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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

ヨコハマFDフォーラム’17を本学で開催しました。（2017.2.20）

1．開催の主旨�
神奈川大学・横浜国立大学・本学の3大学は、2014年7月か

らFaculty Development（以下、「FD」）に関する懇談会などの
実務者レベルの連携を始め、2016年2月にはそれをより強化・
充実すべく「FD活動の連携に関する包括協定」を締結し、さま
ざまなFD活動に関する取り組みを行ってきました（詳細は次
頁下の関連記事を参照）。3大学FD連携事業の中でも最大のイ
ベントが、昨年より始まった「ヨコハマFDフォーラム」です。

第2回となる2017年度は、横浜市立大学を加え4大学と拡大し、
本学を会場校として上記のプログラムの通り開催されました。
各大学から選出されたプログラム委員によって、それぞれの大
学におけるFD課題の洗い出しと共通テーマが議論され、その
結果として今回は、「大人数授業が変われば大学が変わる――

学生・教員・職員の3者で考える――」をテーマとしました。
Active Learning（以下、「AL」）やPBLなどの学生参加型の教
授法が空前のブームとなっている現在の高等教育ではあります
が、大学の授業から「知識注入型の講義形式の授業」や「大人数
教室の授業」が無くなることはありません。各大学の教員・職員・
学生に共通に認識される課題として、ある意味ではもっとも大
学らしい授業である「大人数授業」をより良いものにすべく、各
大学の知恵を持ち寄ることとしました。なお、前年から続くヨ
コハマFDフォーラムの特徴として、①学生・教員・職員の参加・
登壇があること、②講演・パネルディスカッション・グループ
ディスカッションなど豊富なプログラムが用意されていること、
この2点については、本年度も踏襲することとしました。

2．プログラムの内容・要約�
（1）基調講演

なんと今回の基調講演は、現役の学生さん（当時）に依頼をし
ました。琉球大学の6人の学生達で起業し、世界36カ国1,700
を超える大学が参加する社会起業家のビジネスプレゼンテーショ
ン大会である「Enactus World Cap」の日本代表など、数々のイ
ベントでそのビジネスモデルが評価されている（株）がちゆん代
表取締役兼CEOの国仲瞬さん（琉球大学教育学部4年）です。
同社のビジネスは、「沖縄へ修学旅行に訪れる中高生と、琉球
大学の学生との対話（ALプログラム）を通じて修学旅行を“学
習化”し、平和教育に対する深い学びを提供する」というもの
です。現在、全国の中学・高校から申込みがあり、大手旅行代
理店とも提携してビジネスを拡大中とのことです。今回は、“大
人数授業への示唆”ということで、同社が修学旅行生たちと行っ
てきた数百人規模でのワークショップ型授業やグループワーク
の事例をご紹介いただき、大人数授業でも実施できるさまざま
な手法やその背景にある考え方（設計思想）をご紹介いただきま
した。

紙幅の関係からすべてをご紹介することは叶いませんが、特
に印象に残ったことは、次の3点です。これらは、大学の授業
にも通じることかと思います。

① 大人数教室をアクティブにするためには、受講者のレベル
に合わせた“良質の問い”を投げかける必要があること。

② 十分にファシリテーターが確保できなくても、受講者が自
分たちで議論を進められる「ペーパーファシリテーター」の
手法を琉球大学の教員たちと共同開発していること。

③ 共同学習の成果として興味・関心・学習意欲が喚起され、

【Event�Report�1】

ヨコハマFDフォーラム2017
「大人数授業が変われば大学が変わる」
――学生・教員・職員の3者で考える――

開催日　2017年2月20日（月）
時　間　 13：00～17：30（17：45～情報交換会及び横浜4

大学FD活動の連携に関する包括協定調印式）
場　所　関東学院大学 KGU関内メディアセンター
司　会　旭　馨（神奈川大学 教育支援センター次長）
参加者　約80名（4大学の関係者を含む）

次　第
開会のあいさつ（13：00～13：10）
　奥 聡一郎（関東学院大学 高等教育研究・開発センター長）
【第Ⅰ部】基調講演（13：10～14：00）
「沖縄への修学旅行生と地元大学生との学びあいの実践　
――大人数授業への示唆――」
（株）がちゆん代表取締役兼CEO／琉球大学教育学部4年

国仲 瞬 氏
【第Ⅱ部】パネルディスカッション（14：10～15：25）
「大人数授業をどう変える？――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（横浜国立大学）
 パネリスト （株）がちゆん　国仲 瞬 氏
 関東学院大学 奈良 堂史（教員）
 神奈川大学 笠原 義和（職員）
 神奈川大学 牛尾 亮斗（学生）
 関東学院大学 佐藤 真奈（学生）
 横浜市立大学 瀬尾 満里奈（学生）
【第Ⅲ部】グループディスカッション・全体共有（15：35～17：25）
「大人数授業のあり方を考え、共有しよう！――学びの質
転換に向けて――」
閉会のあいさつ（17：25～17：30）

山本 博史（神奈川大学　教育支援センター長）

学生・教員・職員による会場
参加型パネルディスカッション
（写真中央は、基調講演者の
国仲氏）
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その後の座学での学習に向かうというのが、現代の若者に
は適しているのではないか。グループ学習後の「インプッ
ト欲」をいかに高められるかが成功の鍵となるのではないか。

（2）パネルディスカッション
国仲さんによる基調講演に続き、「大人数授業をどう変える？

――学生・教員・職員それぞれの立場から――」と題し、パネ
ルディスカッションが行われました。こちらも、教員・職員だ
けでなく、学生が登壇するのが本フォーラムの特徴でもあります。

まずは、学生の登壇者からは、大人数授業に対して次のよう
な問題提起がなされました。

【大規模授業の利点】
・多くの学生に効率的に知識を伝達できる。
・さまざまな意見を持った学生の考えを聞ける。
・他の学科の学生と思考を共有でき、友人・知人が増える。
・長時間人の話を聞くトレーニングになる。
・受講者間で講義に関する情報収集がしやすい。

【大人数授業の問題点】
・うるさい。
・席によって、理解に差が出る（教室の後方は理解度も低い？）。
・教員と学生の物理的・心理的距離が遠い。
・サボりやすい。集中力やモチベーションを保ちにくい。
・人気講義の場合、抽選で履修できないことがある。
・比較的単位を取りやすく、単位目当ての学生が多い。
・理解できていなくても、講義が先に進んでしまう。

これらの問題提起を受け、教員・職員の立場からは、次のよ
うな提案や意見が出されました。

【大規模授業が難しい理由】
・学生の理解度の把握（形成的評価）が行いにくい。
・学生の多様化（学習者としてのレディネスや学習歴の多様化）
・学習環境の管理・維持の困難さ（統制の範囲の限界）
・教務事務（出席管理など）の煩雑さ

