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高等教育研究・開発センター

関東学院大学高等教育研究・開発センター

センター長の任を終えて� 前高等教育研究・開発センター長　出石　稔

2013年4月に初代高等教育研究・開発センター長を拝命してから
3年、3月末をもって任期を満了しました。そこで、この3年間の足
跡を確認するとともに、今後の課題・展望を述べてみたいと思います。
まず、実現できたものとして次のような点が挙げられます。いず
れも高等研を中心に紆余曲折を経てまとめられました。
○全学的教学関係
　KGUキャリアデザイン・インターンシップ科目（6科目）の設置／
「KGUかながわ学」（9科目）の開設／初年次教育としてe-ラーニン
グシステム「KANTOれ」の導入
○教育手法等の改善
　3ポリシーの全面見直し（全学・各学部等における再策定）／学
生による授業改善「中間アンケート（任意）」の導入／公開授業の期
間短縮と期間中の授業の原則公開／横浜国大・神奈川大とのFD
連携協定の締結とシンポジウム等の共同開催／SDに関するシン
ポジウムの開催や他大学との交流／新任教職員研修の充実化（延
べ4日間）
その他にも、5号館1階にラーニング・コモンズ「GlocalArea51」

を開設したほか、何より必要性を主張してきた高等研専任教員を3
名配置できたことも加えたいと思います。
一方で、私の任期で積み残した当面の課題としては、（学部の独

自性を尊重した上での）全学的教育の取組として、「キリスト教学」・
「自校史」の全学共通科目化の早期実現、地域志向科目の選択必修
化／クォーター制の導入（8週科目の設置等）などが挙げられます。
さらに、FDの取組として、カリキュラムマップの作成、アクティブラー
ニング・PBL手法の開発・提供・実践的研修の実施、学生による
授業改善アンケートの抜本的見直しなどが挙げられます。
こうした取組により、教育に関する2つのPDCAサイクルを回し
ていくことが不可欠です。つまり、個々の授業改善（小さなサイクル）
とカリキュラム等の教育改革（大きなサイクル）を相互に連関させるこ
とです。そして、これらの教育改善の成果を検証可能にしていくた
めのシステム作りも肝要です。
昨年度策定された「未来ビジョン」（大学・法人編）に掲げられた50

プロジェクト中、教育関係が16プロジェクトを占め、さらに私（教学担
当副学長）がリーダーとなっている12プロジェクトがあります。このな
かには相当に困難を要するものも少なくありません。しかし、10年先
にも関東学院大学が選ばれ、生き残っていくためにも、高等教育機関
として教育面の改革・改善は必須です。奥センター長をリーダーとす
る高等研がその拠り所、よすがとなり、牽引車となることを期待します。
私も、教学の責任者としての任ある間はこれにまい進し、一教員の

立場に戻った後もできることを地道に取り組んでいきたいと思います。

高等教育研究・開発センター長就任にあたって� 高等教育研究・開発センター長　奥聡一郎

今年度4月より、関東学院大学高等教育研究・開発センター長を
拝命しました奥聡一郎と申します。これまでは高等研設立当初から
FD推進部会メンバーとしてFD、SDの企画運営を進める立場でし
たが、昨年度までの2年間は教務部長として学習環境の整備を主と
する全学的な教務事案に取り組んでおりました。今回、センター長
の重責を担うにあたり、学生が心から満足できる大学を目指して、
高等研の本来業務であるFD、SDの推進、カリキュラムの改革と開
発を丁寧に進めていきたいと考えております。
具体的には、授業改善アンケートの見直しに沿って目的や内容・

方法について具体的に提案すること、未来ビジョンでの議論と歩調を
合わせて、全学共通カリキュラムの更なる実質化を進めること、3ポ
リシーやカリキュラムマップ策定の支援、そして教職員に対するFD、
SDへの参画を促すことを課題として考えております。もちろん高等
研は、これ以外にも様々な懸案事項を抱えています。センター所属
の教員、研究員、さらに運営にかかわる職員の方 と々協力しながら、
各学部、教務部、学生生活部と調整し、実効性を検証しながら提案
を実行に移していけるように取り組んでいく所存でおります。今後と
も大学全体のためにもご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

