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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

全学FD・SDフォーラムを開催しました！（2016.9.7）

1．開催の主旨�
本年度も例年と同様に、全学教員研修会（13：00〜16：30）
の後半部分のプログラムとして「全学FD・SDフォーラム」を開
催いたしました。高等研では、毎年1度きりのこの機会を“高
等教育の最新動向を学ぶ機会”と位置づけ、その年のテーマに
関わる第一人者の先生方を招聘し、高等教育のホットな話題を
教職員の皆様に提供することを目指してまいりました。
本年度のテーマは、当センターで議論を重ねた結果、「学習
成果の測定と評価」といたしました。このテーマは現在、全国
の多くの大学で喫緊の課題となっているテーマであり、2018
年から始まる認証評価の「第三サイクル」においても中心的な評
価の観点になることは間違いありません。また、前年度のアン
ケートや各学部の教学の執行を担う先生方から、多くのご要望
をいただいていたテーマでもありました。
そこで今回は、学習成果の測定と評価に加え、それらを活か
して教学のPDCAサイクルを“実質化”していくことの重要性
について、理論と実践の両面にご精通された京都大学の山田剛
史先生にご登壇いただきました。

2．ご講演内容の要約�
多岐にわたるご講演の内容を正確かつ詳細に記述することは、
紙幅の都合からも、筆者の力量からも叶いませんが、要約する
と次の4点がポイントであったと思います。当日は、具体的な
事例も数多く交えながら、わかりやすくお話しくださいました。
（1）大学教育を通じて培うことが期待される能力は、従来の知識・

理解を中心とした「認知能力」ばかりでなく、学士力や社会

人基礎力、OECDのキーコンピテンシーらに代表されるよ
うに「非認知能力」の領域に急速に拡張しつつある。今後は、
これらの非認知能力をいかに捉えることができるかが鍵と
なる（特に、図中の「領域D」の測定と評価）。

（2）学習成果の評価と測定は、現時点で「これさえやっておけば
よい」という万能薬的な方法・手法は存在しない。よって、
上図に示されるような様々なアセスメントを組み合わせて
いくことが大切である。すでに自大学で行われているもの
も多いので、それらを組み合わせる前提となる「良質のリサー
チ・クエスチョン」を立てられるかが重要である。

（3）ルーブリックやポートフォリオといった方法は、学習の最
終的な評価（成績評定）にも活用できるが、むしろ学習の中
間段階における「形成的評価」として、学習者への効果的な
フィードバックを通じて学びを促進するツールとして有効
である。

（4）３つのポリシー、カリキュラムマップ、ナンバリング、IR
（InstitutionalResearch）など、次々に登場する新しい用語
や概念に踊らされずに、自大学のおかれた状況や文脈に沿っ
て導入していくには「教学改革のストーリー（グランドデザ
イン）の共有」が不可欠である。そのためには、PDCAサイ
クルのCを、Checkだけでなく“CommunicationのC”とし、
データに立脚した教職員間の対話が必要である。

3．ご参加いただいた方々の声�
当日は、長時間にも関わらず、多くの教職員にご参加いただ
き、質疑応答の時間やアンケートを通じて多くの声を頂戴しま
した。例えば、カリキュラムレベルでは『教育におけるデータ
収集の必要性と、成果を測るためのデータの精選とツールの選
択が大切だとわかった。きわめて有意義な内容だった（看護学
部）』といった声や、個々の授業改善レベルでは『秋学期にルー
ブリックの一部を学生に示したい（国際文化学部）』といった前
向きな声をいただきました。山田先生、貴重な学びの機会を本
当にありがとうございました。 （奈良堂史）

【Event�Report�1】

関東学院大学　全学FD・SDフォーラム
「学習成果の測定と評価」
―教育のPDCAサイクルの実質化に向けて―
次　第
開催日　2016年9月7日（水）
時　間　14：40〜16：30
場　所　金沢八景キャンパスフォーサイト21F-302教室
参加者　86名（主催者及び関係者を除く）
司　会　副学長　小松　督
1．開会の挨拶・主旨説明（14：40〜14：45）
高等教育研究・開発センター長　奥　聡一郎

2．講演・質疑応答（14：45〜16：30）
京都大学准教授、
高等教育研究開発推進センター
山田　剛史氏

（写真）ご講演時撮影

（図）学習成果アセスメントツールの体系（当日資料より引用）
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2016年度「新任教職員研修会」第3日目を開催しました（7月6日）。
プログラム�

