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NEWS LETTER
関東学院大学高等教育研究・開発センター

「教育実践力向上セミナー」を2018年度も開催します。
  在職者の皆様にも有益な講座になっております。
「選択必修」の回には、新任者以外の方もぜひご参加ください！

NEWS LETTER 高等教育研究・開発センター

告  知 ！
Top News

　本学では、2016年度より約20時間の「新任教職員研修会」を開催してきました。2017年度からは、「教育

実践力向上セミナー（兼 新任教職員研修会）」として名称を改め、内容も新任者以外の方々にも対応した内

容としてきました。本年度は、さらに以下の4点の改善を行い、引き続き実施してまいりますので、皆様の自

発的な参加をお待ちしております。日々の授業や業務を改善するための有効なTips（秘訣）をワークショッ

プ形式で参加者と共有しながら、自己研鑽を深めていく場にしていきましょう。

　基本コンセプト･･････多様化した学生と大学教育に関わる者と
して、「引き出しの多い教員・職員」になってもらうこと。
①大学の教員・職員がそれぞれ入職時に身に付けておくべき 

　教学関係の知識・技能を身に付ける。

②高等教育をめぐる社会的動向の理解、教育実践に関する新

　たな知見などを踏まえ、それらを自身の教育活動や日々の

　業務改善に応用することができる。

③大学教育に携わる者としての心構えを再認識し、「自身の

　仕事は何か」を他者に説明できる。

④教員・職員の枠を超えて、ピア（同僚）としての共体験や

　教職協働の機会を得る。

■教育実践力向上セミナーのねらい（到達目標）

■2018年度の主な改善・変更点

①「必修」と「選択必修」の回を設けました。
　 ⇒必修は、新任教員の方が対象で「4回開催」します。

②「選択必修」の回は、在職の教職員の方にも役立てていただける、
　レベルアップした研修内容を提供します（詳細は次頁）。
　 ⇒選択必修は、本学の教職員すべての方が対象で「8回開催」
　　 します（うち、新任教員は4講座以上を選択して受講して
　　 ください）。

    ⇒必修と選択必修で所定の回数（計8回）を受講された方に、当
       センターから「修了証」を発行します。

③「選択必修」の回には、他大学の教職員の参加が可能となりました。
　 ⇒「FD活動の連携に関する包括協定書」を締結している神奈
       川大学、横浜国立大学、横浜市立大学の教職員が対象です。

④開催日を「原則第1水曜日」から変更します。
　 ⇒極力、会議等との重複を避け、柔軟に開催日時を決定します。

グラフィックシラバスの作成と活用法（1月31日） 皆様のご参加をお待ちしています！！

大人数教室における効果的な授業運営を考える（12月6日）
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［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！

『高等教育研究・開発センター 年報』４号の原稿を募集します！

　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。

　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、高等研所属の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。具体的には、「アクティブ・ラーニング」「カ

リキュラムデザイン」「学習評価」「授業設計」「授業技法」

「キャリア教育」「教育の質保証」「学習意欲」「IR(Institution-

al Research)」「ICT活用」など、様々なテーマの研修をお受けし

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）

　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。

［投稿要領(略)］
(1)書式は、A4版用紙を縦位置、横書きで使用し、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：2018年8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！）

【連載】 ＦＤ図書紹介（第７回）『大学教員のためのルーブリック評価入門』
ダネル・スティーブンス＝アントニア・レビ著、佐藤浩章監訳、井上敏憲＝俣野秀典訳、玉川大学出版部、2014年

第１部　ルーブリック入門
　第 1 章　ルーブリックの基礎
　第 2 章　ルーブリックを使う理由
　第 3 章　ルーブリックの作成法
第２部　ルーブリックの作成と様々な状況での使い方
　第 4 章　学生と作成するルーブリック
　第 5 章　教職員と作成するルーブリック
　第 6 章　ルーブリックを使った採点
　第 7 章　ルーブリックのカスタマイズ
　第 8 章　体験学習のためのルーブリック
　第 9 章　ルーブリックとオンライン学習
　第10章　ルーブリックと授業改善
　第11章　自己評価とキャリア開発のためのルーブリック
　第12章　ルーブリックとプログラム評価
終章　ルーブリック・マニュフェスト
資料

目次（抜粋）

　昨今、学内外において頻繁に開催されているＦＤ研修のテーマ

に「ルーブリック」があります。大学関係者の場合、ご存知の方

も多いかと思いますが、ルーブリックとは、「課題」「観点」

「尺度（レベル）」「評価基準」の4つの構成要素からなる評価

基準表のことで、学習評価のためのツールです。

　ルーブリックは、「評価の厳格化」の流れやアクティブラーニ

ングの導入による「パフォーマンス課題の評価」の必要性などを

背景として、わが国の大学でも急速に拡がりつつある評価手法で

す。前項でも紹介した「理工学部ＦＤ講習会」のように、学内に

おいても導入に向けたニーズが高まりつつあります。

　そのような中で、近年、ルーブリックに関する書籍も増えてま

いりましたが、本書はその“決

定版”と呼ぶにふさわしい内容

となっています。左記の「目次

（抜粋）」にありますように、

ルーブリックの入門的な基礎理

解（第1部）に始まり、豊富な事

例を共にルーブリックへの理解

を深化してくれます（第2部）。

　ルーブリックの導入をお考え

の先生方が、まず手に取るべき

良書として、紹介させていただ

きます。（奈良 堂史）
（書影）出版社提供

告知
　　　　

「News　Letter」vol.12　3ページの記事に誤りがありました。
(誤)平野敏弘(経済学部教授)→(正)平野敏弘(経済学部専任講師)　深くお詫び申し上げます。
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■2018年度教育実践力向上セミナー ◎…必修　　△…選択必修　　×…参加不要

回         日時     所要時間                                    テーマ                         新任教員  新任職員

第1回

第2回

選必1

選必2

選必3

第3回

選必4

選必5

選必6

選必7

選必8

第4回

４月４日（水）
13：00～
16：00

３：００

1．学長講話
2．教育実践力向上セミナーの全体像と全学ＦＤ活動の紹介
3．教務関係案内
4．特別な配慮を必要とする学生への接し方
5．授業支援システムの活用方法

◎ ◎

◎ ◎
5月9日（水）
13：00～
16：00

３：００ 1．高等教育をめぐる現状の理解
2．データから見る本学学生の特徴（ワーク）

６－７月

６－７月

６－７月

２：００

２：００

1：3０

Active Learningの理解と導入 △

△

△

◎

学生の主体的な学びを促す成績評価とルーブリック

ゼミナールにおける指導・運営事例の紹介

９月

11月中

3:00

4:00

授業設計・シラバスライティング

×

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１：３０

１：３０

１：３０

１：３０

１：３０

３：００

1：3０

△

△

△

△

△

◎

×

ICTを活用した授業改善

アカデミック・ライティングの指導法

大人数教室における効果的な授業運営を考える

学習意欲を向上させる授業設計と技法

グラフィックシラバスの作成と活用法

２-３月

２-３月

グループ形式による模擬授業実践講座

未定

グループ形式による模擬授業実践講座大人数教室における効果的な授業運営を考える

職
員
の
み

職
員
の
研
修
に
つ
い
て
は
検
討
中
で
す
。

2017年度「教育実践力向上セミナー」の全プログラムが終了しました！
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介1】 

