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平成２２年度 文学部ＦＤ活動状況報告資料

文学部長 中山尚夫

文学部は８学科があり、各学科がそれぞれの教育理念・目標のもとに個性的な教育研究

を展開しているため、学科ごとのいわゆるＦＤ活動についての報告は困難である。したが

って、学部全体として取り組んでいる事項についてのみ報告をする。各学科においては、

ここに記したことと同等またはそれ以上の効果的教育活動をそれぞれに即して実施してい

る。ことに卒業論文作成教育については、学生の人格・個性・教養の育成と形成とを専門

分野にしたがって図るべく毎年有意義な教育を展開している。そうしたことをまずお断り

しておく。

① ＜シラバスの整備＞ 特に平成２０・２１年度でシラバスの整備に取り組む。

学部内自己点検・評価委員が、当該年度自学科の全シラバスを総点検→形式不備の

ものについては、訂正を求める等の処置を行う。

多数に及ぶため、委員の負担はきわめて大であったが、２２年度シラバスにおいて

は、成果を上げ得たと思われる。ただし、教育計画と実態とが一致しないケースが

あるとの意見や学生からの苦情もあった。

＜授業評価アンケートの実施＞ 平成１９・２０・２１年度に、専門科目・共通総合

科目・外国語科目の授業アンケートを実施→質問項目と回答を用意したマーク式の

ものと、受講学生が当該授業・教員についての感想等を記述するものとの２種類。

記述式は、各教員が持ち帰り以後の各自の教育に活かすという措置。マーク式は回

収し、学科ごとに質問項目別の集計結果を出して公表した。それなりの意義と効果

があり、学部全体としてのＦＤ推進活動の一つの形でもあるので、２２年度以降は、

質問項目や集計公表方法等を再点検して新たな実施計画を立てて継続をしてゆく、

という方針を立てた。

＜「学習の手引き」作成＞ 平成１９年度以降、各学科でいわゆる「学習の手引き」（名

称は学科によって異なる。また、１９年度以前から作成をしている学科もある）を

作成→毎年改訂版を作成している。各学科の教育目標や方針により、内容に異なり

はあるが、たとえば演習・卒論の発表作成に関する事、基本的文献紹介は共通して

記載されている。

各学科全学生に配布しており、学生はこれにより、より具体的に学科の教育内容に

ついて知ることができる。ことに卒論作成に当たっての活用頻度はかなり高いもの

があり、今後もこの作成は継続する予定である。ただし、各学科において適切な改

訂を続ける必要がある。

② ①記載の各項目については、２２年度においても実施する計画であり、今日において

全てを実施している。また、目標や結果についての数値を求められるが、文学部教育

としてそれが必要なのか、という疑念がある。

＜シラバスの整備＞ ２１年度までのように、学部内自己点検・評価委員が全てのシ

ラバスについて総点検をするということは行わないが、非常勤を含む学部教員にシ

ラバス記載の重要性が浸透してきている事実があり、前述のとおり誠実に整備され

たものとなってきているので、従来の計画通りの展開と判断している。ただし、意

見や苦情に対する措置としては、個々の教員に注意や自覚を促すという方法ととも

に、「授業アンケート」の項目点検事項にシラバスの実行等を加え、ここに反映をさ

せてゆくという方法をとることとした。

＜授業アンケートの実施＞ 「授業アンケート」として実施する計画を立て、１１月

から１２月にかけて実施をした。２２年度は、非常勤担当も含めた学部開講の全専

門科目について、マーク式と記述式という従来型の２種で実施した。実施に当たっ

ては、学部内自己点検・評価委員会において３～４回議論し、且つ委員間でのガル

ーン利用の議論も行った。質問項目については過去３か年のものを再検討し、上記
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経済学部における自己点検と質保証システム（ＰＤＣＡ）の推進 

経済学部長 小川  芳樹 

 

経済学部におけるＦＤ改善と自己点検（ＰＤＣＡ）の推進 

１． 経済学部の「教員総合評価」 

 経済学部では、より良い教育・研究の実現を目指して、各教員がボトムアップで自発的に点検

と改善を図っていく「教員総合評価」という仕組みを 2005 年度からスタートさせた。この仕組み

は、下記のように、中期のＰＤＣＡサイクルの構造を持つといえる。 

「教員総合評価」の具体的な中身は、各教員が各自で①今後５年間の教育・研究に関する中期

計画を策定する、②教育面では、教員は自分の担当科目に関する授業評価アンケートと自己評価

の比較と反省を毎年繰り返して改善に務める、③研究面では、職分に応じて研究業績を積み上げ

る、④計画期間の半ばで中期計画の進捗に関する中間報告をまとめる、⑤計画期間の最後に中期

計画の結果に関する最終報告まとめるというものである。 

 ５年間の中期計画の実施というＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら教員各人が自発的な「気づ

き」による教育・研究面の改善を進めて全体のレベルアップにつなげ競争力を高めるということ

が、経済学部の基本的な考え方である。2005 年度から始まった最初の中期計画は 2009 年度に終

了し、本年４月より第Ⅱ期の｢教員総合評価｣（次の５ヶ年中期計画）に突入している。この報告

では、2009 年度まで経済学部で実施した最初の中期計画の成果を中心に紹介したい。 
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図１ 授業評価アンケート（講義科目）の経年変化に現れた改善の状況 

 

２． 授業評価アンケートにみる改善の成果 

 まず、教育の改善を目的に、毎年実施してきた授業評価アンケートについて、2005 年度から 2009

年度までの５年間にどのような改善効果が現れたかをみる。授業評価アンケートは、図１の横軸

 4

シラバスに関する苦情なども加味するなどして、新しい項目を設定した。また、従

来は当該教員のみが点検活用をしていた記述式について、全科目について各教員の

自主的申し出により集計することとなった。すべての公表方法は、基本的には前回

までと同様であるが、結果が実効性をともなうようになるべく委員会で工夫をして

ゆく計画である。 
  ＜「学習の手引き」作成＞ 各学科従来通り改訂版を作成し、新入生全員に配布して

いる。上に記載のとおり。 
  ＜カリキュラムの作成＞ ２４年度からの全学新カリキュラム実施に伴う、文学部に 
   おける新カリキュラムの作成が２２年度の最大の懸案計画事項であった→教学執行

部から提示されたタイムスケジュールに従い、各学科カリキュラムについては、学

科ごとに検討をして夏季休暇以前に決定を見た。また文学部共通カリキュラムにつ

いては、⑴自校教育 ⑵キャリア形成支援教育 ⑶情報教育（以上は、執行部から

学部・学科で設定してほしい旨の要請があった）⑷学部独自の特徴的教育 等を文

学部としてどのように実施できるカリキュラムを作成するか、ということに重点を

置いて、学部内カリキュラム委員会で４～５度の議論とその都度の各学科との往復

検討を繰り返して、夏季休暇直前に決定を見た。特に、近時の就職状況の悪化傾向

に対応する教育すなわち国語力向上教育・対人マナー教育と文学部としての個性的

かつ伝統的な教育すなわち教員育成教育・公務員育成教育とを見据えたキャリア形

成支援教育に相当の時間を費やした。 
③ ＜シラバスの整備＞＜授業アンケートの実施＞＜「学習の手引き」作成＞については、

上記のとおり、２２年度において計画通り実施されていると言えよう。これらの取

り組みについては、２３年度も引き続いて行う予定である。＜カリキュラムの作成

＞については、２３年度中に具体的内容を提示する予定である。 
    以上のほか、＜文学部伝統文化講座＞の取り組みがある。これは、２４年度から

実施の新カリキュラムの「文学部共通科目」中に新たに正規科目として展開する。 
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経営学部の質保証システムについて 

経営学部長 小嶌正稔 

 

１．ディプロマポリシーと 6つの質保証指標 

経営学部のディプロマポリシーは「 幅広い視野に立って、経営学諸分野の学習および研

究を通し、直接的・間接的に経営に係わる領域で活躍するために不可欠な知識と能力を身

につける。 また主体的に問題を発見し、設定し、解決するための知識の習得と能力を身に

つける。そして経営の専門の枠にとらわれない幅広い視野を持ち、人間性豊かで健全な社

会人としての自覚を有し、明確な目的意識と自分の進むべき道は自分で決めるという自主

性を身につける」である。 
このポリシーは、中教審の「学士力」や経産省の「社会人基礎力」との関係を意識して

作成された６つの経営学部質保証指標によって具体的に示される。すなわち「(1)経営学、

マーケティング、会計、ファイナンスに関する学問的知識を身に付けている」は知識・理

解、「(2)企業やその他組織が持つ上記に関する課題を分析し、論理的、戦略的に思考する

ことができる」、「(3)経営に関する分野において自ら課題を発見し、必要な情報を収集し、

経営的判断ができる」、「(4)現代の経済・社会そして企業などの組織体が持つさまざまな課

題を意識し、理解することができる」は課題発見力、論理的思考力、分析力（数量的スキ

ル、情報リテラシー）、「(5)企業倫理問題や環境問題などに関心を持ち、それらに対して責

任を持って行動できる」は自己管理力・倫理観、社会的責任、そして「(6)個人やグループ

の考えを研究発表や討論においてプレゼンテーションをしたり意見を表明したり、日本語

や外国語などによってコミュニケーションをはかることができる。」はコミュニケーション

スキル、チームワーク、リーダーシップの指標となっている。 

 これらは経営学部がステークホルダーに「マネジメント白山構想」において目指すべき

人材育成として示してきた、「知力」、「行動力」、「人間力」、「コミュニケーション能力」で

あり、それを実現するための教育活動が理論と体験のプロセス学習としての基礎実習講義

や演習、産学協同研究、ビジネスゲーム、そして経営学会活動（経営学会発表大会を含む）

である。 
 
２．教育における質保証とその成果 

 経営学部では質保証を検証する基礎データを収集するために 2008 年から卒業生満足度調

査を実施している。調査内容は８項目からなり、質保証の基礎となる①教育・研究、②学

習支援、③キャリア支援という教育ソフト面、④ハード（施設）満足度、⑤課外活動満足

度、⑥大学満足度として認知度と誇り、そして⑦教育理念の認知度、最後に⑧大学生活の

総合的満足度として２項目（「友人や知り合いに東洋大への入学を進めますか（総合満足

度）」と「あなたは満足できたか（個人的満足度）」を使用している。教育の質保証の成果

測定指標は、①語学力、②専門的知識、③仕事に役立つ実践力、④対人関係能力、⑤情報

処理能力、⑥コミュニケーション能力、⑦考える力（思考力や志向の柔軟性）、そして⑧社

会的弱者への思いやり（人間力）の８項目から構成した。 

 2008 年の結果を踏まえ、ギャップが大きかった（25%以上が不満としている項目）５項

目（①教員との交流レベル、②卒業論文指導、③ゼミ、④第二外国語、⑤英語）への対策

を 2009 年から実施した。具体的には、学部として演習を重視している姿勢を学生に示すた

めに、演習の構成員の最低人数制の導入したほか、演習の募集活動を通じて演習の重要性

を強調した。また教員と学生との交流としては、フレッシャーズキャンプの導入（マーケ

ティング学科）、経営学会への教員関与、卒論の講義コマ増（経営学科）など具体的な対策

を実施した。その結果、2009 年度はギャップの大きい項目は３項目まで減少した。一方、

第二外国語については満足度が低く留まっているものの、学生の履修もきわめて少数であ

り、これを打開するためには学生を集められる技術等を持った魅力ある教員の採用が必要

であり、研究者の枠にとらわれない採用も検討する必要がある。 

に示す 15 項目に関して①強くそう思う、②そう思う、③どちらともいえない、④そう思わない、

⑤強くそう思わないという５つの選択肢から回答するものである。 

 授業評価アンケートを行ったすべての講義科目の回答を集計して、有効回答数に対する肯定的

回答［強くそう思う（強い肯定）とそう思う（肯定）の合計］の構成比変化をまとめた結果が図

１である。結果からすぐわかるが、授業評価アンケートの大多数の項目で 2005 年度、2007 年度、

2009 年度と順次、肯定的回答の構成比が明らかに増加しているといえる。このことから最初の中

期計画で教育面における一定の改善効果が経済学部全体として明らかに得られたと判断される。 

 2011 年度からは、授業評価アンケートの質問項目を一新し、さらに充実させることになってい

る。最も大きなねらいは、学生に対して授業評価アンケートの分析結果を還元し、教員・学生双

方の意識向上によってさらなる授業改善を進めることである。 

 

