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関東学院大学高等教育研究・開発センター

「学生による授業改善アンケート」を刷新しました！
1．実施方法変更の方向性�
　本学では2004年度から全学で学期末ごとに授業評価アンケー
トを実施し、アンケートの公開方法の改善（2011年度）や名称
変更（「授業改善アンケート」2012年度）を経て、2017年度から
大きく実施方法を改めました。主な変更点は、「①アンケート
の項目の変更」「②マークシートでの紙実施から、WEBによる
実施」「③教員に返却する科目別集計結果表や報告書の再編集（ビ
ジュアル化）」になります。

ねらいとしては、①については学生の学修到達度（outcomes）
や受講態度を把握するための項目を充実させることで、教員が

「学生が学習意欲を向上させる」要因などの分析を通じて、授業
改善にいかせること、②についてはWEB実施によって、記入
者の学部、学科等を正確に把握する（マークシートで実施した
際に生じていた誤記入を減らす）ことで、集計と分析の精度と
即時性を高め、より早く教員へ集計結果をフィードバックが可
能になること、③についてはビジュアルで集計・分析結果を示
すことで、教員が一目で認識できるようになることです。

2．アンケート項目�
　アンケートは大きく4領域『A.学生の受講理由・受講前の取
り組み』『B.学生の受講態度（関心・意欲・態度）』『 C学生の学
修到達度（知識・理解）・成長実感』『 D.教員の授業運営（授業で
良かったところ・改善・工夫してほしいこと）』に加え、総合評
価や学部及び教員個人の独自設問、及び自由記述（この授業で

身についたこと・この授業について良かった点、改善すべき点）
で構成されています。

3．WEBによる実施�
　WEBによるアンケート実施に伴い、回答率を向上させるた
めに、科目担当者に対して授業内で5分程度時間を取り、学生
に配布した簡易な入力マニュアルに掲示してあるQRコードを
持参しているスマートフォンから読み取らせて、画面で回答を
するように周知をしました。一般的にWEB実施の場合、回答
率は10～20％程度といわれていますが、これにより2017年度
の春学期の回答率は約44％（履修登録者数に対する回答者数）
となり、一定の信頼性を担保できたかと考えます。

4．ビジュアル化した結果表・報告書�
　また、2017年度からのWEB化により、科目別集計結果表に
ついては、項目別でグラフを活用し認知しやすくしています。
全学や学部の平均値と比較して、相対的にご自身の授業の状態
を理解することが可能になります。報告書についても文章では
なく、図表を中心に全学や学部の状況を示していきます。

5．アンケートの授業改善への活用�
　これまでアンケートの結果を、授業改善にどの程度いかして
いくかは各教員の判断に委ねていた状態でした。今回のアンケー
トの変更により、これまで以上に教員自身が授業改善のヒント
となるような設計にしております。また、今後は組織的な活用
として、公開授業との連動や、アンケート結果を活用したワー
クショップ、授業改善に寄与するデータ分析などを検討してお
ります。単なる実施にとどまらず、授業に関する“対話のツール”
としての活用を目指していく所存です。 （杉原　亨）

（図・サンプル）WEBで示された科目別集計結果表

【授業改善アンケート】
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授業難易度

E.授業の総合評価 総合評価

授業改善アンケート
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高等研では、学内における各種研修会の開催を支援しております。
【学内におけるFD・SD活動紹介】

1．外国語教育メディア学会ワークショップ（6月17日）
外国語教育メディア学会（LET）関東支部
「2017年度�春季研究大会・総会」

■主催／共催／後援
　外国語教育メディア学会（LET）関東支部／関東学院大学高

等教育研究・開発センター／神奈川県教育委員会・横浜市教
育委員会

■開催日
　2017年6月17日（土）
■会場
　金沢八景キャンパス3号館・Foresight21 5F
■プログラム
　Ⅰ．アクティブラーニングⅠ「アクティブラーニングの基礎

の基礎」（10：00～11：00）
　Ⅱ．アクティブラーニングⅡ「アクティブラーニングと授業

実践のヒント」（11：10～12：10）
■担当者
　Ⅰ．奈良堂史（高等教育研究・開発センター専任講師）
　Ⅱ．杉原  亨（高等教育研究・開発センター専任講師）
■参加者　約10名
■開催レポート
　同学会に所属する学内外の先生方からの依頼を受け、本学を会
場として行われる同学会の「2017年度 春季研究大会・総会」のプロ
グラムの一部として、アクティブラーニング（AL）の理論と授業実
践に関する2時間のワークショップ（WS）を開催しました。前半では、
ALの導入に向けた基礎的・理論的なレクチャー中心のWSを行い
ました。また、後半では、外国語教育におけるALの実践事例や、
実際の授業に導入するためのヒントについて、参加者主体のWS
が展開されました。当日は、経験豊富なベテランの先生から同学
会に所属する大学院生まで幅広い参加者があり、活発な議論が行
われました。

2．関東学院大学�教員免許状更新講習　第5日目（8月10日）
■開催日
　2017年8月10日（木）
■会場
　関東学院大学 金沢八景キャンパスforesight21「大会議室」
■対象
　全教諭（幼・小・中・高）、養護教諭、栄養教諭
■テーマ（5日目）
　「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」
■プログラム
　1講時：アクティブラーニングの基礎理解
　2講時：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
　3講時：アクティブラーニングの評価とルーブリック
　4講時：ルーブリック評価の実践に向けたワークショップ
■担当者
　1・2講時：杉原  亨 （高等教育研究・開発センター専任講師）
　3・4講時：奈良堂史（高等教育研究・開発センター専任講師）
■参加者　約70名
■開催レポート
　高等研では、本学において毎年1度開催されている「教員免許状
更新教習」を2016年度より担当しています。本年度は、必修・選
択を含む全5日間のプログラムのうちの1日（第5日目／選択科目）
を担当しました。テーマは、「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」です。
　午前中の1・2講時は、アクティブラーニングの導入に向けて、
基礎理論の理解と導入に向けた授業設計を習得してもらうためのワー
クショップを行いました。午後の3・4講時では、アクティブラーニ
ングにおいてしばしば課される「パフォーマンス課題」を質的・直接
的に評価する手法である「ルーブリック（評価基準表）」に関するワー
クショップを行いました。
　ご参加された教諭の皆様は、学校種ごとにグループとなり、ご
自身の授業や教育現場にアクティブラーニングやルーブリックがど
のように導入できるか、活発にご議論をいただきました。生徒が“多

