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経済学部総合政策学科における基礎 ･ 導入教育
経済学部　　加賀見　一彰

1.	はじめに
　学部・学科を越えたＦＤの推進には

「具体的な内容」よりも「アプローチ・

考え方」求められる。そこで、本学科

における基礎教育のアプローチを紹介

する。とくに、組織的な取り組みのた

めには、グランド・デザインの確立と、

科目間 ･ 教員間のコミュニケーション

が重要であることを指摘する。

2.	基本事項の整理
　まず、学部 ･ 学科の教育理念が出発

点となる。本学科では「自分自身の手

で政策と企画を描いて提案できる力」

という教育理念に照らして、科目間の

組織化（カリキュラム設計）と科目内

の組織化（シラバス設計）を検討して

いる。この際、各科目の範囲と科目間

の連携性（スコープ＆シークエンス）

が鍵になる。さらに、科目の組織化と

並行して担当者の組織化、すなわち各

担当者の役割分担と相互コミュニケー

ションの整備が求められる。そして、

本学科の基礎教育では、「基礎ゼミ」と

「専門基礎」を二本柱として科目の組織

化と担当者の組織化を図っている。

3.	基礎ゼミ（ゼミナールⅠ）
　基礎ゼミは、１年次必修で 6 コース

設置されており、全て専任教員が担当

している。春学期では個人発表や社会

見学、秋学期はディベートを行う。そ

の役割は、新入生の仲間作り、コミュ

ニケーション能力の向上、問題意識の

醸成、および、大学との情報伝達経路

の確保などである。コース間の調整（日

程や内容、評価方法）や情報交換など

のために、学期開始前から担当教員間

で数次のミーティングを行う。また、

専門科目の担当者が最低でも１名入る

ことで、2 年次以降の専門科目群との

連携性を担保している。

4.	専門基礎
　専門基礎は、１年次に配置された 4

科目（全て必修）、2 年次に配置された

4 科目（必修と選択が 2 科目ずつ）が

中心となる。これらは、理論と応用、

講義と演習、専任担当と非常勤担当と

いった多面的な結びつきを持つ。ここ
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 受講した学生の声では、各科目の範囲と連携性を整理し

つつ、担当者間のコミュニケーション

を実現することが鍵となる。

5.	おわりに
　これらの取り組みは時間をかけて少

しずつ蓄積・改善してきた。これからも、

外部環境や学生気質の変化に柔軟に対

応するために、組織化とコミュニケー

ションの深化を進めていきたい。

●経済の基礎、私たちをとりまく社会制度につ

いて知ることができた。また、１年生からのゼ

ミで大学での学び方やディスカッションでの考

え方を知り、その後の講義や卒論を進めていく

上で役に立っている。

●基礎教育を受けてみて自分の興味のあること

を見つけて次の年から好きな授業を受けるよう

なかたちがいいと思います。

●その時辛くても必ず必要となってくるので、

勉強すべきだと思います。

●経済学部の（の学生）としての基本の知識が

得られた。

●色々と学んでいく上で、基礎となるミクロ（経

済学）･ マクロ（経済学）は絶対に必要になる

ので、必修として学んで良かった。

●実際に今就職活動で新聞を読んだりする時に

役立っている面もありますし、経済学部に入っ

たからには必ず勉強すべき内容だと思います。

●社会の制度や事象に対する、自分なりの考察

を行う基準を得ることができます。

３年、４年次の学生に、１年、２年次の
基礎教育を振り返ってもらった。

KAGAMI   Kazuaki
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スキャネットシートとインターネットの活用
経営学部　　小嶌　正稔