３． 第１期中期計画に関する最終報告の結果 

 次に、中期計画に関する最終報告の結果に関しても簡単に触れておこう。経済学部の全教員が

最終報告を提出したが、その中で約 90％の教員が教育面で当初設定した計画と目標を達成でき、

約 85％の教員が研究業績の面でも目標を達成できたと報告した。また、未達成という結果を報告

した教員も、その理由を検討してそれを踏まえた改善計画を最終報告で提示した。 

 このように、経済学部の「教員総合評価」は５年間のメリハリをつけながら教員各人が自発的

な「気づき」によってＰＤＣＡサイクルの改善を繰り返し加えていくものである。最初の５年間

の実施結果は、一定の改善効果を上げることができたと評価される。経済学部の教員一人ひとり

のこのような積み重ねが、４年間の大学生活を過ごす経済学部学生にとっても大きなベネフィッ

トとポジティブな効果をもたらすと考えている。 

 経済学部では、2010 年４月から第２期中期計画の期間に突入した。第１期中期計画の最終結果

を踏まえて、教員各人がすでに第２期の中期計画の提出を完了している。2015 年３月の第 2期中

期計画の終了を目指して、教員全員が一丸となって中期計画の着実な遂行に精力的に取り組んで

いる。 

 

４． 短期的な自己点検の仕組み（毎年のＰＤＣＡサイクル）の整備 

 上述した「教員総合評価」という中期的なＰＤＣＡサイクルによる取り組みの他に、経済学部

では毎年のＰＤＣＡサイクルの繰り返しによって短期的な点検と改善を進めるための仕組みを現

在構築中である。経済学部の教員が何らかの形でこの仕組みに関わって、教員一人ひとりの積み

重ねによって経済学部全体としての成果を上げることを目指している。 

 経済学部では過去 10 年以上にわたって毎年データブックを作成してきたが、今回はこのデータ

ブックを改変して大学全体で定めた 13 項目の自己点検内容を充足する資料を作成することにし

た。2010 年度は年度末の３月完成を目指して 2007 年度から 2009 年度まで過去３年間のデータを

盛り込んだ報告書を作成する作業を現在進めている。 

 2011 年度からはこうして作成した過去の経時データに毎年の更新分を加えて、現状の把握、問

題点の摘出、改善計画の策定および実施という毎年のＰＤＣＡサイクルを動かしていく予定であ

る。2010 年度はこのような短期的自己点検の仕組みを整備するための準備期間として位置づけら

れ、経済学部としてその意味で一定の成果を上げることができたと判断される。 
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任を持って行動できる」は自己管理力・倫理観、社会的責任、そして「(6)個人やグループ

の考えを研究発表や討論においてプレゼンテーションをしたり意見を表明したり、日本語
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あり、それを実現するための教育活動が理論と体験のプロセス学習としての基礎実習講義

や演習、産学協同研究、ビジネスゲーム、そして経営学会活動（経営学会発表大会を含む）

である。 
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 2008 年の結果を踏まえ、ギャップが大きかった（25%以上が不満としている項目）５項

目（①教員との交流レベル、②卒業論文指導、③ゼミ、④第二外国語、⑤英語）への対策

を 2009 年から実施した。具体的には、学部として演習を重視している姿勢を学生に示すた

めに、演習の構成員の最低人数制の導入したほか、演習の募集活動を通じて演習の重要性
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を実施した。その結果、2009 年度はギャップの大きい項目は３項目まで減少した。一方、

第二外国語については満足度が低く留まっているものの、学生の履修もきわめて少数であ

り、これを打開するためには学生を集められる技術等を持った魅力ある教員の採用が必要

であり、研究者の枠にとらわれない採用も検討する必要がある。 

に示す 15 項目に関して①強くそう思う、②そう思う、③どちらともいえない、④そう思わない、
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期計画で教育面における一定の改善効果が経済学部全体として明らかに得られたと判断される。 
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る。最も大きなねらいは、学生に対して授業評価アンケートの分析結果を還元し、教員・学生双

方の意識向上によってさらなる授業改善を進めることである。 

 

３． 第１期中期計画に関する最終報告の結果 

 次に、中期計画に関する最終報告の結果に関しても簡単に触れておこう。経済学部の全教員が

最終報告を提出したが、その中で約 90％の教員が教育面で当初設定した計画と目標を達成でき、
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 このように、経済学部の「教員総合評価」は５年間のメリハリをつけながら教員各人が自発的

な「気づき」によってＰＤＣＡサイクルの改善を繰り返し加えていくものである。最初の５年間

の実施結果は、一定の改善効果を上げることができたと評価される。経済学部の教員一人ひとり

のこのような積み重ねが、４年間の大学生活を過ごす経済学部学生にとっても大きなベネフィッ

トとポジティブな効果をもたらすと考えている。 

 経済学部では、2010 年４月から第２期中期計画の期間に突入した。第１期中期計画の最終結果
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期計画の終了を目指して、教員全員が一丸となって中期計画の着実な遂行に精力的に取り組んで

いる。 

 

４． 短期的な自己点検の仕組み（毎年のＰＤＣＡサイクル）の整備 

 上述した「教員総合評価」という中期的なＰＤＣＡサイクルによる取り組みの他に、経済学部
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平成 22 年度における法学部の質保証・FD 活動         

法学部長 後藤武秀 

 

はじめに 

入学試験によって受け入れた学生を教育し、これに社会的に法学士として評価されうる

だけの学力と判断力、すなわちリーガルマインドを身につけさせて送り出すのが法学部の

究極の教育目標である。この目標の実現のために、法学部では、学生の質の可視化、卒業

後の希望進路実現に対するサポートという学生側の質保証への対応と同時に、教員側の課

題としての FD 活動に取り組んできた。以下において、各活動について報告する。 

 

１．学生の質の可視化 

 法学教育は、学生が市民生活と職業生活に必須な素養として求められている論理的思考

能力をどの程度理解して習得し、かつ現実の問題についての法的判断力がどの程度身につ

いているかを客観的に外部から判断することが極めて困難である。もとより、法学分野の

各科目について担当教員による評価は厳正に行われているが、絶対評価であることから理

解度を客観的に評価したものとは言い難い。しかし、幸いにも全国的組織である法学検定

試験委員会が法学検定試験を実施しており、実施から１０余年を経過した今日、社会的に

もかなり高い評価を受けるようになってきた。 

本試験の４級は、法学部２年時終了程度の学力を保証するものとなっており、法学部で

は、平成２２年度から２年生を対象とした正課授業（特殊講義）を開講し、「法学検定対策

経費」として受験料の半額補助を２年生全員に行うことで、全員受験・全員合格を目指し

ている。そのために、「特殊講義」授業において、法学部教員が法学一般、憲法、民法、刑

法という基礎科目について試験に対応した択一問題を解かせ、解説を加え、基本的な法律

知識の習得と検定対策指導教育を行っている。また、平成２０・２１年度は法学検定試験

を白山第２キャンパスで団体会場とて実施し、東洋大学生の受験を可能とした。平成２２

年度は試験会場を本学白山第１キャンパスに変更したことにより、無理なく受験できる環

境も整えられた。 

本試験の３級は、法学部３年時終了程度の学力を保証するものであり、就職、採用試験

においても大学で何を学んだかを客観的に証明できるツールとして相当な評価を受けるよ

うになってきた。このことにより平成２３年度から法学検定３級試験対策講座を新たに開

設し、必修とされる基礎科目以外に法律事務専門職、公務員試験、企業・団体を目指す為

の科目習得を行い、講座受講料の一部補助を行う予定である。 

以上に述べたように、検定試験の受験により、学生の学力を可視化することに取り組ん

でいるところである。 

 

２．卒業後の希望進路実現に対するサポート 

 法学部生の進路は、公務員、新司法試験受験のための法科大学院進学、民間企業への就

職に大別される。昨今のような経済状況を反映してか、全国的に公務員志望の学生は増加

傾向にある。それに対応して試験そのものの高難度化している現状では、合格者のほぼ全

員が予備校に通っているのが実態である。法学部では、学生の予備校に通う時間的・金銭

的コストの軽減をはかるため大学側が支援し、予備校と提携し本学において法学部生のた

めの課外講座を平成２２年度から開設することができた。開設講座は、２講座で１.公務員

試験対策講座 ２.法科大学院試験対策講座である。特に公務員試験対策講座では、２年間

で、２年次講義形式（input）・３年次演習形式(output)を続け、合格レベルに到達するこ

とを目標として、法学部生にとって最も無駄のない学習、すなわち授業における法学教育

と連動して課外講座を受講できるようにした。今年度よりこれらの課外講座はスタートし

たばかりであるので、その成果が表れるのは再来年以降であるが、国家Ⅱ種、地方上級を

はじめ各種公務員試験で５０名程度の合格者輩出を目標としている。平成２３年度は今年
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改善効果はゼミや卒業論文の指導に現れているが、本格的な成果の検証は、対象学年の

卒業年まで（あと１年～３年後）待つ必要がある。 
 同様に学習支援活動でギャップの大きい履修相談や資格試験については、履修指導の拡

充（学科毎の履修指導に個別相談を追加）、きめの細かい単位僅少者面接の実施（統一フォ

ーマットなどによる状況把握）、アカデミックアドバイザー制度、ブレーキングアラート制

（ATS)の導入を行い、資格試験対策としては経営学検定、中小企業診断士、FP、簿記講座

の拡充などを開始したほか、2010 年 12 月からは公認会計士受験対策講座を法学部、経済

学部とともに３学部で実施している。これらの本格的な成果も１～３年先となる。また急

増する過年度生対策として 2009 年から過年度卒業生を対象に、過年度になった理由や立ち

直ったトリガーなどを調査した。これは今後に実施がのぞまれる退学勧告制度などの過年

度生対策の基礎調査となる。 
 
３．教育の成果 

 教育成果の中でもっともギャップが大きかった項目が、「語学力」と「実践力」の２項目

である（情報処理能力については別途調査が必要と思われる）。この２項目に対して学部と

して本格的に改革に取り組んだ。 
語学教育の充実による質保証については、GBC（グローバル・コミュニケーション・コ

ース）の本格始動と教育成果測定を実施している。そして入学から卒業までの語学修得・

成果測定の流れとして①（入学前教育）１００日チャレンジ、②（入学時測定＝基点）

TOEIC-Bridge、③TOEIC 受験の単位認定条件化による成果と 2011 年からの３カ年計画と

目標設定を行った。（現在、経営学部のグローバル化教育について修正計画作成中）。 
ゼミナール教育については、募集活動を含めたゼミナールのプレゼンスの強化等を実施

した。 
 
４．2011 年度からの計画 

 2011 年からは質保証を「教育の質保証」と「卒業生の質保証」にとどめることなく、「ス

テークホルダーの信頼獲得」視点の視点から実施していきたい。        以上 



－ 8－ － 9－
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平成 22 年度における法学部の質保証・FD 活動         

法学部長 後藤武秀 
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 2011 年からは質保証を「教育の質保証」と「卒業生の質保証」にとどめることなく、「ス

テークホルダーの信頼獲得」視点の視点から実施していきたい。        以上 
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社会学部におけるＦＤ活動の現状と課題 
社会学部長 青木辰司 

 
１．平成 21 年度の主な実施状況 

1）社会学部 50 周年記念行事に伴い学部全体としての取り組みを学内外にアピール 
記念シンポジウム「社会を測り人を知るー社会調査研究が目指すものー」在校生中

心に 400 名参加、５０周年写真パネル展示、記念式典来場者 200 名、５０周年記念

誌編纂発行 
2）臨地教育の充実：文京区の紙産業を拠点とした学生主体のフイールドワーク調査 
3）メディア制作教育の充実（白山インターネットテレビステーション） 
4）研究倫理活動を通じたスチューデント・ディベロプメント 

