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【特報】新たなステージへ！ ―動き出す「大学生基礎力養成講座」―

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

2012年度より、正課外の講座として第1セメスターを中心
に全学的に実施されてきました「基礎学力育成講座（数学・国
語）」が、2014年度より「大学生基礎力養成講座」へと名称を変え、
その内容も大きく変更することになりました。今回の変更の主
たる狙いは、正課（全学生登録必須科目）である「KGUキャリア
デザイン入門（以下「CD入門」と略す）」と同講座を連動させる
ことで、その学習効果や出席率を高めたいというものです。
従来の「基礎学力育成講座」の最大の課題は、出席率の低迷で
す。正課の授業と比較して、正課外の補習講座では受講対象学
生のモチベーションを維持することが困難なようです。これに
は様々な原因が考えられますが、受講者アンケートの結果分析
によると、「開講日が土曜日であること」や「がんばっても単位
や成績に結びつかない（誘因が低い）こと」が多分に影響してい
るようです。
そこで、具体的には以下の表のように、講座内容を刷新するこ
とにしました。開講日を平日にするとともに、CD入門との連動
については、①対象者の抽出・学習成果の確認テストを同科目
の授業内で受験すること、②確認テストの結果を同科目の成績
評価に 15%反映させること、③授業内での受講推奨のアドバイ
ジングなど、出席率の向上に向けた具体的な改善策を実行して

まいります。
一方、テキスト内容の見直しについても高等研の「初年次教
育部会（次頁参照）」を中心に検討を重ね、従来のリメディアル
（補習）教育的な内容に加えて、将来的な SPI 試験等の対策にも
なり得る内容へと刷新しました。
現在、わが国の大学教育では、このような補習を正課の授業と
して取り扱う事例が多く見られるのが現状です。しかし、KGU
では正課（すなわち学位プログラムの一部）として補習を扱う
のではなく、あくまで正課外の講座として扱うこととし、その上
で正課とうまく連動させることで同様の効果を生み出す方向へ
と舵を切りました。より良い講座とすべく、高等研も主体的に運
営してまいります。従来と変わらぬ基礎ゼミ等での受講アドバ
イジングや、学習サポーター（4月に学内公募予定）につきまし
ても、本学の教育力のさらなる向上のため、何卒ご理解・ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
今回の変更を含め、この種の補習講座が「大学生にもなって…」
という謗りを免れないものであることは、当センターも十分承
知しております。しかし、予断を許さぬ大学教育の多様化という
現状の中で、このような取り組みも今や必要不可欠なものにな
りつつあると信じます。� （奈良　堂史）
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今、教学マネジメントの確立が求められています。教学マネジメントに対する理解が、本年度に予定されている、本
学が育成を目指す人材像に適合する学位授与方針等の再策定に繋がると思っています。� （長井　正夫）

表　前年度からの主な変更点
基礎学力育成講座（2013年度まで） 大学生基礎力養成講座（2014年度から）

受講対象者の抽出 オリエンテーション時のテストにより抽出 CD入門（第3回）の中で実施する
「自己発見レポート」の中でテストを受験

開講日 各キャンパスとも土曜日に開講 平日開講（曜日・時限は各キャンパスで異なる）
講座の回数 全10回 全10回（CD入門内で実施する確認テストを含む）
構成 講義（2時限分）＋TAアワー 講義回（1時限分）＋自学自習回（隔週で開催）
クラス編成 キャンパス別・学部別にクラス指定 初回を除き、どのクラスでも受講可
テキスト 「補習」中心の内容 「補習」＋「就職対策」を含む内容
学習成果の確認 最終回に「基礎学力確認テスト」を実施 CD入門内で「大学生基礎力確認テスト」を実施
成績評価 正課には含まれない CD入門の成績評価に15%反映
自学自習の促進 毎回の講義後にTAアワーを開催 自学自習回を設け、学習サポーターを配置

学習サポート TAアワー内でのサポート 全ての回に、教員・職員・学生からなる「学習サポーター」が参加
出席不振者には「声かけサポーター」が受講推奨

受講対象外の学生 参加の必要なし 過去問を配布し、自学自習回に参加可とする

欠席者対策 基礎ゼミ等でのアドバイジング 基礎ゼミ等に加え、CD入門でもアドバイジングを行うとともに
「声かけサポーター」を募集
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FD推進　部会長報告
� 奥　聡一郎　（建築・環境学部教授）