　経営学部の講義では、大教室を使用

した多人数講義が多くあります。多人

数の講義の欠点は、一方通行的な講義

になりがちな点です。仮に出席を取っ

たとしても多人数ゆえにその後の処理

は大変ですし、講義内の確認テストを

すればその採点にはたくさんの時間を

割かなければなりませんでした。しか

しこのサイズの講義が重要な科目に多

い以上、これを活性化しなければ学部

の教育効果は限定的になってしまいま

す。それゆえ多人数を相手にしながら

一人一人に対応し、講義への関与を高

めるマス・カスタマイゼーション（mass 

customization）の手法が必要となり、

3 年前からスキャネットシートを活用

しています。

　スキャネットシートはさまざまな種

類のシートが用意されており、その中

には、出席カードと簡単な小テストを

行う用紙があります。私はこの用紙を

使って、講義の中間や最後に理解度テ

ストを行っています。この用紙を使っ

て出席点をつけることも可能ですが、

それでは講義への関与の上昇は見込め

ません。かえってただ参加する学生に

よって教室の雰囲気は悪くなることす

らあります。そのために出席点ではな

く、確認テストの結果を出席点として

カウントすることで、講義への関与を

高めるようにしています。しかもすべ

ての氏名欄は、画面上で一挙に確認す

ることができることから、代筆を即座

に見つけることができます。多人数で

すから、そのような作業は事実上でき

ませんが、学生にこのように代筆を確

認するプロセスを具体的に見せるとこ

で、代筆への抑止力が働きます。また

このシートを使った試験は、数日中に

処理をして学生にメールで返却します。

メールには答案が pdf ファイルで添付

されるため、直筆のコメントや間違え

箇所の指摘にもなります。次週までに

メールで成績を返すことのメリットは、

答案の返却に講義時間を使う必要がな

いだけでなく、学生にセルフマネジメ

ントの機会を与えることです。「今回失

敗した。次回は挽回しよう」などの機

会を講義期間内に与えることができま
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●とにかく成績が答案とともにすぐに

戻ってくるのが良い。それによってや

る気も増すし、場合によっては、背水

の陣でがんばる。

●テストの結果が講義の進行中にわか

るのが良い。結果がはっきりしていて

わかりやすい。

●ビジネスゲームはやってみるまでど

う し て も わ か り に く い も の で す が、e

ラーニングで予習することでゲームの

理解が速まった。

 受講した学生の声

遅刻／早退の蘭はペンで記入
してもスキャンできます。

モニター上で代筆の
チェックが可能

講義の小理解度テスト欄

す。終わってから反省しても遅いとい

うことです。

　これ以外にも、ビジネスゲームとい

う合宿講義には、インターネットを活

用した e ラーニングを取り入れていま

す。合宿講義のため、通常の時間割を

利用できないという時間的な制約、個

別にテキストを読むときの動機付けな

どのためです。テキストを読む、理解

度を確認する、という手順で学習する

ため、e ラーニングには６回の小テス

トを組み込んでいます。これらは時間

の制約をカバーして講義を有効にする

一つの事例です。
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産学連携・映像メディア講座の試み
総合情報学部　　藤本　貴之

●産学連携・映像メディア講座に
　ついて
　本講座は、映像メディア業界の第一線

で活躍する専門家を外部講師として招聘

し、他大学にはないリアリズムを特色と

している。春学期（255 名）は座学で、

映像メディア産業の「構造」や「仕組み」

の理解、秋学期（90 名）では受講者選

抜を行い、実際の制作技術を学び、グルー

プでの「映像作品制作実習」を行う。春

学期・秋学期のいずれも、一般教養の「総

合科目」に置かれた講義である。

　本講座は外部講師を招聘するが、それ

らゲストに授業を「丸投げ」という形式

はとらない。担当教員（藤本）とゲスト

講師とで、学生ニーズや理解水準・雰囲

気などから、事前の綿密な資料作成・打

合せを行い、授業効果を高める仕組み作

りを徹底している。

●学生の参加意識・関心の向上
　授業では、学生の参加意欲・関心の向

上のために、様々な取り組みを行った。

例えば、専用ウェブ・サイトを春休み段

階から設置し、シラバスではフォローで

きない細かい講義情報や外部講師情報な

どの事前提供を行い、関心を持って授業

に参加できる環境を構築した。また、授

業内容は、専用ブログを設置し、できる

限り早いペースで当日の講義内容を「テ

キスト、写真、スライド、映像」でまと

め、公開した（授業は全て撮影し、公開

している）。授業では毎回、コメントカー

ドを配布し、その中から１０点程度を翌

週の授業の冒頭２０分程度で回答・解説

する時間とした。受講者限定の「ＳＮＳ」

も開設したが、クローズドな空間では、

授業では見られない意見交換も行われ

た。これら多様なメディアを活用するこ

とで、学生の参加意欲や就学意欲の喚起

と、学生意見やニーズの授業へのフィー

ドバックの実現を目指した。
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●学生の出席状況の推移
　本講座は、受講希望者過多で抽選と