【大人数授業の改善に向けた教職員の取り組み】
・ 細かな管理ができない大人数授業こそ、学生に主体的になっ

てもらう工夫をすべき（「学習の自己調整」の支援）。
・ 初回（第1週）の授業をしっかり行う。何がわかり、できる

ようになるための科目なのかを丁寧に説明（詳細版シラバス）。
・ それと合わせ、初回でその学問と社会との関わりや、そ

の分野を研究する面白さを専門家として力説する。
・ 講義型の授業に、少しALの要素を加えたブレンド型の講

義運営にする。
・学習環境の整備（AV機器の品質向上、ICTツール活用）
・履修人数の適正化（時間割の編成ルールの見通しなど）

（3）グループディスカッション
パネルディスカッションによる問題提起の後、参加者は5～

6名のグループに分かれ、「大人数授業のあり方を考え、共有
しよう！――学びの質転換に向けて――」というテーマのもと
で討論が行われました。その後の全体共有の時間では、全10チー
ム中、抽選で選ばれた4チームが発表を行い、活発な質疑応答
が行われました。どのグループにも学生が入っていたこともあ
り、とても“地に足の着いた”教育の現場レベルでの討論がで
きたと思っております。

このヨコハマFDフォーラムは、2018年も開催予定です。ぜ
ひ、近隣大学の学生・教員・職員と議論してみませんか？多く
の方々のご参加をお待ちしております。 （奈良堂史）

グループディスカッションでの討論の様子

「FD活動の連携に関する包括協定」が4大学になりました！
（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学）

　ヨコハマFDフォーラム2017の終了後、「FD活動の連携に関する包括協定」調印式が
行われました。従来の3大学（神奈川大学、横浜国立大学、本学）に加え、新たに横浜市
立大学が加わり、4大学としてさらに連携を強化し、充実したFD活動を展開していく
ことを目的として協定が締結されました。新たに協定に加わった横浜市立大学の重田
諭吉副学長は、調印にあたって「時代と共に学生の気質は変わる。（連携3大学と比較し）
学生数は少ないが、地域に根ざした大学ならではの教育方法と授業改善の取り組みを
他の大学と相互に共有したい」との旨、ご挨拶されました。なお、調印式の様子は、東
京新聞（17年2月22日）、日経産業新聞（17年2月27日）等でも紹介されました。

【横浜4大学FD連携のこれまでの主な活動】
2014年7月 横浜国立大学，関東学院大学，神奈川大学 三大学FD懇談会開催
2015年7月 FD活動合同状況連絡会開催（於：横浜国立大学）
2015年12月 3大学合同FD懇談会「学生の学びを深める教育へ」開催（於：横浜国立大学）
2016年2月 ヨコハマFDフォーラム’16開催（於：神奈川大学）
　　同 横浜3大学「FD活動の連携に関する包括協定」締結
2016年6月 FD活動合同状況連絡会開催（於：横浜国立大学）
2017年2月 ヨコハマFDフォーラム’17開催（於：関東学院大学）
　　同 横浜市立大学を加え、横浜4大学による包括協定を締結

4大学による調印

調印式にて挨拶する本学・奥センター長

高等教育研究・開発センターNEWS LETTER

第8回�KGU高等教育セミナーを開催しました。（2017.2.1）
【Event�Report�2】

1．開催の主旨・話題提供の概要
高等研では、毎年9月に「全学FD・SDフォーラム（全学教員

研修会の一部）」を開催してまいりましたが、それとは別に、不
定期に開催されるセミナーとして「KGU高等教育セミナー」を
年間1～3回ほどのペースで開催してきました。第8回となる
今回は、FDの原点である授業改善に立ち戻って、テーマを『い
ま改めて「講義型授業」を考える』としました。

皆様もご存知の通り、わが国の教育界は“明治以来の教育の
大転換”とも言われるActive Learningブームの中にあります。
しかし、その一方で既存の知識を効率的に伝達し、思考を促進
するための「講義型授業」が大学から無くなることはあり得ませ
ん。そこで今回は、「顔検出技術」を活用して授業を撮影し、学
生の興味・関心を可視化することで、質の高い授業実践につな
げるための共同研究をされている、富士通株式会社の林昌宏氏
と経済学部の小山嚴也教授にご登壇いただき、話題提供をお願
いしました。

【セミナーの狙い（到達目標）】
① 顔検出技術を活用した授業撮影の実践事例や問題提起を

受けて、講義型の授業における「良い授業とは何か？」に
ついて、ご自身の考えを深めていただく機会とする。

② 講義型授業における学生の意欲や興味、理解の促進や知
識を定着するためのさまざまなTips（秘訣）を同僚教員と、
学部や専門分野の垣根を超えて共有することができる。

　共同研究では、顔を上げている、頻繁に上げ下げしている時
は学生の講義に対する興味・関心が高まっていると仮定し、授
業撮影とアンケートから得られた「顔検出の数」「上げ下げの頻度」

「検出時間」などの顔検出データと「講義内容」「トピック・キーワー
ド」「授業内でのテクニック」「講義後の感想」などの講義データ

との関係性を調査しています。
こうしたデータから、授業における講師の問いかけや声のメ

リハリ、教室内の移動といった属人的な要因や経験的手法によっ
て興味が喚起されるばかりでなく、授業中の「参加型クイズ」や

「ビデオ上映」「身近な話題の提供」など、誰でも実践できる講義
手法からも興味が高まっていることが確認されたといいます。
また、学生の興味・関心の2割程度は（講義内容ではなく）テクニッ
クも寄与していることも報告されました。さらには、今回の共
同研究を踏まえた「明日からの授業改善に活かせる講義テクニッ
ク」も具体的に提案していただきました。

2．ワークショップ及び参加者の感想
話題提供に続き、30分という短い時間ではありましたが、

参加者主体のワークショップ（グループ討論）が行われました。
テーマは、①講義型の授業において、“良い授業”とはどのよ
うな授業か、②良い授業を行うためのさまざまな実践例（秘訣
＝Tips）の共有の2点です。これらについて6～7名が１つのグ
ループを作り、活発な意見交換が行われました。

参加者アンケートの結果によると、回答者の7割が「非常に
興味あり」または「興味あり」と回答しており、また教員からは「自
分の授業でも（撮影を）やってみたい」というコメントや「久しぶ
りに教育の話ができて楽しかった」とのお声もいただきました。

なお、富士通（株）と小山教授との共同研究については、毎日
新聞2017年3月24日（神奈川版27面）でも紹介されています。
ぜひご一読ください。また、共同研究に対するお問い合わせは
E-mail〈kotoken@kanto-gakuin.ac.jp〉でもお受けしております。
 （奈良堂史）