　以下では、2017年度春学期～夏季休業期間中に行った学内研修会の様子をレポートします。高等教育研究・開発センター（以下、
適宜「高等研」と表記）では、各学部や館・部・センター等からの依頼を受け、これらのような高等教育ならびにFDに関する各種研
修会の開催・支援を積極的に行っております。学内にて、研修会等をご企画の方々は、ぜひともお声がけください（連絡先は、最終
頁に記載があります）。

また、当センターは会場校として大会を共催するとともに、昼食
を兼ねた懇親会では、出石稔副学長が同学会員の皆様にウェルカム・
スピーチを行いました。

高等研では、ALの導入および授業実践に関する研修会を行っ
ております。今回のように「外国語教育におけるAL」といった専門
分野に沿った内容にカスタマイズしてご提供することも可能です。
本年11月には、法学部の研修教授会からのオーダーを頂き、法学
教育におけるALの理論と実践に関するWSも開催する予定です。

ワークショップ
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3．看護学部FD研修会（8月8日）
「第2回　看護学部・大学院看護学研究科FD研修会」

■開催日時
　2017年8月8日（火）14:30～17:30
■会場
　金沢八景キャンパス（室の木）6号館403教室
■プログラム
　①フローチャート型カリキュラムマップの作成方法
　②カリキュラムマップ作成ワークショップ
　③グループ発表、総括、今後の作業について
■司会・準備・とりまとめ
　若林律子（看護学部准教授）、飯尾美沙（看護学部専任講師）
■担当者
　奈良堂史（高等教育研究・開発センター専任講師）
■参加者　約30名
■開催レポート
　看護学部からの依頼を受け、同学部の「FD研修会」において、
フローチャート型カリキュラムマップの作成方法に関するショー
トレクチャー（上記①）と、作成ワークショップの開催支援やコ
メンテーターを担当しました。同学部から、カリキュラムマッ
プの作成支援に関するオーダーは2回目で、今回は、完成年度
を迎えた同学部の新カリキュラムにおけるフローチャート型カ
リキュラムマップの作成支援というご依頼でした。

　学生の学びには、それに適した学習順序や時期があります。
フローチャート型カリキュラムマップを履修要綱に載せている
のは、これらを学生に端的に示すことで、適した時期、順序で
の学習を促したり、履修指導に活用したりするためです。当日
は、看護学部生の学習順序や時期について、カリキュラムマッ
プの作成を通じて、先生方の考え方を共有する良い機会になっ
たのではないかと考えています。限られた時間の中、密度の濃
い議論とスムーズな進行にご協力頂き、誠にありがとうござい
ました。

4．経済学部・研修教授会（9月5日）
「2017年度�経済学部研修教授会（第1部）」

■開催日時
　2017年9月5日（火）10：00～12：30（第1部）
■会場
　金沢八景キャンパス第4会議室（2号館2階）
■テーマ
　「2018年度の経済学部の教育理念とカリキュラム改革に関す
　るブレインストーミング」
　テーマ①カリキュラム改革について
　テーマ②教育理念とカリキュラム改革を踏まえた教員採用に
　　　　　ついて
■司会・書記（敬称略）
　中泉拓也（経済学部教授）、平野敏弘（経済学部教授）
■担当者
　ファシリテーター／奈良堂史（高等教育研究・開発センター 
　専任講師）
　話題提供／杉原　亨（高等教育研究・開発センター専任講師）
■参加者　約30名
■開催レポート
　本年度の経済学部研修教授会では、「2018年度の経済学部の
教育理念とカリキュラム改革」がテーマとなりました。同学部
からの「ブレインストーミングの形式で、多くの先生方から広
く意見を頂戴したい」という要望を頂き、高等研では企画段階
から支援させていただき、当日はブレインストーミングの進行
役と、「大学生基礎力レポート」の結果など、議論の助けとなる
話題提供を行いました。
　当日は、予定時間を超過するほどの活発な議論が行われ、参
加された先生方からは、「こういったブレインストーミング形
式の進行は、先生方全員に発言する機会があり、意見を共有で
きるので望ましい。本来、研修教授会はこうあるべきだ」といっ
た肯定的なコメントを頂戴しました。同学部の皆様、進行にご
協力頂きありがとうございました。
 （奈良堂史）

様化”する現代の教員は、（実際に使うか否かはともかく）いろいろ
な教育手法を技量の引き出しの中に持っていて、“いざ必要となっ
た時はできる”ことが大切だと思っています。

作成したカリキュラムマップ案

当日のグループワーク
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　看護学部からの依頼を受け、同学部の「FD研修会」において、
フローチャート型カリキュラムマップの作成方法に関するショー
トレクチャー（上記①）と、作成ワークショップの開催支援やコ
メンテーターを担当しました。同学部から、カリキュラムマッ
プの作成支援に関するオーダーは2回目で、今回は、完成年度
を迎えた同学部の新カリキュラムにおけるフローチャート型カ
リキュラムマップの作成支援というご依頼でした。