なったが、単位とは無関係に受講を希望

する学生も発生したため、正規履修者の

迷惑にならないことを条件に自主聴講を

許可した。授業は原則として出席はとっ

ていない。よって、出席学生数のカウン

トは、コメントカードの提出者数である。

なお、コメントカード提出有無と出欠が

無関係であり、また成績にも影響しない

ことを周知させているため、コメント

カード数は積極的に授業に参加している

出席実数であると考えられる。

　７月以降は、課題提出や出欠確認のた

め、普段出席していない層の出席が多く

見られたため、実数を表しているとは言

いがたく、カウントの対象外とした。こ

れら結果から本講座が出席を取っていな

いものの、受講者数の急激な低下は発生

していないことが分かる。本講座の取り

組みが概ね学生に受け入れられ、積極的

な授業が構築できたと考えられる。

FUJIMOTO   Takayuki

▲ 2009 年 6 月 25 日（夕刊）毎日新聞



52   TOYO  UNIVERSITY

講義と演習の組み合わせによる理解度向上への
生命科学部　　長谷川　輝明

●パワーポイントによる講義の長
　所と短所
　講義の進め方はそれぞれの教員のポリ

シーによって千差万別であるが、筆者は

主としてパワーポイントを用いた講義を

行っている。パワーポイントを用いた講

義の利点は、（1）毎年毎年の講義レベ

ルの均一化、（2）「教え忘れ」「言い忘

れ」などの教員側ケアレスミスの防止、

（3）講義中に気づいた改善点をすぐさま

パワーポイント資料に反映させることで

翌年の講義に確実に反映させることがで

きること、などである。また、（4）一旦

資料を作成すれば次年度以降の準備が格

段に省力化でき、講義レベルの改善によ

り多くの時間を割くことができることも

大きな利点であろう。しかしその一方、

パワーポイントによる講義には短所もあ

り、それは主として薄暗い講義室で教員

が一方的に内容を説明するスタイルに陥

りがち、つまりは「双方向性」に欠ける

点である。

●パワーポイントによる講義の短
　所を改善するための対策
　筆者はパワーポイントによる講義の欠

点である「双方向性の低さ」を改善する

ための対策をいくつか講じており、その

ひとつが講義中に不定期に行う小テスト

である。小テストである以上その得点は

成績にも当然反映されるが、テスト中で

あっても友人との相談や、さらには教員

への質問ですら許可している。つまりこ

の小テストを行うことで、自分の理解度

を把握するための機会を学生に与えるこ

と以外に、教員への質問がしやすい時間

帯を強制的に設定するという意味合いも

ある。また、筆者は可能であるならば早

めに講義内容を終わらせ、各セメスター

の最終講義を丸ごと自習日に当てること

も行っている。自習とは銘打っているが、

教員も当然講義室に顔を出し、学生の質

問を受け付ける。定期試験前の追い込ま

れた時期だからか自習であっても学生の

出席率が高く、一部学生からの質問に黒

板を使って答えていると、同じ質問を抱

えた学生がどんどん周りに集まり、最終

的には二重三重の輪ができあがることも
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 受講した学生の声

