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2013年の看護学部新設、理工学部、建築・環境学部への 

改組を皮切りに、2015年4月には国際文化学部、社会学部、

栄養学部、教育学部がスタートします。2016年には人間共生

学部が誕生し、2017年には法学部が八景キャンパスに移転 

する計画も進んでいます。法学部、経済学部の将来構想も検討

が始まっており、この数年間で学部組織は大きく様変わりする

ことになります。

動機と経緯はそれぞれとしても、学部改組・再編の最大の 

メリットは、教育システムの抜本的な見直しです。長い年月を

かけて改良・改善を繰り返し、練り上げられたシステムを大切

にしつつも、「今、一番大切なことは何か」という原点に立ち返って、

一つひとつの事柄を見直すことが出来る絶好の機会です。大きく

変化する社会とそのニーズに対応し続けることは重要なこと 

ですが、一方で、関東学院に何が求められ、我々の教育資源を

最大限に活かすにはどうすればよいか、特に教育においては 

「地に足が着いた改革」が求められています。既に改組した学部も、

完成年度まで変えられないのではなく、そこに向けてまさに改良、

完成させてゆく機会が与えられています。

先ごろ、大学では3つ（アドミッション、カリキュラム、 

ディプロマ）のポリシーを決めました。現在は、各学部、学科等

におけるポリシーの検討が行われています。どのような学生を

受け入れ、どのような人材に育てるのか、言葉や文字にすると

少し抽象的になりますが、「そのためにどのような教育を行う

のか」というカリキュラムポリシーは、決して抽象的な目標 

ではなく具体的な方策であり、その具体像は、私たちの頭の中

で常に組み立てられているべきことです。受け入れた学生を 

満足させ、自信を持たせて社会に送り出すには、社会人力や 

コミュニケーション力といったスキルだけではなく、本当の 

意味での教養と知識を主体的に身に付けさせることが重要です。

選択肢を数多く用意し自由に選ばせるのではなく、厳選された

科目群の中から一つひとつの科目の目的と期待する結果を明示

して、そのうえで選択させることは、学生の主体性を損なうもの

ではありません。本学の学生として学んで欲しいことは何か、

学部として、学科として学んで欲しいことは何かを追求し、 

その過程ではなく成果に責任を持つ教育を目指せば、自ずから

関東学院ならではの教育体系が出来上がるのではないでしょうか。

このような意識の積み重ねが、学生の満足度だけでなく、地域

や社会からの信頼にも結びつくのだと確信しています。こうした

目的に向け、具体的な施策を検討、提案、実施してゆくことも、

高等研の大きな役割であると期待しています。

現在、10年後の関東学院の姿を描く「未来ビジョン」の策定

が進められています。環境、施設・設備といったハード面での

「あるべき姿」「ありたい姿」に加えて、教育に関するビジョンに

ついても議論を重ねてゆくことになります。教職員個々の教育力

の向上は当然のこととして、どの大学もが努力を続けてゆく 

なかで、10年後も、それ以降も、本学唯一と誇れる教育が 

あるなら、それは本学の建学の精神を具現化、具体化する教育

に他なりません。それは決して校訓にある「人」や「奉仕」という

キーワードで括られる科目だけを指すのではなく、「関東学院

にしかできない教育内容」が考え抜かれて設けられた科目群と

教育システムであり、どの学部、どの学科に属していようとも、

「関東学院に入学すれば、この教育が受けられる」というものを

確立することが重要であると考えています。そのために全学で

意識をあわせる作業も大切になってきます。

【巻頭言】

関東学院ならではの教育
� 学　長　　規矩　大義
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KGUはどのような「学士」を育てるか
2014 年度 全学 FD・SD フォーラム

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

2014年9月3日、関東学院大学全学教員研修会の一環として、
高等研主催第2回「全学FD・SDフォーラム」を開催しました。
今年は、［KGUにおける「学士課程教育」再構築に向けて］という 
研修会の全体テーマを踏まえて、『KGUはどのような「学士」を
育てるか』と題し、3つのプログラムを用意しました。来場者数 
は204名（教員148名、職員56名）、さらに今回は、横浜地域
近隣の総合大学として今後のFD連携を模索中の横浜国立大学 

（大学教育総合センター）および神奈川大学（教育支援センター）
教職員各位のご来場を賜り、実りの多い時間を共有することが
できました。
「学位授与機関」「学士課程教育機関」としてのKGUのユニバー

シティ・ポリシー再考―という極めて重厚なテーマに関する
基調講演をお願いした羽田貴史先生は、高等教育のメッカ・ 
広島大学高等教育研究開発センターにおいて、現在の大学改革
の基盤をなす数多のプロジェクト・COEプログラム研究を 
手掛けられ、現職においても、大学教育支援センター長・学際
融合教育推進センター長・キャリア支援センター長を兼務され
るなど、実践の場でも豊富な経験をお持ちの第一人者です。