演習・実験科目を対象にラーニングポートフォリオを実施し、学生自身による学習 
目標の設定と自己評価 
 

２．平成 22 年度実施内容および計画 

1）学部共通科目の充実に向けた改善 
① 語学教育の改善 → 英語・初習外国語教育の多元化（２０１２カリ） 

学生の英語能力の多様化に対応するために、１・２年の科目を英語・ドイツ語・フ

ランス語・中国語・ハングルの５ケ国語から一言語を選択必修させ(各１単位)、３・

４年時の選択科目として「○○語および○○語圏社会事情」(各２単位)を継続して

設置。少人数化(３０名以下)教育に向けた改革が必要。 
② 社会調査及び実習関連教育 → コース別選択可能性の拡大(同上) 

｢中人数｣(１コース４０名)の少人数化(２０名前後)が課題、内容別コース(質的調

査・量的調査・複合的調査・実践的調査)の設定による実習教育の充実と社会貢献

的視点からの教育の充実化。 
③ 授業評価結果の還元 → 語学関係科目担当者会議（任意組織）へのフィードバッ

クも予定 
＜2010 年度調査概要＞  
実施科目数： 第 64 科目（うち第１部 8 科目） 
実施時期： 11 月 22 日～2 月 3 日 （２週間） 
対象科目履修者数： 第１部 1655 名  第２部  346 名  
回答数：マークシート 第１部 1213 名（回答率 73.3％）、第２部 161 名（同 46.5％）、   

自由回答 第１部 652（記入率 53.7％） 第２部 83（同 51.5％） 
2）学科教育の個性化と学部教育との連接 
①社会学科：フレッシャーズキャンプにおける新入生事前教育の実施 
②社会文化システム学科： 
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度の課外講座講師の意見を聞き、講義回数、方法等の再検討を行いさらに充実した講座と

する。法科大学院試験対策講座は、法科大学院の試験科目である適性試験の準備と法学の

基礎学力の確保・応用を目指しており、日弁連の適性試験を徹底分析し、「論理的判断」「分

析的判断」「長文理解」等それぞれの分野で高得点を可能にする講座を企画し、１０名程度

の法科大学院合格者輩出を目標としている。 

 

３．教員側の課題としての FD 活動 

 法学部では、授業アンケート、それに基づく教員カルテの作成などの組織的な授業改善

のための試みを行っているが、最も特色ある法学部の FD 活動が、FD 学習会である。これは、

平成２１年度から試みに始まったものであり、その評判が良かったことから今年度から本

格的に実施している。これは教員が報告者となって、自分の授業の状況、授業の進め方、

問題点、改善の試み、その結果などについて話題提供を行い、それに対して、参加教員か

ら自由に質疑、発言を引き出すものである。報告者が個人的な悩みとして抱え込んでいた

問題が他の教員も共有する問題であることが多く、それぞれの改善のための施策、試みを

披露しあうことによって、お互いに刺激を受ける好個の機会となっている。平成２２年度

は、以下の教員が報告を行った。 

 

 【第１回（2010/06/01）】 

高木英行准教授「学生主体の実地調査のあり方について」 

大坂恵里准教授「ロー・スクール教員研修-アメリカ・ロー・スクール協会主催による

新人法学教育・法文書作成教授法に関するワークショップに参加して-」 

【第２回（2010/11/23）】 

深川裕佳講師「２０１０年度『法学入門』講義の反省と今後の課題」 

金田英子講師「スポーツ健康科学（実技・講義）での試み」 

【第３回（2010/12/14）】 

谷釜尋徳講師「スポーツ健康科学分野における授業展開」 

 

平成２３年１月にも、第４回ＦＤ学習会を開催し、「法学基礎演習」を担当する教員が授

業運営の工夫について報告する予定である。本学習会は継続的な FD 活動の１つとして、次

年度以降も実施する予定である。 
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大学社会学部卒業生からのメッセージ～東洋大学社会学部開設 50 周年記念作品～、

2010 年度はマイナースポーツであるアイスホッケー部の活躍をインターネット配信す

べく編集中） 
⑤社会心理学科： 
●ラーニングポートフォリオ： 学生による学習過程や学習成果の長期的収集 
導入の目的 ：①学生自身の自己目標達成に至る「学びのプロセス」の管理。②学生 

の学習モチベーションの高揚。 ③「学び方の学び」の自覚。  
経過：2010 年度：「社会心理学概論」（１年必修）や２年ゼミにも拡大、ポートフォ 

リオ収納用のファイルの配付 、教員のコメントを学生に返却 。 
検討事項 ：①最適な提出頻度 、②教員の効果的な介入方法 、③現行の紙ベースか 

ら電子版への移行 、④対象科目の選定(ゼミ、実験演習から選択科目 
(１科目)への拡大)、⑤効果測定の計画  

3）就職支援講座 

●メディアコミュニケーション学科他、各学科独自に OB・OG や就職活動修了者を招い

て、講演会および討論を実施。 

4）学部ＦＤ研修会の実施：学部長、主任および教務課職員対象で 2010 年 11 月 2 日 
～3 日、熱海研修センターで実施。 

5）公開授業の実施：助教による講義を公開し、専任教員の授業改善の参考とする。 
    2011 年 1 月 6 日 7 限「社会適応の心理学」（6B12 教室）、 

1 月 11 日 1 限「心理学の基礎」（1204 教室） 
 
３．平成 23 年度以降の展開および課題 

(1)ステップイヤー制度化に向けた社会実験事業の推進 
(2)ＮＰＯ法人地球緑化センター主催「緑のふるさと協力隊」員として合計 5 名を 2011 
年度派遣予定。2011 年 1 月 5 日（水）18 時 10 分～ 白山キャンパス 6 号館 6305 
教室で説明会を実施。 

(3)体験型教育プロジェクト」による地域連携の推進 
「社会文化体験演習」等、課外活動を授業科目としたような体験型教育プログラムを

展開する。 
(4)２部社会学科の基礎ゼミのシラバスの共通化 

5 学科教員によって運営されている 2 部社会学科の「社会学基礎演習」の教育内容の

統一化を図り、ゼミ教育の充実をめざす。 
(5)学部ＦＤ研修会を定期的に行い、各学科の課題の析出とともに学部教育の改革の具体 

化を図る。 
(6)新任および中堅教員研修会の実施：学部の運営及び教育研究の交流を深めるために教 

員相互の研修 

●「フィールドワーク分野」：「紙プロジェクト」（2007年度～、紙関連産業と地域社会、

環境問題の研究、公開シンポジウム開催、報告書の刊行）

●「社会貢献分野」：「ＳＰＩＲＩＴ」（2009年度～文京区内に居住する外国にルーツを

持つ子どもたちの学習支援、学生の異文化理解と自文化の相対化）

●「キャリア分野」：インターンシッププログラム参加による創造的進路選択・開拓（ソ

ーシャルビジネス関連のベンチャー企業等でのインター―ンシッ

プ、独自のキャリア形成講演会、視覚障害学生の独自サイト開発）

③社会福祉学科：

●「当事者から学ぶ。」：新入生歓迎オリエンテーションに「元ホームレスの方」と「ア

ルコール依存回復者」の 2 名の当事者呼び、体験談を講義。こ

の取り組みが、社会福祉学科で学ぶことの具体的なイメージを

構築することに有益とし、継続化。

●「参加を通じて学ぶ。」：文京区社会福祉協議会「文京ボランティア・市民活動セン

ター」との協力関係のもと、学科の学生 24名を「夏のボラ

ンティア体験教室」が参加。活動の前と後にはレポートを課

し、これを報告書として提出。継続化の予定。

●「地域社会に貢献する。」

（ⅰ）４年生を対象に、文京区と大学との包括協定の枠組みの中で団塊世代の担い手

発掘の連続講座を、文京区・文京区社会福祉協議会・演習の協働事業として実施。

（ⅱ）東洋大学福祉社会開発研究センター主催の墨田区における「みまもりネットワー

ク」形成に関する実践的研究の一環として、学科の学生が同区の２つの地域包括

支援センターに設置された「みまもり相談室」の事業に参加。相談室の「みまも

りだより」の編集・協力、見守り活動に関するプロモーションビデオ作製等を、

実務の状況を知るとともに、業務の一部に関わり、学生による社会的貢献を実践。

（ⅲ）同上センターで主催の生活保護受給の母子家庭の自立支援に関する共同研究の一

環として、学科４年生が、生活保護受給中や一人親家庭の中高校生を対象に開催

されている学習ゼミナール事業に参加。具体的には夜に開催されているゼミナー

ルに学習指導者として参加し、ローテーションを組み個別学習支援。大変貴重な

役割を担っていると評価されている。

④メディアコミュニケーション学科：

●白山インターネット TVステーション（HiTS）：学生による自主的なテレビ作品制作

と、インターネット配信。

（作品例：「ムーミンの冒険～東洋大学を歩いてみよう～」、「東洋大学周辺の散歩」、

「第 3 回東洋大学地域連携シンポジウム「紙をとおして結ぶ大学、地域、アジア～紙

プロジェクト・学生を主体とするフィールドワークの試み～」、「東洋大学社会学部 50
周年記念シンポジウム｢社会を測り、人を知る～社会調査研究が目指すもの～」、「東洋
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理工学部における教育の質保証のためのＰＤＣＡの取組み 

理工学部ＦＤ委員会委員長 神田 雄一 

 

１．はじめに 

理工学部は、平成 21 年 4 月より「工学部」を再編し、新たに「理工学部」として設立

された。理工学部では、安全・快適・コストなど、人間を中心としたテクノロジーであ

る「工の知」と、宇宙・地球・生命など自然の摂理にもとづく「理の知」との融合を目

指している。ここでの教育理念は「フィロソフィを持った実践的なエンジニアの育成」

を学部理念として、産業界との協働をよりすすめ、次世代に必要なものづくり技術を担

う人材、豊な人間性とフィロソフィを持った、実践的な研究者・技術者の育成を目指す

こととした。 

 

２．これまでの実施状況（Check & Action） 

ＦＤ活動に関してはその必要性や具体的な活動等は数年前から学部として統一的な活

動を展開してきた。最近では特に高校生の理工学部への入試に対する関心が低下し、そ

れに伴う広範な学力レベルの学生の受け入れ等で教育の質の維持と向上は教員にとって

極めて重要な課題となっている。そこでＦＤ活動によって教育力を維持・向上させ、授

業改善に結びつけることは教員個人にとっても重要な課題となっている。 

 授業評価アンケートは全学的な取り組みの中で理工学部も実施しているが、授業評価

結果の公開とフィードバックをいかに実施するかはここ数年の課題でもある。アンケー

ト結果の開示は、全てのデータではないが Web での閲覧、自由閲覧が可能となっている。 

しかしアンケート結果をいかに授業改善に結び付けるかについては模索の段階から抜け

出せないのが現状である。現在、学生へのアンケート配布と同時に担当教員の自己評価

アンケートも提出するが、教員による改善レポートの提出を検討中である。これはすで

に機械工学科において「ＦＤカルテ」と称して実施していることを学部へ展開しようと

する試みである。 

 このような活動の中でも、都市環境デザイン学科では、授業アンケートにおける学生

の学習時間に注目して、学習時間の向上のために学科として、各授業科目において、宿

題やミニテストなどを義務付けることにより学生の学習時間を向上させた。 

 また、建築学科においては、ロールプレイング手法による建築ものづくり実習により

学習の成果を上げている。この取り組みは２００８年度の建築学会教育賞を受賞してい

る。このような授業改善の取り組みが各学科でそれぞれ実施されてきていることはＦＤ

活動の効果でもあろう。 

さらに経済産業省による産業人材育成支援事業の採択により、新たなインターンシップ

制度の確立、社会人力ノートの作成、新たな e-learning 教材の作成などにより理工学部

１～４年生を対象とした階層別のＰＢＬ（Project Based Learning）のカリキュラム開

発を行った。平成 21 年度に設立した「産学協同教育センター」における新たな教育への

展開が期待される。 
 

３．実施計画（Plan） 

理工学部におけるＦＤを主体とした今年度の活動目標は以下に集約される。すなわち、 

１）ＦＤに関する認識の向上と啓発活動の推進、 

２）教育力の向上、 

３）授業改善、 

４）各学科のＦＤ活動の支援 

である。学生の学習履歴の多様化、学力レベルの多様化、新たな入試への対応などの

背景を踏まえて、教育の質の確保と向上のための活動を展開しなければならない。特に学

生の学習到達度の把握（ＧＰＡ、学習ポートフォリオ）や単位の実質化に対する取組みは

(7)授業改善のためのアンケート結果の活用：授業アンケートの学生還元のあり方を検討 
し、具体的改善につなげる。また、「ＹＥＡＲＢＯＯＫ」電子版をＨＰに掲載予定で 
ある。 