　学生の学びには、それに適した学習順序や時期があります。
フローチャート型カリキュラムマップを履修要綱に載せている
のは、これらを学生に端的に示すことで、適した時期、順序で
の学習を促したり、履修指導に活用したりするためです。当日
は、看護学部生の学習順序や時期について、カリキュラムマッ
プの作成を通じて、先生方の考え方を共有する良い機会になっ
たのではないかと考えています。限られた時間の中、密度の濃
い議論とスムーズな進行にご協力頂き、誠にありがとうござい
ました。

4．経済学部・研修教授会（9月5日）
「2017年度�経済学部研修教授会（第1部）」

■開催日時
　2017年9月5日（火）10：00～12：30（第1部）
■会場
　金沢八景キャンパス第4会議室（2号館2階）
■テーマ
　「2018年度の経済学部の教育理念とカリキュラム改革に関す
　るブレインストーミング」
　テーマ①カリキュラム改革について
　テーマ②教育理念とカリキュラム改革を踏まえた教員採用に
　　　　　ついて
■司会・書記（敬称略）
　中泉拓也（経済学部教授）、平野敏弘（経済学部教授）
■担当者
　ファシリテーター／奈良堂史（高等教育研究・開発センター 
　専任講師）
　話題提供／杉原　亨（高等教育研究・開発センター専任講師）
■参加者　約30名
■開催レポート
　本年度の経済学部研修教授会では、「2018年度の経済学部の
教育理念とカリキュラム改革」がテーマとなりました。同学部
からの「ブレインストーミングの形式で、多くの先生方から広
く意見を頂戴したい」という要望を頂き、高等研では企画段階
から支援させていただき、当日はブレインストーミングの進行
役と、「大学生基礎力レポート」の結果など、議論の助けとなる
話題提供を行いました。
　当日は、予定時間を超過するほどの活発な議論が行われ、参
加された先生方からは、「こういったブレインストーミング形
式の進行は、先生方全員に発言する機会があり、意見を共有で
きるので望ましい。本来、研修教授会はこうあるべきだ」といっ
た肯定的なコメントを頂戴しました。同学部の皆様、進行にご
協力頂きありがとうございました。
 （奈良堂史）

様化”する現代の教員は、（実際に使うか否かはともかく）いろいろ
な教育手法を技量の引き出しの中に持っていて、“いざ必要となっ
た時はできる”ことが大切だと思っています。

作成したカリキュラムマップ案

当日のグループワーク
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高大接続の取組み　藤沢翔陵高等学校「総合的な学習の時間」
　2017年度から関東学院大学法学部・出石稔ゼミナールは藤
沢翔陵高等学校と協働して、地域（藤沢市・善行地区）の課題解
決や活性化をテーマとしたプロジェクト学習（Project-Based 
Learning）を、高校3年生の「総合的な学習の時間（3クラス合同）」
で開始しました。この授業では、大学生（1名）と高校生(6名）
のチームで、ごみ屋敷や地域の課題に対して解決案を策定し、
プレゼンテーションに取り組んでいきます。このプログラムの
目的（学習到達目標）は次の2点です。
①地域の課題を自分ごととして捉えるようになること（シチズ
ンシップの醸成）。
②チームでの協働学習を通じて、メンバーの意見を聴いた上で、
自分の意見を主張していくコミュニケーション力や、グループ
をまとめていく協調性などを身につけること。

■総合的な学習の時間（1学期）　

　各回の概要としては、オリエンテーションでプロジェクトの
概要の説明（第1回から第2回）を行った後、チームによる協働
学習に移る前に、大学側から講師（高等教育研究・開発センター 
杉原亨専任講師）を派遣して、アクティブラーニングの学習法
についての講義を実施しました（第3回）。この講義では、新聞
記事を題材に「AI（人工知能）社会で人がどのように仕事をして
いけば良いか」についてグループワークを実施しました。
 
　第5回では、本学の出石稔教授から、いわゆる「ごみ屋敷」の
実態と行政の対応・施策の実例（豊田市や横浜市など）について
講義した後、次週からの協働学習についての進め方（KJ※1法に
よる課題発見・分析の整理、課題解決策シートによるまとめ）
について生徒と共有しました。

　第6回から第9回は、出石ゼミの大学生と高校生が一緒のグ
ループで、ごみ屋敷についての課題発見や解決策の立案を行い
ました。当初、高校生は少し遠慮していた様子でしたが、徐々
に慣れてきて、自分の意見を活発に主張するようになりました。
また、大学生はファシリテーター役としてグループをリードす
る役割は、初めての体験で当初は戸惑いながらも高校生のアイ
デアをまとめて形にしていきました。

　第10回（1学期の最終回）では、講堂でグループごとに成果発
表会を行いました。課題解決策シートをパネルに掲示したうえ
で、グループ全員前に出て、代表者が3分間で発表を行いました。
大勢の生徒の前での発表にも関わらず、堂々としたプレゼンテー
ションが多かったのも印象的でした。最後に、出石稔教授が発
表に関しての講評を行い1学期のプログラムは終了しました。