前年度のFD推進部会では、「公開授業」「授業改善アンケート」
を中心に、改善案を議論し、最近の動向を踏まえた実効性のあ
る改善策の提案をしてきました。その他の継続的課題として、
関東学院大学としてのFDの定義、授業TIPS集の作成、学生
FDスタッフ、FDキャラクターの制定、新任者研修のプログラ
ムの開発などがあげられますが、やはり恒常的なFD、SD関係
のイベントや講習会のプログラムをつくりあげていくことも大
きな課題です。
中でも右記の「高等教育セミナー」は、関東学院大学のFD活
動を振り返り、学部のFD活動と全学レベルでのFD活動をつ
なぐいい機会になったと思います。基調講演の池田先生のお話
にあったように、学生の動機付けを高めていくために私たちの
授業をどう改善していくか、絶えず模索し続けていく、そして
情報を共有していくというFDの基本を見直すことができたよ
うに思います。今後もFD推進部会ではさらなるFD活動の充
実をめざして努力を続けていきますので、皆様のご協力ご支援
をお願いいたします。

初年次教育　部会長報告
� 武田　俊哉　（理工学部長・教授）

本部会は、高等学校までの学習を大学での学びに繋げる導入
過程のあり方を検討することを課題としています。
前年度は、基礎学力育成講座の改善を中心に検討を行いまし
た。個々に異なる学習課題に対応するために、学生の自学自習
を重視した講座への再構築が望まれました。学生自身の努力を
促す仕組みがこの講座の成否を左右すると考えられます。その
ために、まず本講座を正規科目であるKGUキャリアデザイン
入門と連結させ、この科目の最終段階で行う大学生基礎力確認
テストの合格を目的とするものとしました。また、課題を提示
しつつ各人の必要に合わせた学習を行う時間を増やし、学生や
教職員が支援するシステムを整えることとしました。
初年次教育における最も重要な課題は、「やればできる」こと、

「できることで自分の可能性が広がる」ことを実感として知って
もらうことにあると思います。改善した大学生基礎力養成講座
がその助けになればと願っている現在です。

キャリア教育　部会長報告
� 鈴木　みゆき　（法学部准教授）

キャリア教育部会では、これまで8回の部会を開催し、主に
インターンシップを通じたキャリア教育のあり方について検討
してきました。ご存じの通り、2015年度から、採用選考活動
の開始が現行の4年生の4月から同8月に変更となるなど、就
職活動の開始時期が後ろ倒しとなります。学生は「就活の短期
決戦」を余儀なくされるわけですが、その上で重要となるのが、
就活に入る前の土台作りです。この土台作りをする上で、イン
ターンシップの果たす役割は非常に大きいと考えます。
しかし、現在のインターンシップにおいては、職業選択の視
野が狭いために、大企業にのみ希望が集中したり、目的意識が
希薄なために「なんとなくのインターンシップ」に終始してしま
う、といった問題が見られます。
これらの問題を改善するべく、キャリア教育部会では、イン
ターンシップの事前研修にあたる科目の新設や、インターンシッ
プの全学共通化を目指した検討を進めています。よりよいイン
ターンシップ経験が、よりよいキャリア選択へとつながってい
くよう、議論を深めていく予定です。

カリキュラムマップ　部会長報告
� 井田　瑞江　（文学部准教授）

カリキュラムマップ部会は、KGU版カリキュラムマップの
作成を目指して、2013年5月から活動を開始しました。
まず、既にホームページ等で公表されている他大学のカリキュ
ラムマップの内容比較を行い、KGU版カリキュラムマップの
素案づくりに着手しました。次に、カリキュラムマップの指標
の検討を行い、本学の各学部のディプロマポリシー（学位授与
方針）に加え、文部科学省が提唱する「学士力」、経済産業省が
提唱する「社会人基礎力」を、カリキュラムマップの指標試案と
して採用することにしました。そして、各学部のディプロマポ
リシーの一覧表を作成し、ディプロマポリシーから「○○力」と
いうキーワードを拾い出す作業を部会メンバーで行いました。
今後は、カリキュラムの全体構造とその意図を学生が理解し
やすいカリキュラムマップの検討、さらに、KGU版カリキュ
ラムマップ作成に向けて各学部のディプロマポリシーの見直し
を行っているところです。

