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開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）　

飯田　昭夫
（法学部教授）

　皆さんこんにちは。本日は、年度末のご多用中のところ、諸先生

方にご出席いただきまして、まずもって厚く御礼申し上げます。

本日は、シンポジウムの講師として、お茶の水女子大学の半田

智久（はんだ・もとひさ）先生をお招きしてございます。先生には

何かとお忙しい中を、ご講演をご快諾いただきましたこと、ここに

改めて御礼を申し上げます。

　ご著書に「ＧＰＡ制度の研究 -functional…GPA…に向けての提言」「機能するＧＰＡとは何か」がござ

います。

先生の詳しいプロフィールにつきましては、後ほど司会のほうからご紹介があるかと思いますの

で、そちらのほうに譲るとして、私からは、先生の略歴をご紹介いたします。先生のご専門は心理学

（Psychology）、自由学術（Liberal…Arts）と伺っております。また、情報科学分野で幅広い知見をお持ちで、

研究と実践にと精力的に活躍されていらっしゃいます。本日は「教学ＩＲ調査がひらく教育の内部質保

証～大学はどう変われるか～」という演題でお話いただきます。今回も先生の豊富なご経験から、いろ

いろ示唆に富んだお話をいただけるものと大変楽しみにしております。

　本学のデータの収集・蓄積状況の代表的なものといえば、学校基本調査の根拠となる学籍、成績、履

修などの教学データ、「研究業績プロ」でおなじみの研究業績データベースの研究データ、私学経営に

かかる財務データ、その他、「授業評価アンケート」「学生生活実態調査」「中退、休学、留年の調査」

等の学生支援データなど、これらは総じて経営資源と呼ばれます。学内に散在するデータを統合し、可

視化し有効に利用されてこそ、この資源は「力」を発揮します。ＩＲ（インスティテューショナル・リ

サーチ）の手法を取り入れながら、本学のミッションを実現し、有為な人材を社会に輩出したいと考え

ております。

　ところで、目下、平成 28（2016）年度の「認証評価」を視野に、３年毎の「自己点検・評価」を全

学挙げて進行中です。この評価基準４にある自己点検・評価の誠実性の設問では、恒常的に現状把握の

ための充分な調査とデータの収集・分析体制を整えたうえで自己点検・評価が実施されているかとあり

ます。これはまさにＩＲについての設問であります。

　本学では、ＩＲの組織化に向け準備を進めておりますが、全国の国公私立大学のＩＲ事情に明るい先

生に、ＩＲに取り組む心構えと、留意点などを皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。

　今後のＦＤ活動にも大いに刺激になると思いますので、アドバイス、ご助言を、いただければ有難い

と思っています。

　今日はよろしくお願いいたします。
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挨　拶

学　長

　佐藤　圭一
　（政経学部）　　

　こんにちは、今日は年度末のご多用中のところ、教職員の先生方

にお集まりいただきましたことを御礼申し上げます。

　本日は、「教学ＩＲ調査がひらく教育の内部質保証～大学はどう

変われるか～」と題しまして、お茶の水女子大学の半田智久（はん

だ・もとひさ）先生を講師としてお招きして、ＦＤシンポジウムを

開催することとなりました。また、先生には、大変お忙しいところ

ご快諾いただき感謝申し上げます。

　本学は、平成 28 年度に公益財団法人日本高等教育評価機構の認証評価を受審します。本日のテーマ

である「内部質保証」項目が基準４に「自己点検・評価」として設けられております。目下、第三者評

価である「認証評価」を視野に、学園挙げて「自己点検・評価」を行っております。

　内部質保証を支えるものとして、コンプライアンスはもとより、平成 22（2010）年６月の学校教育

法施行細則の一部改正により、大学がその教育情報を公表することが翌 23（2011）年度からアカウン

タビリティ（説明責任）として義務化されました。

　また、大学は、学士課程の質保証を「アドミッション」「カリキュラム」「ディプロマ」の３つの方針

をアウトカム（成果）として結実させ「学士力」を備えた有為な人材として社会へ送り出す社会的責任

を負っています。

　可視化にむけた質保証システム構築へ向けてＩＲが、このところ脚光を浴びています。本学では、「学

生生活実態調査」や「学生授業アンケート」を実施して、学生の要望を汲み取っています。しかしなが

ら、経営資源としてのデータ分析となると、まだ有効なツールになっているとはいえません。

　半田先生からは、本日の副題にもございますとおり、ＩＲによるデータ分析により、大学はどう変わ

るのか、皆さんと一緒に学びたいと思います。

　…本日は、皆さんにとりまして、実りあるものであることを祈念いたしまして、学長としての挨拶に

かえさせていただきます。
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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）

　今回のシンポジウムの趣旨を説明させていただきます。

　シンポジウムのテーマは、本学におけるＦＤ活動の充実とさらな

る教育の質的転換に向けて、他大学の取り組み事例を生かし、ＦＤ

活動推進を支援するための教職協働を図ることを念頭にし、３部構

成で進めて参ります。

　第１部は、ファカルティ・ディベロッパー（ＦＤｅｒ）に本年な

られました三人の先生方からＦＤｅｒ研修報告、そして、第２部に

お茶の水女子大学の教育開発センター副センター長の半田智久（はんだ・もとひさ）先生をお招きして、

ＩＲについて、とりわけ学修調査をメインにお話をいただき、第３部においては、本年度のＦＤ活動を

ワーキンググループごとに活動を振り返ります。

　そして、職員のＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）としては、どのような活動をされたのかとい

うことで、職員の研修委員会の方に発表をしていただくというかたちの３部構成となっております。

それでは、第１部の三人の先生方、まず、トップバッターの川島先生から「ファカルティ・ディベロッ

パー養成講座 in 京都に参加して」という題で、研修参加報告をよろしくお願いいたします。
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第 1 部

研修参加報告

　「ファカルティ・ディベロッパー養成講座 in 京都に
参加して」　

第 3 ワーキンググループ　座長… ＦＤｅｒ　　川島　耕司

第 4 ワーキンググループ　座長… ＦＤｅｒ　　和田　義浩

第 1 ワーキンググループ　座長… ＦＤｅｒ　　池元　有一
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◆研修参加報告

第３ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

川島　耕司　　　　　　　　

（大学院政治学研究科教授）　

こちらにもございますように、平成 27（2015）年 10 月２日から

４日まで３日間、ファカルティー・ディベロッパー養成講座に行っ

てまいりましたので、そのことについて簡単にお話ししたいと思い

ます。

　会場は京都駅のすぐそばのキャンパスプラザ京都というところで

した。研修はこのような丸テーブルで進められました。写真の方は

リーダー的な方で、愛媛大学の小林直人先生です。先生は 10 年連

続でベストティーチャー賞を受賞されたそうで、非常に印象的でし

た。やはりこういう方にベストティーチャー賞が贈られるのだなと

いうことを実感しました。先生は、まず非常にゆっくりお話しをさ

れていました。もちろん内容は明確で、冗談なども交えながら、素

晴らしい説明をいただきました。

　特に印象に残ったことの一つは、この小林先生の「ディプロマ・ポリシーを明示化し、それに沿った

シラバスを作る必要がある」ということです。このディプロマ・ポリシーの活用は、本学においてまだ

不足しています。大学全体のディプロマ・ポリシー、学部のディプロマ・ポリシー、学科のディプロマ・

ポリシーを基に、どういう学生を育てたいか、そのためにどのようなシラバスを各先生方が作っていく

かということが重要だと強調されておりました。

　それから、講師の１人の中野民夫先生は、大手広告代理店に勤めておられたのですが、その後同志社

大学を経て今は東京工業大学に移られましたけれども、ファシリテーションということを日本に取り入

れた中心的な方でございます。これからの大学教育においてこのファシリテーションということが非常

に重要になってくるのではないかということで非常に興味を持ちました。

　それから、前回の国士舘のシンポジウムで講師をお願いしました佐藤浩章先生の「ルーブリックの意

義と活用法」ですとか、「新任教員研修の企画・運営」とか、いろんなことを教えていただき、とても

勉強になりました。

　その講座の進め方ですが、常にグループワークを取り入れるというやり方でした。アクティブ・ラー

ニングで、アクティブ・ラーニングを教えていただいたということが非常に印象的でした。なかでも、

隣の方と話し合うペア・ワークが多用され、非常に効果的だと思いました。３日間同じグループでした

が、時々二人が別のグループに移るというようなやり方なんかも教えていただきました。模造紙と付箋

による作業はＦＤの定番ですが、もちろん何度もやりました。

　各自がお菓子などを持ち寄って、みんなで分けて、和気あいあいとした非常に楽しいものでした。研

修の最後にこのように、「ＦＤ担当者とは何か」というような決意表明のようなものを最後に書きました。

印象的だったのは、同じグループの方が書かれた「学生も教員も学び合って育つ大学をつくる」という

ものです。また、他のグループの方のものですが、「ＦＤはすべての人に WIN をもたらすもの」とい

うものが心に残りました。とかくＦＤというと何か押し付けられているような感じもありますが、教員、



7

職員、執行部、社会、学生みんながハッピーになるようなＦＤというものをやっぱり目指していきたい

なと思いました。

　以上です。どうもご静聴ありがとうございました。（拍手）
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◆研修参加報告

第４ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

和田　義浩　　　　　　　　

（法学部教授）　　　　　　　

お手元の資料「国士舘大学第 14 回ＦＤシンポジウム参加報告」

に沿ってお話をさせていただきます。

　まず、スケジュールについては、ワークショップを中心とした講

座になっていました。各テーマについては、ルーブリック、アクティ

ブ・ラーニング、大学が置かれている現状などについて網羅的なも

のでした。いろいろなテーマについて学ばせていただき、今後のＦ

Ｄ活動を推進するうえで、大変ためになる講座でした。今後は、こ

の研修に参加する機会がある先生が増えればいいと心から思ってお

ります。

　この写真は、会場となったキャンパスプラザ京都の全景です。こ

こで３日間講習を受けました。模造紙にたくさん付箋がついている

写真がありますが、このような手法を取り入れたワークショップで

した。

このときのグループワークのテーマは、「FDer が社会のいろいろな人間にどのように見られている

と思いますか？」というテーマ設定でした。つまり、「あなたが FDer として何をしたいですか？」と

いう視点ではないわけです。すでに制度としてのＦＤ活動、制度の中で機能する FDer がどのようなも

のであるべきかというもう設定が最初からされていたので面白かったです。

この写真が、最終日の模造紙です。FDer の在り方を自分達で自覚し、それを反省するという全体的

なテーマ設定にもなっていまして、非常に興味深かったです。皆さん真剣で、とても有意義な３日間で

した。

真ん中の写真を見ていただくとお分かりのように、若い方がやはり多かったという印象はあります。

当然といえば当然なのかもしれませんけれども、若い人が、ＦＤを牽引していくのだとこういうことを

改めて実感しました。

ここから本題にはいります。私が強く感じたことを３つ掲げておきました。１番目として、地域間の

温度差というのを感じました。要するに、関東の大学は参加者が少ないです。特に地方の大学と関西の

大学がこのような行事に集まるということを肌で感じました。まして、関東の大規模な大学として、主

催者側の帝京大学を別とすれば、国士舘の他にさてどれぐらいの参加があるのかと思いました。それぐ

らい関東の大きな大学の参加者は少なかったですね。

２番目は、これは先生方も感じていることだと思います。ＦＤを推進する中心者というのは、教育「学

者」です。つまり「教育のプロ」なわけです。我々の多くは「教育者」ですが、「教育のプロ」ではな

いわけですね。教育のプロではない人間が、教育のプロから講義を受ける、指導を受ける、それがＦＤ

の講習なわけです。

これから私も、ファカルティディベロッパー（FDer）という肩書がつきましたが、そのFDer（エフダー）

がＦＤを牽引する役割を担わなければいけないわけです。例えば、私は教育学部の専門家ではありませ
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ん。そういう人間がどのようにＦＤを推進していくかというのは非常に難しいということを感じました。

３番目ですが、教育をめぐる環境の厳しさがある。それに関しては出席している皆さんが同じ意見で、

その点で同じ感覚を共有できたということです。

これが修了証書です。国士舘大学から派遣されたということですので、この場を借りて感謝を申し

上げたいと思います。

そして、これが研修成果として皆さんが掲げたスローガンです。これがセミナーの威力（雰囲気）の

なせる業です。もうハートとか書いちゃっていますので、とても盛り上がっているわけですね。ここで

お伝えしたかったのは、こういうことを思わず書いてしまうぐらいにいろいろな刺激を受けました、と

いうことです。もし、こういう機会があれば他の教員の方々も是非とも、ご参加していただければあり

がたいと強く感じた次第です。

以上です。ありがとうございました。（拍手）
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◆研修参加報告

第１ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

池元　有一　　　　　　　　

（経営学部准教授）　　　　　

　　　　　　　

ファカルティディベロッパー養成講座に参加して、貴重な体験を

させていただきました。というのは、他大学の教員や職員の方とお

話ができたことが有意義でした。特に、職員の方が結構いらっしゃ

いまして、その方とお話できたのが良かったと思いました。そこで

気がついたことは、ＦＤを進めていく上で、参加者の多くの方が「学

長から行ってこいと言われて来た」という話をしたのですが、やは

りこの「行ってこい」が我々だけではなくて、大学全体の取り組み

として大切なのではないかとみんなで話し合いました。先生個人も

いろいろ努力はしているのですが、個人だけではやはり限界がある

だろうと思います。

例えば、職員や教員の採用時に「ＦＤ活動というのがある」、また、

「研究だけではなくて教育、それも工夫した教育が必要だ」という

ことを言うとか、あとは研修を充実させるなど教員の数を増やして、ＦＤのために研修する。「半年ぐ

らいＦＤのことを勉強してこい」ということでもいいですし、このように大学全体で取り組む際に、Ｆ

Ｄｅｒはその各部署の調整役として期待されているということを感じてきました。私からの報告は以上

です。（拍手）
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第 2 部

講　演

「教学ＩＲ調査がひらく教育の内部質保証」
～大学はどう変われるか～

お茶の水女子大学教育開発センター・教授　　　半田　智久　氏



12

◆講師紹介

ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ

加藤　直隆

（法学部教授）　　　

　第２部は、お茶の水女子大学の教育開発センターの半田智久（はんだ・

もとひさ）先生から、「『教学 IR 調査がひらく教育の内部質保証』～大

学はどう変われるか～」と題したご講演をいただきます。

　半田先生についてご紹介させていただきます。半田先生と言えば、や

はり GPA でしょう。「あるべき GPA はどうなの」というので、国士舘

大学においても GPA、どのような形式の GPA を導入するのかというの

で２年間ぐらい全学部で議論沸騰だったと思います。その時、従来型の

いわゆる LG（レター・グレード）からファンクショナルな GPA をと

いうことを主唱されている半田先生の、静岡大学時代の論文とか、お茶

の水女子大学に異動になられてからのご著書とかに我々は接してきたわけです。

　本日は、ＩＲ、学修調査というようなものを素材にした、そのあたりのお話をしていただこうとお招

きした次第です。

　先生の経歴につきましては、詳細はインターネット上に紹介されていますので、そちらに譲るとして、

事前に用意してあるものを読み上げさせていただきます。

　半田智久先生は、実験心理学から研究活動をはじめとし、幅広い人文学などのフィールドで活躍され

るリベラルアーティストで、大学環境や環境情報の激変下における幅広い方々と若き知の交換をしなが

ら、新たな社会を牽引していく学術の場を構想されておられます。その基盤になる想像力と構想力の養

いということにとくに関心をお持ちです。

　昭和 62（1987）年に東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程を満期退学されて、信州大学、

宮城大学、静岡大学の教員を歴任され、現在はお茶の水女子大学教育開発センター副センター長をされ

ておられます。

　ご著書には、『構想力と想像力－心理学的研究叙説』、『知能環境論』『知能のスーパーストリーム』、

あるいは『成績評価の厳正化と GPA 活用の深化』、『GPA 制度の研究－ functional…GPA に向けて』等々

があります。

　先生は、いつも非常にウィットに富み、モチベーションを引き出すようなお話をされます。それでは、

半田先生、よろしくお願いいたします。



13

『教学 IR 調査がひらく教育の内部質保証』
～大学はどう変われるか～

お茶の水女子大学…基幹研究院…基幹教育系・教授

半田　智久 氏

　今日は、お招きいただきまして、ありがとうございます。

　国士舘大学といいますと実は、わたしがずっと昔、博士課程の時

に非常勤講師として、鶴川キャンパスで２年間ほど「心理学」の授

業をさせていただきました。非常に懐かしく思っています。

　今日はそうしたご縁があった大学でお話しをさせていただくこと

ができ、たいへん嬉しく思っています。この機会を与えてくださっ

た加藤先生はじめ皆さまに御礼申し上げます。

　さて、「教学 IR 調査がひらく教育の内部質保証」これがわたしに

与えられたお題ですが、ここに「大学はどう変われるか」という副

題が付いております。国士舘ではもう来年は、創立 100 周年という

長い歴史を持っておられるということですが、伝統の重みがある一

方で、このちょうだいした副題にはやはり何か変わらなければなら

ないという要請も多分にあるのだろう、と思いつつ、こちらに伺いました。でもそれは貴学の特殊事情

ではなく、大学が大きく変わる必要があるということは、お茶の水女子大でも同様ですし、どの大学に

おこなっても求められていることのようですので、そういう意味では、この副題のおかげで課題の共有

ができる、おそらくご一緒に難題に取り組むことができるのだろうと思った次第です。

　今日の話させていただくことの一番メインの部分は、そのどの大学も共通して抱えている課題に各大

学が、それぞれにご努力されているのを見るにつけ、比較的画一的な方法をとっておられるそのやり方

について、果たしてそれでよいのだろうか、こうしたほうがよいのではないか、と思って新たに始めた

ことについて、すなわちそれが主題の「教学 IR 調査がひらく教育の内部質保証」になるわけです。

　先ほど和田先生は教育学者が云々というお話をしていましたが、わたしは教育学のプロパーではない

ので、これまで比較的長くいわゆる大学改革に携わってきましたが、その立ち位置はいつもいわば外部

から核となる動きをみることができたため、その道の常套や常識にこだわらない新機軸をとることが容

易でした。前世紀に大学が安泰だったころは、大学とはそもそも論でよかったのですが、いまは 5 年先

も元気でいられる大学を目指して次々と新機軸を繰り出していく必要がありますから、そうなると、あ

らゆる分野を動員した確かさやアイデアや機動性が求められるわけで、わたしのような者も珍重されて

いるということなのかもしれません。

　先ほどお話を聞いていて思ったのですが、全国的に見ると関東の大学は、とくに IR についてはこれ

まで静かであったように思います。でも、これはかえってよい傾向だったと思っています。すでに活発

な取組をしてきた関西や九州の大学の動きなどを見ながら、そこで不足していたことは何なのかを検討

し、それらに対応、克服したうえで確かでかつ新たな方法で手を打っていくことができるからです。
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このプレゼンテーションでおこなうこと
　そういう前振りで、今日のプレゼンテーションでおこなうことを最初に簡単に説明いたします。ひと