入学者の大半が18 ‒19歳という、“青年期教育”の担い手と 
しての役割をも課される日本の大学の現状を踏まえて、単なる
会社人ではなく「社会人」を育てること（＝育てる人間の全体像
の共有）、知識構造を作り替える“学習者”の「主体的探究」を基礎 
に置くこと、研究の成果を教育するのではなく次の世代に伝える 
価値のある研究をすること、教職及び学生が共に協働し全体的
視野を獲得すること等、日本と世界の学士課程教育の課題と 
論点を、簡潔かつ明瞭に説かれた先生のお話は、実に多くの 
示唆に富むものではなかったでしょうか。

シンポジウムでは、規矩学長、小山副学長はじめKGUのトップ 
マネジメントを担うキーパーソンが登壇、「3ポリシー」の再策定 
に関する課題と併せて、KGUが養成する「学士」の姿・在り方
について、全学的な議論の場を設ける形となりました。これら
企画の全体趣旨は、［【学士】とは何か？］という根本的な命題を、
学士課程教育機関たる大学の禄を食む我々一人ひとりが、今 
一度、自らの生き方在り方にストレートに関わる課題として捉え
直し、教職の立場や学問領域の違い等を乗り越えて、［我々が
育てる人間の全体像の共有］を目指すことにあり、単なる傍観者 
ではない“当事者”としての「主体的探究」を基礎に置く取り組み
を、今後も心掛けて行きたく考えます。 （木田 竜太郎）

SD は「Staff Development」の略称ですが、SD 推進部会の活動を通し「Student Development」の意味もあることを
実感しています。KGU ならではの「SD」を実現できるよう、部会の活動に取り組んでいきます。 （IR 推進室　濱田 清華）

第2回�全学FD・SDフォーラム
KGUはどのような「学士」を育てるか

日時：2014年9月3日（水） 14:00～17:30
会場：金沢八景キャンパス Foresight21 F-302教室　
・14:15～「3ポリシー再策定検討ワーキングについて」 
 出石 稔（副学長）
・14:45～【基調講演】
　「学士課程教育の課題―日本と世界の現在」

 羽田 貴史 氏（東北大学教授）
・16:00～【シンポジウム】
　「≪よき学生≫とは誰か？―KGUが目指す“学士像”」

パネリスト： 規矩 大義（学長）
 小山 嚴也（副学長）
 目黒 清孝（事務局長）

ゲスト・コメンテーター： 羽田 貴史 氏
司会： 出石 稔（高等研センター長）

・17:25～「閉会の辞」 松下 倫子（高等研次長）
主催：関東学院大学 高等教育研究・開発センター

Program
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「年報」への投稿は ▷▷▶kotoken＠kanto-gakuin.ac.jp

新卒 1 年目の新任職員として日々業務に励みながら、教務課員・SD 推進部会員として、校訓「人になれ 奉仕せよ」
を体現する学生を育て、如何に社会に貢献するかを模索しています！ （教務課　佐野 敬介）

FDその他に関する各学部の取り組みについてご紹介します

『高等教育研究・開発センター 年報』
創刊号の原稿を募集します！

学内外の優れた教育実践の事例および学術研究の成果等を
周知・共有化するため、『年報』を発行します。

本学の教員・職員・非常勤、各位の積極的なご投稿、
外部有識者のご寄稿・ご推薦をお待ちしています。

［投稿要領（略）］
（1）�書式は、A4版用紙を縦位置、横書きで使用し、

ワープロ（PC）で作成する。
（2）��分量は、40字×30行を1頁とし、研究論文は15頁

以内、実践報告は10頁以内、文献紹介等は1頁以内
とする。（図表、注および参考文献等を含む。）

（3）��図表は、本文中の適切な箇所に自らレイアウトして
記載する。

（4）��注および参考文献等は、原稿末尾に一括して記載する。
※投稿締切：2015年1月31日、下記メール宛・添付。
※採否は、高等研センター員会議の審議により決定。
　（詳細は高等研までお気軽にお問い合わせ下さい！）

告知

人間環境学部　教員研修会

「学生の主体性を引き出す授業実践」
講師：杉原 真晃 氏（聖心女子大学 准教授）
日時：2014年9月10日（水）　14:00～16:00
会場：室の木キャンパス E1号館 大会議室

看護学部　FD研修会

「教育向上のために―プレゼン力が授業を変える！」
講師：大島 武 氏（東京工芸大学 教授）
日時：2014年7月12日（土）　13:00～14:30
会場：室の木キャンパス E6号館 107教室

