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関東学院大学高等教育研究・開発センター

学年暦の抜本的見直しに向けて

2016年度の大学学年暦が10月の学部長会議で決定しました。
基本的には今年度と大きな変更はありません。しかし、この学
年暦が決定するまでは曲折がありました。

現在の学年暦は、定められた学期のなかで、授業回数の確保、
試験期間の確保に加えて、集中講義や語学研修、就職活動やイ
ンターンシップへの配慮、入試日程などのさまざまな制約を受
けているといわざるを得ません。さらに、正課、正課外を問わ
ず大学行事や社会貢献活動などが活発になるにつれて、学年暦
の策定・運用は年々難しくなってきており、祝日の多くを授業
日に設定せざるを得ないほか、新入生に対して十分なオリエン
テーション期間を設けることが難しかったり、試験が集中した
りするといった問題を常に抱えています。

そこで、学長のリーダーシップの下、教務部において学年暦
の改善の余地がないか検討を行い、本学独自方針を打ち立て、
9月の学部長会議で新たな学年暦の承認を得たところでした。
しかし、講義回数と授業時間、試験実施方法など、解決すべき
課題が残り、各学部より運営上の問題の指摘もなされたことか
ら、従来型の学年暦に戻すという結果となりました。

一方、この結果は、学年暦の課題について先送りしたに過ぎ
ません。ことの本質は、教育の質を保証しつつも、学生の教育

効果がより一層高まり、課外活動や社会活動の時間や他大学と
の交流機会なども確保することができ、教職員にとっても負担
感が少なく、教育・研究に十分な時間を費やすことの出来る学
年暦（授業カレンダー）を実現することができるかどうかという
ことです。

そこで、このたび、学部長会議の議を経て、「学年暦の見直
しに関するワーキンググループ」を設置しました。このWGの
使命は、抜本的な学年暦改革を学長に提案することです。

WGで検討するに当たって、学長からは、①2017年度から
の学年暦（授業カレンダー）を検討する、②出来る限り祝日を授
業日としない、③春学期のオリエンテーションに十分な時間を
確保する、④休業明けの授業開始日について地方出身学生の移
動（帰省・帰学）時における交通機関の繁忙期について配慮する、
⑤地方出身の学生が地元の成人式に参加できる環境を確保する、
といった事項が示された上で、（1）緩やかなクォーター制の模
索や、（2）授業回数（15回）、授業時間（90分）などの全ての前提
を排除した検討が求められています。
「未来ビジョン」とも重なる取り組みとなりますが、固定観念

を排し、制約のない議論を重ね、抜本的な学年暦の見直しを提
案できるようにしたいと考えています。

金沢八景キャンパス5号館1階にて、Glocal Area51のオー
プニングセレモニーが開催されました。当日は学長、各学
部長をはじめとし、本学卒業生であり、先ごろ本学と包括
協定を締結した葉山町の山梨崇仁町長をお招きし、懇親会
では学生も打ち解けての会となりました（左写真）。Glocal 

Areaは学生の皆さんがGlobal（国際的）な視点でLocal（地
域）に貢献・活躍できる場として開設しました。様々な交
流やイベント、ゼミ発表、休憩場所など自由に利用できる
多目的なスペースです。積極的な利用をお待ちしています。

学年暦の見直しに関するWG座長　副学長　出石　稔

Glocal Area51がオープンしました！（2015.11.4）

【Top News】
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第5回　KGU高等教育セミナー　高大接続を考える ―魅力ある大学に必要なSD活動とは―

2015年度　第5回　KGU高等教育セミナープログラム　（抜粋）
開催日　2015年8月19日（水）
時　間　14：00〜17：00
場　所　金沢八景キャンパス　5号館1階101ホール、 
 第5会議室
1．各校挨拶（14：00〜14：10）
　森下　　信氏　（横浜国立大学　理事、副学長）
　齊藤　隆弘氏　（ 神奈川大学　副学長、教育支援センター

所長）
　出石　　稔　　（ 関東学院大学　副学長、高等教育研究・

開発センター長）
2.パネルディスカッション（14：10〜15：00）
　パネリスト：岸　信治氏（横浜国立大学教務課長）
　　　　　　　旭　　馨氏（  神奈川大学教育支援センター