つは、学生への学修行動調査。これは一般には学生調査とも呼ばれています。それから、授業アンケー

ト。これらは今日の大学ではほとんど定番となっている二大調査といってもよいわけですが、これを教

学 IR という文脈であらためて再点検しようとするのは最近の新しい動きです。その背景には、先ほど

学長からの話にもありましたとおり、「内部質保証」ということが現在大きなテーマになってきている

ためです。つまり、「内部質保証」の基幹的な営みとして、この二つの調査を活かすことによって同じ

調査でありながら、意味が違ってくるという変容ですね。それはいかにもたらされるのか、というのが

今日の話の中心になります。

　その変容は、簡単にいえば、これを持続可能なかたちで、定型的におこなうことによって、一つの基

幹システムに置き換えていく。換言すれば、この二つの調査さえやっていれば、「内部質保証」は担保

されるというぐらいにしていくということです。そのためには、これは直接経費ゼロ、そして寡少の実

務でやっていくことが肝要です。調査をすることはよいのですが、毎回結構多額な予算を要するとか、

あるいは、教員をはじめ事務のスタッフはもちろん、それこそ全学の人が関わるかたちで、この調査を

するということでは持続困難ですし、無理をすれば手抜きも出てくるでしょう。ですから、そういうこ

とがないかたちでなんとかこの２つを運営できないだろうか。しかも、おこなうかぎりは従前にない効

能を発揮するように、できるだけ質の高いものを、と考えるとどういうものが見えてくるか。そのビジョ

ンを今日お示しできればと思っています。

なぜいま学修行動調査か
　まず、学修行動調査をなぜ今必要と考えるかです。いうまでもありません。大学全入化が日本では、

事実上、果されております。そういう中で使われるようになったのが、競合とか戦略とか優位性やら差

別化といったマーケティング用語です。今まで大学の運営においてはあまり語られなかったようなこう

したことがらが現実的なテーマになってきていて、実際わたしたちの職場そのものが危うくなるような

事態も出てきているわけです。

適切に学び修められているか、何をどの程度学べているか
　そうなってくると、なによりもこの大学のおける基本ともいうべき「教育の質保証」が、各大学にお

いていかに捉えられているかということ、より積極的にはこれを社会に対して的確にメッセージできて

いるかがとてもだいじなことになってきています。しかもそれを単に抽象的にいかようにも語るのでは

なく、事実データとして示すことにおいて、この学修行動調査というのは一つのキーになるわけです。

　つまり、この大学の学生さんは、適切に学び修められているのだろうか、その確認であり、公開です。

いい換えると、何をどの程度学べているのかをはっきり示すということですね。これをわたしたち自問

しますと、どこも同様の多様なカリキュラムを揃えて教えてはいるけれど、、、ということも出てきてし

まいがちです。が、いま求められているのはその教えられている当の学生の声、であり、実際のすがた

です。

　そうなると危ういな、というところも多分にあるかもしれないですが、これを経時的にモニターし、

改善が示せていけば見る目がちがってきます。戦略観からすれば、こういうのはすでに天井にいってい

る大学にとってはやりにくく、反対に伸びしろの大きい大学にとっては有利です。そういってはなんで

すが、近畿大などはその好例ですね。
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　調査といいますと、実態を把握すればいいのでしょうか、それが目的なのでしょうか、ということに

なってくるのですが、実は、学修行動調査というのは、それだけに終わらないのです。結果を学生に的

確にフィードバックする。それによって、参照枠、つまり学生にいま自分たちがどういう姿にあるか、

その実情を見てもらう。いままで大学という大きな枠組みのなかではこれが見えていなかったのです。

　わたしたちが学生だった頃を振り返っていただければよくわかるわけですけれど、たとえば皆がどの

くらい、何を学んでいるか、そのなかで自分の大学での学び方はどのようなものか、といったことはあ

まりにも大きなキャンパスであるためよく見えなかったわけです。昔はその見えないところがまたよ

かったのではありますけれども、今はこういう時代で、自分がどこにいるか、ということさえ、握りし

めたスマートフォンでいちいち確認している状況ですから、この大学では自分がどうなのかも確認した

いわけで、それを多角的に知りたいわけです。それがわからないと、自分がここで何をしているか、ど

うしていけばよいかもわからなくなり、挙げ句辞めてしまうということにもなるでしょう。だから、自

分たちが今どうであるかというところを見せるのですね。これが参照枠提示ということで、学生自身に

学修行動を調整してもらう基盤にするということです。これが第１のポイントです。

　つぎに授業アンケート。継時モニターということではもうひとつ代表的なものに授業アンケートがあ

るわけで、これをしてない大学というのは今やないといってもよいでしょうが、どこも共通して、もう

すこしなんとかしないといけないと思っている。本学でもこれまで長く毎学期末にマークシートを個々

の教員に封筒に入れて届け、それこそ教職員総掛かりで授業の一部を使ってこれを実施してきました。

若い先生ですとそれをつぶさに見て反省をして、次の授業に役立てることもしていたでしょうが、わた

しみたいなのは、もらっても「あ、何、これ？なんだかわからないなあ」みたいな感じで、すぐにファ

イリングするかゴミ箱に捨てているなどということもあるでしょう。つまり、何が書いてあるかよく分

からないようなものや増える一方の書類で戻ってくれば、そういう結果になるのも必然で、結果的には

アンケートはしているけれども、それだけで組織的には活かされていない、実態的には結果が散逸化し

ていたという問題がありました。しかし、本学は小さな大学ですが、これに年間 200 ～ 300 万円ぐらい

かけて、外注して集計してきたわけで、いまやコストパフォーマンスが著しく悪い営み、無反省な浪費

のひとつにさえ映ってきていたわけでした。

　他方ここにきて、先ほどの学長のお話の中にありましたけれども、「自己点検・評価」ですね。それ

が第三者の「認証評価」というかたちにつながり、さらに当の第三者がおそらく評価疲れをおこし、今

後は「貴学では『内部質保証システム』はどのように構築、運用されていますか？」と、尋ねることで

大方済ますことができるという結論に達したようでして、これからの「認証評価」というのはこの『内

部質保証システム』がキーワードになるという次第です。よって迎え撃つ（大学）側としては、「うち

の内部質保証システムはこのようにできていて、このように機能しています、たとえば、A、B、C…」

という具合に提示できれば、それで完了ということになります。ただ、そこで狼狽えたりしますと、た

ちまちまずいことになるでしょう。

　それでは、「内部質保証システムって何なの？」ということになりますが、これは既にわたしたちが

してきた営みを活かすことで、構築と運用が実現できます。その根幹となるのが、一つにはこの学修行

動調査であり、もうひとつがこの何とかしなければならない授業アンケートということです。とくに後

者はどの大学も同様の問題を抱えていますから、そこに面白い試みがちょっと入っていれば、その努力

が報いられるところも大きいことになります。面白み、努力のポイントは、確実な実施と活用実績が見

える。例の「見える化」です。これが２番目のポイントになります。

　こうして教学の質的改善を図るということが大事になるわけですが、それには的確なラーニング・ア
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ナリティクス（learning…analytics）が肝要になってきます。つまり熱心に調査をしていても、その結果

を単に集計して、分厚い報告書を作成しているだけでは、誰も見ようとはしないわけで、こういうのは

求められていることとは逆行した「見せない化」です。的確なラーニング・アナリティクスとは集計後

の分析が加えられ、何が分かったのか、それこそ学生にも、老獪な教員にもなるほどと納得できる事実

が「見える」ように至らしめるということです。

　むろん、その分析結果によって、大学の学修環境をこのように変えました、カリキュラムをこう改善

しました、その結果このような調査結果が変容しましたという論理構成ができ、ストーリーが組み立て

られていくということが大事です。たとえば、こういう学修支援システムも調査によって導かれた必要

性に応じた運用ということがポイントになってくるわけです。

　ところで、自己点検・評価というのはどこでも自画自賛のところがあって、そこに多少自虐的なとこ

ろも交えて記載するというかたちになっています。が、それはもう常套なので、いまや必要になってい

るのは、自己点検が自分だけを振り返ってのことではなく、類似の大学を適切に比較しての自己を相対

化できているかですね。つまり独善的な自己評価からいかに離れて客観的評価に至れているか、その指

標が具体的になっているかです。

教学比較 IR
　そこで、今日の主題、教学IRではなくて「教学比較IR」ということになります。教育学分野の人たちは、

これをベンチマーキング・チェック（benchmarking…check）といったりします。ベンチマーク（水準）

を明確にしてそれと見比べてどうなのだということですね。言い換えれば、客観的な基準をどこかに設

けて、的確にチェックするということです。その水準はどこかの一大学ではなく、いくつかの大学をま

とめることでみえてくるはずですし、ここの大学の個性や特徴を重視することもだいじですから、一元

的な尺度ではなく、多様な水準が求められるはずです。たとえば、本学であれば、女子大ですから、ど

うしても女子大としてということがありますし、リベラルアーツをだいじに考えているという点で、あ

るいは学部単位でのということもありますし、学際分野のしかじかという視点もあります。それらの複

数のベンチマークでの教学に関する比較機関研究の結果はむろん教職員にも学生にもフィードバックし

ていく。学生自身、あの大学の学生とうちの学生という観点を持てることは、学修動機づけに非常に役

に立つわけで、そうした仕組みづくりをするというわけです。

　したがって、学生についていえば、学修行動調査に応答することが学修行動調整を促す一つの「内部

参照基準」になるとともに、その結果が他大学と比較したかたちで表出することで「外部参照基準」も

えることになり、二重に行動調整がなされていくということになります。

　具体的にそうした行動調整の一例に触れると、たとえば、授業時間外の学修時間です。単位制度の実

質化という課題のもとで文科省が神経質になっている指標の一つですが、隣の大学の学生さんはこのく

らいの数値になっているけれど本学はどうだろう、ということは刺激になります。本学は女性ばかりと

いうこともありますか、やはり結構勉強してくれています。とはいえ「なんだ、うちとさして変わらな

いじゃないか」というのが見えたりすることもあるわけです。

大学広報の戦略ツール
　そういうことを踏まえて、公開できるデータは積極的に公開していくことによって、事実データによ

る大学広報の戦略ツールになっていくということにもなります。今大学広報、おそらく国士舘はかなり

の額をかけてやられているのではないかと思います。今回こちらにお招きくださるにあたって、ホーム
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ページを拝見させていただきましたが、非常に美しく、明るい広報でたいへん勉強になりましたが、多

分相当予算を使われているのではと思います。しかし、どこの大学もだんだんメッセージは同様になっ

てきていますのて、お金をかけるほど良くなる面もあるわけですが、当の受験生や親御さん、高校の進

路担当の先生方は、やはり見栄えの次に事実データで語られていることの内容を確かめたいと思うで

しょうから、これからは教学比較 IR の事実データは強力なツールになっていくことと思います。

　この高校からの入り口の部分と、もう一つ、出口戦略がありますが、これも同様で企業にもファクト

データとして「うちの学生像」をはっきり見せていくことがだいじです。釈迦に説法だしょうが、IR

というのは産業界では Investors…Relations で、これは 20 世紀末に、ちょうど今の大学で IR が話題になっ

ているのと似た状況で、一気に企業に広がり、受け容れられていきました。企業のステークホルダーへ

投資価値をファクトデータで積極的に示して資金の調達、運営をうまくしていこうという動きでしたが、

それが浸透しましたから、大学の IR データに対する価値認識も違和感はなく評価されていくはずです。

逆に、この伝え方に大学間の差異が生じると学生にとっての総体的な評価に損失を被ることにもなりそ

うです。

　さらに、もう１つだけ予告的に付け加えておくと、今はまさに Web3.0 といわれるネットワーク環境

の時代に入りました。まさにいつの間にか入っているというかたちですが、「ロングテールの末端まで

の選択的資源集中」ということが、これによって可能になってきています。このことの意味は最後にあ

らためてお示しします。

教学 IR 大学連携の事例
　こうしたことを考えるに至ったのは、お茶の水女子大学は、ここ５年ほど IR 大学連携というテーマ

で文部科学省事業に採択されまして、その事業で８大学間で教学 IR の連携をとってまいりました。そ

こでいろいろなことをしてきましたが、学生というより、自分たち自身が学び修めてきたことがありま

したので、その一端をここでご披露したいと思います。

　この事業の正確なタイトルは「教学評価体制 IR ネットワークによる学生課程教育の質保証」という

ものでした。連携した８大学は国公私立、北は北海道、南は沖縄まで入っておりました。ただ、先ほ

ど和田先生がおっしゃっていました、やはり関西の大学が IR についてはすごく熱心でした。事業目的

はホームページに詳しく書かれていますが、要は教育の質保証を推進するために、IR 機能を開発して、

大学の教学体制を整備、充実していこうではないかということでした。

学生調査、卒業生調査、英語力調査
　そこで主脈としておこなったことは学生調査、卒業生調査、英語力調査、この３つの調査を繰り返し、

定着でした。学生調査は先程来述べてきた学修行動調査です。わたしたちは学生を対象にした調査には

学生生活調査のようなものも昔からありますので、誤解ないようこの事業の外側では教学に特化した学

修行動調査と呼んでいます。このなかで実質、役に立ったのは学修行動調査です。というのはこれは在

学生に対する全般的な学修に関する調査ですから、個々の学生の具体的な学修成果、つまり成績ですね、

こうしたデータと照合させることで実態を知るということ以上に、手を打つことができる。つまり、教

学改革に直結させることができ、まさに内部質保証のシステムとしてその基幹におけるということが確

認できたからです。ただし、これを可能にするには、この調査で回答した個々の学生を同定できなけれ

ばなりません。つまり、事実上の記名調査にしなければこの機能は果たせないわけです。この点につい

て本学ではこだわりまして、この事業では基本的には学生調査の方法を IR コンソーシアムという組織
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でおこなっているマークシートでおこなう学生調査を使うことになっていて、多くの大学ではそのよう

にしていました。ただ、申し合わせたわけではありませんが、東側の本学、北大、玉川大ではそれぞれ

独自の web 調査でこれを実施してきました。それにこだわったのは web サーベイの圧倒的な利便性の

ほかに、氏名を記入してもらわなくても本人認証を介するために事実上記名調査になり、回答者一人ひ

とりを同定できるためなのです。北大は個々の学生に降りた分析をしているかどうかはあきらかにして

いませんが、玉川大学は本学同様、それができなければこの調査をする意味がない、とまでいっていて

（同大の菊池理事）、それはわたしもまったく同感です。それができてこそ以下にお示しするようなこと

もあきらかにでき、すでに述べた学生に対する学修動機の発揚、大学への入口、出口に向けた戦略的広

報にも活用の道が拓けるのです。

　これに比べ英語力調査はある意味で特殊能力を限定的にみることになるため、もともと入学試験の段

階である種の英語力を選抜の基準に用いている以上、はなから大学間での差異があるため、ベンチマー

クを求めてみてもその差異のありようを確認するようなことになってしまいあまり具体的な何かに結び

ついていかない。つまり、はっきりいって生産性が低い調査ということになります。今の流れからいえ

ば、スーパーグローバル事業などがいい例であるように、国を挙げて一部の大学に特化した英語力強化

に乗り出しているわけですから、その狭い枠内で競ってみることは大事でしょうが、そこに与していな

い大学が特殊扱いのところと引き比べて残念がったり、強がったりするより、それとは別のところで差

異化していくことに限られた資源を振り向けることがむしろ肝要でしょう。

　調査の生産性という点では卒業生調査も同様です。これは認証評価等の対策としておこなう必要性も

多分にありますが、基本的に卒業生に振り返ってもらって教学を評価するということは、今は昔を知る

ようなことですから、前世紀後半の一時期のように大学界が安穏としていた頃にはそれでもよかったで

しょうが、こんにちのように変化が激しい時にあって、5 年前、10 年前の頃を振り返ってもらっても「昔

はよかった」みたいなことを確認したりつぶやいたりすることに終わることが多いです。いま手を打つ

ことにはあまり役に立ちません。また、卒業生のネットワークづくりがだいじということもあるでしょ

うが、同窓会組織がおこなってきたことにこの調査を重ねても、当然のことながらロイヤリティの高い

卒業生からの意見を蒐集することになりますから、大学として本当は向き合わねばならない意見や回答

にはほとんど触れられないわけです。ですから、卒業生調査はおこなわないというのはありえないでしょ

うが、広い意味での大学 IR としてはありでも教学 IR としては参照程度のものに落ち着くという経験

を得ています。

　ところでこの事業に対する文科省の評価は概ね好評です。中間評価の時にいただいた評価を要約すれ

ば、「とにかく IR という文脈でいろいろな大学が集まって、何だかんだと教育の質について考えると

いうことはとてもよろしいことであり、これは大学の質を高めることに確実に繋がっていくだろう」と、

そして「特に他大学への波及効果が大きいだろう。だから選定したのだ」ということでした。そのとお

りわたしたちはこの 5 年間の事業を通じて開発してきた諸々を、これからほかの大学と分かち合い、期

待されていたとおりに還元していきたいと思っています。ただ、それをするときに二番煎じはいただけ

のせん。ここでしたことを繰り返したのでは能がないです。ここで学んで、よりよくしたものをとりわ

け大学が多い割には物静かな東京、関東の大学はもちろん、全国に広めていきたい。こう考え、動き始

めました。

IR 連携事業で学んだ課題
　さて、何を学んだの？というところですけれども、この事業は今年度、平成 28（2016）年度で終了
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します。８大学の中には、この後このまま続けていくのは予算がなくてできそうもないといっていると

ころもありますが、本学はこの外部資金事業にお馴染みの事態に陥らないよう、そのためにこそこの事

業期間をつうじて着々とあらたなかたちに向けて開発を進めてきました。ですから事業期間の終了すな

わち、終息ではなく、新たなスタートなのです。

求められるラーニング・アナリティクス
　さて、事業でおこなった具体的な調査で問題を感じたのは、いわゆるビッグデータ相手の作業になる

ことです。複数の大学のデータが集まりますので。そうするとそれを比較分析してという話はわかるの

ですけれど、集計して膨大な表にして、確かに数値の比較にはなりますけれど、それで終わってしまい

分析に至らない。分析はしたいが、個々の大学でそれぞれ実査して、集計に至るまでに時間がかかるも

のですから、その表ができたころにはまた次の年度の調査がやってまいりまして、これの繰り返しにな

りました。結果、分厚い報告書はできて、公開していますが、見ていただくとわかるように、誰もがちょっ

とページをめくるとその先は見たくなくなるような表がたくさん出ているだけなのです。つまり、資料

集です。

　それではまずいから、可視化しようということで、グラフにするわけですが、それも集計表をただグ

ラフにするどまりですので、いってみれば小中学生でもできるようなことです。それをホームページで

閲覧できるようにしても、今度はグラフの山になっただけですから、相当なにかはっきりした目的のも

とに十分な時間をとってみていかなければなりません。この時代の特徴かもしれませんが、できるよう

になっていることとできることの落差を感じます。

　その一方で、集計やグラフ化は機械的にいくらでもできる時代になっていますから、人智の気づかい

なく粗野な結果が表出するような事態も招きます。たとえばこれはこの事業での学生調査の結果を IR

コンソーシアムをつうじて公表している結果のの冒頭部分に出てくる結果の一つですが、「授業の経験

として、実験、実習、フィールドワークなどを実施し、学生が体験的に学ぶ授業」がどのぐらいあるか

という問いかけに、学生が回答した結果です。いくつかの大学をチョイスして比較できるようになって

います、そこで北大とお茶の水女子大と全体の集計を比較した結果を表示しています。そうすると北大

では、その問いに対して「頻繁にあった」とする回答がお茶の水女子大よりも明らかに多くなっている

ことがわかります。これを外部の人がみたらどうでしょう。この質問内容というのはこんにち的にいえ

ば、典型的なアクティブ・ラーニングの一つと解釈できますから、それについては北大はより盛ん、カ

リキュラム策定に時代対応的な措置を執っているといった読み方がされてしまうことでしょう。

　しかし本学としてはこれは遺憾です。というのは北大の学生構成は本学と異質だからです。具体的

には北大は 10 数学部を擁する総合大学ですが、理系と文系の学生構成をみると、理系学部の学生数が

75％も占めている。いってみれば北海道理工科大学といってもいいような色彩の大学です。他方本学の

構成は文系がやや多いかたちの文理ほぼ半々という大学です。ですので、これを両者並べて直接比較す

るのはいかがなものか、ということで、お茶の水女子大の理系の学生さんの回答を北大の構成比率にあ

うよランダムに 75％とり、残りを文系学生の回答をランダムチョイスして、改めて比較しました。

　その結果がこれで、見事に北大も本学も同様の回答結果、みようによっては本学の方がより頻繁にあっ

たとしている結果であったことがわかります。結局これは何を表しているかというと、学生としてはこ

の設問は実験、実習、フィードルドワークと書いてあるのですから、理系の学生として理系カリキュラ

ムの特性に応じた素直な反応をしたまでなのでしょう。こうした異なるカリキュラム特性のもとにある

文理の学生構成割合などが調整された結果表出、つまり単なる集計ではなくて、必要な分析が施された
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うえでの比較結果が表出されなければ、誤解が流布されることにつながってしまいます。したがって、

