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NEWS LETTER
関東学院大学高等教育研究・開発センター

　本学の公開授業は、原則として、全教員（非常勤講師を含

む）が原則として全科目（授業）を公開する形になっています。

公開対象外科目は、①実験・実習科目、ゼミナール（1年次ゼミ

等を含む）、②担当教員の申請により相当の理由があると学部

長が認める科目です。公開授業期間は、春学期及び秋学期共に

2週間（原則、第8・9週目）設けています。

本学の公開授業の仕組み１

　公開授業の最も重要な目的として、教員が「授業手法」に

着目することで、授業力向上のためのヒントを得ることがあ

げられます。参観する授業として、クラスサイズや受講学生

が類似している授業、もしくは専門分野が近い授業を選定し

ていることが多いです。また、教員の授業方法やタイプが異

なる授業を見学することでも知見を得ることができます。

　職員が参観するポイントとしては、「授業中における学生

の様子」を観察することがあげられます。職員の多くは授業

外での学生に接していますが、授業中の様子も知ることで、

学生の実態をより深く理解することができます。

公開授業の目的及び参観のポイント2

　このように本学では公開授業を実施していますが、更に推進

していくために高等研が主催するFD推進部会で議論を進めて

参りました。その中で見えてきた現状の課題として、特に挙が

っていたのが「①公開授業に参加するための敷居の高さ」「②

公開授業期間に参加するための時間が取れない」　「③どの授業

に参観するのかが判断しづらい」という意見でした。上記につ

いては、ちょっとした心構えや工夫で改善できるものであり、

公開授業に対してのイメージと関係しているように考えられま

す。これを踏まえて、予算や手間をかけずに、すぐに着手でき

るものとして「公開授業の告知チラシ（図）」の作成と配布を行

いました。告知チラシの表面には、公開授業の参観により、新

たな教授法や指導法の気づき、学生の授業中の実態把握など、

参観することにより得られることを示し、裏面には部会で指摘

があった課題についてQ&A方式で記しました。具体的には、

短時間だけでの参観でも良いこと、公開授業なので原則出入り

自由であること、参観する授業が判断しにくい場合は学部の

FD研修会で登壇した教員の授業などを参観すること、などを

示しています。

　この告知チラシは2018年度の秋学期の公開授業から全ての教

員に配布しております。まずは、一歩踏み出すことで得られる

知見は大きいと考えられます。今後も公開授業の更なる推進を

通じて、教育力の向上に寄与していきます。　　　　（杉原　亨）

3 公開授業の更なる推進に向けて

【公開授業の更なる推進に向けて】Top News

公開授業告知チラシ（表）

公開授業告知チラシ（裏）
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全学FD・SDフォーラムを開催しました（2018.9.5）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介1】

１．開催の主旨
　2018年度も例年通り、全学教員研修会プログラムの後半部に

て「全学FD・SDフォーラム」を開催しました。しかしなが

ら、コンセプトと内容につきましては枠組みを変更しました。

従来は高等教育に関わる第一人者をお招きして、ホットトピッ

ク（アクティブラーニングや学習評価など）について講演して

頂くというのをメインにしておりましたが、今年度は、これま

でお招きした先生方の知見を踏まえて、「学内（とりわけ学

部）のFD活動」について、教職員の皆様に共有することを狙

いとしました。これを踏まえて、以前より高等研でFD研修会

の支援を行った、理工学部と看護学部のFD活動(ニュースレ

ターVol12・13参照)に関する実践事例を共有して頂くこととな

りました。紙幅の関係で講演の全てを伝えることはできません

が、次より講演内容と資料より要約した内容を記します。

２．理工学部におけるFD活動の紹介（要約）
　学部のFD活動の事例紹介として、はじめに理工学部の教務

主任である長谷川裕一先生から、理工学部のFD活動の具体例

として次の4点の事例の紹介がありました。

関東学院大学　2018年度 全学FD・SDフォーラム
　　「関東学院大学でのFD活動報告について」
開催日　2018年9月5日（水）
時　間　15:00～16:00
場　所　金沢八景キャンパス
　　　　フォーサイト21 F-302教室
１．開会にあたって（主旨説明）（15:00～15:05）
　　　　　　高等教育研究・開発センター 准教授 杉原 亨
２．理工学部におけるFD活動の紹介（15:05～15:25）
　　　　　　　　　理工学部 教授・教務主任 長谷川 裕一
３．看護学部におけるFD活動の紹介（15:25～15:45）
　　　　　　　 看護学部 准教授・FD委員長 留畑 寿美江
４．全学FD活動についてのご紹介と
　　『授業実践事例集』の発刊について（15:45～15:55）
　　　　　高等教育研究・開発センター 准教授 奈良 堂史
５．質疑応答（15:55～16:00）