次長）
　　　　　　　安田智宏　（関東学院大学広報室長）
　司　　　会：千葉隆行　（関東学院大学高等教育研究・
　　　　　　　　　　　　 開発センター企画課長）
3．グループディスカッション（15：20〜16：20）
4．グループ発表（16：20〜16：50）
5．閉会挨拶（16：50〜17：00）
　水越　茂（関東学院大学事務局次長（教学担当））
6．情報交換会（17：30〜19：00）

　Glocal Area 51　（5号館1階）

2015年8月19日（水）、第5回KGU高等教育セミナー「高大接
続を考える―魅力ある大学に必要なSD活動とは―」を金沢八
景キャンパス5号館1階101ホールにて開催しました。横浜国
立大学、神奈川大学、本学はFD・SDに関する3大学連携を昨
年度より開始しており、今回は本学を会場に2大学をお招きし
ての企画開催となりました。

冒頭は各大学副学長の挨拶ではじまりました。森下信副学長
（横浜国立大学）からは、ぜひ次回は高校の教員も交えてこのよ
うな取り組みを、とのお話がありました。齊藤隆弘副学長（神
奈川大学）からは三大学連携の経緯について、出石稔副学長（本
学）からは、今回のセミナーが本学の第十回Kotoken Coffee 
Hourも兼ねているということについて説明がありました。

続くパネルディスカッションでは、後半のグループディスカッ
ションの話題提供という意味も兼ねて、高大接続に関する各大
学の取り組み報告がなされました。

旭馨氏（神奈川大学）からは、学内で行われた過去のセミナー
や、近隣の住民を招いての勉強会の様子についての報告があり、
現在の高校生が大学入学へのイメージを持つ一方、入学後のビ
ジョンに乏しいことや、大学が「開かれる」ことの必要性につい
て言及がありました。安田智宏広報室長（本学）からは「大学の
魅力」についての話がありました。入学してくる高校生たちが
持つ漠然としたイメージを、いかにして社会が求めている人材
像に変えていくか、ということへの問いかけがなされました。

岸信治氏（横浜国立大学）は、3大学の中でも唯一の国立大学と
しての立場からお話がありました。教員養成大学としての使命
についても触れ、授業だけに限らずキャンパス全体で学士課程
を支援することの大切さについてのお話でした。

質疑応答では高校生と大学側とのギャップについて話が及び、
フロアからは大学の魅力を伝えることだけに特化せず、高校生
が大学、更にはその先で何をしたいのか、をフォローしてやる
必要があるのではないかとの指摘がありました。

セミナー
の後半は場
所を移し、
パネルディ
スカッショ
ンです。掲
げられた2
つ の テ ー
マ、①職員
につくれる

「大学の魅力」とは？②魅力ある大学で、職員が果たすべき役割
とは？について6つのグループに分かれ、討議ののち、グルー
プ発表に入りました。1つ目のテーマでは、あるグループから
大学の魅力を伝えるには具体性、シンプルさが必要であること
への指摘があり、その大学の魅力と就職率が必ずしも一致する
わけではない、ということを挙げたグループもありました。そ
れらの意見が出た背景には、大学の価値パターンを限定するこ
となく、多様性を認めることが重要になったこと、一方で学習
支援などの細かな目配りが求められるようになったことが挙げ
られます。

続く 2 つ
目のテーマ
では、学生
を自発的に
させるきっ
かけづくり
が求められ
ていること
が意見とし
て挙げられ
ました。そのためには学生に対する適度な干渉も必要であると
いえ、様々な職員との接点を学生たちに持たせることによって、
経験を積ませるということ、学生が接する身近な社会人として
の役割を担うことの重要さが語られました。

その後の情報交換会でも話題は尽きず、セミナーで話し足り
なかった内容について会話は弾み、盛況のうちに終了となりま
した。ご参加いただきました3大学の皆様、ありがとうござい
ました。今後も3大学間の連携がますます強まることを願って
やみません。 （山田昭子）

（写真）パネルディスカッションの様子

（写真）グループディスカッションの様子

【Event Report 1】
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2015年度　全学FD・SDフォーラム
　『アクティブラーニングの実質化に向けて』