的確なラーニング・アナリティクス（learning…analytics）が、とりわけ大学間比較にとっては大事です。

ただ、それは大方了解済みなのでしょうけれど、そこに至れていない原因はなにか、と考えると、結局、

実査、集計という作業においてその仕方に非効率で時間のかかる作業をしてしまっているところに問題

があることがあきらかです。たとえば、実査の方法は、旧態とあえていってしまいますが、マークシー

トで回答を得るという方法はもう 20 世紀に開発されたものでコンピュータが電算機と呼ばれていた時

代のカードリーダーに由来する手法ですから、タイムマシンでわざわざ過去に戻って作業しているよう

なものです。読み取りの現場では紙が引っかかるといった問題に始まり、回答の仕方に問題があって読

めないとか、いろいろと人手の介入を要することが多くて、いわゆるデータクリーニングとかスクリー

ニングといったことが必要で、集計自体にすごく時間がかかっています。むろん、実査段階ですでに紙

さばきに始まり、印刷、仕分け、教員総かがりでの配布回収などなど手間暇がかかって高コスト状況を

生み出し、今となっては無駄な時間を消費しています。それらの集積で先ほどの分析に使える時間が足

りなくなる状態に至っています。よって、適切な分析をし、将来にわたってこれを継続して内部質保証

のシステムとして確立するには、この悪循環を断ち切り、プロセス、手法そのものを抜本的に変えるこ

とが必須という結論にいたったわけです。

比較 IR
　むろん、やり方に改善余地が大きかった反面、学修行動調査、これはやはり実施意義がきわめて高い

ことが確認できました。どのような点で確認できたのかを少し実例でお見せします。たとえば先ほど触

れました授業時間外の学修時間です。この授業時間外学修時間の確保は単位制度の実質化が背景にある

わけで、例のキャップ制で一定期間に履修できる単位数を制限するというわけで、さんざんこの間どの

大学でも苦労されてきたと思います。制度的に空きコマをつくるようにしてそこで授業時間の外側で学

修できる時間をはっきりととろうと、、でも学生は空いたから、バイトを入れてしまうなどということ

も東京のようなバイトの口が溢れるほどあるところでは出てきてしまうわけで、ちゃんと学修時間は確

保されているのか、と。

　で結果ですが、これは８大学連携の他の大学のグラフです。いずれも CAP 制度を導入している大学

です。玉川大学などは年間 32 単位という徹底した制限、それでもって 8 時間キャンパスにいられる大

学づくりをしよう、つまりバイトや遊びに逃げ出さないようにするために、ものすごい設備のラーニン

グコモンズをつくって授業時間外の学修時間を確保しようと懸命な努力をされていたりします。さて、

これは北大の結果です。北大というのは実は、国立大学の中では非常に厳しい CAP 制度を導入してい

ます。文系で年 42 単位、理系でも 46 単位しか取れない。そういう厳しい制限をしているから授業時間

外学修時間がこのように確保されたというわけです。他大学に比較したこの差は統計的にも有意です。

　これらに対してお茶の水女子大はどうか。本学ではキャップ制導入には抵抗しまして、履修制限は設

けておりません。野放図ということではなく、この課題は学生に単位制度の実質化の意味を周知するこ

とで、自主規制してもらえると考えたからです。あわせて学修状況のチェックシステムを開発、制作し

て、現在の単位履修の状況がいつでもわかりやすくつかめるようにし、その図のなかに単位の実質化を

充たす基準ラインを設けて、そこから大きく外れるような履修はしないように心がけてもらうようにし

ました。そうした意図のもとで学修行動調査で十分な授業外学修時間が確保されていることがわかれば

制度で縛ることなく単位の実質化は果たせるというわけです。むろん、認証評価などの際に、CAP 制

を導入していないとなれば、「なぜ」ということになります。そこでこの結果が活きてきます。
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　この調査を通じて、学生の授業時間外学修時間を調べたところ、北大と有意差なく、他の大学とのあ

いだには明確な有意差が認められるかたちで、相対的には充分な授業時間外の学修をしてくれているこ

とが確認できたのです。しかも、これはたった１回の調査ではなくて、これまで 3 年間、別の学生集団

に対して実施してきたなかで毎年同じパターンで同様の結果を確認してきました。こうなると第三者に

どのように突っ込まれても CAP 制をわざわざする必要性は語られなくなります。

ＧＰＡが高いということはどういうことなのか
　つぎに、学修成果に関連したことです。学び修めた成果の一端は GPA にあらわれますが、この値が

高いということはどういうことなのだろうか、成果がとても高い学生と、その反対の学生のあいだには、

学修行動にどのような違いがあるのかです。

　これを検討するために、GPA 上位群すなわち上位 25％の学生で GPA の平均 3.17 と下位群、下位

25％ですが、GPA 平均 2.17 のあいだで、学修行動にどういう差があらわれているか、を探り、つぎの

ことがあきらかになりました。たとえば、統計的な有意差が認められた設問。これは「提出期限までに

授業課題を完成できなかった」「授業を欠席した経験」GPA 上位群はほぼ欠席しない。これは１年生だ

けでなく３年生も含めての回答です。それから、「授業に遅刻した経験」。これも上位群の場合ほとんど

ないという状態です。下位群の場合は一般に大学生とはそういうもの、とわたしたち、否、わたしがと

いうべきでしょうが、が思っているような反応になっています。つまり、やはり GPA 上位の学生とい

うのはいわゆる学修行動そのものが真面目なのですね、これはあまりにも当然といえば当然なのですが、

ここからだいじな 2 つのことが明確になります。つまり、GPA というインデックスがあらわしている

のは、いわゆる授業など出なくても基本的にできるといわれるような才ではなく、きちっと正課に求め

られていることをこなしていける才をあらわしているのだということ、つまり天才型ではなく秀才型を

評価する指標であるということ、もうひとつはも、提出期限までに授業を完成させる。欠席しない、遅

刻しないという、これらの特徴は真面目な勤務態度、納期を守る姿勢と読み替えることができる。これ

は職業人としては最も大切な基本素養といえるわけです。GPA というのはそれをあらわす指標になっ

ているということです。これは大学の出口（就職）のところで間違いなく、効能を発揮することになり

ます。

社会からの関心
　企業、人事からすれば、こういう学生さんは大歓迎ですね。面接時にいくら巧みにアピールしてもそ

の差はその場限りの違いにすぎないということは人事にとってお見通しです。その刹那の出会いのなか

で確かな背後を読み取ろうといるのが面接ですが、それが一筋縄ではいかない。それに対して、GPA

のスコアには修学期間をつうじたひとつの成果があらわれている。それは成績であるだけでなく、ハイ

スコアは真面目な勤務態度、納期、約束を守る姿勢を保証している。正社員を求める企業としては第一

に確かめたい情報がここにあるというわけです。これは前世紀までの大学からの情報にはなかった。だ

から、これは最近わたしどもが上場企業 437 社に対しておこなったアンケートの結果ですが、いまや人

事担当者は GPA について関心ありとしている割合が 70％になっています。日本の大学もやっとここに

いたって 8 ～ 9 割方 GPA を学修成果指標に用いるようになりましたので、もう数年で出口 - 採用時に

GPA が大きくモノをいうようになっていくだろうと思われます。気の利いた企業なら、大学名などよ

り、GPA を頼りに人材を集めるでしょう。そうすると、はなから内定定着率も高くなるはずです。また、

わたしたちからすると、企業に対して「本学の GPA 上位群」というのはプレミアがつけて送り出すこ
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とができる層になっている。それをどこまでおこなうかは議論の余地のあるところですが、少なくとも

GPA を卒業要件や退学勧告に用いるといった罰の仕組みにおいて利用するばかりでなく、金印の報償

の仕組みとして用いることに一層積極的になるほうが学生の学修動機づけにもよいはずです。そのこと

は前世紀に心理学の学習理論がはっきりと示してきた知見でもあります。

学生の学修行動調査の実態意義はきわめて高い
　そうしたわけで、学修行動調査というのは、ほかのデータと突き合わせてこれを使っていくことによっ

て非常に有効性が発揮される。ということで、これの実施にあたっての諸課題を解決して、内部質保証

に連結させていく新たな仕組みを確立し、その十全な活用に向かうところにわたしたちは立っています。

そのためには調査の方もそうですが、たとえばその結果との関係性をみていくうえでだいじになる他方

の GPA のような指標についても、それが十全な関係性を求める上で的確なものになっていなければな

りません。ちまたには授業時間外の学修時間の多さと GPA の高さには相関がほどんどない、といった

言説があったりしますが、最近の若者言葉でいえば、その関係性を求めているそもそもの GPA は大丈

夫ですか、ということにもなってくるわけです。

授業時間外学修時間とＧＰＡの関係分析
　お茶の水女子大ではどうかというと、functional…GPA と称していますが、成績素点をそのまま反映

したグレードポイントで GPA を出してきています。ただ、これは特殊なことをしているわけではなく、

厳格厳正にだされた成績素点を丸めることなく忠実に用いた GPA にしているわけで、むろん他の一般

的なレターグレードから出す GPA と互換性をとったかたちでの運用になっています。その functional…

GPA で見ますと学修行動調査の授業時間外学修時間の長さとの相関関係が認められた。つまり、授業

の時間外も授業に関連した学修時間が長い学生ほど、GPA が高くなる事実が確認されたということで

す。しかもこれは３年間、別の学生集団で調査してきましたが。常に明らかに授業時間外学修が長い学

生のほうがGPAは高い。例外は20時間以上も勉強しているという群ですがここでは伸びが止まります。

これは何らかの事情で 20 時間以上やらなければいけない状態に追い込まれている学生が含まれている

でしょうから、こうなるのだと思いますが、少なくとも週 20 時間ぐらいまでは、学べば学ぶほど成績

上昇効果が上がる。どのぐらい効果があるのかというと、平均値でみても、GPA2.3 から 2.8 オーバー

になるというわけです。こうした事実データがあるので、学生が GPA スコアが低くて困る場合「なん

とかなりませんか」という相談には、このグラフを示すことによって、授業時間外学修の効果を伝える

ことができます。ここで示している事実データは勉強するほど成績が上がるはずという常識を示してい

るにすぎません。でもその関係がみられないといった話がだされたりしているので、それをいうまえに

「その GPA で大丈夫ですか？」ということにもなってくるのです。データの見える化というのは、用

いているデータが適切でないと、おこなっている営みそれ自体の問題性を可視化することになります。

ですのでこの時代、内々でまあまあ、とやっていたことには注意しなければなりません。

現況の大方のＧＰＡ算定の問題
　冒頭に加藤先生に前振りしていただきましたこの GPA の問題ですが、これは貴学ではさんざん議論

されたということで十分ご承知のところだと思いますので、きょうはあまり詳しくは話しません。けれ

ども、やはりレター・グレード（Letter…Grade（級・区間））からグレードポイント（Grade…Point（点））

を対応づけて出すという方法は、いうまでもなく一定の幅をもった区間素点値すべてを 1 つのポイント
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にしてしまうわけですから、いってみればロンダリング（洗浄）ですね。その丸めたものを使って単位

数をかけたり割ったりしていけば、出てくる GPA 値は現成績との食い違いをおこすことはあきらかで

す。むろん、GPA というのはアバウトな成績評価だという理解の下でおこなうのであればよいと思い

ます。しかし、少なくとも我が国でのこれはもともと厳格な成績評価の文脈で、その典型的な指標とし

て使うことが推奨され、現に今、これを使って卒業要件にするとか、退学勧告するとか、報償に用いる、

あるいは内部質保証の中軸指標にするといった活用が進んでいるわけですから、そのすべてにわたって

アバウトなロンダリング評価が蔓延してしまうというのは、まさにかつての肝炎ウイルス入り血液製剤

をそれと知りつつ流通させていたことと同様のものをしているようなものです。ここで示す図はその

問題性をあらわすレターグレードからの GPA による成績順位攪乱の程度を示すシミュレーション結果

です。約 2000 人分のデータを用いたこれは順位の攪乱発生率が 99％、10 位以上の変動が生じた割合は

80％、最も大きく変動したケースを見ると GPA 順位が現成績での順位より 611 位も上昇してしまった

ということをあらわしています。これでは分析しようにもできませんし、なにより学生にとって迷惑な

話です。

なぜ、こんなことに？　ＧＰＡの読み違い
　「なんでこうなっているの？」という原因は今お話ししました、GPA というのは基本的に擬制、つま

りみなしなのです。この指標はもともと合衆国で開発されましたが、まさにアメリカン合理主義がよく

映し出されています。もともとアメリカの大学では素点評価はないわけではないですが、一般的ではあ

りません。大勢は現成績がいきなりレター・グレードです。解釈としては、そもそもレター・グレード

が点として離散的になっているのだから、それを数値の点にしてもよいだろう、こういう発想です。そ

れであるとしても実際は、その数値と数値の間にはスコアがないですから、本当はそれを使って平均値

をとったりしてはいけないのです。でも、米国ではレターグレードに S －、とか A+ などといった中

間のグレードもあって、そこは 3.66 とか 3.33 なんだ、などとして事実上の連続量を想定するようなこ

とをして、いつの間にか「あいだ」を有効なものとみなすようにし、平均値を正当化してしまう。まあ、

喰えればいいじゃない、結構旨いし、といったまさにアメリカン・ファーストフードみたいなことになっ

ている。それが GPA です。だから、それをそのまま日本の大学に持ち込んだというのは、同じファー

ストフードだからといって、ハンバーガーやホットドッグを寿司屋のカウンターに並べたようなもので、

これはいただけないのです。寿司は同じファーストフードでも職人の仕事や気づかいで勝負する細かな

世界です。同様に日本の大学の成績評価も文字通り細かい素点主義を当たり前にしてきましたから、そ

こでどうするかはそれぞれの教員の仕方によりますが、ベースは米国流の合理主義とは異質です。

グローバル化・グローバル対応とはなにか？
　そうしたらこれはわたしたちに見合った GPA にしようではないかというわけで、わたしたちはハン

バーガーではない。非常に丹念な仕事を要求されるこういう寿司という素晴らしいものを実はグローバ

ルに提起し広めていくということこそ、わたしたちが今求められているグローバル対応ということなの

であって、もうアメリカなどからもってきてありがたがる時代ではないわけです。グローバル化はわか

るけれど、見方が逆です。欧米文化帝国主義に頭を垂れるなんてことは、今わたしたちに求められてい

ることではなくて、海の向こうにはないわたしたちの良きものごとを学んでもらうことなんですよ。世

界もそれを求めているのであって、そうでなければ日本のあるべき姿がどんどん薄まるばっかりでど

うしようもない。でも、どうでしょう。コカコーラもマクドナルドもかつての市場性は失ったわけで、
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TPP で平準化されていけば、日本のクオリティが逆に輝きを放つ機会になると思ってもいますが、そ

れは別の話。GPA ですが、これも原理的な正当性をこれから世界に発信していく機会なのだと思って

います。

　現に韓国、香港などアジアの諸大学は、GPA の一番上のスコアは米国流の４じゃなくて 4.3 とか

functional…GPA と同様の 4.5 にしています。これが正当なんです。台湾の大学はかつての我が国の大学

でしたから、素点で成績をつける文化が残っていますが、日本やアジアから妥当な教育制度の仕組みを

欧米各国に知らしめていくこと、こういうグローバル化ということこそが現代のグローバルの意味あい

だと思いませんか。

スマートウェブサーベイによる学修行動調査
　学修行動調査の話に戻ります。設問数のできるかぎりの精選で回答者の回答負担をできるだけ軽減し、

回答精度を高める努力はつねに必要です。むろん、これは経年的な比較をするうえでの妨げにならない

かぎりでのことですが、後者の制約が前者を制約することになっては停滞です。加えて設問の精緻化も

求められています。たとえば典型的な設問に「１週間あたりの授業時間外学修をどのぐらいしています

か？」と尋ねる設問がありますが、これは週あたり何時間くらい睡眠をとっていますか。と尋ねられて

即答しにくいことと同様で、「１日あたり」で聞いたほうがより適切な回答に近づく類いの設問です。

　それから、調査方法が旧態であるという点、コストも時間もかかりすぎると。この問題については、

これもわたしのところで開発したスマートウェブサーベイ（smart…web…survey）、によって、簡単に解

決できます。コストフリー、驚異的な時間短縮だけではありません。紙ベースで実施していたときには

実現できなかった「賢い」仕組みが実装できます。これをあえて「スマート」と呼ぶゆえんです。

　たとえば、どのように賢いか。調査の設問でありがちな「（1）と答えた人は Q6 に、（2）の人は Q8

に進んでください」といった回答に依存した設問進行の指示があります。これが重なると回答者にとっ

てはたいへん厄介です。間違いも生じがちになる。スマートウェブサーベイでは回答時点で回答内容を

判断するので、つぎに提示すべき設問をそのつど表示していけます。つまり、回答者に進むべき設問を

選ばせるようなことなく、どの回答者も自分の回答にカスタマイズされた設問を順にただ回答していけ

ば済むような作りになっています。これはウェブ調査でも実現できていないものがしばしばあるので、

そういうものに出会うとできることをしていないというイライラがつのります。

　系列位置効果という問題もあります。設問がずらずら並ぶと人間のことですから、はじめのほうは注

意深く回答しますが、だんだん注意力は減退し、設問がそろそろ終わりそうだとわかるとすこし注意力

が改善します。つまり、回答の提示順が回答結果に及ぼしてしまう悪い影響のことです。これは紙に印

刷する方法ではいかんともしがたいことでしたが、スマートウェブサーベイでは回答者ごとに設問提示

順をランダマイズして表示できるのでこの問題は解消しています。むろん、機械がランダム提示した回

答は一定の順に戻して記録するので、結果をみるほうではその巧みな操作について何も気にすることな

くみることができます。スマートです。そしてコストフリー、驚異的な時短を実現するのもスマートで

あるがゆえですが、これはのちに再び取り上げます。

　スマートウェブサーベイの回答画面はこのようなデザインです。よくあるラジオボタンのような小さ

なボタンではなく、最近の学生はスマートフォンでこういうのを何でもこなしてしまうので、回答ボタ

ンもそれに合わせて押しやす大きくなっています。グラフィックも洗練されています。
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高機能かつ持続可能な教学比較 IR の連携構築―教学比較 IR コモンズ
　こういうことで、学修行動調査の有効性は明らかですから、これを内部質保証システムの基盤に据え