経済学部　研修教授会

日時：2014年9月2日（火）　10:00～16:00
会場：金沢八景キャンパス Foresight21 大会議室
1．「新卒採用活動の過去と今―大学生と企業の変化」
2．「入学定員の削減と教育・研究活動への影響について」
3．「経済学部が競争力を高めるための改革試案
 ―教育研究活動の見える化に向けて」
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授業改善とかFDとかいわれても、何をしてよいのか、 
いまひとつピンとこなかった昨年、初めて参加した大学教育
学会の企業ブースで『学生と楽しむ大学教育―大学の学び
を本物にするFDを求めて』（清水亮・橋本勝 編著、ナカニシヤ 
出版、2013年）と巡り合い、「橋本メソッド」と「シャトルカード」
の存在を知りました。
「橋本メソッド」では、「多人数の受講生が競争原理とゲーム 

感覚に誘導されて、全体で白熱した議論を行い」、教員は 
「サポート役に徹する」と説明があります（前掲書、p.283）。
①教員が発表した10テーマ程度の課題に、学生が3～4名
ずつのグループで応募して、調べてまとめる。②提出された
レポートから教員が選抜したグループで発表し、受講生が 
質問をする、という構造のようです。

学生が生き生きと、授業に積極的に参加している光景が 
写真で紹介されていて、なんだか不思議な感じがしたものの、
具体的にどうすればよいのか、書籍の情報だけではわからない 
部分が多かったのも事実。でも、まあとりあえずやってみるか 

（遠州弁では「やらまいか」）と思い、今年の春学期、担当の 
講義科目（現代コミュニケーション学科専門科目、1～4年、
108名履修、常時80～90名程度出席）でquasi橋本メソッド
ともいうべき手法を導入してみました。

私の取り入れた方法は、成績評価の中間レポート（全体の
30%）のうち3分の1をグループワーク課題にあてるという
ものです。5月の最初の授業で課題10テーマの発表とレポート 
の作成方法、評価方法（ルーブリック）について説明しました。
すでに公開しているシラバスを変更できないため、授業の冒頭 
20～30分をグループ課題の発表に充てることにして、4回
の授業でグループ発表を行いました。

やってみて驚いたのは、学生の提出したレポートの完成度の
高さです。また、他の中間課題（個人レポート2回）の提出率
70%と71%に対して、グループワークの提出率は83%だった 
のも意外でした。しかし、一方で、質問はほとんど出ず、 
教室が白熱した雰囲気になることはありませんでした。

今年8月、高知大学で行われたSPOD（四国地区大学教職員
能力開発ネットワーク）で、徳島大学の金西計英先生の 

「はじめましょうアクティブラーニング―橋本メソッドの
事例から」のセッションに参加してわかったのは、質問 
ポイント制が重要ということ、さらに、教員は学生の課題 
発表内容に一切口出しをしないということでした。

しかし、それ以上に重要なのは、とりあえずやってみると
いうこと。みなさんも、一度試してはいかがですか？　私も、
来年はもう少し工夫して、再チャレンジしようと思っています。

［本紙 Vol.2で紹介した『学生・職員と創る大学教育― 
大学を変えるFDとSDの新発想』にも、橋本メソッドの詳しい
紹介が掲載されています。是非ご一読ください。］

Topic News

●�上記の「セミナー」は、今後の学部・学科（専攻）別ポリシー 
策定およびカリキュラムマップ等の作成に際し、理論と実務、
双方の疑義に応え得る機会として企画・開催されるものです。
是非ともご参加ください。

編集後記
今号は、全学および各学部研修の模様と実践事例の

紹介など、FD特集号の色彩を帯びたものとなりました。
次号では、3ポリシーとカリキュラムマップ等に関する
特集を予定しています。お楽しみに！

第 2回「KGU高等教育セミナー」を開催！

3 ポリシーの策定の意義と一貫性構築法
―学士課程教育の体系化に向けて―

■講師：佐藤 浩章 氏	 大阪大学	全学教育推進機構教育学習支援部門	准教授
	 （教育学習支援センター	副センター長）

■日時：2014 年 12 月 3 日（水）　16：00 ～ 17：50

　3ポリシーの策定を起点とした学士課程教育の体系化に関する第一人者であり、わが国で初のファカルティー・
ディベロッパーとも称される講演者をお招きし、上記テーマにてご講演いただきます。奮ってご参加ください！

［主な講演内容］
　◇ 3 ポリシー（入学者受入れ方針、教育課程の編成・実施方針、学位授与方針）の策定と検証方法について。
　◇カリキュラムマップをはじめとする具体的なカリキュラム設計の手法について。

告知

やってみました！　橋本メソッド
高等教育研究・開発センター次長　　松下 倫子

事 例 介紹