高等研センター次長就任のご挨拶� 高等教育研究・開発センター次長　山本勝造

この度、高等教育研究・開発センター次長に就任致しました山本
と申します。高等研の規程の第2条には、「センターは、全学的な教
育支援体制に係る諸施策の企画及び開発をするとともに、組織的か
つ継続的に教育内容及び教育技法の改善を支援することによって、
本学の教育の充実と発展に寄与することを目的とする」ことが定めら
れています。この組織目標の下、高等研にはいくつかの部会が設け
られており、大学教育上の様々な課題に対する解決策の検討が進め
られています。具体的な検討課題として、学部の枠を超えた共通教
育プログラムの構築、教育の質保証のための全学的な教学マネジメ

ント体制の整備、FD・SD活動の推進などがあげられます。
当然ながら、これらの課題は高等研だけで解決できるものではあ

りません。大学教育に携わる全ての教職員からのご理解とご協力が
不可欠であり、そのためには、大学教育の進むべき方向性を明確に
することと、その方向性を全教職員で共有することが必要であると
考えます。今後、積極的な情報発信と意見集約を図りながら、大学
教育をより充実させるための諸施策を積極的に企画・立案していき
たいと考えています。皆様からのご助力とご鞭撻の程、よろしくお
願い申し上げます。

【Top�News】
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2016年度「新任教職員研修会」がスタートしました。新任以外の在職者の皆様も奮ってご参加ください！
当センターでは、2013年より毎年4月に「全学FD・SD講習会」

と称して、新任教職員向けの研修会を開催してまいりました。過
去の開催時における主な目的は、①大学教育をめぐる環境変化と
現状理解、②本学の教員・職員の枠を超えた同僚（ピア）としての
共体験の2つでした。手前味噌ですが上記2点の目的はそれなり
に達成できたと考えております。しかし、大きな反省点として「新
任者個々の具体的な改善（教員であれば授業改善、職員であれば
業務改善）に十分に繋がっていない」という点が残りました。
そこで、本年度よりこれらを改め、全4日間のプログラム（新任

教員は4日間、新任職員は2日間）とし、個々人の具体的な改善活
動に寄与するような研修を目指してまいります。すでに、4月6日
（水）よりプログラムがスタートしています。既報の通り、新任教
職員の皆様は「参加必須（事前申込不要）」となりますが、在職者の
皆様も参加可能ですので、ご希望の方はご一報ください（事前申
込制）。特定の日のみのご参加や、特定の講座のみのご参加も受
け付けております。お気軽にお問い合わせください。

【在職者の方々の事前申込方法】
各回とも、開催日の2日前までに、「高等教育研究・開発セン
ター」までご連絡をお願いします。
TEL：045-786-7809（内線：61-2933または61-2934）
FAX：045-786-7852
E-Mail：kotoken@kanto-gakuin.ac.jp

プログラム�

◆第1日目：4月6日（水）13：00〜16：20
　集合場所：フォーサイト21　10階「大会議室」

時　　間 テーマ（カッコ内は担当部署）
13：00〜13：05（  5分）開会挨拶・本日の進め方（司会：高等研）
13：05〜13：30（25分）学長講話（学長）
13：30〜14：00（30分）本学FD活動の紹介（高等研）
14：00〜14：30（30分）教務関係案内（教務課）