（１）「学生による授業改善アンケート」による

　　　教員の顕彰

（２）「学生による授業改善アンケート」を基にした、

　　　公開授業での「参観推奨科目一覧」の作成

（３）学系毎のFD目標の設定と評価

（４）学部春期研修会におけるFD研修

　※役職は2018年9月5日当時のものです。

（写真）理工学部 長谷川先生の講演

（１）看護学士課程教育の特徴

（２）看護学部のFD活動

　① 看護学部開設年度（2013年）～完成年度（2016年）

　②　2016年度～進行中　

（１）については、授業改善アンケートの結果を基に、教員

の顕彰を各年度1名の教員を対象として実施している状況で

す。顕彰は人事考課の目的は無く、学部としてアンケートの

評価が高い教員を顕彰することで、各教員の授業改善を促す

ことを狙いとしています。（２）では、アンケートの結果を基

に、学系で1名程度、学部全体で約10名の教員を選出し、掲載

科目については各教員に依頼しています。（３）については、

次の3項目を中心に年度のFD目標を学系毎設定しています。具

体的には、①カリキュラム達成度評価の確立（例.基幹科目の

合格率など）、②授業外学習の推進（例.課題提出率など）、

③その他（公開授業の参加

状況など）です。（４）で

は、理工学部は夏と春で年

2回の学部研修会を実施し

ており、とりわけ春はFD

関連（ルーブリック作成と

活用など）の研修を実施し

ている状況です。

３．看護学部におけるFD活動の紹介（要約）
　次に看護学部のFD委員長である留畑先生より、看護学部の

FD活動について次のような報告がありました。

　冒頭に看護学士課程教育の特徴として、「国家試験 受験資格」

を得るための教育課程として、文部科学省が示した「看護学教

育モデル・コア・カリキュラム」や日本看護系大学協議会が提

示した「コアコンピテンシーに基づく看護学士課程教育の構造」

の紹介がありました。次に 2016 年度までの学部のFD活動とし

て、学部の教育理念の共有化や倫理教育、実習内容・方法、ハ

ラスメント防止等、多岐にわたる活動についての共有の後、現

在までの進行中のテーマとして、「カリキュラムマップの策定・

検討」「DP および CP の見

直し」についての報告があ

りました。これらに関して

は専門家の講演とグループ

ワークを組み合わせた内容

で、学内の先行事例を示し

ていると思われます。

4．全学 FD活動と授業実践事例集の紹介（要約）
　高等研の奈良先生より、高等研が支援している全学 FD につ

いて説明がありました（FD の定義・学部の FD 支援・教育実

践力向上セミナー・授業改善アンケートWEB化など）。また「授

業実践事例集（詳細は P5）」についても紹介しました。

　最後に、このように学内（学部独自）の FD 活動の取り組み

について、もっと共有できる場をつくっていきたいと考えます。

ご登壇頂きました長谷川先生、留畑先生、奈良先生に感謝申し

上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 杉原　亨 )

（写真）看護学部 留畑先生の講演
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第１２回 関東学院教員合同研修会にて「分科会」を担当しました。（2018.8.22）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介2】

　教員合同研修会は、学院の一貫教育を建学の精神とともに

深化させるために、学校間の教員の交流と教育の取り組みに

対する相互理解・情報共有を主たる目的として2005年に始

まったものです。12回目となる今回は、新たに「関東学院連

携教育センター」の企画・運営となり、大学（高等研）の協

力で基調講演、分科会、ワークショップ等の新機軸が打ち出

されました。

　高等研では、基調講演後の分科会（グループ３）を担当しま

した。テーマは「ルーブリック」です。参加者は、①学習評価

とルーブリックの基礎知識と活用事例、②ルーブリックの作成

方法、③ルーブリック作成体験（モデレーション）、④参加者

による全体共有、の4つのパートを通じて、ルーブリックを作

成しました。当日は、③のグループワークが大変盛り上がった

ため、参加者と相談して個人ワークの時間を削り、グループで

の議論の時間を延長しました。両中高の先生方が所属を超えて

活発に議論されていました。分科会グループ３にご参加いただ

いた15名の先生方、ありがとうございました。

　最後に、あくまで筆者の私見ですが、同会の今後の課題は

「大学の教員も積極的に参加すること」にあると思われま

す。2014年12月の“高大接続答申”以降、ありとあらゆる

場面で高大接続が議論されています。上記の参加記録から

も、本会の参加の大半が両中高の先生方であることがわかり

ます。本学院には、我々大学がより強く連携すべき両中高に

所属する先生方と議論できる貴重な機会があるのですから、

ぜひ大学に所属する教員も積極的に参加すべきではないで

しょうか。それが子供たちのためであり、学院の教員の交流

の促進が、さらなる教育力の向上につながると信じます。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　    （奈良 堂史）