「第8回高等教育セミナーに参加して」
富士通（株）フィールド・イノベーション本部　林 昌宏

学生の学修意欲や参加意識が高まる「質の高い、魅力的な
講義」を実現するための具体的な方法や環境を明らかにする
ことを目指し、小山嚴也先生のご協力を得て研究を進めて
います。セミナーでの発表に際しては、「FDを推進してい
る教員に紹介したい」「教員にフィードバックできる仕組み
がほしい」「講習会や研修会でも活用できるのではないか」な
ど有益なコメントをいただきました。今後は、撮影データ
を増やすなどして、どういうときに意欲や興味が高まるか
分析を進め、顔検出技術を活用した新しいサービスの開発
などにつなげていきたいと思います。

顔検出技術を使った授業撮影のイメージ

第8回　KGU高等教育セミナー
『いま改めて「講義型授業」を考える』

―顔検出技術を活用した授業撮影の萌芽的試み―
次　　第

開催日　2017年2月1日（水）
時　間　16：00～17：45
場　所　金沢八景キャンパス フォーサイト21 中会議室
参加者　19名（主催者及び登壇者等を除く）
1．開会の挨拶・主旨説明（16：00～16：10）

高等教育研究・開発センター長／建築・環境学部教授
奥 聡一郎

2．話題提供・質疑応答（16：10～17：10）
富士通（株）フィールド・イノベーション本部　林 昌宏 氏

副学長／経済学部教授　小山 嚴也
3．ワークショップ（17：10～17：40）
ファシリテーター

高等教育研究・開発センター専任講師　奈良 堂史
4．閉会の挨拶（17：40～17：45）

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
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その後の座学での学習に向かうというのが、現代の若者に
は適しているのではないか。グループ学習後の「インプッ
ト欲」をいかに高められるかが成功の鍵となるのではないか。

（2）パネルディスカッション
国仲さんによる基調講演に続き、「大人数授業をどう変える？

――学生・教員・職員それぞれの立場から――」と題し、パネ
ルディスカッションが行われました。こちらも、教員・職員だ
けでなく、学生が登壇するのが本フォーラムの特徴でもあります。

まずは、学生の登壇者からは、大人数授業に対して次のよう
な問題提起がなされました。

【大規模授業の利点】
・多くの学生に効率的に知識を伝達できる。
・さまざまな意見を持った学生の考えを聞ける。
・他の学科の学生と思考を共有でき、友人・知人が増える。
・長時間人の話を聞くトレーニングになる。
・受講者間で講義に関する情報収集がしやすい。

【大人数授業の問題点】
・うるさい。
・席によって、理解に差が出る（教室の後方は理解度も低い？）。
・教員と学生の物理的・心理的距離が遠い。
・サボりやすい。集中力やモチベーションを保ちにくい。
・人気講義の場合、抽選で履修できないことがある。
・比較的単位を取りやすく、単位目当ての学生が多い。
・理解できていなくても、講義が先に進んでしまう。

これらの問題提起を受け、教員・職員の立場からは、次のよ
うな提案や意見が出されました。

【大規模授業が難しい理由】
・学生の理解度の把握（形成的評価）が行いにくい。
・学生の多様化（学習者としてのレディネスや学習歴の多様化）
・学習環境の管理・維持の困難さ（統制の範囲の限界）
・教務事務（出席管理など）の煩雑さ

【大人数授業の改善に向けた教職員の取り組み】
・ 細かな管理ができない大人数授業こそ、学生に主体的になっ

てもらう工夫をすべき（「学習の自己調整」の支援）。
・ 初回（第1週）の授業をしっかり行う。何がわかり、できる

ようになるための科目なのかを丁寧に説明（詳細版シラバス）。
・ それと合わせ、初回でその学問と社会との関わりや、そ

の分野を研究する面白さを専門家として力説する。
・ 講義型の授業に、少しALの要素を加えたブレンド型の講

義運営にする。
・学習環境の整備（AV機器の品質向上、ICTツール活用）
・履修人数の適正化（時間割の編成ルールの見通しなど）

（3）グループディスカッション
パネルディスカッションによる問題提起の後、参加者は5～

6名のグループに分かれ、「大人数授業のあり方を考え、共有
しよう！――学びの質転換に向けて――」というテーマのもと
で討論が行われました。その後の全体共有の時間では、全10チー
ム中、抽選で選ばれた4チームが発表を行い、活発な質疑応答
が行われました。どのグループにも学生が入っていたこともあ
り、とても“地に足の着いた”教育の現場レベルでの討論がで
きたと思っております。

このヨコハマFDフォーラムは、2018年も開催予定です。ぜ
ひ、近隣大学の学生・教員・職員と議論してみませんか？多く
の方々のご参加をお待ちしております。 （奈良堂史）

グループディスカッションでの討論の様子

「FD活動の連携に関する包括協定」が4大学になりました！
（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学）

　ヨコハマFDフォーラム2017の終了後、「FD活動の連携に関する包括協定」調印式が
行われました。従来の3大学（神奈川大学、横浜国立大学、本学）に加え、新たに横浜市
立大学が加わり、4大学としてさらに連携を強化し、充実したFD活動を展開していく
ことを目的として協定が締結されました。新たに協定に加わった横浜市立大学の重田
諭吉副学長は、調印にあたって「時代と共に学生の気質は変わる。（連携3大学と比較し）
学生数は少ないが、地域に根ざした大学ならではの教育方法と授業改善の取り組みを
他の大学と相互に共有したい」との旨、ご挨拶されました。なお、調印式の様子は、東
京新聞（17年2月22日）、日経産業新聞（17年2月27日）等でも紹介されました。

【横浜4大学FD連携のこれまでの主な活動】
2014年7月 横浜国立大学，関東学院大学，神奈川大学 三大学FD懇談会開催
2015年7月 FD活動合同状況連絡会開催（於：横浜国立大学）
2015年12月 3大学合同FD懇談会「学生の学びを深める教育へ」開催（於：横浜国立大学）
2016年2月 ヨコハマFDフォーラム’16開催（於：神奈川大学）
　　同 横浜3大学「FD活動の連携に関する包括協定」締結
2016年6月 FD活動合同状況連絡会開催（於：横浜国立大学）
2017年2月 ヨコハマFDフォーラム’17開催（於：関東学院大学）
　　同 横浜市立大学を加え、横浜4大学による包括協定を締結

4大学による調印

調印式にて挨拶する本学・奥センター長
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第8回�KGU高等教育セミナーを開催しました。（2017.2.1）
【Event�Report�2】

1．開催の主旨・話題提供の概要
高等研では、毎年9月に「全学FD・SDフォーラム（全学教員

研修会の一部）」を開催してまいりましたが、それとは別に、不
定期に開催されるセミナーとして「KGU高等教育セミナー」を
年間1～3回ほどのペースで開催してきました。第8回となる
今回は、FDの原点である授業改善に立ち戻って、テーマを『い
ま改めて「講義型授業」を考える』としました。