（休憩15分）

14：45〜15：15（30分）授業支援システムの活用法（情報科学センター）

15：15〜15：45（30分）特別な配慮を必要とする学生への接し方（カウンセリングセンター）

15：45〜16：15（30分）研究倫理教育及びコンプライアンス教育（総合研究推進機構）

16：15〜16：20（  5分）4月27日全学FD・SD講習会案内、閉会挨拶（高等研）

◆第2日目：4月27日（水）11：00〜18：00　
　集合場所：フォーサイト21　10階「大会議室」

時　　間 テーマ（カッコ内はファシリテーター）
11：00〜11：05（  5分）開会挨拶

11：05〜11：20（15分）本日の進め方・学習到達目標の設定・アイスブレーク
11：20〜12：00（40分）高等教育をめぐる現状の理解

ランチ・休憩（60分）

13：00〜15：00（120分）

（FDの部）Active Learningの理解と導入
（SDの部）   「本学の提供する教育を知る」「学

生の動向を知る」「教員の教育活
動を知る」（教務課、IR推進室、
高等研企画課）

（休憩15分）

15：15〜17：15（120分）
（FDの部）  学生の主体的な学びを促す成績

評価とルーブリック
（SDの部）学生の成長支援SD

（休憩15分、SDの部は移動）
17：30〜17：55（25分）学びの振り返りと共有ワーク
17：55〜18：00（  5分）閉会挨拶

◆第3日目：7月6日（水）13：00〜16：30
　集合場所：フォーサイト21　10階「中会議室」

選択必修
（第1部・第2部の中から、
それぞれ1コマを選択）

＜13：00〜13：10　オリエンテーション＞
開会挨拶、本日の主旨説明と流れ

（各教室へ移動、5分）
＜第1部　13：15〜14：45（90分）＞
◆  反転授業を活用したActive Learning実
践講座（中会議室）
◆  ゼミナールにおける指導・運営事例の紹
介（F-701教室）

＜第2部　15：00〜16：30＞
◆  大規模教室における効果的な授業運営と
Active Learning導入（中会議室）

◆  PBLを活用した就業力（ジェネリックスキ
ル）の育成（F-701教室）

◆第4日目：10月5日（水）13：00〜19：00
　集合場所：フォーサイト21　10階「大会議室」

必　　修
（計4時間30分）

＜13：00〜13：10＞
開会挨拶、本日の主旨説明と流れ
＜13：10〜14：40＞
◆  シラバス・ライティング講座――学生の
主体性を喚起する“学習ガイド”の役割を
超えたシラバスの書き方（90分）

（休憩10分）
＜14：50〜17：30＞
◆  グループ形式による模擬授業実践講座
（160分）

（休憩10分）
＜17：30〜17：50＞
◆学びの振り返りと共有ワーク（20分）

参加任意
（60分、参加費不要）

＜18：00〜19：00＞
◆学長を囲む懇談パーティ（修了証授与式）

（奈良堂史）

【学内におけるFD・SD活動紹介】
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3大学（神奈川大学・関東学院大学・横浜国立大学）で「FD活動の連携に関する包括協定」を締結しました！
2014年度より横浜市内の3大学（神奈川大学・関東学院大学・
横浜国立大学）において、FD（FacultyDevelopment）及びSD
（StaffDevelopment）に関する連携がスタートしました。3大学
のセンター組織間の連絡会議をベースに、相互交流を推進して
おりましたが、2015年12月3日（木）に3大学間にて、FD活動
を共同で推進していくための「FD活動の連携に関する包括協定」
を締結しました。当日は、横浜市保土ケ谷区の横浜国立大学常
盤台キャンパスで、関東学院大学の出石稔副学長（高等教育開発・
研究センター長兼務）、神奈川大学の齊藤隆弘副学長（教育支援
センター所長兼務）、横浜国立大学の梅澤修大学教育総合センター
長らが出席して協定の締結式を執り行いました。教育環境の激
しい変化に対応するために単独の大学では限界があるなか、こ
の3大学のFD活動連携の包括協定により、学生の成長に寄与

することが可能になります。
3大学は、これまでにも各大学で開催されている教職員向け
のセミナーを他大学の教職員にも門戸を開放するなどしてきま
したが、今回の協定締結を受けて、今後はセミナーの共同開催
などを積極的に実施していきます。その一つとして、2016年2
月20日（土）にFD活動の連携に関する包括協定の締結後、初め
ての共同開催のイベントとして「ヨコハマFDフォーラム’16学
生の学びのモチベーションを高める大学教育−学びのやる気
スイッチが入るとき−」を開催しました（別途記事にて紹介しま
す）。
今後も横浜3大学及び横浜における大学教育の質向上に寄与
するために、更なる連携を積極的に推進していく所存です。
（杉原　亨）

【Event�Report�1】

※  （左）神奈川大学 齊藤隆弘副学長 兼高等教育開発・研究センター長、（中央）関東学
院大学 出石稔副学長 兼高等教育開発・研究センター長、（右）横浜国立大学 梅澤修
大学教育総合センター長
※役職は2015年12月3日当時のものです。