基調講演にてご登壇いただいた小山英恵先生（東京学芸大学准

教授）からコメントを頂きました

　このたびの研修会では、いわゆる暗記型の量的な学力だけで

はなく、メタ認知や問題解決につながるような高次の質的な力

を育成するためのパフォーマンス評価についてお話させていた

だきました。学校教育において育成すべき力の重点が量的なも

のから質的なものへと「変化」する時代において大切になって

くることは、多様な専門性や考えをもつ教師たちが、それぞれ

の見解を開示しあい、共感しあい、ときに批判や抗弁と自己内

省を重ねながら、これからの児童・生徒、学生たちにどのよう

な力を身につけさせたいのか、それをどのようにみとり、指導

していくのか、ということについて対話をしていく営みである

と考えています。今回の研修会では、こども園から大学までの

先生方が一堂に会して熱心に議論を重ねていらっしゃるお姿を

拝見させていただき、まさにこのような営みをご実践されてお

られることを感じ、深く感銘を受けました。また、私自身、先

生方とお話をさせていただくなかで教育現場での問題や現状認

識など様々なことを学ばせていただきました。研修会にお招き

いただきましたことに心より御礼申し上げます。

第１２回 関東学院教員合同研修会
■開催日時　2018 年8 月22 日（水）13 時～16 時30 分
■場　　所　関東学院大学 金沢八景キャンパス3 号館
■参 加 者 　129名（両こども園13名、両小学校23名、
　　　　　　両中高89名、大学4名）
■司　　会 　冨山 隆 実行委員長（中学校高等学校長）
■プログラム（抜粋）
　Ⅰ全体会（13 時00～14 時25 分）
　　聖書朗読・祈祷　小河 陽 学院長
　　基調講演 「児童・生徒の主体性の育成とパフォーマンス
　　評価」小山 英恵 先生（東京学芸大学教育学部准教授）
　Ⅱ 分科会（14 時30 分～16 時30 分）
　　グループ1 両こども園・両小学校
　　テ ー マ  　「 年長と1 年生のつながり 」
　　グループ2 両中高
　　テ ー マ「 教科指導の現状と課題 」
　　グループ3  両中高（高等教育研究・開発センター協力）
　　テ ー マ　「 ルーブリック作成体験ワークショップ～
　　　　　　　パフォーマンス評価の実践に向けて～ 」

（写真）分科会（グループ３）の様子

・評価基準を作成するのは難しいが採点する際を考

　えると有効なものだと思う。

・細かく設定しようと思うとどこまでも掘り下げて

　つくることができてしまいそうで難しかった。１

　人よりも、グループで作成したほうが、評価をす

　るうえで使えるものになりそう。

・難しかったが、楽しかったです。教科の指導だけ

　でなく、部活でも使えそうだなと思いました。

・難しい面もありますが、考えると楽しいです。同

　様に生徒も楽しみながら取り組めるのがいいと感

　じます。評価についてブレが出来ないことも良い

　と思います。

分科会・グループ３へご参加の先生方の
アンケート結果
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看護学部「ＦＤ研修会」に講師を派遣しました。（2018.5.23）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介3】

人間環境学部・人間共生学部・栄養学部・教育学部「教員合同研修会」に講師を派遣しました。（2018.9.12）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介4】

【当日の流れ（研修会の内容）】

①３つのポリシーとは何か？――日本の高等教育政策と本学に

　おける導入の経緯

②ＤＰと授業・カリキュラムを結びつける方法（カリキュラム

　マップ、シラバス等）

③ＣＰの表現方法と活用例（ＣＰに何を書くか、記述の方法と

　事例、ＣＰの可視化）

④看護学部におけるＤＰ・ＣＰの再検討に向けた視座の提供

⑤ミニワーク（自学部が次に取り組むべき課題の共有）

⑥質疑応答

　