 
≪全学的ＦＤ推進に向けて≫ 

  (1)全学的ＦＤの推進体制の改革：教学全体のＦD 活動の大綱を作成し、少人数教育の実 
施、教室やＰC 利活用環境の改善、自校教育やキャリア形成教育、社会貢献、インター 
ンシップやステップイヤー等の課題を全学的に整理して、その改善に向けた制度改革 
を行う。 

(2)学部ＦＤ推進のための体制整備：学部長の下にしかるべき担当を置き、データベー 
スの作成や各種資料の検討、具体的事業の企画・運営を担う体制を整備する。そのた 
めの学部教務課の人員増員を図る。 

(3)学長室とＦＤ推進室の連携を強化し、学部長懇談会をＦＤ推進のために活用すべく運 
用する。 

(4)ＦＤ活動に関する情報交換のための他大学訪問および他学部と合同ＦＤ研修会の実施 
 

        

以上 
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理工学部における教育の質保証のためのＰＤＣＡの取組み 

理工学部ＦＤ委員会委員長 神田 雄一 

 

１．はじめに 

理工学部は、平成 21 年 4 月より「工学部」を再編し、新たに「理工学部」として設立
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２．これまでの実施状況（Check & Action） 
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極めて重要な課題となっている。そこでＦＤ活動によって教育力を維持・向上させ、授
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 授業評価アンケートは全学的な取り組みの中で理工学部も実施しているが、授業評価

結果の公開とフィードバックをいかに実施するかはここ数年の課題でもある。アンケー

ト結果の開示は、全てのデータではないが Web での閲覧、自由閲覧が可能となっている。 

しかしアンケート結果をいかに授業改善に結び付けるかについては模索の段階から抜け

出せないのが現状である。現在、学生へのアンケート配布と同時に担当教員の自己評価

アンケートも提出するが、教員による改善レポートの提出を検討中である。これはすで

に機械工学科において「ＦＤカルテ」と称して実施していることを学部へ展開しようと

する試みである。 

 このような活動の中でも、都市環境デザイン学科では、授業アンケートにおける学生

の学習時間に注目して、学習時間の向上のために学科として、各授業科目において、宿

題やミニテストなどを義務付けることにより学生の学習時間を向上させた。 

 また、建築学科においては、ロールプレイング手法による建築ものづくり実習により

学習の成果を上げている。この取り組みは２００８年度の建築学会教育賞を受賞してい

る。このような授業改善の取り組みが各学科でそれぞれ実施されてきていることはＦＤ

活動の効果でもあろう。 

さらに経済産業省による産業人材育成支援事業の採択により、新たなインターンシップ

制度の確立、社会人力ノートの作成、新たな e-learning 教材の作成などにより理工学部

１～４年生を対象とした階層別のＰＢＬ（Project Based Learning）のカリキュラム開

発を行った。平成 21 年度に設立した「産学協同教育センター」における新たな教育への

展開が期待される。 
 

３．実施計画（Plan） 

理工学部におけるＦＤを主体とした今年度の活動目標は以下に集約される。すなわち、 

１）ＦＤに関する認識の向上と啓発活動の推進、 

２）教育力の向上、 

３）授業改善、 

４）各学科のＦＤ活動の支援 

である。学生の学習履歴の多様化、学力レベルの多様化、新たな入試への対応などの

背景を踏まえて、教育の質の確保と向上のための活動を展開しなければならない。特に学

生の学習到達度の把握（ＧＰＡ、学習ポートフォリオ）や単位の実質化に対する取組みは

(7)授業改善のためのアンケート結果の活用：授業アンケートの学生還元のあり方を検討 
し、具体的改善につなげる。また、「ＹＥＡＲＢＯＯＫ」電子版をＨＰに掲載予定で 
ある。 

 
≪全学的ＦＤ推進に向けて≫ 

  (1)全学的ＦＤの推進体制の改革：教学全体のＦD 活動の大綱を作成し、少人数教育の実 
施、教室やＰC 利活用環境の改善、自校教育やキャリア形成教育、社会貢献、インター 
ンシップやステップイヤー等の課題を全学的に整理して、その改善に向けた制度改革 
を行う。 

(2)学部ＦＤ推進のための体制整備：学部長の下にしかるべき担当を置き、データベー 
スの作成や各種資料の検討、具体的事業の企画・運営を担う体制を整備する。そのた 
めの学部教務課の人員増員を図る。 

(3)学長室とＦＤ推進室の連携を強化し、学部長懇談会をＦＤ推進のために活用すべく運 
用する。 

(4)ＦＤ活動に関する情報交換のための他大学訪問および他学部と合同ＦＤ研修会の実施 
 

        

以上 
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2010 年度 国際地域学部における FD の取り組み 

国際地域学部長 藤井敏信 
 

■国際地域学部のＦＤの考え方 

１．ＦＤに関する基本的な考え方 
(1)学部は多面的な機能を持って活動しており、ＦＤはその中の重要な機能であるが、内発

的な性格が強い機能と把握している。 
(2)ＦＤは義務化され、ひとつの制度になっているが、他学部や他大学の先進例に学びつつ、

自己開発をしていくものと考えている。 
２．学部の取り組みのための基本的な方向 
(1)教員全員参加型のアプローチ 
(2)学部内関連委員会の相互連携 
(3)活動および成果の進捗報告とさらなる前進 

３．学部のＦＤの主要５目標 
(1)国際地域学部の理念の実現 
(2)教育研究の質の向上 
(3)現場主義教育重視の実践 
(4)国際化への貢献 
(5)新専攻・新コースの順調な運営（地域総合専攻、英語コース） 
 

■具体的なアプローチ（手段）－学部ＦＤ促進のための全教員参加の仕組みの設定－ 

１．全教員が各自の個人的ＦＤ活動の内容と成果を申告する。 
２．学部・学科内関係委員会等が組織的なＦＤ活動の内容と成果を申告する。 
３．ＦＤに関する情報共有と連携の推進 
  具体的活動に対する各教員の学習と協力 
４．教授会・学科会議における報告と改善 
  具体的活動の進捗・改善点について報告と議論 
 
■ＦＤの５目標に関する具体的活動 

１．国際地域学部の理念の実現 
学部の特徴のブランド化と実践：Think Globally, Act Locally の実践、国際機関や JICA

等との連携 
広報の質の向上：HP の充実と魅力的な内容の実現、オープンキャンパス、出前講義の充

実、メディア戦略の工夫 
英語講義の拡充：英語科目の拡充と充実（カリキュラムの再構成）、教員の英語能力の向

上、英語コースの設定、英文卒論の奨励 
コース制の実践と運用の改善：両学科における各３コースのバランスの取れた運用、教職

課程の充実 
卒業生ネットワークの確立 

２．教育研究の質の向上 
授業の質の向上：内容、授業方法の点検、クラスマネジメントの研究、 
研究の質の向上：論文、紀要の質の向上、科研費や GP など大型プロジェクトへの挑戦 
大学院との連携：大学院研究発表会への参加促進 
教員の質の向上：各種委員会への積極的参加と貢献、博士号取得・社会的貢献の奨励、

教員評価制度の検討 
施設の質の向上：図書館、教室、視聴覚施設、食堂の改善 

３．現場主義教育重視の実践 
実践的科目の充実：国内外への研修・留学・インターンシップの推奨 
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大きな課題である。理工学部独自のＦＤ研修会やＦＤガイドラインの作成等を企画、実施

したいと考えている。一方、現在大学院のＦＤ活動との連携は少ないが、教育システムと

して学部教育と大学院教育の連携を考えるならば、核となるＦＤ活動については共通的に

実施することも重要となろう。 

 

４．実施体制（Do） 

実施に当たっては、ＦＤ活動をよりシステマティックに実施することが重要である。

理工学部においてはＦＤ委員会、教務委員会および自己点検評価委員会と多くの領域で

複合している。従って各委員会との連携を保ちつつコラボレーションすることが重要と

考える。また近い将来いわゆるＳＤ（Staff Development）への展開を考慮するならば教

員・職員・学生からなる活動への展開を視野に入れなければならない。いずれにしろＦ

Ｄ活動は教育の質の保証として実効性ある活動の展開が求められている。 

教員

理工学部FD委員会教務委員会 自己点検評
価委員会

全学FD
委員会

学外FD関
連団体

学 生

P

D C

A

理工学部におけるFD活動・PDCAサイクルの実施
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国際地域学部長 藤井敏信 
 

■国際地域学部のＦＤの考え方 

１．ＦＤに関する基本的な考え方 
(1)学部は多面的な機能を持って活動しており、ＦＤはその中の重要な機能であるが、内発

的な性格が強い機能と把握している。 
(2)ＦＤは義務化され、ひとつの制度になっているが、他学部や他大学の先進例に学びつつ、

自己開発をしていくものと考えている。 
２．学部の取り組みのための基本的な方向 
(1)教員全員参加型のアプローチ 
(2)学部内関連委員会の相互連携 
(3)活動および成果の進捗報告とさらなる前進 

３．学部のＦＤの主要５目標 
(1)国際地域学部の理念の実現 
(2)教育研究の質の向上 
(3)現場主義教育重視の実践 
(4)国際化への貢献 
(5)新専攻・新コースの順調な運営（地域総合専攻、英語コース） 
 

■具体的なアプローチ（手段）－学部ＦＤ促進のための全教員参加の仕組みの設定－ 

１．全教員が各自の個人的ＦＤ活動の内容と成果を申告する。 
２．学部・学科内関係委員会等が組織的なＦＤ活動の内容と成果を申告する。 
３．ＦＤに関する情報共有と連携の推進 
  具体的活動に対する各教員の学習と協力 
４．教授会・学科会議における報告と改善 
  具体的活動の進捗・改善点について報告と議論 
 
■ＦＤの５目標に関する具体的活動 

１．国際地域学部の理念の実現 
学部の特徴のブランド化と実践：Think Globally, Act Locally の実践、国際機関や JICA
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英語講義の拡充：英語科目の拡充と充実（カリキュラムの再構成）、教員の英語能力の向

上、英語コースの設定、英文卒論の奨励 
コース制の実践と運用の改善：両学科における各３コースのバランスの取れた運用、教職

課程の充実 
卒業生ネットワークの確立 

２．教育研究の質の向上 
授業の質の向上：内容、授業方法の点検、クラスマネジメントの研究、 
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大きな課題である。理工学部独自のＦＤ研修会やＦＤガイドラインの作成等を企画、実施

したいと考えている。一方、現在大学院のＦＤ活動との連携は少ないが、教育システムと

して学部教育と大学院教育の連携を考えるならば、核となるＦＤ活動については共通的に

実施することも重要となろう。 

 

４．実施体制（Do） 

実施に当たっては、ＦＤ活動をよりシステマティックに実施することが重要である。

理工学部においてはＦＤ委員会、教務委員会および自己点検評価委員会と多くの領域で

複合している。従って各委員会との連携を保ちつつコラボレーションすることが重要と

考える。また近い将来いわゆるＳＤ（Staff Development）への展開を考慮するならば教

員・職員・学生からなる活動への展開を視野に入れなければならない。いずれにしろＦ

Ｄ活動は教育の質の保証として実効性ある活動の展開が求められている。 
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理工学部におけるFD活動・PDCAサイクルの実施
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 ホスピタリティ・マネジメントコース／ホテル、レストランなどのホスピタリティ産業

を専門とする。学習分野には「共通」、「ホテル分野」、「レストラン分野」、「資格取得・

キャリア支援」を設けている。 
 レジャー＆リゾート・マネジメントコース／観光地の整備、開発、保全を専門とする。

学習分野には「共通」、「環境・景観関連」、「まちづくり関連」を設けている。 
C：授業アンケートにより学生の満足度を測るほか、「総合・国内旅行業務取扱管理者試験」、