るとともに、そのなかに大学間の教学比較 IR として、外部基準と照らした質保証を担保することがだ

いじです。しかもこれを長期にわたり持続可能な仕組みにするために、手間暇がかかるような仕方は解

消しておかねばなりません。すでにその新手法と機能に関するノウハウはわたしたちが養いましたので、

今後はこれを実際に活かす段階にあります。今日ここに来ている意味もそこにあります。

　それが「教学比較IRコモンズ」と呼んでいる仕組みです。コモンズというのはご専門の方もいらっしゃ

るかと思いますが、なにも新しいものではなくて、中世由来の共有地で、たとえば農業・漁業の場では

こういう入会地、入会権というのがずっと機能してきたわけですし、放牧でも入会地があった。都会で

は長屋が半ばそうでした。最近は長屋がなくなってしまったようですけれども、子供の頃、うちの父親

の友達が長屋に住んでいまして、よく遊びに来ていたのですけれども、毎回毎回違う背広を来てくるん

ですね。「すごいですね、おじさん」といったら、「これは隣のうちの背広だよ」といって、適当に隣の

うちに行って「おっ、いいのもってるね」といって勝手に着てきちゃう。醤油の貸し借りなんていうの

も当然というわけです。いまはこれを「シェア」なんていってます。航空会社なんて適当にこういうこ

としていて、客の知らないうちに、機材の貸し借りをしていて、この便はなにかにとのコードシェア便

です、なんてやってます。その知恵を拝借して実はわたしたち大学でもたくさんの科目を立ててカリキュ

ラムを組んでいますが、授業コードシェアなどと呼び、異なる授業科目名で実は同じコマに同じ教員が

授業していることが普通にある。まあ、これはコモンズからずれていったシェアですが…。

　ただ、全般には入会地としてコモンズは近現代に衰退していった。それは資本制の中で、所有はわた

し有が当たり前という観念が定着してしまった。すべてなにもかも私有にすることにこだわって 1 年に

一度しか着ないものや、下手すると買ったきり着ていないものまで所有している始末。これは書物など

を例にすればわたしたちの誰もがうなづくことでしょう。むろん、私有にはそれなりの満足感があるの

で、それを全部否定するのもいきすぎですが、なにもかもそうでなくてはいけないか、という反省はこ

の世紀にいたってでてきていますね。とくにモノにあふれた時代に生まれて育ってきた今の若い人たち

はそういう感覚が自然に身についているようです。下北沢あたりの街に行くと古着ショップやそんなタ

イプの店がいっぱいで、そんな感覚の若者たちの感性が伝わってきます。そうした時代の流れに合致す

るようにデジタルの時代が普遍化しました。それによって今再びコモンズがあらたな質をもって再認識

されつつあります。

　デジタル環境によってほんのこの 20 年ぐらいの間に、リアリティに対する考え方が大きく変化しま

した。ファーストリアリティ（1st……reality）からセカンドリアリティ（2nd……reality）へと変容し、そして、

今はサードリアリティ（3rd……reality）の時代とい

われています。

　その現実感の変容をもたらしてきたのはイン

ターネットです。ファーストリアリティの時代は、

仮想空間としてインターネットが描かれました。

どこか別のところにある架空の世界ですね。それ

が現実に少し近づいてきて、セカンドリアリティ、

現実とともにあるもうひとつの現実感、ちょうど

セカンドライフというゲームが爆発的に流行した

時がその時期を代表します。ただ、セカンドライ
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フでわたしたちが感じるに至ったのは、現実でも大変なのにさらにもう１個の現実で生きるというのは

結局二重に大変ということになって、たちまちみんなそこから引いてしまったわけです。

　そんなことを経験しつつ、今わたしたちは、いつの間にかサードリアリティという現実感をいつの間

にかもっています。それはインターネットが仮想空間ではなく、現実空間のなかでまさにリアリティを

もって入り込んで機能している。もう一つ別のではなく、現実そのものになったということです。ファー

ストリアリティの段階で wikipedia は得体の知れない紛い物扱いでしたが、いまやそれはかつてのブリ

タニカ以上に現実化している。なによりかつての百科事典は背表紙を並べたそれこそ仮想空間に鎮座し

ていた存在でリアリティを欠いていたわけですが、wikipedia は現実に溶け込んで活用されつづけてい

る。そして Amazon 等の IoT によってモノがネットにつながることによって、完璧にネット時空なし

では現実が成り立たない時代になっています。

　そういうサードリアリティの中でのクリエイティブ・コモンズ（Creative…Commons）という考え方

が出てきて、わたしたちが持っている知的資源というものをもう少しインターネットを介することに

よって、根底的にその使用価値を見直し、それによる創造性の発揮につなげていこうという動きが生ま

れてきました。当然、著作権の問題も 20 世紀までの発想を基盤にしてそれをサードリアリティにもっ

てこようとするのではなく、デジタルの環境をベースにまったくあらたに考え直して知的財産を活かし

ていこうというわけです。これを主唱しているのはレッシグ（Lessig）氏です。デジタルベースのコモ

ンズが決定的に新しい発想を可能にするのは、デジタルは複製ではなく、クローンだということ。つまり、

コピーという本物ではなく写したものというそれではなく、本物そのものだという点にあります。かつ

てのコモンズは同じひとつのものが共有され使い回されるのでやがて劣化する。また、醤油の貸し借り

は実際、醤油がなくなっていく、だから貸し借りのバランスが崩れるとたちまち具合が悪くなる。ただ

乗りの問題、これがコモンズの悲劇として語られてきました。ところが、デジタルのコモンズは同じ一

つのものが共有されるときは共有であると同時に本物の私有なんですね、私有なのに共有でありつづけ

るのです。だから、劣化したとしてもそれは私有した本物のほうなので他の共有者には迷惑がかからな

い。おまえそれおれのものだろう、といわれたって、そうだよ、おまえのそれとおなじおまえのものだよ、

いいね、これ。で終わりです。とられたってとられないで手元にあるので、とられた気にならない、か

えって自分のモノがいろいろなところで使われていることにとてつもない喜びを感じることになる。創

造性がたきつけられる。これがこのデジタル・コモンズがクリエイティブと呼ばれることになるゆえん

です。

　だから、コピペはいけません、などといっているのは前世紀の意識そのままで今の世界に来てしまっ

ている人の勘違いなのであって、デジタルのサードリアリティ、つまり現在のコピペというのは、コン

ピュータのことを電算と呼んでいるような時代錯誤なのです。その作業はクリエイティビティのエクス

パンディング、クリエクなのであって、それこそ知的環境である大学においてはどんどん推奨すべきこ

となんです。どんどんクリエクして付け足してクリエイティビティを高速に高めていく、そういう時代

に入ってしまっています。これを制約しようとしても徒労でしかないのですから、むしろこの流れを活

かす方に与した方が生産的です。この思潮のベースはオープンデザイン（Open…Design）です。

　教学比較 IR コモンズはオープンデザインのもとで、スマートなクリエイティブコモンズの活動を目

指します。

学修行動調査後の改善プロセス
　さて、その学修行動調査を実施して得た結果をどう活かしていくかという話にも触れておきます。こ
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のいわゆる改善プロセスの話になると、例の Plan・Do・See とか、あるいは Plan・Do・Check・Act など、

文科省や関連の人たちが最近大好きで、いろいろな文章に登場します。PDCA サイクルですね。でも、

多分それを書いている人は中途半端に経営工学か何かを学んだ人なのではないかと思えます。なぜな

ら、これは相当懐かしい 20 世紀半ばごろにデミング賞などがもてはやされた時代、QC サークルで流

行った概念です。工場労働での生産性をあげるうえでは有効でしたけれども、それをいわゆるホワイト

カラーのゾーンにまで持ってきて適用した結果がどうなったかは、それが典型的に示すトータルクオリ

ティコントロール、TQCの史実にすでにあきらかです。組織の疲弊と欺瞞をもたらすに結果したそれを、

どうして今、大学に持ち込まねばならないのか大いに疑問です。その疑問はものごとの風化と、国大法

人の中期目標・長期計画といったかつてのソビエト連邦を想起させるような形式主義の文書作成の際に

は PDCA は論理構成上、たいへん役に立つんですね、つまり机上の作業を進めるうえでのお役立ちツー

ルです。ですから、これをまともに現場に適用しようとすれば、過去の反省はまったく活かされないこ

とになってしまいます。

　では、このスマート・クリエイティブ・コモンズでの学修行動調査というのはどのような駆動原理の

もとで改善プロセスに役立てていけばよいのか。特に学生に学修行動の参照枠を示して、それを調整し

ていくにはどうすればよいのか、ということですが、これは実は非常に単純なことなのです。どうシン

プルかというと、まず第一には何よりもこの調査を実施するということです。それも定常的、安定的に

実施するということです。実施して学生が設問を読み、回答する。この営みが少なくとも 1 年生と 3 年

生のとき、つまり在学中に各人 2 回あるということです。それによって学生は大学側が学生に対して気

にしていることを明示的に示す。なにが求められているのかを知る機会を得るということです。この単

純なことがあるとないとでは大違いです。漫然と授業を受けて、漫然と単位を取っているという、その

繰り返しで、教員はそれぞれ勝手なことをいっているかもしれませんが、大学から組織的、体系的に学

生に対してメッセージすることは不足しています。それもメッセージというかたちではこの時代、伝わ

りにくいですから、調査に回答することによって潜在的、無意識的に学修行動を振り返り、調整してい

く機会を設けるのです。だから、この調査は最初に申しましたように実態調査という意味合いは二の次

なのです。しばしば4年間の学修成果を確認するために4年生の卒業時に調査をしたほうがよいのでは、

といわれますが、それをしてももう出て行こうとする学生のためにはなりません。学修の成果は成績に

あらわですし、卒業していく学生の声を在学生の教育に還元するといってもそれは誰がどうするのか、

その建前を現実化する手立てはインスタントにはできません。調整するのはあくまで学生本人なのです

から、自身が語り、自身に返り、活きる仕組みが一番で、それが実際の大学ができる現実解です。

駆動原理は autopoiesis
　自身が語り自身に返る、この駆動原理は生命システム論でいうオートポイエーシス（autopoiesis）で

す。自己創出です。この原理は理性的な反省の仕組みとはちがって、おそらくわたしたちの生命の営み

の基底のところに備わっている原理ですから、生きているわたしたちであるかぎり、ただ当たり前に馴

染む営みとしてあります。計画的、意図的になにかをするということなしに、自然体でなすことがいつ

の間にか自分自身に組み込まれ、行動にあらわれてくるという次第です。このナチュラルさには無理の

ない範囲のことしか受容されませんから、当人も知らぬ間にできることとしてあります。だからマジカ

ルなものにみえますが、もとより生命現象というのはいまだわたしたちにとってマジックそのものであ

りつづけていますのでそこに寄り添えば不思議さも伴うというものです。学修行動調査の内部・外部の

参照枠提示とそれによる学修行動調整というのは、そういう原理にもとに動きます。この自己創出の原
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理を「みずからに拠りておのずから」と称しています。

学修行動調査 ALCS フロー
　こうした駆動原理を結果の改善プロセスに据えて実施していく内部質保証は、ですから短期的に数値

目標を掲げて無理をするような昨今の傾向とは別種のもので、もっと中長期的な視野でそれこそわたし

たちの身の丈に合うかたちでナチュラルな改善を図っていくものとしてあります。だからこそこの基底

に据える調査には、サステイナブルで安定的に運用が図れる仕組みが必要になるのであって、時限的な

予算措置で可能になるような仕掛けで動かしてはならないのです。そのため、教学比較 IR コモンズは

コストフリー、最小労務で実施可能なスマートウェブサーベイによる学修行動調査アルクス（ALCS）

を開発し運用を始めました。これから多くの大学と協働運用していきたいと思います。去年からスター

トし、本当に語っていることが可能なのか、と思われるところが多々あるかと思いますが、まずは帝京

大学と東京女子大学がいち早く関心をもってくれましたので、この２大学は同じ私学とはいえ、かなり

性質が違うかもしれないのですが、そのおもしろさにも惹かれながら、いま述べたことすべてを現実化

したかたちで、実施でき、非常にうまくいきました。

　今年はこの成果を確認し、このような機会をつうじていろいろな大学での実施をお誘いしているわけ

です。むろん、上記 2 大学は実施を継続されますし、すでに日本女子大学や、国立でも岡山大学、高知

大学などが、次々と参加を名乗り出てきていますので、活用が拡大し、現政権が大好きな「好循環」が

生まれていくことと思います。むろん、本学も参加します。

　調査の実施にあたっては、メールで自学の学生に調査実施案内を出していただいて、この URL にア

クセスして調査に回答してくださいとお知らせします。アクセスしてきた学生の認証をしたあと、IR

コモンズにリンクします。このリンクに際、コモンズでは学生に関するいわゆる個人を特定できる情報、

氏名とか学籍番号といったものは受け取りません、受け取るのは調査固有の ID のみです。あとはコモ

ンズにおいて調査の実査を進めます。実査期間はわずか 2 ～ 3 週間です。結果はその原データと参考ま

でに悉皆的におこなったクロス集計の結果をお戻ししますが、その結果のお渡しは実査が完了した翌日

です。Amazon も驚く早さではないでしょうか。そういう時代になっています。あとは個々の学生の成

績などと関連させただいじな細かな分析は、それぞれの大学の中でクローズにおこなっていただく。ま

さにいいとこどりというわけです。調査全体についての報告は参加大学全部のデータを合算したものを

IR コモンズで公開していきます。このとき個々の大学がどうであったかには触れません。どういった

かたちか、その典型はあとで示します。

Creative smart commons により cost free で実現
　さて、このいいとこどりのスマートウェブサーベイは、それでいて実施費用がゼロ、無料です。まさ

にアンビリーバブルです。ありがちな初回無料という話でもありません、なんどでも無料なんです。な

ぜなら、わたしちちは市場で取引しようというわけではないですので、大学というところでつながりあ

うオートノミーの確立を目指して、市場にも国家にも依存しない価値創造をコモンズで果たそうとして

いるからです。だから、これもまたかつてのコモンズとは一線を画したデジタルならではのスマートコ

モンズなのです。

　

この調査から見えてきていること
　では、去年２つの大学でおこなったというけれど、どのようなことが見えてきているか？です。時間
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が限られていますので、ここでは今日何度か話題にしました「学んでいる時間」についてご参考に少し

だけお見せします。むろん、ここでできることは個別の大学の結果がどうであったかではなく、それは

個々の大学がおこなっていることですので、実施大学をまとめた総体としての結果についてです。

　さて、ここであえて「学んでいる時間」というのは、今、大学の中におけるこの時間は、この「学修」

という修めるほうの学修時間と、自助自学、独学のラーニングである学習時間を分けて表現しているた

めです。つまり、学修時間プラス学習時間 = 学んでいる時間という構造が前提となるためです。この

ことは大学設置基準の中に巧みに書き分けられています。たとえば、条文を見ていくと、修めるほうの

学修は、大学の正課に関して語るときに使われています。ですから、授業時間外に授業に関わる予習復

習や課題をおこなうことなどについては「学修」と表現しています。それに対して、学生が授業とは関

係なく自分の関心領域について、学ぶ場合、たとえば図書館での自学、自習が想定される文脈では「学

習」と書き分けているのです。もっとも実際のところ、これは意図的な書き分けではなく書き手が無意

識的になしたことかもしれませんが、条文にある学修と学習の相違はそのようになっているということ

です。

　すると、この修めるほうの時間は、さらにⅠ、Ⅱに分けられます。単位制度のもとでは 1 単位を構成

する学修時間は 15 週 45 時間、典型的な講義・演習授業はその 1/3 が授業時間で、残りは授業時間外の

学修時間。ですから、授業時間である学修時間Ⅰと授業外の学修時間Ⅱということになります。

　これら3つの学びの時間を学生が自覚的にはどのくらいしているか。この調査では、「授業時間以外に、

授業に関連した勉強をするのは１日あたり何時間ぐらいですか？」と「直接授業とは関係のない勉強を

するのは１日あたり何時間ぐらいですか？」いう聞き方をしました。先ほど触れたよう多くのこの種の

調査にあるように「１週間あたり」と聞きますと、ちょっと不都合があると考えましたので、１日にし

ました。その結果、１日あたりはどうだったかというと、平均 58 分、つまりおよそ１時間ということ

がわかりました。授業時間外学修ですね。これを長いと考えるか、短いと考えるか、微妙なところがあ

ります。しかし、そうすると１週間あたりはどうなのかとみると、単純に７倍して考えて、６時間 46 分、

授業時間外に学修しているということになります。結構学んでいるじゃないかという感じがします。と

いうのは、８大学連携でわたしたちは１週間あたりの授業外学修時間を聞いてきたのですが、その結果

は常に 1 日あたり 30 分程度だったのです。この短さには頭を抱えましたけれども。このように１日あ

たりと聞きなおすと 2 倍になったわけです。するとどちらが妥当なのか、ということになりますが、多

分睡眠時間を 1 日あたりで答えるのと、1 週間あたりで答えることのあいだにある違いから類推すれば、

1 日あたりで答えるほうが、実態に近いのではないのかと思えます。このことからこれに関する検証は

これからしなければならいわけですが、ともかく明らかになったのは質問の仕方に問題性があるという

ことです。

　さて、単位制度の下では、授業時間外の学修時間は授業時間の 2 倍とることが標準になっていますか

ら、むろん、実験・実習、卒論のような例外はありますが、それはおいておいて仮にこの枠組みで、単

位制度の実質化がなされていると想定するならば、この学修時間 II の半分の時間が学修時間 I、つまり

実質的な授業時間だということになります。するとその時間は１日あたりおよそ 30 分という算定にな

ります。1 日あたり学生が何コマ取っているかわかりませんが、実は 30 分しか学んでいないのか、と、

これはまったくのお遊びの逆引き算定ですが、しかし考えようによっては、1 日につき大学の授業で集

中して学んでいる時間といえば、そのくらいだと読めば、そんなものかもしれないと何だが納得できる

ようなところもあります。

　これだけではないです。自学、自習という、本当に自分が興味のあること、これは自動車のことでも
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いいですし、ケーキ作りでもいいですし、図書館をうろうろしながら何か学んでいるという、それですね。