HASEGAWA   Teruaki

　取り組み

ある。「解っていないのに質問しない」「主

体的に講義に参加しない」学生には、こ

の様に半強制的な質問タイムを設けるこ

とも必要ではなかろうかと思う。

●今後の講義改善に向けて
　これまで筆者の担当してきた講義は主

として 70 ～ 80 人程度の受講生であるこ

とが多かった。しかし、生命科学部三学

科体制への移行に伴い、筆者の担当講義

のうちいくつかは開放科目化され、受講

生が 240 程度という状況も生まれてきて

いる。今後、この状況に適応した新しい

講義形態が必要になると考えられ、現在、

小テストへのマークシート形式の導入等

を試験的に行っているところである。ま

た、授業評価アンケートにおいて「講義

のスピードが速すぎてノートを取るので

精一杯」という意見が多々見られる。か

といってこれ以上スピードを遅くするわ

けにもいかず、現在はスライドのコピー

（重要部分を白抜きにしたもの）の配布も

試験的におこなっているところである。

●たまには授業内容をコピーしたものを

配ると助かる。

●スクリーン自体ではとてもきれいで良

くまとめられていましたが、下部が（前

に座っている学生の頭に隠れて）見えに

くかったです。かといって前には座りた

くないです。

●書くことに精一杯で、先生の話を聞く

ことが難しかった。

●スクリーンがとても見やすく、参考資

料を簡潔にまとめてあってすごくわかり

やすかった。

●学生の視点もふまえてとても親切に教

えてくださってうれしかった。
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「エアロビクス指導法演習」での試み　　　　
ライフデザイン学部　　鈴木　智子

　エアロビクスの指導法の基礎を学ぶ授

業での改善例を報告する。この授業の到

達目標は、運動プログラムの作成と、そ

のプログラムを展開できることである。

○改善前
　改善前の授業計画では、運動プログ

ラムのつくり方を学んだ後、各自オリ

ジナルのプログラムを作成し、そのプ

ログラムを展開する中で指導技術をみ

がく、という設計をした。ところが学

生はいきなりプログラム作成という難

しい課題から取り組むことになり、こ

の段階でやる気をなくしてしまう学生

が多かった。さらに、全員が違ったプ

ログラムを展開するため、教員が個々

の指導技術を把握することが難しく、

期末試験を行って初めて初歩的なこと

( カウントの取り方、発声の仕方等 ) が

できていないことに気づく、という事

態が起こってしまった。

○改善後
　そこで、指導技術を先に学び、その後、

運動プログラムのつくり方を学ぶという

順序に変え、その前段階として統一プロ

グラムを習得する中間試験を設けた。す

なわち、到達目標は変わらないが、様々

な指導技術を繰り返し練習することによ

り自然に指導技術が身につくことをね

らった。統一プログラムの場合は 50 人

の学生が一斉に練習することが可能なた

め学生の指導技術を効率的に高めること

ができ、学生も授業初期にインストラク

ター気分を味わえ楽しく取り組むように

なった。また、教員も中間試験で個々の

学生の弱点を把握できるため、期末試験

に向けて個々の特性にそった指導を行え

るようになり、学生の学習意欲が高まっ

た。

　また最近では、すでに指導者資格を取

得した学生が自主的に指導補助をしてく

れるため大変助かっている。さらに、指

導補助の先輩に憧れて資格取得を目指す

学生も多く、良い循環が生まれている。
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授業見学者、シンポジウム聴講者の声

　～できそう！と思わせて育てよう、指導者の卵～

○授業の枠を超えて伸ばす実践力
　この授業履修後、さらに力を伸ばすた

めに次のような学習の機会がある。１つ

は、指導者資格（エアロビックダンスエ

クササイズインストラクター）の取得で

あり、授業とは別に、養成講座を毎学期

開催し、毎回 10 名程度が参加し資格を

取得している。もう 1 つは、地域の中高

年齢者を大学に招いて運動指導する企画

「Keep Active」である。想定された指導

ではなく、実際の指導を体験できるまた

とない機会で、学生たちは驚くほど力を

つけている。

　今後も、より多くの学生が意欲的に取

り組める授業をめざすとともに、授業の

枠を越えて実践力を身につけさせ、社会

に送り出していくことに尽力したい。

● 学生の自主性が印象的だった。

● 授業での指導以外にも、資格講座やイ

ベントなど総括的に学生を育てていくサ

イクルができていることに感心した。

● 中間試験と期末試験を通じて、授業の

最終目標を達成できたかを確認する方法

が具体的で大変参考になった。

● 基礎的技術の全員の底上げから、オリ

ジナリテイを創作する指導方法は、基礎

教育科目の指導に通じる話だと思った。

SUZUKI   Tomoko
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「経済学部における英語教育への取り組みにつ
経済学部　　森田　信也