「アクセス検定」、「レストランサービス技能検定」などの合格を把握するようにして

いる。また、インターンシップの終了後には報告会などを開催し、インターンシップ

の内容を把握している。 
A：D と C の内容を鑑み、翌年の授業、課外講座に生かしている 
 
■進捗・成果 
１．特に、学科会議において担当教員、関係委員会により積極的な報告（各月 2~5 件）と

提案 
２．最近の報告と実践では、「英語講義の拡充、模擬講義の実施と相互評価」「フィールド

研修（海外・国内）、海外語学研修の充実と報告書の質の向上」「大使リレー講義の継

続と proceeding の作成」「授業アンケート結果の評価と公開への検討」「卒論の内容チ

ェックシステムの実施について」「英語コミュニケーション・ルームの開放的な運営に

ついて」「就職活動の支援と現状把握」「その他、ゼミ連の活動、入試結果の分析」な

どが検討された。 
 
■問題点 
１．全員参加を原則としているが、必ずしも全教員のモチベーションが高いわけでない。 
２．各委員会同士の緊密な調整が必要。まだ学科間の調整が不十分。 
３．報告事項のフォローアップが不十分。 
４．学生による評価と参加（クラスマネージメント）システムの確立に時間がかかってい

る。 
５．FD 活動は教員側からの一方通行ではうまく行かない 
■全学レベルの FD 活動に対するコメント 
１．FD 活動の基本的要素は維持しつつ、東洋大学独自の FD 活動を打ち出すべき。学士力

は標準スタンダード、この考え方に立って学部力の独自性を担保しつつの海外大学と

の連携：海外大学との連携：と向上が必要（学士力をミニマムスタンダードにすると、

教育の効率性が落ちる）。 
２．表面的な活動のみで全教員に共通の認識が欠けているのではないか、何らかの方策を

講じなければ効果は薄い（例えば、研修会等への一般教員の参加数が少ないことへの

工夫＝インセンティブが必要） 
３．FD 活動が効果を上げることができるのは、学生が何らかの形で参加することが重要

（例えば、ゼミ連と教員との意見交換会などを FD 活動に取り入れる）。 
４．全学 FD 推進センターの設立は歓迎。しかし各学部のオリジナリティを発展させつつの

統合的なビジョンと予算、スタッフの充実化が必要 
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企業や市町村との交流拡大：市町村との研究やイベントを通じた協力増、企業へのイン

ターシップの参加拡大 
キャリア形成の重視：就職ガイダンスの充実とモニタリング、キャリア・デザイン教育

の充実化、資格取得に対する支援 
社会に対する責任：学部の社会的・学術的責任の明確化 

４．国際化への貢献 
ユニークな講義等の充実：大使リレー継続実施（2006 以降）、国連、JICA などの専門家

の講義、国際フォーラム・シンポの活性化と学生の参加促進 
留学生の多様化と充実：留学制度のレビューと評価（受け入れ制度の改善） 
海外大学との連携：海外での語学研修の必要性 
専門研修の充実：AIT（タイ）,UP セブ（フィリピン）、SW（フィリピン）、韓南大学（韓

国）等の充実、交換留学生の拡充 
ECZ の活用：English Community Zone の運営と展開 

５．新専攻・コースの順調な運営（地域総合専攻、英語コース） 
入試に対する戦略と改善：入試の総合的なレビュー、重点校との関係強化 
カリキュラム管理技法の向上：系統的なカリキュラムの編成、指導システムの確立 
学生への指導の徹底：学生ニーズの把握、現代的な手法の研究と採用  
 

■学科のＦＤへの取り組み 
＜国際地域学科＞ 
 国際地域学科では英語教育に力を入れている。これに関し以下の PDCA サイクルに取り

組んでいる。 
Ｐ：英語特別プログラム(ESP)を設定し英語による専門科目の履修、海外研修への参加、最

終的には英語による卒業論文の発表などを行い ESP 履修の証明書を発行することとし

ている。 
また英語のみを使用する部屋(ECZ)を設け様々なプログラムとともにイベントを行う

こととした。 
D：上記 ESP メンバーを英語力の試験をもとに選抜するとともにプログラムを実施してい

る。 
C：プログラムの実施状況については学科内にイマージョン教育委員会を設け、参加状況な

どのプログラムの進捗を毎月チェックしている。 
A：委員会におけるチェックの結果をふまえ新たなイベントの開催や必要な教材などの購入

さらに新規メンバーの勧誘等を行いプログラムの向上を図っている。ただし学年進行

上卒業生が出るのは 2 年後となるので、その時点で全体的なチェックをおこないプロ

グラムの改善をはかることとなる。 
＜国際観光学科＞ 
 国際観光学科では、観光を理論、実務の側面からとらえ教育することはもとより、これ

をマネジメントするという側面にも力を入れ、社会のニーズに応えられるような人材を育

成することを目指している。 
P：学生の将来の進路分野についてより深く学べるよう、２年次より、学生が選択できる３

つのコースを設置し、それぞれの特徴ある専門教育を行う。 
D：以下の３つのコースを設置、さらにコース内での学習分野も設けることで、各専門分野

の習得に必要な科目を不足なく履修できるよう指導している。 
  また、将来の実務につながる資格取得や実習、インターンシップなども授業に取り入

れる他、資格取得やキャリア形成に向けての課外講座も開催している。 
 ツーリズム・マネジメントコース／旅行や運輸産業を専門とする。学習分野には「共通」、

「運輸・物流関連」、「旅行目的関連」、「経営関連」、「資格取得・キャリア支援」を設け

ている。 
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 ホスピタリティ・マネジメントコース／ホテル、レストランなどのホスピタリティ産業
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の連携：海外大学との連携：と向上が必要（学士力をミニマムスタンダードにすると、

教育の効率性が落ちる）。 
２．表面的な活動のみで全教員に共通の認識が欠けているのではないか、何らかの方策を

講じなければ効果は薄い（例えば、研修会等への一般教員の参加数が少ないことへの

工夫＝インセンティブが必要） 
３．FD 活動が効果を上げることができるのは、学生が何らかの形で参加することが重要

（例えば、ゼミ連と教員との意見交換会などを FD 活動に取り入れる）。 
４．全学 FD 推進センターの設立は歓迎。しかし各学部のオリジナリティを発展させつつの

統合的なビジョンと予算、スタッフの充実化が必要 
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＜国際地域学科＞ 
 国際地域学科では英語教育に力を入れている。これに関し以下の PDCA サイクルに取り

組んでいる。 
Ｐ：英語特別プログラム(ESP)を設定し英語による専門科目の履修、海外研修への参加、最

終的には英語による卒業論文の発表などを行い ESP 履修の証明書を発行することとし

ている。 
また英語のみを使用する部屋(ECZ)を設け様々なプログラムとともにイベントを行う

こととした。 
D：上記 ESP メンバーを英語力の試験をもとに選抜するとともにプログラムを実施してい

る。 
C：プログラムの実施状況については学科内にイマージョン教育委員会を設け、参加状況な

どのプログラムの進捗を毎月チェックしている。 
A：委員会におけるチェックの結果をふまえ新たなイベントの開催や必要な教材などの購入

さらに新規メンバーの勧誘等を行いプログラムの向上を図っている。ただし学年進行

上卒業生が出るのは 2 年後となるので、その時点で全体的なチェックをおこないプロ

グラムの改善をはかることとなる。 
＜国際観光学科＞ 
 国際観光学科では、観光を理論、実務の側面からとらえ教育することはもとより、これ

をマネジメントするという側面にも力を入れ、社会のニーズに応えられるような人材を育

成することを目指している。 
P：学生の将来の進路分野についてより深く学べるよう、２年次より、学生が選択できる３

つのコースを設置し、それぞれの特徴ある専門教育を行う。 
D：以下の３つのコースを設置、さらにコース内での学習分野も設けることで、各専門分野

の習得に必要な科目を不足なく履修できるよう指導している。 
  また、将来の実務につながる資格取得や実習、インターンシップなども授業に取り入

れる他、資格取得やキャリア形成に向けての課外講座も開催している。 
 ツーリズム・マネジメントコース／旅行や運輸産業を専門とする。学習分野には「共通」、

「運輸・物流関連」、「旅行目的関連」、「経営関連」、「資格取得・キャリア支援」を設け

ている。 
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（3）研究所見学 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
将来の職場像をイメージできるとより勉学に身に入ると考え、本年度より、第２学年対象

に研究所訪問を実施することにした。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
４月１７日の理化学研究所（和光）の訪問を皮切りに、放射線医学総合研究所（４月１８

日）、海洋研究開発機構（４月３０日）、理化学研究所「横浜研究所」＋横浜市立大学「鶴

見キャンパス」（７月３日）の４回に渡って訪問を行った。チャーターバスを利用して、板

倉キャンパスを基点として研究所まで往復した。２人から最大４人の教員が学生を引率し

た。（実施した結果、参加学生に対して行ったアンケートでは、「見学は学習効果があった

か」、「来年度も実施した方が良いと思うか」といった設問に対して、ほぼ全員から肯定的

な解答を得ることができた。） 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
生命科学科の FD 委員と引率担当の教員で取り組み、学科会議を通じて、状況を報告してい

る。 
 
応用生物科学科 

応用生物科学科の教育目標は「生物が持つ優れた機能を応用することにより、環境に優し

いものづくりの考え方とその実務を研究し、21 世紀の新産業を創出する人材を育成する。」

である。学生が入学後の早い時期から教員の専門分野や研究について知ることで、学習意

欲を喚起し、教員との交流によって大学生活にスムーズに馴染むことが期待されるため、

以下の項目等の FD 活動を実施している。 
（1）学生－教員交流セミナーの開催 
（2）学生による自主調査研究テーマの推進 
（3）単位僅小者への対応（少人数面談） 
このうち、PDCA の取組事例として、（1）について以下に記載した。 
（1）学生－教員交流セミナーの開催 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
教員が自己紹介や自身の研究内容を紹介し、このような内容を通じて学生と教員が交流す

るセミナーを開催している。昨年度は秋学期の多くの学生が参加できると思われた時間帯

に実施したが、参加者は、平均 25 名程度（延べ人数 125 人）であり、参加者を増やす方策

が必要であった。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
本年度は、開催時期を春学期とし、応用生物科学科の全ての学生（新入生と 2 年生）が参

加できるように昼休み（火曜日）に実施することにした。また、各教員が講義などの際に、

本セミナーの意義について説明した。応用生物科学科の全教員が毎回 1 名ずつ発表するこ

ととした。（実施した結果、参加者は、平均 64 名程度になり、昨年度よりも参加人数が増

加した。参加者 9 割の満足度は高かった。） 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
応用生物科学科の FD 委員が中心となり全教員で取組み、学科会議を通じて、状況を報告し

ている。 
 
食環境科学科 

食環境科学科の教育目標は「食を通じて健やかないのちを育み、質の高い暮らしを実現す

る生命科学のプロフェッショナルを育成する。」である。入学したての学生の学習意欲を喚

起し、大学生活になじめない学生を作り出さないために、全教員が担任指導に当たり、学

科会議等で情報を交換する全教員参加型のグループ指導を行っている。また、食育教育に

組織的に取り組んでいる。主な FD 活動として、 
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2010 年度生命科学部の FD 活動 

生命科学部長 清水範夫 
 
生命科学部の FD 活動としては、学部全体で取り組んでいる活動と各学科（生命科学科、応

用生物科学科、食環境科学科）がそれぞれ独自に取り組んでいる活動の 2 つに分けられる。

「学部全体の FD 活動」と「各学科独自の FD 活動」に分けて以下に記載した。 
 
１．学部全体のＦＤ活動 

生命科学部の教育目標は、「生命の総合的理解の上に立って、地球社会の発展に貢献する創

造的思考能力、かつ高い倫理観を合わせもった人材を育成する」である。このため生命科

学を学ぼうとする意欲の高い学生を入学させ、学生の現状を把握した上で全教員の学生に

対する教育力を向上させ、地球社会に貢献する学生を育成することが必要である。このた

め、FD 活動として、以下の項目について、主に取り組んでいる。 
（1）授業アンケートおよび授業改善レポートの実施 
（2）新入生基礎学力調査と学習支援プログラム 
（3）FD 推進会議（新任専任教員向け）―大学教員の職能開発と FD―への派遣 
（4）分析機器教育プログラムの導入 
（5）ライフデザイン学部との学内 FD 研修会（2010 年 11 月 17 日に実施） 
上記の項目のうち、教育の質保証のための PDCA の取組事例として、（2）について以下に

記載した。 
（2）新入生基礎学力調査と学習支援プログラム 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題および学部の教育方針・計