あるリーダーは言いました。『「自分」が何をすべきかでなく、「他人」が何をすべきかについて話すようになったとき、
その企業は終わりである。』　高等研は、自分が何をすべきかを考え実行し続けます。� （眞山　俊介）
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「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
2014年2月26日、高等研主催の第1回「KGU高等教育セミ
ナー」を開催しました。今回は、『「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』と題し、少なくとも
2003年（第1回授業評価アンケート開始）以降、10年にわたる
KGUのFD・教育改善の取り組みについて、皆でreflectionの
機会を得ることをねらいとし、小田原キャンパスにも同時中継
を実施しました。来場者数は134名でした。
本セミナーでは全体を2部構成とし、第1部では、いわゆる
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（名城大学元副学長・教授）に基調講演をお願いしまし
た。先生の『成長するティップス先生』（共著・玉川大学出版部・
2001年）は、大学教育の改善という課題に自覚的な教職員が一
度は手に取る現代の古典ですが、今回は、先生ご自身の内省と
振り返りという極めて不躾な企画案にご賛同・ご快諾を賜り、
誤解や挫折を恐れぬ実践の姿勢、革新を担う覚悟を、まさに身
をもってお示しいただいたものと感謝しています。
続く第2部では、KGUを構成する全7学部よりパネリストを
迎え、それぞれのFacultyにおいて組織的・主体的に取り組ま
れてきたFD・教育改善活動の報告と、それを踏まえた議論が
交わされました。本企画の趣意は、KGUがこれまで積み重ね
てきた経験、貴重な学内資源の掘り起こしと知見・課題の共有
化にあり、今やその気になれば何処でも聞ける啓蒙・技術講習
を超えた意義をもつ試みと自負するところです。来場者アンケー
トからは、『学部間で取り組みを共有できるのはよいと思った』
（看護）、『今回のような学部間のFD情報の交換を高等研に担っ
てほしい』（理工）といった意見が寄せられています。指摘の通
りFDは、『各学問分野ごとの特徴にあわせたものでなくては
ならない』（人間環境）わけであり、『振り返るだけでなく、高等
研からこれからの取りくみを提示して議論の場を提供するべき』
（建築・環境）との声に応えるためにも、その基盤となる各学部
の“日常的相互研修”の「自己組織化」こそ益々重要であることは
論じるまでもありません。
我々は研究者です。例え蛸壺外のことでも課題は所与のもの
ではなく、サイエンティストの矜持にかけて主体的に探究され
るべきものと信じます。そして我々教員は、“やらされ感”満載
の学生に直面するやるせなさを誰よりも良く知っています。全
学FDへの取り組みは、教員個々の日々の努力を組織の内外へ
と拡散させ、高等教育の新たな地平を切り拓く営みであること
を確信しています。� （木田　竜太郎）

KGU高等教育セミナーには、学内関係者のみならず、遠くは沖縄からもご来場を賜り、多数の皆様にご参画いただ
きありがとうございました。なお、不参加で当日資料をご希望の方はご一報ください（在庫僅少です）。�（千葉　隆行）

第1回 KGU高等教育セミナー プログラム
『「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
会場：金沢八景キャンパス�Foresight�21（F-302教室）
・13:30～「開会の辞」� 規矩　大義（学長）
・13:40～【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」
� 池田　輝政�氏（名城大学大学院大学・学校づくり研究科長）
・15:00～【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」
パネリスト：�井田　瑞江（文）、吟谷　泰裕（経済）、�

浅野　俊哉（法）、辻森　淳（理工）、�
黒田　泰介（建築・環境）、�
鈴木　公基（人間環境）、坂梨　薫（看護）

コメンテーター：池田　輝政�氏
　　　司会：松下　倫子（高等研次長）

・16:50～「閉会の辞」� 出石　稔（高等研センター長）
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歴史学を専門とする私は、時々、博物館の企画展示などに
もかかわることがあります。生涯学習の場として、小学生か
ら専門家まで様々な人が足を運ぶ博物館は、単にモノを陳列
して、それぞれに簡単な説明文をつけておけば事足りるとい
うところではありません。個々のモノは、全体テーマのもと
につながりを持つように展示されなければなりません。また
それらは、しっかりとした研究に裏打ちされ、かつわかりや
すく示されなければなりません。その準備のために、様々な
研究分野の専門家やスタッフが集まり、共同研究を行います。
異分野の専門家たちは、互いの異なる視点や分析方法に刺激
を受け、議論を重ねながら、自らの設定したテーマについて
理解を深め、企画展のメッセージの軸をどこに置くべきかを
考えていきます。そして、限られた予算やスペースのなか、
そのメッセージを的確に伝えるために、モノを厳選し、それ
らの展示方法についても真剣に検討し工夫します。私は、こ
れと似た努力が、今、大学にも求められているように感じる
のです。
様々な課題に学問研究の手法で向き合う大学教員は、そこ
で得られた情報・知識・メッセージを、論文だけでなく、授
業においても教え伝えるために、大学の教壇に立っていま
す。ですから、大学の授業ももちろん、個々の教員の専門研
究に裏打ちされたものでなければなりません。しかし各授業
のつながりは、これまで、学の体系に基づき自明のものとさ
れてきたように思います。各授業担当者は、カリキュラムを