3大学（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学）合同に
よるFD及びSDに関する主なイベント
・3大学FD懇談会
　　日時：2014年7月10日（木）17：00〜18：30
　　会場：神奈川大学
・平成27年度FD活動合同状況連絡会
　　日時：2015年7月16日（木）15：30〜17：30
　　会場：横浜国立大学
・第1回3大学合同FD懇談会「学生の学びを深める教育へ」
　　日時：2015年12月3日（木）15：30〜17：30
　　会場：横浜国立大学
・ヨコハマFDフォーラム’16
　　「学生の学びのモチベーションを高める大学教育」
　　日時：2016年2月20日（土）13：00〜17：30
　　会場：神奈川大学
・ヨコハマFDフォーラム’17
　　関東学院大学を会場に開催予定
神奈川大学、横浜国立大学との連携により高等教育研究・
開発センターにて開催したFD及びSDに関する主なイベント
・第5回高等教育セミナー
　　「高大接続を考える―魅力ある大学に必要なSD活動と

は―」
　　日時：2015年8月19日（水）14：00〜17：00
・第7回高等教育セミナー
　　「大学を活性化させる学生のチカラ―学生の潜在能力

と教職員との協働が、大学を変革させる―」
　　日時：2016年2月19日（金）15：00〜16：30 神奈川大学、関東学院大学及び横浜国立大学における

FD活動の連携に関する包括協定書
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第1回　3大学合同FD懇談会「学生の学びを深める教育へ」

第1回　3大学合同FD懇談会「学生の学びを深める教育へ」
プログラム　（抜粋）
開催日　2015年12月3日（木）
時　間　15：00〜17：30
場　所　横浜国立大学常盤台キャンパス

本部棟3階第2会議室
1．開会挨拶　趣旨説明（15：00〜15：10）
2．テーマ別グループディスカッション（15：15〜16：40）
テーマ①「学生の主体的な学びを促す、授業設計と成績評価」
オーガナイザー：上野　誠也・曽根　健吾（横浜国立大学

大学教育総合センターFD推進部）
テーマ②「大学入試制度改革と高大接続」
オーガナイザー：齊藤　隆弘（神奈川大学副学長・教育支

援センター所長）
テーマ③「キャリア教育におけるアクティブ・ラーニング」
オーガナイザー：杉原　　亨（関東学院大学高等教育研究・

開発センター）
3．テーマ別グループディスカッションの内容共有、全体
討議（16：50〜17：25）

4．閉会あいさつ（17：25〜17：30）
齊藤　隆弘（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）
5．3大学FD活動包括協定書調印式・情報交換会（17：45〜）

2015年12月3日（木）、第1回　3大学合同FD懇談会「学生の
学びを深める教育へ」を横浜国立大学常盤台キャンパス本部棟
3階第2会議室にて開催しました。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います。
テーマ別グループディスカッションでは、3つのテーマに分
かれて6〜8人のグループを作りました。それぞれのグループ
には各オーガナイザーが作成したレジュメが用意されており、
それらをもとに話し合いを進めていきます。
1グループ目のテーマは「学生の主体的な学
びを促す、授業設計と成績評価」、オーガナイ
ザーは上野誠也・曽根健吾（横浜国立大学大学
教育総合センターFD推進部）各氏が担当しま
した。「成績分布の偏り」、「二つの認識の不一致、
成績評価ガイドラインの検討」、「成績評価の基
準表の制定」、「授業別ルーブリックの導入」、
「PDCAサイクルの実現」、といったレジュメの
流れに沿い話し合いを行いました。
議論の際は学生の授業の成績分布に偏りがあ
ること、不可となる科目が多いことという二点
に関し、生じた原因を各自で考え共有しました。
そこでの議論をもとに学生の主体的な学びを促
すための教育システム、環境について提案する
という流れで進め、全体討議の発表では、模造