　本セミナーは、前項（Top News）でも述べられているとお

り、多様化・複雑化する大学教育を取り巻く状況に対して、

本学に所属する教職員の「引き出しを増やす」ことを基本コ

ンセプトとして行われているワークショップ型の研修会で

す。FD・SDは、大学設置基準による“義務化”の文脈で語ら

れることも多いですが、その原点はやはり個々人の“自己研

　2017年度「教育実践力向上セミナー」の全プログラム（教

員の部・職員の部）が終了したことを報告いたします。開催

されたプログラムは、以下の通りです。

【教員の部】
第 1 回　関東学院大学の入職者に求められる基礎知識

第 2 回　データから見る本学学生の特徴

第 3 回　Active Learningの理解と導入

第 4 回　学生の主体的な学びを促す

            成績評価とルーブリック

第 5 回　シラバスの書き方と授業設計

第 6 回　ICTを活用した授業改善

第 7 回　大人数教室における効果的な授業運営

第 8 回　ゼミナールにおける指導・運営事例の紹介

第 9 回　グラフィックシラバスの作成と活用法

第10回　グループ形式による模擬授業実践講座

【職員の部】
第 1 回　（教員の部と共同開催）

第 2 回　（教員の部と共同開催）

第 3 回　教育政策、本学の教学改革、

            FD活動の必要性と現状

第 4 回　WS形式で学ぶ組織とリーダーシップ、

            組織行動演習

第 5 回　グループ発表・共有

研究推進課　梅原洋貴

　新任教職員研修会を通じて、関東学院大学についての

理解が深まったと感じています。私立大学が直面してい

る数々の課題を解決する上で鍵となるのは、各大学が持

つ潜在的な力をどのように引き出すかという点です。自

分の業務の外にあるものも含めて大学全体の姿を知るこ

とが、自らの大学の強みを発見する手がかりになると考

えられます。

　研修会の課題は「ライバル大学に差をつけるためにで

きる取り組み」をグループで考えることであり、単一の

部署や学部からの視点を越え、幅広い視野から大学を捉

えることが必要でした。一連の活動では、本学が取り組

んでいる事業について新たな知識を得ただけでなく、他

部署の方々と意見を交換し、これらを一つのアイデアへ

と集約していくという過程を踏むことで、今まで知らな

かった関東学院大学の新たな姿を見ることが出来まし

た。今後も様々な部署の方と交流し、業務に対する視野

を広げていくことに努めていきたいと思います。

【本セミナーを修了されたの方の感想】

「教育実践力向上セミナーに参加して」

鑽”にあると高等研では考えています。本学における教育・業

務の中で、自己研鑽を続けていただくためには、そもそも

FD・SDを“楽しい”とか、“役に立った”“皆と一緒にやっ

ていくことが大切だ”といった「原体験」が重要です。そのた

め、新任者の皆様には貴重な時間を割いていただき、ご参加い

ただいております。参加された新任者の方々はもちろん、快く

新任者を本セミナーに送り出していただいた各部門の所属長の

皆様にも、厚く御礼申し上げます。

　本セミナーは、前項の告知の通り、いくつかの改善を加え

2018年度も開催してまいります。引き続き、本学の皆様のご理

解・ご協力をよろしくお願いいたします。　       （奈良堂史）

以下の方々は、本セミナーにおける所定の受講時間を満たしたため、学長より「修了証」が授与されました。

教育実践力向上セミナー  2017年度修了者の皆様

金沢文庫事務ｾﾝﾀｰ　小田　梨可さん
教務課　　　　　　原野　ひかりさん
就職支援課　　　　山田　彩香さん
庶務課　　　　　　多田　圭佑さん
図書館運営課　　　上島　悠花さん
学部庶務課　　　　宗像　礼子さん

【教員の部・修了者】（順不同）
建築・環境学部　　呉　　光正先生
人間共生学部　　　川村　覚文先生
総合研究推進機構　堀内　義夫先生

国際文化学部　　　吉田　広毅先生
経済学部　　　　　石坂　貴美先生
経済学部　　　　　神野　真敏先生
経済学部　　　　　平野　敏弘先生

経営学部　　　　　才原　清一郎先生
経営学部　　　　　山北　晴雄先生
理工学部　　　　　友野　和哲先生
理工学部　　　　　堀田　智哉先生

【職員の部・修了者】（順不同）
広報課　　　　　　石川　祥子さん
学生生活課　　　　石川　美月さん
研究推進課　　　　梅原　洋貴さん
社会連携課　　　　衞藤　由佳さん
情報科学ｾﾝﾀｰ運用課　　小俣　麻衣子さん
教務課　　　　　　渡辺　佑太郎さん

国際交流推進課 　中村　七絵さん
教育学部こども発達学科  永松　愛美さん
学生支援室　　　　桐木　健斗さん
教務課　　　 　　  本田　卓也さん
学生生活課　 　　  伊東　太志さん
国際交流推進課　   木原　慎一朗さん

未定
職
員
の
み
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■2018年度教育実践力向上セミナー ◎…必修　　△…選択必修　　×…参加不要

回         日時     所要時間                                    テーマ                         新任教員  新任職員

第1回

第2回

選必1

選必2

選必3

第3回

選必4

選必5

選必6

選必7

選必8

第4回

４月４日（水）
13：00～
16：00

３：００

1．学長講話
2．教育実践力向上セミナーの全体像と全学ＦＤ活動の紹介
3．教務関係案内
4．特別な配慮を必要とする学生への接し方
5．授業支援システムの活用方法

◎ ◎

◎ ◎
5月9日（水）
13：00～
16：00

３：００ 1．高等教育をめぐる現状の理解
2．データから見る本学学生の特徴（ワーク）

６－７月

６－７月

６－７月

２：００

２：００

1：3０

Active Learningの理解と導入 △

△

△

◎

学生の主体的な学びを促す成績評価とルーブリック

ゼミナールにおける指導・運営事例の紹介

９月

11月中

3:00

4:00

授業設計・シラバスライティング

×

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１０-１月

１：３０

１：３０

１：３０

１：３０

１：３０

３：００

1：3０

△

△

△

△

△

◎

×

ICTを活用した授業改善

アカデミック・ライティングの指導法

大人数教室における効果的な授業運営を考える

学習意欲を向上させる授業設計と技法

グラフィックシラバスの作成と活用法

２-３月

２-３月

グループ形式による模擬授業実践講座

未定

グループ形式による模擬授業実践講座大人数教室における効果的な授業運営を考える

職
員
の
み

職
員
の
研
修
に
つ
い
て
は
検
討
中
で
す
。

2017年度「教育実践力向上セミナー」の全プログラムが終了しました！
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介1】 