【高大接続】

KJ法でごみ屋敷の課題発見

課題解決策シートで、ごみ屋敷の解決策をまとめる

グループワークで話した結果を発表

授業回 学習内容

第1回 オリエンテーション（1）

第2回 オリエンテーション（2）

第3回 アクティブラーニングでの学習法

第4回 プロジェクトの概要・グループ分け

第5回 講義：「ごみ屋敷」の課題解決に向けて

第6回 調べ学習（1）　課題発見・分析

第7回 調べ学習（2）　課題発見・分析

第8回 課題解決案作成（1）

第9回 課題解決案作成（2）

第10回 成果発表会・振り返り
2017年授業計画

※1 KJ法…川喜田次郎氏の考案した問題解決・発想のため
の技法。一般的に模造紙や付箋などを用いてアイデアや考
えを整理する。
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　1学期終了後、総合的な学習の時間について受講者である高
校生96人にアンケートを実施しました。紙幅の関係で一部の
紹介になりますが、グループワークで意見や考えを聴くことが
できたと回答した割合は99.0％（良くできた68.8％、ややでき
た30.2％）、意見や考えを伝えることができたと答えたのは
92.8％（良くできた43.8％、ややできた49.0％）、さらに授業を
通じてごみ屋敷問題について理解できたかについては96.8％（と
ても理解できた45.8％、やや理解できた51.0％）でした。また、
フリーアンサーでは「普段交流がない生徒とディスカッション
をすることで、自分が考えつかない意見を聞くことができて勉
強になった」「大学生と議論するのは楽しかった」などが挙がり
ました。アンケートによる主観的な評価ではありますが一定の
教育効果が出ているようにも考えられます。
　同様に、大学生18人にもアンケートを実施しました。高校
生と同様に、グループワークでの活動に関しては概ね良い結果
でした。フリーアンサーに着目すると、授業で身についたこと
として「ファシリテーターの役割を通じて、一人ひとり個性が
異なる高校生の意見をまとめる大変さを感じたが、非常に得が
たい経験ができた」「高校生の自由な発想とアイデアに驚く場面
がたくさんあった」「高校生達も勉強になったが、大学生はそれ
以上に勉強になったと思う。班の中では最年長で頼りにされな
がら、自分の仕事もこなさないといけないので、自分自身とて
も成長できた」などが挙がりました。これらのコメントからも、
大学生は、高校生と協働しグループをまとめていく経験を通じ
て、リーダーとしての責任感を抱くようになり、成長している
ように感じられます。

　2・3学期は藤沢市善行地区の課題解決に取り組みます。実
際に善行地区の街歩きをしたうえで、善行地区の課題を抽出し、
その課題の解決策を考えていきます。行政や地域の関係者も授
業に参観する予定です。引き続き、このプロジェクトを高校や
地域と連携して進めていきますので宜しくお願い致します。 
 （杉原　亨）
プロジェクトの感想をいただきました。

藤沢翔陵高等学校 教頭 山本富士雄先生

　3年生普通科の「総合的な学習の時間」で、貴学の学生とコラ
ボして、グループワークによるアクティブラーニング型の授業
を実施しています。本年度は「善行の街に提言する」をテーマに

しています。生徒たちは、自分たちの学校がある街を自ら歩い
て、高校生の目線で地域の課題を見つけ出し、街に何かを発信・
提案していくことをゴールにしています。シティズンシップ教
育の一環として、生徒の地域社会への積極的な取り組みと、グ
ループワークによって、コミュニケーションによる問題解決の
思考プロセスをしっかりと身につけることを狙いとしており、
同時に自ら考え判断し、他者と協働していく力を養っていこう
と考えています。生徒からは「毎日通っている学校のある街から、
いろいろな気づきや地域の課題を考えるうえで重要なヒントを
見つけることができた。」というコメントを貰うことができまし
た。今後も、この取り組みを継続・発展させていきたいです。

■学校紹介　藤沢翔陵高等学校
　藤沢翔陵高等学校は、1931年に開校された私立男子高
校です。今年で創立86周年を迎えますが、この間1998年
に校名を以前の藤沢商業高等学校から改称しました。現
在も商業科と普通科を併設し、それぞれの特性を活かし
た教育活動を実践しています。
　本校の校訓は「信と勇と」です。「信」とは自分を信じ、
未来を信じるこころ「まこと・まごころ」を指し、「勇」は
自分と向き合い、自信と他者を受け入れ、失敗を恐れず
前に進む「勇気」を意味します。この校訓のもと、学習活
動のみならず部活動やその他の活動に、生徒と教職員が
互いに高め合いながら、日々全力で取り組んでいます。
　例えば商業科では、簿記・情報処理などの検定・資格
取得を目指して努力を積み重ね、日商簿記検定やITパス
ポートの合格者を毎年輩出しています。また、部活動でも、
伝統あるバレーボール部、陸上部（長距離）、野球部を始め、
本年度のインターハイに団体で初出場した体操部などの
運動部に加え，簿記・計算研究部や地歴・交通研究部、
書道部などの特色ある文化部も、ともに大きな成果を上
げています。これからも、人と社会に自ら働きかけるこ
とのできる人材を育てる学校として、着実に歩んでいき
ます。

グループワーク

成果発表会
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高大接続の取組み　藤沢翔陵高等学校「総合的な学習の時間」
　2017年度から関東学院大学法学部・出石稔ゼミナールは藤
沢翔陵高等学校と協働して、地域（藤沢市・善行地区）の課題解
決や活性化をテーマとしたプロジェクト学習（Project-Based 
Learning）を、高校3年生の「総合的な学習の時間（3クラス合同）」
で開始しました。この授業では、大学生（1名）と高校生(6名）
のチームで、ごみ屋敷や地域の課題に対して解決案を策定し、
プレゼンテーションに取り組んでいきます。このプログラムの
目的（学習到達目標）は次の2点です。
①地域の課題を自分ごととして捉えるようになること（シチズ
ンシップの醸成）。
②チームでの協働学習を通じて、メンバーの意見を聴いた上で、
自分の意見を主張していくコミュニケーション力や、グループ
をまとめていく協調性などを身につけること。

■総合的な学習の時間（1学期）　

　各回の概要としては、オリエンテーションでプロジェクトの
概要の説明（第1回から第2回）を行った後、チームによる協働
学習に移る前に、大学側から講師（高等教育研究・開発センター 
杉原亨専任講師）を派遣して、アクティブラーニングの学習法
についての講義を実施しました（第3回）。この講義では、新聞
記事を題材に「AI（人工知能）社会で人がどのように仕事をして
いけば良いか」についてグループワークを実施しました。
 
