
 

 

 

 

 

 
 

 

３．１日目 分科祭の部  

・ＦＤ学び場テーマＡ，学生ＦＤ戦略論Ａ・Ｂ 

・ＦＤ学び場テーマＢ，「アクティブ・ラーニングってなに？」 

・会場校企画「大学は第三者に「評価」されている！」 

・新企画 学生だけ教職員だけの座談会 

・プレゼンセッション 

・ポスターコーナー 

   ※ディベート(仮)については，紙面の都合上掲載しておりません。 

 



 



ＦＤ学び場テーマＡ「学生ＦＤ戦略論Ａ」 

1 日目（3 月 8 日(土)）13：00～14：30 

話題提供：岡山大学（学生・教職員教育改善専門委員会）  

     東洋大学（ＦＤ推進センター学生ＦＤチーム） 

司 会：中里 美咲（実行委員・横浜国立大学教育人間科学部）  

 

中里（司会）： 

この教室では，学生 FD 戦略論 A ということで，今回前半と後半に分かれていますが，前半は岡山大

学さん，東洋大学さんに事例をお話していただきます。 

分科祭の部案内冊子にも書いてあるのですが，前半に岡山大学さん，その後に東洋大学さんにお話を

いただいた後に，どちらかの大学さんのお話についてより話しを深める場にしようということで，2 つ

のブースに分けたいと思いますので，話しを聞いている間に，どちらのお話で学びを深めようか考えな

がら，お聞き下さい。2 大学のお話が終わった後に，この教室から移動してそれぞれの教室で話し合う

という形になるので，よろしくお願いします。 

今はしーんとしてしまっていますが，明るくよろしくお願いします。 

では岡山大学学生・教職員教育改善専門委員会さんより，学生発案型授業ってなにということでお話

をいただきたいと思います。では岡山大学さんよろしくお願いします。 

和賀： 

岡山大学教育改善委員会という団体です。私は教育担当をしております教育開発センターの和賀と申

します。こちらにいますのが経済学部の尾木くんです。最初に私の方から尾木くんを紹介して，その後

尾木君に紹介してもらおうと思います。岡山大学では，これまで 9科目の学生発案型授業を作ってまい

りまして，毎年作っている訳ではなく，何年かに 1 度，1 科目を作るペースで作っていましたが，たま

たま今年度新しい授業をつくったところで，平成 25 年の 4 月から新しく始まったところです。そのプ

ロジェクトに深くかかわっていて，中心的な人物だったのがこの尾木くんで，彼の実体験をふまえたリ

アルな話しが聞けるのではないかと思いますので，是非そういう風なかたちで覚えて頂ければと思いま

す。ではよろしくお願いします。 

尾木： 

ご紹介にあずかりました岡山大学教育開発センター学生・教職員教育改善専門委員会の経済学部 4年

生の尾木と申します。本日はよろしくお願いします。 

まず岡山大学における学生発案型授業をお話させていただきます。本日の内容はこちらです。 

まず，私たち学生・教職員教育改善専門委員会についてお話します。名前が長いので改善委員会で呼

んでおりますが，改善委員会は岡山大学の正式な委員会で学生と教職員で構成されております。月に１

回の全体会議と週に 1回のワーキング活動があり，月平均１回の全体会議では，主に週 1回のワーキン

グ活動で行われた活動について報告をしたり，詳細なことなどを会議したりしています。こちらの会議

は教職員の各種委員会と同等の扱いで，議事録は公文書扱いとなっております。次に週 1回平均のワー

キング活動ですが，専用の委員会室があるのですが，そちらで活動しております。具体的な活動はワー

キング単位で行われており，改善委員会では学生交流WG，システム改善WG，授業改善WGの 3つの

ワーキンググループがあります。今回の学生発案型授業を行っているのは授業改善WGです。授業改善

WG は主に 2 つの活動をしております。1 つ目が履修相談会の実施で，毎年 4 月上旬に先輩学生がその

年入ってきた新入生に，履修に関するアドバイスをしたり，相談にのる履修相談会を実施しております。
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岡山大学には毎年学部生が約 2000 人入学してきますが，そのうちの 9 割は毎年参加していて，すごく

大きなものになっています。続きまして授業の改善等に関する活動でありまして，こちらが今回お話さ

せていただきます学生発案型授業の創作になります。当委員会について詳しく聞きたいという方は，活

動紹介冊子やポスターコーナーで詳しい紹介がありますので，そちらをご覧下さい。 

続きまして学生発案型授業の内容につきましてお話します。学生発案型授業とは学生委員会が主体と

なり，学生の視点で新しい授業科目の考案からシラバスの作成，成績評価の方法まで教員と一緒に授業

を創作するものとなっています。要は大学の授業を教員だけの意見だけで作るのではなく，学生の意見

を踏まえてつくるといったものです。目的としましては，1 つ目が学びたいことを学ぶ。これは主体的

な学び原点となっているものです。もう 1つは，学生が教員との授業創作を通じて教育改善を考えると

いうことが目標となっています。これまでに開講された授業は以下の通りです。1番，2番，7番，8番

はまだ開講されている科目で，3番，4番，5番，6番は過去には開講されていたのですが，諸事情によ

り残念ながら開講されなくなってしまった科目です。今回は今年開講された 1番について，メインにし

て話したいと思います。続きまして，学生発案型授業開講までの流れについて説明します。平成 23年 1

月ごろから新授業を作ろうということで検討が開始されました。私は今 4年生なのですが，私が 1年生

の頃の 1月からなので，結構前からですね。学内の学生を対象にアンケートを実施し，どんな授業を作

ってほしいかのニーズを調査しました。33講義の教員の方にアンケートを配布してもらい，アンケート

して，集計数は 1614 枚となり，これは学生委員が手分けして集計し，新授業はどんなテーマが良いか

を決めました。アンケートの結果このような結果となりました。1位心理学，2位料理・食生活，3 位マ

ナー，4 位コミュニケーション能力で，最低こういった内容を実施してほしいということだったのです

が，1 位，3 位については既に開講されていたので，ですので私たちはあまり開講されていない，開講

されていたとしてもコミュニケーション能力についてはいろいろあると思うので，2 位，4 位について

着目して授業を考えてみました。では授業シラバス案の作成についてです。シラバスはほとんどの項目

について，今回は学生メンバーで考案しました。学生がつくった授業案をもとに，教員を公募しました。

岡山大学の全教員にメールで担当教員を募りました。そうしたところ 4名の教員の方から返信がありま

して，学生が 4名の先生方とそれぞれとお話し，１名の方に担当をお願いすることにしました。こうい

った感じで出来ていきましたが，それは全然スムーズではなくて，困ったという点も多々ありました。

1 点目はワーキングのメンバーだけの意見でいいのというもので，当初，最初に挙がった案は人数調査

を行わずにこんな授業案が良いのではないかと相談したのですが，その時に数少ないワーキングメンバ

ーとプロジェクトリーダーさんで，たった 5人で考えている案を開講してしまっても良いのかという意

見があったので，その結果アンケートをすることにしました。それで調理に関する授業を作りましたが，

今度は調理技術を学ぶのは大学でなくてもよいのではという意見が教員からでまして，これに関しては

調理，料理の技術だけを学ぶのではなくて地域との関わり方も学べる授業にすることで，大学で学ぶ意

味のあるものにしました。最後に大学外，公民館，ボランティアとの連携とありますが，この授業は学

生と教員だけでの授業ではなくて地域の公民館や，来てくださるボランティアの協力があっての授業な

ので，そういった方々との日程調整とか連携を学生が行ったのでかなり大変でした。ざっと説明しまし

たが，時系列をまとめるとこのようになります。検討を開始してから実際に授業を開始するまで約 2年

かかりました。最初は料理ではない案を考えていたのですが，それがボツになって半年くらい無駄にな

ったということもありました。それでは今回の授業例をご紹介します。こちらはある日の授業の風景で

す。公民館で調理をしているところです。学生とボランティアの方が一緒にいます。授業の概要と学習

目標ということで，概要が料理等を通じて地域社会とのかかわり合いを学び，生きる力を身につける。

学習目標は，学生 1人 1人が講義内で自分の役割を果たし，周囲と協力することを学ぶ。かつ，地域社

会で大切にさえている伝統を体験し，コミュ力（コミュニケーション能力）を養う。さらに大学生の食

生活を考えるきっかけと得るという学習目標にしました。講義計画はこのようなもので，主に前半に調
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理，後半に伝統芸能編ということで調理だけでなく，岡山大学のある地域には，はっさく踊りというも