◆第3日目：7月6日（水）13：00〜16：30
　会場：フォーサイト21「中会議室」「F-701教室」

選択必修
（第1部・第2部

の中から、それ
ぞれ1コマ選択）

〈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（90分）〉
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）

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（1
日のみ、3〜4時間の研修）。本年度よりこれを改め、全4日間（教
員約16時間、職員約8時間）のプログラムとしました。今回は、
全4日間のプログラムの「第3日目（7月6日）」を実施報告します。
新任教員・職員を対象として開催された第1〜2日目（いずれも
4月中に開催）と異なり、この日からは教員のみが対象となる
より授業実践的なプログラムとなります。

今回は、14名の新任者に希望参加の在職者を含む約20名が、
第1部・第2部それぞれ任意の選択必修プログラムを受講しま
した。プログラムはすべて参加者との双方向性を意識したワー
クショップ形式で行われました。今回も、参加された先生方は、
ご自身の講義や演習の工夫や課題などを、講師や受講者と共有
する、大変有意義な時間となったようです。
以下、これまでに参加された方々の声や、各ワークショップ
を開催された講師の先生方の声を記載します。

◆これまでに参加された方々の声�

「新任教職員研修会に参加して」
� 看護学研究科設置準備室　金井Pak雅子先生
私の専門は、看護管理学です。これまで医療系の比較的小さな
大学を4つ経験し、総合大学に勤務するのは初めてです。教員歴
は28年ありますが、新任教員研修会は初めての経験です。正直、
とても新鮮な気持ちで参加することができました。講義やグルー
プワークを通して、自分の書いたシラバスを分析し学生にとってよ
り魅力のある授業を思考してくことは、いかに質の高いプロダクト
を生み出すかにつながります。さらに、他学科の教員とディスカッ
ションを通して、他の学問分野について知ることができるのは総合
大学の強みであり、教員リクルートのマーケティングポイントにな
ります。顧客（学生）の変化に対応した授業改革が求められること
を改めて実感した研修会でした。

「新任職員研修会に参加して学んだこと」
� 教務課　本田卓也さん
私は今回の研修を通じて、3つのことを学びました。
1つ目は、本学を運営するための仕組みや制度とその意図につい

てです。一見複雑に見える規則や手続き1つ1つにも、それがなけ
れば運営が立ち行かなくなってしまう理由があることを知り、大学
運営の基礎を学ぶことができました。
2つ目は、今後大学を取り巻く社会環境の変化と、本学の進む

方向性についてです。18歳人口のさらなる減少、高大接続システ
ム改革といった、今後10年の間に起こる社会の変化を知り、高等
教育における本学の立ち位置を学ぶことができました。
3つ目は、自分の周りには同じ志をもった教職員の方々がいると

いうことです。グループ討議を経て、参加者1人1人の教育・仕事
に対する強い想いや信念を感じました。日々やるべき事はあります
が、社会にアンテナを向け、本学を発展させたいという熱意は絶
やさず、それを周囲の学生や教職員と分かち合っていくことが、
今後も大切だと感じた研修でした。

◆講師の先生方より�

「新任教職員研修を終えて」
� 高等教育研究・開発センター次長（経済学部准教授）　山本勝造先生
「ゼミナールにおける指導・運営事例の紹介」では、最初に廣瀬
春土事務局次長（経営企画担当）から、ゼミ指導が学生の学力向上
や進路決定に果たす役割の大きさについて、各種データを元にご
説明頂いた。その後、国際文化学部の草山学先生、経済学部の福
田敦先生、理工学部の関野晃一先生から、ゼミ指導の実践事例に
ついてご報告を頂いた。
ゼミナールは、以前から大学教育の根幹を担う存在であったが、

アクティブラーニングに代表されるような主体的学びが重視される
現在、その重要性はこれまで以上に高まっている。今回の事例紹

【Event�Report�2】

（写真）当日の様子1
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介では、分野の異なる3名の先生にご登壇をお願いした。当然な
がら具体的な学習内容や運営方針は、分野によって違いが出ると
ころではある。しかし、学生のモチベーション、主体的な学習姿勢、
創造的思考力を引き出すために色々と創意工夫が図られていると
いう点で、ゼミ運営の根源的な部分では、分野を問わず共通する
部分があるように感じられた。
ゼミナールは、大学教育の中でも特に教員の個人差が出やすい

