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「高等研」始動！ ―より誇りあるKGUの実現に向けて―

「高等研」webは ▷▷▶http://kotoken.kanto-gakuin.ac.jp

高等教育研究・開発センター
設立の趣意

� 学　長　　大野　功一
� （経済学部教授）

日本の大学は、教育改革の新たなステージに入ったようです。
教育の質保証や質向上につづいて、教育の質的転換が叫ばれて
います。知識や技術を教える教育から、学生の主体的学びを引
き出す教育への転換です。もはや教員個人あるいは学部単位で
の工夫、努力、経験だけに頼っていたのでは、教育の質的転換
は望めない状況にあります。国の教育政策、国内外の大学の先
進的な教育実践、学内の優れた教育成果等、様々な情報を収集
し科学的に分析したうえで、本学の特性に配慮した教育に係る
助言・提言を行う体制の整備が急務です。

関東学院大学高等教育研究・開発センター（略称「高等研」）は、
このような背景のなかで、教学機構会議のワーキンググループ
の検討を経て2013年4月に設立されました。高等研は、教学
機構会議の審議のみならず、各学部や各部・センターなどでの
教学上の審議・運営を支援する組織です。その主たる任務は、
高等教育に関する学内外の情報を収集し調査・研究・提言する
業務と、全学的な教育プログラムおよび教育力向上に資する具
体的施策を企画・開発・提案する業務です。

高等研は、全学的観点から教育支援のために、主体的にその
任務を遂行してまいりますが、教学機構会議や学部等から教学
上の課題が提起されれば、それに応じた調査・研究等を実施し
ますので大いに活用してください。とはいえ発足間もない組織
ですので、人的にも資金的にも課題があります。同じく今年度
発足したIR推進室、格段の強化が求められている自己点検・
評価室など、学内関連組織との機能的連携強化が不可欠です。

意思決定支援組織としての機能を十全に果たせるよう、実績
を積み上げてまいりますので、教職員の皆様の多大なるご支援・
ご協力をお願いいたします。

高等教育研究・開発センター
の役割

� 高等教育研究・開発センター長
� 出石　稔　（法学部教授）

「高等研」は、高等教育について、戦略的・専門的見地から調査
研究し、全学的な諸施策の企画立案・開発や、教育内容・技法の
改善等に向けた支援・提案を行う KGU 内のシンクタンクとし
て設置されました。本学の教育を取り巻く複雑・多様化する諸
課題に対するアンテナとなるべく、センター一同、一丸となって
取り組んでまいります。

ところで、この種のセンター機能に対して、よく耳にする「誤解」
があります。それは、いわゆる “大学改革”に関する新たな課題を、
この種のセンター機能に“丸投げ”してしまえるかのような認識で
す。本学ではそのような懸念は無用のものと信じますが、「高等研」
は、今日の新しい高等教育の在り方をめぐる議論や情報を “交通
整理”し、全学的な見地からより戦略的な対応が図れるよう、各部
署の取り組みを効率的に “サポート”するのが使命です。「高等研」
の機能が十分活かされるためには、この共通理解が不可欠です。

すでに「高等研」に設置した各部会では、重要課題が検討され
ています。とりわけ「高等研」初の成果として、来年度に大きく
舵を切ることが決定したキャリア・初年次教育については、「学
士力」や「社会人基礎力」への社会的要請とも絡んで、全学共通
教育体制の再構築という議論に発展する可能性もあります。ま
た FD はその名の通り、教育研究活動の主体たる Faculty の在
り方に関わる課題であり、学生に “主体的な学び”を求めようと
する我々が、自らの在り方を内省することに主体的でないわけ
にはいきません。
「高等研」は、これらの課題そのものを解決する実行部隊には

なり得ません。課題解決の道筋を共に考え、その取り組みをサ
ポートするための支援組織です。KGU に生まれた新たな学内シ
ンクタンクを適切に活用していただき、全学で新たな未来を切
り拓きましょう。

高等教育研究・開発センター
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勉強方法や内容がわからないと学生支援室にくる学生には、自信のなさや諦めがあります。学習へのモチベーション
を向上させることが必要で、その難しさを感じながら部会に参加しております。� （学生支援室　山田�裕美子）
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高等教育研究・開発センター
2013年度 重点事業