　本セミナーは、前項（Top News）でも述べられているとお

り、多様化・複雑化する大学教育を取り巻く状況に対して、

本学に所属する教職員の「引き出しを増やす」ことを基本コ

ンセプトとして行われているワークショップ型の研修会で

す。FD・SDは、大学設置基準による“義務化”の文脈で語ら

れることも多いですが、その原点はやはり個々人の“自己研

　2017年度「教育実践力向上セミナー」の全プログラム（教

員の部・職員の部）が終了したことを報告いたします。開催

されたプログラムは、以下の通りです。

【教員の部】
第 1 回　関東学院大学の入職者に求められる基礎知識

第 2 回　データから見る本学学生の特徴

第 3 回　Active Learningの理解と導入

第 4 回　学生の主体的な学びを促す

            成績評価とルーブリック

第 5 回　シラバスの書き方と授業設計

第 6 回　ICTを活用した授業改善

第 7 回　大人数教室における効果的な授業運営

第 8 回　ゼミナールにおける指導・運営事例の紹介

第 9 回　グラフィックシラバスの作成と活用法

第10回　グループ形式による模擬授業実践講座

【職員の部】
第 1 回　（教員の部と共同開催）

第 2 回　（教員の部と共同開催）

第 3 回　教育政策、本学の教学改革、

            FD活動の必要性と現状

第 4 回　WS形式で学ぶ組織とリーダーシップ、

            組織行動演習

第 5 回　グループ発表・共有

研究推進課　梅原洋貴

　新任教職員研修会を通じて、関東学院大学についての

理解が深まったと感じています。私立大学が直面してい

る数々の課題を解決する上で鍵となるのは、各大学が持

つ潜在的な力をどのように引き出すかという点です。自

分の業務の外にあるものも含めて大学全体の姿を知るこ

とが、自らの大学の強みを発見する手がかりになると考

えられます。

　研修会の課題は「ライバル大学に差をつけるためにで

きる取り組み」をグループで考えることであり、単一の

部署や学部からの視点を越え、幅広い視野から大学を捉

えることが必要でした。一連の活動では、本学が取り組

んでいる事業について新たな知識を得ただけでなく、他

部署の方々と意見を交換し、これらを一つのアイデアへ

と集約していくという過程を踏むことで、今まで知らな

かった関東学院大学の新たな姿を見ることが出来まし

た。今後も様々な部署の方と交流し、業務に対する視野

を広げていくことに努めていきたいと思います。

【本セミナーを修了されたの方の感想】

「教育実践力向上セミナーに参加して」

鑽”にあると高等研では考えています。本学における教育・業

務の中で、自己研鑽を続けていただくためには、そもそも

FD・SDを“楽しい”とか、“役に立った”“皆と一緒にやっ

ていくことが大切だ”といった「原体験」が重要です。そのた

め、新任者の皆様には貴重な時間を割いていただき、ご参加い

ただいております。参加された新任者の方々はもちろん、快く

新任者を本セミナーに送り出していただいた各部門の所属長の

皆様にも、厚く御礼申し上げます。

　本セミナーは、前項の告知の通り、いくつかの改善を加え

2018年度も開催してまいります。引き続き、本学の皆様のご理

解・ご協力をよろしくお願いいたします。　       （奈良堂史）

以下の方々は、本セミナーにおける所定の受講時間を満たしたため、学長より「修了証」が授与されました。

教育実践力向上セミナー  2017年度修了者の皆様

金沢文庫事務ｾﾝﾀｰ　小田　梨可さん
教務課　　　　　　原野　ひかりさん
就職支援課　　　　山田　彩香さん
庶務課　　　　　　多田　圭佑さん
図書館運営課　　　上島　悠花さん
学部庶務課　　　　宗像　礼子さん

【教員の部・修了者】（順不同）
建築・環境学部　　呉　　光正先生
人間共生学部　　　川村　覚文先生
総合研究推進機構　堀内　義夫先生

国際文化学部　　　吉田　広毅先生
経済学部　　　　　石坂　貴美先生
経済学部　　　　　神野　真敏先生
経済学部　　　　　平野　敏弘先生

経営学部　　　　　才原　清一郎先生
経営学部　　　　　山北　晴雄先生
理工学部　　　　　友野　和哲先生
理工学部　　　　　堀田　智哉先生

【職員の部・修了者】（順不同）
広報課　　　　　　石川　祥子さん
学生生活課　　　　石川　美月さん
研究推進課　　　　梅原　洋貴さん
社会連携課　　　　衞藤　由佳さん
情報科学ｾﾝﾀｰ運用課　　小俣　麻衣子さん
教務課　　　　　　渡辺　佑太郎さん

国際交流推進課 　中村　七絵さん
教育学部こども発達学科  永松　愛美さん
学生支援室　　　　桐木　健斗さん
教務課　　　 　　  本田　卓也さん
学生生活課　 　　  伊東　太志さん
国際交流推進課　   木原　慎一朗さん

未定
職
員
の
み
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理工学部「ＦＤ講習会」でルーブリックに関する研修を開催しました。（2018.3.20）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介2】

　高等研では、各学部が主体的に推進するFD活動を支援する

ことを主たる事業の1つとして、特に力を入れて推進しており

ます。これまで、経済学部（カリキュラムマップ、カリキュ

ラム改革）、法学部（アクティブラーニング）、人間共生学

部・教育学部・栄養学部（データに見る新入生像）、栄養学部

（カリキュラムマップ）、看護学部（3つのポリシー、カリ

キュラムマップ）等のテーマで各学部からの依頼を受け、FD

研修の場を提供してまいりました。

　今回は、理工学部からの依頼を受け、学習成果の可視化と

ルーブリックの活用に関する研修会を行いました。ルーブリッ

クとは、縦軸に「観点」、横軸に「尺度（レベル）」をとった

「評価基準表」のことで、理工学部では2017年度の夏期研修会

に引き続きルーブリックを取り上げ、教員間の理解の深化と導

入事例の共有を進めているとのことです。当日は、①ルーブ

リックの基礎的な理解に始まり、②他大学の理工学分野におけ

る導入事例の紹介、③ルーブリックの作成法の3点を中心にお

話をさせていただきました。先行研究等によると、ルーブリッ

クは3回ほど改定すると、教員にとって納得のいく評価ツール

となるようです。今回の研修が、同学部によるルーブリック活

用や学習成果の可視化の助けとなり、学生のさらなる学びの質

向上につながれば幸いです。

　高等研では、ルーブリックの他にも様々なテーマで研修を提

供することが可能です（詳細は、最終頁をご参照ください）。

各学部においてFD研修会等をご企画の先生方は、ぜひともお

声がけいただき、当センターをご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （奈良 堂史）

理工学部春期研修会 第2部「FD講習会」

■主　　催　理工学部
■開催日時　2018年3月20日（火）
                     14：30～16：10（100分、質疑応答を含む）
■場　　所　金沢八景キャンパスフォーサイト21
                   「F-202教室」
■参  加  者　約30名
■テ  ー  マ 「学習意欲につながる学習成果の可視化
                     ――ルーブリックの活用事例と作成法」
■担  当  者　奈良 堂史
                   （高等教育研究・開発センター専任講師）
■本講座のねらい（到達目標）
　①ルーブリックとはどういうものかについて、パフォーマ
　　ンス評価の考え方とともに、基礎理解を復習する。
　②ルーブリックの活用事例と作成法について習得する。
　③ご自身の担当講義におけるルーブリックの導入可能性
　　を検討できる。

「シラバスブラッシュアップ講座2017」を開催しました。（2018.2.7）

シラバスブラッシュアップ講座2017

■主　　催　高等教育研究・開発センター
■開催日時　2018年2月7日（水）10：00～11：30
■場　　所　金沢八景キャンパス
                     フォーサイト21 5階 ＬＬＣ
■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　4名
■本講座のねらい（到達目標）
　①シラバスの役割を説明することができる。
　②シラバスの各項目ごとの意図や役割を確認し、記述　
　　する際のコツを習得できる。
　③科目の「目的」と「目標」を適切に記述できる。
　④効果的な学習を促進するスケジュールを設計できる。
　⑤評価方法を適切に記述できる。