ところである。ゼミの運営方法について教員同士で意見交換の機
会を設けることは、個々の教員が担当するゼミナールの充実、ひ
いては大学教育全体の質の向上につながるはずである。ゼミ教育
が担う重要性の高さを考えても、今回のような機会を新任教員に
限定せず、広く全教員を対象として定期的に開催していくことは、
FD活動の一環として非常に意義深いものになると思われる。
追記：今回のご登壇をご快諾頂いた4名の皆様に、この場を借り

て厚く御礼申し上げます。

「新任教職員研修を担当してみて」
� 高等教育研究・開発センター　専任講師　杉原　亨先生
今回、「反転授業を活用したActive Learning実践講座（90

分）」を担当しました。反転授業は“説明型の講義などの基本的な
学習を宿題として授業前に行い、個別指導やプロジェクト学習な
ど知識の定着や応用力の育成に必要な学習を集中的に行う教育方
法（Bergmann, 2012）”と定義されています。従来の講義部分を
「授業外学習」に充てることにより、授業内でActiveLearningの
活動により取り組むことができるようになることが特徴です。
講座では、講義（前半）とグループワーク（後半）の2部構成で実
施し、到達目標として“①反転授業の基本的な考えが理解できる、
②反転授業を取り入れた授業を再設計することができる、③参加
者（教員）同士で、議論をすることで視野を考え方の幅を広げるこ
とができる”の3点をあげました。

講義では反転授業の概要や、実施に授業で取り組んできる事例
をスライドや映像で紹介しつつ、利点と課題について共有し、グルー
プワークではEngestromの“内化（input）と外化（output）”の理論的
枠組みを基にしたワークシートで、参加者の先生方は反転授業を
取り入れたActiveLearning型授業を設計し、出来上がった授業
案についてグループ内で共有し、議論を行いました。先生方のそ
れぞれの専門領域における授業案はオリジナリティに満ち溢れて
おり、現場の経験に基づいたディスカッションは時間が足りないく
らい白熱しました。この講座を通じて、理論的な枠組みは押さえ
つつも、先生方の現場での教育活動から導かれた知見を共有しあ
うことがより大切であると改めて実感しました。引き続き本学の教
育の質向上に寄与できるよう取り組んでいく所存です。

既報の通り、次回、第4日目（最終回：10月5日）のテーマは、「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」と「グループ形式による模
擬授業実践講座」です。 （奈良堂史）

平成28年度3大学FD活動合同状況連絡会を開催しました。
【Event�Report�3】

平成28年度FD活動合同状況連絡会　次第
神奈川大学・関東学院大学・横浜国立大学
1.日　時　平成28（2016）年6月14日（火）17：00〜18：30
2.会　場　関東学院大学KGU関内メディアセンター　M-805室
3.次　第 ①趣旨説明
 ②出席者自己紹介
 ③各大学より平成27年度〜平成28年度春学期FD

活動状況報告
 　・神奈川大学
 　・関東学院大学
 　・横浜国立大学
 ④質疑応答等
 ⑤平成27年度の合同FDによる取り組みについて（報告）
 ⑥平成28年度の合同FDによる取り組みについて
 ⑦3大学FD連携協定の更新について
 ⑧そのほか（意見交換等）
4.そのほか ①懇親会（連絡会終了後）

平成28年度FD活動合同状況連絡会出席者� （敬称略）
大学名 氏名 役職等
神
奈
川
大
学

出雲　雅志 教育支援センター所長（副学長）　経済学部教授
井上　匡子 教育支援センター副所長　法学部教授
田島　和久 教育支援センター事務部長
旭　　　馨 教育支援センター事務部次長

関
東
学
院
大
学

出石　　稔 副学長（教学担当）　法学部教授
奥　聡一郎 高等教育研究・開発センター長　建築・環境学部教授
山本　勝造 高等教育研究・開発センター次長　経済学部准教授
杉原　　亨 高等教育研究・開発センター専任講師
奈良　堂史 高等教育研究・開発センター専任講師
山田　昭子 高等教育研究・開発センター研究員
千葉　隆行 高等教育研究・開発センター企画課課長
眞山　俊介 高等教育研究・開発センター企画課係長