FD推進部会
� 部会長：奥　聡一郎　（建築・環境学部教授）

FD（Faculty Development）は周知の通り、2008年の大
学設置基準改正以降、全大学での実施が義務づけられ、同年の
中教審答申においては、「単なる授業改善のための研修と狭く
解するのではなく、我が国の学士課程教育の改革を目的とした、
教員団の職能開発として幅広くとらえることが適当」と説かれ
ている。

本部会は、奥聡一郎（建築・環境学部）部会長を中心に、真保
智行（経済学部）・武田克彦（理工学部）両先生、並びに松下高
等研次長以下の研究員・運営課職員を部会員として組織され、
FDおよびSD（Staff Development）の実質化に向けた議論が交
わされてきている。

直近では、2014年2月26日(水)開催予定の高等研主催・第
1回「高等教育セミナー(仮)」をはじめとする学内全体研修の在
り方の検討、FDの「定義」をめぐる議論、これまで各学部にお
いてなされてきたFD等取り組みに関する情報と知見の共有と
いった課題が挙げられ、SDの方向性を含めた理論と実践、双
方の深化が模索されている。

初年次教育部会
� 部会長：武田　俊哉　（理工学部教授）

学習指導要領と検定教科書を中心とした知識注入型の授業を
専らとする中等段階（高校）までの教育と異なり、高等教育では、
学生の“主体的学び”が鍵となる。初年次教育とは、学士課程初
年次（新入生）を主対象とする導入教育の総称であり、大学生に
相応しい学びと生活の基盤となるあらゆる事項が取り扱われて
いる。

本部会は、武田俊哉（理工学部）部会長を中心に、森本悦子（看
護学部）・山下俊幸（人間環境学部）両先生、並びに松下高等研
次長以下の研究員・運営課職員、さらに山田裕美子・富岡千博（学
生支援室）両職員を部会員として組織され、今年度は主に、「基
礎学力育成講座」（来年度より「大学生基礎力養成講座」と改称）
の運営等に関する議論が交わされてきている。

直近では、全学共通教育としてのスタディスキルズ、キャン
パスライフに関するガイダンス等の在り方といった課題が挙げ
られ、キャリアデザインとの関連性を踏まえた合同部会を設置
するなどの試みも行われている。

キャリア教育部会
� 部会長：鈴木　みゆき　（法学部准教授）

2011年の大学設置基準改正により、「大学における社会的・
職業的自立に関する指導等（キャリアガイダンス）」が義務化さ
れた。現在、大学において提供される「キャリア教育」の位置づ
けは、生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指すものとして、
その具体化と成果が、今後ますます求められてくることは疑い
ない。

本部会は、鈴木みゆき（法学部）部会長を中心に、吟谷泰裕（経
済学部）・道幸俊也（法学部）両先生、並びに松下高等研次長以
下の研究員・運営課職員、さらに岸間大輔・細貝康太（キャリ
ア支援課）・山田光徳（情報科学センター運用課）各職員を部会
員として組織され、今年度は主に、全学共通科目「KGUキャリ
アデザイン」の方向性等に関する議論が交わされてきている。

直近では、キャリア教育における達成目標・評価基準（Rubric）
の明確化、インターンシップ科目の一部共通化および「KGUイ
ンターンシップ入門」の単位化といった課題が挙げられ、検討
が進められている。

カリキュラムマップ部会
 部会長：井田　瑞江　（文学部准教授）

2008年の大学設置基準改正以降、大学は、各学位課程ごと
の「人材養成・教育研究上の目的」を明らかにするよう義務づけ
られている。すなわち、学位授与機関たる大学の学位授与方針

（Diploma Policy）の再検証、そのプロセスの実質化・体系化（教
育課程の編成方針 —— Curriculum Policy）という課題である。

カリキュラムマップ（Curriculum Map）とは、個々の授業
において達成されるべきもの、それら授業間同士の有機的な結
びつきを明示するものであり、これによって、シラバスだけで
は分かりにくいカリキュラムの全体構造とその意図が、より明
確に示されることになる。

本部会は、井田瑞江（文学部）部会長を中心に、金田徹（理工
学部）先生、並びに松下高等研次長以下の研究員・運営課職員、
さらに廣瀬春土（IR推進室）・滝口宣明（教務第二課）各職員を
部会員として組織され、直近では、各学部・学科・コースにお
ける教育研究目的の再検証、KGUの全学的ポリシーの再検討
といった課題が明確化された。