紙を使い、項目を付箋で分けながらFD・SDとの関わりも踏ま
え、相関図を描くようにして関係性が一目でわかるようにしま
した。
2グループ目のテーマは「大学入試制度改革と高大接続」、オー
ガナイザーは齊藤隆弘氏（神奈川大学副学長・教育支援センター
所長）です。こちらのグループは、「成人の発達段階から見た大
学生活の意義」、「社会の変容と大学に期待される役割の変化」、
「現代の大学教育の本質とは」、といった内容について話し合い、
最後はテーマである「大学入試制度改革と高大接続」にかえって
いきました。入試選抜に関する点では、アドミッションポリシー
に沿いながら多様な人材を労力をかけすぎず集めることの難し
さと大切さについて言及がありました。
最後、3グループ目は「キャリア教育におけるアクティブ・ラー
ニング」をテーマに話し合い、杉原亨（関東学院大学高等教育研
究・開発センター）がオーガナイザーを務めました。まず、メ
ンバーそれぞれが、現在の学生の状態を「学生」を主語にして報
告しました。次に教員・職員として現在どのような教育支援を
しているかについて各自の立場から報告しました。最後に、学
生の主体的・能動的な学修に向けて、今後できることは何か、
について議論しました。話し合いでは各大学の学生の実情に関
しての話題が尽きませんでしたが、学生の抱える問題点を大別
すると、書類の記入やメール・電話のマナーなど日常生活に関
するものと、入学後の無気力感、学びと将来設計の結びつきが
なされていないといった、長期的に学生生活に関係するものの
2つがあるということがわかりました。
各グループともに、およそ1時間半にわたり話し合いを行い
ましたが、いずれのグループも大変充実した話し合いとなりま
した。そのあと行われた調印式の模様は項を改めてご紹介しま
すが、今回のイベントを通して3大学の結びつきが密になるの
を感じるとともに、今後もより充実したものにしていきたいと
考えています。 （山田昭子）

（写真）テーマ別グループディスカッションの内容共有

【Event�Report�2】
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第7回　KGU高等教育セミナー開催報告

第7回　KGU高等教育セミナープログラム　（抜粋）
開催日　2016年2月19日（金）
時　間　15：00〜16：30
場　所　5号館101ホール（金沢八景キャンパス）
講　師　曽根健吾氏（横浜国立大学大学総合教育センター

FD推進部助手・元関東圏FD学生連絡会学生代表）

去る2016年2月19日、第7回高等教育セミナーが開催され、
講演者に曽根健吾氏（横浜国立大学大学教育総合センター）をお
呼びし、「大学を活性化させる学生の参加と協議―学生の学び、
学生生活の充実のために―」というテーマでご講演いただきま
した。
学生参加・参画、学生・教員・職員の協働についての動向と事

例紹介ののち、学生と教職員の協働を推進するためには何が求め
られるか、ご自身の体験を
交えてのお話がありました。
大学を活性化するためには、
教職員だけでなく、主人公
である学生諸君の若い力を
引き出していくことが極めて
大切であるという強力なメッ
セージをいただきました。
なお、当日参加したSD部
会の部会員からは以下のよ
うな感想が寄せられました。
 （山田昭子）

【Event�Report�3】

今回、初めて高等教育セミナーに参加させていただきました。
「大学を活性化させる学生のチカラ」というテーマで、教職学協
働というキーワードの下、学生が参画する大学づくりについて
他大学の事例を知ることができました。
学生生活への支援、就職支援など、大学は学生に対して様々
なサポートを行っていますが、窓口対応をしていて感じること
は、大学は自分たちをサポートしてくれて当たり前と感じてい
る学生が少なくないということです。そのような学生にとって、
自分達で大学をつくっていくという活動は、新鮮なのではない
かと感じます。
もちろん、授業や大学のサポート体制についてなど、大学に

対して意見や改善案を持っている学生もおり、日々学生と接す
る中で、個人的にそのような意見を聞くことも度々あります。
ただ、学生が大学に対して公式に意見を述べる場や、大学が学
生の意見を吸い上げて改善策を講じるという環境はあまりない
ように思います。
教職学協働での大学づくりという取り組みは、学生にとって
は、大学生活は大学や先生が与えてくれるものではなく、自ら
考え、選択し、作り上げるものであると気づくきっかけに、そ
して、教職員にとっては、学生からの意見を吸い上げる良い機
会と成り得るのではないかと感じました。

SD推進部会　浜香代子（国際交流推進課）

曽根先生の講演を聞いて、教員、職員、学生は、それぞれど
のように相互作用するのか、ということを見直したいと思いま
した。また、「協働」という言葉は、どのような意味で使われて
いるのかを知りたいと思いました。
講演内容を興味深く拝聴した上で、私自身としては特に最後
の質疑応答が印象に残りました。教員、職員、学生からそれぞ
れの質疑が出ましたので、その中からいくつか引用してみます。

　質「個々の目的の統合は必要か？」
　答「前提や大きな目的は共有すべきだが個々の目的はそれ

ぞれでもよいのではないか。」
　質「職員のやる気を育む方法を知りたい。」
　答「教職員が大学を好きになることが大事。」
　質「教職員は、（教職学協働に関する活動を）業務に組み込