開催日　2015年9月2日（水）
時　間　15：00〜17：00
場　所　金沢八景キャンパス フォーサイト21 F302教室
講演・ワークショップ
　講　師：川那部 隆司 氏
　　　　　（立命館大学 教育開発推進機構 准教授）
　司　会：杉原 亨（高等教育研究・開発センター専任講師）

2015年9月2日（水）、全学教員研修会のプログラムの1つと
して、全学FD・SDフォーラムを開催しました。今回のフォー
ラムでは、国からの様々な答申を踏まえて、大学の教育現場だ
けでなく、高等学校以下でも意欲的な取り組みが数多く報告さ
れているアクティブラーニングをテーマに取り上げました。

このような背景を踏まえて、本学同様に多数の学部を有する
大学の現場で、教学施策の立案・運営などに取り組んでいる川
那部隆司 先生（立命館大学 教育開発推進機構 准教授）を招聘し、

「アクティブラーニングの実質化に向けて」について講演及びワー
クショップを開催しました。

（写真）川那部先生の講演

講演では、アクティブラーニングの定義に関して、現在の諸
説を紹介しつつ、大枠で「“聴く”あるいは“聴いて考える”以外
の活動のある学習のこと」ということを伝え、“聴く”以外の学
習活 動 として、デ ィス カッ ショ ンや PBL（Project-Based 
Learning 課題解決型学習）を示しました。

次に、現場からのアクティブラーニングの実践事例として、
教員と学生との双方向性を高め、コミュニケーションを促進す
るために、学生が授業終了時に意見や疑問・感想などを書く手
法（大福帳、授業通信など）を紹介しました。また、川那部先生
のオリジナルメソッド「Kノート」について説明し、特徴として、
授業に対する意見・質問などの記入欄に加え、授業外での学習
成果（自主学習）の記入欄を設けることで、学生が資料や文献に
あたり、調べたことや新たにわかったことを記録できることや、
毎回の提出ではなく、複数回の授業（3〜4回）に1回提出を求
めることなどを挙げていました。

（写真）全体の様子

アクティブラーニングの評価方法について、ルーブリック
（rubric）に注目しており、ルーブリックについて2つの特徴に
触れた上で（①成果物に求めるものを複数の観点に分け、観点
ごとに到達度の段階的な水準を設け、マトリクスで表現したも
の。②成果物の質的な到達度を量的に点数化してアセスメント
するためのツール）、レポートや研究論文、プロジェクト活動
で活用されることが多いと言及していました。

講演の後、グループワークに移り、4〜5人の教職員でグルー
プになり、2つの課題に取り組み、いくつかのグループの代表
者がグループでまとまった意見を発表しました。
【課題1】学習意欲の差への解決策
（調べ学習の際、グループ間で意欲の差が大きく、一部学生

が調べ学習やプレゼンなども全て行っている状況）
【課題2】議論ができない学生への解決策
（授業時間内に、ペアやグループでのディスカッションの時

間を設けたところ、学生たちは不真面目なわけではないが、活
発な話し合いが行われない）

（写真）グループワークの様子

終了後のアンケートからは、内容面に関して94%参考になっ
た（大いに+やや）という結果が出ていることから、教職員に対
して、アクティブラーニングに関しての理解の深化と推進の一
助となったように考えられます。今後も環境変化し続ける高等
教育の動向を共有しながら、教育現場への貢献ができるよう企
画立案していきたいと思います。 （杉原　亨）

【Event Report 2】
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第6回　高等教育セミナー
「カリキュラムを可視化する方法」
〜マップ、フローチャート、ナンバリング等の一体的理解へ〜
開催日　2015年11月14日（土）
時　間　13：00〜16：30
場　所　  金沢八景キャンパス　フォーサイト21 

10階大会議室
参加者　64名（主催者及び関係者を除く）
1．開会の挨拶・主旨説明（13：00〜13：10）

高等教育研究・開発センター長／副学長 出石　　稔
2．講演・ワークショップ（13：10〜16：20）

大阪大学教育学習支援センター副センター長
　佐藤　浩章氏

3．閉会の挨拶（16：20〜16：30）
教務部長　奥　聡一郎

司　会　  高等教育研究開発センター専任講師
奈良　堂史

1．開催の主旨と狙い 
学内の皆様はすでにご存知の通り、本学では2013年に大学基

準協会による認証評価「関東学院大学に対する大学評価（認証評価）
結果」における指摘を契機として、カリキュラムマップの作成を
検討してまいりました。

カリキュラムマップとは、端的にいえば「学位授与方針（学生
に身に付けさせる能力）と教育課程（カリキュラム）との有機的つ
ながりや関係性を明示した図」のことです。別のいい方をすれば