皆様もご存知の通り、わが国の教育界は“明治以来の教育の
大転換”とも言われるActive Learningブームの中にあります。
しかし、その一方で既存の知識を効率的に伝達し、思考を促進
するための「講義型授業」が大学から無くなることはあり得ませ
ん。そこで今回は、「顔検出技術」を活用して授業を撮影し、学
生の興味・関心を可視化することで、質の高い授業実践につな
げるための共同研究をされている、富士通株式会社の林昌宏氏
と経済学部の小山嚴也教授にご登壇いただき、話題提供をお願
いしました。

【セミナーの狙い（到達目標）】
① 顔検出技術を活用した授業撮影の実践事例や問題提起を

受けて、講義型の授業における「良い授業とは何か？」に
ついて、ご自身の考えを深めていただく機会とする。

② 講義型授業における学生の意欲や興味、理解の促進や知
識を定着するためのさまざまなTips（秘訣）を同僚教員と、
学部や専門分野の垣根を超えて共有することができる。

　共同研究では、顔を上げている、頻繁に上げ下げしている時
は学生の講義に対する興味・関心が高まっていると仮定し、授
業撮影とアンケートから得られた「顔検出の数」「上げ下げの頻度」

「検出時間」などの顔検出データと「講義内容」「トピック・キーワー
ド」「授業内でのテクニック」「講義後の感想」などの講義データ

との関係性を調査しています。
こうしたデータから、授業における講師の問いかけや声のメ

リハリ、教室内の移動といった属人的な要因や経験的手法によっ
て興味が喚起されるばかりでなく、授業中の「参加型クイズ」や

「ビデオ上映」「身近な話題の提供」など、誰でも実践できる講義
手法からも興味が高まっていることが確認されたといいます。
また、学生の興味・関心の2割程度は（講義内容ではなく）テクニッ
クも寄与していることも報告されました。さらには、今回の共
同研究を踏まえた「明日からの授業改善に活かせる講義テクニッ
ク」も具体的に提案していただきました。

2．ワークショップ及び参加者の感想
話題提供に続き、30分という短い時間ではありましたが、

参加者主体のワークショップ（グループ討論）が行われました。
テーマは、①講義型の授業において、“良い授業”とはどのよ
うな授業か、②良い授業を行うためのさまざまな実践例（秘訣
＝Tips）の共有の2点です。これらについて6～7名が１つのグ
ループを作り、活発な意見交換が行われました。

参加者アンケートの結果によると、回答者の7割が「非常に
興味あり」または「興味あり」と回答しており、また教員からは「自
分の授業でも（撮影を）やってみたい」というコメントや「久しぶ
りに教育の話ができて楽しかった」とのお声もいただきました。

なお、富士通（株）と小山教授との共同研究については、毎日
新聞2017年3月24日（神奈川版27面）でも紹介されています。
ぜひご一読ください。また、共同研究に対するお問い合わせは
E-mail〈kotoken@kanto-gakuin.ac.jp〉でもお受けしております。
 （奈良堂史）

「第8回高等教育セミナーに参加して」
富士通（株）フィールド・イノベーション本部　林 昌宏

学生の学修意欲や参加意識が高まる「質の高い、魅力的な
講義」を実現するための具体的な方法や環境を明らかにする
ことを目指し、小山嚴也先生のご協力を得て研究を進めて
います。セミナーでの発表に際しては、「FDを推進してい
る教員に紹介したい」「教員にフィードバックできる仕組み
がほしい」「講習会や研修会でも活用できるのではないか」な
ど有益なコメントをいただきました。今後は、撮影データ
を増やすなどして、どういうときに意欲や興味が高まるか
分析を進め、顔検出技術を活用した新しいサービスの開発
などにつなげていきたいと思います。

顔検出技術を使った授業撮影のイメージ

第8回　KGU高等教育セミナー
『いま改めて「講義型授業」を考える』

―顔検出技術を活用した授業撮影の萌芽的試み―
次　　第

開催日　2017年2月1日（水）
時　間　16：00～17：45
場　所　金沢八景キャンパス フォーサイト21 中会議室
参加者　19名（主催者及び登壇者等を除く）
1．開会の挨拶・主旨説明（16：00～16：10）

高等教育研究・開発センター長／建築・環境学部教授
奥 聡一郎

2．話題提供・質疑応答（16：10～17：10）
富士通（株）フィールド・イノベーション本部　林 昌宏 氏

副学長／経済学部教授　小山 嚴也
3．ワークショップ（17：10～17：40）
ファシリテーター

高等教育研究・開発センター専任講師　奈良 堂史
4．閉会の挨拶（17：40～17：45）

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
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「大学教育を考える座談会」を開催しました。（2016.11.30）
2016年11月30日、室の木キャンパスにて「大学教育を考え

る座談会」が開催されました。今回は「よい授業とは何か？」を
テーマに、学生6名・教職員8名（司会者含む）の出席者による
活発な議論が展開されました。座談会の中で学生から出された

「よい授業」の事例について、その一部を列挙します。

・  質問やディスカッションなどを取り入れて知的好奇心を引き
出してくれる授業

・板書や演習などの作業によって学生に退屈させない授業
・  時事問題などの例を出すことで学習のモチベーションを高め

てくれる授業
・  フィードバックや質問の機会など、学生とのコミュニケーショ

ンを重視した授業

これらの声からは、従来の大学教育の象徴とされる「教員の
話を一方的に聞かされる授業」「板書等を取らず教科書を読むだ
けの授業」「理論・理屈の説明に終始する授業」「学生とのコミュ
ニケーションが図られない授業」と全く正反対の授業こそが、
学生にとっての「いい授業」であるということがうかがわれます。

また、学生の出席者からは、優しく接してくれて簡単に単位
を修得できる、いわゆる楽単授業を望んでいるわけでもないと
いう意見も聞かれました。社会・経済状況が不透明な時代に生
きている今の大学生にとっては、単位を取れるかどうかだけで
なく、「何が身につくのか？」「それがどのように自分の将来に活
かせるのか？」といった実質的な成果も、大学の授業を受ける上
でのモチベーションの一つとなっているのではないでしょうか。

今回ご紹介した意見は、座談会に出席した一部学生のもので
あり、大多数の学生の思いはまた別の所にあるのかもしれませ
ん。いずれにせよ、学生本位の大学教育を実現していくために
も、教職員は学生の生の声にもっと真摯に耳を傾ける必要があ
るのではないでしょうか。

最後に、座談会の出席者から今回の座談会に参加しての感想
をいただいたので、以下にご紹介します。

�
学生と教職員が本気で本音を語り合うという、とても貴重な

体験をさせて頂きました。普段のキャンパスライフでは分から
ない教職員の気持ちや本音も知ることができ、とても勉強にな
りました。関東学院大学ならではの座談会を通じ、本学の最大
の良さである学生と教職員の「距離の近さ」と「絆の強さ」をあら
ためて実感しました。 石橋　昌明さん（経済学研究科）
� 　