これが平均 44 分だということでした。そうすると、これらをまとめると学んでいる時間は 1 日につき、

131 分、まあ２時間ぐらいです、ちょうど平均的な映画 1 本分です。現代の大学生は 1 日あたり、映画

一本分くらい学んでいるというわけです。わたしなんか。ほう結構やっているのではないのかと思いま

した。しかも、この時間算定のなかで授業時間そのもののウェイトが非常に少ないことになっています

が、それは大学生としてそれらしい感じがして好ましいわけです。無理矢理そうなるようにみているか

らですが…。

　もうひとつ、結構びっくりしたデータがありました。今は、勤労学生ということばはほとんど死語に

なりましたが、実は実態としては今の学生の大方はまったくの勤労学生だということがわかりました。

こういうことです。「アルバイト等の有給の仕事に従事している時間」に対する回答、平均 1 日あたり

２時間以上でした。

「今日の演習ちょっと延びます」というと、「それは無理です、バイトがありますから」のようなこと、

どなたも経験されていると思いますが、授業より優先されています。授業休んだり遅刻して怒鳴るとア

カハラで訴えられる危険がありますが、バイトではそれが当たり前と学生自身認識しているので、1 日

に占める時間ウェイトも勤労時間が学びの時間に匹敵するか、上回っているというわけです。

　ただ、こうした実態から、このようにもみえてきます。この勤労時間で何をしている ? となれば、こ

れはひとつのアクティブ・ラーニングであるわけで、大学設置基準も大学だけで授業時間を充たす必要

はないという旨を記述していますので、この勤労時間も大学生活における学習時間になろうということ

にもなりえます。そのことを支持するデータもこの調査から見いだせています。

入学時に比した能力の変化
　それは「入学時に比べて、今自分の能力どのくらい変化していますか？」という設問に対する回答結

果です。変化が肯定的な方向で２番目に高かったのが「人間関係を築いたり調整したりする力」でした。

これは少なくとも大学の講義にどんなにまじめに出席して学んでいても伸びることのない能力です。そ

れが著しく伸びたといっているのですから、これはまさに、多くの時間を費やしているアルバイト先で

多分に養われた能力なのだろう。と、そうなるとこれは大学としてはいままで看過ないし軽視していた

社会連携による教学の重要なところに光をあてていることなのではないか、とさえ思えてくるのです。

いささか言い過ぎかもしれませんが、でも昨今のアクティブ・ラーニングの称揚に対して大学教員が慌

ててぎこちないことをしてみるまでもなく、それは大学外で学生自ら主体的に学んでいるという実際を

おさえていけばよいことなのかもしれません。そうすると大学はやはり大学らしくおこなうべきことに

力を集中していくことに回帰できることにもなります。

　そういうわけで、学んでいる時間について尋ねた設問からだけでも、さまざまなことが見えてきてい

る状況です。ここで公開の場ですので大学間比較はしていませんが、IR コモンズの内部では必要に応

じてそれがなされる機会が開かれています。自学にとって直接益することも手にできることになります。

在学中に望むこと
　学修行動調査について最後に、この事実を付け加えたいと思います。それはすでに述べました

web2.0 ～ 3.0 時代ならではの、ロングテールの話です。この調査では学生の希望、在学中に望んでいる

ことを尋ねています。その結果、一番下位に来たもの、つまり全然望んでいないこと、というより、望

むどころか「やめてほしい」といってしているのが、「１年間の留学」です。下から２番目が「半年程
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度の短期留学」。これらにはほとんどあるいは全然興味ないというのが、学生の気持ちです。文科省的

にはこれはまったく逆行しています。本学も懸命に留学推進してます。一部の学生は非常に反応します

が、総体的にみると大学の思いとは裏腹に反応は鈍い。これはでもよくわかります。もういまの日本の

社会状況は留学なんて必要としていないのです。国としてみているのは、アジア諸国ですが、そこと比

較して少ないとかなんとかいっているのは、間の抜けた数値比較にすぎなくて、中国や台湾、韓国でな

すべき課題とわが国の課題は量でなく、質的に異なっているということがみえていない。シンガポール

やマレーシアがしていることに焦って真似するなんてバブル以前にタイムスリップするようなもので滑

稽です。だから、学生が海外について望んでいることは留学ではなく観光旅行や昔ながらの冒険旅行な

んです。本当に海外で学びたいと思ったら、日本の大学に入って留学なんてする時代ではなく、向こう

の大学に入る時代です。秋田で英語だけの授業をする大学が日本だけで注目されていますが、それは秋

田が海外みたいなものとして認識されているようなもので、そういうことを日常経験にしたいなら、街

で英語をしゃべっている国の大学にいけばよいだけの話でしょう。そういう見方ができないのはこの国

の学問の主脈が大方翻訳学問として成立してきた惨めな歴史があって、そのなかで学んできたわたした

ちが背負ってきた固定観念が時代錯誤の国際感覚をそのまま延長してこの時代にあてはめているからで

す。そういう経験がなかった若い世代はそうした囚われがないから、純粋にいまの世界状況をみていま

す。日本の課題がどこにあるかを見抜いているところがある。だから、留学といってもピンと来ないの

です。この調査の結果には学生のそうした察知がリアルに出てきています。

　しかしながら、実態把握はそうなのですが、そうはいいつつも一部の学生は留学を強く望んでいると

いう事実もあります。Web2.0-3.0 でできるようになったこと、この調査が実態把握調査で終わらないと

いう特徴がここで活きてきます。すなわち、総体は望んでいないとしても、そのななかでそれを欲して

いるのは誰か。誰が留学したいと望んでいるかというのをキャッチできます。よって大学のそこに注げ

る資源を、そこに集中投下することが可能になってきます。わたしたちは今でもかつての手法で、たと

えば留学促進のポスターを全学的に貼り、ウェブ上に誰彼宛ということなく単に留学情報を載せて告知

展開していますが、その手法は前世紀のマスコミュニケーション手法の物まねでしかないです。実際、

それをして学生が乗ってこないと嘆いたりしますが、それはテレビジョンや新聞がもはや若者から軽視

されていることそのものの映し鏡になっています。この方法は告知するほうの思いや努力、投下財がも

はや活きない過去のやり方です。今はもっと静かに限定的に情報を望んでいるその人にダイレクトに伝

える。最小の投下で最大の効果をあげることができる。それをおこなうための手段として学修行動調査

があるのです。この効果的方法をとることで大学として達成度合いも高くなっていきます。今日流行の

エビデンスによる数値による達成目標と達成率ですが、その分母はダイバーシティの進んだ大学にあっ

てその全体をおくことはすでにナンセンスです。分母は望んでいる人数であり、分子が叶えられた人数

であることが基本のはずです。そのうえでの達成率こそ大学の努力のほどが測られるべきでしょう。教

育の内部質保証はそうしてなされていく性質のものだと思われます。ですから、たとえ大規模大学でも

このロングテールの先にも個別対応で選択と集中が簡単にできる仕組みである学修行動調査の意義は一

層あきらかだと思います。また、この点にこそ IR、インスティテューショナル・リサーチ（Institutional…

Research）の本質がある。自分たちがインスティテューションのリサーチをするという実態研究に留

まるのではなくて、どこで何が求められているかを的確に把握して、そこに資源集中するという営みを

つなげてはじめて IR が確立するというわけです。
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授業アンケートへの破壊的イノベーション
　今日は、並べて授業アンケートの話もしたかったのですが、時間も残り少なくなりましたので、ここ

はサラッと流します。授業アンケートは今どの大学もいろいろな課題を同様に抱えていますから、それ

については細かくここでおさらいはしません。ただ、見直しが求められていることは明らかだし、これ

もまた内部質保証に活かす方法が求められています。

　まず、しばしば授業アンケートには授業に対する設問ではなく、学生の学修行動を尋ねるような設問

が含まれていて主旨がずれているようなケースがありますが、これは学修行動調査の実施を確立するこ

とで切り分けて、学生になにをしようとしているのかはっきりさせることが必要です。

　それから、授業アンケートも当然スマートウェブベースですることによって、実施コストをゼロにし、

労務も劇的に改善します。劇的とまでいいうるのは、なにしろこの転換によって教員は誰も授業アンケー

トの実施に関わることなく、全授業のアンケートが済んでしまうのですから、現況に比べて劇的という

ほかないわけです。これで授業がアンケートによって妨げられることもなくなる。このサーベイは授業

に対して非侵襲的な手法なのです。この授業に満足しましたか、と尋ねて「このアンケートで邪魔され

なければベストだったのに」といわれたら悲劇というものです。

　本学でも授業アンケートはこれまで本当に手のかかるやり方をしてきました。個々の授業でマーク

シートを配って回収し、アウトソースで集計、結果を事務がプリントアウトし、袋詰めして教員に戻す。

典型的な 20 世紀手法で毎学期おこない、このために小さな大学でありながら年間数百万円使っていま

した。いまやこれは浪費です。クリステンセンという人がいっているとおり、ここにはディスラプティ

ブなイノベーション、破壊的イノベーションが適用できるところです。ただし、彼のいうそれは質的に

は劣るのだけれども時代対応的に革新されるという意味が入っているので、その点では必ずしも合致せ

ず、質的に高めながらの旧態破壊が生じます。

　フィードバックも教員からのデータベースアクセスによって、いちいち紙で返す作業はなくなりまし

た。これにより教員も結果管理については考える必要がなくなり、必要なときに過去に遡及していつ

でも結果を確認できるようになりました。それから、このスマートウェブサーベイによって、リニア・

ルーブリックとわたしたち呼んでいますけれども、学生がアンケートに答える方法はこのような仕組み

になっています。ある設問に対して自分が履修した科目が並んで表示されます。これも紙のアンケート

では到底できないことで、ウェブならではのことです。それに対して一気に相対的に評価していきます。

この尺度は 101 段階のスケールになっていまして、事実上の連続量スケールです。５段階評価とか３段

階評価といったものではなくて、101 段階評価です。ただ、むやみに段階を増やしているわけでも、そ

のなかの数ポイント差を気にするという話でもなく、これによりデータを偏差値化することが可能にな

るためです。偏差値化がなぜ必要か。回答者により全体的に肯定的に回答する傾向がある場合やその逆

の傾性をもつ人がいます。また、回答の振れ幅の大きい人、細かい人、全部真ん中あたり、つまりいわ

ゆる「どちらでもない」につけるのだけれども、そのなかでも実は微妙な差異をもってプラスマイナス

を評定している人など、回答傾性の個人差がいろいろあります。そのため、少人数クラスの授業では、

たまたま履修した学生のそうした回答傾性に結果が左右されることが起きえます。そのため、回答者ご

との回答特性を個人毎にデータ標準化、つまり偏差値化することによって、そうした個人差による偏り

の影響を是正して結果をみることができるわけです。そのためこの尺度上のスライダーを使った回答を

得るリニア・ルーブリック手法を用いているのです。
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学生への学修成果情報の提示（alagin）
　本学の学生への学修成果状況の情報提示と可視化は、alagin と読んでいるシステムを開発して、web

上でいつでも学生が確認できるようにしています。たとえば単位履修の状況、レター・グレードの割合、

TOEFL テストのデータの推移、それから GPA の全学内、学部内、同学年内での位置づけ、学期毎の推移、

累積 GPA の推移、また個々の授業の成績。グレードポイントのレンジと平均値、そのなかでの自分の

位置づけがわかるグラフィック、むろん成績表も、これはつい最近まで紙で印刷して学期毎に学生に配

布するという、これもまた典型的な 20 世紀手法でおこなっていましたが、いまでは web 確認です。こ

のほうが適宜、各項目をソートしてみることもできますので、たいへん便利です。この alagin は商用

のものを購入したり開発・制作を依頼したりしたものではありませんので、ご希望であればご提供でき

ます。というより、本日、ご紹介しているさまざまな ICT ツールはすべて自主開発したもので、ご提

供可能です。現にこの alagin の他大学の移植も始まっており、この春には川崎医科大学に移植しますが、

医科大学さんではこれを保証人からもアクセスできるようにすることで、成績表の保証人への郵送もこ

れに替える方向をとられるようです。

教員への授業アンケートの結果の提示（nigala）
　この alagin に対して、授業アンケートのフィードバックは学生から授業、教員のほうに来るという

反対方向の流れになることから、名称を逆読みにして nigala（ニガーラ）と称するシステムを制作しま

した。これがその結果フィードバック画面です。たとえば、ダイレクトに 101 段階スケールに回答され

た結果、自分のある授業の平均値と全授業の平均値、最大値、最小値との比較表、これはそのグラフィッ

クで、海陸断面図をメタファー（隠喩）にしたグラフです。ブルーで水面として表現されているところ

が各評価項目の全学の平均値をあらわしています。これに対してオレンジ色の陸地として表現されてい

るところが自身の授業に対する評定です。海表面が陸地よりも上になって水没しているところは全学平

均を下回っている。その評価があからさまに否定的であった場合は標準海底面、ここは評価尺度のゼロ

ポイントにあたりますが、ここをえぐって下回ることになり、マントル部分に入っていきますので、表

示色はオレンジから次第に赤みを増していくようになっています。一方、海表面を上回り、陸地を形成

していれば、その項目は全学平均を上回って評価されていることをあらわしています。むろん、その標

高が高くなるほどより肯定的に評価されているわけです。

　このようなメタファーにより、多忙な教員にとってもこれを一瞥するだけで授業アンケートでの結果

を捉えることができます。よくありがちな無機的なレーダーチャートより、ある種のユーモア含みで結

果への関心を誘うインフォグラフィックスになっています。

　こちらはさきほど申しましたリニアルーブリック手法により、回答者ごとの回答個人差を標準化した

偏差値換算一覧です。それをインフォグラフィックスにしたものが、このフェアウェイ・チャートです。

これも水のメタファーを用いていますが、今度は断面図ではなくて、上空から地上を見たかたちになっ

ており、ゴルフのメタファーも使っています。すなわち、こちらの水は池のウォーターハザードで、偏

差値 50、つまり全学の平均以下のゾーン、中心に接近するほどその値が低くなります。一方、周囲の

グリーンは池から離れるほど評価が高くなります。オレンジ色の軌跡がこの授業に対する各評価項目の

結果をあらわしています。ですから、その軌跡がこのウォーターハザードの中に入り込むようなことな

く、芝生のなかをできるだけ大きな円を描くよう周回するようになることが目指すべきかたちというこ

とになります。これも一瞥で結果のほどを知ることができます。

　そのほか、これは自分の授業の授業時間外の学修時間がどれくらい取れているかを履修生の平均値で
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知ることができるようアナログメーターの表現で示しています。これも全学平均をあらわす黒色の指針

と比べて青色の指針で確認できますが、あまりにも課題の負荷をかけすぎたりして、単位制度の実質化

を逸脱するほどの授業時間外の学修時間が費やされていたりするようだとメーターはレッドゾーンに入

るという次第です。

　このように学生に比べて教員へのフィードバックは意図的にメタファーを用いて、表現に遊び心を含

ませることで、結果表現を和らげつつもわかりやすく伝える工夫をしています。

　このようなかたちで、双軸の教学 IR 調査がひらく内部質保証ということで、この２つの営みはいう

までもなくどの大学でもずっとしてきていることですが、それを今時の手法を使うことで大幅なコスト

削減、劇的な労務効率改善を果たすだけでなく、質的にも抜本的な変革をもたらすことで、FD の営み

を超え出た全学的な内部質保証システムの基軸的な営みに転換していくという話でした。今日お話しし

たことは、多様なことでしたが、そのすべてが教員はまったく何もタッチせずにいつの間にか終わると

いう非侵襲的な手法であったということを再確認しておきたく思います。なにごとも新しいなにかをす

る、大学を変えていく、というは結構だけれども、それによって今以上に仕事が増えていくというのは

御免だということはもっともです。しかし、ここでお話ししたことのすべては新たな仕事が増えるので

はなく、逆に今している余計な仕事を、教員にとっても職員にとっても減らす方向の改革であるという

ことでした。だから、本当に魔法のような話なのですが、かつて仮想現実といわれていたゾーンが現実

に組み込まれたサードリアリティの現在に生きるわたしたちにとってこれが現実なのだと思います。是

非これから国士舘のみなさまとも連携を取りつつ、相互にご協力できればと思っています。今日はあり

がとうございました。（拍手）

質疑応答
司会（加藤副委員長）　どうも、先生、ありがとうございました。素晴らしいシステムでしたね。いく

つか会場からも質問があるのではないかと思います。授業評価アンケート、今までやってきて、一番聞

きたかった話ですよね。具体的に成績の悪い人、成績の良い人、そういう人と具体的に自習時間がどう

だとか、その授業に対してどういう評価を出しているのか、ということをこのシステムで取れるのだと

いうことですね。まあWeb3.0の時代というのは、匿名性がバックグラウンドではなくなるのでしょうね。

そういった意味でしっかり出ている。しかしわたしたちは、システムの中に、そういう匿名性はしっか

り担保してあげよう。でも全体として具体的なデータは手に入れていこうということなのだと思います。

いかがでしょうか、金子先生。

金子　半田先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。ずっと興奮しながら聞かせていただき

ました。いくつかお聞きしたいことがございます。スマートウェブを通じて自動的にデータ収集をされ

ていると思うのですが、その回収率を拝見しましたら 45％となっております。学生さんはスマホ等を

使って回答しているということなので、そのことから予想されますのは、割と意識の高い学生さんがこ

の回答をしているのではないかということです。つまり、得られたデータには意識の高い学生さんの回

答が強く反映されているのではないかと思うのですが、先生はいかがお考えでしょうか。

半田　当然そういうことになってくると思います、読みとしては。本学での経験では、学修行動調査で
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70％ぐらいの回収率、それから授業アンケートについては 92％ぐらいです。ほぼ、全員ですね。web

で 9 割回収の授業アンケートをとるには、アーキテクチャー上に重要な仕掛けが必要です。つまり、成

績をさきほどの alagin で次の学期で見ることができるわけですけれども、その成績を見るときに、授

業アンケートをしないとアクセスできないようにしています。むろん、これは一定期間、２週間くらい

の措置ですが、早く前の学期の学修成果を確認したい人はまず授業アンケートに回答してから見てくだ

さいという、そういう仕組みで、これをつうじて回収率 90％以上を実現しました。成績開示に条件が

あるのは文句の付け所となりますが、一定期間経てば開示するのでそのことの問題は出ておりません。

　他方、学修行動調査は、性質的に強制することは難しいものなので、メールを未回答の学生に選択的

に出して、ソフトな催促をします。実査期間は２週間ですけれどもその間に３回ぐらい出します。それ

によって 70％ぐらいまでいく。これは新入生の場合ですね。上級生でさまざまなアンケートをしてき

た学生の場合は、すこし回収率は落ちる傾向があります。ただ、この種の調査で 90％ぐらいの回収率

になっているとなると、逆にこれは何かの強制力が働いているのか、たとえば授業中に無理に配って、

終わるまでは回収しないとか、そうしたことになると、それで果たして出てくる回答が、現実に則した

ものになるかどうかという問題もでてきてしまいます。いいかげんに回答された結果が全体の結果に与

える影響はそれがなかった場合の不都合よりも大きなものになってしまいます。

　それから教学比較 IR という観点からすると、やはりこれは積み重ねでおこなうものですから、最初

は低い回収率であったとしても、その結果を学生にフィードバックして、「隣の大学では回収率が 60％

になっているのだけれど、うちはこれでよいものかどうか」というのようなことがあると、これを学生

参加 FD のようなことですればなおさらですが、学生もちょっと意識が変わって、好循環が生じるとい

う読みもあります。そうすると次第にこれを繰り返していくと、実際というよりすこし盛られた理想像

が結果に入り込んでくるのでは、ということにもなってきますが、そうなるとこれは理想をかかげて自

分たちの行動を調整していくという狙いどおりのオートポイエーシス、放っておいてもよくなるという

仕組みが駆動し出すということになるわけです。

金子　分かりました。ありがとうございます。先生、あともう一つお聞きしたいことがございます。先

ほどお話しいただきましたアラジンというシステムでは、学生さんが自分の成績位置を確認することが

できます。全体の中で、学部の中で、成績上、自分は今どのあたりにいるのかを確認できるということ

なのですが、そうすると学生さんの成績が二極化するということはございませんか。例えば、上位の学

生さんはその結果を励みにもっと頑張るようになる。下位の学生さんは諦めて頑張らなくなってしまう、

というような成績の二極化が生ずるようなことはいかがでしょうか。

半田　はい。先生がおっしゃるとおり、それは当

然出てくるわけで、半分の学生は良いほう、半分

の学生は悪いほうになるわけで、その悪いほうの

学生は、alagin は積極的に見ない、見たくない学

生になります。だけれども、次の時はどうなった

かというのは非常に気にしますからやはりアクセ

スしてくるのですね。一方、良いほうの学生さん

は何度でも見たい。特にすごく上位に位置づけら

れた学生さんは、同じグラフなのに何度でもアク
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セスしてくるというのがログを見ているとわかります。それは気持ちよいのだと思います。