のがありまして岡山市の重要伝統文化財に指定されておりまして，せっかくなのだからこれも一緒に学

んでみようじゃないかということになりましてこれを後半につけました。成績評価ですが，出席・シャ

トルカードを重視することになりました。こちらは先ほどのニーズ調査のアンケートと同一にどんな評

価方法が良いですかという項目があったので，それをもとに出席・シャトルカードというものをつくり

ました。シャトルカードとは，こちらが学生が記入する欄で，こちらが教員が記入する欄なのですが，

学生が 1回の授業を終わった時に今日の授業は大変でしたとか感想とか質問などを書いて，それに対し

て教員が，頑張りましょうなどを返してくれるというコメントカードとなっております。 

受講要件ですが，こちら日曜日と書いてありますが，土曜日もありまして公民館を使ったりボランテ

ィアの方にも来てもらったりといろんな事情があり平日に開講することが難しかったので，土・日に開

講しました。土・日に開講される授業を含め原則として必ず毎回の授業に参加できることを受講要件と

しました。もう 1つは料理をするので実習の費用を負担できることとしました。 

最後に学生発案型授業の効果と成果を簡単にお話します。授業評価アンケートの満足度を調査しまし

た。この黒いものが平均でそれ以外のものが各科目の平均です。ほとんどの科目で平均以上となってい

るので，学生発案型授業は比較的満足度は高いと思います。先ほど学生発案型授業の目的を 2点紹介し

ましたが，これはちゃんと達成できているのかということですね。まず 1点目，学びたいことを学ぶの

ですが，開講された授業の中には，定員を大幅に超える人数の受講希望者がいる授業もあり，受講者の

満足度も非常に高いです。学生のニーズにあった授業を提供できていると言えます。ある授業が，定員

が確か 60 人だったと思うのですが，60 人の枠の中に 900 人という，あんまりちゃんとした数を覚えて

いないのですが，枠を大幅に超えるような応募があったという授業もありました。次に教員との授業創

作を通じて，教育改善を考えるというのも，私たち学生メンバーはこのような気づきや学びがあったと

いうことを次のスライドでお話します。メンバーが学んだことというのは大学の授業 1個でも，その授

業の準備は思った以上にすごく大変だなということを学びました。あと，教員の方々というのは学生が

思っているよりも多忙で，授業とその準備だけでなくご自身の研究とかいろいろなことをされているの

で本当に忙しいということがわかりました。ということで，これから学生発案型授業をやってみようか

なとか，やっているよという大学の方もいらっしゃると思いますが，学生の意見だけで，先生こんな授

業案作ったよとか，こんな授業やってよというだけでは私はダメだと思います。学生のニーズに合って

いても，今度は教員のニーズに合っていないこともあると思うので，学生発案型授業をつくる時は，こ

れからは学生，教職員で話し合いながら授業案をつっていくのが大事なのかなと思いました。 

最後に連絡先を言っておきます。少し宣伝させてください。岡山大学で 9 月 13 日・14 日，だいぶ先

ですが，岡山大学では第 10回教育改善学生交流「i*see 2014」というものを行います。こちらは簡単に

言ってしまえば，学生 FD サミット岡大版みたいなものです。今回のテーマは全日本授業アンケート決

定戦！形だけのアンケートから，機能するアンケートへというテーマで行ないます。 

それではご清聴ありがとうございました。 

中里（司会）： 

ありがとうございました。質疑応答を行いたいと思うのですが，どなたか質問やご意見などあります

でしょうか。 

教員： 

2 点質問があります。この学生の方の活動に参加されている学生の学年について，学年ごとにどのく

らいの参加の比率があって，あと役割について，何年生が中心であるとかそういった学年ごとの層とい

うのを 1点お聞きしたいです。次は先生になってしまうかもしれないのですが，この授業はカリキュラ

ムの中で一体どんなところに組み込まれているのかということをお聞きしたいと思います。お願いしま
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す。 

尾木： 

1点目についてですが，学生・教職員教育改善委員会は，岡山大学は 11 学部あるのですが，毎年各学

部から 1人乃至 2名ずつ，学生を集めてきて，任期 2年で委員を選出という形になっています。なので，

1 年生の 6 月から 3 年生の 6 月まで，基本的には 2 年間活動するので，主なメンバーは 1 年生，2 年生

で活動しております。ただし希望がある場合には特別枠といいますか，そこで残留することもできるの

で，私はそこで残留しているのですけれども，主に 1年生 2年生です。なので，ちょっと授業案を作る

のに少し長引いてしまって，ここに携わっていたメンバーは仕方なく残留はしていたのですが，主に 1，

2 年生になります。 

和賀： 

少し補足をすると，基本的には 2年生が中心になるのですが，今回の授業につきましては長引いてし

まったので，3 年生，4 年生も主体的に活動することになってしまいました。本当は 2 年生のうちに終

わるはずだったのです。特に役割には違いがなく，学年の違いのなかでそれだけ広い視点からアドバイ

スをくれたりすることもあります。 

この科目のシステムですが，普通の教養教育科目となっていて，学生発案型授業だからといって何か

フォーマットを含めたりするということは特にはありません。 

中里（司会）： 

今手を挙げていらっしゃる方，お願いします。 

立命館大学教員： 

 ※質問が聞き取れませんでした。 

和賀： 

大変痛いところをつかれてしまったのですが，これまでもずいぶんありましたが，基本的には発案を

して，教員と一緒にシラバスを完成させて授業を開講してというところで本当に関わりが終わってしま

う，改善委員会としての関わりが終わってしまう，あと担当の先生にお任せしてしまうというのがだい

たいでございました。今年つくったこの授業については，ちょっと前進したかなというのがあり，1 年

目の授業が終わった後，担当の先生と尾木くんたち学生が顔をあわせて来年度はどう改善しようかとい

う話し合いの場を初めて持つようになりました。ただそれは継続していけるかどうかということについ

ては自信がないのですけれども，少なくとも少しだけそういう方向に目を向けて活動が始まったという

段階にあります。 

関東学院大学教員： 

まったく経験がないので，せっかく苦労してつくったのだけれども，履修者が少ないとか，理由がた

とえば土・日だと参加したくないのだとか，あるいは自分の履修科目と重なってとりたくてもとれない

ということもあると思うのですが，その履修者確保に苦労するということはないのでしょうか。あるい

はそれ以外に，今日はよいお話しか聞いてないのですけれども何か問題点があれば教えていただきたい

のと，先ほどの質問でカリキュラムに組み込まれているとのことですが，卒業単位に入るのかどうかと

いうことを教えてください。 

尾木： 

2 点目の質問は簡単に答えられます。卒業単位には入ります。1 点目ですね，苦労したことですが，

実は初年度の受講人数が 7，8 人でほとんどいないということがありました。他の授業に関しては人気
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があって，この受講者が多かったのですが，その理由を改善委員会で検討しました。まず名前が良くな