　第5回では、本学の出石稔教授から、いわゆる「ごみ屋敷」の
実態と行政の対応・施策の実例（豊田市や横浜市など）について
講義した後、次週からの協働学習についての進め方（KJ※1法に
よる課題発見・分析の整理、課題解決策シートによるまとめ）
について生徒と共有しました。

　第6回から第9回は、出石ゼミの大学生と高校生が一緒のグ
ループで、ごみ屋敷についての課題発見や解決策の立案を行い
ました。当初、高校生は少し遠慮していた様子でしたが、徐々
に慣れてきて、自分の意見を活発に主張するようになりました。
また、大学生はファシリテーター役としてグループをリードす
る役割は、初めての体験で当初は戸惑いながらも高校生のアイ
デアをまとめて形にしていきました。

　第10回（1学期の最終回）では、講堂でグループごとに成果発
表会を行いました。課題解決策シートをパネルに掲示したうえ
で、グループ全員前に出て、代表者が3分間で発表を行いました。
大勢の生徒の前での発表にも関わらず、堂々としたプレゼンテー
ションが多かったのも印象的でした。最後に、出石稔教授が発
表に関しての講評を行い1学期のプログラムは終了しました。

【高大接続】

KJ法でごみ屋敷の課題発見

課題解決策シートで、ごみ屋敷の解決策をまとめる

グループワークで話した結果を発表

授業回 学習内容

第1回 オリエンテーション（1）

第2回 オリエンテーション（2）

第3回 アクティブラーニングでの学習法

第4回 プロジェクトの概要・グループ分け

第5回 講義：「ごみ屋敷」の課題解決に向けて

第6回 調べ学習（1）　課題発見・分析

第7回 調べ学習（2）　課題発見・分析

第8回 課題解決案作成（1）

第9回 課題解決案作成（2）

第10回 成果発表会・振り返り
2017年授業計画

※1 KJ法…川喜田次郎氏の考案した問題解決・発想のため
の技法。一般的に模造紙や付箋などを用いてアイデアや考
えを整理する。
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　1学期終了後、総合的な学習の時間について受講者である高
校生96人にアンケートを実施しました。紙幅の関係で一部の
紹介になりますが、グループワークで意見や考えを聴くことが
できたと回答した割合は99.0％（良くできた68.8％、ややでき
た30.2％）、意見や考えを伝えることができたと答えたのは
92.8％（良くできた43.8％、ややできた49.0％）、さらに授業を
通じてごみ屋敷問題について理解できたかについては96.8％（と
ても理解できた45.8％、やや理解できた51.0％）でした。また、
フリーアンサーでは「普段交流がない生徒とディスカッション
をすることで、自分が考えつかない意見を聞くことができて勉
強になった」「大学生と議論するのは楽しかった」などが挙がり
ました。アンケートによる主観的な評価ではありますが一定の
教育効果が出ているようにも考えられます。
　同様に、大学生18人にもアンケートを実施しました。高校
生と同様に、グループワークでの活動に関しては概ね良い結果
でした。フリーアンサーに着目すると、授業で身についたこと
として「ファシリテーターの役割を通じて、一人ひとり個性が
異なる高校生の意見をまとめる大変さを感じたが、非常に得が
たい経験ができた」「高校生の自由な発想とアイデアに驚く場面
がたくさんあった」「高校生達も勉強になったが、大学生はそれ
以上に勉強になったと思う。班の中では最年長で頼りにされな
がら、自分の仕事もこなさないといけないので、自分自身とて
も成長できた」などが挙がりました。これらのコメントからも、
大学生は、高校生と協働しグループをまとめていく経験を通じ
て、リーダーとしての責任感を抱くようになり、成長している
ように感じられます。

　2・3学期は藤沢市善行地区の課題解決に取り組みます。実
際に善行地区の街歩きをしたうえで、善行地区の課題を抽出し、
その課題の解決策を考えていきます。行政や地域の関係者も授
業に参観する予定です。引き続き、このプロジェクトを高校や
地域と連携して進めていきますので宜しくお願い致します。 
 （杉原　亨）
プロジェクトの感想をいただきました。

藤沢翔陵高等学校 教頭 山本富士雄先生

　3年生普通科の「総合的な学習の時間」で、貴学の学生とコラ
ボして、グループワークによるアクティブラーニング型の授業
を実施しています。本年度は「善行の街に提言する」をテーマに

しています。生徒たちは、自分たちの学校がある街を自ら歩い
て、高校生の目線で地域の課題を見つけ出し、街に何かを発信・
提案していくことをゴールにしています。シティズンシップ教
育の一環として、生徒の地域社会への積極的な取り組みと、グ
ループワークによって、コミュニケーションによる問題解決の
思考プロセスをしっかりと身につけることを狙いとしており、
同時に自ら考え判断し、他者と協働していく力を養っていこう
と考えています。生徒からは「毎日通っている学校のある街から、
いろいろな気づきや地域の課題を考えるうえで重要なヒントを
見つけることができた。」というコメントを貰うことができまし
た。今後も、この取り組みを継続・発展させていきたいです。

■学校紹介　藤沢翔陵高等学校
　藤沢翔陵高等学校は、1931年に開校された私立男子高
校です。今年で創立86周年を迎えますが、この間1998年
に校名を以前の藤沢商業高等学校から改称しました。現
在も商業科と普通科を併設し、それぞれの特性を活かし
た教育活動を実践しています。
　本校の校訓は「信と勇と」です。「信」とは自分を信じ、
未来を信じるこころ「まこと・まごころ」を指し、「勇」は
自分と向き合い、自信と他者を受け入れ、失敗を恐れず
前に進む「勇気」を意味します。この校訓のもと、学習活
動のみならず部活動やその他の活動に、生徒と教職員が
互いに高め合いながら、日々全力で取り組んでいます。
　例えば商業科では、簿記・情報処理などの検定・資格
取得を目指して努力を積み重ね、日商簿記検定やITパス
ポートの合格者を毎年輩出しています。また、部活動でも、
伝統あるバレーボール部、陸上部（長距離）、野球部を始め、
本年度のインターハイに団体で初出場した体操部などの
運動部に加え，簿記・計算研究部や地歴・交通研究部、
書道部などの特色ある文化部も、ともに大きな成果を上
げています。これからも、人と社会に自ら働きかけるこ
とのできる人材を育てる学校として、着実に歩んでいき
ます。