　看護学部からの依頼を受け、ディプロマ・ポリシー（DP：学

位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（CP：教育課程編

成・実施の方針）に関する研修会に講師を派遣しました。看護

学部では、完成年度後の新カリキュラムの検討過程で、DPお

よびCPへの見直しを議論されているとのことで、その過程で

「そもそもDP・CPに対する共通理解を共有しておきたい」と

いうニーズから今回のオーダーをいただきました。同学部から

の研修依頼は、2016年・2017年（テーマ：カリキュラムマッ

プ）に続き、今回が3度目となりました。

　今回の研修が、同学部による教育の質保証システムの一助と

なり、学生のさらなる学びと成長につながれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （奈良 堂史）

　表題の4学部の合同教員研修会に講師を派遣しました。同研

修会からは、2016年（テーマ：データに見る新入生像）に続

き、2度目のオーダーとなります。今回のテーマは、教授会で

の先生方へのアンケートの結果、特に回答・要望の多かった

「シラバスライティング」となりました。昨今のシラバスは、

特に教育の質保証（内部質保証システム）との関係で取り上げ

られることが多いFD研修のテーマですが、今回は“学生の学

習意欲を促す”という視点を重視し、より実効性の高いシラバ

スと授業設計を考える機会としました。

　今回の研究会をご企画された佐々牧雄先生（人間共生学部・

教務主任）の強いご要望で、ワークや話し合いを含む“双方向

型”の要素を取り入れた研修会を実施しました。当日は、複数

学部にわたる多くの先生方にご参加・ご議論いただきました。

ありがとうございました。　　　　　　　　 （奈良 堂史）

2018年度 第1回
看護学部・大学院看護学研究科FD研修会

2018年度 人間環境学部・人間共生学部・
栄養学部・教育学部教員合同研修会

■開催日時
　2018年5月23日（水）10：00～11：30
■場所
　金沢八景（室の木）キャンパスE6号館「413会議室」
■参加者　約30名
■テーマ
「より良い看護基礎教育のためのDP・CPの正しい理解
――DP・CPの再検討に向けて――」

■講師
　奈良 堂史（高等教育研究・開発センター准教授）
■開催目的
　DP・CPに基づいた授業の実施のために、DPに基づいた
　授業到達目標の設定とは何か、またCPに基づいた授業内
　容・方法とは何かを理解する。
■本講座のねらい（到達目標）
　①３つのポリシー（特にDPとCP）について、基礎的理解を
　　共有することができる。
　②看護学部のDP・CPの見直しに向けた直近の検討課題
　　を列挙することができる。

■開催日時
　2018年9月12日（水）14：00～16：00
■場所
　金沢八景（室の木）キャンパスE1号館「大会議室」
■参加者　39名
■テーマ
「授業意欲を向上させる授業設計・シラバスライティング」
■講師
　奈良 堂史（高等教育研究・開発センター准教授）

当日の様子

■開催の主旨・目的
　カリキュラムマップの整備や学位授与方針（DP）と授業
　における学習成果との対応関係の検討など、本学の全学
　的な動きに合わせてシラバスライティングの重要性が高
　まっているのを受け、シラバスライティングを見直すきっ
　かけとする。
■本講座のねらい（到達目標）
　①本学学生に合わせた授業意欲向上を向上させる授業
　　設計を行うにはどうするかを学ぶ。
　②一方的に学ぶだけでなく、実際にシラバスライティング
　　を行ってみる（演習）。
　③学生の意欲や主体性の観点から、シラバスの記述を見直す。
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高等教育研究・開発センター

【刊行物のご案内】『授業実践事例集』が完成しました
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介5】

　このたび、高等教育研究・開発センター編集の『授業実践事例集』が2018年9月5日に刊行されました。本

書は2013年4月に開設されて以降、センターが取り組んできた教育施策、FDの推進の流れを踏まえたもの

で、教育の質の維持、向上の一歩を目指す一冊となっております。

　目次のタイトルをごらんいただければわかる通り、本書の冒頭には巻頭の辞に続き、「関東学院大学版FD

の定義について」が掲載されており、「私の授業実践」と「本学の学習サポート」に分かれています。

　本書の最大の特徴は、複数の教員自身が実際に授業で実践している工夫がわかりやすく示されているとい

う点にあります。使用している教材や授業風景の写真なども取り入れ、実際の授業が想像しやすい内容に

なっています。学問分野が異なっていたとしても、学生の主体性を引き出す工夫や深い学びにどう導いてい

くか、といった問いは全教員共通の課題ではないでしょうか。

　また、「本学の学習サポート」のページには、学習を効率的に進めるためのツール、場所などが紹介され

ており、困ったときに役立つ情報が掲載されております。お手にとりやすい一冊となっておりますので、ご

興味ある方はぜひ高等教育研究・開発センターまでお尋ねください。　　　　　　　　　　　　　(山田 昭子)

『授業実践事例集』目次
関東学院大学版「授業実践事例集」の発刊にあたって　高等教育研究・開発センター長　奥聡一郎
関東学院大学版FDの定義について

演習科目における５つの工夫 ……………………………………………… 看護学部　飯尾美沙
90分授業の運用と構成について…………………………………………… 経営学部　江頭幸代
CALL教室の活用…………………………………………………………… 建築・環境学部　奥聡一郎
社会科学系講義の事例(プレゼミナール２)…………………………………　法学部　木村乃
スライド中心の授業運営の実践事例 ……………………………………… 理工学部　近藤陽一
学生の実践的な学びにつなげるために …………………………………… 人間共生学部　佐野予理子
大人数授業における効果的なアクティブラーニングの実践 ……………… 高等教育研究・開発センター　杉原亨
共通科目における関心・意欲・態度を醸成するための３つの授業実践……………… 高等教育研究・開発センター　奈良堂史
英文エッセーのライティング指導事例 ……………………………………　経済学部　原田祐貨
ルーブリックを活用した英語コミュニケーション能力の評価方法について… 建築・環境学部　リサ・ゲイル・ボンド
大学の授業でめざす「主体的対話的で深い学び」………………………… 教育学部　山下俊幸
数学嫌いの文系学生にどう経済学を教えるか？ ………………………… 経済学部　山本勝造
話し合いの生産性を高める思考ツールの活用 …………………………… 国際文化学部　吉田広毅