いのでは，という意見がありました。学生発案型授業とは直接関係ないのですが，岡山大学のある授業

でシラバスの名前の部分だけ，カリキュラムはほとんど変えずに名前だけを変えたところ，翌年度受講

生が約 7倍になったと聞いて，名前は結構重要だというところに気づかされました。次年度もこの名前

でいこうということになったのですが，学生がくいつきやすい名前になりました。 

和賀： 

今新しく作った 25 年度の科目が 7 人だという話しでしたが，調理室の関係でマックスの受講生が 20

人でした。なので，7 人は少ないですが，最初から少人数をめざしたものでした。その他の授業は 100

人を超えるものもありますので，もともと履修する学生があつまっているものはあります。問題として

は，先ほど木野先生のお話もあったのですが，何年かたってくると当初は学生のやりたいことを授業内

容にしていたはずなのですが，学生も教員も変わっていきますので，だんだん学生さんのニーズにあっ

てないのかなという，そういうところが出てきたのかなと，当初の内容とは少し違ってきたのかなとい

うところが出てきたのかなと思います。 

北陸先端科学技術大学院大学院生： 

1 点お聞きしたいと思います。授業ができるまでのスケジュールを説明いただきましたが，そこで授

業案を提案・承認というプロセスがありました。大学の全教員にメールで，担当の教員の方を集めると

いう方法をとっておられるという話しでしたが，これはどこに提案をされていて誰に認可というか承認

されているのかということと，担当教員の募集を全教員にメールすると言っても，こういう授業面白そ

うだから誰かやってくれませんかということで勝手に送り付けているわけではないと当然思うのです

が，それだと怒られてしまうと思うので，全ての先生はそういうメールが来ることを認めているという

か許容されていて，積極的にというか都合が合えばぜひ担当したいみたいなことで知られているのかど

うかというあたりについて，認知度というか許認可の，認知の広さ，力の強さといった点はどういう形

になっているかなと思いました。それとこれに付随するものですが，この授業面白そうだ，担当したい

と思っても簡単に先生は担当できるようなものなのかなと思いまして，担当したいと手を挙げた先生が

担当していいよと大学に言われるプロセスみたいな，そういうものはどこからどの権限で行われている

のか気になったのですけれども，その点お聞かせいただけないでしょうか。まとまらない質問ですみま

せん。 

和賀： 

尾木くんの説明の中にもありましたけれども，学生・教職員教育改善専門委員会という長い名前の委

員会なのですが，これは大学の正式な委員会ですので，他の教員がつくっている委員会と大差がありま

せん。先ほどの承認というのは改善専門委員会という委員会のフルメンバーで会議をやって承認するか

しないか，多数決ですけれども，そこで過半数の同意があれば承認されたとそうでなければ否決された

ということで，そこで承認されたとなります。学内の普通の委員会で承認されたということは，その通

り粛々とことは進みますので，全学的にそれは広まるということになります。 

メールに関してはですね，委員会で決まったことを事務的に送っただけですので，それ以上の承認，

非承認ということ特になくて，先生方からも特段批判というか苦情とかはありません。積極的にやって

いただけていると思います。4 人の方が手を挙げてくださったのですが，授業する時にもこの授業だか

ら担当する時はどこかの承認がいるのかというとそういう訳でもなく，やりたいと仰っていただいた先

生のご自身のご都合が合えばできるようになっています。ただ，やめる場合，授業がなくなる場合は一

応ご連絡だけはいただいて，なくなったということを委員会としても把握していくという形になってお

ります。 
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北陸先端科学技術大学院大学院生： 

1 つ確認なのですが，この委員会は学生が正式なメンバーとして加わっているにもかかわらずという

か，学生いますけれども，その他の委員会というかカリキュラムをつくるとか新しい授業を作るという

先生方の委員会と本当に同等の権限というか同じような役割を果たしているという理解でよいでしょ

うか。 

和賀： 

そうですね。学生がいながらついていますので。 

北陸先端科学技術大学院大学院生： 

なるほど，わかりました。 

中里（司会）： 

後ほどまた座談会もありますので，そちらで質問があればお聞きください。 

自己紹介が非常に遅れたのですが，私は実行委員会の横浜国立大学人間科学部 2年中里美咲と申します。 

次が東洋大学さんの発表なのでちょっと準備があります。私は今聞いていて，岡山大学さんが学生発

案型授業を開講されていて，横浜国立大学でも学生発案型授業をこれからやろうといって今動いている

状態なので聞いていてとても参考になりました。 

 では，次に東洋大学さんから発表をお願いします。 

神田： 

 昨年の夏には，ヨーロッパでは認証評価の際に学生がどれだけ主体的に FD 活動に関与しているかと

いうことも評価されるということがあります。いずれ日本においても，そういった流れになるのかなと

感じております。そういう中で，学生同士の横の繋がり，学生と教職員の繋がりというものが少しずつ

形になってきたというのが本学の現状です。簡単な紹介ということでよろしいでしょうか。 

中川： 

FD 活動に学生が参画することで与えた影響としては，学生視点が取り入れたなど FD 活動が活発にな

ったということがありますか。 

神田： 

 どこの大学においても，授業評価アンケートが行われていると思いますが，そこでもある種の学生の

声は分かるわけです。実際に「しゃべり場」ですとか，私も何回も参加させていただきましたが，それ

から「授業への学生の声コンクール」だったり，そういう取り組みを通じて，学生はどのような授業を

望んでいるのかということが耳に入ってくるので分かります。それは私どもにとってはとてもありがた

いことです。私が印象に残っているのは，先ほど触れた「授業への学生の声コンクール」での応募作品

の中に，講義の中で先生はもっと学生の方をみてほしいという作品がありました。私は学生の声を見な

がら授業をしているつもりですが，やはり学生から見ると自分たちの方を向いて先生はしゃべってくれ

ることを，学生は期待しているということが改めて分かりました。少なからず，各学部でも学生職員が

参画するようになっていますので，学生が入ってくれることで少しずつ変わってきていると思います。 

中川： 

 ありがとうございます。それでは柳澤さんにお聞きします。先ほど，神田先生もおっしゃっていまし

たが関東圏 FD 学生連絡会というお話がありました。 

柳澤： 

 先ほど神田先生のお話にもありましたが，東洋大学は法政大学，青山学院大学，立教大学の 4大学で
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関東圏 FD 連絡会という教職員の FD 連絡会がありました。その中で，関東圏を母体として学生が関東

圏 FD 学生連絡会を立ち上げました。主な活動目的として，4 大学共通の特徴がどの大学も学生数が非

常に多く，授業での課題や悩みも共通しているのではないかということで，それを共同で解決していく

ということを念頭にして活動しておりました。昨年，一昨年と行われた関東圏 FD 学生フォーラムも，

関東圏 FD 学生連絡会で主催しました。この活動自体は昨年度終了して，今年度からは各大学に軸足を

おいた活動となりました。 

中川： 

 去年の 8月に，立命館大学で開催された「学生 FD サミット 2013夏」に参加されたのですよね。 

柳澤： 

 はい，去年の 8月に私も含めて 8名のスタッフと職員で参加しました。日本全国の学生，教職員と交

流する機会はとても珍しくて，特に先ほど発表していただいた岡山大学さんの学生発案型授業などとい

った活動を見て，もっと自分たちの足下をみて活動しなければならないということを感じました。スタ

ッフみんなが刺激を受けまして，最初は他大学との連携が主でしたが以降は学内で教職員との連携を重

視するといった活動に重点を置きました。 

中川： 

 しゃべり場とか，「授業への声コンクール」という話しが出ていましたが，しゃべり場は私は出たこ

とがないので詳しく教えてください。 

柳澤： 

 はい，昨年度の 10 月のはじめに 2 回連続で開催したのですがドアをあけてびっくりしました。スタ

ッフが参加者よりも多かったです。2 日間で参加者は 7 名でした。もともとは，学生の生の声を聞こう

ということで始まったしゃべり場ですが，どうして参加者が少ないのだろうという振り返りをしました。

その時に，企画の内容はしっかりしていたと私たちは思っていたのですが，実績が少ないので広報をし

た時に見逃されてしまうのではないかといった面があるのではとなりました。そこで，自分たちで実績

を少しずつ残して来年度に繋げていこうとなりました。 

 それで開催されたのが，「東コン」で正式名称は「東洋 授業への声コンクール」と言います。先ほど

も神田先生がお話しされましたが，応募数はそんなに多くありませんでしたが印象に残った作品として

目を見て話してくれれば，心に残るのになという作品がありました。教員の方は黒板やスクリーンをみ

て話しをされている方が多くて，それよりも学生をみて話してくれると頭と心に残るという作品があり

ました。私もとてもよいなと思いました。 

中川： 

 新任教員 FD 研修会での学生 FD スタッフからの発表ということで神田先生からお話しがありました

が，柳澤さんはこちらには参加されなかったのですよね。 

柳澤： 

 はい，私は都合が悪くて参加できませんでした。 

神田： 

 毎年，新任教員の研修会，一般教員の研修会を定期的に開催しております。2年ほど前から，学生 FD

活動に学生が取り組んでいるので，その活動を紹介しながら，我々としてはどのような反応があるのか

というのを見ながらでしたが，学生 FD スタッフに 20分ほど学生目線からみた授業について話していた

だきました。特に自分たちがどのような授業をよいと思っているのかということを中心に話していただ
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いたわけです。新任教員の先生方はやはり大人数の授業がはじめての先生もおられるので，そういった