キャリアセンターは社会に最も近い部署です。“社会と学生を結ぶ”をポリシーに、学生個々が早期から将来の働く
イメージに実感が持てるよう、体系的なキャリア教育の実現を目指します。� （キャリア支援課　岸間�大輔）

 文責　　木田　竜太郎　（委託研究員）
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【全学FD・SDフォーラム】

「主体的学びについて」
2013年9月4日13時より行われた「全学教員研修会」プログ

ラム（右参照）の一環として、「全学FD・SDフォーラム」を開催
しました。

当センターで検討を重ねた結果、今回のテーマは「主体的学
びについて」としました。主体的学びは、昨年8月の中教審答
申「新たな時代を築くための大学教育の質的転換に向けて——
生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ」の根幹を
なすテーマであり、その必要性が繰り返し強調されている、現
在の大学教育界において最もホットな話題の1つです。

では、どのような教育を学生に行うことで、学生達を主体的
学びへと誘うことができるのでしょうか。同答申を丁寧に読み
解いても、その具体的な方法についての提言は行われていませ
ん。このことは、主体的学びを実現するための具体的な教育方
法の開発や実施が、各大学の自主性に委ねられていることを意
味しています。本学も今まさに、その具体的な方策や教育方法
のあり方を検討しなければならない時期にきているのではない
でしょうか。

そこで、今回のフォーラムでは、「主体的学び」の第一人者で
ある土持ゲーリー法一氏（帝京大学教授、高等教育開発センター
長、主体的学び研究所顧問）をお招きし、本学における「主体的
学び」の議論を深化することを目的として、講演と公開シンポ
ジウムを開催しました。

土持氏は、主体的学びを「授けられた知識を一方的に享受す
るのではなく、それを踏まえて展開させること」と定義され、
そのような学修を引き出すための手法として「能動的学習＝ア
クティブ・ラーニング」の有効性についてお話いただきました。
そして、能動的学習の本質を“Student Engagement（学生を関
わらせること）”とした上で、同氏の豊富な研究成果と日々の授
業における体験談を踏まえながら、主体的学びを促進するため
のたくさんのTips（秘訣）を教えていただきました。また、「す
べての授業でアクティブ・ラーニングを導入すべきか」という
疑問に対して「その必要はない」と回答され、教育目標の達成の
ためにカリキュラムレベルで導入していくことの重要性を説い
ておられました。

講演に続くシンポジウムでは、本学における主体的学びへの
取り組みとして、理工学部・経済学部における実践例を、武田
俊哉教授、原田祐貨教授にご紹介いただき、そのような取り組
みを全学的な動向としていくべく、フロアを交え活発な議論が
展開されました。

【全学教員研修会　プログラム】

日時：2013年9月4日（水）13：00～17：25
主題：「教育・研究の質向上に向けて」
会場：フォーサイト21　F302教室
司会・進行：田中 史生（副学長）
Ⅰ． 「科研費の最近の動向」 松本 昌三 氏

　 （日本学術振興会研究事業部研究助成第一課 課長）
Ⅱ．FD・SDフォーラム 「主体的学びについて」

公開授業及び授業改善アンケートの結果報告
出席確認システム（仮称）の導入について 出石 稔

 （教務部長／「高等研」センター長）
講演「主体的学びをどう授業改善につなげるか」

 土持 ゲーリー 法一 氏
 （帝京大学高等教育開発センター長・教授）

公開シンポジウム
パネラー： 土持 ゲーリー 法一 氏 

武田 俊哉（理工学部教授） 
原田 祐貨（経済学部教授） 
奈良 堂史（「高等研」研究員）

司会：　　松下 倫子（「高等研」次長）

■能動的学習（アクティブ・ラーニング）とは？
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学
修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法
の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知
的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎
用的能力の育成を図ることを目的としています。発見学
習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれます
が、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベー
ト、グループ・ワーク等も、有効なアクティブ・ラーニ
ングの方法といわれています。
■参加者アンケートから
当日ご参加の多くの教職員の方々より、シンポジウム
についてのご意見・ご感想をいただきました。今後は「啓
蒙型の全学FDを超えて、具体的な授業改善に関する少
人数型セミナーを開催してほしい」などのご意見を多く
いただきました。今後の企画・運営の参考にさせていた
だきます。ありがとうございました。