　ですので、二極化とおっしゃいましたが、良いポジションにあることが確認できた学生さんは非常に

自信がついてくる。これが従前の大学ではみえなかった。ですので、発言も積極的になってきますし、

観念的にならざるをえないリーダーシップということにも具体的に取るようになってくる。

　反面、低い方であることがわかった場合、大勢はちょっと頑張れば上位のほうに移行できそうだとい

うことがわかる分布になっていますから、これは目標がはっきりするということにもなります。学修相

談、支援もその点が強調される。と問題はテールの部分ですが、ここは分布上は必然的に少数になりま

す。このゾーンは alagin でみえようとみえまいとどの大学でも存在する学生になるわけで、本人次第

の求めに応じて相応の学修支援、あるいは学生相談ということになるわけです。ただ、文科省も学修成

果に応じた成果不振事態をはっきりと把握し、相応の対応をする仕組みを確立するようにということが

大学に対して明文化するようになっていますので、その具体的手立てとして役に立っていますし、この

ゾーンについては alagin から派生させた組織的対応をとる仕組みもつくっています。

金子　ありがとうございました。大変勉強になりました。

司会　どうも、金子先生、ありがとうございました。さすが、ＦＤ委員会で統計を長くやってこられた

先生だと思います。中村先生、どうですか？

中村　海外留学を希望する学生さんに選択的にメールを、情報を提供するというお話があったと思うの

ですけれども、実際やっていく中で、そういう情報を取るという、この人が本当に海外留学を希望して

いるであろうという情報が実際に取れないと、正しい刺激というか、メッセージは与えられないのでは

ないかと思うのですが。

　そこで、こういうウェブですと、よくあるのは協調フィルタリングで、Amazon とかがやっているよ

うな形があると思うのですが、たとえばお勧めとか、「あなたと似たような傾向の人はこんなのもお勧

めですよ」のような、そういうようなシステムというのは導入されていたりしないのでしょうか？

半田　ご質問を受けて逆にヒントをいただきました。これはわたしたちも始めたばかりのシステムです

ので、まだ完全なものではありません。ですので、先生がご指摘のようなアイデアも取り込ませていた

だきたいと思います。実はそういうことが本日、何度も触れましたが連携して相互に大学のありようを

発展させていきたいという思いの主旨でもあります。

中村　ウェブシステム、特にこういうものですと、

個々のデータ解析を行いがちで、でもこれも先生

がおっしゃるように 20 世紀のやり方だと思います。

そこで、割とリアルタイムに、かつ、ビッグデータ

といういい方がいいかどうかはわからないですが、

大量のデータがあると集団としての、グループとし

て解析ができると思うので、是非そういう形で、も

う少しマスな方向でやっていただけるとよいかと

思います。本日はどうもありがとうございます。
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第 3 部

平成 27 年度ＦＤ活動・ＳＤ活動報告

　　

第１ワーキンググループ報告… 座長・ＦＤｅｒ　　池元　有一

「大学運営に関する情報の収集・分析・利用（ＩＲ）の検討」について

第２ワーキンググループ報告… 座長　　本山　雅弘

「能動的な学修方法とその成績評価方法の導入」について

第３ワーキンググループ報告… 座長・ＦＤｅｒ　　川島　耕司

「学生のＦＤ活動への取り込み」について

第４ワーキンググループ報告… 座長・ＦＤｅｒ　　和田　義浩

「教員評価制度の導入」について

職員研修報告… 職員研修委員会・委員　　近藤　知子

「平成 27 年度職員研修委員会活動報告」
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◆「大学運営に関する情報の収集・分析・利用（ＩＲ）の検討」について

第１ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

　池元　有一　　　　　　　　　　　　　

　（経営学部准教授）　　　　　　　　　　

はじめに：ＩＲとは何か（定義・目的）
　まず、ＩＲの定義ですが、「大学における諸活動に関する情報を

収集・分析することで、大学の質の向上を支援し、外部に関して説

明責任を果たす活動。具体的には、学生への教育活動の支援とその

成果の検証。認証評価、自己点検・評価の対応。中長期計画の策定

などを行うこと。背景として、大学間競争の激化が予想され、より

正確な根拠データの収集・分析に基づく大学運営（研究、教育、経

営、社会貢献）や改革の必要性が増大したということ」です。（注１）

データや情報の例として、就職率や退学率、施設の建設費、施設

の維持費、GPA の平均など、そういうデータに基づいて大学を運

営するのがＩＲです。

（注１）出典：玉川大学出版部高等教育シリーズ 157「大学の教育　Ｑ＆Ａ」

ＩＲの機能・用途
２番目のＩＲの機能・用途、３番目のＩＲの運用は略しまして、本学の現状に即して機能、用途、運

用についてお話ししたいと思います。本学で利用するのであれば、段階的アプローチで、目的重視型で

やろうというのが私の提案です。

３つの段階を想定していますが、まず、第１段階です。外部評価への情報提供と学内の意識改革を

第１段階で実施したほうがいいだろうという考え方です。ＩＲの組織を作って、学内外の既存データを

収集し外部評価のためにその情報を提供することが第１段階です。これは既にやられていることなので、

すぐできるでしょう。

また、既存のデータを収集、分析、提供することによって、学内の意識改革をしようということが

大切なことなのです。

意識改革のためのデータ・情報の提供
つぎの意識改革というのは何かというと、それは、「より正確なデータに基づいて大学を運営する」

ということです。半田先生も多分同様のお考えだと思うのですが、やはり正確なデータに基づいて大学

を運営するという姿勢でないと、適当なデータを持ってきて、適当に分析して、「こうだ」というのでは、

それはＩＲではないわけです。

ＩＲで一番大切なことは、意識改革です。データに基づいて大学を運営するという意識ができれば、

ＩＲは成功するのではないかと思います。

意識改革のためにどういうことをするのかといえば、収集されたデータからインパクトのある情報

を公開し、ＩＲに対する意識改革を進めることです。
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これはファカルティ・ディベロッパー養成講座での愛媛大学の資料ですが、「これはとっても面白い

なぁ」と思って、皆さんに紹介します（注２）。

このようなインパクトのある情報を見せることによって、大学を変えられるかもしれない。または、

変える方法が分かるかもしれない、というようにまず思わせるのが大切だということが第１段階です。
（注２）出典：愛媛大学「データから考える愛大授業改善」

「見える化」（可視化）機能
第２段階は単機能です。単純な機能でＩＲを試すことです。目標や問題点・課題の「見える化」を

することが、第２段階です。収集した既存のデータを分析、選択し、情報として学内に提供することに

より、目的、問題点を「見える化」し、目的の達成、課題の解決を促すことです。

例えば、就職率向上の一環として、学部・学科ごとの進路不明者数を繰り返し学内に周知する。一

種の見える化です。結果的に不明者ゼロを達成する。また、就職先未定の学生をそこから抽出し集中的

に就職指導をするということです。経営学部では４年生で 300 人程度の学生がいます。もしも三人見つ

けて就職させることができると、就職率を１％上げることができるわけです。こういうふうに情報を「見

える化」することもＩＲの機能の一つで、これを国士舘大学の第２段階にするといいと思います。

経営判断に必要な情報を提供
第３段階。これが最後の段階なのですが、総合的な機能です。経営判断にこの情報を利用すること

です。大学経営の意思決定や政策判断、企画などを支援するためにＩＲ組織は、既存のデータだけでは

なく、自ら企画・収集したデータも分析し、情報を学長や理事長に提供するということです。

たとえば、予算の一部を学長枠とか総長枠という形で持っている大学があると思うのですが、その

一部を業務の評価によって分配してはどうか。シラバスの入力率がいい学部にはいくら配分する。退学

率や就職率や TOEIC の平均点が高い学部にはこういうふうに予算を配分するとか。経営上の問題とし

て、受験の倍率が高い学部にはお金を集中的に配分するとか。まあ集中的は言いすぎですが、配分は可

能だと思います。

入試制度改革
最後に、このようなＩＲのデータを使って、入試制度改革にも使えるだろうという提案です。例え

ば入試の種別。推薦系や前期や後期などの方式によって、例えば GPA の平均、ストレート卒業率、退

学率などを比較して、入試制度を変えるなど。例えば、前期入試の学生の退学率が低いのであれば、前

期入試の定員を増やすということもできるという話です。このようなステップバイステップの３段階方

式でしたら、無理なく国士舘大学でもＩＲが導入できると考えました。

まとめですが、より正確な根拠をデータに用いて大学を運営するという意識改革がまず第一歩では

ないかなと思います。そのためには、今述べたような段階的で目的重視型のＩＲから始めることが適当

ではないかというのがまとめです。
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◆「能動的な学修方法とその成績評価方法の導入」について

　第２ワーキンググループ座長　

　本山　雅弘　　　　　　　　　

　（総合知的財産法学研究科教授）

　私ども第２ワーキンググループの目標と課題は、この『能動的な

学修方法とその成績評価方法の導入』というものでございましたが、

成績評価方法の導入に関しましては、12 月 12 日に開催したシンポ

ジウムにおいて、ルーブリック評価について佐藤（浩章）先生のご

講演をいただき、ＦＤ委員の間でも共有ができたということでござ

いまして、本日は主にこの能動的な学修方法の観点からの活動報告

ということにしたいと思います。

　本年度ワーキンググループで考えましたことは、ＦＤ活動は重要

だということはもう周知のことでございますが、やはり現場の教育

に携わるものと、現場での教育を行うものとしては、そのＦＤの理

念的なものよりも、やはりＦＤないしはアクティブ・ラーニングを

進めていく上での具体的な道具が必要だろうと思います。その具体

的な道具を示すことによって、教員間のＦＤに対するバリアフリーが実現されるというふうに考えまし

て、とりわけアクティブ・ラーニングにとっての、あるいは PBL にとってのシナリオをまず作ってみ

ようではないかということになりました。そして、そのシナリオを各委員、具体的には体育学部の内藤

委員、それから、グローバルアジア研究科の中上委員、そして、政経学部の関口委員、そして、経営学

部の田中委員、そしてわたくしということで、それぞれの学部の特定の学生層を想定しながら、サンプ

ルとして共有できるということを前提にしながら、シナリオを制作してみました。

体育学部スポーツ医科学科のシナリオ
まず一つ目にご紹介いたしますのが、内藤委員のほうから出していただきました、体育学部スポー

ツ医科学科用のシナリオ（体育学部スポーツ医科学科高橋宏幸先生による救急処置法実習Ｄでのシナリ

オ例）です。これは、意識障害に対してどのように救急対応するかということを実践的に勉強する授業

で使うシナリオでございます。PBL のシナリオには、基本的に拡散型と収束型があると言われており

ますけれども、類型的にはこれは収束型のシナリオということになるかと思います。

これを要約しますと、ある 40 代の男性が自宅で倒れたこと。それに対して救急要請があったこと。

それによってその時の状況が特定されておりまして、さらにそれ以外の情報もこのように提示されます。

　これをどのように使っていくかと申しますと、このシナリオに基づいて救急隊グループが、まずは処

置の優先順位を判断したり、初期評価を行ったり、あるいは原因の解明についてグループで討議します。

そして、適切な処置方法を含めてグループでプレゼンをするというように使うものでございます。その

チューターとなる教員は、グループワークに参加して、適切なヒントを与えながらも学修目標まで到達

できるように指導するというものです。このシナリオの基本的な性格ですが、高学年向けの収束型です

から専門性を高めて問題解決するほうへ導くものであります。学修の狙いは、このような具体的な意識
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障害という事例を通じて、その原因を特定するという能力を養うためのシナリオということです。

体育学部こどもスポーツ教育学科のシナリオ
もう一つ内藤委員のほうから出していただきました、これは、体育学部のこどもスポーツ教育学科

に使用されうるシナリオ（体育学部こどもスポーツ教育学科北俊夫先生による社会科概論Ｂでのシナリ

オ例）でございます。これは、具体的な、社会的な事実に基づいて、これは要するに、これから将来学

校の先生になろうという学生たちを育てるところですので、社会科の授業に携わろうという教員を志す

ものにとって、社会科の授業というものがどのような意義があるのかということを実践的に理解すると

いうシナリオです。

この一つ目の例は、埼玉県の知事選挙の投票率が低いということについて、いろいろ考えさせると

いうものでございます。この狙いは、先ほど申したとおり、社会科の教科としての役割について考えさ

せるものと。期待される教育効果としましては、こういう社会や選挙に関する知識、関心を持たせるに

は、小学校の段階から社会科授業を充実させることが必要であるということを学生に認識させるという

効果があるということでございます。

もう一つは、これは、人口の推移とトイレットペーパーの国内販売量のグラフを比較させまして、人

口が減少しているのにもかかわらず、トイレットペーパーの販売量が増加しているのはどうしてか、と

いうことを考えさせるというもののようでございます。

具体的な議論展開は、ここに書いてあるとおりでございますが、これは、家庭学習も含めまして、何

コマかでこれを、PBL を実践していくというシナリオであります。この狙いは、実際の小中学校の社

会科においてアクティブ・ラーニングの重要性を、受講学生たちが実際に体験することを通じて分から

せる、というものでございます。教員に期待される教育効果は、問題解決的な学習のイメージが具体的

に持てると。そして、協同的にその課題に取り組むことによって、その楽しさも分かると同時に、主体

的な学習能力等の育成にもつながる、という効果が期待できます。

２１世紀アジア学部・グローバルアジア研究科のシナリオ
次は、中上委員のほうから出していただきましたシナリオです。これは 21 世紀アジア学部・グロー

バルアジア研究科のためのシナリオでございまして、21 世紀アジア学部に入学してきた留学生と、そ

の先輩にあたる在校生との会話が一つのシナリオになっています。これは赤字で示してあるところは、

留学生でも中国の留学生に対して、いきなり英語で聞いてしまう例です。これは要するに日本人は、外

国人であれば英語で会話するものだという先入観があるというところに外国文化とのコミュニケーショ

ンの一つの問題があるわけです。ミソはそれについて話しかけた側が、自分のもつ先入観に気づくとい

うところです。

それから、さらに会話は進みまして、外国人学生に対して日本人が、いろいろ会話をするのですが、

その目的があたかも英会話をすることだけが目的になるというようなこともあるのだという話題提供が

なされた例です。異文化について考えるということがシナリオのテーマでございますが、これはその異

文化と言っても、国と国との異文化のみならず、結局は人と人との間にも文化の違があるのではないか

ということを展開されていくシナリオであります。

なお、このシナリオの使用の手順でございますが、まずは、日本人学生に対して身近な外国人、あ

るいは外国人のイメージについて話をさせ、留学生に対しては、来日の時期とか、来日前後の日本のイ

メージの違いについて話をさせます。そして、つぎに日本に居住する外国人の数、国籍の内訳などのグ
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ラフを提示したり、外国人の集住地域の現状について紹介したりします。そのうえで、先ほどのシナリ

オを示して、グループごとに感じたこと、考えたことをいろいろ議論させる。そして、それをまとめて、

国際化、多文化共生社会というキーワードとその重要性について問題を提起する。これは、決して答え

があるものではなくて、各自が考えるというように使っていく、というものです。

この教育の目的は、それぞれが持つ外国人の固定化されたイメージに気づくということ。それから、

「文化とは何か」ということについて考え、討論をする機会を与える。そして、異文化とは、どのよう

に捉えられるべきかについて考えさせるということでございます。

政経学部経済学科のシナリオ
次に、政経学部の経済学科で使いうるシナリオの一つの例として、関口委員にお作りいただいたも

のは、税金について考えるというものでございます。これは、登場人物は、国士舘大学政経学部入学し

た１年生が設定されておりまして、まず、世間で納税、消費税の議論がなされていたところ、その議論

に接した学生同士が、「納税は何なのか」を考え、それが義務なのはどうしてか。その税金はどのよう

に使われているのかということに気づくストーリーであります。さらにストーリーは展開しまして、税

金が、道路とか、警察とか、公共財に使われているということに気づきながら、その税金が実際に足り

ているのかどうかと。財政赤字ということも言われておりますが、そういったことに気づくこと、これ

がシナリオの内容です。

その資料としまして、このような財務省の実際の税収と支出のアンバランスに関する資料も示しな

がら、さらにシナリオが続きまして、この日本が抱えている借金ですね。これをどうするのか。そのた

めには次世代を担っていく若者世代が、国の政策の意思決定に積極的に参加しなくちゃいけないという

ことで、選挙ということにも繋がってくる、というストーリーでございます。

このストーリーを用いて、経済学科も１年生のフレッシュマンゼミナール、あるいは２年生の基礎

ゼミナールでの使用を想定しておりまして、この狙いは、基本的には拡散型のシナリオでございます。

そして、低学年の学生を対象として、様々な問題提起を促すと。具体的には消費税という日常的な話題、

その税金ですね。税金を通じて自らの政治参加ということですね。そこにも話題が至るようにいろんな

問題提起を促す、ということです。

期待される教育効果としては、こういった議論を通じて貴重な資源を社会全体としていかに効率的

かつ公平に配分するかを探求する、その経済学に対して、初学者の受講学生に興味を持たせるというこ

とを目的としている、というものでございます。

経営学部のシナリオ
次は、経営学部のシナリオとしてありますのが、田中委員がお書きになったものでございます。皆

さん、初音ミクというのをご存知でございましょうか。いわゆるバーチャルアイドルです。あれは、ク

リプトン・フューチャー・メディアという、北海道を本拠とする会社のようでございますけれども、そ

の会社が創り出したものであります。そもそもは、素材としての音を趣味で使っておられた方が、それ

を世界に向けて販売を始めたところが、それとの関係で世界各国の音の素材のユーザーと交流ができま

して、その音の素材というのは、わめき声とか、あるいは自動車の喧騒の音とかさまざまなものであり

ますが、そういったものを今度は日本で販売する商売を始められた。

それがさらにコンピューター技術の発達に伴って、携帯電話の着メロサービスへと事業が展開して

いった。そして今度は、音を自ら合成するというビジネスに発展しまして、それが結局人間の音声も、
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歌声もコンピューターで合成するというビジネスに発展して、それが「初音ミク」に繋がった、という