　2016年度に続き、2017年度もシラバスＷｅｂ入力の〆切直前

の時期に「シラバスブラッシュアップ講座」を開催しました。

　2016年度の同講座は、比較的、新任教員向けに近い講座内容

でしたが、今年度は講座のレベルを上げ、ベテランの先生方に

も参考にしていただける内容といたしました。

 特に、昨今求め

られている「教

育の質保証」の

観点からシラバ

スを捉えた際に

重要となるポイ

ン ト の １ つ が

「学部・学科の

DP」と当該科目

の「到達目標」

との関係が明示

されている点です。シラバス入力後、各学部によって行われて

いるシラバスの「第三者チェック」においても、この点は非常

に重要になるものと思われます。本講座でも、この点について

は特に時間をかけてワークを行いました。

　引き続き、高等研ではFDの専門家としての視点から、先生

方のシラバスの執筆を後方支援させていただきたいと思ってお

ります。この類の講座は、シラバスの内容の見直しを検討され

ている先生方に向けて、たとえ少人数の参加者であっても、定

期的に続けていくことが大切であると考えます。2018年度末も

開催を予定しておりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申

し上げます。　　　　　　　　　　  　　　　　（奈良 堂史）

【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介３】

＜13:30～13:40＞

・開会あいさつ

　横浜国立大学 副学長（教育担当）　髙木 まさき

・フォーラムの流れおよび趣旨説明　

　横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  センター長　上ノ山 周

＜13:40～15:00＞【第Ⅰ部】

・活動報告「学生調査の現状と課題」

　神奈川大学　教育支援センター所長（経済学部教授） 山本博史

　関東学院大学　高等教育研究・開発センター専任講師  杉原亨

　横浜国立大学　高大接続・全学教育推進センター専任教員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  市村光之／安野舞子

　横浜市立大学　ＦＤ・ＳＤ推進委員会副委員長

　　　　　　　　  （国際総合科学部理学系准教授）　石川裕一

＜15:10～16:40＞【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」

   モデレーター：松本 真哉（横浜国立大学

     高大接続・全学教育推進センター 副センター長）

   パネリスト：【学生】

　　新保 壮馬さん、梶山 晏美さん（神奈川大学）

　　森 亮介さん、御船 風花さん（関東学院大学）

　　菊池 拓哉さん、池田 奈都子さん（横浜国立大学）

　　大場 優生さん、上田 麗未さん（横浜市立大学）

＜16:40～16:45＞

・閉会あいさつ

　横浜市立大学　副学長　重田 諭吉

１．フォーラム開催の背景
　神奈川大学・横浜国立大学・横浜市立大学・本学の4大学は

「FD活動の連携に関する包括協定」を締結しており、これまで

様々な取り組みを行ってきました。ヨコハマFDフォーラムは、

その中でも最大のイベントであり今回で3回目を迎えます。

　今回は「学生調査の現状と課題」をテーマにして、上記のプ

ログラムで開催しました。プログラムの背景としては、大学独

自で実施する学修状況調査や満足度調査及び民間企業が開発し

たアセスメント、それから授業改善アンケートなど様々な調査

が実施されているが、本当に学生のために役立っているのか、

学生は本音ではどう思っているかを真摯に考えて、教育への活

用に結びつけたいという想いがありました。

※役職は2017年12月10日当時のものです。

第3回ヨコハマＦＤフォーラム 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－

２．当日のフォーラムの様子
　フォーラムの参加者は96名と休日にも関わらず盛況でこの

テーマへの関心の高さが伺えました。第Ⅰ部は各大学から学生

調査の現状と課題について発表があり、神奈川大学からは授業

アンケート及び学修状況調査の現状、横浜国立大学からは現在

構築中の学生IR体制とeポートフォリオの実践、横浜市立大学

からは学生調査の活用事例、本学からは授業改善アンケートの

WEB化や初年次キャリア科目でのアセスメントの実施と活用

について報告しました。

　第Ⅱ部では、各大学から2名の学生が登壇し、大学が実施し

ているアンケートについて率直な意見を述べてもらいました。

主な意見として、「大学と学生が求めていることに“ずれ”を

感じる」「学生が回答するメリットがわからない」「授業改善

に活用されていると感じることがほとんどない」が挙がり、会

場の大学関係者は予想以上の厳しい反応にショックを受けてい

た様子でした。この現状を踏まえて、フロアの参加者と登壇の

学生たちとの活発な意見交換がなされました。議論では、上記

の状況が生じている要因として、「調査結果に関して学生への

フィードバックができていない（形式的に実施しても学生に伝

わっていない）」「教職員と学生とのコミュニケーションがそ

もそも不足している」という声が挙がっていました。

　議論が白熱して、学生と教員との意見が対立して緊張感が会

場に漂った場面で、本学の御船風花さんが、学生へのフィード

バックに対し「暖かみのある“お便り”みたいにして発信す

る」というアイデアをコメントしました。少しフロアが“暖か

い”雰囲気になったのが印象的でした。

 

３．アンケートから見た参加者の声
　自由記述からは、「学生からの率直な意見が聞けて良かっ

た」「他大学の状況を知ることができて勉強になった」という

声が多かったです。このフォーラムを踏まえて、授業改善アン

ケートやアセスメントの結果を、どのような形で教職員に共有

し、学生へ還元するかをより真摯に取り組んでいく所存です。

(杉原　亨)

開催日　2017年12月10日（日）
時　間　13:30～16:45
場　所　横浜国立大学　教育文化ホール

第3回ヨコハマＦＤフォーラムを開催しました！（2017.12.10）
【Event Report】 

学生が登壇したパネルディスカッションの様子
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理工学部「ＦＤ講習会」でルーブリックに関する研修を開催しました。（2018.3.20）
【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介2】

　高等研では、各学部が主体的に推進するFD活動を支援する

ことを主たる事業の1つとして、特に力を入れて推進しており

ます。これまで、経済学部（カリキュラムマップ、カリキュ

ラム改革）、法学部（アクティブラーニング）、人間共生学

部・教育学部・栄養学部（データに見る新入生像）、栄養学部

（カリキュラムマップ）、看護学部（3つのポリシー、カリ

キュラムマップ）等のテーマで各学部からの依頼を受け、FD

研修の場を提供してまいりました。

　今回は、理工学部からの依頼を受け、学習成果の可視化と

ルーブリックの活用に関する研修会を行いました。ルーブリッ

クとは、縦軸に「観点」、横軸に「尺度（レベル）」をとった

「評価基準表」のことで、理工学部では2017年度の夏期研修会

に引き続きルーブリックを取り上げ、教員間の理解の深化と導

入事例の共有を進めているとのことです。当日は、①ルーブ

リックの基礎的な理解に始まり、②他大学の理工学分野におけ

る導入事例の紹介、③ルーブリックの作成法の3点を中心にお

話をさせていただきました。先行研究等によると、ルーブリッ

クは3回ほど改定すると、教員にとって納得のいく評価ツール

となるようです。今回の研修が、同学部によるルーブリック活

用や学習成果の可視化の助けとなり、学生のさらなる学びの質

向上につながれば幸いです。

　高等研では、ルーブリックの他にも様々なテーマで研修を提

供することが可能です（詳細は、最終頁をご参照ください）。

各学部においてFD研修会等をご企画の先生方は、ぜひともお

声がけいただき、当センターをご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （奈良 堂史）

理工学部春期研修会 第2部「FD講習会」

■主　　催　理工学部
■開催日時　2018年3月20日（火）
                     14：30～16：10（100分、質疑応答を含む）
■場　　所　金沢八景キャンパスフォーサイト21
                   「F-202教室」
■参  加  者　約30名
■テ  ー  マ 「学習意欲につながる学習成果の可視化
                     ――ルーブリックの活用事例と作成法」
■担  当  者　奈良 堂史
                   （高等教育研究・開発センター専任講師）
■本講座のねらい（到達目標）
　①ルーブリックとはどういうものかについて、パフォーマ
　　ンス評価の考え方とともに、基礎理解を復習する。
　②ルーブリックの活用事例と作成法について習得する。
　③ご自身の担当講義におけるルーブリックの導入可能性
　　を検討できる。