Column

「カリキュラムマップ部会」に参加していると聞いたら、大変そう？�そんな余裕はない？　･･･ いえいえ、参加して
感じたのは教職協同の「力」「未来」です。きっと素敵なマップができますよ。� ( 教務第二課　滝口�宣明 )

 文責　　奈良 堂史　（委託研究員）
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KGU「高等研」～これまでの取り組み
� 高等教育研究・開発センター次長　　松下　倫子
� （人間環境学部教授）

高等研が開設されてから7ヶ月あまり。かなり精力的に
活動してきたといえるだろう。4月4日にセンター員会議
と運営委員会を合同開催して以降、立ち上げられた4つの
専門部会では、各部会長を中心に部会員が高い問題意識を
持って困難な課題に取り組んでいる。

大学を取り巻く環境がますます厳しくなってきている現
在、研究や教育の質をいかに高めるか、研究や教育を通じ
ての社会貢献をいかに実行するかは、大学としての重要な
使命である。各自の研究領域や学部の枠、教職員の垣根を
超えたメタレベルでの取り組みは、これまで本学では少な
かった。高等研設置がきっかけとなって、教職員の危機意
識が刺激され、共通の課題に向き合うことができるように
なったのは、大きな前進である。

他大学との連携も始まっている。FDや地域連携で先陣
を切っている大学やコンソーシアムから学び、そこで得た
知識や情報を共有することで、さらに充実した活動を行っ
ていきたい。

KGU「高等研」に期待します
� 理工学部長　　規矩　大義
� （理工学部教授）

高等教育と一言で言っても、その背景はひと昔前に比べ
て遥かに複雑化、多様化しています。高等研の目的に掲げ
られた全学共通教育や教育・学習支援プログラムの必要性
を実感する場面も増えており、センターとその成果を有効
活用する機会が増えることを望んでいます。

一方で、学部学科や教職員個々は、社会に送り出す学生
像を真剣に考え、行動してきたと思います。組織的なFD
活動だけでなく、個人が日々実践する小さな教育改善の精
神も大切です。教育理念・目標に向けて、全学的な教育活
動、共通教育を充実させることは重要です。ただし、平均
化・均質化という弊害もあるかもしれません。

教場を通じて直接学生に触れるのは、我々教職員ひとり
ひとりです。そして、そこで実践されるのは教化ではなく
陶冶です。センターの強力な支援体制と教職員個々の学生
への熱い気持ちが重なり合ったとき、センターを設置した
本当の意義が見出されると思っています。

【予告】 第1回「KGU高等教育セミナー（仮）」を開催します！
「FD」10年の�“リフレクション”�——�関東学院大学の取り組みを振り返る�——

【日時：2014年2月26日（水）　13:30～17:00（予定）】

13:40～14:40

［基調講演］
『ティップス先生のリフレクション～日本型FDの過去・現在・未来（仮題）』
講師（予定）：池田 輝政 教授／名城大学大学院 大学・学校づくり研究科長（調整中）
※ティーチング・ティップスの開発と実践の第一人者である池田輝政先生にご出講をお願いしています。

15:00～17:00

［パネル・ディスカッション］
『関東学院大学のFD活動を振り返る～日常的相互研修の自己組織化へ（仮題）』
パネリスト（予定）：文、経済、法、理工、建築・環境、人間環境、看護／各学部FD担当教員
※ KGUを構成する各Facultyにおいて、これまで主体的に取り組まれてきた授業改善活動等に関する情

報共有――知見と経験の“振り返り”を目指します。奮ってご参加ください！

KGU「高等研」——最初のニューズレターをお届け致
します。“ニューズレター”の名称も、実はまだ（仮）のも
のです。紙面の都合上、簡略化させていただいた各記事
の詳細および最新の情報は、これも（仮）運用の「高等研
web」にて掲載・随時更新中です。学内外の皆様の厳し
いご意見、ご提案をお待ちしております。今後とも宜し
くご指導の程、お願い申し上げます。

●�「高等研」は、教員・職員を問わず、KGUを支える多くの
ステークホルダーに開かれたセンターを目指します。各種
イベントへの参加はもちろん、大小様々な問題提起、アイ
ディア、グチetc…お待ちしています！
●�とりわけ「KGU職員」の意見や各種部会・企画への参加を
広く求めています！　今までの既成概念に囚われず、一緒
にKGUを「進化」させましょう！
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