先生にも出席の扱いとか成績評価はどうするとかといった共通した悩みをもっているということで学

生からの声が非常に参考になると考えました。ほとんどの先生からは好評でした。学生の声が役に立っ

たと私どもは理解しているところでございます。一般の教員の先生方もたくさんいらっしゃるので，そ

れぞれ考えがあると思いますが，多くはやはり学生の声を直に聞くということは非常に新鮮だととらえ

ているということです。学生の声を直に聞くという機会をもってよかったと思っています。 

中川： 

 ありがとうございます。それでは私の方からお話しします。 

先ほど話しに出た，「東洋 授業への声コンクール」開催のころに，私は学生 FD スタッフになりました。

それから今までの活動内容としては学内の活動をしっかり進めていこうということで，来年度の活動計

画などを話し合いました。 

 具体的には，4 月に行う新入生向けアクションということで「学びセミナー」の開催を予定しており

ます。それから，教職員と学生の双方向のやりとりということで，こちらは教職員が学生 FD 活動に関

わるだけではなくて，学生 FD スタッフからも教職員の FD 活動に関わるといった双方向のやりとりを

深めていこうという内容です。神田先生のお話にもありましたが，学生 FD スタッフが FD 推進センタ

ーの直属スタッフになったということで，更にこれから気合いが入っていくと思います。 

 今後の学生 FD 活動をどのようにすすめていくかについてお話しします。企画の段階では，学生 FD

スタッフと教職員で会議を開いて，その中で企画について意見を言い合って内容を深めていくという形

にします。企画が終わってからは，報告会を設けてよかった点や反省点を話し合っていきます。目的と

しては企画の充実と学生 FD スタッフと教職員との連携強化としています。 

 このような形で発表を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

中里（司会）： 

 簡単に質問をお受けしたいと思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

関東学院大学教員： 

 岡山大学さんは，学生 FD のスタッフを学部から 1，2名選出ということでしたが，東洋大学さんはそ

のように組織ごとの選出なのか，完全に自主的な応募なのか，それとも組織ごとに先生からの推薦があ

るのかということで，学生がどのように選出されているのかと大体の人数を教えてください。それから

教職員の FD 活動に学生 FD の意見があるとのことですが，うちの大学では絶対に反対があると思いま

す。東洋大学では好意的に受け止めているとのことでしたが，否定的な方は本当にいないのかというこ

とについて教えてください。 

柳澤： 

 私は学生 FD 活動に参加したのは，本当に有志でポスターをみて応募したということです。学部の組

織からということですが，学生 FD スタッフがいるのは白山キャンパスだけで東洋大学には他のキャン

パスに学生 FD の組織がありません。 

神田： 

 補足的に申し上げます。今は学生が自主的に集まって，所属する学部もばらばらとなっています。そ

の点は，正式にセンター直属のスタッフとして位置づけられましたので，その点では私どもは全学部か

ら公募をしたいと考えております。そういうことで，まだ 1学部から何人といったことは難しいという

感触をもっております。まずは公募をして，学生がどのくらい関心をもっているかを踏まえて考えたい

と思っております。 
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 それから次の質問についてですが，私の認識では多くの先生は肯定的に捉えていらっしゃいます。私

どもとしては FD 活動そのものの歴史は全学的には 2007年からとなっていて，そんなに古くはないので

すがその間たくさんの先輩，先生方が活動されてきて，その中で FD 活動自体が根付いてきたという感

触を 1つ持っております。そういうことがありますので，各学部が独自に FD 活動に取り組んでいます。

そういうことで，いかに上からということではなく学部単位，学科単位で FD 活動が出てきたというこ

とが少なからずここ数年あります。そういう意味で肯定感があると思います。ですので，必ずしも 100％

肯定的ではありませんし，ネガティブな考えをもっている先生もおられると思いますが FD 推進委員会

の中で議論されていきます。 

中川： 

 私は全く FD 活動というものを知らなくて，去年の 11月に経済学部で「学生との意見交換会」という

会がありました。その時に私は呼ばれて参加をしたのですが，そこでは授業改善ということで学生の声

を話し合おうという会だったのですが，会の最後に学生 FD 活動のチラシが配られまして学生 FD 活動

とは何だろうと思い，チラシをよく読みました。そこで，もっと学生生活の中で一生懸命取り組みたい

ということで学生 FD スタッフに応募して加入しました。 

中里（司会）： 

 どうもありがとうございました。それでは時間になりましたのでここで切らせていただきます。 
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学生・教職員教育改善専門委員会 

尾木 篤志（経済学部4年）  

和賀 崇（教育開発センター） 

「学生ＦＤ戦略論」話題提供 
「学生発案型授業ってなに？」 

本日の内容 

1. 学生・教職員教育改善専門委員会
について 

2. 学生発案型授業の概要 

3. 学生発案型授業開設までの流れ 

4. 実際の授業例 

5. 学生発案型授業の効果と成果 

2 

1. 学生・教職員教育改善専門委
員会について 

3 

改善委員会について 

 大学の正式な委員会 

 学生、教員、職員で構成 

 月平均1回の全体会議 

教職員の各種委員会と同等の扱い 

議事録は公文書扱い 

 週平均1回のWG活動 

専用の委員会室で活動（PC等必要な備品有） 

具体的な活動はWG単位で行われる 

 学生交流WG、システム改善WG、授業改善WG 

4 

授業改善WGの活動内容 

履修相談会の実施 
上級生が新入生に履修に関するアドバイス 

新入生の9割が参加 

授業の改善等に関する活動 
学生発案型授業の創作 

5 

当委員会の詳細は 
『活動紹介冊子』、ポスターコーナーで！ 

2. 学生発案型授業の概要 

6 
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学生発案型授業とは 

学生委員が主体となり、学生の視点で新し
い授業科目の提案からシラバス作成、成績
評価の方法まで教員と一緒に授業を創作す
る。 

目的 

学びたいことを学ぶ ※主体的な学びの原点 

教員との授業創作を通じて、教育改善を考える 

 

 
7 

これまでに開講された授業 

1.生きる力～料理等を通じて培うコミュ力～（H25） 
（※H26に改称 Let‘s Cooking！地域の人と自炊力を鍛えよう！！） 

2. 知らなきゃやばい、大人のマナー（H21） 

3. This is Okayama（H20） ※Special & Basic 

4. 君は頭が良くなりたいか〜発信力〜（H20） 

5. 知ってるつもり？コンビニ（H18） 

6. ドラえもんの科学（H18） 

7. 大学授業改善論（H16） 

8. 癒しの公園計画（H15） 

8 

3. 学生発案型授業開設までの流れ 

9 

授業ができるまで① 

平成23年1月頃から検討開始 

 

学生を対象にアンケートを実施 

実施講義数 33講義 

アンケート集計数 1614枚 

新授業に求める授業テーマを調査 

 
10 

授業ができるまで② 

アンケートの結果 

１位 「心理学」 

２位 「料理・食生活」 

３位 「マナー」 

４位 「コミュニケーション能力」 

       

１位、３位は既に開講されているので、２位・４位
に着目した。 

11 

授業（シラバス）案の作成 

ほぼ全ての項目を学生が考案 
 

教員公募 

大学の全教員にメールで担当教員を募る 

４名の教員から返信 

学生委員が教員とお話しし、１名の教員に
担当していただくことに 

12 

授業ができるまで③ 
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検討時の「困った！」 

WGメンバーだけの意見でいいの？ 
アンケートをとることに 

教員「調理技術を学ぶのは、大学でなくても
いいのでは？」 
料理の技術だけでなく、地域との関わり方も学べる授

業に 

大学外（公民館、ボランティア）との連携 

13 

授業ができるまで④ 

平成23年 1月 検討開始 

（WGメンバーで授業案①を検討） 

6月 授業案①を全体会に提案→ボツ 

10月 アンケートの実施 

（アンケートの集計と授業案②の作成） 

平成24年 4月 授業案②の提案→修正意見→授業案③ 

5月 授業案③の提案→承認 

6月 教員公募開始 

8月 教員面談 

10月 担当教員決定 

（担当教員と授業について検討） 

平成25年 4月 授業開始 
14 

授業ができるまで（検討経緯） 

今回は 
苦労 

したな･･･ 

4. 実際の授業例 

ある日の授業の様子 

16 

学 
ボ 

ボ 

ボ ボ 
ボ 

学 学 学 
学 

概要と学習目標〜シラバスより〜 

料理等を通じて地域社会との関わりを学
び、「生きる力」を身につける。 

 

学生一人一人が講義内で自分の役割を
果たし、周りと協力することを学ぶ。かつ、
地域社会で大切にされている伝統を体験
し、コミュ力（コミュニケーション能力）を養
う。さらに、“大学生の食生活”を考えるき
っかけを得る。 

 

 

17 

授業計画 

18 

第1回 ガイダンス 4/12(金) 

第2･3回 コミュ力養成講座 ①（調理編） 5/12(日) 

第4･5回 〃     ②（調理編） 5/26(日) 

第6･7回 〃     ③（調理編） 6/16(日) 

第8･9回 〃     ④（伝統芸能編・座学） 6/30(日) 

第10･11回 〃     ⑤（調理編） 7/ 6(土) 

第12･13回 〃     ⑥（伝統芸能編・練習） 7/13(土) 

第14･15回 〃     ⑦（伝統芸能編・成果発表会） 7/20(土) 
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成績評価 

 「出席・シャトルカード」
の重視 

 

シャトルカードとは？ 

右図参照 

授業の感想、質問等
を書き、教員がコメント
を返す 

 

 19 

受講要件 

 日曜日に開講される授業を含め、原則として毎
回の授業に必ず参加できること。  

 実習の費用(おおよそ3000円)を負担できること。 

20 

5. 学生発案型授業の効果と成果 

授業評価アンケートの結果 

 

 

22 

学生発案型授業の目的と成果 

学びたいことを学ぶ 

開講された授業の中には、定員を大幅に超える人
数の受講希望者がいる授業もあり、受講者の満足
度も高い。学生のニーズにあった授業を提供できて
いると言える。 

 