グループワーク

成果発表会
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副学長（教学担当）　出石　稔
2017年度全学FD・SDフォーラム

去る9月6日に全学FD・SDフォーラムを実施しました。このフォー
ラムは、毎年開催される全学教員研修会のプログラムの一環で、
今回で7回目になります。

今回のテーマは、全学教員研修会の全体構成の関係から時間的
制約もあり、「本学のFD活動のあゆみ（振り返り＆これから）」とし、
テーマに沿って私がコメントするかたちで行いました。

冒頭、FDが「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための
組織的
0 0 0

な取組の総称」であることを述べた上で、大学設置基準の
改正によりFDが義務化されてきた経緯、授業改善アンケート（当
初は授業評価アンケート）、公開授業、高等教育研究・開発センター

（以下「高等研」）の設置と同センターの取組みなどを確認しました。
そして、今後の展望として、3ポリシーを踏まえた大きなPDCA

（組織的FD）と小さなPDCA（教員個々のFD）を展開する必要性を
提起しました。さらには、第3期認証評価でもこの取組みが必須
であることも指摘させていただきました。

詳細については、高等研の年報に当日資料が掲載される予定で
すので、以下では、冒頭に私が申し上げたフォーラム自体の趣旨
を記したいと思います。

今回の全学教員研修会のプログラム編成にあたり、学長から、
FD・SDフォーラムは別日程で開催してほしい旨の要請がありま
した。しかし、私は多くの教職員が集まるこの研修会で実施しな
ければならないことを強く説明し、学長にご納得いただきました。

なぜかというと、FD・SDは、①全教職員が担う活動であり、な
おかつ、②組織的な対応が不可欠だからです。2013年に高等研を
開設して以来、セミナーを8回にわたり開催するなど、全学的
FD・SD活動を展開してまいりましたが、参加状況は必ずしも芳
しいとはいえませんでした。しかし、FD・SD活動は学生本位の
教育を実践するためにも必須の取組みであり、短時間であったと
しても、このフォーラムを継続し、教職員の皆様の意識啓発をす
ること自体に意義があると考えました。

他方、学長からも指摘されましたが、本フォーラムをはじめ高等
研で実施してきたさまざまなセミナーなどが、外部講師による在る
べき論が中心で、現実の教育に携わる先生方にとって遠い存在あ
るいは違和感（押し付け感）があるのではないかとも認識しておりま
した。

そこで今回は、一旦立ち止まり、本学のこれまでのFD・SD活
動を振り返ってみて（実は先駆的な取組みもしていることも再認識
しましたが）、今後さらに社会から求められるFD・SDの取組みと
してどうあるべきかを提起した次第です。

おわりに私ごとですが、2012年に教務部長就任以来、6年近く
にわたり全学的FD・SDの推進に努めてまいりました。一定の成
果を挙げたとの自負もありますが、まだ本学の取組みは道半ばで
す（終着点はないでしょう）。2018年度以降の一層の取組みに期し
たいと思います。

『関東学院大学のあゆみ』が完成しました
　このたび、高等教育研究・開発センター編集の『関東学院大学の
あゆみ』が2017年3月31日に刊行されました。本書は自校史を学ぶ
授業の教材とし作成されましたが、本学の歴史だけではなく、テー
マ別のコラムや年表などの附録から本学を知ることのできる一冊で、
今年度の「キャリアデザイン入門」の中でも一部使用されました。授
業の受講に限らず、本学の在学生、卒業生にも広く読んでいただ
ける一冊となっています。歴史部分は既刊『関東学院大学一二五年
史』がベースになっていますが、写真を多く取り入れ、読みやすい
コラムや、ページ内にはメモをとれるスペースなどももうけてあり
ます。
　本書は「関東学院大学について知る」と「関東学院大学の歴史を
学ぶ」（全10章）の二部構成で成り立っており、前半は校歌や校章、
各学部の成り立ちについて、より「現在」にとって身近な歴史につい
て書いてあります。後半は時代をはるか遡って本学がどのようにし
てつくられたかを時系列に沿って紹介しています。本学に関係す
る歴史は年史に書かれた内容以外にも語られるべきものは多く、

今回はその中からいくつかをコラ
ムにし、別立ての読物を収録し
ました。ぜひ興味を抱いたペー
ジから手にとってご覧いただけ
ればと思います。近年盛んになっ
ている自校史教育では、自分の
通う大学について知ることを通
して、大学の新たな魅力を発見
したり、四年間の学びの意識を
高めることにつなげています。
学生、教職員問わず、本学に縁
のあるかたはぜひお手にとって
みてください。
　本学の歴史を本格的に学びたいかたへの入門編として、また卒
業したかたへは懐かしい学び舎を忍ぶ一冊としていかがでしょうか。
本書をご希望の際は購買部にてお買い求めください。 （山田昭子）