私 の 授 業 実 践

本学の学習サポート ICTツールを活用する
(manaba、授業支援ボックス、クリッカーアプリ、SNS ) …………………　ICT活用支援課
特別な配慮が必要な履修者への対応……………………………………… カウンセリングセンター
基礎学力・前提知識が不足している学生に出会ったら(学習支援塾) …… 学生支援室
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（座席表） （写真Ａ） （写真Ｂ）

②座席指定でのグループワークの実施（例.レポート課題のピアレビュー）

　受講者は、授業外でのレポート課題を、プリントアウトして授業に持参します。授業

中に教員は6人1組のグループワークについて口頭だけではなくスライドで指示し、そ

れに沿ってメンバーは1人ずつレポートの内容を発表します。発表者以外は、授業内ミ

ニレポート（図1）にメンバーが発表した内容を要約し、発表内容に対して自分の意見を

記述します。メンバーは発表とミニレポートへの記述が終了したら、他の発表者に対し

て自らの意見や感想のフィードバックを行います。

図 1．メンバーの発表内容と自分の意見を記述する授業内ミニレポート

　上記の方法で授業を進めた結果、学生からの主な感想として、「毎回、いつもは話さな

い人達と話し合いができて良かった」「自分とは違った考え方が知れて勉強になった」と

いう声があがっていました。授業運営という観点でも、授業前の準備で一手間かかりま

すが、授業内での注意が大幅に減少し、グループワークでのファシリテーションにおけ

る進行がスムーズにもなりますので、全体で考えればストレスや負荷が掛からなくなっ

たように思えます。
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大人数授業における効果的なアクティブラーニングの実施

杉　原　　　亨高等教育研究・開発センター

　現在、全学共通科目の「KGUキャリアデザイン基礎Ⅰ」「KGUキャリアデザイン基礎Ⅱ」

を主に担当しています。年度によって人数は変動しますが、これらの授業は100人から

350人程度履修しており、いわゆる“大人数授業”といえるでしょう。

　私の授業の場合、大人数授業においては、比較的前列では熱心に聴いて、グループワー

クも積極的な学生もいますが、後列では私語など授業に積極的に参加していない場合も

あり、一般的な授業より学生の集中力を授業に向けさせるのが難しくなると感じていま

した。このような状況を踏まえて、本稿では大人数でもアクティブラーニングを効果的

にするために試行した実践事例をご紹介します。

【大人数授業における座席指定でのグループワーク】

　大人数授業でもアクティブラーニングを実施しやすいように、第2回の授業から全て

の回で座席指定を実施しました。毎回の配布資料に座席番号を記し、授業前に配布しま

した。学生はモニター及び配布物の近くにおいてあるＡ３の座席表を見て、該当する席

を探します。学生は最初戸惑いましたが、途中から慣れてきて自然と席を探し、着席す

るようになりました。また、友人同士ではなく、毎回違う人が前後左右にいるため、私

語が減少しました。

①授業前の準備と学生の動き

・座席表をOlive Campusからダウンロードし作成する。（例.8号館50 1教室：黒い部分は

空き席とした）（ＫＧＵキャリアデザイン基礎Ⅱ[Ｂ]：履修者141人）（座席表）

・配布資料の右上に座席番号を書き、授業前に学生に配布。学生はモニターを見て着席。

（写真Ａ）

・席が近いためスムーズに4人1組のグループワークが可能。（友達以外でグループを組

む）（写真Ｂ）
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した書籍・論文等のコピーなど）を綴じた、A4サイズのファイルです。

　本講義では、レポート課題の代わりにポートフォリオを提出させることで、「学習のプ

ロセス」を評価しています（成績評価10 0点中の1 5点分の課題）。ポートフォリオは、学

期末に試験の答案とともに提出し、図に示されるルーブリック（評価基準表）によって評

価されます（下図）。また、ポートフォリオのみ試験時に持込・参照可としています。

３．フィードバックの「2週間ルール」

　学生の関心・意欲・態度を喚起するためには、毎回の授業内課題や授業外課題（予・

復習など）をフィードバックし、次の学習課題を自ら設定することなど「学習の自己調整」

を行ってもらう必要もあります。

　学習心理学の分野でわが国を代表する研究者の1人である森朋子先生（関西大学）によ

ると、授業における学習者へのフィードバックは「2週間以内」が原則であり、それを過

ぎると学習者の記憶は薄れ、フィードバックの効果は期待できなくなるといいます。実

際に米国の大学では、全学的に「2週間ルール」を設けて提出物の返却を義務付けている

大学もあります。

　したがって、私の講義でも初回を除くすべての提出物（定期試験も含む）を2週間以内

に返却することにしています。返却された提出物は、前述のポートフォリオに保存され、

授業の振り返りや試験対策に活用されます。ただし、この取り組みは50名程度の現行

のクラスサイズだからこそ可能なものであるため、より受講者が増えた場合などは別の

方法を探すか、効率化を模索する必要があると考えています。

図　学習ポートフォリオを評価するためのルーブリック（評価基準表）
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共通科目における関心・意欲・態度を醸成するための３つの授業実践