画との関係。 
これまでに新入生を対象に実態調査（アンケート）を実施した結果から、上記の教育目標

を達成するために、生命科学部で学習する意欲を高めるための方策や基礎学力強化のため

の教育改革が必要であることが明らかとなっている。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
本年度も、新入生の実態や学力を把握するための新入生実態調査や基礎学力調査を計画・

実施し、学習支援プログラムにより、学生の不得意科目の学習支援を行った。実態調査で

は、志望動機や入学目的、進路などの調査結果、例年と同様な傾向が示された。基礎学力

調査では、昨年よりも少し成績の上昇が認められた。学習支援については、利用者の増加

に伴い、部屋を移して、座席数 16 から 50 とした。 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
新入生実態調査については、自己点検評価委員が担当し、基礎学力調査については教務委

員、学習支援プログラムについては助教や英語専任講師が担当し、実施した。 
 
２．各学科独自のＦＤ活動 

生命科学科 

生命科学科の教育目標は「人類福祉に役立つ新しい技術の開発を目指し、社会に対する深

い見識と独創的な発想を持った研究者・技術者を育成する。」である。新入生に新しい環境

に慣れてもらい、新入早々から勉学に励んでもらうこと、および 2 年生に技術職や研究職

への具体的イメージを抱いてもらい勉学へのモチベーションを高めることを目的として、

以下の項目等の FD 活動を行っている。 
（1）新入生歓迎会 
（2）生命科学ゼミナールを通じての学生－教員交流 
（3）研究所見学 
（この他、「外部講師によるセミナーの実施」「学会参加への補助」など） 
このうち、教育の質保証のための PDCA の取組事例として、（3）について以下に記載した。 
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（3）研究所見学 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
将来の職場像をイメージできるとより勉学に身に入ると考え、本年度より、第２学年対象

に研究所訪問を実施することにした。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
４月１７日の理化学研究所（和光）の訪問を皮切りに、放射線医学総合研究所（４月１８

日）、海洋研究開発機構（４月３０日）、理化学研究所「横浜研究所」＋横浜市立大学「鶴

見キャンパス」（７月３日）の４回に渡って訪問を行った。チャーターバスを利用して、板

倉キャンパスを基点として研究所まで往復した。２人から最大４人の教員が学生を引率し

た。（実施した結果、参加学生に対して行ったアンケートでは、「見学は学習効果があった

か」、「来年度も実施した方が良いと思うか」といった設問に対して、ほぼ全員から肯定的

な解答を得ることができた。） 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
生命科学科の FD 委員と引率担当の教員で取り組み、学科会議を通じて、状況を報告してい

る。 
 
応用生物科学科 

応用生物科学科の教育目標は「生物が持つ優れた機能を応用することにより、環境に優し

いものづくりの考え方とその実務を研究し、21 世紀の新産業を創出する人材を育成する。」

である。学生が入学後の早い時期から教員の専門分野や研究について知ることで、学習意

欲を喚起し、教員との交流によって大学生活にスムーズに馴染むことが期待されるため、

以下の項目等の FD 活動を実施している。 
（1）学生－教員交流セミナーの開催 
（2）学生による自主調査研究テーマの推進 
（3）単位僅小者への対応（少人数面談） 
このうち、PDCA の取組事例として、（1）について以下に記載した。 
（1）学生－教員交流セミナーの開催 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
教員が自己紹介や自身の研究内容を紹介し、このような内容を通じて学生と教員が交流す

るセミナーを開催している。昨年度は秋学期の多くの学生が参加できると思われた時間帯

に実施したが、参加者は、平均 25 名程度（延べ人数 125 人）であり、参加者を増やす方策

が必要であった。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
本年度は、開催時期を春学期とし、応用生物科学科の全ての学生（新入生と 2 年生）が参

加できるように昼休み（火曜日）に実施することにした。また、各教員が講義などの際に、

本セミナーの意義について説明した。応用生物科学科の全教員が毎回 1 名ずつ発表するこ

ととした。（実施した結果、参加者は、平均 64 名程度になり、昨年度よりも参加人数が増

加した。参加者 9 割の満足度は高かった。） 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
応用生物科学科の FD 委員が中心となり全教員で取組み、学科会議を通じて、状況を報告し

ている。 
 
食環境科学科 

食環境科学科の教育目標は「食を通じて健やかないのちを育み、質の高い暮らしを実現す

る生命科学のプロフェッショナルを育成する。」である。入学したての学生の学習意欲を喚

起し、大学生活になじめない学生を作り出さないために、全教員が担任指導に当たり、学

科会議等で情報を交換する全教員参加型のグループ指導を行っている。また、食育教育に

組織的に取り組んでいる。主な FD 活動として、 
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2010 年度生命科学部の FD 活動 

生命科学部長 清水範夫 
 
生命科学部の FD 活動としては、学部全体で取り組んでいる活動と各学科（生命科学科、応

用生物科学科、食環境科学科）がそれぞれ独自に取り組んでいる活動の 2 つに分けられる。

「学部全体の FD 活動」と「各学科独自の FD 活動」に分けて以下に記載した。 
 
１．学部全体のＦＤ活動 

生命科学部の教育目標は、「生命の総合的理解の上に立って、地球社会の発展に貢献する創

造的思考能力、かつ高い倫理観を合わせもった人材を育成する」である。このため生命科

学を学ぼうとする意欲の高い学生を入学させ、学生の現状を把握した上で全教員の学生に

対する教育力を向上させ、地球社会に貢献する学生を育成することが必要である。このた

め、FD 活動として、以下の項目について、主に取り組んでいる。 
（1）授業アンケートおよび授業改善レポートの実施 
（2）新入生基礎学力調査と学習支援プログラム 
（3）FD 推進会議（新任専任教員向け）―大学教員の職能開発と FD―への派遣 
（4）分析機器教育プログラムの導入 
（5）ライフデザイン学部との学内 FD 研修会（2010 年 11 月 17 日に実施） 
上記の項目のうち、教育の質保証のための PDCA の取組事例として、（2）について以下に

記載した。 
（2）新入生基礎学力調査と学習支援プログラム 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題および学部の教育方針・計

画との関係。 
これまでに新入生を対象に実態調査（アンケート）を実施した結果から、上記の教育目標

を達成するために、生命科学部で学習する意欲を高めるための方策や基礎学力強化のため

の教育改革が必要であることが明らかとなっている。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
本年度も、新入生の実態や学力を把握するための新入生実態調査や基礎学力調査を計画・

実施し、学習支援プログラムにより、学生の不得意科目の学習支援を行った。実態調査で

は、志望動機や入学目的、進路などの調査結果、例年と同様な傾向が示された。基礎学力

調査では、昨年よりも少し成績の上昇が認められた。学習支援については、利用者の増加

に伴い、部屋を移して、座席数 16 から 50 とした。 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
新入生実態調査については、自己点検評価委員が担当し、基礎学力調査については教務委

員、学習支援プログラムについては助教や英語専任講師が担当し、実施した。 
 
２．各学科独自のＦＤ活動 

生命科学科 

生命科学科の教育目標は「人類福祉に役立つ新しい技術の開発を目指し、社会に対する深

い見識と独創的な発想を持った研究者・技術者を育成する。」である。新入生に新しい環境

に慣れてもらい、新入早々から勉学に励んでもらうこと、および 2 年生に技術職や研究職

への具体的イメージを抱いてもらい勉学へのモチベーションを高めることを目的として、

以下の項目等の FD 活動を行っている。 
（1）新入生歓迎会 
（2）生命科学ゼミナールを通じての学生－教員交流 
（3）研究所見学 
（この他、「外部講師によるセミナーの実施」「学会参加への補助」など） 
このうち、教育の質保証のための PDCA の取組事例として、（3）について以下に記載した。 
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平成 22 年度ライフデザイン学部ＦＤ報告  

             ライフデザイン学部長 高橋儀平 
 
ライフデザイン学部では、平成 21 年度より、教員の自己点検が全体のＦＤに繋がるとい

う観点から自己点検・評価委員会とＦＤ委員会を統合した運営を行ってきた。その結果新

たな試みが実現できるようになった。 
毎年春秋期には、授業評価アンケートの実施結果を基に、学生との意見交換会を平成 21

年度秋期より計３回実施してきた。学生からは、資格取得科目と時間割編成の問題、語学

教育科目の不足、情報教育の改善、実験施設の時間延長使用、授業に関わる施設設備の要

望など多様な意見が出され、適宜学生に回答し改善を進めている。本年 3 月の卒業式当日

には卒業生アンケートも実施した。また、一般研究費の枠組みを活用したプロジェクト研

究の助成等により、地域住民を含めた広範な講座等の展開、授業と一体となった公開シン

ポジウムの開催を継続的に行っている。 
本年 11 月には生命科学部とのＦＤ交流会を初めて行った。これは他学部の授業取り組み

を学びながら、学部でのＦＤをさらに推進する取り組みとして位置付けたものである。 
以下各学科・専攻からの主要な取り組み事例、今後の課題を報告する。 

 
１．生活支援学科生活支援学専攻 

１．１ 生活支援学科での授業における課題 
生活支援学科の授業の特徴としては、演習形式の授業が多いことである。 
例えば、｢演習＝ゼミ｣だけでなく、｢実技｣｢実践｣を伴うもの。例)「基礎技能」→音楽や

体育、造形といった保育現場での技術を実践、「小児栄養」→調理実習を含むいわゆる食育

に関する実践的内容など。 
１．２ 生活支援学科での授業における取組課題 
「社会福祉援助技術演習」では、授業目的として、ソーシャルワークのスキルを習得さ

せるために、複数コースに分けコース毎に別々の教員が担当している。 
しかしその結果として、きめ細かな指導が可能、学生の自発的な学習を促すことができ

る反面、コース、教員による教育・指導方法の差異が生じ、グループを構成する学生の資

質に左右される、などの課題が生じている。 
１．３ 社会福祉援助技術演習における授業改善 
本年度春学期より、「社会福祉援助技術演習Ⅲ・Ⅳ」の担当教員による定期的なミーティ

ング（1 回/2W・1h/回）を試行した。ミーティングの内容は、シラバスの確認と協議、授

業方法の紹介、検討、指導上の悩みをシェアなど 
「社会福祉援助技術演習」では、ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習の活用方法に対する工夫を試行し、面接技

術に関する演習を展開して改善を図っている。今後、個人で応答例を検討させる、小グル

ープの構成を指示して、アイスブレーキング的にコミュニケーションを図らせる、グル―

プﾟ内で応答例を討議させる、学生の検討した応答例を用いてロールプレイを行うなどを検

討している。 
１．４ 今後の課題（特に演習系の授業について） 
（１）複数の教員での取り組みの重要性 
 相互の意見交換により、授業内容の工夫に対する刺激が得られることを期待している。 
（２）一人ひとりの教員による取り組みの重要性 
 リアクションペーパーやアンケート結果の活用により、学生に対する効果的な指導方法

の糸口が見える場合も少なくないので、今後さらに深めたい。 
 
２．子ども支援学専攻 

２．１ 子育てサプリ 
子育てサプリは、少子化社会の中で子育てに悩みを抱える子ども家庭に対し、支援ので
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（1）全教員参加型のクラス担任制度の改善と発展 －工場見学の実施など－ 
（2）2 年生への履修指導 
（3）「私が考える食育」作文コンテストの実施 
などが挙げられる。このうち、PDCA の取組事例として、（1）について以下に記載した。 
（1）全教員参加型のクラス担任制度の改善と発展 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
上記のように全教員参加型のグループ指導を行っている。全教員参加型のクラス担任制度

について教員アンケートを実施したところ、クラスの集まりに出席しない学生に呼び出し

を掛けても応じないなどの問題点が指摘されていた。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
昼休み時間帯などできるだけ学生の集合しやすい時間帯を選んで対応することとした。今

年度は特に新入生全員に体験学習の位置づけとして“工場見学”を実施し、その体験を踏

まえて各クラス担任が学生に主体的に取り組ませる課題を設けて、調査の立案や資料の作

成等を通して学期末にプレゼンテーションを行うように指導した。 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
食環境科学科の FD 委員が中心となって、全教員で取り組み、学科会議を通じて、状況を報

告している。 
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平成 22 年度ライフデザイン学部ＦＤ報告  