【刊行物のご案内】

『関東学院大学のあゆみ』（定価600円）
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SPODフォーラム2017に参加しました！
　2017年8月23日から25日の3日間にわたって、SPODフォーラム
2017（徳島大学常三島キャンパス）に参加しました。SPODは「四国
地区大学教職員能力開発ネットワーク」の略で、四国地区にある32
の国公私立大学などによって構成される教職員能力開発のネットワー
クです。SPODフォーラムは、大学等の教職員が自らの能力開発
のために役立つ、多種多様で質の高いFD・SDプログラムならび
に組織を越えた持続的な相互交流・関係づくりの場です。3日間で
40講座が用意されており、多くがワークショップ形式の参加型プ
ログラムになっております。私は3日間で6つの講座に参加しました。
すべての講座に関して紹介したいところですが紙幅の関係で2つ
の講座について報告したいと思います。「①ジグソー学習法を用い
たグループワークの進め方（講師：愛媛大学村田晋也先生）」ジグソー
学習法は、端的にはあるテーマに対してグループメンバーで担当
を決めて教えあう技法です。授業内で取り入れたりしましたが、もっ
と良い進め方を学びたくて受講しました。この講座では、アイスブ
レイクで白紙のA4に自己紹介（自分の特徴）として絵で示すことで

グループ内の雰囲気を和らげ、その上でジグソー学習法の代表的
なテキストをジグソー法で学習しました。これにより、学生がどの
ような状態で受講しているかを体験することができ、自分の授業
内で活用するイメージが膨らみました。次に「②学生の学びを促す
学習評価の方法（講師：京都大学山田剛史先生）」ですが、山田先
生は本学の2016年度全学FD・SDフォーラムでも「学習成果の測
定と評価」について講演して頂いており、再度最新の状況を知りた
いと考え受講しました。理論体系を基に、実際の教育現場ではど
のような状況になるかを講義とワークで学習し、一例になりますが、
学習成果の意義としては、①学生の学習の質を高める、②教員の
教育改善を促す、③社会に対する説明責任を果たす、を挙げてい
ました。また、他大学のFDに関心がある教職員とも交流ができ非
常に有意義な時間を過ごすことができました。次年度以降も自ら
の教育力向上のため参加していきたいと思います。
 （杉原　亨）

【参加報告】

看護学部　青木　由美恵
【連載】私の授業改善（第6回）

看護学部に赴任して5年目になります。学生は、看護師国家試
験受験に向けて、多くの知識と実践技術を学びます。しかし、大
教室での受け身の授業では、学習してもすぐに忘れてしまい、主
体性も育まれません。そのため、自ら調べ、学生たちが学び合う
参加型授業の学習環境を作るために工夫を重ねてきました。

まず、毎回の授業範囲について各自が予習シートを中心に学ん
できます。授業時間には、身近な話題や視聴DVDの内容等、予習
の知識を活かして自ら考え、周囲の学生と話し合う時間をもちます。
　次に、小グループでの活動を活性化してくれる「仕掛け」を時に
は使います。直径100cmの円形ダンボールのボード上に同型の紙
をのせます。教室に椅子だけを準備して輪になって座り、膝にボー

ドをのせます。思い思いにアイディアを書き出しながら、ディスカッ
ションを行ないます。このボードの利点を3つ挙げると、机の準備
が不要で、参加者の距離が縮まり、角がないためどの方向からで
も書きやすいことです。授業開始時にはアイスブレークを入れます
が、すぐに賑やかな会話と温かな雰囲気が広がります。学生達の
反応は、「他者のアイディアを知れた」「意見交換で考えを掘り下げ

るのが難しかった」
「グループワークは
苦手だったけど楽
しかった」といった
感じです。

最後に、授業で
学んだことを発表
によって共 有し、
各自フィードバック
用紙にまとめます。
授業後には、復習
シートにより各自
が学習を重ねます。

より充実した授
業をどのように実
現していくか、こ
れからも模索して
いきます。
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今回で7回目になります。

今回のテーマは、全学教員研修会の全体構成の関係から時間的
制約もあり、「本学のFD活動のあゆみ（振り返り＆これから）」とし、
テーマに沿って私がコメントするかたちで行いました。

冒頭、FDが「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための
組織的
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な取組の総称」であることを述べた上で、大学設置基準の
改正によりFDが義務化されてきた経緯、授業改善アンケート（当
初は授業評価アンケート）、公開授業、高等教育研究・開発センター

（以下「高等研」）の設置と同センターの取組みなどを確認しました。
そして、今後の展望として、3ポリシーを踏まえた大きなPDCA

（組織的FD）と小さなPDCA（教員個々のFD）を展開する必要性を
提起しました。さらには、第3期認証評価でもこの取組みが必須
であることも指摘させていただきました。

詳細については、高等研の年報に当日資料が掲載される予定で
すので、以下では、冒頭に私が申し上げたフォーラム自体の趣旨
を記したいと思います。

今回の全学教員研修会のプログラム編成にあたり、学長から、
FD・SDフォーラムは別日程で開催してほしい旨の要請がありま
した。しかし、私は多くの教職員が集まるこの研修会で実施しな
ければならないことを強く説明し、学長にご納得いただきました。

なぜかというと、FD・SDは、①全教職員が担う活動であり、な
おかつ、②組織的な対応が不可欠だからです。2013年に高等研を
開設して以来、セミナーを8回にわたり開催するなど、全学的
FD・SD活動を展開してまいりましたが、参加状況は必ずしも芳
しいとはいえませんでした。しかし、FD・SD活動は学生本位の
教育を実践するためにも必須の取組みであり、短時間であったと
しても、このフォーラムを継続し、教職員の皆様の意識啓発をす
ること自体に意義があると考えました。