横
浜
国
立
大
学

梅澤　　修 副学長（教育改革担当）　教養教育主事
高大接続・全学教育推進センター長大学院工学研究院教授

曽根　健吾 高大接続・全学教育推進センター助手
教育開発・学修支援部門担当

岸　　信治 学務部教育企画課課長
関　富士夫 学務部教育企画課副課長

（写真）当日の様子2
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学生の成長支援に向けた共同研究に関して、ベネッセグループとパートナーシップ協定を提携しました！
関東学院大学、株式会社ベネッセホールディングスの社内シ

ンクタンクベネッセ教育総合研究所、および株式会社ベネッセ
i-キャリアは、高等教育機関における学生の成長支援に向けた
共同研究をスタートしました。これに伴い、パートナーシップ
協定調印式を4月26日（火）に、関東学院大学関内メディアセン
ターで開催しました。
今回の共同研究は、FD（FacultyDevelopment）活動等を通じ

て全学的な教育の質向上に取り組む関東学院大学、学びと成長
に関する調査研究を行ってきたベネッセ教育総合研究所、年間
20万人の大学生が受検するアセスメントの実施・分析実績を有
するベネッセi-キャリアの知見を持ち寄り、学生の成長や学修
成果を可視化するプロセスを通じて、大学における教育の質向
上を行うことを目的にしています。学生がどのような学修体験
や行動様式を持っているかを調査し、成長の要因を抽出・分析し、
その知見を教育の質向上へつなげていきます。
また、共同研究の重要なテーマとして、「初回授業のモデルづ

くり」にも取り組んでいきます。複数科目での初回授業モデルの
実施と検証、及び学内外のグッドプラクティスを参照することで、
初回授業の再検討（講義内容や配布資料・スライドなど）を行い、

学生の関心・意欲や学習成果の向上に寄与していきます。
共同研究で得られた成果は、高等教育機関における教育の質

向上のために広く情報提供を行う予定です。

プロジェクト・メンバー�（◎は代表者、肩書きは2016年4月26日時点）
＜関東学院大学＞
◎奥　聡一郎（高等教育研究・開発センター長、建築・環境学部教授）
　杉原　　亨（高等教育研究・開発センター専任講師）
　奈良　堂史（高等教育研究・開発センター専任講師）
　山田　昭子（高等教育研究・開発センター研究員）

＜ベネッセ教育総合研究所＞
◎谷山　和成（ベネッセ教育総合研究所所長）
　佐藤　昭宏（高等教育研究室室長）
　岡田　佐織（高等教育研究室研究員）

＜ベネッセi-キャリア＞
◎竹内　健一（教育事業本部本部長）
　影山　裕介（教育事業本部東日本営業部グループリーダー）
　松尾　洋希（教育事業本部東日本営業部）
 （杉原　亨）

【Event�Report�4】

共同研究に関する

▲

パートナーシップ協定書　

2016年6月14日、本学KGU関内メディアセンターにて「平成28
年度3大学FD活動合同状況連絡会」が開催されました。年度が改
まり、メンバーが新たになったことを受けての顔合わせです。
三大学連携に至った経緯、趣旨説明のあと、各大学出席者の自

己紹介を行い、それぞれの大学で平成27年度から28年度春学期
までのFD活動状況報告を行いました。本学は、高等教育研究・
開発センター発行のニューズレターに基づき、2015年度に関して
は3つのポリシー策定やカリキュラムマップについてほか、2016年
度は新任教員研修プログラム、カリキュラムマップ、キャリア科目
の充実などの報告をしました。
続く質疑応答では横浜国立大学より本学に免許状更新講習のア

クティブラーニングについてどのように組み込んだか、といった質

問がなされ、神奈川大学からは二大学に対し、学生FD組織の学
生との関わり方などについて質問がなされたほか、様々質問が飛
び交いました。
平成27年度の合同FDによる取り組みについての報告のあと、
本年度の取り組みについての話し合いもされましたが、本学を会
場として合同FDイベントを開催する旨が確認されました。
横浜市内の三大学によるFD・SDに関する連携は2014年度より

スタートしています。現在は年一回程度の会合（FD活動合同状況
連絡会議）による情報交換のほか、各大学のセンター組織が主宰す
るFD・SDイベントの相互参加を行っています。今後も大学間の
行き来を盛んにおこない、各大学のFD活動をより充実したものに
するべく、活動を続けていきたく思います。 （山田昭子）

▲   （左）
　株式会社ベネッセホール
　ディングス
　ベネッセ教育総合研究所
　谷山和成所長
　  （中央）
　関東学院大学 
　規矩大義学長
　  （右）
　株式会社ベネッセ
　i-キャリア教育事業本部
　竹内健一本部長