『文章では複雑かつ難解な「教育課程の編成・実施方針（カリキュ
ラムポリシー）」を可視化・図表化したもの』ということができます。

その役割は多様で、①在学中の学生にとっては、自らが学ぶ
学問の体系性や履修順次性、複数の科目間の関連性や連続性の
理解など、「メタ認知」としての学習効果があるといわれていま
す。一方、②教職員にとっては、カリキュラムの現状と課題を
把握するためのマネジメントツールであるとともに、受験生や
保護者・高校の進路指導者に対するプレゼンに使用するマーケ
ティングツールにもなり得るものです。

今回のセミナーでは、これらの課題に精通する第一人者であ
られる佐藤浩章先
生（大阪大学准教
授）をお迎えし、
本学のカリキュラ
ムマップ作成を進
展すべく、講演と
作業体験型のワー
クショップ（以下、

適宜「WS」と略称する）を開催しました（写真1）。なお、佐藤先
生は、第2回の高等教育セミナー（テーマは「3つのポリシーの
策定」）でもご登壇いただいており、前回と今回（3ポリシーとマッ
プ）の関連性を強調しつつ、WSを展開していただきました。

2．講演・ワークショップの内容 
WSでは、学科（又はコース）ごとにグループとなり、カリキュ

ラムマップの作成が次のような手順で進められました。
①  学科が提供する全科目を宛名ラベル（シール）に印字する（今

回は高等研にて事前準備。参加者諸氏の作業は②〜⑤）。
②授業科目名の入った宛名ラベルを付箋に張る。
③模造紙上に科目を並べる。
④  矢印や囲み、アイコンといった図解表現を用いて関係を図示

する。
⑤  完成後にポスター発表を行い、他学科の教職員からのフィー

ドバックを受ける。
全体を通じて3時間半（うちWSは約2時間）という限られた

時間の中で、全学科が十分なマップを完成できたわけではあり
ませんが、先生方の活発な議論と活き活きとした雰囲気の中、
あっという間に時間が過ぎていきました。各分野の専門家が集
結してカリキュラムを議論するということは、基本的に楽しい
作業であるということを再認識できた瞬間でもありました。多
くの学科で“力作”と呼ぶにふさわしいマップが完成していき
ました（写真2）。

参加者アンケートからも、「カリキュラムを俯瞰する良い機
会となった（理工学部）」「アナログ的な作業が意外と良かった（社
会学部）」「カリキュラムマップ（フローチャート型）の作成手順
が良くわかった。体験を通じて理解できた（法学部）」や「完成年
度以降のカリキュラム改善に向けた課題と方向性がわかった（看
護学部）」といった好意的なご感想をいただきました。一方、入
試前日の土曜日という開催日程については、「もう少し考慮し
てほしい」といったお叱りの声や、「ワークショップの場合、事
前課題の有無も予め告知してほしい」といったご指摘もいただ
きました。今後の企画立案に向けた反省点・改善点とさせてい
ただきます。

また、佐藤先生のWSに対する講評・質疑応答の場面では、「関
東学院大学は（佐藤先生が過去にWSを行った他大学と比較して）
科目の数が多いがゆえに、DPと各科目のつながりや、専門科
目と教養科目の有機的な関連の明示など、積極的にカリキュラ
ムを可視化・図式化するツールを使っていくべきである」との
アドバイスをいただきました。

最後になりますが、当日のワークショップにて使用した「模
造紙」「振り返りメモ」「科目名ラベルシール」「付箋」などは、貴
重な学びの記録として現物・データともにご参加いただいた各

学科の皆様に返却
させていただきま
す。引き続き、カ
リキュラムマップ
の作成・検討に役
立てていただけま
したら幸いです。 
 （奈良堂史）

（写真1）当日の会場内の様子

（写真2）ワークショップ成果物の一例（看護学科）

【Event Report 3】
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2015年度　1年生向けアセスメント「大学生基礎力レポート」結果について（要約版）