　教養課程の解体・分属に伴い発足した

経済学部の３学科体制における教育課程

を概観すると、2000 年度カリキュラム

（半期２単位）では、英語演習 IA(= 音声

教材 )50 名クラス、英語演習 IB（= 活字

教材）50 名クラスというクラスサイズで

スタートした。翌 2001 年度には、学生

の要望に応えてアンケート結果をフィー

ドバックすることで、学習内容のジャン

ルの希望に応じてクラスを編成（英会

話・時事英語・文法・作文・講読など）

した。朝霞キャンパスにおいては TOEIC

有料講座開始し、高大連携の一環で朝霞

の TOEIC 有料講座に、高校生を招待す

るという事業も実施した。さらに、イギ

リス・ウォーリック大学での短期英語研

修の準備（9.11 事件で 2002 年夏期に延

期）も本格的に稼働し、英語教育の充実

において、より先進的に取り組んだと自

信をもって言えるであろう。これに加え

て、TOEIC のスコアによる単位取得の規

定も準備し、有料講座の成果を反映させ

る受け皿も作った。2001 年度の経済学

部英語専任教員の努力が認められ、2002

年度に英語演習Ａのみ 30 名編成のクラ

スサイズが認められた。2002 年度は、

TOEIC 有料講座の継続、TOEIC のスコア

による単位認定（500 点～ )、イギリス

語学研修の実施と実現し、2004 年度教

育課程の改正へ向けて習熟度別クラス編

成の準備も行った。2004 年度カリキュ

ラムでは学部の英語教育を TOEIC 中心

にシフトした。これに伴い「習熟度別ク

ラス編成」においても TOEIC のスコアの

向上という費用対効果が認められるとし

て、英語演習 B（活字教材）も 30 名ク

ラスで運営することが認められた。

　2008 年度カリキュラムでは、英語演

習Ａを英語演習（表現）、英語演習Ｂを英

語演習（理解）と名称変更し output 中心

の表現、input 中心の理解と更なる差別

化を行った。また、TOEIC の選択科目を

設置（基礎・標準の２レベル）すると同

時に、学部全体のレベルアップを反映し

TOEIC のスコアによる単位認定の最低基

準点を 525 点～へと引き上げた。2010

年度は、選択の TOEIC 科目のクラスの

効果測定として、履修者全員に TOEIC-IP

テストの受験を義務付けた。そして現カ

リキュラムの 2012 年度では、英語の半
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●必修の授業で TOEIC が習えてよかった。

●スコアが 200 点以上アップした。

●宿題が多くて、大変な授業だったが、

スコアがアップして満足。

●少人数のクラスで毎回当てられたの

で、真剣に取り組めた。

● TOEIC 以外の英語も習いたかった。

● 交 換 留 学 の 試 験 は TOEFL な の で、

TOEFL も扱って欲しい。

●毎回の授業で練習問題をたくさん解い

て、スコアがアップした気がする。

●中学、高校を通じて初めて英語を真剣

に勉強した。

●スコアアップすると、勉強が楽しくな

り、自主的に勉強するようになった。

 受講した学生の声

MORITA   Shinya

　いて」

期１単位化し、TOEIC 科目のレベル設定

を３段階に（基礎・標準・上級）するこ

とで、学習機会の拡大を図った。

　2012 年度以降、2 年次の必修英語ク

ラスの効果測定として、経済学部の２年

生全員に TOEIC-IP テストの受験を義務

付ける方向で準備をしているところであ

る。
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海外現地研修をどう進めるか   ―吉永ゼミの事例―