※  役職は2016年4月26日当
時のものです
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人間環境学会主催FD研修会報告

人間環境学会（人間共生・人間環境・栄養・教育学部専任教
員で構成）は2016年2月18日、金沢大学 大学教育開発・支援
センター教育支援システム研究部門准教授 杉森公一先生を招き、
研修会を開催した。テーマは「深い学びを促す授業設計と学修
評価―アクティブラーニング型授業、ルーブリックの基礎と実
際―」で、前半の約90分は杉森先生の講演、休憩を挟んで後半
の90分は3～4名のグループに分かれてワークショップを行った。

この研修会を開催するきっかけとなったのは、現代コミュニ
ケーション学科でのFD活動である。2016年4月の人間共生学
部コミュニケーション学科開設に向けて、学科主催（人間環境・
栄養・教育の各学部FD委員会共催）のFD勉強会を2015年6月
と7月に開催した。教員が話題提供者となり、気軽にディスカッ
ションする形式で、日頃の疑問や悩みの共有ができ、大変有意
義であった。これらのFD活動を重ねる中で、一度きちんと
FDについて学びたいという気運が学科教員の中で高まってき
たこと、人間環境学会で学科の研究活動への助成制度が始まっ

たことから、高等研に相談し、杉森先生を紹介していただいた。
講演では、18歳人口の推移、文科省の高大接続改革実行プ

ランの紹介、それにより今後、大学教育の在り方が大きく変化
すること、深い学びを促すアクティブラーニングの重要性と代
表的な技法について、詳しい解説がなされた。途中、要所要所
でクリッカーを使用したアンケートが行われ、結果がプロジェ
クターに提示されたので、授業を受ける学生の立場を実感する
こともできた。

ワークショップでは、各教員が実際に担当している科目につ
いて、学修到達目標・学修活動・教育学修評価を書き出し、そ
れらが有機的に連携しているかどうかを確認したり、実際にルー
ブリックを作成し、お互いに評価したりした。作業を通じて、
断片的な知識だったものが体系化され、自分で実践できるよう
なヒントも多数得ることができ、とても充実した研修会だった。
杉森先生からは各種資料とともに参考書籍も紹介されたので、
今後はそれらを活用しながら、さらに実践を重ねていきたい。

人間共生学部　松下倫子

関東学院大学に着任して半年ほどが経過しました。専任とし
て勤めるのはここがはじめてで、研究、教育ともに、日々勉強
になることばかりだったのですが、なかでも春学期に三回ほど
開催された高等教育研究・開発センターの新任教職員研修会で
は、本当に多くの有益なことを学ばせていただきました。ここ
では、私がそこで学んだ教育方法のひとつである、「ルーブリッ
ク」の活用事例について紹介したいと思います。

ルーブリックは、学習の到達状況を評価する基準表ですが、
ルーブリックを使用することで、教員の側はより効率的かつ客
観的に評価をおこなうことができ、学生の側も、明確な目標を
立てて学習に臨むことができます。

私は春学期に、自作のルーブリックを講義や演習など複数の
授業で使用しました。うえにあげた効果だけでも十分なものが
あったのですが、もうひとつべつの使い方をすることで、学生
の意識を少しだけ変えることができたと感じています。

その使い方とは、学生のほうにもルーブリックを使って、他
人の書いたレポートを評価させてみるというものです。これは、
研修で実際に私たちがやったことなのですが、ふだん他人の文
章を読むことはあっても、それを評価することはない、それも
ルーブリックを使用して評価することなどなかった学生にとっ
て、とてもいい経験になったと思います。

評価するレポートとルーブリックは、研修で使用したものを
センターの方からいただき、研修と同じ手順で、まずはふつう
に点数をつけさせ、その後、ルーブリックを使ってあらためて
評価させます。

そのちがいを感じることも重要なのですが、もっと大事なの
は、学生が、教員と同じ目線に立ってレポートを読み、評価す
るということです。たんにピアレビューをさせたのでは、あく
まで自分の能力の範囲内でしか評価できませんが、細かく基準
を定めたルーブリックを使うことで、学生の評価能力は、自分

私の授業改善（第4回）
国際文化学部　八幡恵一

（写真1）講演される杉森先生 （写真2）ワークショップの様子
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2016年度教員免許状更新講習にて選択講習
「主体的な学習を引き出すアクティブラーニング実践講座」を実施しました！