教員との授業創作を通じて、教育改善を考える 

授業創作の中で様々な気づきや学びがあった。 

23 

メンバーが学んだこと 

授業の準備は思った以上に大変 

教員は思った以上に忙しい 

 

 

24 

「こんな授業やって」だけではダメ！ 
学生・教職員で話し合いながら創ろう！ 
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連絡先・URL（と、ちょっと宣伝） 

 岡山大学教育開発センター 
学生・教職員教育改善専門委員会 

 E-mail stfd@cc.okayama-u.ac.jp 

waga-t@cc.okayama-u.ac.jp (和賀) 

公式HP http://cfd.cc.okayama-u.ac.jp/stfd/ 

 

25 
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神田 雄一 ＦＤ推進センター長 
（東洋大学副学長）より 

学生FD活動の始まった経緯・歴史・意図 
 
FD活動に学生が参画する 
 

 ことでどのような 
 

 影響があったのか 

学生ＦＤスタッフ 柳澤 友宏 
（経営学部 会計ファイナンス学科 4年）より 

関東圏FD連絡会，他大学との連携 
 

立命館サミットへの参加 
 

しゃべり場・東コンの開催 
 

新任教員研修会への 
 

 学生FDスタッフの参加 
 

他大学との連携活動などが中心 
 

  →学内の教職員と学生が相互に連携 

学生ＦＤスタッフ 中川 靖菜 
（経済学部 経済学科 2年）より 

最近の活動内容 
 

教職員と学生の双方向のやりとり 
 

学生FDスタッフの位置づけが 
 

 FD推進センターの直属に 
 

東洋大における今後の 
 

 学生FD活動の展望について 
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ＦＤ学び場テーマＡ「学生ＦＤ戦略論Ｂ」 

1日目（3月 8日(土)）15：10～16：40 

話題提供：追手門学院大学（学生ＦＤパレット）  

     日本大学   （文理学部学生ＦＤワーキンググループ） 

司 会：中里 美咲（実行委員・横浜国立大学教育人間科学部）  

中里（司会）： 

今からの時間は，学生 FD 戦略論 Bということで，追手門学院大学さんと日本大学さんから話題提供

をお願いしたいと思います。それぞれの大学の発表の後に，質疑応答の時間を設けますので，その時に

どんどん質問をして下さい。質疑応答が終わった後に，少し時間をみながらになりますが近くの人とグ

ループワークを行い，意見交流なども行いたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは

早速始めたいと思います。追手門学院大学さんの学生，教職員への広報戦略ということで発表いただき

たいと思います。追手門学院大学さんよろしくお願いします。 

森田： 

 それでは追手門学院大学の発表を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。私は追手門学院

大学経済学部 2年の森田です。今日の発表内容ですが，学生，教職員の興味関心を高める広報の進め方

ということで話しを進めていきたいと思います。2部構成となっています。最初の 1部，10分間は追手

門学院大学の学生 FD パレットの事例を紹介しまして，ここは 1 年生と一緒に発表します。そのあと後

半の 35分は広報の進め方ということで，先生と一緒に話しを進めていきます。 

まず事例紹介ということで，俺らのやってしまった事例を紹介していきたいと思います。2013 年度，

学生 FD パレットではいろいろな活動をしてきました。4月は，学生 FD の説明会開催，しゃべり場を学

内で行ったりしました。これは 8 月の学生 FD サミット参加は学外ですが，全て学内で行いました。10

月から 1 月にかけては，連続で学生発案型特別講義ということで，5 回連続講義を行いました。この時

のテーマは「欲情」というテーマで，僕たちが講義を発案して先生に講義をしていただきました。やっ

てしまった事例ということで，その 1 です。学生 FD 説明会としゃべり場で，僕たちは 4 月から何大々

的に広報をして新メンバーを獲得するということをしてきませんでした。口コミでぞろぞろ入るという

ことで，人数がどんどん増えていく感じでした。でも他のクラブとかサークルは，4 月から新メンバー

を勧誘しているぞということで，僕たちも新メンバー獲得活動を行うぞということを計画しました。こ

んなチラシ，ビラを小さいサイズを手で書きました。女子もぜひ入ってほしかったので，来年度の目標

にもしているのですがポップなピンク色もつくってかわいいものも作りました。今でしょ！とも書きま

した。これは掲示板に貼りました。このようなことをいろいろとして，時間，労力をかけて準備をすご

く頑張ってイベントを企画して，いざ当日何人来てくれるだろうと。これは先生です。前で発表してい

ただいています。練習風景ではありません。席が空いています。1 人なのでが，イベント中は合計 3 人

の学生が入れ替わり立ち替わり来て，時間なんで帰ります，ごめんなさいと言って帰りました。先生の

話しを聞いている後ろの 2人はメンバーです。つまり結果，実施したら参加者は 3人でした。反省しな

きゃいけないけれども，なんでやねん，時間かけたのになんでやと悩みました。また，やっちまったぜ，

ということで，「R ちゃっと」というものを今度行いました。これは 1 年生の木村くんと一緒に進めて

いきたいと思います。 

木村： 

「R ちゃっと」ですが，学生 FD 活動の紹介としゃべり場を学内向けにやろうということで，4 月の

オリエンテーションのリベンジという意味もあり「R ちゃっと」を企画しました。4 月のオリエンテー

ションでも 3 人乃至 12 人以上参加者が集まれば，しゃべり場を予定していたのですが，参加者が集ま
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らなかったのでしゃべり場ができませんでした。今度は前回の失敗を踏まえてやってやろうということ

で，事前準備として授業の前に先生にアポを取りまして，5 分ほど「R ちゃっと」の宣伝をしましてこ

れを配りました。これを見たら分かるのですが，完全に女子を意識しています。これをかなりの数の授

業で 1000枚くらい配りました。あとは大学内で何カ所か掲示板があるのですが，そこにも貼りました。

これで当日になりまして，当日は追手門学院大学の学生 FD に関わっていらっしゃった OB の方に来て

いただいて，準備万端でした。結果はどうだったかというと参加者 1 名，スタッフは 15 名です。スタ

ッフ 15名で準備をしました。参加者は 1人だけです。反省です。準備が遅かったこと，学生 FD 内の連

携，情報共有がいまいちとれていなかったところが反省点です。1 名の参加者でしたが，学生 FD の活

動紹介としゃべり場を行いました。そのしゃべり場の中でついに，学生発案型特別講義の「欲情」とい

うテーマが決まりました。ではお願いします。 

林： 

 ここからは，僕たち 2人で学生発案型特別講義について，懲りずにやっちまったぜを紹介します。追

手門学院大学学生 FD パレット 1 回生の林です。これから学生発案型特別講義について説明します。1

回目の準備，結果，全部で 5 回やりますが，2 回目以降の準備，結果について説明していきましょう。

最初に学生発案型特別講義とはどのようなものかを説明してください。 

中村： 

学生発案型特別講義というのは，学生が教員と一緒に授業をつくることで受講者に学びへの興味を持

ってもらうために行うものです。 

林： 

つまり，学生が学びたい授業を提案していくということですね。 

中村： 

そうです。 

林： 

学生発案型特別講義，略して「発特」です。これからは「発特」と呼ばせていただきましょう。 

中村： 

この発特では各学部の先生に依頼して，例えば経済学部，例えば心理学部といろいろな分野の先生に

依頼して授業を行っていただきました。そうすることで，いろいろな視点から 1つのテーマにアプロー

チしていこうという試みを行いました。 

林： 

なるほど。追手門学院大学には 5つの学部があるので，それぞれ 5人の先生に授業を依頼したという

ことですね。 

中村： 

はい。 

林： 

それでは，学生への呼びかけや参加者を集める方法，実際にしたことを教えてもらえますか。 

中村： 

はい。この発特は全部で 5 回行いました。その中で最初に行った準備は主に 2 つです。まず 1 つ目，

このように今，ポスターを貼ってありますね。 
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林： 

「自分らしい幸せの見つけ方」って書いてありますね。僕も見つけたいです。 

中村： 

次の先生，この人は実はシャイです。かわいいですね。じゃあ次の先生， 

林： 

あっ，この先生は心理学で人気の先生です。 

中村： 

この先生に至っては，テーマは「下半身のマーケティング」です。 

林： 

衝撃的ですね。次は加村先生ですね。実は私，蜘蛛が好きなんですといったことが書いてあります。 

中村： 

スパイダーマンですね。 

このように，ポスターを掲示しておきました。2 つ目の準備としてはスタッフから友人への声かけ，

口コミですね。それで参加を呼びかけました。 

林： 

初回の参加人数は，どれぐらいでしたか。 

中村： 

この発特，第 1回目の参加人数は 12人でした。 

林： 

まずまずですね。2回目以降の準備はどんなことをしましたか。 

中村： 

そうですね。2 回目以降は 1 回目よりも参加人数を増やしたいということで，広報の方法として 1 つ

目に授業が始まる前に先生に時間をいただいて，宣伝をしました。その際にビラ配りを行いました。2

つ目は学生 FD パレットの Facebookで宣伝しました。3つ目は，学生の目につくところを探して，ポス

ターの掲示範囲を拡大しました。4 つ目は，開催日前にポータル，学校から配信されるメールですね，

それを配信して，全員に伝わるように広報しました。 

林： 

こんなに宣伝したということは当日が楽しみです。2回目以降の参加人数はどうなったのでしょうか。 

中村： 

これだけ広報を強化して，第 2 回目の参加人数は 4 人でした。まあまあです。3 回目の人数は 5 人で

す。ちょっと増えました。では第 4回目。ここからどんどん増えていくのでしょうか。第 4回目参加人

数は 0人でした。第 5回目は 5人です。第 4回目については 0人という嘘みたいな結果になってしまい

ました。 

林： 

講師も学生から特に人気のある先生に依頼して，テーマも深くしたのですよね。これだけ宣伝したの

に，参加人数が少なかったのは宣伝の量が少なかったのでしょうか。 
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中村： 