本学初の取り組みとなった今回の座談会に、職員として参加す
ることができてとても参考になりました。学生・教員と接する機
会の多い教務課という部署で働くうえで、それぞれの視点から見
た授業等に対する考え方を知っておくことは非常に重要なことだ
と感じます。今回の座談会は、職員の立場としてより一層学生や
教員の声に耳を傾けようと思える良い機会となりました。またこ
のような小規模でじっくりと学生・教員の意見を聞くことができ
るような機会があると嬉しいです。 原野ひかりさん（教務課）
� 　

授業の後などに学生と雑談をすることがありますが、授業そ
のものについて話すことはあまりありません。そういう意味で
このような機会は貴重であったと思います。また、単位を取る
のが苦手という学生の参加もあり、参加者のバラエティに富ん
だことも良かったと思います。今後も続いていくことを期待し
ます。 前田　直樹先生（理工学部）
� 　

現在、各大学で学生FDの取り組みが活発になりつつあります。
高等研では、今回の座談会を学生FDの取り組みを進めるにあ
たっての契機にするとともに、学生・職員・教員の3者が一緒
になって大学教育の質を高めていけるような機会を、これから
も提供していければと考えています。

追記：  今回の座談会に出席された皆様、オブザーバーとして観覧
された皆様、そしてご多忙な中にもかかわらず感想を寄せ
ていただいた皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。

【Event�Report�3】
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「シラバスライティング講座2017」を開催しました。（2017.1.18 ～ 2017.2.1）

1．開催の目的と主旨について 
学内の皆様はご存知の通り、本学では2016年度内に2種類のカ

リキュラムマップ（チェックリスト型とフローチャート型）を各学部
で作成し、学位授与方針（DP）と各授業科目との関係や、履修の順
序性や学の体系性をよりわかりやすくツールを用いて可視化するこ
とで、ひいては教育の質保証につなげていこうとする取り組みを行っ
てきました。これにともない、先生方へのシラバス執筆の依頼時に
も、執筆要綱などとともに「チェックリスト型カリキュラムマップ」
が同封され、授業で学生に身に付けさせる能力（到達目標）と学部
DPとの関連を意識したシラバスの執筆が依頼されたかと存じます。

そこで、今年度より先生方のシラバス執筆を支援すべく、高等
研と教務部で「シラバスライティング講座」と題したワークショップ（以
下、「WS」）を、シラバス入力期限（2月10日）の前に全キャンパスで
開講することにしました。

まずは、教務部より「シラバスをめぐる学内外の動き」と題し、中
教審答申等におけるシラバスに対する考え方の紹介や、ここ数年
の学内のシラバスチェックの目的と概要等について説明がなされま
した。その後、高等研より具体的なシラバスの書き方についての
WSが行われました。

2．ワークショップの内容（要約） 
教務部からの案内に続く、WS（75分）の内容は、①シラバスとは

何か、②何が求められているのか（背景）、③シラバスの項目例、
④科目の目的の書き方、⑤到達目標の書き方、⑥スケジュール（授
業計画）の書き方、⑦評価にかかわる情報の書き方、⑧まとめ、の
8点で、それぞれワークを交えながら受講して頂きました。特に重
要な点は、⑤の「到達目標（course goals, Learning outcomes）の書
き方」です。当日も、この部分に多くの時間を割いて説明・ワーク
をさせていただきました。

到達目標を書く際のポイントの1つは、以下の図に示されるよう
に「全学DP⇒学部・学科のDP⇒各科目の到達目標」の3つがリン
クしていることです（図を参照）。この図の例では、全学の複数ある
DPのうちの1つとして「文章コミュニケーション」という能力が掲げ
られ、それが経営学部・学科のDPに「ビジネス書式を使ったコミュ
ニケーション」という形で落とし込まれ、さらには授業（財政学）の
到達目標の中に「ファイナンスレポートが書ける」という形で記述さ

れるという、いわば階層構造になっていることが示されています。

 （出所）Walvood＝Anderson〔2010〕より引用（訳語は筆者）

もう1つのポイントは、到達目標を書く際の記述の仕方（記述ルー
ル）です。WSの中では、以下の5つを意識して書くことが理想的
であることが解説され、これらのルールに沿って、例示された到
達目標を実際に書き直してみるというをワークを行いました。

（1）学生を主語にする（アウトカムベースの記述）。
（2） 文末には、行為動詞を用いる（○○ができる、○○を身につけ

ている、○○を習得している等）。
（3） 一文に複数の行為動詞を含めない（評価が困難または不可能に

なるため）。
（4）領域別（観点別）に箇条書きにする。
（5） 「○○を理解する」は、できる限り避け、理解のレベルを正確に

記述する（理解の“深さ”を適切に表現する）。
これらの方法論は、あくまで一例です。すべての科目をこの通り

に記述していただく必要はございませんが、学生にとってより有益
でわかりやすいシラバスを目指す過程で、取り入れられる部分が
あれば、ご参考にして頂ければ幸甚です。

3．次年度へ向けて 
「シラバスライティング講座」は、さらに内容を充実させて2017

年度末も（シラバス入力期限の前に）開催する予定です。下記のよ
うなご要望をお持ちの先生方、どれか1つでも当てはまるという方は、
ぜひ一度足をお運びください。

（例えば、このような先生方のニーズにお応えするWSです）
・ 学生の気質の変化やレベルに合わせて、記述の内容をアップデー

トしたい。
・ 担当科目の到達目標と学部・学科のDP（学位授与方針）との

関係が学生にわかるような記述にしたい。
・ これまでは自己流で書いてきたが、一度基本に立ち返ってシ

ラバスの書き方をマスターしておくのも無駄ではない。
・ シラバスチェックや認証評価で指摘を受けないようなシラバ

スにしておきたい。　　　等々

【参考文献】
・ 佐藤浩章編〔2010〕『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川

大学出版部．
・中島英博編著〔2016〕『授業設計』玉川大学出版部．
・ Walvood,B. & Anderson,V.〔2010〕Effective Grading. A Tool for 

Learning and Assessment. Jossey-Bass.
（奈良堂史）

 

（出所）Walvood＝Anderson〔2010〕より引用（訳語は筆者） 

【学内におけるFD・SD活動紹介1】

シラバスライティング講座2017
―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―
主催／共催 高等教育研究・開発センター／教務部
会場・開催日 金沢八景キャンパス　2017年1月18日（水）
　 小田原キャンパス　　　　　同上
　 金沢文庫キャンパス　2017年1月25日（水）
　 金沢八景（室の木）キャンパス　2017年2月1日（水）
時　間 各回とも2時間
担当者 奈良 堂史（高等教育研究・開発センター専任講師）
 杉原  亨 （高等教育研究・開発センター専任講師）
参加者 40名（教職員を含む各会場の合計人数）
次第
1．シラバスをめぐる学内外の動き（教務部、15分）
2．シラバスライティング講座（75分、高等研）

図　全学DP・学部学科DPと科目の到達目標との階層関係
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2016年度　人間環境学部・人間共生学部・栄養学部・教育学部 教員研修会（2016.9.14）