2016年8月4日（木）にて、本学で実施しました教員免許状更
新講習における選択講習「主体的な学習を引き出すアクティブ
ラーニング実践講座」を高等教育研究・開発センター（以下、高

等研）の専任教員が担当しました。幼稚園から高校までの全教諭、
養護教諭、栄養教諭を対象とし、受講者は73名でした。本学
の教員免許状更新講習にて高等研の教員が担当したのは初めて

【学内におけるFD・SD活動紹介3】

に対するものもふくめて、大きく向上すると思われます。ルー
ブリックによって、ふだん自分では気づくことのないレポート
執筆のポイントを知り、さらに、それを実際に使って他人のレ
ポートを評価することで、通常のルーブリックの使用やたんな
るピアレビューでは望めない、より高い評価能力を身に着ける
ことができると考えられるのです。

もちろんこれは、自分でレポートを書くさいにも役に立ちま
す。というよりも、こちらのほうがむしろ本当の目的です。た
んにあたえられたルーブリックに従うのではなく、それを自分

で使用するという経験を繰り返すことで、多くの客観的な基準
を内面化していき、もはやルーブリックがなくても、質の高い
レポートが書けるようになることが期待されます。

ルーブリックは、その客観性を大きな特徴とするものですが、
それを学生の主観に嵌めこむことで（つまり主観を客観化して
いくことで）、より一層の効果がみこめるのではと思っています。
ルーブリックを使ってルーブリックのいらない学生をつくると
いうのが、私のこのやり方の最終的な目標です。

日　時　2016年8月29日（月）9：30～15：30
場　所　関東学院六浦中学校・高等学校「2号館4階多目的ホール」
全体テーマ 「生徒の主体性をより引き出すアクティブラー

ニングの導入・実践とその評価」
タイムスケジュール
1．開会挨拶（9：30～9：35）
　黒畑　勝男先生（六浦中学校・高等学校長）
2．�午前の部「アクティブラーニングの基礎的・理論的理解
――導入と実践に向けて」（9：35～12：00）

　杉原　　亨　　（高等教育研究・開発センター専任講師）
休憩（12：00～13：00）

3．�午後の部「ルーブリックを活用したアクティブラーニン
グの評価」（13：00～15：25）

　奈良　堂史　　（高等教育研究・開発センター専任講師）

◆研修会を企画・開催・受講した感想をいただきました。

� 六浦中学校・高等学校教諭（理科）、教務部　大藤�行央�先生
近年、「アクティブラーニング（以下、ALと表記する）」が注

目を集めています。どの先生も「いい授業がしたい」「生徒に力
をつけたい」と必ず思っています。ALやルーブリック評価の
基礎・基本を学ぶことで、本校でも取り組む先生を増やしたい
と考え、研修会の講師を探しました。「灯台下暗し」とはこのこ
と、関東学院大学の教員免許状更新講習でピッタリ合う講習が
あることを知り、杉原先生や奈良先生にお願いしました。

お二人には、本校の教員授業見学会（6月中～下旬に開催）で
もアドバイスをいただき、当日も合計5時間を超える熱弁を振
るっていただきました。今回の講習が本校のALを一歩進めた
ことは間違いありません。深く感謝いたします。そして今後も
交流できればと願っています。

六浦中学・高等学校「教員研修会」にて出張ワークショップを実施しました（2016.8.29）。
【学内におけるFD・SD活動紹介2】
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第21回Kotoken�Coffee�Hour

第21回Kotoken�Coffee�Hourを開催しました。
任意参加の勉強会として、一昨年より毎月開催している

「Kotoken Coffee Hour」の第21回目を去る7月28日（木）に開催
しました。

今回は学外にもお声掛けし、本学と同じ金沢区にある「横浜
市立大学」から4名、日頃からFD／SD活動で交流のある「横浜
国立大学」から4名の計8名を含む、総勢22名でグループ討議
を行いました。

討議内容は、大学設置基準の改正に伴うSDの義務化などを
受けて、『職員の専門性とは？』『SDはどのように進めることが

できるか？』について話し合いました。
設立主体の異なる国公私立大学の職員が、各大学の状況をふ

まえながらも、大学職員のあるべき姿を語り合い、実りのある
会を開催することができたと思います。

更に、横浜国立大学から9月の「横浜国立大学SDシンポジウ
ム」開催のご案内もいただきましたので、交流の輪を一層広げ、
SD活動をより活性化させ「魅力ある大学づくり」に邁進する所
存です。