それについて，僕たちもあれこれ考察してみました。まずは，ポスターを貼り出す宣伝期間が短かっ

たです。本来であれば 2 週間前に貼り出す予定だったのですが，実際はポスター貼りだしたのが本番 4

日前，5日前となってしまいました。もう 1つは，これはもともと違う題名でした。「ラブアンドセック

ス」。そういう大テーマを掲げていたのですが，ある先生から連絡いただいて，これが Web 上でアダル

トサイトに引っかかってしまったとのことです。ここも面白いところです。3 つ目は，単純なことで，

ポスターに書いてある開催の日時を間違えていたということです。 

林： 

準備も頑張って，どんどんどんどん強化していったつもりなのに参加者 0人でした。そのことは梅村

先生にぜひ聞いてみたいなと思います。それでは梅村先生よろしくお願いします。 

梅村： 

 私は大学で広告論をやっていまして，広告については皆さんより少しだけ詳しいです。ちょっとため

になればと思ってお話しさせていただきます。よろしくお願いします。学生，教職員の興味関心を高め

る広報の進め方ということですが，今日は森田君と対談形式でやりますが，特別ゲスト，これは実は広

告の手法です。これも手法。そう，すべてを明かさず「何だろう，これは」と考えさせることが 1つの

広告の手法です。皆さんポスターを作るとき，ありったけの情報をすべて打ち明けると興味を失うんで

す。わざと隠すということが大事です。 

森田： 

先生，僕たちはかなり頑張って先ほど発表してもらったように，広報とかいろいろ考えたつもりでこ

んなのも作りました。ポスターだけではなく，テーマが「ラブノミクス」だったので，ラブノミクスっ

て書いてあるのですが，チラシを開いたら観音開きです。開いたら，5 人の先生の情報などいろいろと

載っています。これを作りました。 

梅村： 

すごいですね。これにかける時間と労力は大変なものだったでしょう。 

森田： 

そうですね。 

梅村： 

皆さん，どうしてこういうことになったのでしょうか。森田くん，チラシとかポスターをつくるのは

あくまで集客の手段であって目的ではないのです。 

森田： 

なるほど。 

梅村： 

そう，よくある間違いですね。手段が目的化してしまうのです。チラシを一生懸命作って，よりよい

ものにしよう，これはとても素晴らしいことです。ですがそれに没頭するあまり，その先の目的を見失

います。こういうことはとてもよくあることです。広報でも，広報というものは手段ですよね。広報は

将来学生ＦD活動を盛んにさせようとするための広報です。さらに大きな目的があるのに広報に没頭す

る。今，サミットをやってらっしゃいます。東洋大学や法政大学の学生さんは，サミットを行うが目的

ではなく，授業改善とか教学改革という大きな目的があるはずです。そういう目的を忘れてしまう。で

すから，鉄則その 1，手段の目的化という落とし穴に嵌まるな，これをぜひ皆さん最初に強調したいと

思います。追手門学院大学の広報の失敗からぜひ学んで下さい。全部で 5 つの鉄則をお伝えするので，
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ぜひともメモっていただきたいと思います。 

ところで森田君は，どうして学生 FD 活動にはまったのですか。 

森田： 

僕は，ポスターとかビラとかをもらってこの団体に入ったわけではなく，ある人がきっかけですね。 

梅村： 

なるほど。この人でしょう。 

森田： 

そうです。 

梅村，森田： 

有名人です。 

森田： 

ご存じの方も多いと思いますが，普段羽織袴で来てこれが私服です。この姿で学校来ます。 

梅村： 

追手門で知らない人はいない有名人です。見て下さい，この人は追手門学院大学の歩く広告塔でした。

でも，ただの変な人ではなかったのです。彼は，この人についていくと何か面白いことがあるのではな

いかと思わせる人でした。この人はなぜこんなに熱いのか，なぜこんなに熱烈に学生 FD 活動に没頭し

ているのか，その彼のあこがれを見てみたいと思わせるような人でしたね。 

森田： 

そうですね。 

梅村： 

何か予感を感じさせる人，将来何かをムーブメントが起こるのではないかと思わせる人，そういう人

だったと思います。 

森田： 

はい。 

梅村： 

それでは，森田君は藤吉郎って知っていますか？ 

森田： 

藤吉郎？ 

梅村： 

 はい，木下藤吉郎を知っていますか。知らない？ 

森田： 

ちょっと存じ上げないですね。 

梅村： 

そうですか。羽柴秀吉は知っていますか。 

森田： 

 羽柴秀吉は何となく聞いたことはあります。豊臣秀吉ですか。 
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梅村： 

そうです，藤吉郎というのは豊臣秀吉ですが，こんな歌が残っています。「春風や，藤吉郎のゆくと

ころ」。もう 1回言います，「春風や藤吉郎のゆくところ」こういう歌が残っています。これはどういう

ことかというと，若き日の木下藤吉郎，のちの豊臣秀吉という人は，その人が行くとそこに話題が集ま

って，みんなが明るくなって元気になって，まるで春風が吹くような人だった，そういう人だったとい

うのです。 

まさに，追手門学院大学の山下君は藤吉郎のような人でした。はい，ということで鉄則その 2 です。

人はあこがれにあこがれる，こういうことを皆さんに覚えてほしいです。学生 FD 活動を一生懸命やっ

てください。そこに皆さんがあこがれるような人になってもらいたいです。彼について行けばきっと何

か良いことがある，そう思える人にならなければ人はついてきません。活動そのものが最大の広報活動

であると思ってほしいと思います。これが全てです。でも，この山下君は決して，ただの人物じゃなか

ったのです。 

森田： 

 これは，道化師じゃないですか。 

梅村： 

道化師ですよね。卒業式に平安時代の公家みたいな恰好をしてきました。春風どころか，台風のよう

な，周りを巻き込んで独断専行で何でもやってしまいます。迷惑をかけられました。バカにしているけ

ど，大丈夫です。今日は来ていないので大丈夫です。 

山下： 

変身！ 

梅村： 

 来ちゃいましたね，いらしていたのですか。 

山下： 

 たまたま通りかかったんです。 

梅村： 

 白々しいですね。山下貴弘君です。今，山下君はとても素晴らしい人だと話しをしていました。 

皆さんに，実際に広報活動について具体的なお話を広報論の観点からさせていただきます。まず傑作

ポスターをいくつかお目にかけますね。皆さんがチラシ，ポスターを作るときにぜひとも参考にしてい

ただきたいと思います。 

森田： 

これは今回のサミットのポスターですね。 

梅村： 

そうです。東洋大学の学生 FD サミットのポスターです。 

森田： 

何点つけますか。 

梅村： 

90点です。ちょっと理由を教えます。これは，広告論のセオリーから言うとなかなか条件を満たして

います。まず，普通商品名とか企画名は必ず入れますよね。それがないものはチラシとかポスターとか

言えません。それから，皆さんキャッチコピーってご存知ですか。キャッチフレーズとかと言いますね。
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こういったものは必ず載せますよね。その商品の内容の特徴を完璧に言い表した言葉ですね。それから