他方、学長からも指摘されましたが、本フォーラムをはじめ高等
研で実施してきたさまざまなセミナーなどが、外部講師による在る
べき論が中心で、現実の教育に携わる先生方にとって遠い存在あ
るいは違和感（押し付け感）があるのではないかとも認識しておりま
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そこで今回は、一旦立ち止まり、本学のこれまでのFD・SD活
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すべての講座に関して紹介したいところですが紙幅の関係で2つ
の講座について報告したいと思います。「①ジグソー学習法を用い
たグループワークの進め方（講師：愛媛大学村田晋也先生）」ジグソー
学習法は、端的にはあるテーマに対してグループメンバーで担当
を決めて教えあう技法です。授業内で取り入れたりしましたが、もっ
と良い進め方を学びたくて受講しました。この講座では、アイスブ
レイクで白紙のA4に自己紹介（自分の特徴）として絵で示すことで

グループ内の雰囲気を和らげ、その上でジグソー学習法の代表的
なテキストをジグソー法で学習しました。これにより、学生がどの
ような状態で受講しているかを体験することができ、自分の授業
内で活用するイメージが膨らみました。次に「②学生の学びを促す
学習評価の方法（講師：京都大学山田剛史先生）」ですが、山田先
生は本学の2016年度全学FD・SDフォーラムでも「学習成果の測
定と評価」について講演して頂いており、再度最新の状況を知りた
いと考え受講しました。理論体系を基に、実際の教育現場ではど
のような状況になるかを講義とワークで学習し、一例になりますが、
学習成果の意義としては、①学生の学習の質を高める、②教員の
教育改善を促す、③社会に対する説明責任を果たす、を挙げてい
ました。また、他大学のFDに関心がある教職員とも交流ができ非
常に有意義な時間を過ごすことができました。次年度以降も自ら
の教育力向上のため参加していきたいと思います。
 （杉原　亨）

【参加報告】

看護学部　青木　由美恵
【連載】私の授業改善（第6回）

看護学部に赴任して5年目になります。学生は、看護師国家試
験受験に向けて、多くの知識と実践技術を学びます。しかし、大
教室での受け身の授業では、学習してもすぐに忘れてしまい、主
体性も育まれません。そのため、自ら調べ、学生たちが学び合う
参加型授業の学習環境を作るために工夫を重ねてきました。

まず、毎回の授業範囲について各自が予習シートを中心に学ん
できます。授業時間には、身近な話題や視聴DVDの内容等、予習
の知識を活かして自ら考え、周囲の学生と話し合う時間をもちます。
　次に、小グループでの活動を活性化してくれる「仕掛け」を時に
は使います。直径100cmの円形ダンボールのボード上に同型の紙
をのせます。教室に椅子だけを準備して輪になって座り、膝にボー

ドをのせます。思い思いにアイディアを書き出しながら、ディスカッ
ションを行ないます。このボードの利点を3つ挙げると、机の準備
が不要で、参加者の距離が縮まり、角がないためどの方向からで
も書きやすいことです。授業開始時にはアイスブレークを入れます
が、すぐに賑やかな会話と温かな雰囲気が広がります。学生達の
反応は、「他者のアイディアを知れた」「意見交換で考えを掘り下げ

るのが難しかった」
「グループワークは
苦手だったけど楽
しかった」といった
感じです。

最後に、授業で
学んだことを発表
によって共 有し、
各自フィードバック
用紙にまとめます。
授業後には、復習
シートにより各自
が学習を重ねます。

より充実した授
業をどのように実
現していくか、こ
れからも模索して
いきます。
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【連載】　FD図書紹介（第6回）『学生を思考にいざなうレポート課題』

本書は6章構成になっており、「なぜレポート課題について
考えるのか」（第1章）といった基本に立ち返るところからはじ
まり、「レポート課題を評価するとき」（第6章）までを詳細に追っ
ています。筆者も指摘するとおり、「全国の大学の多くの授業
でレポート課題が出されているのにもかかわらず、また、レポー
ト論題の設定は学生の学びにとって重要であるにもかかわらず、
これまでレポートの論題の設定に関してはまったくと言ってい
いほど」検討されてこなかったことに今更ながら驚きを覚えま
すが、本書は多くの事例とともにその問いに答えてくれます。

（「おわりに」より）
特に頭を悩ませることの多い「剽窃問題」は、学生にいかにコ

ピペ（コピー＆ペースト）をさせないか、ということではなく、
コピペをさせてしまう論題設定に問題があるのではないか、と
いう問いを我々に投げかけてきます。レポートについて考える
ということは、ともすれば論題を出す側の視点にのみ偏ってし
まいがちですが、本書は学生の立場に立ってレポート論題を設
定するという視点を与えてくれるのです。

本書は「レポート課題を切り口にした授業設計について」紹介

しています。つまりレポート
について考えること、レポー
トを見直すということは、授
業設計について考えること、
見直すことに直結していると
いうことです。考えてみれば
ごく当たり前のことかもしれ
ません。しかし、レポートを
授業の総まとめとして課す場
合が多いにもかかわらず、こ
の点を疎かにしてしまってい
ることがレポート論題設定の
つまずきにつながっているともいえるでしょう。レポート課題
設定は授業設計における初期の段階からすでにはじまっていま
す。学生の学びを深めるために、深めた学びを成長へとつなげ
るために、本書を手にとってみることをお勧めいたします。

 （山田昭子）

成瀬尚志編、2016年12月、ひつじ書房

高等教育研究・開発センター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ご一報ください。

高等教育研究・開発センター　NEWS LETTER
では本学の教職員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！）

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！

第3回 ヨコハマFDフォーラムを開催します！告知
テーマ：学生調査の現状と課題
　　　　―学生の声を基に調査結果の活用について考える―

内　容：【第Ⅰ部】活動報告「学生調査の現状と課題」
　　　　【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
　　　　　　　　 「学生の声を基に調査結果の活用について考える」
日　時：2017 年 12 月 10 日（日）13：30 ～ 16：45
　　　　※ 13：00 受付開始、17：00 ～ 18：30 情報交換会（会費制）
会　場：横浜国立大学　教育文化ホール
対　象：大学教職員・大学生、その他大学教育に関心のある方