国際地域学部　　吉永　健治

　国際地域学科が目指す国際分野の目標

として、グローバルな観点を持って現

地で活躍できる人材の育成、すなわち

Think Globally, Act Locally を実践できる

人材教育を掲げています。その手段とし

て、海外語学研修、留学、各種語学コース、

英語による授業の拡充などを進めると同

時に、在日各国大使による大使リレー講

義や英語スピーチコンテスト、English 

community zone の設置など多彩なカリ

キュラムの提供やイベントを実施し、学

生に対して英語はじめとする語学へのア

クセスと国際感覚の育成に努めていま

す。こうした取り組みに加えて、ゼミ単

位で春・夏期における海外現地研修が企

画され多くの学生が参加し、海外を直接

経験する機会が準備されています。吉永

ゼミでは 2006 年以降、「アジア諸国に

おいて国連ミレニアム開発目標（MDGs）

について学ぶ」をテーマに、フィリピン、

ラオス、ベトナム、スリランカ、インド

などで海外現地研修を実施してきていま

す。以下に、吉永ゼミにおいて「海外現

地研修をどう進めるか」について簡単に

紹介したいと思います。

①現地研修の目的はゼミ学習の一環とし

て実施します。MDGs の 8 つの目標に関

して、各自が将来専門としたい分野と課

題を選定して現地研修に参加します。

②事前準備を徹底します。現地研修の訪

問機関は国連・国際機関、政府機関、大

使館、JICA などで、出発前に訪問機関

の概要や英文質問などを事前準備ノート

(Preparatory Note) として取りまとめま

す。この他、現地の大学や小学校、JICA

の現場などの視察も日程に組み入れます。

③現地研修では英語での聞き取りと質疑

を実践します。訪問機関によるプレゼン

の内容の聞き取り、質疑は全て英語で実

践します。全員が質問を行い、聞き取っ

た内容をノートにメモします。2010 年

度のスリランカ、2011 年度のインドに

おける現地研修では一週間に 14 の国連・

国際機関等を訪問しました。

④現地研修の成果として充実した報告書

を作成します。帰国後、授業時間以外の

時間を利用して聞き取ったノートや録音

をもとに各自が補完し合い各機関のプレ

ゼンの内容、質疑について正確にまとめ

ます。最も時間がかかりチームワークが
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 受講した学生の声必要な作業です。

⑤研修の成果を有効に活用します。研修

の成果は JICA をはじめ関係者への配布、

卒論や就活の ES 作成などにも活用しま

す。就活以前に完成した報告書は常に面

接時にカバンに入れて、機会があれば活

用します。

　 吉 永 ゼ ミ の 現 地 研 修 は Performance 

Based Evaluation ( 成果主義 ) をもとに、

アウトプットを重視ます。これは国際地

域学部の国際分野の実績作りに不可欠な

作業です。また、アウトプット軽視によ

る「Race to the Bottom」状況に陥るこ

とを避けるためにも重要です。

①　Output が軽視されやすい
②　Performance - based　evaluation ルールの重視
③　教師学生共謀仮説（低い質のレベルの教育に両者が「楽な均衡」を達成）
　　（永谷敬三（2003）、経済学で読み解く教育問題、71 ページ）

表：Input と Output の関係
— Performance- based Evaluation ルールの適用 —

Input Output

学生募集（入学） 卒業と就職

カリキュラムの実施 学生との契約の実践と成績評価

ゼミ活動 専門性の確立

教員評価 ･ 授業評価 教育の質の改善

現地研修 現地報告書の作成

●ゼミの在り方を改めて考え直した。

●インプット→アウトプットにおい

て、アウトプットに力点をおいたゼミ

教育を行っていることに感銘した。

●実践、体験を身につけさせることが

社会人力として養成されていく、質の

高い授業であると思った。

●学生が作成する『報告書』の完成度

が高くて驚いた。
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学生参加による初年次教育　―『能楽鑑賞教室』