「シラバスブラッシュアップ講座2017」を開催しました。（2018.2.7）

シラバスブラッシュアップ講座2017

■主　　催　高等教育研究・開発センター
■開催日時　2018年2月7日（水）10：00～11：30
■場　　所　金沢八景キャンパス
                     フォーサイト21 5階 ＬＬＣ
■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　4名
■本講座のねらい（到達目標）
　①シラバスの役割を説明することができる。
　②シラバスの各項目ごとの意図や役割を確認し、記述　
　　する際のコツを習得できる。
　③科目の「目的」と「目標」を適切に記述できる。
　④効果的な学習を促進するスケジュールを設計できる。
　⑤評価方法を適切に記述できる。

　2016年度に続き、2017年度もシラバスＷｅｂ入力の〆切直前

の時期に「シラバスブラッシュアップ講座」を開催しました。

　2016年度の同講座は、比較的、新任教員向けに近い講座内容

でしたが、今年度は講座のレベルを上げ、ベテランの先生方に

も参考にしていただける内容といたしました。

 特に、昨今求め

られている「教

育の質保証」の

観点からシラバ

スを捉えた際に

重要となるポイ

ン ト の １ つ が

「学部・学科の

DP」と当該科目

の「到達目標」

との関係が明示

されている点です。シラバス入力後、各学部によって行われて

いるシラバスの「第三者チェック」においても、この点は非常

に重要になるものと思われます。本講座でも、この点について

は特に時間をかけてワークを行いました。

　引き続き、高等研ではFDの専門家としての視点から、先生

方のシラバスの執筆を後方支援させていただきたいと思ってお

ります。この類の講座は、シラバスの内容の見直しを検討され

ている先生方に向けて、たとえ少人数の参加者であっても、定

期的に続けていくことが大切であると考えます。2018年度末も

開催を予定しておりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申

し上げます。　　　　　　　　　　  　　　　　（奈良 堂史）

【学内におけるＦＤ・ＳＤ活動紹介３】

＜13:30～13:40＞

・開会あいさつ

　横浜国立大学 副学長（教育担当）　髙木 まさき

・フォーラムの流れおよび趣旨説明　

　横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  センター長　上ノ山 周

＜13:40～15:00＞【第Ⅰ部】

・活動報告「学生調査の現状と課題」

　神奈川大学　教育支援センター所長（経済学部教授） 山本博史

　関東学院大学　高等教育研究・開発センター専任講師  杉原亨

　横浜国立大学　高大接続・全学教育推進センター専任教員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  市村光之／安野舞子

　横浜市立大学　ＦＤ・ＳＤ推進委員会副委員長

　　　　　　　　  （国際総合科学部理学系准教授）　石川裕一

＜15:10～16:40＞【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」

   モデレーター：松本 真哉（横浜国立大学

     高大接続・全学教育推進センター 副センター長）

   パネリスト：【学生】

　　新保 壮馬さん、梶山 晏美さん（神奈川大学）

　　森 亮介さん、御船 風花さん（関東学院大学）

　　菊池 拓哉さん、池田 奈都子さん（横浜国立大学）

　　大場 優生さん、上田 麗未さん（横浜市立大学）

＜16:40～16:45＞

・閉会あいさつ

　横浜市立大学　副学長　重田 諭吉

１．フォーラム開催の背景
　神奈川大学・横浜国立大学・横浜市立大学・本学の4大学は

「FD活動の連携に関する包括協定」を締結しており、これまで

様々な取り組みを行ってきました。ヨコハマFDフォーラムは、

その中でも最大のイベントであり今回で3回目を迎えます。

　今回は「学生調査の現状と課題」をテーマにして、上記のプ

ログラムで開催しました。プログラムの背景としては、大学独

自で実施する学修状況調査や満足度調査及び民間企業が開発し

たアセスメント、それから授業改善アンケートなど様々な調査

が実施されているが、本当に学生のために役立っているのか、

学生は本音ではどう思っているかを真摯に考えて、教育への活

用に結びつけたいという想いがありました。

※役職は2017年12月10日当時のものです。

第3回ヨコハマＦＤフォーラム 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－

２．当日のフォーラムの様子
　フォーラムの参加者は96名と休日にも関わらず盛況でこの

テーマへの関心の高さが伺えました。第Ⅰ部は各大学から学生

調査の現状と課題について発表があり、神奈川大学からは授業

アンケート及び学修状況調査の現状、横浜国立大学からは現在

構築中の学生IR体制とeポートフォリオの実践、横浜市立大学

からは学生調査の活用事例、本学からは授業改善アンケートの

WEB化や初年次キャリア科目でのアセスメントの実施と活用

について報告しました。

　第Ⅱ部では、各大学から2名の学生が登壇し、大学が実施し

ているアンケートについて率直な意見を述べてもらいました。

主な意見として、「大学と学生が求めていることに“ずれ”を

感じる」「学生が回答するメリットがわからない」「授業改善

に活用されていると感じることがほとんどない」が挙がり、会

場の大学関係者は予想以上の厳しい反応にショックを受けてい

た様子でした。この現状を踏まえて、フロアの参加者と登壇の

学生たちとの活発な意見交換がなされました。議論では、上記

の状況が生じている要因として、「調査結果に関して学生への

フィードバックができていない（形式的に実施しても学生に伝

わっていない）」「教職員と学生とのコミュニケーションがそ

もそも不足している」という声が挙がっていました。

　議論が白熱して、学生と教員との意見が対立して緊張感が会

場に漂った場面で、本学の御船風花さんが、学生へのフィード

バックに対し「暖かみのある“お便り”みたいにして発信す

る」というアイデアをコメントしました。少しフロアが“暖か

い”雰囲気になったのが印象的でした。

 

３．アンケートから見た参加者の声
　自由記述からは、「学生からの率直な意見が聞けて良かっ

た」「他大学の状況を知ることができて勉強になった」という

声が多かったです。このフォーラムを踏まえて、授業改善アン

ケートやアセスメントの結果を、どのような形で教職員に共有

し、学生へ還元するかをより真摯に取り組んでいく所存です。

(杉原　亨)