画像，写真，そして広告主，主催者，これは必ず書かなければなりません。これは裏面です。ここにボ

ディーコピーというものがあります。ボディーコピーというのは，キャッチコピーの内容を詳しく書い

たものです。優秀なキャッチコピーは，そのあとのボディーコピーを読ませます。ボディーコピーを要

約する力を持っていますね。ところが，1つ欠けています。何が欠けていると思いますか。 

森田： 

 答えを言っていいですか。分かりましたよ，スローガンですね。 

梅村： 

そうです，スローガンがないのです。普通ポスターやチラシにはスローガンがあります。スローガン

というのは，キャッチフレーズとはちょっと違います。1 つの商品や企画のことを言うのではなくて，

比較的長期間にわたるその企画や商品のマインド，ビジョンといったものを表すものです。ところで山

下君，マクドナルドのスローガンはどんなものですか。「I’m Lovin it」です。ロッテは「お口の恋人」で

す。ナイキは「Just Do It」。はい，では学生 FD 活動は。 

森田： 

「大学を変える，学生が変える」です。 

梅村： 

そうです，その言葉が実は抜けています。サミットはもう 9回目なります。これを抜かしてはいけま

せん。大事な，大事なスローガンが抜けています。山下君，追手門学院大学は「独立自協」ですね。独

立自協，社会有為というのが追手門学院大学のスローガンですね。ということで，東洋大学のチラシと

いうのは広告のセオリー通り基本を押さえていますが，スローガンが抜けているから 10 点マイナスで

す。 

続けて，これはまさに教科書のセオリー通りに民主党が作ったチラシです。森田くん，キャッチコピ

ーはどこにありますか。 

森田： 

 キャッチコピー，一番上のでっかい字がキャッチコピーですね。 

梅村： 

そうですね，「政治とは生活である」。それではボディーコピーはどこですか。 

森田： 

ボディーコピーが，一番真ん中に小さい字で書いてありますね。 

梅村： 

そうですね。企業名は民主党で，ではスローガンはどこでしょう。 

森田： 

 スローガンは，民主党の上に書いてあるものでしょうか。 

梅村： 

そうですね。人が暮らしが豊かな国，そして最近のポスターは必ず URL が書いてあります。という

ことで，教科書通りに説明するとこうなりますね。でも必ずしも傑作ポスターが，3 つの鉄則を揃えて

いると限りません。例えば見てください，これはどうでしょう。2006年の 7月に新聞の 1面広告に載っ

た，吉野家の牛丼広告です。この吉野家の牛丼のポスターを見て，サラリーマンや学生が全国の吉野家

の牛丼の前で列をなしました。どうしてだと思いますか，山下君。 
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山下： 