学部 全学 経済 法学 人間環境 理工 建築環境 看護 社会 教育学 国際文化 栄養
合計 2,574 695 192 266 469 132 84 196 143 287 105

入試区分

一般 872 301 68 51 181 39 52 35 36 75 32
推薦 960 219 60 110 127 42 27 121 67 139 48
AO 472 109 37 92 79 32 0 23 31 48 20

センター 230 50 25 9 77 18 4 14 7 21 5
留学生 9 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
その他 9 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0

1．アセスメント概要と目的 
実施時期：2015年4月6日（月）、8日（水）　※KGUキャリアデザイン入門　第1回授業内で実施
受検者数：受検者数合計2,574名　※全国受検者数合計84,542名（5月末時点）
目　　的：  （学生）KGUキャリアデザイン入門の教材、自己理解ツールとしての活用／（大学）大学生基礎力養成講座対象者の抽出／

入学生の実態（ニーズやスキル）の把握／FDIR等の基礎データ　など
設問項目：  ①能力的評価（基礎学力、批判的思考力）　②行動的評価（協調的問題解決力） 

③アンケート（期待、学習習慣、進路意識等）

2．結果の要約 
※本アセスメントは設問が多岐に渡るため、今回は「大学の魅力」「学びへの意識」「協調的問題解決力」に絞って掲載します。

①大学の魅力…入学生は何を魅力と感じて入学しているのか、期待はどこにあるのか
※表中の数字は選択率%／全学平均上位6項目ずつを抜粋

（大学全体）
・全国と全学を比較すると「クラブ・サークル活動が盛ん」の回答が高く、15.4%の選択率。
・今年度新設の教育学部と栄養学部は、それぞれ約7割が「資格や免許を取得できる」を選択。資格への期待が強い。
・建築環境学部の「自分が学びたい学問分野を学べる」選択率が非常に高く、74.2%。
・  今年度改組の国際文化学部の30%が「留学や国際交流が盛ん」を選択しており、これは英語文化学科（40.9%）が数字を引き上げ

ている結果。※全学平均としては上位に挙がっていないので表への記載はありません。
（学問内容）

・  全国と全学を比較すると、「専門科目を低学年から学べる」（18.6%・特に経済学部、人間環境学部、理工学部、建築環境学部、
教育学部）、「丁寧に指導してくれる、教員との距離が近い」（14.5%・特に法学部、看護学部、教育学部、栄養学部）が高い結果。

・建築環境学部の「学びの分野に特長がある」の選択率が高く53.0%。
・教育学部と栄養学部の「資格や免許取得支援の充実」の選択率が高く約6割。
・  国際文化学部の「語学教育の充実」の選択率が高く53.3%（特に英文学科62.8%）※全学平均としては上位に挙がっていないので表

への記載はありません。

2015年度受検者数内訳　単位：人

自分が学びたい学問分野が学べる 49.4 49.8 38.6 45.3 47.4 56.1 74.2 51.2 55.1 52.4 55.1 51.4

取りたい資格や免許が取得できる 24.2 26.3 16.0 26.0 19.2 19.0 26.5 35.7 35.7 68.5 22.6 72.4

自宅から通える 12.9 17.8 19.7 16.1 18.4 20.3 8.3 20.2 23.0 7.7 16.4 14.3

クラブ・サークル活動、部活動が盛んである 9.9 15.4 20.6 8.9 19.5 16.4 5.3 8.3 19.4 6.3 15.0 3.8

キャンパス・学生の雰囲気がよい 13.9 14.6 15.3 23.4 19.9 11.7 10.6 21.4 9.2 14.0 8.4 21.9

カリキュラムや学び方に魅力・特色がある 17.6 13.6 14.1 12.5 19.2 11.5 25.0 6.0 11.7 10.5 13.9 5.7

学ぶことができる学問分野・領域に特色がある 39.2 35.9 34.1 27.1 44.0 38.6 53.0 25.0 46.9 21.0 31.0 30.5