開催日　2017年12月10日（日）
時　間　13:30～16:45
場　所　横浜国立大学　教育文化ホール

第3回ヨコハマＦＤフォーラムを開催しました！（2017.12.10）
【Event Report】 

学生が登壇したパネルディスカッションの様子



高等教育研究・開発センターNEWS LETTER 高等教育研究・開発センターNEWS LETTER

経済学部　 田中　史生
【連載】私の授業改善（第7回）

　私は日本古代史の研究者で、経済学部で共通科目を20年間

担当してきました。この間、授業方法として特に目新しい取

り組みをしてきたわけではありません。多くの受講生を抱

え、なかなか見えにくい彼らの理解度を、ペーパーでこまめ

に確認し、出された質問に次の授業で全て答えるということ

をしてきたぐらいです。全てに答える姿勢でいると、紙を介

してですが、質問が増えていきました。授業の冒頭も、前回

授業に対する理解度や質問を踏まえて組み立てます。冒頭だ

けでなく、大半をシラバスで示した内容と入れ替えたことも

あります。こういう時は、受講生の反応がいつもより大き

い。多くの教員が感じているように、私も「シラバス通り」

が良い授業とは限らないと思っています。

　私が授業改善で力を入れたのは、メソッドよりもむしろ内

容の方でした。学の分野や大系に裏付けられ、互いの科目の

関連性が自明(のはず)の専門科目と異なり、共通科目の場合、

全体の目的と関連性をはっきりと意識しなければ、いくらカ

リキュラムがあっても中身は蛸壺化してしまいます。多様な

分野の集まる経済学部の共通科目教室には、こういった問題

を正面から議論する雰囲気があり、これが私にとっては授業

の目標や内容を考え直す大きなきっかけとなりました。ま

た、その問題意識を専門科目の先生方にぶつけ、議論する環

境もありました。このため私の担当科目「歴史学」は、この

20年で現代の経済や経営の枠組みの相対化を意識したものに

大きく変わりました。無色透明な教養教育や共通科目などな

いということに気づかされた20年でもありました。そしてそ

のなかで、自らが専門とする歴史学の意義も自覚することが

できました。

　授業のメソッド論も、コンテンツの充実があってこそ生き

るものだろうと思います。そしてそのコンテンツも、自身の

専門からだけではなく、多様な「知」の集まる大学組織の中

で鍛えられ、それが自らの研究にも跳ね返る。この体験はと

ても刺激的でした。こうした環境が経済学部(現経済学部・経

営学部)に整っていたことをとても感謝しています。2017年度

で退職する私は、本学でのこうした経験を大切な財産とした

いと思っています。

ベネッセグループとの共同研究の成果を発表しました。（2018.3.21）
【学外機関との共同研究1】

 2016年度につづき、本年度も京都大学で開催された「第24回

大学教育研究フォーラム」の参加者企画セッションに話題提供

者（杉原 亨、奈良堂史）として参加しました。セッションは

「学修成果の多角的・継続的な可視化とその活用－育成と一体

化した評価の試み－」というテーマで実施しました。

 紙幅の関係で詳細は記述できませんが、高知大学の取り組み

では、アセスメント結果など様々な情報が蓄積されている

eポートフォリオを用いた振り返りとして、継続的に教員と学

生間でリフレクション面談を実施していること、追手門学院大

学のアサーティブ入試では入学前から学びのモチベーションが

高い学生が入学後どのように変化したかを丁寧に示していたこ

とが印象に残りました。

 本学のベネッセグループとの共同研究の成果としては、2016

年度の研究で明らかになった“学生の成長プロセスの要素”

（図１）を示したうえで、1年次春学期の「KGUキャリアデザ

イン入門」の毎回のミニッツペーパーや課題レポートを対象

に、テキストマイニングや質的な分析を踏まえた講座・教材開

発の事例や、4年生秋学期の「学びの総まとめプログラム」の

実践（例．4年間の履修科目をA3の用紙に体系的に整理する：

自分版カリキュラムマップ・図2）について報告しました。

　ディスカッションでは、指定討論者の立命館大学 鳥居朋子

教授が内部質保証の考え方や立命館大学での取り組みの現状を

講演した後、「共同研究で定義した“成長”はDP（ディプロ

マ・ポリシー）とどのような関連があるのか」など教育の質保

証に結びつけるための重要な問いについて、８名の登壇者が発

言しました。また、講演では、一体的な指導（育成）と評価に

ついて、「“温もり”のある可視化」というキーワードが掲出

され、ここから単にエビデンスを示すだけでなく、教職員が現

場の文脈に即してデータを解釈して学生に誠実に伝えていくこ

とが大切であると改めて実感しました。

　このセッションの詳細は（https://berd.benesse.jp/feature/-

focus/17-report/forum/02/）で公開しており、資料もダウン

ロードできます。この議論を踏まえて、本学においても教育の

質保証と育成の一体化を推進していく所存です。   （杉原 亨）

（図1）多くの学生の「成長」プロセスに共通して見られた要素

（図2）自分版「カリキュラムマップ」

・自己認識を深める機会
   （何かに打ち込む、価値観の対立を
    経験する、など）

・人生の意味を考える契機
   （友人の病気、身近な人の死など）

・親の働く姿、生き方・考え方に
    触れる機会

・困難を乗り越えた経験
・役割を任された経験
   （部活・受験・アルバイトなど）

・困難なときに支えてくれる人がいた
   （友人・親・先生など）

・すごいと思える人が身近にいた
   （友人・先輩・親など）

・学習をサポートしてくれる人がいた
   （学校・塾・支援室の先生など）

・よい授業、先生との出会い
   （学ぶ楽しさ、科目間のつながりを
    見せてくれた）

・高校と大学の学習スタイルの違いを
    認識する機会
   （ テスト・レポート、失敗経験など）

・問いを立てて情報を集めて論じる、
   という大学型の学びに適応できる

・自分の成長や、経験から何を学ん
   だかを語ることができる

トリガー＝成長のきっかけ レディネス＝成長のための土台（能力要素）
※同じ場にいても、「成長」に至るかどうかの
　違いを生む要因

自己の確立
・自己理解ができている（得意、好き、価値観など）

・ロールモデルやキャリアビジョンの存在

やり抜く力・ストレス耐性
・失敗を恐れず挑戦する
・困難に直面してもくじけない
　（自信・しなやかさ・粘り強さ）

対人関係力・柔軟性・コミュニケーション力
・他者と一緒に学べる　・感謝できる
・他者から刺激や情報を得る
・助言や忠告を受け止められる

内省力・メタ認知力・語彙力・言語化力

・PDCA を回すことができる
・深く学ぶことができる、経験から学べる

学習スキル・統合的に学ぶ楽しさの理解

「成長」に向かう姿
（成長の定義）

中・長期の目標設定
・将来、こうなりたいという目標がある

行動の質と量

焦点化

行動

・伸ばすべき力を意識している
・何かに挑戦している、
   自分に意識的に負荷を
   かけている

・目標の達成に向けて、
   具体的な行動がある

・負荷の高い行動を継続できて
    いる

リフレクション
（言語化・意味づけ）

富士通（株）フィールド・イノベーション本部との共同研究の成果を発表しました。（2018.3.21）
【学外機関との共同研究２】

第24回 大学教育研究フォーラム
（通称：京大フォーラム）

■主催/共催   京都大学高等教育研究開発推進センター

　　　　　　学校法人 河合塾教育イノベーション本部、

　　　　　　関西地区FD連絡協議会

■開催日時　2018年3月20・21日（火・水）

■場　　所　京都大学 吉田キャンパス

　　　　　  「吉田南総合館」他

■参  加  者　約30名（部会22の参加者数）

■報告テーマ 「顔検出技術による受講者の学習意欲・

                      興味の可視化に関する試み

                      ――大人数授業の質向上と効果的な

                                                     FD活動の探求――」

■報  告  者　奈良堂史、杉原亨、小山嚴也

　　　　　 （以上、関東学院大学）

　　　　　　林昌宏、木村剛美、藤本敏浩、宮田和幸

　　　　　 （以上、富士通株式会社フィールド・

                     イノベーション本部）

　高等研では、富士通株式会社フィールド・イノベーション

本部（以下、「同社」と表記する）と1年間の「実証実験に関

する協定書」を締結し、共同研究を行ってきました（期間は

2017年4月1日～2018年3月31日）。

　本研究では、同社の顔検出技術によって授業を撮影し、撮影

データから得られた「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」「講師の教室内での立ち位置」「授業内でのテクニック」