奈　良　堂　史高等教育研究・開発センター

　私は、看護学部の共通科目（教養分野）である「経営学」を担当しています。この科目は、

金沢八景キャンパス（室の木）の各学部（人間環境・人間共生・栄養・教育）にも共通科目

として開講されています。受講者は1～ 4年生で、特に3年生が多く、50名程度のクラ

スサイズがある半期2単位の科目です。

　経営学の研究対象は、企業や会社だけではなく「組織」です。したがって、前述の各学

部に所属する受講者諸君が卒業後の進路として想定している、病院・学校・各種施設な

どの組織も、企業や会社と並び研究対象となり得ます。本講義では、社会人の教養とし

ての経営学の知識だけでなく、病院なり学校なり自分の専攻分野と関連の深い「組織」を

分析するための視座を得てほしいと考えています。そのためには、受講者が自身の専攻

分野と経営学との関連を常に意識しながら学習を遂行していく「関心・意欲・態度」を醸

成するとともに、そのような「学習のプロセス」を評価（形成的評価）することが有効であ

ると考えます。以下では、それらを実現するための私の実践を３つ紹介します。

１． の設定と自己管理

　まず本講義では、初回授業への出席を重視し、初回授業でシラバス（到達目標）の説

明・意識づけを行うだけでなく、「自分だけの到達目標」と題し、教員から与えられる（シ

ラバスに書かれた）科目の到達目標だけでなく、当該科目における自身の到達目標を立

て、自己管理してもらっています。学生は、中間振り返りや最終回の授業で、自ら掲げ

た目標に対する進捗状況をグループワーク等で発表しなければなりません。例えば、「1

回も休まない」や「授業内で紹介された本を3冊以上読む」、「自筆ノートを毎回書き、き

ちんとファイルする」など、目標設定は学生によりさまざまです。

２．学習ポートフォリオの導入とルーブリックによる評価

　次に私が実践しているのは、「学習ポートフォリオ（Learning Portfolio）」の導入です。

学習ポートフォリオとは、「学習・スキル・実績を実証するための成果（work）を、ある

目的のもと、組織化・構造化し、まとめた収集物のこと」であり、学習の証拠書類（ドキ

ュメント）となるものです。具体的には、本講義の学びに関わる全ての資料（毎回の講義

資料や参考資料、提出・返却された提出物、自筆ノート、予習・復習課題、自習に使用

表紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「私の授業実践」のページ
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授業に関する「個別相談」を行っています。気軽にご相談ください。
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介6】

　2013年の4月に高等研が開設されてから、本年度で6年目にな

ります。その間、FD・SDに関するさまざまな取り組みを行っ

てきました。また、近年では各学部からのご要望にお応えする

形でのFD研修会の開催や教授会での話題・情報提供といった

「学部FD活動の後方支援」に力を入れてきました。

　そして、最近になってようやく頂けるようになったのが「授

業の個別相談」です。「大人数の授業を静かにしたい…」「簡

単にできるグループワークを試してみたい…」相談件数は決し

て多くありませんが、当センターをご訪問された先生方に助言

をさせていただく機会を得られるようになってきました。

　言うまでもなく、FDの原点は、教育に関する教員個々人の

自己研鑽と組織的支援です。まだ欧米の大学や国内のFD先進

校のように、制度化された“授業コンサルティング”といった

レベルには達していませんが、その分気楽に相談できる“授業

に関するよろず相談所”のような場所と当センターをお考えい

ただければ幸甚です。

　教育の目的・内容に沿って適切な方法で行えば、必ず授業や

学生は変わっていきます。ぜひ、当センターの知見を先生方の

授業に活かしてみませんか。右のチラシを講師控室で配布して

おります。授業をより良いものにするためのお手伝いをさせて

ください。　 　　　　　　　　　　　　　　　 （奈良堂史）

（講師控室で配布しているチラシ）

建築・環境学部共通科目　奥　聡一郎
教員免許状更新講習

　教員免許状更新講習は、幼稚園教諭から高等学校教諭に至

る幅広い範囲の新旧免許状取得者が対象で、本学も教育の最

新情報を扱う必修領域から教科や特別活動を扱う選択必修領

域、選択領域を提供しています。今年度は、8月6日(月曜日)