資格や免許取得の支援が充実している 28.8 27.2 23.2 20.8 18.4 20.3 24.2 32.1 35.7 58.0 27.5 60.0

専門科目を低学年から学べる 12.5 18.6 17.8 11.5 22.9 23.0 23.5 15.5 15.8 24.5 12.5 15.2

特にない・わからない 17.2 18.6 26.3 16.1 16.5 21.5 13.6 14.3 10.2 8.4 15.3 12.4

教養教育が充実している 18.1 16.6 17.1 15.1 16.5 14.7 13.6 21.4 19.4 27.3 13.9 13.3

専攻やコースなどを入学後にじっくり選ぶことができる 14.7 15.6 16.5 29.2 13.2 19.6 28.0 4.8 11.2 9.8 7.0 4.8

経済 法 人間環境 理工 建築環境 看護 社会 教育 国際文化 栄養全国平均 全学平均

大
学
全
体

学
問
内
容

【KGUキャリアデザイン入門】
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②学びへの意識…大学教育を受ける「構え」はどのような状態なのか、どのような機会提供を行えば学生が成長するのか
※グラフ中の数字は達成率（%）

③協調的問題解決力…社会で求められる「チームで問題を解決する力（経験）」はどの程度備わっているのか
※グラフ中の数字は達成率（%）

・  全学として相対的に高いのが「学び・経験への積極性」。設問としては、「新しいことを学ぶのは楽しい（全学肯定回答率88.0%）」「教
員や仲間の間で積極的に意見を交換したい（全学肯定回答率83.0%）」など。学部としては、看護学部と教育学部が高い。

・  全学として相対的に低いのが「学びの見通し」。設問としては「授業で求められるレベルはクリアできる（全学肯定回答率60.8%）」「卒
業までに何を学んでいくのかイメージできる（全学肯定回答率67.9%）」などで、これは全国平均とも同様の傾向。

・  全学平均と全国平均を比較して、少し差があるのが「挑戦する経験（全学平均達成率54.7）」と「続ける経験（全学平均達成率50.4%）。
設問例は「目標を持ったら実現のための計画を立てた」（全学肯定回答率32.3%）／「苦手なことでも続けられるように工夫をした」（全
学肯定回答率30.3%）。

3．今後に向けて 
右の図は、「大学生基礎力レポート」の開発にご協力いただい

た（株）ベネッセi-キャリアが提唱している「IEEOモデル」とい
うものです。今回の1年生向けアセスメントは、図中の黄色で
示される部分、すなわち「①」にあたるものです。

今後は、本学がすでに行っている各種学生調査やコンピテン
シーテストなどの結果も踏まえつつ、「カリキュラムの中でど
のような機会提供をしていくことが学生の成長につながるのか」

「そのためにはどのような教授法が適切か」といった、図中②で
示されるような具体的な教育改善に向けた議論を、さらに盛り
上げていく必要があると思われます。今回の結果が、そのため
のマイルストーンの1つとなれば幸いです。 （奈良堂史）
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・高校までの学習態度・＜行動＞
・＜高校までの学習成果＞
・入試方法
・現役／既卒
・進学動機
・学習目的・意欲
・学習観・ニーズ
・居住形態
★志望度
★入学理由　など

Input
（入学時の
学生の情報）
【学生】

Outcome/
Output

（学修成果）
【学生】

Engagement
（教育・学習
環境への傾倒）
【学生】

Environment
（教育・学習

環境）
【大学様】

※参考：学修成果に至る過程のデータ「IEEOモデル」

・正課への傾倒（学習
態度、学修行動、方略、
学習時間など）
・準正課教育への傾倒
（留学、インターンシッ
プなど）
・正課外活動への傾倒
（部活動・サークル、
アルバイトなど）　など

・学業成績
（GPA）修得単位
・学習成果（汎用的能力、
成長感など）
・進路（進学、希望職種
など）
・満足度（正課、準正課、
正課外大学生活全般な
ど）　など

・特色あるカリキュラ
ム、制度
・アクティブラーニング
・教育・学習ツール
・自主学習スペース
・ICT環境
・学生・学習支援
・ピアサポート
・キャリア支援　など

① ②

④ ③
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看護学教育におけるFDマザーマップの紹介

「FDマザーマップ」は千葉大学大学院看護学研究科附属看護実
践研究指導センター（看護学教育研究共同利用拠点）の「看護学教
育におけるFDマザーマップの開発と大学間共同活用の促進プロ
ジェクト」によって開発されました。

