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2014年度「学院改革推進5カ年計画支援事業」に採択された、�
【関東学院大学（KGU）と学生の“ユニバーシティ・アイデンティティ”�
確立に資する効果的な「自校史教育」プログラムの研究・開発】�
が、現在進行中です。
本事業は、近年多数の国公私立大学で実施されるようになった�

「自校史教育」（あるいは自校教育）について、その教育目的、�
カリキュラム、授業内容、授業形態、施設、評価方法、成果等の�
具体的検討を通じて、本学における効果的な自校史教育�
プログラムの在り方を探求し、かつそれを具体化し、実施することを�
目的とするものです。
自分が学ぶ大学についての知識をほとんど持たずに入学してくる�
学生や、試験の結果として不本意ながら入学に至った学生が増加
する昨今、自大学の教育理念、教育目標、歴史的道程および現在
の状況を学問的・体験的に学ぶ重要性は高まっており、既に主
だった大学の多くが、初年次教育や教養教育において“自校に
関する教育”を実施しています。一般に自校史教育には、大きく�
2つの効果があるといわれます。

【お知らせ】KGU「自校史教育」プログラムの研究・開発について

さらに、高等教育の質保証への要求が高まる中で、自校史の�
研究および教育プログラムの開発は、大学のアカウンタビリティ�
の観点からも欠かせないものとなっています。現実に、大学認証�
評価における指標の第一は例外なく「大学の使命・目的」であり、�
こと“建学の精神”の具現化をレーゾンデートル（存在意義）と�
する私学にとって、その具体的道程の自己点検・評価ともいう�
べき自校史（あるいは大学沿革史）は、当該大学のアイデンティティ�
そのものといっても過言ではありません。
本事業では、全学的共通教育課程内での授業科目「関東学院�

大学の歴史（仮称）」の2017年度新規開設を目指して、最新の�
自校史教育・研究の動向確認、先行する他大学の自校史教育実践�
の調査・分析、本学で自校史教育を行うにあたって活用できる�
資料、教材、施設等に関する検討、それらを踏まえたカリキュラム�
やテキスト等の在り方、授業の内容と形態、評価の方法と成果�
の検証等についての研究・開発を行います。
今年度は、準備段階の基礎研究が実施され、その成果は、�
年度末発行の高等研『年報』にて報告予定です。2015年度は、
学院史資料室、図書館、キリスト教と文化研究所、その他関連
部署との緊密な連携のもと、【KGU「自校史教育」プロジェクト】
（仮称、下図参照）が立ち上げられ、本学の“ユニバーシティ・
アイデンティティ”の確立に資する自校史教育を実現するための�
プログラム研究・開発を進める計画です。皆様のご理解、ご協力を�
お願いするとともに、積極的なご意見、ご参画をお待ちして�
います。
� （木田�竜太郎）
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①自分が学ぶ（あるいは働く）大学への意識を高め、自大学の
今後の在り方を考える作業を通じて、学生（および教職員）が
大学に対する「意識」を共有し、大学全体の活性化が図られる。

②自大学を見つめ直す過程の中で、自分自身への意識を深め、
充実した学生生活を実現するとともに、今後のキャリアプラン
やライフプラン等、個々人の生き方について考える機会を提供
できる（大学で学ぶ意義を考え、学習への積極的姿勢を育む）。
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教育の質的転換とは、学生の主体的な学びを促し、予測困難な時代の中で生き抜いていく力を育むことだ。それは�
学生の幸せにつながる。昨年末の中教審答申の副題も「すべての若者が夢や目標を芽吹かせ、未来に花開かせるために」
である。� （教務課　宮崎�雄吾）

全学版「3つのポリシー」が再策定され、公開されています！

≪お知らせ≫ 中教審「高大接続特別部会」より新たな答申が公表されました （2014年12月22日）
昨年末、中央教育審議会・高大接続特別部会より「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学�

教育、大学入学者選抜の一体的改革について�～すべての若者が夢や目標を芽吹かせ、未来に花開かせるために～（答申）」が�
公開されました（中教審177号）。それに引き続き、本年1月16日には「高大接続改革実行プラン」も公表されています。
今回の答申の注目点は、すでに報道等で知られているように「高等学校基礎学力テスト（仮称）」及び「大学入学希望者学力�
評価テスト（仮称）」の実施へ向けた改革案です。本答申は、高等学校教育において、義務教育までの成果を確実につなぐと�
ともに高等学校教育の質の確保・向上を図ることを目指す一方で、高大接続の視点から、大学にも一体的な改革を迫るもの�
となっています。具体的には、①AP・CP・DPの「一体的策定」と公表の義務化、②APの明確化（入学希望者の評価に使用
する資料や出願要件となる成績の明示など）、③学力の三要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・
協働性」）を踏まえた総合的な評価の実施、などが掲げられています。
現在、再策定中の3ポリシーとも極めて関連の深い内容となっております。文科省ホームページよりご高覧ください。

すでにご承知の通り、本学では2014年10月に全学版の3つの�
ポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、�
ディプロマポリシー、以下適宜「3ポリシー」「AP」「CP」「DP」と
表記する）の再策定を行いました。再策定の契機となったのは、
2013年に行われた第三者機関における認証評価の結果です。
これにおいて、本学は次のような指摘を受けています。（以下、�
「関東学院大学に対する大学評価（認証評価）結果」より一部抜粋。
カッコ内は筆者による）

学位授与方針については、学生に修得させるべき知識・能力を�
見極めることが難しい内容である。教育課程の編成・実施方針�
についても、具体的に捉えにくい内容にとどまっている。各方針�
の内容や要素・構成については、各学部・研究科によって大きく�
異なっており、学位授与方針や教育課程の編成・実施方針�
そのものの考え方に差異があるので、全学的に合意を形成し、�
適切な方針を策定するよう、改善が望まれる（前掲書、3頁）。

（各学部・研究科において）それぞれ求める学生像が明示され
ているのみで、入学にあたって修得しておくべき知識等の内容・
水準が示されていない。（中略）各学部・研究科の理念・目的、
教育目標を踏まえた学生の受け入れ方針を組織的に策定し、�
公表されるよう、改善が望まれる（同、12頁）。

このような指摘を受け、まずは学部・学科の3ポリシー再策定�
の参照基準とすべく、全学版の3ポリシーの素案を「3ポリシー�
再策定検討ワーキンググループ（以下、「WG」と略称する）」に�
おいて作成しました。同WGは、出石稔副学長（法学部教授）を�
座長とする10名の教職員によって構成され、3ヶ月間・全12回�
における議論や検討作業を行い、2014年7月に素案を作成�
しました。その後、当ニューズレター第3号におけるパブリック�
コメントの募集（7月）、上位会議における審議・承認等を経て、�
同年10月1日の大学評議会において最終承認されました。

新たな全学版3ポリシーは、主に次のような考え方を基に�
策定されています。
①�関東学院らしさを3ポリシーの中にも表現する。（キリスト教、�
総合大学、神奈川などのキーワードを盛り込み、大学名を�
見ずとも本学の3ポリシーであることが読み手にわかるように�
する）

②�各々の“第一読者”を意識した内容とする。（APは受験生と�
高校関係者、CPは在学生、DPは企業等の就職先）

③�教育の質的転換（何を学んだかよりも、何ができるか）を�
意識し、学生を主語にするともに、「○○ができる」といった�
アウトカムベースの表現とする。（在学年数や取得単位数、�
資格要件などの外形的要因に偏重しない）

④�学習成果の測定・検証が可能になるような構造とする。� �
（領域分類、箇条書き、1文に1つの行為動詞の原則等）
⑤�各文の表現は、第三者評価の指摘通り「わかりやすい表現」�
を用いるが、必要な学術用語や学外者に馴染みの無い用語�
なども盛り込んで構わない。その場合は、できる限り注を�
つけて説明する。

⑥�DPは、現実的に10代後半～20代前半の若者が、「努力すれば�
到達可能な水準」を意識し、“絵に描いた餅”とならないように�
留意する。

⑦�CPは、文章では難関なため、策定後に「カリキュラムマップ」�
等のツールを用い「見える化」する。

⑧�APは、入試制度との対応関係を意識したものとし、上記の�
記述ルールに従って、平易な内容を心がける。

全学版の3ポリシーは、大学のホームページ上で公開されて�
おります。大学トップページ⇒関東学院大学について⇒理念⇒�
関東学院大学の3つのポリシーから閲覧可＜http://univ.
kanto-gakuin.ac.jp/basic/about/philosophy/three_policy.
html＞。3ポリシーは、本学の教育改革の起点となるものです。
現在、各学部・学科の3ポリシー再策定の最中かと思いますが、�
再策定のご担当者に限らず、すべての学生・教職員の方々に�
ご覧いただき、日々の教育活動の指針の1つとしていただきたい�
と思います。� （奈良�堂史）