から10日(金曜日)までの5日間9:00-16:30まで90名の受講者を対

象に、教育の最新情報、異文化理解、部活動、環境教育の

テーマについて各学部の先生方が講義されました。高等教育

研究・開発センターはアクティブラーニングとルーブリック

の理論と実践をワークショップ形式で最終日(10日)を担当し

ました。

　今回は研修の主催者側ではなく、一受講者の視点からアク

ティブラーニングとルーブリックについて考えたことを記し

てみたいと思います。まず、教員免許状講習自体は現場の教

員を対象としています。豊富な経験の中で実践上での問題を

解決する方法、現場で使える知識を求めていることが同じ受

講生同士のワークショップからわかりました。理論的な側面

よりも実際の教科や生徒指導の中でアクティブラーニングを

するときの留意点を児童、生徒の立場から考えることも可能

だったと思います。また、ルーブリックも幅広く使える評価

技法なのですが、特別養護学校や保育園では評価軸が定まり

にくいので個別教科よりも策定が難しいかもしれません。そ

の意味では様々な教育現場で用いられているルーブリックを

紹介し、先生方の実践を話してもらうのもいい意味での情報

共有になったかと思います。この更新講習は事後評価もあ

り、講師側にとっては緊張を強いられる講習です。今後も受

講者のニーズを踏まえた内容のアップデートを行い、より役

立つ講習を目指してもらいたいと思います。
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経済学部　石坂　貴美
【連載】私の授業改善（第8回）授業改善アンケートを利用した取り組み

　授業改善のために、授業改善アンケートの独自設問の活用

をしています。講義の導入部分に関する学生の反応を確認す

るためです。

　私は大学院で大学教員を目指す院生のための科目「大学教

育開発論」を履修しました。その授業では、シラバスの書き

方、クラスデザイン、アクティブラーニングの手法、評価方

法などを学びました。担当する講義科目においてこれらを実

践しています。

　クラスデザインは、各講義における構成と内容に関するもの

で、90分の授業を「導入」、「展開」、「まとめ」に分けて構

成し、講義内容を検討するものです。導入では、前回講義の振

返り、学生が提出したリアクションペーパーへのフィードバッ

クを行います。さらに、15回の講義を図に表したグラフィッ

ク・シラバス（写真1を参照）を提示して、科目全体における

該当講義の位置づけを確認します。そのうえで、講義に関する

到達目標・目的を提示します。

　毎回の講義でこのようにしっかりと導入を実施する理由のひ

とつに記憶の定着があります。講義内容の到達目標に示した重

要なキーワードは、当日の講義中に丁寧に説明し、講義の最後

のまとめでも触れますが、時間の経過による記憶の忘却を防ぐ

ために、次回の講義の導入部分で前回授業の振返りや学生への

フィードバックとして繰り返し触れるようにしています。

　このように毎回シラバス全体を確認することや振り返りや

フィードバックにおいて繰り返しキーワードに触れることにつ

いて学生がどのように捉えているのか知るために、以下のよう

に授業改善アンケートで独自設問を実施しています。

・授業の始めにシラバス全体を確認することについて

（選択肢：講義全体がわかり良い、授業の位置づけがわかり

　良い、特に意見はない、シラバス確認必要ない）

・前回授業の振返りについて

（選択肢：復習になるので良い、特に意見はない、必要性を

　感じない）

・リアクションペーパーの他学生意見の共有と質問への応答に

　ついて

（選択肢：非常に良い、良い、普通、あまり良くない、良

　くない）

　アンケートの結果からすべての設問に対して良いと評価して

いる学生が大多数を占めていることがわかりました。また、シ

ラバス確認や前回授業の振返りについて必要性を感じない、リ

アクションペーパーへのフィードバックが良くないと回答した

学生は数名でした。これらの結果とともに自由回答のコメント

なども参考にして、講義での「導入」の実践を改善しながら継

続しています。

「開発経済学Ⅰ」のグラフィックシラバス

シラバス：開発経済学１AおよびB

開発の目標・
指標 政策・取組み・課題 開発援助 まとめ

①講義目的と
概要、
貧困とは？

②開発の目標
「MDGs」→
「SDGs」

④理論と
政策１
構造主義、
BHN、
従属論

⑦
経済成長と
所得

⑩
農業経済

⑪経済成長
と環境

⑫援助1
国際機関

⑬援助2
ODA、NGO

⑭援助3
援助を巡る
論争

⑮
ま
と
め
と
振
り
返
り⑧

人的資本
1：教育

⑨
人的資本
2：保健

⑤理論と
政策2
新古典派
経済学、
構造調整

⑥理論と
政策3
人間開発と
人間の安全
保障

③開発指標

世界銀行
UNICEF

政策の基となる理論を学ぶ
開発目標達成に
向けた開発援助

国連開発計画（UNDP）の
　　　　「人間開発指数」と取組課題

さらなる重要セクター

授業改善アンケートの「報告書」を
WEBで確認できます！

2017年度から報告書もビジュアル化を

推進し、文章ではなく図表で全学や学

部ごとの傾向を示しています。学内の

関係者だけでなく、学外からも閲覧可

能です。

［ 閲覧方法はこちら！］
関東学院大学ホームページ下方の「情

報公開」ページ内、『5.授業科目、授

業の方法及び内容並びに年間の授業計

画に関すること』「授業改善アンケー

ト報告書」をクリックすると表示され

ます。もしくは下記ＱＲコードから閲

覧可能です。

　　