あまり意識せずに自分の授業に没頭できました。ところがグ
ローバル化の進展と、社会の多様化や摩擦、深刻な環境問題
などの現在的課題を前に、学問の多くには、自らの体系性そ
のものに自問自答する事態が起きています。学問の向き合う
べき課題が変化してきたのです。学生の「質」も変化してきま
した。かつてと違い、社会の成長や明るい未来を実感できな
い時代を生きる若者たちは、先に進むことをためらいがちで
す。入試の多様化とともに学力の多様化も進みました。最近
は、高大連携・地域連携・産官学連携、あるいは「社会人の
学びなおし」の場としての大学の役割も強調されるようになり、
多様化の波が益々強まることが予測されます。私たちも、こ
うした新たな課題と事態を前に、あらためて自らの教育目標、
テーマを明確にし、それを踏まえて各授業のつながりをわか
りやすく結び直す努力が求められています。その上で、個々
の授業に込めたメッセージが学生にしっかりと伝わるように、
授業方法の工夫も行っていかねばなりません。
ところが、こうしたカリキュラムや授業方法とかかわる難
題の多くは、自身の担当科目の専門性を超えたところにあっ
て、教員個々の努力だけで乗り越えられるものではありませ
ん。私たちにも、高等教育についての「共同研究」が必要なの
です。私は「高等研」が、まずは、様々な教職員が交じり合い、
内外の情報や資料をもとにこうした共通の問題を議論し研究
する全学的な「場」となることを期待しています。そこから生
み出される新たな提案は、ある一定の普遍性と有効性を持ち
うるはずだと考えるからです。スタートしたばかりの「高等研」
は、まだまだ経験が不足しています。しかし、日本の多くの
私立大学の事例を参照・検討して立ち上げた「高等研」は、い
ずれこの期待される機能を発揮していくはずです。また私た
ち教職員は、「高等研」をそのように育てていくべきだと思っ
ています。
皆様のご理解とご協力を是非お願いいたします。

「教員が教える」教育から「学生が学ぶ」教育に大学の質的転換が求められていますが、私たちは実際に何をすればよいので
しょうか。この本では学生の主体的な学びを引き出すための様々な取組みや工夫が紹介されています。
学生が毎回の授業で同じ用紙に感想を書き、教員がコメントを記入して返却するシャトルカードは、ミニッツペーパー
15回分を1枚にまとめたものです。学生と一緒に学習教材や検定問題を作成したり、学生の授業運営委員会が教員と一緒
に授業の進め方を考えたり、さらには、学生に新しい授業を企画してもらう取組みも紹介されています。
教育の現場では教員と職員の協力は必須です。この本では教職協働での授業改善や教育改善の事例も紹介されています。学生・
教員・職員の3者で行う大学教育改革の理論と実践がわかる1冊です。� （松下　倫子）

『学生・職員と創る大学教育　大学を変える FD と SD の新発想』
（清水亮・橋本勝�編著，ナカニシヤ出版，2012 年）

●�2014年度「全学FD・SD講習会」は、4月30日（水）�13:00
～16:30開催予定です。詳細はwebで！
●�「大学生基礎力養成講座」を支援する「学習サポーター（教職員）」
を公募予定です。
　開講は＜八景：火6限・金6限、文庫：水5限、小田原：金5限＞
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【特別寄稿】
「高等研」に期待するもの

� 前副学長　　田中　史生
� （経済学部教授）

編集後記
来たる4/30講習会では、要望の多い“教職協働”をテー
マに企画を検討中です。公募予定の大学生基礎力養成講
座「学習サポーター」の試みは、KGUの教職協働の重要
な第一歩でもあります。学部・部署・職位の垣根を越え
た全学スタッフの参画を切に期待しています。