             ライフデザイン学部長 高橋儀平 
 
ライフデザイン学部では、平成 21 年度より、教員の自己点検が全体のＦＤに繋がるとい

う観点から自己点検・評価委員会とＦＤ委員会を統合した運営を行ってきた。その結果新

たな試みが実現できるようになった。 
毎年春秋期には、授業評価アンケートの実施結果を基に、学生との意見交換会を平成 21

年度秋期より計３回実施してきた。学生からは、資格取得科目と時間割編成の問題、語学

教育科目の不足、情報教育の改善、実験施設の時間延長使用、授業に関わる施設設備の要

望など多様な意見が出され、適宜学生に回答し改善を進めている。本年 3 月の卒業式当日

には卒業生アンケートも実施した。また、一般研究費の枠組みを活用したプロジェクト研

究の助成等により、地域住民を含めた広範な講座等の展開、授業と一体となった公開シン

ポジウムの開催を継続的に行っている。 
本年 11 月には生命科学部とのＦＤ交流会を初めて行った。これは他学部の授業取り組み

を学びながら、学部でのＦＤをさらに推進する取り組みとして位置付けたものである。 
以下各学科・専攻からの主要な取り組み事例、今後の課題を報告する。 

 
１．生活支援学科生活支援学専攻 

１．１ 生活支援学科での授業における課題 
生活支援学科の授業の特徴としては、演習形式の授業が多いことである。 
例えば、｢演習＝ゼミ｣だけでなく、｢実技｣｢実践｣を伴うもの。例)「基礎技能」→音楽や

体育、造形といった保育現場での技術を実践、「小児栄養」→調理実習を含むいわゆる食育

に関する実践的内容など。 
１．２ 生活支援学科での授業における取組課題 
「社会福祉援助技術演習」では、授業目的として、ソーシャルワークのスキルを習得さ

せるために、複数コースに分けコース毎に別々の教員が担当している。 
しかしその結果として、きめ細かな指導が可能、学生の自発的な学習を促すことができ

る反面、コース、教員による教育・指導方法の差異が生じ、グループを構成する学生の資

質に左右される、などの課題が生じている。 
１．３ 社会福祉援助技術演習における授業改善 

本年度春学期より、「社会福祉援助技術演習Ⅲ・Ⅳ」の担当教員による定期的なミーティ

ング（1 回/2W・1h/回）を試行した。ミーティングの内容は、シラバスの確認と協議、授

業方法の紹介、検討、指導上の悩みをシェアなど 
「社会福祉援助技術演習」では、ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習の活用方法に対する工夫を試行し、面接技

術に関する演習を展開して改善を図っている。今後、個人で応答例を検討させる、小グル

ープの構成を指示して、アイスブレーキング的にコミュニケーションを図らせる、グル―

プﾟ内で応答例を討議させる、学生の検討した応答例を用いてロールプレイを行うなどを検

討している。 
１．４ 今後の課題（特に演習系の授業について） 
（１）複数の教員での取り組みの重要性 
 相互の意見交換により、授業内容の工夫に対する刺激が得られることを期待している。 
（２）一人ひとりの教員による取り組みの重要性 
 リアクションペーパーやアンケート結果の活用により、学生に対する効果的な指導方法

の糸口が見える場合も少なくないので、今後さらに深めたい。 
 
２．子ども支援学専攻 

２．１ 子育てサプリ 
子育てサプリは、少子化社会の中で子育てに悩みを抱える子ども家庭に対し、支援ので
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（1）全教員参加型のクラス担任制度の改善と発展 －工場見学の実施など－ 
（2）2 年生への履修指導 
（3）「私が考える食育」作文コンテストの実施 
などが挙げられる。このうち、PDCA の取組事例として、（1）について以下に記載した。 
（1）全教員参加型のクラス担任制度の改善と発展 
①【Check ＆ Action】これまでの実施状況・成果・現状の課題 
上記のように全教員参加型のグループ指導を行っている。全教員参加型のクラス担任制度

について教員アンケートを実施したところ、クラスの集まりに出席しない学生に呼び出し

を掛けても応じないなどの問題点が指摘されていた。 
②【Plan】実施計画（主に 22 年度の計画） 
昼休み時間帯などできるだけ学生の集合しやすい時間帯を選んで対応することとした。今

年度は特に新入生全員に体験学習の位置づけとして“工場見学”を実施し、その体験を踏

まえて各クラス担任が学生に主体的に取り組ませる課題を設けて、調査の立案や資料の作

成等を通して学期末にプレゼンテーションを行うように指導した。 
③【Do】実施体制（方法・体制） 
食環境科学科の FD 委員が中心となって、全教員で取り組み、学科会議を通じて、状況を報

告している。 
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にある文化を積極的に学ぶことのできる教養科目に再編された。その結果、多くの受講生

が文化を学ぶうえで外国語を学ぶことに強い意欲を示すようになった。 
３．３ 地域貢献 
 朝霞市民を対象に健康増進や体力向上をめざす地域貢献活動 Keep Active 2010 は、地域

の中高齢者を大学に招き、各自の運動能力を測定したうえで、それぞれに見合った運動の

メニューを提供している。実際の指導は学生主体で実施されており、学科における授業内

容の実践という意味で、授業内容との密着度も高い。学生にとっては多様な指導のあり方

を模索しつつ実際の体験につなげていける絶好の機会である。多くの学生がボランティア

で参加しており、企画能力や指導能力の育成にも大いに役立っていることが注目される。

ＦＤ活動の成果はなかなか目に見えにくいものであるが、こうした地域貢献の取り組みが

実践的なＦＤ活動につながっていく好例と捉えることができる。 
 
４．人間環境デザイン学科 

４．１ 授業改善に向けた行動 
(1)春学期、秋学期に授業評価アンケートを実施。 
  結果は、全教員に返し、その感想、今後の授業改善計画に関する報告を求める。 
(2)春学期、秋学期に学生との意見交換会を実施。 
  専任教員だけでなく、事務課職員も参加するので、可能な改善が迅速に行われる。 
  食堂の改善、掲示板の改善、教室環境の改善などが迅速に行われた実績あり。 
４．２ 演習における成果(作品)等を外部展示会やコンペに積極的に出展 

埼玉県建築士会主催展示会、東京デザイナーズ・ウィーク(TDW)、福祉機器コンテスト、

介護の日の福祉機器展示会などへの参加実績。 
福祉機器コンテスト 2009 において学生の部優秀賞、TDW2010 において作品賞の受賞な

どの実績が生まれている。 
外部展示会等への出展はデザイン力の向上に寄与していると確信できるので、今後も積

極的に参加する予定である。 
４．３ 特別講師による授業 
 演習授業および講義授業において、第一線で活躍しているデザイナーや、障害当事者な

どを招聘して、特別講義をしてもらう機会も作っている。 
 教員の講義を肉付けできるために、学生の理解度が増す効果がはっきり出ている。その

ことは授業評価アンケートの自由記載において確認できる。 
４．４ シンポジウムの開催 
 年間３～４回、第一線で活躍しているデザイナーや、学科に関連する企業の経営者や管

理者を招聘し、シンポジウムを開催。 
 シンポジウムにおいては、必ず 30～40 分程度の質疑応答時間を設け、学生の参加意識お

よび問題意識の高揚を図っている。毎回、活発な質疑応答が行われている。 
 講演、質疑応答の後は、１時間半程度の茶話会を行い、第一線で活躍しているシンポジ

ストと直接親しく懇談する機会を設けている。シンポジウムにより、学生が刺激されるこ

とが手に取るようにわかり、デザイン力の向上に寄与していると確信できる。 
４．５ 総合デザイン会議 
 毎年 2 月末デザイン演習、関連科目教員による合同の授業終了報告と次年度への検討を

行っている。この場の特徴は非常勤教員からの問題提起であり、実施授業プレゼンである。

この会議の経験はデザインに直接関係する科目ばかりではなく、すべての授業の改善にと

っても大変有意義である。参加者は非常勤講師、実習指導助手を含む約 30 名である。 
 

以上 
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きる高度な専門職（保育士・幼稚園教諭・社会福祉士等）となる学生の養成をすることを

目標とし、保育現場で働く卒業生の協力を得ることで、学生と卒業生交流、卒業生による

学生へのアドバイス、そして、卒業生が教員に近況報告や相談を行う機会を持つ（アフタ

ーケアの）場ともなっている。 
このような機会に自己の経験や知識・技能を振返りつつ、後輩を育成することで卒業生

にとっても振返りができ、また、教員にとっては現に出た卒業生から大学の教育内容につ

いて聞くことのできる重要な機会である。 
 本年は活動 5 年目を迎え、初めて「子育て支援実践」の授業と連携して実施することに

よって、保育・子育て支援に対するより深い学びの実現、[計画の作成⇔実践⇔振り返り（評

価・反省）⇔改善]を教員のみならず学生自身も体験することができ、保育実践を行うこと

の意味をより深く考えることができた。 
２．２ 実習打ち合わせ会及び報告会 
 実習は授業の際にも事前の説明会、事後の反省会を行っているが、毎年 12 月の第一土曜

日に生活支援学科(生活支援学専攻と合同)として実習受け入れ施設と教員とによる「実習打

ち合わせ会及び報告会」を行っている。各専攻から実習方針を説明し、受け入れ施設から

は実習の現状や問題点・希望することなどをお話しいただき、それをもとに今回の実習に

ついての反省と今後に向けた協議を行っている。 
 「実習打ち合わせ会及び報告会」の特徴は、施設別の実習生による体験報告会を取り入

れていることである。実習生は実習での学びや気付き、大変だったこと、楽しかったこと、

そして施設に対する感謝を話す機会が与えられる。受け入れ施設としては、他の施設の実

習状況や実習生の本音を聞くことができ、教員は双方から今後の学習指導について考える

ことができる。学生・教員・受け入れ施設各々が改善点を考え、次の実習に生かすことが

できる機会となっている。 
授業）実習事前指導→実習→実習報告会→来年度の実習に向けての対応 
学科）実習事前指導→実習→実習打ち合わせ会及び報告会→次年度の実習に向けて対応 
と、二重に検証している。 
 
３．健康スポーツ学科の取り組み 

３．１ 授業改善 
 学科専門科目の「エアロビクス指導法演習」において授業改善をめざした積極的な取り

組みが行なわれており、めざましい成果につながっている。この授業はエアロビクス指導

法の基礎を学ぶものであり、運動プログラムをみずから作成して、それを実践する中で指

導技術をみがくことを到達目標にかかげている。従来はプログラム作成から出発していた

が、全員が違ったプログラムを作成するために教員がひとりひとりの指導技術を把握する

ことが難しかった。そこで、指導技術を学んだうえで運動プログラムの作成法を学ぶこと

ができるように教授法に工夫を加えてみたところ、学生はまず自分自身の表現能力の可能

性を見出していくことに高い関心を示し、それが結果としてプログラムの作成に意欲的に

取り組むことにつながった。その成果は授業評価アンケートにおいても証明され、授業へ

の取り組みという点できわめて高い得点を得ることができた。 
３．２ 学外研修 
 学科教育活動の一環として、本年 5 月に教員 4 名の引率のもと、学生 29 名がドイツ国立

ケルン体育大学、および製薬会社バイエル社が百年前に創設したスポーツ・クラブにおい

て学外研修を行なった。オリンピック選手から障害者・高齢者・乳幼児も含めたすべての

人々を対象としたスポーツ指導の伝統にふれることで、大学での専門分野としての健康ス

ポーツ学のあり方やライフデザイン学部の中で健康スポーツ学科がめざす方向性について

大きな示唆を得た。研修に先立ち、ドイツ語とドイツ文化に関する事前研修会を行なった。

これに関連して、本年度から一般教養科目のカリキュラム改訂が行なわれ、従来は語学科

目に準ずるものと位置づけられていたドイツ語とフランス語が、言葉だけでなくその背景
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にある文化を積極的に学ぶことのできる教養科目に再編された。その結果、多くの受講生

が文化を学ぶうえで外国語を学ぶことに強い意欲を示すようになった。 
３．３ 地域貢献 
 朝霞市民を対象に健康増進や体力向上をめざす地域貢献活動 Keep Active 2010 は、地域