「講義後の感想」などの講義内容・手法との関係性を明らかにす

ることで、学習者の意欲・興味を可視化しようとしています。

　研究成果については、2017年2月1日の「第8回高等教育セミ

ナー」で学内に向けて発信した他、本ニューズレターの第11

号（前々号）でも既報しました。また、2017年10月15日には

「日本教育メディア学会（於：茨城大学）」でも一般研究と

して発表しました。そして今回のフォーラムでは、特に大規

模授業の授業改善（ミクロレベルのFD）としての顔検出技術

の活用可能性について提案し、他の報告者との討論（報告者

セッション）を行いました。

　共同研究を推進してきた同社の皆様と、研究のきっかけを作っ

てくださいました経営学部の小山嚴也先生に御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　   （奈良 堂史）
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経済学部　 田中　史生
【連載】私の授業改善（第7回）

　私は日本古代史の研究者で、経済学部で共通科目を20年間

担当してきました。この間、授業方法として特に目新しい取

り組みをしてきたわけではありません。多くの受講生を抱

え、なかなか見えにくい彼らの理解度を、ペーパーでこまめ

に確認し、出された質問に次の授業で全て答えるということ

をしてきたぐらいです。全てに答える姿勢でいると、紙を介

してですが、質問が増えていきました。授業の冒頭も、前回

授業に対する理解度や質問を踏まえて組み立てます。冒頭だ

けでなく、大半をシラバスで示した内容と入れ替えたことも

あります。こういう時は、受講生の反応がいつもより大き

い。多くの教員が感じているように、私も「シラバス通り」

が良い授業とは限らないと思っています。

　私が授業改善で力を入れたのは、メソッドよりもむしろ内

容の方でした。学の分野や大系に裏付けられ、互いの科目の

関連性が自明(のはず)の専門科目と異なり、共通科目の場合、

全体の目的と関連性をはっきりと意識しなければ、いくらカ

リキュラムがあっても中身は蛸壺化してしまいます。多様な

分野の集まる経済学部の共通科目教室には、こういった問題

を正面から議論する雰囲気があり、これが私にとっては授業

の目標や内容を考え直す大きなきっかけとなりました。ま

た、その問題意識を専門科目の先生方にぶつけ、議論する環

境もありました。このため私の担当科目「歴史学」は、この

20年で現代の経済や経営の枠組みの相対化を意識したものに

大きく変わりました。無色透明な教養教育や共通科目などな

いということに気づかされた20年でもありました。そしてそ

のなかで、自らが専門とする歴史学の意義も自覚することが

できました。

　授業のメソッド論も、コンテンツの充実があってこそ生き

るものだろうと思います。そしてそのコンテンツも、自身の

専門からだけではなく、多様な「知」の集まる大学組織の中

で鍛えられ、それが自らの研究にも跳ね返る。この体験はと

ても刺激的でした。こうした環境が経済学部(現経済学部・経

営学部)に整っていたことをとても感謝しています。2017年度

で退職する私は、本学でのこうした経験を大切な財産とした

いと思っています。

ベネッセグループとの共同研究の成果を発表しました。（2018.3.21）
【学外機関との共同研究1】

 2016年度につづき、本年度も京都大学で開催された「第24回

大学教育研究フォーラム」の参加者企画セッションに話題提供

者（杉原 亨、奈良堂史）として参加しました。セッションは

「学修成果の多角的・継続的な可視化とその活用－育成と一体

化した評価の試み－」というテーマで実施しました。

 紙幅の関係で詳細は記述できませんが、高知大学の取り組み

では、アセスメント結果など様々な情報が蓄積されている

eポートフォリオを用いた振り返りとして、継続的に教員と学

生間でリフレクション面談を実施していること、追手門学院大

学のアサーティブ入試では入学前から学びのモチベーションが

高い学生が入学後どのように変化したかを丁寧に示していたこ

とが印象に残りました。

 本学のベネッセグループとの共同研究の成果としては、2016

年度の研究で明らかになった“学生の成長プロセスの要素”