（眞山俊介）

SD推進部会長　清水　歩
2016 年4 月から、SD 推進部会の部会長を仰せつかりました。

法人職員ですが、上長や所管部署の方々のおおらかな対応のお
かげと感謝しております。役割に恥じぬよう努めたいと思って
いた矢先に、7月28日（木）の第21回CoffeeHour では、SD に
ついて発題をさせていただく機会をいただきました。横浜国立
大学、横浜市立大学からも参加いただき、いつも以上の大人数
で盛況に終わりました。ひとつの大学の枠を超えた取り組みが
定着していることに感動しています。ぜひ皆さんも一度足をお
運びください。

さて、SD（スタッフ・ディベロップメント）と聞くと、強制
的であったり義務的な印象が付きまといます。現に、2016 年3
月31 日に大学設置基準が改正され、SD が義務化されました。
施行は2017年4月1日です。SD とは、職員が能力を向上させ

専門性を高めるための活動、と言われていますが、社会に対し
て大学がその使命を果たすために、運営面においても一層の高
度化をせよ、ということだと思います。

運営側の高度化に関して、文部科学省は「リサーチ・アドミ
ニストレータ」、「IRer」、「カリキュラムコーディネータ」など
の新しい職種（高度専門職）を示していますが、これはあくまで
も例示で、目的は専門性を高めること（高度化）ではないでしょ
うか。私は、「専門性」とは単にその担当業務に詳しいというこ
とではないと考えています。仕組みを理解し、今までにない事
案に対して応用がきいたり、従来脈々とやってきた手法にこだ
わるのではなく、目的にこだわりより大きな成果が得られる手
法へ転換できる能力だと思います。例えば、研修では企画力や
コミュニケーション力といったスキルを身につけたり、さまざ

【Event�Report�5】

関東学院大学教員免許状更新講習

テーマ

講習内容

科目区分 対　　　象

担　　　当 キャンパス

講習期間 講習時間

授業形態 試験方法

講時 時間

主体的な学習を引き出すアクティブラーニング実践講座

本講習では、受講者が自身の担当する授業や教育活動にアクティブラーニング（以下、ＡＬとす
る）を導入できるようになることを目指し、ＡＬの基礎理論とその方略を習得できるようにする。
講習は、講義＋ワークショップ形式で行われ、より具体的にはＡＬ導入の意義と効果、自身の授業
に導入するための授業設計や手法の理解、ルーブリックを活用した学習活動の評価などを学ぶ。な
お、ＡＬは授業ばかりでなく、学校教育のさまざまな場面に導入することが期待できる。そのため
本講習は、対象者を全教員・全学校種としている（幼・小・中・高・養護・栄養教諭）。

選択領域 全教諭、養護教諭、栄養教諭

本学
高等教育研究・開発センター専任講師
   杉原 亨
   奈良 堂史

金沢八景キャンパス

時間割

内容

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
8：55

｜
9：00

・講習中の諸注意、大学各施設についてや当日の流れ等をご説明します

１講時

２講時
10：40

｜
12：10

ご自身の授業や教育活動に導入するためのワークショップ（杉原）

⑤アクティブラーニングの導入事例の紹介
⑥個人・グループワーク
⑦学習成果の共有と振り返り
⑧３～４講時に向けて～アクティブラーニングの評価という課題～

2016年8月4日（木） 6時間

対面授業 筆記試験

14：50
｜

16：20

ルーブリック評価の実践に向けたワークショップ（奈良）

⑤ルーブリックの作成体験（後半）
⑥学習成果の発表と共有
⑦本日の振り返り
・筆記試験

9：00
｜

10：30

アクティブラーニングの基礎理解（杉原）

①本日の学習内容と到達目標の確認
②アクティブラーニングをめぐる教育政策と導入の背景・目的
③アクティブラーニングの理論と技法
④学習者の主体性を引き出す授業設計

伝達事項
16：20

｜
16：30

・事後アンケート
　→ご提出いただいた方から講習終了となります

備考
①４講時内に筆記試験を実施します。
②本講習では、座学による講義だけでなく、受講者同士でのグループ討議やワークシートによる作業学習を
　含みます。

３講時
13：10

｜
14：40

アクティブラーニングの評価とルーブリック（奈良）

①学習評価の目的と種類
②ルーブリック評価の基礎知識（目的・構造・活用例・効果）
③ルーブリック評価の体験（モデレーション）
④ルーブリックの作成体験（前半）

４講時

です。
内容として、前半で“アクティブラーニング（以下、ALとする）

の基礎理解”について、講師からAL推進の社会的背景、及び
ALの定義や概念、様々な手法について共有し、その後、参加
者が自らの授業にALをどのように導入するかについて検討し、
グループワーク形式にてALを導入した授業設計について議論
を行いました。異なる学校種や教科の先生方を交えたグループ
ワークでは、現場の教育経験に基づいた意見交換が活発になさ
れていました。