文学部　　中山　尚夫

　文学部８学科では、それぞれ教育理念

や目標に従った新入生初年度教育を実施

している。毎年各学科が作成し学科学生

に配付している「学習の手引き」（各学

科名称は異なるが、便宜的にこう称す）

にそれは記載されている。その中から今

回は日本文学文化学科の取組についての

報告を行う。個人の事例報告ではないが

学科全体の共通認識に基づいた取組の報

告である。

　同学科では平成１２年度から１５年度

まで、新入生への初年度教育を学科の学

習に益すると思われる博物館・美術館等

への見学会として実施してきたが、伝統

文化を学生に体感させようとする目的

で、１６年度より「能楽鑑賞教室」に変

更した。

　実演と専門的解説は演能団体「銕仙会」

（観世流）に依頼、１年生はⅠⅡ部とも

全員参加、他学年の学科学生・文学部学

生・他学部学生・教職員・一般の人々に

も開放、各年度１０月の土曜日開催（準

備・情宣の関係）、会場は井上円了ホー

ル等が学科として確認された。　

　２０年度からは能楽の隣接芸能として

の「狂言」も同時に上演鑑賞している。

　授業あるいは教育としての本取組実施

にあたっては、以下の方針を学科全体の

申し合わせ事項とした（順不同）。

○学生参加のワークショップ型とする。

→　当初は所作実習と装束着付けモデル

とを学生に課していたが、現在は時間の

都合で装束モデルのみ。

○１年生必修科目「基礎演習」（Ⅰ部７・

Ⅱ部 3 コース）各クラスから複数のボラ

ンティア学生を募る。→　原則として各

クラス 3 名以上。今年度は計５０名を超

えた。

○ボランティア学生は、前日の舞　台設

営準備、当日の会場準備・整　理・受付・

出欠調査・案内・パンフ配付・アンケー

ト回収、後片付け等、円滑な実施のため

の作業を行う。

○ボランティア学生の指導と実施に当

たっての諸準備は、取組担当教員と「基

礎演習」担当教員とが当たる。

○上記以外の教員も随時協力をする。

○事前教育として、1 年生全員に伝統芸

能や能楽についてのアンケートを課す。

→　その結果が当日の演者との質疑応答

に反映される。

○学生あるいは学内への情宣や関心喚起

のためのポスター・チラシを作成する。

→　担当教員が作成に関わり、チラシは

「基礎演習」をはじめ学科全演習で配付、

他の開放講義科目でも配付する。ポス

ターは白山校舎各部署や学内随所および
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●衣装の着付け実演など、能楽堂では普段

見られないようなプログラムもあり、最後

まで興味深く見学することが出来た。

●すべてのプログラムが楽しかったです。

手元に台本があるのも分かりやすかったで

す。琵琶のプログラムの時に楽譜を見られ

たことも感動しました。

●楽しかったのですが、台本に現代語訳が

書いてあれば、初めて能を見る人にとって

より分かりやすかったのではないかと思い

ます。

●今年の夏に銕仙会能楽研修所で催された

能を見に行かせて頂きましたが、今回も能

のための舞台施設でないにも関わらず同じ

迫力と魅力を感じ、とても楽しく見させて

頂きました。

●能「頼政」は物語が進むにつれ演技の凄

みが増し、頼政が舞台に登場する場面では、

会場の空気が変わったのを肌で感じられた。

 受講した学生の声

（伝統文化講座）―

他校地に掲示する。年度当初に作成開始、

6 月初旬完成。

○事前に、出演者へのインタビューや専

門的内容を盛り込んだパンフレットを作

成して当日参加者全員に配付する。→　

作成には担当教員が当たり、5・6 月か

ら９月末まで時間をかける。

○当日鑑賞後、参加者全員にアンケート

を実施する。→　回収率は７０％程度。

１年生の回収率は高い。集計結果を次年

度の参考にすると同時に学生教育に反映

させる。

　本取組の成果は、数字で表わすことは

できないし、そうすることが適切とは考

えないが、２年次以上の伝統芸能関連の

演習履修者や同傾向の講義科目受講者の

増加、日本の伝統的様式美と庶民的美意

識との区別に対する教養や興味を学生に

抱かせた事実などから、形や数字では表

せない文学部らしい教育成果を上げ得て

いると判断できる。また本取組が毎年度

７００名を超える参加者を集め、一般の

期待も大きくなっていることから、初年

度教育成果ばかりではなく、学科あるい

は文学部さらには東洋大学の特徴的行事

としての価値を有するものと言える

　今後は初年度教育としての意義を深め

つつ、文学部の他の伝統文化講座も含め

て正規科目として展開することが決定し

ている。
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manaba を利用した授業改善　―情報機器活　