2016年度　人間環境学部・人間共生学部・栄養学部・
教育学部　教員研修会

『学外の人たちからみた新入生』
開催日　2016年9月14日（水）
時　間　14：00〜16：00
場　所　E1号館1階「大会議室」他
プログラム 
開会挨拶：栄養学部長・人間環境学部長　山田　哲雄
話題提供①：
2016年度「大学生基礎力レポートⅠ」の結果からみた人間共
生学部・栄養学部・教育学部の新入生像
話題提供者：  （株）ベネッセi-キャリア　教育事業本部 

大学営業部　松尾　洋希 氏
話題提供②：

「2015年度新入生の1年間の成長について
――アセスメントデータと質的調査を基に」
話題提供者：  高等教育研究・開発センター専任講師 

杉原　　亨
ワークショップ：
ファシリテーター：  高等教育研究・開発センター専任講師 

奈良　堂史・杉原　　亨
閉会挨拶：  人間共生学部長　新井　信一 

教育学部長　土谷みち子

2016年9月14日（水）、高等研教員も関わる形で2016年度人
間環境学部・人間共生学部・栄養学部・教育学部　教員研修会
が開催されました。研修の背景として、社会的背景や教育環境
の変化に伴う、本学学生の気質の変化及び多様化が進行してい
る中、これまで以上に学生の実態を把握しつつ教育活動を推進
することが求められています。これを踏まえて、第三者からの
視点として、全国的に大学の教育支援に従事している（株）ベネッ
セi-キャリアのアセスメントの分析結果と、高等研とベネッセ
グループの共同研究の知見を共有し、その上でワークショップ
にて教育の在り方を考える機会を設けました。

■研修のねらい
①  アセスメントの結果を踏まえ、所属する学部・学科の新

入生の特徴について理解を深める。
②  新入生の特徴を踏まえ、所属学部・学科の教育力のさら

なる向上のための課題や具体策を同僚教員と共に考え、
意見・アイデアを共有する。

話題提供①では、2016年度新入生に対して実施した「大学生
基礎力レポートⅠ」の結果について、人間共生学部・栄養学部・
教育学部を中心に整理し、全学（他学部）との比較や、他大学（全
国平均）との比較からみえる特徴、過年度実施分からの経年変
化について共有しました。

話題提供②では、アセスメント（大学生基礎力レポートⅠ及
びⅡ）の結果における伸びに着目し、成長したと考えられる学
生に対してのインタビュー調査の成果（モチベーション・チャー
トなど）から、近年の新入生像や初年次における成長学生の実

態について報告しました。ワークショップでは、学科単位でグルー
プとなり、①自学部・学科の新入生の特徴はどのようなものか
を各グループで共有し、②その特徴を踏まえた上での具体的な
教学施策の実現に向けた課題・アイデアの共有を行いました。

当日は、多くの先生方が参加しワークショップにも積極的に
取り組んで頂きました。引き続き高等研では積極的に学内の研
修支援を行っていきますので、御要望がございましたら高等研
までお声をかけてください。

 （杉原　亨）

【学内におけるFD・SD活動紹介2】

当日の様子　話題提供①

当日の様子　話題提供②

当日の様子　ワークショップ　アイデアの発表

＜研修の感想：人間共生学部長　新井信一先生＞
今年度の教員研修会は、新入生に関わる2種類の話題提供

に基づき、教員がワークショップを行うプログラムでした。
全体像から個々の学生へという流れは、問題点を絞るうえで、
また現状理解に大変有益だったと感じています。このことは、
新入生に関わる特徴や学部・学科の課題を個人ワークする際
に論点を提示しやすかったと考えています。人間共生学部は
3グループに分かれ、解決策について発表しましたが、個々
の教員が日常の授業で経験している学生の状況をグループ単
位で提供・共有し、解決策に導くという貴重な場となりまし
た。今後もこのような情報や機会が継続的に提供され、各学
部における教育の充実につながることを期待しております。
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ベネッセグループとの共同研究の成果についてフォーラムで発表しました。
2016年度より高等研とベネッセグループでは「学生の成長プロ

セスを可視化する実践的研究」をテーマに共同研究を実施してお
ります。この研究成果について2017年3月20日（月）に京都大学
で開催された第23回大学教育研究フォーラムで発表しました。

個人研究口頭発表では、共同研究を代表して杉原から「初年次
学生における成長要因の可視化に関する研究-多面的な分析手法
を通じて-」について報告しました。成長学生の実態を初年次に
おけるアセスメントデータでの定量的な分析と、インタビュー調
査による質的なアプローチから明らかにし、「成長学生」に共通
する要素をモデル図にして示しました。

また、参加者企画セッションでは、「学生の成長を可視化し、
教育の質保証へつなげるために必要なこと」をテーマに、追手門
学院大学の池田輝政教授（学長補佐）、志村知美アサーティブ研
究センター研究員、及びベネッセ教育総合研究所の木村治生 副
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、
本学の奈良堂史 専任講
師、杉原で話題提供と指
定討論及び質疑応答を行
いました。本学からは共
同研究で得た知見（成長

プロセスの可視化、初回授業に関する萌芽的実践事例・調査）を
FD活動（研修やカリキュラム開発など）にどのように反映させて
いくかについて、フロアに対して問題提起を行いました。参加者
からは、とりわけ実践への反映に関して強い関心を持っていただき、
具体的な事例について質問や後日の問い合わせがありました。

なおフォーラムの様子（発表資料も含む）及び共同研究の中間
報告書については下記のWEBサイトで公開しています。『学生
の成長プロセスを可視化する実践的研究』（キーワード検索で出
てきます）http://berd.benesse.jp/feature/focus/17-report/KGU/

2017年度も継続して、ベネッセグループと共同研究を継続し
ていきます。一層本学の教育現場に寄与できるよう取り組む所
存です。 （杉原　亨）

【学外機関との共同研究】

（成果報告書）
学生の成長プロセ
スを可視化する実
践的研究─成長軌
道に乗せる〝仕掛け〟
の多い教育を目指
して─

参加者企画セッションの様子

建築・環境学部　奥　聡一郎
［連載］　私の授業改善（第5回）

私は、工学部や建築・環境学部共通科目の一員として20年近く
英語やコミュケーション論を担当しています。専門がコンピュータ
支援の英語教育でもあり、LLやCALLをいかに効果的に活用する
かを課題にしてきましたが、近年のテクノロジーの発達によって
ICTの活用として新たな可能性が広がってきています。

英語教育では、映像や音声による動機づけを目的とした一斉学習、
学習者の進度に応じた個別学習、そして情報収集、意見の交換、
発表といった協働学習の3段階でICTの活用を考えています。特に
協働学習はアクティブラーニングにつながる考えですが、英語の授
業改善もこの3段階に沿ってバランスをとりながら取り組んでいます。