後半では、“アクティブラーニングの評価とルーブリック”
について、講師から教育評価の意義や目的、様々な評価方法な
どの解説と、アクティブラーニングの評価手法として注目され
ている「ルーブリック」の基礎的知識と活用事例についての共有
を行いました。その後、参加者はルーブリック評価の模擬体験
を踏まえた上で、自らの授業などに関係したルーブリックの作
成に取り組みました。

長時間にわたる講習でしたが、参加した先生方は非常に熱心
に取り組んでいました。高等研は、今後も地域の教育に貢献す
るために様々な活動を行っていきます。 （杉原　亨）



NEWS LETTER

Vol.Vol.9
2 0 1 6

NEWS LETTER

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

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 2016 年 10 月 20 日発行

発行

【連載】　FD図書紹介（第4回）『大学のFD　Q＆A�』

2008年、大学設置基準の改正に伴い、大学におけるFD（ファ
カルティ・ディベロップメント）が義務化され、数々の研究書が
出されました。しかし、「各大学におけるFD担当者が具体的に
何をどう進めていったらよいのか」について答えてくれる書籍は
多くありません。本書はそうしたFD担当者の声にこたえてくれ
る一冊です。本書の特徴は「はじめに」でも述べられていますよ
うに「すぐに実践に役立つ」ということ、次に「専門用語をできる
だけ使わずに、わかりやすい言葉を使用」しているということ、
最後に「実践現場のリアリティを反映」しているという三点です。

本書は三部構成になっており、第一部ではFDとはどのよう
な活動であり、実践のためにどのような方針とステップが必要
なのかが述べられています。第二部では著者がQ＆A形式で
FD担当者の悩みに答える形で進められ、研修、授業評価、授
業参観・授業検討会、授業コンサルテーション、教授法、研究
指導…他にも数々の項目をもうけ、Q＆Aを展開しています。
具体的には、新任教職員研修の内容、ワークショップで用いら
れるアイスブレイキングの方法、学生にFDに参加してもらう場
合の方法、「優れた授業」の特徴など、身近にFDの専門家がお

らず、なかなか聞きづらい問
題であっても答えてくれる、
そんな安心感があるといえる
でしょう。この第二部Q＆A
には100もの質問項目が掲載
されていますから、ご自身が
現在気になっている項目はも
ちろんのこと、さらに幅広い
FD活動を行っていくにあたっ
て視野に入れておきたい項目
についても目配りができます。
第三部は資料編となっており、
研修テーマ一覧をはじめとし、授業評価アンケートの例など、
経験豊富な執筆者ならではの視点で盛り込まれていますから、
こちらもぜひごらんになっていただきたいと思います。

FDにこれから取り組もうと考えている人、既に取り組み始め
た人にも今後必ずぶつかるであろう困難に本書はきっと応えて
くれることでしょう。 （山田昭子）

佐藤浩章、中井俊樹、小島佐恵子、城間祥子、杉谷祐美子編、2016年6月、玉川大学出版部

まな知識を学びますが、肝心なことは、それらを実際に目の前
の業務にどれだけ生かしているかということです。まだ答えが
ない事案に、持っている知識・技能を生かして自分で答えを出
し、あるいは従来のやり方を検証してみるといった実践がSD
だと思います。

とはいえ、SD は組織的・計画的な取り組みであることも求

められています。SD を推進する部会として責任をひしひしと
感じますが、目的は何かをよく考え、実践する機会を作ってい
きたいと思います。

最後に、SDの「スタッフ」の定義ですが、文部科学省は「教員
も含む」としています。ぜひ先生方にもご協力いただきたく、
末筆ながらお願い申し上げる次第です。

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。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
員免許状更新講習および、中学・高等学校の教育研修会で「アクティ
ブラーニングの実践と評価」の講座を担当しました。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　NEWS LETTER
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。ぜひ、皆様のFDに
関する知見を、学内外の方々と共有してみませんか。

［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！）

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