財団法人日本私学教育研究所　　山崎　吉朗

●講義の目的
　教職課程の必修科目「教育方法研究（情

報機器の活用を含む）」の事例である。 

　本講義は、情報技術を深く学ぶという

ことではなく、“ 教育現場で必要な ”ICT

活用技術の習得を目的としている。ICT

が活用できれば、よりわかりやすい、効

果的な授業が可能になり、雑務の時間を

減らして、その時間をもっと重要な仕事

に割り振ることができるようになること

の理解を目的とした。　

●受講者数・授業形態
　今年度この講義を初めて担当したのだ

が、問題点は受講者数が前年までの平均

60 名程度を大幅に上回り、106 名とい

う多人数での授業になった点である。し

かもそれがわかったのが講義開始の数日

前であった。ＴＡはつかないコンピュー

タ室での講義、演習である。以下に工夫

した点を挙げる。

● ToyoNet-Ace の活用事例
　ToyoNet-Ace を全員が使えるという点

を最大限活用した。出欠把握、アンケー

ト回答、レポート提出、講義の進行説明

など、講義時間中での活用に加え、次回

講義の連絡、アンケートやレポートの提

出指示など、講義外の時間でも ToyoNet-

Ace を活用した。講義の受講そのものが

情報機器の活用になり、講義の時間だけ

が授業ではないということになったと言

える。教員側としては、毎回の講義のア

ンケートやレポートによって学生の理

解度、希望を把握して次の講義に活か

し、正確な学生評価ができたと考えてい

る。しかし、100 名を超えると提出の

有無を把握するだけでも難しい。そこで

データベースソフトのアクセスで管理す

ることにした。ToyoNet-Ace でアンケー

ト回答、レポート提出させ、それをデー

タベース管理し、学生を指導、評価する

という授業設計である。多人数の講義で

は、ToyoNet-Ace のような LMS の活用や、

そのデータベース管理は必須で、それに

よって学生からたくさんのことを引き出

すことが可能であるということがわかっ

た。

●グループ活動
　演習はすべてグループ活動で行った。

学生の感想から、グループ活動は教育現

場での作業を疑似体験する形となり、コ

ミュニケーションの重要性を体験的に学

ぶ機会となることがわかった。また、グ

ループの自主性に任せる事によって、「答



TOYO  UNIVERSITY  63

YAMAZAKI   Yoshiro

　用を目的とした多人数授業の授業設計―

えが一つでない学習」、「質問することで

学ぶ学習」、言い換えれば「探究型学習」

を実践を通して学ぶ事ができるというこ

とがわかった。

　工夫の結果として、一人一人の学生の

作業を細かく把握して的確な指導をし、

正確な評価を学生に与える事ができたと

考えている。
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スマートフォンを活用した授業事例　
経済学部　　ティモシ・ニューフィールーズ

　2011 年 11 月 26 日の第 4 回授業改善

シンポジウムにおいて、「スマートフォ

ンを活用した授業事例」についてプレゼ

ンテーションを行った。

　プレゼンテーションでは、短い時間で

あったが、次の点について意見交換を

行った。

1. スマートフォンを授業や学生生活に

適切に活用するためにはどうしたらよい

か。

2. スマートフォンの使用上の問題点は何

か。

　スマートフォンを授業に活用する上で

注目すべき点は、スマートフォンが持つ

従来に無い手軽に利用できる多機能性で

ある。それは、辞書、情報検索、ビデオ

レコーダ、テキスト教材、E メール、ソー

シャルネットワークといった機能であ

る。例えば、学生が行なうプレゼンテー

ションも簡単に記録でき、スマートフォ

ンから電子メールで送信することができ

る。さらに学生は、授業についてのコメ

ントをツイート（140 字以内の文章）で

投稿することができる。

　また、就職活動中の学生にとってもス

マートフォンの価値は、特筆すべきもの

がある。現在、就職活動で増加している

のが求職者の「E サーチ」と呼ぶ活動で、

自分でフェイスブックを立ち上げ、そこ

に自分の活動歴を掲載する。ツイッター

で自分の考えを投稿する。ブログやメー

リングリストを活用する、などである。

　しかし、性急なスマートフォンの活用

は、学生のイメージを損ね、せっかくの

チャンスを台無しにすることもある。他

方、学生が広範囲のソーシャルメディア

を使い、上手に意思疎通を図ることで、

新たな求職の機会が増える可能性もあ

る。

　教員は、最新のスマートフォンが持つ

潜在的な用途と誤用を学習し、使いこな

す能力を磨き、適切なスマートフォンの

使用について学生と十分に話し合う必要

がある。

　最後に、スマートフォンの使用に伴う

問題として、個人情報の保護、プライバ

シーの問題、データ損失の危険性、技術

的なバグなどについて言及した。
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