むべきか？」
　答「組み込まずに、本人の意思によって活動するのがよい。」

質問内容を大まかにまとめてみると「一部の人たちだけでなく、
大学に属する多くの人が大学をより良くする活動に、“自主的に”
参加して欲しい。」ということでしょうか。対する答えもまた、
個々人の“自主性”に委ねるということをおっしゃっています。
一人ひとりの立場や顔かたちが違うように、その目的と考え
方も多様です。それらが、それぞれ尊重される環境が大学にあ
るならば、自ずと各人はその環境（大学）を大切にするのではな
いでしょうか。
今回のセミナーに出席し、上記を踏まえ、自分は何をなすべ
きか、ということをよく考えたいと思います。

SD推進部会　菊池友子（大学経営課）
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ヨコハマFDフォーラム’16�学生の学びのモチベーションを高める大学教育

ヨコハマFDフォーラム’16�学生の学びのモチベーション
を高める大学教育�−学びのやる気スイッチが入るとき−
開催日　2016年2月20日（土）
時　間　13：00〜17：30
場　所　神奈川大学横浜キャンパス3号館305講義室ほか
1．開会あいさつ・フォーラムの流れおよび趣旨説明　（13：
00〜13：10）

　齊藤　隆弘氏（神奈川大学副学長・教育支援センター所長）
2．【第Ⅰ部】基調講演（13：10〜14：00）
　「選手が伸びる瞬間＝サッカー選手育成の現場から」
　　講師：小池　直文氏

（横浜マリノス株式会社チーム統括本部育成ダ
イレクター）

3．【第Ⅱ部】教・職・学による会場参加型パネルディスカッ
ション（14：10〜15：25）

　「学びのやる気スイッチが入るとき−学生・教員・職員
それぞれの立場から−」
　　モデレーター：曽根　健吾氏

（横浜国立大学大学教育総合センター）
　　パネリスト：
　　　【教員】杉山　崇氏（神奈川大学人間科学部）
　　　【職員】松本　直樹（関東学院大学学生生活課）
　　　【学生】油山　　寛さん（神奈川大学法学部4年次）

青木　春花さん（関東学院大学経済学部2年次）
大越　里菜さん（横浜国立大学経済学部2年次）

4．【第Ⅲ部】学生、教員、職員の三者によるグループディ
スカッション（15：35〜16：50）

　「学びのやる気スイッチが入るときを一緒に考えよう」
5．グループディスカッション内容共有等まとめ
（16：55〜17：25）
6．閉会あいさつ（17：25〜17：30）
　上野　誠也氏
　（横浜国立大学大学教育総合センターFD推進部門長）
7．情報交換会（17：45〜19：00）
　神奈川大学　1号館8階ラウンジ

※役職は2016年2月20日当時のものです。

3大学（神奈川大学・関東学院大学・横浜国立大学）における「FD
活動の連携に関する包括協定」の締結後、初めてのイベントとして、
2016年2月20日（土）に「ヨコハマFDフォーラム’16学生の学びのモ
チベーションを高める大学教育−学びのやる気スイッチが入ると
き−」を開催しました。
第Ⅰ部は、横浜マリノス株式会社チーム統括本部育成ダイレクター
小池直文氏より、「選手が伸びる瞬間＝サッカー選手育成の現場か
ら」と題して基調講演をして頂きました。ユースチームの現場から、
選手が伸びる要因として、最も大切なものは選手とコーチとの「信
頼関係」であり、選手は認められることで自信を持つことができ、
トライする姿勢に結びつくとのことでした。本学卒業生（人間環境
学部）の富樫敬真選手の活躍にも触れていました。第Ⅱ部では、学
生と教員、職員を交えた「学びのやる気スイッチが入るとき」をテー
マにパネルディスカッションを実施し、学生からは不本意入学の状
態から、海外研修やインターンシップなどをきっかけに大学生活
へのモチベーションが向上したエピソードが語られました。学生か
らの率直な想いが、会場の参加者にも伝わり、参加後のアンケー
トでも学生の本音が聞けて良かったという声を多数頂きました。第
Ⅲ部では、学生・教員・職員の混合で6名程度にて1組になり、“学
びのやる気スイッチが入る瞬間”に関してグループワークを実施し、
グループごとに模造紙に意見を整理し、会場で発表を行いました。
本フォーラムでは、スポーツ現場における教育活動の共有、学生・
教員・職員を交えたワークショップなど、新しい試みを実践しました。
今後も3大学でのFD活動を通じて、教育現場に貢献できるよう努
めていきたいと考えています。 （杉原　亨）