看護系大学教員に求められる能力を行動レベルで示したマップ
を開発することで、FDの企画・実施・評価に関する大学間の交
流の促進と、看護系大学の人的・物的資源を相互に活用し合う
体制を構築しようとするものです。これを参考に大学独自のマッ
プを作成することが意図されています。

FDマザーマップは、「基盤」「教育」「研究」「社会貢献」「運営」か
ら構成され、それぞれの区分ごとに、看護系大学教員に求められ
る「能力」の要素が示されています。図1に区分の関係性と、区分
に含まれる要素を示しました。

また、FDの対象となる教員の能力については、「レベルⅠ：知る」
「レベルⅡ：自立してできる」「レベルⅢ：支援・指導、拡大して
できる」の3段階になっています。この能力の要素と細目を縦軸に、
能力のレベルを横軸に配置した表で診断し、個人が発達段階の
どこに位置しているか、課題は何かを見極めることができます。
あるいは組織として、所属教員の強み・弱みを把握し、能力向上

のためのFD企画に役立てることもできます。
文字化され様々な活用が期待されるマップですが、限界も指摘

されています。例えば「教育」マップには、看護学教育に特化した
能力のみが示されており、専門分野を問わず大学教員として普遍
的に求められる能力について言及されていません。このような限
界を踏まえつつより有効な活用が現在も検討されています。

看護学部教務主任　平田明美

人間環境学部（4学科）教務主任　鈴木公基

社会貢献
1.社会貢献のあり方
2.看護活動のイノベーション
3.地域貢献

研究
1.研究者マインド
2.研究遂行能力
3.研究マネジメント・調整能力
4.研究発信の意義と理解
5.国際化

基盤
1.看護系大学教員としての基礎力
2.看護専門職としての基礎力

教育
1.教育者マインド
2.カリキュラム編成
3.入学者選抜
4.授業運営
5.臨地実習指導
6.学生支援

運営
1.組織と個人の理解
2.組織文化の創造
3.課題解決に向けた組織マネジメント
4.組織改革時のリーダーシップ・
　フォロワーシップ

図1　看護学教育におけるFDマザーマップ全体構成

人間環境学部・栄養学部・教育学部合同教員研修会（9月9日（水）開催）報告

人間環境学部改組後初めての教員研修会が9月9日（水）の14
時より開催されました。改組に伴って、今年度は「人間環境学部・
栄養学部・教育学部合同教員研修会」という形をとりました。

今年度のテーマは「新入生からの学生ケア〜休退学の予防に
向けた理解と実践」でありました。学生が日々の大学生活を充
実して過ごし、自身の適性と能力を伸張させることは、大学教
育における重要なテーマでありますが、さまざまな要因によっ
て大学生活をうまく送ることができない学生も少なくありませ
ん。このような学生に対しても、適切な支援を提供し、充実し
た学生生活を実現させることは学生サービスの向上という点に
おいてばかりでなく、中途退学及び休学の防止という点におい
ても重要と考え、今回のテーマを設定しました。

研修会では、この問題に詳しい明星大学人文学部心理学科教
授・日本学生相談学会理事の福田憲明先生からご講演をいただ
きました。講演では、学生に対するリスクアセスメントを具体

的な観点から解説していただきました。さらに、充実した学生
生活のためには学生の自立性涵養がキーとなること、大学にで
きる対応の基本は、魅力ある学びのコンテンツおよびプロセス
を提供していくこと、との示唆をいただきました。一人ひとり
の教職員が意識しておくべきキーワードとして「受動passiveか
ら能動active」を提示していただき、教職員の側から出向いて
支援を与えていくことの重要性を指摘していただきました。質
疑・応答では、それぞれの学部・学科の特性に応じた課題が提
示され、それに応じた理解・支援のポイントについて丁寧なご
助言をいただくことができました。

この研修会が、今後、教職員と学生とのよりよい関係性へと
つながり、学生一人ひとりの大学生活が充実へとつながること
を祈っております。最後に、ご講演をいただきました福田先生、
また、ご参加いただきました教職員の皆様にこの場を借りて御
礼申し上げます。

SD推進部会報告
この夏、SD推進部会員三名（荒井・佐野・眞山）は、本学就

職支援センター主催（旭化成アミダス株式会社・神奈川新聞社
共催）の「課題解決型インターンシップ」の社会人トレーナーと
して「学修する学生（一〜三年生約四十名）」を指導しました。
「課題解決型インターンシップ」は、夏期休業期間に行われる