　　　　　　←情報公開ページは

　　　　　　　こちら（ＱＲコード）

　　　　　　　　　　　　（杉原　亨）
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　関東学院大学では、地域ごとに異なる慣習や文化を、体験的

に学修する機会を学生に提供するため、沖縄大学と2017年に連

携協定を締結しました。2018年度からは、協定に基づいて、学

生と事務職員の相互派遣を開始しています。沖縄大学から派遣

職員第１号の名嘉夏芽さんに御寄稿いただきました。

関東学院大学高等教育研究・開発センター 〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL 045-786-7809　　FAX 045-786-7852　　E-mail kotoken@kanto-gakuin.ac.jp 　 2018年11月30日発行

発行

高等教育研究・開発センター　NEWS LETTERの原稿を募集します！
　高等教育研究・開発センター　NEWS   LETTERで

は本学の教員・職員・非常勤、各位の積極的なご

投稿をお待ちしております。

【連載】 ＦＤ図書紹介（第8回）『学習設計マニュアル「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン』

【大学連携】 沖縄大学との人事交流始まりました

鈴木克明・美馬のゆり編著、2018年3月、北大路書房

　本書はすべての学ぶ人に向けて学びの過程やノウハウが示され

た本です。タイトルにある「マニュアル」という言葉は、画一的

なものを示しているのではなく、「学び方に迷ったときに、いつ

でも戻ってくる場所にして欲しい」という願いが込められていま

す。本書の目的は「読者のみなさんが自分の学びをデザインでき

るようになること」であり、「様々な角度から学びについて考え

ていき、最終的に自分の学びをデザインできるように準備」され

ています。

　全４部で構成され、各部それぞれに小項目が設けられており、

現在自分が学びの過程においてどの地点にいるのかがわかるよう

になっています。第１部「自分の学びと向き合う」では学びの整

理をすることで、学びのための準備を整えます。第２部「学びの

場をつくる」では共に学ぶための活動にどのようなものがあるの

かを知ることができます。第３部「学び方を工夫する」は効果的

に学ぶ方法を発展的に考え、第４部「これからの学びを考える」

はこれからの学びにつなげるものとなっており、全編を通して読

むと“学び方を学ぶ”という本書の持つテーマが浮かび上がって

きます。

　特に第３章は、読み方を変えると、教える側はどのように学習

者の学習意欲を高め、理解を促し、到達目標(出口)にあった学習

計画を立てるか、課題に合った学び方とは何か、といった授業設

計の立場からも学ぶべきことが多く書かれています。具体例が多

く、本書の使い方自体も丁寧に書かれているので、学び方に躓い

た学習者にとっては本書が傍らに寄り添ってくれる良いパート

ナーになることでしょう。

　本書の中には学ぶ側の代表佐藤さん(文系大学１年生)、教える

側の代表高橋君(理系大学３年生)が学びに寄り添ってくれる存在

として登場します。教える側の高橋君は大学の学習センターで

チューターをつとめている学生で、彼自身が教える側であると同

時に学ぶ側でもあることがポイントとなっています。「学び」に

終わりはありません。学びながら教えるという高橋君の存在は、

時に教授法に悩む教員にとって身近な存在として重なります。

書き込み式でフィードバックが

必ず用意されているのも特徴

で、初読でざっと内容をつか

み、次にじっくり読むなど、繰

り返し活用することも可能で

す。むしろ繰り返し読むことが

更なる効果を生み出すでしょ

う。学ぶ側はもちろんですが、

教える側としても学ぶ側の視点

を知るために読むべきことが多

く書かれた一冊です。

　　　　　　　　　　(山田昭子)
（書影）

告知

[投稿記事内容例]

■私の授業改善   ■FD・SD活動紹介   ■FD図書紹介   ■コラム     ほか
                         ( 詳細は、高等研までお気軽にお問い合わせ下さい！)    

　10月から3ヶ月間の日程で、沖縄大学の教務課から関東学院

大学の教務課に来ています。

　こちらでは、一職員として、教務課の通常業務や大学の様

々な学事に関わらせてもらっていますので、短期の研修では

踏み込めない範囲まで勉強することができていると感じてい

ます。関東学院大学は、全体的に学生へのサポート体制が手

厚い印象を受けました。学生一人ひとりに対し、良い大学生

活を送って欲しい、良い卒業生を送り出したいという気持ち

が込められているように感じ、大学で働く者としての根幹を

見直しているところです。

　今後、この研修制度が両

大学の主なSDプログラムと

して続くように、良い前例

になるべく、残りの期間も

有意義に過ごしたいです。

　　　　　　　　　(名嘉夏芽)
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