（写真）パネルディスカッションの様子

（写真）グループワークの様子

（写真）グループワークのまとめ

【Event�Report�4】
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「第16回FDネットワーク“つばさ”FD協議会」に参加して

本年1月中旬過ぎに、高等教育研究・開発センター企画課（以
下、「高等研」という）の千葉隆行課長から、2月20日に山形大
学で開催される「第16回FDネットワーク“つばさ”FD協議会」
参加の依頼がありました。
庶務課・石渡博基課長の「美味しい日本酒いっぱい飲めますよ」
の魅力的な一言にも後押しされ、同協議会への参加を了承しま
した。山形出身の大学経営課・滝口宣明係長からは、「今頃は
豪雪の時期で、寒いですよ」とアドバイスがあったため、当日
はフル装備で、山形大学に赴きました。ところが山形駅に着い
てみると、雪は積もっていません。横浜より暖かい気候でした
が、夜は雨になりました。
協議会の後、3時間余りのワークショップがあり、4つの分
科会に分れ、意見交換が行われました。私は、第3分科会（大
学教育と学生支援）に参加しました。ちなみに、FDネットワー
ク“つばさ”に加盟している学校（大学・短大・高専）は、北海
道地方6校、東北地方24校、関東地方21校の計51校です。そ
して、近隣の神奈川大学も加盟しています。
第3分科会は、参加者（東北地方の比較的小規模な大学・短
大の教職員が中心）10人で構成され、「学生のディスカッショ

ン能力を向上させるための方策」をメインテーマとして、議論
が進められました。結論としては、特効薬はありませんが、ア
クティブラーニング、基礎ゼミナール等でのコミュニケーショ
ン（ディベート）能力育成等があげられるのではないかというこ
とになりました。また、成功体験をさせ、「褒めまくる」「褒め
合う」ということも、必要であるとの意見もあり、参加者全員
同感いたしました。
おわりに
協議会、特にワークショップに参加する機会をいただきまし
た、高等研の千葉課長に感謝いたします。この体験を、今後の
業務の糧にしていければと考えています。
ワークショップ後の情報交換会では、第3分科会以外の神奈
川大学・出口副学長、山形大学教職員をはじめ、多くの方々と
有意義な情報交換をすることができました。
最後に一言、SDの義務化による「大学設置基準」が2016年3
月中に改正され、2017年4月から施行されます。職員は、大学
の運営に必要な知識及び技能を習得し、その能力及び資質の向
上に関して、ますます努めていかなければならないでしょう。

審議役　目黒清孝

人間共生学部　折田明子
【連載】　私の授業改善（第3回）

人間共生学部コミュニケーション学科で、インターネットと
コミュニケーションに関する科目を担当しています。この分野
は、実際の利用に関してはむしろ学生の方がずっと親しんでい
て、教員側が気付かされることも多いと感じている一方で、使
い方を見ていると「あぶなっかしい！」とハラハラさせられるこ
ともあります。
春学期に担当している「ネット・コミュニケーション」は、履
修者も多く大教室での授業です。大人数での講義科目は一方通
行になりがちで、それが受講生の眠気につながってしまう難し
さがありますが、この科目を通じて大学生活を始める上でイン
ターネットの基本的な利用方法やそのリスクはぜひとも押さえ
て欲しいところ。学生さんたちの経験と、授業で学ぶ知識をう
まくマッチさせるにはどうしたらいいのかを考えた結果、昨年
は学期の終わりに「期末試験を作る」というグループワークを実
施しました。
グループの人数は8名前後。「ネット・コミュニケーション
の期末テスト（問題と解答）を作ってください」という課題とし、
記述なら1〜2問、選択式なら3問と指定しました。これらを
PowerPointで作成させ、最後の授業で発表という形です。こ