正課外講座で、単位取得はできないため、言わば「やる気のあ
る学生」が集まった形ですが、その中でも積極的に学ぼうとす
る姿勢を周囲にアピールできている学生と、学ぶ姿勢からは積
極性が感じられないが何とかしようともがいている学生に、二
極化していることに気づきました。

【学内におけるFD・SD活動紹介】
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私の授業改善

はじめまして、法学部にてキャリア教育を担当しています道幸
俊也（みちゆきとしや）と申します。普段の授業で実施している取り
組みを2つご紹介いたします。

まず1つは「カタルタ」を活用したロジ
カルシンキングのトレーニングです。毎
回授業の終わりにリフレクションペーパー
にお題を出して、自分の考えや意見をま
とめて書いてもらいます（時間は10分）。
その際、接続詞（順接・逆説など）や副
詞が1枚ずつに表記されている「カタルタ」
から学生の代表に2枚引いてもらい、その言葉を必ず入れて書くと
いう方法を実施しています。どのような言葉が引かれるか、学生
達もドキドキしていますが、引いた代表には恨みっこなしで取り組
んでもらいます。これまではただ「書く」という作業だけにとどまっ
ていましたが、導入後は必死で考えないと論理がつながらないため、
隣と話をしながら等がなくなりました。こちらは今年私が京都大学
の第4期MOSTフェロー（来年3月の第22回大学教育研究フォーラ
ムでは「課外型PBLの成果物を活用した反転授業の試み」について
発表予定）として関わっている「MOS宝」（https://most-keep.jp/

treasure/mostreasure/）にも掲載させていただいています。
次に、アクティブラーニングの方法としてジグソー法やポスター

ツアー法などがありますが、その中でもポスターツアー変則型をご
紹介します。通常のポスターツアーは4人グループなどになり、そ
れぞれ各人に背番号を割り当て、その背番号同士のグループを再
編して、そのグループごとに時計回りに移動し、自分の作成した
ポスター（模造紙に付箋紙を活用して表現）に回ってきたら説明す
るという方法で主体性（発表）やチームワーク（共同作業）を醸成す
る取り組みですが、初学年や若い授業回ですと、学生たちも緊張
感があり、消極的になってしまいます。そこで、通常の方法では
なく元のグループをA班とB班の2つに分けます。各グループのA
班が先に他のグループへ説明を時間内に聴きに自由に回ります。B
班は他のグループのA班が来たら端的に説明をする、という方法
です。通常のポスターツアーは必ず全員が発表するので初期段階
では抵抗感を抱く学生もいますが、まずはこの変則型で慣れても
らい、徐々に本来のポスターツアーへと移行するようにしています。
この変則型でも共同作業によるチームワークを意識させるようにし
ています。以上、2つの取り組みを紹介させていただきました。も
しよろしかったらお試し下さい。

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 2015 年 12 月 10 日発行
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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、高等研の『年報』を
発行しております。本学の教員・職員・非常勤、各位の積極的なご投稿および外部有識者のご寄稿・ご
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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 5 月末日、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！）

『高等教育研究・開発センター 年報』2号の原稿を募集します！告知

「今更気づいたのか」と思われるかもしれませんが、多くの職
員はそのような学生の様子を実際目の当たりにしているでしょ
うか。「誰かがそう言っていた」「今の学生はそういう感じだ」と
他者の意見や感覚で学生をひと括りにしていないでしょうか。

職員は「授業」という学生と常に接する場を持ちませんが、教
員よりも長時間学内にいる場合が多く、学生にとっては「いつ
も居る人」です。積極的な学生は、各窓口や支援室等「いつも居
る」職員のところへ足を運び、色々な話をすることができますが、
消極的な学生はなかなか行動に移せません。

本学は、学院グランドデザイン「教育方針と目標」で『学生一
人ひとりに向き合って、その個性と才能を育みます。』と表明し
ています。SD推進部会では、多くの職員が学生一人ひとりに
向き合いその成長を支援できるよう、これからも積極的に活動
して参ります。

SD推進部会
荒井修二（情報科学センター運用課）
佐野敬介（教務課）
眞山俊介（高等教育研究・開発センター企画課）

法学部　道幸俊也