（図１）を示したうえで、1年次春学期の「KGUキャリアデザ

イン入門」の毎回のミニッツペーパーや課題レポートを対象

に、テキストマイニングや質的な分析を踏まえた講座・教材開

発の事例や、4年生秋学期の「学びの総まとめプログラム」の

実践（例．4年間の履修科目をA3の用紙に体系的に整理する：

自分版カリキュラムマップ・図2）について報告しました。

　ディスカッションでは、指定討論者の立命館大学 鳥居朋子

教授が内部質保証の考え方や立命館大学での取り組みの現状を

講演した後、「共同研究で定義した“成長”はDP（ディプロ

マ・ポリシー）とどのような関連があるのか」など教育の質保

証に結びつけるための重要な問いについて、８名の登壇者が発

言しました。また、講演では、一体的な指導（育成）と評価に

ついて、「“温もり”のある可視化」というキーワードが掲出

され、ここから単にエビデンスを示すだけでなく、教職員が現

場の文脈に即してデータを解釈して学生に誠実に伝えていくこ

とが大切であると改めて実感しました。

　このセッションの詳細は（https://berd.benesse.jp/feature/-

focus/17-report/forum/02/）で公開しており、資料もダウン

ロードできます。この議論を踏まえて、本学においても教育の

質保証と育成の一体化を推進していく所存です。   （杉原 亨）

（図1）多くの学生の「成長」プロセスに共通して見られた要素

（図2）自分版「カリキュラムマップ」

・自己認識を深める機会
   （何かに打ち込む、価値観の対立を
    経験する、など）

・人生の意味を考える契機
   （友人の病気、身近な人の死など）

・親の働く姿、生き方・考え方に
    触れる機会

・困難を乗り越えた経験
・役割を任された経験
   （部活・受験・アルバイトなど）

・困難なときに支えてくれる人がいた
   （友人・親・先生など）

・すごいと思える人が身近にいた
   （友人・先輩・親など）

・学習をサポートしてくれる人がいた
   （学校・塾・支援室の先生など）

・よい授業、先生との出会い
   （学ぶ楽しさ、科目間のつながりを
    見せてくれた）

・高校と大学の学習スタイルの違いを
    認識する機会
   （ テスト・レポート、失敗経験など）

・問いを立てて情報を集めて論じる、
   という大学型の学びに適応できる

・自分の成長や、経験から何を学ん
   だかを語ることができる

トリガー＝成長のきっかけ レディネス＝成長のための土台（能力要素）
※同じ場にいても、「成長」に至るかどうかの
　違いを生む要因

自己の確立
・自己理解ができている（得意、好き、価値観など）

・ロールモデルやキャリアビジョンの存在

やり抜く力・ストレス耐性
・失敗を恐れず挑戦する
・困難に直面してもくじけない
　（自信・しなやかさ・粘り強さ）

対人関係力・柔軟性・コミュニケーション力
・他者と一緒に学べる　・感謝できる
・他者から刺激や情報を得る
・助言や忠告を受け止められる

内省力・メタ認知力・語彙力・言語化力

・PDCA を回すことができる
・深く学ぶことができる、経験から学べる

学習スキル・統合的に学ぶ楽しさの理解

「成長」に向かう姿
（成長の定義）

中・長期の目標設定
・将来、こうなりたいという目標がある

行動の質と量

焦点化

行動

・伸ばすべき力を意識している
・何かに挑戦している、
   自分に意識的に負荷を
   かけている

・目標の達成に向けて、
   具体的な行動がある

・負荷の高い行動を継続できて
    いる

リフレクション
（言語化・意味づけ）

富士通（株）フィールド・イノベーション本部との共同研究の成果を発表しました。（2018.3.21）
【学外機関との共同研究２】

第24回 大学教育研究フォーラム
（通称：京大フォーラム）

■主催/共催   京都大学高等教育研究開発推進センター

　　　　　　学校法人 河合塾教育イノベーション本部、

　　　　　　関西地区FD連絡協議会

■開催日時　2018年3月20・21日（火・水）

■場　　所　京都大学 吉田キャンパス

　　　　　  「吉田南総合館」他

■参  加  者　約30名（部会22の参加者数）

■報告テーマ 「顔検出技術による受講者の学習意欲・

                      興味の可視化に関する試み

                      ――大人数授業の質向上と効果的な

                                                     FD活動の探求――」

■報  告  者　奈良堂史、杉原亨、小山嚴也

　　　　　 （以上、関東学院大学）

　　　　　　林昌宏、木村剛美、藤本敏浩、宮田和幸

　　　　　 （以上、富士通株式会社フィールド・

                     イノベーション本部）

　高等研では、富士通株式会社フィールド・イノベーション

本部（以下、「同社」と表記する）と1年間の「実証実験に関

する協定書」を締結し、共同研究を行ってきました（期間は

2017年4月1日～2018年3月31日）。

　本研究では、同社の顔検出技術によって授業を撮影し、撮影

データから得られた「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」「講師の教室内での立ち位置」「授業内でのテクニック」

「講義後の感想」などの講義内容・手法との関係性を明らかにす

ることで、学習者の意欲・興味を可視化しようとしています。

　研究成果については、2017年2月1日の「第8回高等教育セミ

ナー」で学内に向けて発信した他、本ニューズレターの第11

号（前々号）でも既報しました。また、2017年10月15日には

「日本教育メディア学会（於：茨城大学）」でも一般研究と

して発表しました。そして今回のフォーラムでは、特に大規

模授業の授業改善（ミクロレベルのFD）としての顔検出技術

の活用可能性について提案し、他の報告者との討論（報告者

セッション）を行いました。

　共同研究を推進してきた同社の皆様と、研究のきっかけを作っ

てくださいました経営学部の小山嚴也先生に御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　   （奈良 堂史）
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「教育実践力向上セミナー」を2018年度も開催します。
  在職者の皆様にも有益な講座になっております。
「選択必修」の回には、新任者以外の方もぜひご参加ください！

NEWS LETTER 高等教育研究・開発センター

告  知 ！
Top News

　本学では、2016年度より約20時間の「新任教職員研修会」を開催してきました。2017年度からは、「教育

実践力向上セミナー（兼 新任教職員研修会）」として名称を改め、内容も新任者以外の方々にも対応した内

容としてきました。本年度は、さらに以下の4点の改善を行い、引き続き実施してまいりますので、皆様の自

発的な参加をお待ちしております。日々の授業や業務を改善するための有効なTips（秘訣）をワークショッ

プ形式で参加者と共有しながら、自己研鑽を深めていく場にしていきましょう。

　基本コンセプト･･････多様化した学生と大学教育に関わる者と
して、「引き出しの多い教員・職員」になってもらうこと。
①大学の教員・職員がそれぞれ入職時に身に付けておくべき 

　教学関係の知識・技能を身に付ける。

②高等教育をめぐる社会的動向の理解、教育実践に関する新

　たな知見などを踏まえ、それらを自身の教育活動や日々の

　業務改善に応用することができる。

③大学教育に携わる者としての心構えを再認識し、「自身の

　仕事は何か」を他者に説明できる。

④教員・職員の枠を超えて、ピア（同僚）としての共体験や

　教職協働の機会を得る。

■教育実践力向上セミナーのねらい（到達目標）

■2018年度の主な改善・変更点

①「必修」と「選択必修」の回を設けました。
　 ⇒必修は、新任教員の方が対象で「4回開催」します。

②「選択必修」の回は、在職の教職員の方にも役立てていただける、
　レベルアップした研修内容を提供します（詳細は次頁）。
　 ⇒選択必修は、本学の教職員すべての方が対象で「8回開催」
　　 します（うち、新任教員は4講座以上を選択して受講して
　　 ください）。

    ⇒必修と選択必修で所定の回数（計8回）を受講された方に、当
       センターから「修了証」を発行します。

③「選択必修」の回には、他大学の教職員の参加が可能となりました。
　 ⇒「FD活動の連携に関する包括協定書」を締結している神奈
       川大学、横浜国立大学、横浜市立大学の教職員が対象です。

④開催日を「原則第1水曜日」から変更します。
　 ⇒極力、会議等との重複を避け、柔軟に開催日時を決定します。

グラフィックシラバスの作成と活用法（1月31日） 皆様のご参加をお待ちしています！！

大人数教室における効果的な授業運営を考える（12月6日）

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 　 2018 年 3月 31日発行
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［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！

『高等教育研究・開発センター 年報』４号の原稿を募集します！

　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。

　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、高等研所属の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。具体的には、「アクティブ・ラーニング」「カ

リキュラムデザイン」「学習評価」「授業設計」「授業技法」

「キャリア教育」「教育の質保証」「学習意欲」「IR(Institution-

al Research)」「ICT活用」など、様々なテーマの研修をお受けし

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）

　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。

［投稿要領(略)］
(1)書式は、A4版用紙を縦位置、横書きで使用し、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：2018年8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！）

【連載】 ＦＤ図書紹介（第７回）『大学教員のためのルーブリック評価入門』
ダネル・スティーブンス＝アントニア・レビ著、佐藤浩章監訳、井上敏憲＝俣野秀典訳、玉川大学出版部、2014年

第１部　ルーブリック入門
　第 1 章　ルーブリックの基礎
　第 2 章　ルーブリックを使う理由
　第 3 章　ルーブリックの作成法
第２部　ルーブリックの作成と様々な状況での使い方
　第 4 章　学生と作成するルーブリック
　第 5 章　教職員と作成するルーブリック
　第 6 章　ルーブリックを使った採点
　第 7 章　ルーブリックのカスタマイズ
　第 8 章　体験学習のためのルーブリック
　第 9 章　ルーブリックとオンライン学習
　第10章　ルーブリックと授業改善
　第11章　自己評価とキャリア開発のためのルーブリック
　第12章　ルーブリックとプログラム評価
終章　ルーブリック・マニュフェスト
資料

目次（抜粋）

　昨今、学内外において頻繁に開催されているＦＤ研修のテーマ

に「ルーブリック」があります。大学関係者の場合、ご存知の方

も多いかと思いますが、ルーブリックとは、「課題」「観点」

「尺度（レベル）」「評価基準」の4つの構成要素からなる評価

基準表のことで、学習評価のためのツールです。

　ルーブリックは、「評価の厳格化」の流れやアクティブラーニ

ングの導入による「パフォーマンス課題の評価」の必要性などを

背景として、わが国の大学でも急速に拡がりつつある評価手法で

す。前項でも紹介した「理工学部ＦＤ講習会」のように、学内に

おいても導入に向けたニーズが高まりつつあります。

　そのような中で、近年、ルーブリックに関する書籍も増えてま

いりましたが、本書はその“決

定版”と呼ぶにふさわしい内容

となっています。左記の「目次

（抜粋）」にありますように、

ルーブリックの入門的な基礎理

解（第1部）に始まり、豊富な事

例を共にルーブリックへの理解

を深化してくれます（第2部）。

　ルーブリックの導入をお考え

の先生方が、まず手に取るべき

良書として、紹介させていただ

きます。（奈良 堂史）
（書影）出版社提供

告知
　　　　

「News　Letter」vol.12　3ページの記事に誤りがありました。
(誤)平野敏弘(経済学部教授)→(正)平野敏弘(経済学部専任講師)　深くお詫び申し上げます。