まず、音声や映像による動機づけですが、今や洋楽や映画はも
ちろんのことBBCやCNNなどのニュース、TEDやCouseraのよ
うな英語による講義録までインターネットで手に入る時代になりま
した。学習方法まで視野に入れれば、オンライン辞書や単語帳（例
えばhttp://ejje.weblio.jp/）もありますし、BBC（http://www.bbc.
co.uk/learningenglish）などは発音記号や文法、リスニング、アカ
デミックライティングまで英語学習の膨大なリソースを提供してい
ます。このようなサイトを上手に活用できるリテラシーを身につけ
ることも英語を学ぶ上では重要だと考えます。さらには教材の本
文をコーパスとして語彙頻度やコロケーションを調べるなど自ら分
析的に教材を学習することも可能です。このように一斉学習として

はオーセンティックな教材に触れさせることをまず第一の目標にし
ています。

次に学習進度に応じた個別学習です。これは「Kantoれ」などの
e-learningの教材の活用が代表的ですが、インターネット上にも個
別学習に対応した問題演習のサイトがたくさんあります。ただし、キー
ボードだけに頼る学習は、内容が定着しづらいので実際に書いて
覚える工夫を授業の中に取り入れています。できなかった語彙や
英文を書き直すだけでも学びが深化します。個別学習はやりっぱ
なしではなく、フィードバックの段階を意識的に加えることが大事
だと思います。

最後に、協働学習の例ですが、クラスを4人のグループに分け、
それぞれのグループが好きな映画の一場面（10分程度）を選んで、
スクリプトの空所補充や書き取りの問題と解説を発表形式で行う
活動を行いました。問題作成と解説、作品の背景など調べる分担
を決め、発表の準備を行い、実際に授業で問題を解かせて解説し
ます。発表方法も評価に含め、それぞれの発表を自分の学習内容
として身につくようにと教材化に取り組みました。発表の資料作成
も付箋や模造紙、パワーポイントのようにアナログとデジタルを行っ
たり来たりと話し合いや作業が活性化するように工夫をしています。
今後はルーブリックを活用して評価も一体となった学びあいを進め
ていきたいと模索中です。
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2016年度　人間環境学部・人間共生学部・栄養学部・
教育学部　教員研修会

『学外の人たちからみた新入生』
開催日　2016年9月14日（水）
時　間　14：00〜16：00
場　所　E1号館1階「大会議室」他
プログラム 
開会挨拶：栄養学部長・人間環境学部長　山田　哲雄
話題提供①：
2016年度「大学生基礎力レポートⅠ」の結果からみた人間共
生学部・栄養学部・教育学部の新入生像
話題提供者：  （株）ベネッセi-キャリア　教育事業本部 

大学営業部　松尾　洋希 氏
話題提供②：

「2015年度新入生の1年間の成長について
――アセスメントデータと質的調査を基に」
話題提供者：  高等教育研究・開発センター専任講師 

杉原　　亨
ワークショップ：
ファシリテーター：  高等教育研究・開発センター専任講師 

奈良　堂史・杉原　　亨
閉会挨拶：  人間共生学部長　新井　信一 

教育学部長　土谷みち子

2016年9月14日（水）、高等研教員も関わる形で2016年度人
間環境学部・人間共生学部・栄養学部・教育学部　教員研修会
が開催されました。研修の背景として、社会的背景や教育環境
の変化に伴う、本学学生の気質の変化及び多様化が進行してい
る中、これまで以上に学生の実態を把握しつつ教育活動を推進
することが求められています。これを踏まえて、第三者からの
視点として、全国的に大学の教育支援に従事している（株）ベネッ
セi-キャリアのアセスメントの分析結果と、高等研とベネッセ
グループの共同研究の知見を共有し、その上でワークショップ
にて教育の在り方を考える機会を設けました。

■研修のねらい
①  アセスメントの結果を踏まえ、所属する学部・学科の新

入生の特徴について理解を深める。
②  新入生の特徴を踏まえ、所属学部・学科の教育力のさら

なる向上のための課題や具体策を同僚教員と共に考え、
意見・アイデアを共有する。

話題提供①では、2016年度新入生に対して実施した「大学生
基礎力レポートⅠ」の結果について、人間共生学部・栄養学部・
教育学部を中心に整理し、全学（他学部）との比較や、他大学（全
国平均）との比較からみえる特徴、過年度実施分からの経年変
化について共有しました。

話題提供②では、アセスメント（大学生基礎力レポートⅠ及
びⅡ）の結果における伸びに着目し、成長したと考えられる学
生に対してのインタビュー調査の成果（モチベーション・チャー
トなど）から、近年の新入生像や初年次における成長学生の実

態について報告しました。ワークショップでは、学科単位でグルー
プとなり、①自学部・学科の新入生の特徴はどのようなものか
を各グループで共有し、②その特徴を踏まえた上での具体的な
教学施策の実現に向けた課題・アイデアの共有を行いました。

当日は、多くの先生方が参加しワークショップにも積極的に
取り組んで頂きました。引き続き高等研では積極的に学内の研
修支援を行っていきますので、御要望がございましたら高等研
までお声をかけてください。

 （杉原　亨）

【学内におけるFD・SD活動紹介2】

当日の様子　話題提供①

当日の様子　話題提供②

当日の様子　ワークショップ　アイデアの発表

＜研修の感想：人間共生学部長　新井信一先生＞
今年度の教員研修会は、新入生に関わる2種類の話題提供

に基づき、教員がワークショップを行うプログラムでした。
全体像から個々の学生へという流れは、問題点を絞るうえで、
また現状理解に大変有益だったと感じています。このことは、
新入生に関わる特徴や学部・学科の課題を個人ワークする際
に論点を提示しやすかったと考えています。人間共生学部は
3グループに分かれ、解決策について発表しましたが、個々
の教員が日常の授業で経験している学生の状況をグループ単
位で提供・共有し、解決策に導くという貴重な場となりまし
た。今後もこのような情報や機会が継続的に提供され、各学
部における教育の充実につながることを期待しております。
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ベネッセグループとの共同研究の成果についてフォーラムで発表しました。
2016年度より高等研とベネッセグループでは「学生の成長プロ

セスを可視化する実践的研究」をテーマに共同研究を実施してお
ります。この研究成果について2017年3月20日（月）に京都大学
で開催された第23回大学教育研究フォーラムで発表しました。

個人研究口頭発表では、共同研究を代表して杉原から「初年次
学生における成長要因の可視化に関する研究-多面的な分析手法
を通じて-」について報告しました。成長学生の実態を初年次に
おけるアセスメントデータでの定量的な分析と、インタビュー調
査による質的なアプローチから明らかにし、「成長学生」に共通
する要素をモデル図にして示しました。

また、参加者企画セッションでは、「学生の成長を可視化し、
教育の質保証へつなげるために必要なこと」をテーマに、追手門
学院大学の池田輝政教授（学長補佐）、志村知美アサーティブ研
究センター研究員、及びベネッセ教育総合研究所の木村治生 副
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、
本学の奈良堂史 専任講
師、杉原で話題提供と指
定討論及び質疑応答を行
いました。本学からは共
同研究で得た知見（成長

