。特に、「私立大学等経常費補助金」の一般補助では「教育研

究経常費」の一定割合（10％）増額、特別補助では当該調査票の点数に応じて一定額増額がされること

になっています。※注

したがって、採択されるか不採択かは、私立大学として死活問題となっていることになります。ただ、

文科省に全部迎合する気もまったくなくて、どこを切っても金太郎飴みたいな特色のない大学になるも

の嫌ですから、今年も当該事業に申請はします。申請するからには、採択を目指してしっかり皆で頑張っ

ていこうと思っています。

GPAも全学的に活用していただければポイントが一番上につくようになります。このポイントもか

つては５点だったのです。いまでは GPAは、多くの大学で取り入れられ、当たり前になったので配点

が３点に下がったのです。すでに、新たな項目にポイントが設定され進化しています。本学としても「ヒー

ヒー」言いながら後塵を拝するのではなく、国士舘の特色ある教育を実践していきたいと思っています。

「自校史教育」も実現していないし、まだやらねばならいことが山積しています。

　今の話は当然、各学部、各大学院研究科の課題とも関連しています。補助金獲得だけの問題ではなくて、

やはり教育の質の問題です。今、私立大学は生き残りをかけて鎬（しのぎ）を削っています。最初にそ

の話がありましたように、やはり底引き網のように底ばかりをさらっていてはだめなのです。上澄みの

層からどんどん受験生を取れるような体制を整えなくてはいけない、というふうに切望しています。こ

れからも一歩一歩着実に進むために、今回 FD委員会でいただきました提言については出来る限りやっ

ていきたいと思っていますので、ご協力をよろしくお願いします。

　教務の課題としては、やはり授業支援をしっかりやりながら、シラバス等、教育の質自身の良さを学

外に発信していきたいと思います。

　教育の質は、いろいろな切り口で評価しなければいけないと思います。国士舘大学は、全国の大学で

も「強い大学」です。この強さを皆さん自身が自覚して強化していくということが必要ではないかと思

います。今年はそういうところから出発していきたいと思いますので、FD活動にご協力をよろしくお

願いします。
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司会　岸本部長有難うございました。FD委員会は、きょうの午前の委員会で次期の活動計画案をご承

認頂きました。FD委員会の活動計画案を元にしっかり前進していこうということであります。それは、

やはり教育の質を高めていくことだと思います。

※注）私立大学等改革改革総合支援事業の平成 26 年度実績は、予算額 201 億円（経常費 144 億円、活性化設備

費 46 億円、施設・装置費 11 億円）。

　タイプ１「教育の質的転換」314 大学等選定、タイプ２「地域発展」155 大学等選定、タイプ３「産業界・他

大学等との連携」55 大学等選定、タイプ４「グローバル化」104 大学選定。選定ライン：タイプ１は 78 点、

タイプ２は 43 点、タイプ３は 27 点、タイプ４は 46 点。本学はタイプ１に申請。
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司会　法学部の高野敏春委員に乾杯の音頭をお願いしたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。

高野　それでは、ご指名ですので、乾杯の音頭を取らせて

いただきたいと思います。私、実は今日、ちょっとアルコー

ルを飲めない事情がありまして、皆さま方でどうぞ杯をつ

いでいただきまして、ご用意の程、お願いいたします。

　それでは、第 12 回国士舘大学 FDシンポジウムが盛況

のうちに締めくくられまして、今後益々国士舘大学の FD

活動が推進されることを期待いたすとともにご参加の先生

方のご健勝を祈念いたしまして、ここに乾杯させていただきます。それでは、乾杯。ありがとうござい

ます。

司会　それでは、今日は、いつにも増してすばらしい料理が整っておりますので、皆さんこれからの競

争的資金獲得を念じて、満喫していただければと思います。それでよろしくお願いいたします。

〈歓談〉

司会　ご歓談中申し訳ありません。中島委員長からひとことご挨拶です。食事をしながらでもけっこう

ですので、聞いてください。よろしくお願いいたします。

委員長　本当に本日はありがとうございました。実は、先ほどの加藤先生の発表の中で、私立大学改革

総合支援事業という話がありましたが、概略等はその通りでありまして、これは本当に先生方のご協力

をいただかないといけないという問題なんです。点数については、国士舘大学は残念ながら合格点に

達せず、採択されなかったということです。おそらく今年は、合格点はもっと上がってしまうので、80

数点になるだろうということは、先ほど言われた通りであります。現在本学が点数を取れないのは、や

はり教学サイドのほうにかかっている項目が多いんですね。たとえばシラバスの中に、授業の準備ある

いは予習の時間がきちんと書いてあるかどうか、これで 10 点ですね。それから、シラバスに到達目標

が書いてあるかどうか、あと、学生による授業評価がちゃんと活用されているかが 10 点。

　これらの項目は、昨年国士舘では、せいぜい 3点しか取れていませんでした。ですから、これらの項

目がきちんと整備できれば、かなりの得点も可能だと思います。さらにもうひとつは、教育課程の形成、

編成への職員参加の仕方、職員も参加をして教育課程の編成をする、これで５点。そういう点数がつけ

られています。これは、先ほどどなたかの意見にもありましたけれども、これまでの国士舘大学の良い

点が、見過ごされ、昨年は評価が低くなってしまったという面もあるかと思うのですけれども、そうは

言ってもこのように補助金関連で点数が付いている以上は、対応してやっていかなければなりません。

なんとか今年は採択されるようにしたいと思っております。

　まあ、半分は言い訳になるのですが、ぜひとも今年、27 年度ですね、何とかいたしたいというとこ

ろを考えているわけです。せっかくのご馳走を前にして消化に悪い話だったかもしれませんが、これら

のことにご留意いただき、どうかご協力をいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございま

した。

　今日１日、司会をしていただいた加藤先生に、もう一度拍手をお願いします。

司会　どうもありがとうございました。

（歓談）

司会　そろそろお開きの時間ということですので、今日は本当にありがとうございました。これで、中

締めとさせていただきます。
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第 2 ワーキンググループ資料
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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資料
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