一つの実際のビジネス事例でございます。このビジネス展開のストーリーをシナリオとするものです。

このシナリオを使って、マネージメント分野の学生についていろんな議論をさせる。技術系的な要素、

音の合成とかコンピューター技術に関係する技術的な要素もございますので、技術者が経営センスを磨

く訓練にもなる、というもののようであります。期待される教育効果としては、マネージメントの総合

能力を養うことが目的でありまして、企画能力、実務適用力、コミュニケーション能力、調整力、実行

力などの能力の獲得が期待されると同時に、キャリア教育の一環としても捉えられる、というものでご

ざいます。

法学部のシナリオ
最後に、法学部のシナリオとして想定されるものを私・本山のほうで考えてみました。これは、入

門教育向けのシナリオですが、これは、一般に市販される法学入門の教科書に既に載っている素材でご

ざいます。このストーリーは、要するに仮想の事例なのでございますけれども、あるマンションのエレ

ベーターが故障したと。それで、10 階に１世帯ずつ住んでいるマンションなのでございますが、その

10 世帯でそのエレベーターの修繕費の 2000 万をどう分配するかということについて、もめたのでみん

なで納得のいく解決法を探ろうというストーリーですね。これの分配の決め方、多数決でいいのかどう

かということですね。あるいはその分配をどうするのかということをいろいろ議論させようというもの

が、この趣旨でございます。

こういったシナリオを示して、「あなたが法律家としてこの取りまとめを依頼されたとしたら、どの

ような解決策を示しますか？」ということを考えさせようと思っております。これは、入門的な教育の

一つでありますから、拡散型のシナリオなのでございますが、ある程度これから始まる法学教育に繋げ

るものでなければならないので、方向付けはしたいと。結局法学で勉強をすることは、紛争解決でござ

いますので、紛争解決の必要が日常的に起きるのだ、ということを勉強させたいというものでございま

す。

二つ目の、これは多少法学部の専門教育向けの、入学者の初年度教育よりも少し学年が上のほうの

専門教育向けのシナリオとして考えたものでございまして、これもここにありますとおり、実際にこう

いう法学教育の教科書に普通に載っている題材でございます。これは、結婚ということについて、大学

生が会話をしているということについてのシナリオでございますが、まずはキーワードを挙げさせると。

ここで期待しているのは、婚約とか、婚約を解消するとか、結婚にまで進むとか、入籍とか、あるいは

婚姻届というようなものをキーワードとして挙げることを期待しつつ、そのキーワードの意味をよく調

べさせる。それで、最近の夫婦別姓の問題とか、あるいは性同一性障害とか、そういった問題も含んで

いますので、いろんな議論に発展していくんだろうということを期待しまして、制度としての結婚をめ

ぐる様々な知識を主体的に勉強させる、というような目的でのシナリオとして、想定しているものでご

ざいます。

以上のように、この第２ワーキンググループでは、あくまでも一つのサンプルとしまして、各教員間

で共有できるようなシナリオはどんなものかと、いうことを考えてみた、ということでございます。以

上でございます。



44

◆「学生ＦＤ活動への取り込み」について

第３ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

川島　耕司　　　　　　　　　　　　　

（政治学研究科教授）　　　　　　　　　

第３ワーキンググループでは、学生のＦＤ活動への取り込みとい

うことで、活動をいたしました。学生の声を聞き、授業改善に生か

す活動、あるいは学生の力を授業に生かすような活動ということで

す。例えばピアサポーター、TA、SA、LA などと言われるものが

あります。通常の授業評価アンケートもそれに含まれるかと思いま

す。

ちょっと聞き慣れないかもしれませんけれども、ミッドターム・

スチューデント・フィードバックというものがあります。今日は時

間がないので詳しい話ができませんが、お配りしました参考文献の

中にのせておきました。前回、ルーブリック研修で佐藤浩章先生と

の打合せの時に、この手法についてのお話がありました。

簡単に言いますと、この手法は先生の授業のはじめの 30 分をお

借りして行うものです。授業担当の先生には教室を出ていっていただいて、その時に学生にその先生の

良いところ、改善してほしいところを聞くというものです。30 分経ったら先生に授業をやっていただ

いて、その間に学生の声をまとめて後で先生にお見せするというものです。通常の授業評価アンケート

もやり方によってはもちろんいろいろな効果があるとは思われますが、この手法は非常に効果があると

のことでした。将来的には考えたら面白いかもしれないと思いました。

話はかなり横道にそれましたが、今回は学生ＦＤに関してお話ししたいと思います。

学生ＦＤとは
学生ＦＤは、「授業や教育の改善に関心を持つ学生が、その改善のために主体的に取り組む活動であ

り、大学側との連携を求めるもの」と定義されることもあります。あくまでも学生が主体的なのですが、

放任するのではなくて、大学と連携をするということがミソです。教育の実態を学生の視点から見直す

ことで、教員と学生の双方に意識改革と授業改善をもたらそうとする試みであると言われます。

学生ＦＤの歴史
学生ＦＤは、平成 13（2001）年に岡山大学で最初に行われました。平成 18（2006）年に立命館大学

で学生ＦＤが始まりました。その後、立命館大学と山形大学が学生交流を行ったところ、非常に効果

があるということが分かり、平成 21（2009）年に第１回学生ＦＤサミットというものが開かれました。

それ以来、年に２回ずつ開かれて、どんどん参加する大学が増えていきました。平成 27（2015）年に

は全国の 80 以上の大学に拡がったということです。
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大学教育への学生の不満
その根底にあるのが、大学教育への学生の不満ということです。大学の授業や教育が思い描いたも

のと違うという不満が学生の中に充満し、鬱積し続けるという状況があるといわれます。授業評価アン

ケートによる改善はあったとしても微々たるもので、学生の不満はなかなか解消しないという状況にあ

ります。そういう中で、学生ＦＤによるＦＤの活性化の一つの手段として考えられています。学生の声

を取り入れることでもっとＦＤを楽しく伸びやかで生き生きしたものにする、あるいはＦＤ活動の「や

らされ感」や閉塞感を打破するという効果があるといわれます。

ＦＤ活動における双方向化
学生ＦＤが効果を持つ一つの理由は、本当のところはやはり学生に聞かないと分からないというと

ころにあります。いくら教員が一生懸命頑張って授業改善しようと試みても、本当はどうすればいいの

かということは教員だけではなかなか分からないということです。学生ＦＤは、ＦＤ活動における双方

向化と言ってもいいかと思います。学生は、ＦＤ活動の単なる受益者ではなくて、ＦＤ活動に参加する

ことで授業改善自体に貢献する事になるということです。その意味で、ＦＤ活動の二つ目のパラダイム

転換だと言われます。一つ目のパラダイム転換というのは、「教えるから学ぶ」というものです。「教員

が何を教えるか」から、「学生が何を学んだか、身に付けたか」に注目して授業を組み立てることへの

パラダイム転換です。二つ目が、ＦＤ活動自体にも学生に参加してもらおうということです。

学生ＦＤは、学生の視点から見た課題を教職員に伝える橋渡し的な役割を果たすものである、ある

いは応援団でもあるともいえます。ヨーロッパでは学生を大学運営や教員評価の対等なパートナーとし

て位置づけていて、その歴史も長いのですが、日本の場合は、ほとんど学生の声を直接聞くというよう

なことがありませんでした。

ところで、ピアサポーターと学生ＦＤがどう違うかということについてお話ししたいと思います。ピ

アサポーターには、TA とか SA とか LA とか呼ばれるものがありますが、基本的に教職員の指導のも

とに活動するもので、学生の主体性は弱いものです。逆に、学生ＦＤでは、教職員との連携支援は必要

ですが、活動は学生中心であって、活動のすべてにおいて学生の主体性を重視されます。教員のＦＤ活

動の下請けではないということです。実際教員が関わりすぎると「やらされ感」が出て、意欲が喪失し

てしまうといわれます。前回のＦＤ研修で曽根健吾先生が、学生ＦＤは大学のＰＲにも使えるのですが、

その面を強調し過ぎると学生たちに「使われ感」のようなものが出てしまうのだとおっしゃっていまし

た。そうはいっても。何もかも「丸投げ」でもいけないといわれます。これも去年の７月に曽根健吾先

生に来ていただいた時にお話ししていただいたことです。

学生ＦＤの学内での位置づけ
学生ＦＤは、具体的にどういうふうに学内で位置づけられるかということですが、大学からの正式

に認知してもらうことが重要で、学長が発行した嘱託状により公式な活動と認められるという例が多い

ようです。一定の予算の配分もあると言われます。学生がＦＤ活動、例えば印刷物を発行するのにも多

少のお金がかかるので、そういう予算が供与されることが多いです。ただし、学生によるこのような活

動自体は無給です。自発性を重視して無給ということです。逆にピアサポーターの仕事は教員のお手伝

い（教育活動の一環）ということになりますので、給料が支給されます。
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学生ＦＤへの参加動機
なぜ学生は、学生ＦＤに参加するのかということですが、自ら大学の授業や教育を良くしたいと考

える学生の存在があることが第一です。あるいはこうした活動によって自己の成長を目指したいという

思いが参加する学生のどこかにあるとういうことなのかもしれません。実際参加した他大学の学生に聞

くと、自分自身を非常に大きく成長させることができたという声が返っているようです。あるいは、他

大学の学生とのつながりの機会も多くあります。ちょうど今日、全国学生ＦＤサミットが日本大学で開

かれているのですが、これは学生たちがつながりをもつ重要な機会になっています。加えて、関東です

と関東圏ＦＤ連絡会などというものもあるようです。学生ＦＤをやっている人たちは結構お互い交流し

合っていて、知り合いになっているようです。

学生ＦＤを経験してみて、大学職員になりたいと思ったとか、以前は大学職員を敵視していたもの

が、職員の気持ちや大学全体のことが理解できるようになったという変化があったという声もよく聞き

ます。学生ＦＤをやると教員と職員との間で協力し合ってやることが多くなりますけれども、そうする

と職員に対する見方も変わってくるようです。

このスライドは、この間７月に本学で行われた研修会に、学生たちにも参加してもらった時のもの

です。彼らはその時に職員の方々と直接お話できて、非常にとても良い方たちだと思ったと言っており

ました。考え方が変わったというようなことも言っておりました。

学生ＦＤのさまざまな活動
つぎに、学生ＦＤはどういうことをやるかということですが、いろいろあります。教員へのインタ

ビュー、ゼミ紹介、ゼミ訪問、学生による授業紹介などがあります。しゃべり場というのは定番ですが、「授

業中の私語を無くすにはどうすればいいか」とか、「面白い授業とはどういうものか」とか、「何を求め

て大学に来るのか」とか、「学生にとって主体的な学びとは何か」とか、そういうことを学生同士ある

いは教員や職員も交えて話すものです。学生によるゼミ説明会なんていうことをやっているところもあ

ります。あるいは学生発案型授業というものもあります。これはちょっと手間がかかるのですが、いく

つかの大学で既にやっておられるようです。

学生ＦＤの諸活動
このスライドは学生ＦＤの諸活動をまとめたものです。これはウェブの出版物ですので、簡単に見

られます。学生ＦＤに関しての簡単な説明になっています。

第３ワーキンググループはどういう取り組みをしたか、ということについてお話ししたいと思いま

す。まず、昨年７月の学内のＦＤ・ＳＤシンポジウムへ学生に参加してもらいました。大体 10 人ほど

の学生が呼び掛けに応えてくれました。非常に好評でした。その時に来ていただいた金沢大学の杉森公

一先生が、簡単なしゃべり場を実演してくださいまして、この中にも参加していただいた方が結構ある

と思うのですが、「明日の大学」というテーマで学生と教職員との語り合いをやりました。研修成果と

して、「学生が輝く大学」とか、「心に火をつける大学」とか、「熱意と主体性」というスローガンを、

職員、教員、学生が共有し合うことができました。

また、今日と明日の両日にわたり、全国学生ＦＤサミットという催しが日本大学の文理学部で開催

しておりまして、呼びかけました７人の学生が自発的に行ってくれることになりました。いろいろ学内

の許可をいただきまして、現在派遣しております。昨日、学生たちに集まってもらっていろいろ聞いた

のですが、とてもやる気があり、このサミットに参加する中で自分たちは何ができるのかというような



47

ことを見つけてきたいということでした。これをなんとか、有意義な形で実現できればと思っておりま

す。

このスライドは、７月に簡単なしゃべり場を設け、学生と教員と職員が一緒になっていろいろ話し

合った時のものですけれども、「心に火をつける大学」とか、理想の国士舘とは、「学生が輝く大学」「双

方向で責任と役割を果たし合う」「学生、教員、職員が三位一体」となって対話して、「授業評価アンケー

トを活用」して、「学生に考えさせる授業の展開」をするとか、理想を語ってくれました。

こうした理想を実現することはもちろんものすごく難しいものですが、こういうことを心に抱きな

がら、学生、教員、職員が少しずつ理想に向かっていくことは大切なことなのではないかと思われます。

ＦＤはそのためにあると私としては考えたいと思っております。そういう気持ちを奮い立たせてくれる

と言いますか、ＦＤの「やらされ感」を打破するという意味でも、こういう形で学生たちと語り合うと

いうことは大事なことなのではないかと思っております。

学生との談話会
これは、学生ＦＤとは異なりますが、学内で学生との談話会というのが既に開かれております。こ

れも学生の声を取り込む一つのやり方だと思いますのでご紹介させていただきたいと思います。体育学

部では、「学部長との意見交換会」ということが、既に７、８年やられているようです。学生との直接

対話を学部長が望んで発足し、年１回開催されているということです。政治学研究科でも、「院生との

談話会」ということで、３年前から年１回開催しておりまして、研究科長とＦＤ委員などが出席いたし

まして行いました。当時の研究科長は、現学長をやっておられます佐藤（圭一）先生でして、非常に熱

心にやっていだだきました。学生から出た要望の解決本当に積極的に解決していだだき、非常に有難い

と思っております。こうした談話会は比較的簡単にできることですので、こういう試みが拡がっていく

ことを望んでおります。

これが体育学部の「学部長の意見交換会」のポスターです。「この機会に体育学部長に話してみよう」

とあります。こういう学生の声を聞く経路があるということは、非常に重要なことではないかと思って

おります。

今後の課題
今後の課題ですが、今日学生サミットに参加してもらっている学生たちは非常にやる気があるので、

なんとか学生ＦＤを本学でも発足できるように手助けできないかなと思っております。それから、ピア

サポーターとか、先ほどお話ししましたミッドターム・スチューデント・フィードバックに関する調査

などもする必要があると思っております。

どうもありがとうございました。
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◆「教員評価制度の導入」について

第４ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

和田　義浩　　　　　　　　　　　　　

（法学部教授）　　　　　　　　　　　　

国士舘大学第 14 回ＦＤシンポジウム、第４ワーキンググループ

のご報告申し上げます。

　本ワーキンググループには、ＦＤ活動第３期に「教員評価制度の

構築」というテーマが設定されておりました。現在は「教員評価制

度の導入」段階にあります。その表現の違いから分かるように、実

際に本学において教員評価制度を１日も早く、しかも有効で公正な

ものを導入しようという意思の表れで、現在の本期の第４ワーキン

ググループの検討テーマとなっております。

第４ワーキンググループは、私のほか４人の先生方で構成されて

います。それでは、前年度活動報告について、第４ワーキンググルー

プが実際にどのような活動を行ってきたかを報告いたします。３つ

に分けて報告をいたします。まず、１つ目にワーキンググループ活

動の様々な背景についてまず説明をいたします。２つ目に具体的な活動について、最後に課題について、

ご報告申し上げます。

活動の背景
最初に背景ですが、次のような２つの観点を我々は共有するべきであろうということで、まとめさ

せていただきました。まずは、これは第３期の活動報告書で、テーマは、「教員評価制度の構築」とい

うテーマでしたが、様々な活動と提言がなされております。それは、本学の教職員の皆さんの手元にも

う届いてあるはずですが、その中のポイントをいくつかここで紹介をさせていただきます。

まず、現状分析として、大学を取り巻く状況がこのように変わったということです。このニーズに

応えるために何が必要かということを考えた時に、教員評価制度を導入するということは、好ましいこ

とでもあり、必要なことでもあろうというのが、本学のＦＤ委員会の総意でございます。このような現

状分析を踏まえまして、次のような提言がなされました。

本学にはすでに、研究に対する褒賞制度はあります。一方、教育分野に関する制度が確立していな

いので、そこをなんとかしようということです。

目的は、教員評価をポジティブに考えまして、それが本学の教育向上に資するということに着目し

てこの制度を導入しようということです。具体的には、一番導入しやすいのが、優れた先生を表彰する

表彰制度を確立してはどうかという提言がなされました。

つぎに国内的動向ということで、２つ挙げておきました。「教員評価制度」を導入している大学数が

増えているということです。詳細は資料をご覧下さい。三菱総合研究所が文部科学省の依頼を受けまし

て、初回が平成 19 年度、平成 26 年度に再び調査がされました。この資料は一部実施を除いてあります。

全学を挙げて実施している大学の数です。国公立大が軒並み実施しているのは当然としても、私立大も
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38％ということは、３校に１校以上もう導入しているということです。残念ながら、本学はここに該当

しません。

教員評価制度の要請
ＦＤ関連の話で最近よく耳にするのが「私立大学等改革総合支援事業」です。本学はタイプⅠに申請

しております。設問の項目（２）に「教育の質向上に関する PDCA サイクルの確立」というのがあります。

その中の 10 項と 11 項は、重点項目といわれ配点も高く特に重要です。この 10 項のねらいは、「授業ア

ンケートをどのように活用していますか？」、「それに基づいて教員について何か顕彰あるいは指導する

ということがありますか？」ということです。また、11 項では「教育面に関して何か優れた先生を評

価するような制度がありますか？」とも問うています。その制度とは「教員評価制度」を指します。広

い意味で給与・賞与等の処遇に反映させなければならないと言及しています。表彰が目的ではダメです。

教員評価制度に関してポイントになるのは、以上の２点です。この２点に関して本学の現状では、皆

さんご承知のとおりでして、ほとんど点数が取れなかったということが不採択の大きな理由でした。善

し悪しの問題は後にしまして、これが事実であったことをご報告申し上げておきます。

教育分野の優秀教員への顕彰制度導入へ向けて
ここから、どのような対策を講じてきたかを簡単にご説明いたします。大きく分けて二つの大きな

活動の内容がございました。まず取り組んだのが表彰制度を作ったらどうかということでした。前ＦＤ

委員長から話があり、先ほど確認したとおり、表彰制度を作ることは、総意ですので、これを実際に導

入することは可能かどうかを第４ワーキンググループで検討いたしました。

先生方の意見をいただきまして、わたくしがその意見を取りまとめまして、ＦＤ委員会の中で提案

をいたしました。原案はもっと細かいのですけれども、要点だけまとめておきました。

まず一つ、学生の意見を汲み上げる「授業アンケート」を評価に活かすこと。それを参考にして優

れた先生を表彰すること。あともう一つあります。それとは別に、様々な革新的な取り組みを教育に対

して行った人。例えば、先ほどの話です。AL（アクティブ・ラーニング）の導入、PBL の導入、ある

いはＦＤ活動全般に功績のあった人を学長が表彰することなど、二本立ての表彰制度を作ったらどうか

ということを提案いたしました。

平成 27（2015）年度になりまして、これは学長表彰の「教育・研究に対する褒賞の申し合わせ」に

教育に功労があったものを表彰するという条項に基づき、このほど顕彰がなされましたが、「教員評価

制度」の構築は未解決の問題として残っております。

更に今年に入りまして、とにかく導入をしていこうということが、学長からお話もありまして、経

緯はそこに書かせていただきましたとおり、ＦＤ委員会の新旧委員長、委員長指名委員、前第４ワーキ

ンググループ座長を構成メンバーとして制度設計を検討するという作業部会を発足させました。

目的はそこに書いてあるとおりです。これまでいろんな議論をまとめ、是非とも本学の教員評価制

度の構築に活かしていきたいというのが今年度の活動の内容でした。

教員評価制度導入の問題点
最後に教員評価制度の導入については、なかなかそう簡単にはいかないということです。

一つは、その制度がきちんと機能しなければ意味がありませんので、適切に制度設計できるのかと

いう問題がやはりあると思います。今日の半田先生のお話の中にもありましたが、教員はただではなく
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ても忙しいのに、さらにこの評価制度があるから、例えば「アンケートに答えろ」ということをお願い