の中高齢者を大学に招き、各自の運動能力を測定したうえで、それぞれに見合った運動の

メニューを提供している。実際の指導は学生主体で実施されており、学科における授業内

容の実践という意味で、授業内容との密着度も高い。学生にとっては多様な指導のあり方

を模索しつつ実際の体験につなげていける絶好の機会である。多くの学生がボランティア

で参加しており、企画能力や指導能力の育成にも大いに役立っていることが注目される。

ＦＤ活動の成果はなかなか目に見えにくいものであるが、こうした地域貢献の取り組みが

実践的なＦＤ活動につながっていく好例と捉えることができる。 
 
４．人間環境デザイン学科 

４．１ 授業改善に向けた行動 
(1)春学期、秋学期に授業評価アンケートを実施。 
  結果は、全教員に返し、その感想、今後の授業改善計画に関する報告を求める。 
(2)春学期、秋学期に学生との意見交換会を実施。 
  専任教員だけでなく、事務課職員も参加するので、可能な改善が迅速に行われる。 
  食堂の改善、掲示板の改善、教室環境の改善などが迅速に行われた実績あり。 
４．２ 演習における成果(作品)等を外部展示会やコンペに積極的に出展 

埼玉県建築士会主催展示会、東京デザイナーズ・ウィーク(TDW)、福祉機器コンテスト、

介護の日の福祉機器展示会などへの参加実績。 
福祉機器コンテスト 2009 において学生の部優秀賞、TDW2010 において作品賞の受賞な

どの実績が生まれている。 
外部展示会等への出展はデザイン力の向上に寄与していると確信できるので、今後も積

極的に参加する予定である。 
４．３ 特別講師による授業 
 演習授業および講義授業において、第一線で活躍しているデザイナーや、障害当事者な

どを招聘して、特別講義をしてもらう機会も作っている。 
 教員の講義を肉付けできるために、学生の理解度が増す効果がはっきり出ている。その

ことは授業評価アンケートの自由記載において確認できる。 
４．４ シンポジウムの開催 
 年間３～４回、第一線で活躍しているデザイナーや、学科に関連する企業の経営者や管

理者を招聘し、シンポジウムを開催。 
 シンポジウムにおいては、必ず 30～40 分程度の質疑応答時間を設け、学生の参加意識お

よび問題意識の高揚を図っている。毎回、活発な質疑応答が行われている。 
 講演、質疑応答の後は、１時間半程度の茶話会を行い、第一線で活躍しているシンポジ

ストと直接親しく懇談する機会を設けている。シンポジウムにより、学生が刺激されるこ

とが手に取るようにわかり、デザイン力の向上に寄与していると確信できる。 
４．５ 総合デザイン会議 
 毎年 2 月末デザイン演習、関連科目教員による合同の授業終了報告と次年度への検討を

行っている。この場の特徴は非常勤教員からの問題提起であり、実施授業プレゼンである。

この会議の経験はデザインに直接関係する科目ばかりではなく、すべての授業の改善にと

っても大変有意義である。参加者は非常勤講師、実習指導助手を含む約 30 名である。 
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きる高度な専門職（保育士・幼稚園教諭・社会福祉士等）となる学生の養成をすることを

目標とし、保育現場で働く卒業生の協力を得ることで、学生と卒業生交流、卒業生による

学生へのアドバイス、そして、卒業生が教員に近況報告や相談を行う機会を持つ（アフタ

ーケアの）場ともなっている。 
このような機会に自己の経験や知識・技能を振返りつつ、後輩を育成することで卒業生

にとっても振返りができ、また、教員にとっては現に出た卒業生から大学の教育内容につ

いて聞くことのできる重要な機会である。 
 本年は活動 5 年目を迎え、初めて「子育て支援実践」の授業と連携して実施することに

よって、保育・子育て支援に対するより深い学びの実現、[計画の作成⇔実践⇔振り返り（評

価・反省）⇔改善]を教員のみならず学生自身も体験することができ、保育実践を行うこと

の意味をより深く考えることができた。 
２．２ 実習打ち合わせ会及び報告会 
 実習は授業の際にも事前の説明会、事後の反省会を行っているが、毎年 12 月の第一土曜

日に生活支援学科(生活支援学専攻と合同)として実習受け入れ施設と教員とによる「実習打

ち合わせ会及び報告会」を行っている。各専攻から実習方針を説明し、受け入れ施設から

は実習の現状や問題点・希望することなどをお話しいただき、それをもとに今回の実習に

ついての反省と今後に向けた協議を行っている。 
 「実習打ち合わせ会及び報告会」の特徴は、施設別の実習生による体験報告会を取り入

れていることである。実習生は実習での学びや気付き、大変だったこと、楽しかったこと、

そして施設に対する感謝を話す機会が与えられる。受け入れ施設としては、他の施設の実

習状況や実習生の本音を聞くことができ、教員は双方から今後の学習指導について考える

ことができる。学生・教員・受け入れ施設各々が改善点を考え、次の実習に生かすことが

できる機会となっている。 
授業）実習事前指導→実習→実習報告会→来年度の実習に向けての対応 
学科）実習事前指導→実習→実習打ち合わせ会及び報告会→次年度の実習に向けて対応 
と、二重に検証している。 
 
３．健康スポーツ学科の取り組み 

３．１ 授業改善 
 学科専門科目の「エアロビクス指導法演習」において授業改善をめざした積極的な取り

組みが行なわれており、めざましい成果につながっている。この授業はエアロビクス指導

法の基礎を学ぶものであり、運動プログラムをみずから作成して、それを実践する中で指

導技術をみがくことを到達目標にかかげている。従来はプログラム作成から出発していた

が、全員が違ったプログラムを作成するために教員がひとりひとりの指導技術を把握する

ことが難しかった。そこで、指導技術を学んだうえで運動プログラムの作成法を学ぶこと

ができるように教授法に工夫を加えてみたところ、学生はまず自分自身の表現能力の可能

性を見出していくことに高い関心を示し、それが結果としてプログラムの作成に意欲的に

取り組むことにつながった。その成果は授業評価アンケートにおいても証明され、授業へ

の取り組みという点できわめて高い得点を得ることができた。 
３．２ 学外研修 
 学科教育活動の一環として、本年 5 月に教員 4 名の引率のもと、学生 29 名がドイツ国立

ケルン体育大学、および製薬会社バイエル社が百年前に創設したスポーツ・クラブにおい

て学外研修を行なった。オリンピック選手から障害者・高齢者・乳幼児も含めたすべての

人々を対象としたスポーツ指導の伝統にふれることで、大学での専門分野としての健康ス

ポーツ学のあり方やライフデザイン学部の中で健康スポーツ学科がめざす方向性について

大きな示唆を得た。研修に先立ち、ドイツ語とドイツ文化に関する事前研修会を行なった。

これに関連して、本年度から一般教養科目のカリキュラム改訂が行なわれ、従来は語学科

目に準ずるものと位置づけられていたドイツ語とフランス語が、言葉だけでなくその背景
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教員と企業人それぞれに資質の向上の良い刺激となっている。 

また、自らのキャリアプランに応じた２年生の専門科目群の選択に資するために、４つ

の科目群のそれぞれについて、科目の特徴や将来の職種との関連を検討した。本資料は学

生ガイダンスにおいて配布し、履修相談会でも参考になっている。 

課程外で開始した「自主ゼミ」については、点検の結果、活動時間帯が限られた短時間

となる課題が見られた。ゼミの効果は確かに教員において認識できたので、ゼミ活動を教

育課程表に追加し、時間割に設定して活発化させることにした。 

学外に学ぶことも展開している。まず私立大学連盟の FD 推進会議に参加し、得られた知

識を学部内で共有する。さらに、学生教育や進路指導に定評のある他大学（金沢工業大学

ほか）を訪問し、その知見を学部内で共有に努め、特に学生の就職活動を開始する 23 年度

の教員の取組につなげようとしている。 

学部の副読本については、日々進展する総合情報学の特徴を意識して「総合情報学キー

ワード 2011」として各教員は点検を行い、必要な改訂増補を行う計画である。 

 

４．Do＜23 年度に向けた実施体制＞ 

これまで実施してきた学部教育の立ち上がり２年間における取組を活かし、教育の質保

証のため、組織的な PDCA 活動を引き続き進めてゆく。 

23 年度の大きなポイントは、第一期生の就職活動の本格化である。就職に対してこれま

で消極的であった学部教員の意識と行動を高めるため、組織的な取組を進める計画である。

課程内教育における企画はもちろんのこと、課程外の活動も展開することによって、教員

の意識と行動を高めてゆく予定である。 

学生が教え学び合い、自律的に成長し、卒業して就職できる教育プログラムとして実施

できる強力な教員団を開発してゆくため、今後も組織的に取組んでゆきたいと考えている。 

 
 

以上 
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総合情報学部の教育の質保証のための取組 

総合情報学部長 大場善次郎 

 

１．はじめに 

総合情報学部は、文理の枠を越え、社会・経済・文化・芸術・環境・心理などの多様な

分野で情報を的確に収集・編集・表現し、情報通信技術（ICT）が促す知識社会を先導する

人材、「第一級の情報の創り手・使い手」を育成するために、平成 21 年４月より新たに開

設された。現在は２年目である。 

本学部教育の質の保証に関して報告するために、本学部教育の基盤となるカリキュラ

ム・ポリシーをまず述べておきたい。カリキュラム・ポリシーの概要は、①一般教養課目

で文理双方の能力を伸ばし、特に哲学と歴史を学んで物事の所以を理解すること、②自律

性と学び続ける習慣を養い、学び教え合うグループ活動を推進すること、③各学年に英語

科目と演習科目を配置して、対話と共同作業で協調性と自主性を伸ばすこと、④専門科目

では共通情報基礎科目群で情報の創り手・使い手としての基礎を養うこと、⑤４つに分類

された総合情報学の専門科目群で文理を超えた多様な業種・職種に総合的に対応させるこ

と、の５項目である。教育の質を保証する取組とは、これらを的確に実現すること、そし

て組織的に改善する活動であると考えている。 

 

２．Check & Action ＜21 年度までの実施状況＞ 

 21 年度は第一期生の初期教育の段階であり、カリキュラム・ポリシーの前半部を重視し

た組織的な取組を行った。 

学期の開始時には、学生に対する履修相談会を全教員分担によって実施した。学生の素

朴な疑問に接しながら学生とコミュニケーションを図ることは、教員にとって学生教育と

学部カリキュラムを改めて考える機会となっている。 

「物事がいまそこに存在する所以」を学生に考えさせる機会を増やすため、各教員から

それぞれの哲学と歴史を語るように喚起を行った。さらに、学生と教員のグループで学び

教え合う場を用意し、自律的学習等のソフトスキルを身につけることを目的に、ゼミ活動

の導入を推進した。複数の教員と学生が活動する場と企画して、課程外の「自主ゼミ」の

形で実現できた。学生と教員の活動を高める効果を引き出したものと評価している。 

総合情報学の重要な用語 73 項目を学部教員が解説した 160 ページの学部副読本、「総合

情報学キーワード 2010」を制作して学生に配布した。学生の円滑な学修に資するだけでな

く、執筆する教員にとっても総合情報学の拡がりと深さを意識することとなった。 

その他、学生の精神面の課題に関する知識、最先端技術の知識をそれぞれ高めるねらい

で、教員研修会を企画実施している。 

教育活動の点検のため、開講科目について学生の授業評価アンケートを実施している。

また、教育課程と学生のキャリア形成の関連を「就職シラバス共同委員会」で討議したほ

か、担当教員から学生評価に使用した試験問題等を集約するなど成績評価の手法とその結

果の提出を求め、学部として組織的に共有する取組を進めている。授業・演習の参観も試

みており、教員の相互参観や第三者による参観等につなげてゆくことを想定している。 

本学部では新たな領域の講義演習を開拓していることから、講義ノートを取りまとめる

ことを学部教員に要請した。知識の創造と共有に資するため引き続き奨励してゆく。 

 

３．Plan＜22 年度の計画と実績＞ 

22 年度からは、専門科目群の講義が展開され、カリキュラム・ポリシーの全項目を実現

する組織活動に移行する。教育技法の改革を進め、より効果的な学生の理解を図るために、

週２回の短期集中型の講義の展開や、複数教員が同一教室に参加するグループティーチン

グ型の演習など、実験的な取組を進め、良好な結果を得ている。また、企業と専門家に連

携教育の協力を求めた。企業人が登壇する講義は、学生に実践的な教育ができると共に、
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総合情報学部の教育の質保証のための取組 

総合情報学部長 大場善次郎 
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