基準4　教育内容・方法・成果
（1）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針

基準5　学生の受け入れ
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どんな人になれば良いのかは手本の無い永遠の課題だと思う。でも、あんなことをしたりされたりするのは嫌だなと
思う見本を目にする機会はある。だから、どんな人にはなりたくないかは判る。� （自己点検・評価室　南里�竜生）

第2回�高等教育セミナー
「3ポリシー再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―

日　時：2014年12月3日（水）　16：00～17：50
会　場：金沢八景キャンパス�Foresight�21　F-302教室
講　師：佐藤�浩章氏（大阪大学准教授、全学共通教育推進機構�

教育学習支援部門　教育学習支援セン
ター副センター長）

対　象：全教職員
参加者：67名

≪Program≫
　◆16：00～「開会挨拶・主旨説明」
� 出石�稔（副学長／高等研センター長）
　◆16：05～「講演」� 佐藤�浩章氏�
　◆17：45～「閉会の辞」� 松下�倫子（高等研次長）

司　会：奈良�堂史（高等研研究員）
主　催：関東学院大学�高等教育研究・開発センター

本学における3ポリシーの再策定は、前頁でも触れました�
全学版3ポリシーの再策定を受け、現在は「学部3ポリシーの�
再策定（2015年2月20日〆切）」の段階にあります。高等研では、�
学部ポリシー再策定の参考としていただくべく、第2回高等教育�
セミナーを開催しました。
これまでも、高等研では「一流に学ぶ」をコンセプトに、各々�
のテーマに関して第一人者の先生方をお呼びしてまいりました。�
今回も3ポリシーの策定を起点とする学士課程教育の体系化�
（内部質保証システムの確立）というテーマに関する第一人者で�
あり、「日本最初のファカルティ・ディベロッパー」として我が国�
の高等教育界をリードする佐藤浩章氏（大阪大学）にお越し�
いただきました（写真）。1時間40分にわたる同氏の講演内容を、�
ここで詳細に述べることは紙幅の関係上叶いませんが、要点を�
まとめると、右の（図）に示される「5つのステップ」を踏むことで、�
内部質保証の体系化を図るというのが、その主旨です。
まず第1ステップは、「目指すべき人材像の策定」です。国公立�
大学の場合は、この第1ステップから策定し、私立大学の場合�
は、建学の精神や校訓等に表現される人間像からDPの基と�
なるキーワードを抜き出す作業となります。
第2ステップは、「DPの策定」です。第1ステップの「目指す�
べき人材像」を二十歳代前半がほとんどである卒業生が現実的
に到達可能な水準へ「引き下げ」、学位授与の最低基準を示すの
がこのステップの作業になります。
第3ステップは、「APの策定」です。DPに示された水準まで�
4年間の学士課程教育で引き上げることが可能であり、当該�
大学の求める知識・能力や素養をもつ入学者の姿を示すのが、�
このステップの作業となります。

第4ステップは、「CPの策定」です。APに示された学生を�
DPの水準まで引き上げるための戦略を示すのがこのステップ
になります。なお、CPは文章の場合、難解かつ長文となるため、�
文章に加え、DPと各授業との関係性を示す「カリキュラムマップ」、�
教育課程の体系性や授業間の有機的なつながり、履修の順序性
を示す「カリキュラム・フローチャート」や「ナンバリング」など
のツールを用いて表現する必要があります。
最後の第5ステップは「カリキュラム評価手法の策定」で、これ

には従来の筆記試験やレポートといった直接評価に加え、学生
調査のような間接評価の手法を組み合わせながら学習成果を測定・
評価し、PDCAサイクルにつなげていくプロセスになります。
同氏は、前任校の愛媛大学を始めとする豊富な事例とご自身�

の経験をもとに、非常に論理的かつ丁寧にお話くださいました。�
また、講演の中では、参加者自身が所属する学部や学科の現行�
ポリシーを、同氏が提示した「チェック・ポイント」を使って�
点検し、改善点を発表したり、同学部の教員同士による意見�
交換ワークを行ったりと、まさに能動的学修（アクティブ・�
ラーニング）の場となりました。
当日の受講者アンケートでは、「方法・手順が良くわかった」�

「学部ポリシーやカリキュラムマップを作成する際のヒントを�
もらえた」などのコメントをいだだきました。また、高等研にて�
集計した結果、参加者の87％の方が「大変参考になった」、�
97％の方が「新たな知見が得られた」と回答しています。高等研�
では、引き続き本学における教育の質保証体制の確立に向けて、�
各種セミナー等を企画してまいります。皆様の積極的なご参加�
をお待ちしております。� （奈良�堂史）

（写真）佐藤 浩章氏

（図）学士課程教育の体系化に向けた 5 つのステップ

（出所）  佐藤 浩章（2010）「学士課程体系化のステップ」  
進研アド『Between』2010 年春号（通巻 233 号）46 頁より引用
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第 3回 KGU高等教育セミナーを開催します！

高等教育機関で働く職員の役割を再考する
―SD活動は研修だけではない !?―

■日時：2015 年 3 月 12 日（木）　14 時 30 分～16 時 30 分
■会場：5 号館 101 ホール（金沢八景キャンパス 5 号館 1 階）

【開催主旨】
　本学職員は「SD」をどのように捉え、どのように実践しているのか。
　高等教育機関で働く職員の意義とは何か、大学経営と教学改革に携わる職員に必要な能力は何か。本セミナーを開催
するにあたり実施した、「関東学院職員アンケート」の結果を踏まえ、高等教育機関に求められる「SD」活動について主
体的に考える契機としたい。

告知

2014年12月に実施しました「関東学院職員アンケート」に
ご協力いただきありがとうございました。
本アンケートを実施するにあたり、SD推進部会では�

「アンケートの回答率をあげ、関東学院に勤める全職員に�
対して「SD」に関するご意見を聞くこと」を念頭に、度重なる
協議の結果、選択12設問と記述4設問に厳選しアンケート
を作成しました。
今回、本アンケートにご回答いただいたこと自体がSD活動�

であり、所属や立場は異なりますが、様々な問題意識と大きな�
危機感がある事を強く感じました。
そこで、アンケート実施時にもお伝えしておりますとおり
2015年3月に予定されている「第3回KGU高等教育セミナー」
を、皆さまからいただいたご意見をもとに「SD」をメインテーマ
として開催いたします。
これまでの職員研修とは異なる、新たなSDの取り組みと
なりますのでご期待ください！�

「関東学院職員アンケート」への思い
情報科学センター運用課　　荒井 修二

SD（スタッフ・ディベロップメント）は、「職員の職能開発」
と頻繁に訳され、SD推進部会としても、私たち職員の更なる�
能力向上のために何をすべきかを考えてきました。一方で、
職員研修委員会は学院全体の課題としてSDを取り入れており、
提案・企画力、課題解決力などの技術を訓練する取り組みは、
毎年の職員研修において印象に強いところです。当然のこと
ながら、私たちは職員研修委員会のSD活動とは区別した�
活動をしなければ意味がありません。
そこで、部会立ち上げから「SD推進部会が定義するSDとは
何か」について集中的に議論を重ね、SD推進部会が主動する
SDは「研修で習得した技術を具体的な活動に落とし込む取り
組み」であり「高等教育機関ならではの学生の成長に関わる�
ことを念頭においた取り組み」との見解に至りました。
私たちが備える力を具体的に発揮する機会、日々思うことを�
打ち明け共有する機会、学院で学び成長していく学生たちに
寄与する場となること、これらがSD推進部会の目指すSD
活動と思っています。

SD活動とは
総務部人事課　　清水 歩

SD（スタッフ・ディベロップメント）について改めて考えなくても、自分たち自身のことなのだから、普段の業務の中で
自然と意識しているはずであり、わざわざ考える機会など必要なのだろうか？　SD推進部会に参加した当初、実は今でも
少しそのように思うことがあります。
しかし、過日実施したアンケートに多くの職員から多様な意見が寄せられたことを考えても、職員それぞれがSDについて�
どのような考えを持っているのか、それを共有する機会はあった方がよいと思います。
SDという言葉の範囲はとても広いものです。その中でSD推進部会としては「職員として学生の成長に関わっていくこと」

という一つのテーマに至りましたが、春に予定されているKGU高等教育セミナーではどんな意見が出るでしょうか？�
初めての試みという点だけでも、セミナー開催の意義は大きいと思っています。

第3回KGU高等教育セミナーを開催する意義� 教務第二課　　川出 道紀