れまでの授業資料はすべてOliveClassに掲載してあることも伝
え、書籍や雑誌などの参考資料の利用も奨め、オリジナリティ
あふれる問題を期待！とグループワークを実施しました。
当日の発表では、「若年層がwebサイトを利用する理由とし
てもっとも多いものは何か」といった知識を問う選択問題の他、
あるエピソードを創作し「この事例は何が問題か」を問う問題も
示されました。特に後者については、リアリティのある事例に
なっており、この問題文はなかなか教員には作りづらいかもし
れない、と感じさせられました。解答には解説も求めていたた
め、なぜこれが正解かを学生たちは自分の言葉で説明します。
それを聞きつつ、教員側も何が彼ら・彼女らに伝わっていたの
か、伝わっていなかったのかに気づかされました。こちらが力
を入れたところが意外に伝わっていなかったり、そうでないと
ころで数多くのグループが取り上げていたりなどの気づきがあ
りました。
作成してもらった「試験」は、そのまま発表だけではもったい
ないので、さらにその試験問題に対するフィードバックを返せ
るようにしてみようかなとも考えています。

【Event�Report�5】
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【連載】　FD図書紹介（第3回）
『大学教育を変える教育業績記録�―�ティーチング・ポートフォリオ作成の手引�―�』

現在、多くの大学において「学習ポートフォリオ（Learning
Portfolio）」が導入されていることは、読者の皆様も周知のこと
と存じます。これは、学生が自身の学習過程ならびに各種の学
習成果を示す資料（レポート課題やワークシート等）を収集し、
系統的に分類・整理することを通じて、学習過程の振り返りと
評価を行うもので、次に取り組むべき課題を見つけて学習のステッ
プアップ（自己調整）を図ることを目的としています。まさにこ
のポートフォリオの“教員版（教育活動版）”が、ティーチング・ポー
トフォリオ（以下「TP」と表記する）です。別の言い方をすれば、
TPは『個々の教員の授業や演習を中心とする教育活動の一部を、
目に見える形で残そうとする「教育業績記録」』のことです。
現在、北米の2,000を超える大学を中心に、世界40カ国以上

の大学で導入されています。TPは大抵の場合、A4サイズ10頁
程度で書かれる業績記録で、①教育の責任（範囲）、②教育理念、
③教育方法、④成果、⑤短期・長期の教育目標、⑥添付資料（証

拠書類）などの必須項目を中心に、
（執筆する教員の目的にもよります
が）10個程度の項目で構成されます。
その目的は多様で、海外の大学で
はテニュア獲得の際の教員審査に
活用されている一方、日本では海
外のような教育活動の評価や公開
のためではなく、教育活動の振り
返りや省察、改善の手段としてそ
の効果が注目され、拡がりつつあ
ります。すなわち、FDを目的としたTPの導入・活用です。
私自身もTPの作成を経験し、その絶大な教育改善効果を体
験した一人として、この分野の第一人者による力作であり、な
おかつ最良の「手引書」である本書をぜひご一読されることを推
奨します。 （奈良堂史）

ピーター・セルディン著、大学評価・学位授与機構監訳、栗田佳代子訳、2007年、玉川大学出版部

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
推薦をお待ちしております。

高等教育研究・開発センターでは高等教育全般に関して、調査研
究を推進しております。その中でも、現在最も注目されている「アクティ
ブラーニング」「学習評価・ルーブリック」について、高等研教員が学内
外での講演・研修、及び個別相談を行っております。直近では、本学
の新任教員対象に上記内容の研修を実施しました。また2016年8月に
は本学の教員免許状更新講習で「アクティブラーニングの実践と評価」
の講座を担当します。これまでの知見を学内外に共有していきたいと
考えております。もしお役に立てることがございましたら、お気軽に
高等研までご一報ください。 （連絡先はページ下にございます）

高等教育研究・開発センター　NEWSLETTER
では本学の教員・職員・非常勤、各位の積極的な
ご投稿をお待ちしております。

［投稿記事内容例］
・私の授業改善
・FD・SD活動紹介
・FD図書紹介
・コラム　　　ほか

（詳細は、高等研までお気軽にお問い合わせ下さい！）

［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。Word によって読み取り可能な文書ファイル形式

とする。
（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：2016 年 7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！

アクティブラーニング、学習評価・ルーブリック
などの研修・講演、個別相談はございませんか？

高等教育研究・開発センター
NEWS LETTERの原稿を募集します！

告知