する。それは非常に時間的なコストがかかるわけですね。そういうような問題もありますし、もちろん

何を基準にすれば公正な評価になるのかという問題が当然あります。

それから、評価を何に使うのかということです。それはいろいろな使い方が考えられます。先ほどはっ

きり申し上げましたが、第３期のワーキンググループでの提言では、この制度を導入することによって

本学の教育の水準向上に資するはずである、そういう目的を明確にして導入するべきであるという提言

がはっきりなされています。

それ以外にも、いわゆる人事評価にこれを使おうという考え方は、可能性があるだけではなくて、実

際に多くはないようですけれども、活用している大学は存在するようです。それは可能ですから、そう

いうこと自体が善いか、悪いかという問題がもちろんあるでしょう。もう一つは、結局それは誰かが評

価するわけですから、その評価の基準を作る人が必ずいるということです。そうするとその基準が恣意

的なものにならないだろうかという問題が当然、我々が考える一番大きな問題なのだろうと思いますし、

皆さんとも意見が共有できるのかなというふうに思います。教育の自律性が脅かされるという問題は当

然あるわけで、そのへんの非常にデリケートな問題を含む制度設計が迫られているということです。そ

れを今、皆さまとの間で確認をさせていただいたということです。

今後の活動
そして最後、今後の活動ということですが、方向性としてはこのように導入に向けて具体的な議論

が始まってきましたので、現実に良い制度を構築するために議論や検討をしてまいります。具体的には、

今日のＩＲのお話と重なるわけですけれども、シラバスや授業アンケート等も、活かさなければいけな

いわけです。ただし、どのように活かすかというのは制度上も、それから目的をどのように想定するか

という上でも問題がいろいろあるので、じっくりこれは考えていかなければいけないだろうということ

です。

あとは、もちろんこれだけでは制度としては足りませんので、その材料になるようないろんなシス

テムを当然整備していかなければならないだろうということです。それは、他大学の先行事例が紹介さ

れていますし、いろいろな分析が示されていますので、そのような資料なども基にしながら検討をして

いく、ということです。

最後に、やはり教員評価制度はマイナスの面が当然想定されるわけです。私立大学等改革総合支援

事業の設問に教員評価制度導入要件があるにもかかわらず、３分の１以上は導入しているものの、３分

の２近くは導入してないわけです。それはそこにいろいろな問題がある証左であるとも思われます。

しかし、このテーマについては前向きにしっかりと議論をしてまいりたいと思っています。ありが

とうございました。
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◆「平成 27 年度職員研修委員会活動報告」について

職員研修委員会委員

近藤　知子　　　　

（人事課職員）　　　

平成 27 年度職員研修について、職員研修委員会より報告をさせ

ていただきます。

平成 27 年度職員研修では、前年度と引き続き 100 周年の基本方

針である面倒見のよい学園の実現を目指して、学生と職員、教員と

職員、職員と職員の連携強化を図るための研修を計画し、実施して

まいりました。職員研修は、階層別研修と、目的別研修に分かれて

おります。最初に階層別研修の報告をいたします。

新人研修
　まず、新人研修について、今年度は７人の新卒者と３人の中途採

用者の計 10 人を対象に行いました。４月のはじめに７人の新卒者

向けには、社会人の基礎及び仕事の基礎を習得するための外部研修

を行いました。また、４月６日には、三浦学長、山田法人事務局長を講師に、学内で研修を実施し、「私

立大学の置かれている状況」「国士舘の建学の精神」といった内容で講演いただきました。その他にも、

新人研修として、防災訓練、多摩キャンパスと町田キャンパスの施設の見学及び他大学との新人の合同

の研修にも参加しております。

中堅職員研修・管理職研修
そして、今年度は 20 歳代後半の５、６等級の職員が 20 人程度集まりましたので、中堅職員研修を実

施いたしました。自分で考え行動できる、自立した中堅職員の育成を目的として、外部講師による学内

研修を実施いたしました。また、毎年、管理職研修を年に１回行っていますが、今年は、「部下の育成、

人材マネージメント」をテーマに、さらに最近の傾向を反映して、メンタルヘルスケアについての内容

も盛り込み、８月５日に課長クラスの管理職 34 人で実施いたしました。さらに、新たに管理職になっ

た職員向けに、新任課長のためのマネージメント力強化の外部研修を、今年度は９人の新任管理職の方

に受講していただきました。

目的別研修
　続いて、目的別研修の報告をいたします。まず、学生対応をしている教学部門の職員向けの研修とし

まして、学生支援相談業務に関する基礎研修講座と、スチューデントコンサルタント試験、こちらのほ

うを希望者が受講いたしました。そして、法人部門の職員向けには、大学の法人業務の全般的な知識の

習得を目的とし、他大学職員との合同研修形式で行われる、大学職員力判定試験を、今年度は入職３年

目の４人の職員が参加いたしました。

また、27 年度は、大学行政管理学会の学事研究会の発表が、本学で４回開催されたために、教職員
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向けに会報で案内をし、参加を呼びかけました。以下が扱われたテーマです。

・改正学校教育法の施行に伴う教授会の事務取扱いについて

・改めて問う私立大学のガバナンスについて

・高大接続システム改革について

・今後の大学改革の行方とその方向性

最後に、７月 18 日に開催されましたＦＤ・ＳＤシンポジウム「大学教育の質的転換と新たな教職協働」

にて、美納職員研修委員会委員長が、パネリストとして参加し、「大学教育の質的転換と望まれる職員

の能力開発」について、発表しました。このシンポジウムには職員からも 22 人が参加し、教員と学生

と意見交換をしました。

以上、簡単ではございますが、平成 27 年の職員研修報告となります。

平成 28 年度は、中長期事業計画でＳＤ推進が明示されていることを受け、また、先月の文科省の大

学教育部会にて、ＳＤが義務化される方向で進んでいるという状況を踏まえて、このＳＤとは、職員だ

けでなく教員の先生方や技術職員も含むとされていることですので、今後さらに教員の先生との連携が

必要となっていくことと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

以上、職員研修委員会からの報告とさせていただきます。

それでは、ありがとうございました。（拍手）
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質疑応答

司会（加藤副委員長）　第１ワーキンググループは、「ＩＲ」、第２ワーキンググループは、「アクティ

ブ・ラーニング」、第３ワーキンググループは、「学生ＦＤ」、第４ワーキンググループは、「教員評価制

度」について、それぞれ報告等を行っていただきました。

　これから、フロアから質問をいただきます。もし質問がなければ半田先生にコメントをいただくよう

な形でお願いしたいのですがよろしいでしょうか。

　それでは、半田先生にコメントをお願いしたいと思います。

半田　恐縮です。新鮮な勉強をさせていただく機会を得まして、コメントなどできる立場ではないです

が、聞いていて本当に、今の大学が直面している状況は厳しいものなのだということを実感しました。

いろいろとやらなければならないことが次から次へと出てくるし、また、恥ずかしながらはじめて耳に

する言葉もたくさんありました。そういうわけで、まず確認の意味もあって、２，３の質問をさせても

らいたく思います。

　まず、第１ワーキンググループに関して、段階的なアプローチというのは合理的で素晴らしいと思い

ます。多分こういうかたちで進めていけば、突然のＩＲの導入ということで、学内の大勢にとってわけ

のわからないことにはならないで、進めていくことができると納得できました。本学でもＩＲはこれか

らという状況にありますので、大変勉強になりました。それで、この進め方ですが、これは、たとえば、

学部の代表で構成されて進められるものなのか、あるいは学長直下などに何か独立の組織ができ、学部

とは切り離したかたちで進まれるのか。どのようなスタイルをお考えなのでしょうか？

学長のガバナンス
池元　実は、あまり考えていなかったのですが、半田先生がおっしゃるように、データを集めるという

ことになると、やはり学長主導としたほうが、会社も大学も大きな変革をするときは学長や社長が主導

するということがいいと思います。半田先生がおっしゃったとおり、学長主導になるだろうと考えてい

ます。それから、構成について学部の代表者になるのか、それともまったく違う人員でやるのかという

のは、まだ考えていません。どうもありがとうございます。

学部の自主性・自律性
半田　一番やはり困難な点は、伝統のある大学ですと学部の独立性が強く保たれているので、そこを乗

り越えられなくてデータを集めようとしても思うように集まらないとか、調査をするうえでも一部の学

部が不都合を主張したり条件を出したり、そうした部

局間調整に手間取るという話をよく聞きますので、実

務的には段階的アプローチの構図のなかに学内の部局

調整、意識の統一が巧みに組み込まれている仕組みが

はっきりしているとより頼もしいのかと思います。

池元　そうですね。おっしゃるとおりで、そういう時

は、ＩＲへの協力具合によって予算の配分を少し考慮

することも考えられます。ただ、あまりそういうこと
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をするとやはり拙速ですので、全学でデータを用いて大学を運営しなければいけないという考えを浸透

させていければ、学部間で、うちは出す、出さないということにはならないと思います。やはり一番大

切なのは、学長から下すべてがデータ（エビデンス）に基づいて大学を運営しなければ、これからやっ

ていけないという意識改革で、そうなれば先生がおっしゃったように学部間での対応のちがいがなくな

ると思っております。コメントありがとうございます。

半田　第２ワーギンググループですが、PBL とおっしゃっていました、これはプロブレム・ベースド・

ラーニング（Problem…Based…Learning）いうのでしょうか。なにか医科系の大学でよく聞くシナリオ

という新鮮な響きを聞きました。本学ではプロジェクト・ベースというかたちで一部、懸命におこなっ

ていのすが、それとまたすこし違うかたちのもので面白いと思いました。どちらにしてもアクティブ・

ラーニングの一種でしょうから、やはり一番関心があるのは、この学修成果をどのように評価していく

のかという、その方法。ちょうどこの演題の後ろの部分にあたるところですが、これは今後の課題とい

うことでしょうか？

本山　おっしゃるとおり、これからの課題にしてい

きたいと思っております。

半田　シナリオ型の学修をどう評価していくのかと

いう、そのヒントとしてはどのようなことがあるの

でしょうか？

本山　そのシナリオの類型としましては、拡散型で、どのような議論が生じてもいいという。ただ能動

的に考えさせることを主眼とするシナリオから、あるいは、先に紹介した意識障害の例にありましたと

おり、ある一定の正解となるべき回答に辿り着くようなシナリオもございますので、それぞれに評価の

方法も違ってよろしいのではないかと思います。

　ただ、こういったシナリオを現実に作ってみますに、その拡散型から収束型への二元的な整理もなか

なか難しいと思いますので、そうしたシナリオの性格づけの問題も踏まえながら、この能動的な学修方

法と、その成績評価方法は、有機的に関連付けて考えていかなければならないということは考えており

ます。

半田　そうですか。これもやはりどの大学でもみな苦労されている点だということが確認できます、本

学でとくにわたしの場合はリーディング大学院で PBTS、Project…Based…Team…Study と称しまして理

系の博士課程院生がそれぞれ異分野の専門性を追求しながらチームを編成して、イノベーティブなプロ

ジェクト研究を推進していくという営みに関わっているのですが、その成果をどのようにチェックし、

最終的に評価するかというところは、現在進行中で試行錯誤している最中です。さきほど話しましたリ

ニア・ルーブリックも手法としてもちろんですが、ポートフォリオ評価もとりいれて、質的に成果表現

をしながらより適正な評価に結びつけていこうとしていますが、多くの大学で同時に進められている同

様の営みを勉強し、やはりこれから共有させていただきたく思っています。ありがとうございました。

本山　よろしくお願いします。
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半田　第３ワーキンググループは、学生ＦＤというお取り組み、これは本学ではすごく遅れていたので、

たいへん参考になりました。ミッドターム・スチューデント・フィードバック。これはこれまでまった

く聞いたことがなかったのですけれど、まず本学では無理な話で誰が受け容れるだろう思いましたけれ

ども。授業期間の途中で入ってくる方というのはどういう立場の方なのですか？

川島　担当者はその先生と利害関係がないということを学生に説明するようです。ですから、他の学部

のほうがいいかもしれないですね。学生たちは直接話し合いますので、匿名性に隠れた誹謗中傷のよう

なことはないようです。そういうものはなくて、学生たちとしても、学期の半ばですので、それ以降の

授業をいかに良くしたいかということを第一に考えるようです。心地よく授業を受けたいかと、あるい

は何か有意義な授業を受けたいという気持ちがありますので、突飛なことはありませんし、非常に建設

的なものが出てくるらしいです。ですから、学生も先生もハッピーになる、Win-Win になるというこ

とのようです。

半田　そうですか、なるほど。貴学ではそろそろそれを手がけられるということですか。

川島　いえいえ、まだ、まずは試行して、うまくいきそうならばご提案するということは考えたいと思っ

ています。

半田　なかなか手間もかかりそうで大変そうですがすごい試みですね。それにも関連するのですが、第

４ワーキンググループの話題ですけれど、やはりこうしてくると考えざるを得ないのは、大学の自律と

自由ということですね。これをいかに確保して、かつ個性に繋げていくかということもあると思います。

何かいまの大学界全体の流れはすべての大学が同じようなかたちになるような方向性に進んでいるよう

で、一面不安に思うところが多分にあります。本日、紹介させていただいた教学比較 IR コモンズとい

うのは、一大学がおこなうことではなく、またどこかの資金を元手におこなうのでもなく、むろん商用

でもなくて、昔からの大学のオートノミーをだいじに考えて、そこに立脚しながらなおかつ時代的にい

ま可能になってきたクリエイティブなスマートコモンズというあり方において諸大学の自律性を互いに

活性化させるように協働しようとする媒介的中間体です。ですので、ここでいう一緒というのは同じこ

とをするという方向のそれではなく、異なり具合の確認と、そのもとでの個性の伸長という点での一緒

です。

　そうなると、国士舘大学はやはり一つの大きな個性を持っていらっしゃる大学として学ぶところ多き

大学ですので、そこをどう見失わないようなかたちで進められるのかは、これからも注目させていただ

き、勉強させてほしいと思っています。是非今後もそうしたモデルを世に提示してくださることを期待

しております。

和田　はい、ありがとうございます。

半田　そして、ＳＤのセクションですが、これはやはり非常に面白い動きですね。本学でもやっとここ

にきてＳＤということが始まりまして、それをきっかけに今までになかった職員と教員の交流の場がで

きつつあります。この領域についてはいつも私大から刺激を受けて後追いしている状態ですが、本日は

参考になることをたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
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閉会のことば

　第３ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

　　　川島　耕司

　　（大学院政治学研究科教授）

お忙しいところ、とても興味深いお話をいただきまして、本当に

ありがとうございました。特に、質問を繰り返す中で無意識的に学

生たちの態度が変わっていくというところを非常に興味深くお聞き

しました。

本当にありがとうございました。それから、皆さま方もお忙しい

中ご参加していただきまして、ありがとうございました。

少しでも本学のＦＤ活動が発展しますように、どうぞこれからも

ご協力のほど、よろしくお願いします。先ほど加藤先生がおっしゃ

いましたように、この後意見交換会がございますので、どうぞ皆さ

まご参加ください。本日はどうもありがとうございました。（拍手）
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意見交換会
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開会の挨拶

第４ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

和田　義浩
（法学部教授）　

今日は半田先生、本当にありがとうございました。

ＩＲは面倒なことではなくて、良い意味での業務の合理化

を目指すというのがその本質です。合理化を目指すということ

は、自動的になされるべきだということです。今日の先生のお

話の本質は、まさしくそこあるということで、まさに、我が意

を得たりという感を強くいたしました。

ＩＲがなんとか効果的に運用できるようになれば、多くの

先生方のご賛同もいただけると思っております。

今回３人が京都で FDer 養成講座に参加することができまし

た。ＦＤ推進課をはじめ、関係部署のご尽力のお陰だと感謝申

し上げます。ありがとうございました。

また、各ワーキンググループの委員の皆さま、特に座長の

皆さま、今日は発表、ご報告いただきまして、誠にありがとう

ございました。今後もＦＤシンポジウム、ＦＤ研修会、ＳＤ関

係のお仕事、すべてが発展していきますことを祈念いたしま

す。
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乾杯の音頭

学長室長

中島　　徹
（法学部教授）

半田先生、本日は本当にありがとうございました。

先ほど、第４ワーキンググループでもお話がありました「教

員評価」について、まずは表彰から始めたいと思いますが、制

度設計となるとかなり難しいと感じておりまして、そういった

意味でも、まだまだ研究する必要があるかと思います。

そして、ＩＲ関連で言いますと、本学には１万 3000 人以上

の学生が在籍していますが、３年前になんと中退者が 600 人を

超えるという危機的状況がございまして、当時の学長から、何

としても退学者を減らせという厳命がありました。以前から国

士舘では全教室にカードリーダーを設置しまして、学生証を

タッチすれば、それで出席が分かるという出席管理システムを

導入しておりましたので、全学でこれを活用する形で中退者対

策に取り組みました。

２週間あるいは３週間まったく出席してない学生をピック

アップして、これはもう各学部に指導を徹底してもらいました。結果として 600 人台だったものが、よ

うやく 400 人台までに、中退者が減少してまいりました。

このような活動もＩＲであるかもしれませんが、それはまったく形式的なもので、やはり次の段階

は先生がおっしゃるように、ＩＲで得られたデータを学生の修学、勉強にどう繋げていくかという点に

あるかと思います。これはまだ、一歩、半歩も進んでないような状況ですが、ある程度体制は整いつつ

あるので、この新年度から是非そういう方向で進んでまいりたいと思っております。本当に今日は貴重

なお話をありがとうございました。

半田先生の今後のますますのご健勝と、皆様方のこれからの活躍を祈念いたしまして、乾杯したい

と思います。ご唱和お願いします。乾杯！
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閉会の挨拶

第 1 ワーキンググループ座長・ＦＤｅｒ

池元　有一
（経営学部准教授）

経営学部のＦＤ委員の池元です。今日は本当にありがとう

ございました。

今日は、半田先生をはじめ報告された先生や準備してくれ

た職員の方々には本当にありがとうございました。やはりＦＤ

をするためにはこういうふうなところでコミュニケーション

を取りつつやっていくのがいいと思っています。これからも国

士舘大学のＦＤの発展にご協力をお願いします。

本日は、ありがとうございました。（拍手）
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資　　 料
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半田先生講演資料
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第 1 ワーキンググループ資料
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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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職員研修報告資料
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