プロセスの可視化、初回授業に関する萌芽的実践事例・調査）を
FD活動（研修やカリキュラム開発など）にどのように反映させて
いくかについて、フロアに対して問題提起を行いました。参加者
からは、とりわけ実践への反映に関して強い関心を持っていただき、
具体的な事例について質問や後日の問い合わせがありました。

なおフォーラムの様子（発表資料も含む）及び共同研究の中間
報告書については下記のWEBサイトで公開しています。『学生
の成長プロセスを可視化する実践的研究』（キーワード検索で出
てきます）http://berd.benesse.jp/feature/focus/17-report/KGU/

2017年度も継続して、ベネッセグループと共同研究を継続し
ていきます。一層本学の教育現場に寄与できるよう取り組む所
存です。 （杉原　亨）

【学外機関との共同研究】

（成果報告書）
学生の成長プロセ
スを可視化する実
践的研究─成長軌
道に乗せる〝仕掛け〟
の多い教育を目指
して─

参加者企画セッションの様子

建築・環境学部　奥　聡一郎
［連載］　私の授業改善（第5回）

私は、工学部や建築・環境学部共通科目の一員として20年近く
英語やコミュケーション論を担当しています。専門がコンピュータ
支援の英語教育でもあり、LLやCALLをいかに効果的に活用する
かを課題にしてきましたが、近年のテクノロジーの発達によって
ICTの活用として新たな可能性が広がってきています。

英語教育では、映像や音声による動機づけを目的とした一斉学習、
学習者の進度に応じた個別学習、そして情報収集、意見の交換、
発表といった協働学習の3段階でICTの活用を考えています。特に
協働学習はアクティブラーニングにつながる考えですが、英語の授
業改善もこの3段階に沿ってバランスをとりながら取り組んでいます。

まず、音声や映像による動機づけですが、今や洋楽や映画はも
ちろんのことBBCやCNNなどのニュース、TEDやCouseraのよ
うな英語による講義録までインターネットで手に入る時代になりま
した。学習方法まで視野に入れれば、オンライン辞書や単語帳（例
えばhttp://ejje.weblio.jp/）もありますし、BBC（http://www.bbc.
co.uk/learningenglish）などは発音記号や文法、リスニング、アカ
デミックライティングまで英語学習の膨大なリソースを提供してい
ます。このようなサイトを上手に活用できるリテラシーを身につけ
ることも英語を学ぶ上では重要だと考えます。さらには教材の本
文をコーパスとして語彙頻度やコロケーションを調べるなど自ら分
析的に教材を学習することも可能です。このように一斉学習として

はオーセンティックな教材に触れさせることをまず第一の目標にし
ています。

次に学習進度に応じた個別学習です。これは「Kantoれ」などの
e-learningの教材の活用が代表的ですが、インターネット上にも個
別学習に対応した問題演習のサイトがたくさんあります。ただし、キー
ボードだけに頼る学習は、内容が定着しづらいので実際に書いて
覚える工夫を授業の中に取り入れています。できなかった語彙や
英文を書き直すだけでも学びが深化します。個別学習はやりっぱ
なしではなく、フィードバックの段階を意識的に加えることが大事
だと思います。

最後に、協働学習の例ですが、クラスを4人のグループに分け、
それぞれのグループが好きな映画の一場面（10分程度）を選んで、
スクリプトの空所補充や書き取りの問題と解説を発表形式で行う
活動を行いました。問題作成と解説、作品の背景など調べる分担
を決め、発表の準備を行い、実際に授業で問題を解かせて解説し
ます。発表方法も評価に含め、それぞれの発表を自分の学習内容
として身につくようにと教材化に取り組みました。発表の資料作成
も付箋や模造紙、パワーポイントのようにアナログとデジタルを行っ
たり来たりと話し合いや作業が活性化するように工夫をしています。
今後はルーブリックを活用して評価も一体となった学びあいを進め
ていきたいと模索中です。
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【連載】　FD図書紹介（第5回）『シリーズ　大学の教授法1　授業設計』

本書は、全六冊からなる「シリーズ　大学の教授法」の中の一
冊で、同シリーズの一冊『アクティブラーニング』に次いで刊行
されました。本シリーズは「大学における教授法の知識と技能
を体系的に提示することで、よりよい授業をしたいと考える大
学教員を支援しようとするもの」であり（「シリーズ　大学の教
授法」刊行にあたって　より）、第一の読者に大学教員を想定し
てはいますが、大学教員を目指す大学院生、各機関のFD担当者、
教務部門の職員、大学教育研究者、大学の管理職や大学以外の
教育職に就いている人などにも役立つ一冊となっています。

四部構成となっており、授業設計を始める前に知っておくべ
き知識、授業設計の基本理解、さまざまなパターンに対応した
授業設計…といったように準備から基礎、基礎から応用へと段
階を踏んで授業設計が学べる仕組みになっているほか、最後の
第4部には授業設計のための資料が収録されています。

本書の特徴の一つとして挙げられるのは、多くの具体例、そ
して説明のきめの細やかさがあります。授業設計とは、授業が
始まる前のシラバス作成から、授業開講後、評価の段階に至る
まで教員、学生の双方にとってよりよい授業にするための指針

となるべきものです。たとえ
ば本書では評価ひとつとって
も、「評価の目的を確認する」

「成績評価を設計する」「学習
の進捗状況を評価する」「評価
のための課題を設計する」と
いうように多方面に目配りが
なされ、各項目ではさらに細
かい小見出しに分かれている
ので、読み手は自分の知りた
い情報をピンポイントで得る
ことができます。本書を手に
取る教員は科目も違えば教員歴も千差万別ですが、本書内では

「たとえば、経営組織論の授業では」「たとえば、中国語入門の
授業で」といったように多くの科目の事例を出しているほか、様々
な事態に直面したときの対処法を数多く提示してくれています。
本書を一度手に取ってみれば、必ずや本書がそばに寄り添って
雄弁に語りかけてくれることでしょう。 （山田昭子）

中島英博編著、2016年6月、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。

高等研では、高等教育政策や教育の質保証といったマクロレベルのFDか
ら、カリキュラムや授業改善といったミドル・ミクロレベルのFDまで幅広く、
所属教員が学内外での研修・講演・及び個別相談を行っております。学内
では、「教育実践力向上セミナー（兼 新任教職員研修会）」や各学部の要望に
よる「FD研修会」等の開催をはじめ、中学・高等学校の教員研修会や「教員
免許状更新講習」等で研修を実施しました。また、学外では、足利工業大学・
岐阜経済大学・鈴鹿大学・横浜商科大学・外国語教育メディア学会・大学
コンソーシアム石川等での研修・講演実績がございます。もし、お役に立て
ることがございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

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。

［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：2017 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』3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！
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