 牛丼が解禁になったからですか。 

梅村： 

そうです。2006 年の 7 月に BSE という病気でそれで解禁されていた，アメリカ産の牛肉が解禁され

たんです。そして牛丼が復活しました。それを待ち望んでいたお客さんが，吉野家の前で列をなして，

吉牛食いたいといってみんな並びました。これはどういうことでしょう。これは，キャッチコピーが優

れているからとか，そういうことではありません。この広告の周りのコンテンツ，時間，場所，状況，

TPO です。こういったものをしっかり考えているからこそ，うけたのです。皆さんが学生 FD 活動で作

っているポスターは，本当に良い時に掲示しているか，良い場所に掲示しているか，良い条件下で掲示

しているか，反省してみていただきたいです。それでは，これはどうでしょうか。 

森田： 

 これはいたずら書きか何かですか。 

梅村： 

それが違うのです。これは広告です。これは皆さんご存知ないと思います。山形鉄道という私鉄の西

側の電車の車両の窓に書かれた透明ステッカーです。結露の上に子供がいたずら書きしたかのように見

えるけどそうではない。これは，どんな効果があったと思いますか。先ほどの TPO の話でいうとどうな

るでしょう。こういうことなんですね。どうでしょう。 

森田： 

これは，西日が出してよい雰囲気が出たような感じでしょうか。 

梅村： 

そうです，その通りです。ちょうど西日が差して，良い雰囲気が出た頃に電車が満員になるわけです。

早く家に帰って，温かいクノールカップスープが食いたいなとみんなが思うのです。そこにわざわざ焦

点を合わせて貼っているのです。天候をも味方につけたポスターです。すごいでしょう。 

次にいきましょう。これは街頭ポスター，アウトオブポスターと言いますが，人の視線が向いている

ところに一番大事なことが書いてあります。人というのは群集心理がありますから，みんなが見ている

ものを必ず見ようとします。それを利用したものです。ということでみなさん，鉄則その 3，これがと

ても大事です，広告のコンテクストに気を付けていただきたい，です。具体的に言うと 1 つの広告を，

いつ，どこで，どんなタイミングで掲示するかということです。これを忘れたら，どんなに立派なポス

ターを作ってもそれは人を集めません。ですから，追手門のポスターは立派だけれど，貼る場所は大丈

夫だっただろうか，時間は大丈夫だっただろうか，考え直してもらいたいですね。 

森田： 

 貼ればよいと思っていました。 

梅村： 

貼りゃよいと思っていてはまずいですね。 

はい，では今度は広告のストラテジーというお話をします。先ほどは広告のコンテクストという話し

をしましたが，広告のいわゆる戦略論です。ちょっと早く言うのでみなさんもついてきてくださいね。    

これはどうでしょうか。 

森田： 

これは無印良品の広告ですね。 
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梅村： 

そうですね，ポスターですね。こういうのは情緒広告とか丹精広告とか言われます。何も説明してな

いですね。このような広告は，どのような商品に向いていると思いますか。 

山下： 

寝具とか，日本の和でしょうか。 

梅村： 

 日本の和，近いですね。これは，比較的廉価なものですね，安いもので，ソフトセルという広告を使

うことが多いです。それに対してこれです。ごちゃごちゃしていますが，これはセット広告とかといわ

れるもので，比較的高価なものです。簡単には財布のひもを解かないようなもの，これは HIS の旅行で

す。旅行は高いでしょ。10 万円とか 20 万しますよね。これをフィーリング広告でやってはいけないの

です。山下君，大学の広告はどうですか。ハードセルですか。ソフトセルですか。 

山下： 

 うーん。 

梅村： 

やはり説明しなければだめですね。先生がいらっしゃる前で大変失礼なのですが，これは典型的な大

学の広報で，ほとんどの大学の広報はこれです。ソフトセルです。日本の大学広告は間違っています。

なぜでしょうか。大学は，いくらかかりますか。 

森田： 

 400万円から 500万円かかります。 

梅村： 

そうでしょう。あなたのお父さんお母さんは，大学に 4 年間あなた方を通わせるために，400 万円か

ら 500万円のお金を払うわけです。それに対して大学は何も説明もしなくてよいだろうと，これではい

けません。だからこそ，文部科学省は 3つのポリシーを明示しろとか，シラバスをしっかり書けとか言

ってきます。これは，1つのハードセルを要求しています。 

いろいろと話したいこともあって動画もお見せしたいのですが，このあと日大の方にご迷惑なので，

少しとばしています。これは両面提示広告といいます。比較広告とも言います。良いの，悪いのです。

これはテストミニマル広告，実証広告といいまして，実際にこんなに効き目があるんだよということを

示すものです。例えば大学でいったらどうですか。 

森田： 

学生 FD があったら，大学の授業よくなりますよとかを実証してみることでしょうか。 

梅村： 

実証してみる，これが大事ですね。これは興味訴求広告です。保険会社とかがよく使います。この保

険に入らないと損害賠償大変だよといって，恐怖をあおり立てるっていう広告です。 

森田： 

 これは動画があったんですよね？ 

梅村： 

残念ですね，あとで時間あったら見せたいです。 
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森田： 

学生 FD ないとお前の大学つぶれるぞと，といって恐怖あおる感じでしょうか。 

梅村： 

なるほど，教職員向けですね。学生 FD がないとつぶれるぞはよいですね， 

これは，ナンバー2 広告といいます。あえてうちはナンバー2 です，だけど頑張っていますとか言い

ます。これは，アメリカのレンタカー会社ですが，1 番じゃなくてシェアが 2 番です。私たちは 2 番だ

けれども一生懸命やっていますといって，好感度ナンバーワンです。大学でいったらどうですか。 

山下： 

ナンバー2，追手門の学部はナンバー2です。 

梅村： 

立命館の後塵を拝しているけれども，頑張っていますよね。そういうことで，鉄則その 4です。これ

です。ストラテジーを使いこなせ，例えば感性に訴えろ，説得して納得させろ，比較しろ，実証しろ，

青ざめさせろ，誠実になれ，決してだますな，こういった秘訣というものがあります。是非とも守って

いただきたいと思います。 

さて，それでは追手門の事例をいくつか紹介しましょう 

森田： 

同じようなチラシばかり並んでいますね。 

山下： 

見にくいです。 

梅村： 

第 1印象は読みにくいですよね。こんなチラシの掲示の仕方をしたらアウトです。渡部陽一がいます

がこれはどうでもよいです。 

森田： 

一番左ですね。 

梅村： 

黒いやつです。これは目をこらさないと読めないですね。これではダメです。 

森田： 

 これは香港ですね，これもおなじ香港です。 

梅村： 

そうですね，1つ 1つの文字が読めますか。 

森田： 

わちゃわちゃしていて，読みにくいですね。 

梅村： 

これは香港という都市のものですが，1 つ 1 つの感動が全く埋没しています。こういうことやっては

いけません。山下君，こういうものはどうしたらよいと思いますか。 

山下： 

シンプルにします。 
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梅村： 

素晴らしいです。その通りです，シンプルにする，みんなが大きな声を上げているときにあえて我慢

すれば目立ちます。例えば，これはいいちこのポスターです。このポスターは，どこにいいちこと書い

てあるか見つかりますか。そういえば，ここらへんにあります。いいちこのポスターは，実はサントリ

ーよりもニッカウィスキーよりもよっぽど売れるんですね。うるさいところでは静かになってください。

けばけばしい表示が多いところではあえて白黒でやりましょう。山下君は生きる広告塔です。 

これはどうでしょうか，これはどこですか。 

森田： 

これはエレベーターの中ですね。 

梅村： 

そうです，これはエレベーターの中です。これも，たくさん広告があって全然目立ちません。ですが，

先ほどの壁広告よりはよいのです。なぜだと思いますか。 

山下： 

 エレベーターはみんながよく使うからですか。 

梅村： 

そうです，やはりあなたは生きる広告塔ですね。人がとどまるところに貼るというのは，効果がある

のです。皆さん，エレベーターを使うときはひまですよね。スマホをいじるか壁をみるかですよね。そ

ういうところに貼ると，とどまってみますよね。 

これは学生 FD のWA!!!の時に使いました。額縁を付けました。 

これは掲示板ジャックと言います。どうせ掲示板よく読んでくれないから，１面を全部 FD の広告で

埋めつくせばよいじゃないかという発想です。ということで再び鉄則のその 3でが，コンテクストに気

を付けてください。場所，時間，状況，そういったものに気を付けて，広告をしなければどんなに手の

込んだポスターやチラシを作ってもだめです。ぜひとも覚えておいてください。こんなところにしてお

きましょう。まだまだ先があったのですが，日大さんの発表もあるのでこのくらいで終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

中里（司会）： 

 どうもありがとうございました。次に，日本大学文理学部の発表をお願いします。 

 

安田： 

そもそもきっかけは 2011 年の秋に，今日いらっしゃる木野先生と出会ったことです。たまたまそこ

に居合わせた 2人の学生がうちでもできないだろうかということで始めたのですが，サークルにしよう

としたところ学生課に即却下されてしまったのと，今まで授業に対する取り組みというのを学生から始

めたいという前例がないらしく，それはだめだということになりました。日本大学の歴史というのがあ

るのですが，いろいろな事情もあって却下されてしまいました。そこで大学公認団体にしようとしても，

その術が他には全くなく，その状態をみた FD 委員会の先生たちが，「それではかわいそうだからうちで

なんとかしてあげなくてはいけない」となって再三会議が行われ，半年間経った 2012年の夏頃に FD 委

員会管轄下の文理学部学生 FD ワーキンググループとして，やっと発足することが出来ました。 

発足したところがわかりづらいのですが，まず FD 委員会の下に学生 FD ワーキンググループをつく

ることになりました。しかしこうすると学生 FD ワーキンググループは所属するのが学生だけですので，

ちょっと不安があるということで，管轄をするというか道を誤らないようにするために，私たちの上に

FD 専門委員会がつくられました。FD 委員会は教員と職員で構成されています。学生 FD ワーキンググ

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ）

- 71 -



ループは学生だけで構成されています。この中で，三位一体ということがよく言われていましたように，

やはり教員，職員，学生が三位一体にならないとうまくいかないということと，それから授業への取り

組みも学生の中だけではだめですし，教員の補助も必要ということもあって，三位一体を実現するため

にも FD 専門委員会がつくられました。ここから先は，私たちはかなり特別な道を通ってしまったので，

失敗例が乏しく FD 委員会が私たちに協力してくれたおかげで，奔走するばっかりなので何か特別な

ことがあるということでもないのですが，FD を知っている部署へ行くのが，まずは一番なのかなと思

っております。というのも，学生 FD 活動はそもそも三位一体で取り組まなければ意味がないというこ

とです。それから学生 FD とは何か，そもそも FD ってなんだということが，広く知られているわけで

はないことがかなりあると思うので，まずは理解者を探すことから始めることが必要ではないかと私た

ちは思いました。そして，協力してくださる方を見つけたら，学生 FD への思いをぶつけるということ

です。これは学生だからできることですが，教員，職員になると動きづらいことがたくさんあって，そ

れはみていてかわいそうだなというか，同情する部分もかなりあって学生だからこそ，情熱と熱意を部

ぶつけられる部分があります。そういう部分が大事だと思います。ただ，やりたいんだと学生が言って

も，先生たちは何をしたいんだろう思うので，できればこういうサミットなどで具体的な話をすると，

先生方もそれをしたいならそういう部署が必要だからとか，こういう予算が必要だとか計算しやすい 

ので，具体的な話しから入ることが大事だと思いました。それから，これは大学公認組織の難しいとこ

ろですが，出張費など出費がかなりあります。そして三位一体が大切なので，学生と教員とフラットに

話しをできる環境が大事だと思っております。 

そうした中で苦労した点なのですが，まず学生 FD を理解してもらうのが難しいと思います。という

のは，最初にサークルを考えていて思ったことなのですが，学生課に持っていってもその職員が FD を

知らなければ，学生が授業に口を出そうとする団体が来たぞと思われてしまいます。いろいろな歴史か

ら，不安な部分もあるそうです。そこで，まず学生 FD や FD を理解してもらえる方を探すところから

はじめることが重要だと思っています。また，教職員不在では方向性が見失われるのではないかと思っ

ています。学生だけで，これをしたいいう熱意や情熱は大事だと思うのですが，それは大学の中で学生

の熱意だけではできることではないですので，教職員の視点，社会的責任がある方からの見解や意見が

とても大事だと思っています。 

 出費のお話ですが，先ほどお話ししたとおり立ち上げを決めた段階から半年かかったのですが，その

間に追手門学院大学での学生 FD サミットに参加しました。その際はすべて自費でして，高速バスで行

ったのですが，数万円かかり，当時はまだ非公認団体だったので心苦しいものもありました。公認とい

うのは，学生にとっても大きな支えになると思います。 

それから今ある課題として，メンバー不足ということあります。広報が難しいのですが，中々メンバ

ーが集まらず，広報をしてもそれが響いているかわかりません。これは今でも抱える問題で，例えばこ

れから学生 FD 組織を作りたいと思っていたとしても，どのように広報をするか考えなければとても難

しいと思います。 

また，大学の公認であるという責任もあります。大学から公認をもらった以上は，やはり書類を期日

までに出すなど，大学という看板を背負った対応が求められるので，責任をもって行動しないと難しい

と思っています。 

出費や広報なの問題ですが，何とか FD 委員会から特別に予算をいただきましてニュースレターをつ

くりました。その広報の効果があったかと言われれば，わからないというのが現状です。配った数とい

うのは，たくさん配れたということがありますし，新入生全員に配りました。ただ，それを見て学生 D

ワーキンググループに入ってきた学生がいないというのが現状です。中のページをみれば，私たちは学

生発案型授業に取り組みまして，その授業に関しては数名がこのニュースレターをみて受講したという

成果はあります。 

聞いている方へのアドバイスですが，今までは学生 FD の組織が出来ていない方向けの話しだったの
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ですが，熱意や情熱をもって，やりたいことを明確にしてまずは身近な教職員に話しかけることはまず

は大事だと思っています。それから教職員の方にしても，身近ではなくとも，やりたいことが明確でな

くとも，学生に熱意や情熱があればそれを聞いて，何をしたいのかをお互いが探り合っていくというこ

とであったり，組織を作ることがまず第一波として必要なのではないかと考えています。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

安田： 

質疑応答ございましたらお願いします。 

関東学院大学教員： 

学生 FD への理解を求めないと難しいと書かれていますが，具体的にどうやって理解を得られたのか

ということを教えてください。 

安田： 

幸いにも日本大学では教職員の方が学生 FD サミットにいらっしゃったので理解を得やすかったので

すが，理解というよりも学生 FD ってなんだという方がもちろんいらっしゃったので，学生 FD サミッ

トではこういったがあるということや，ニュースレターなどでこういったことを自分たちはしていると

いう説明をまずはしました。 

関東学院大学教員： 

ということは，自分たちでニュースレター発行していたということですか。 

安田： 

はい。 

関東学院大学教員： 

それはWEB上ですか。紙面上ですか。 

安田： 

 紙面です。 

関東学院大学教員： 

紙面ですか。学内で配布したということですか。 

安田： 

 はい，そういうことです。 

関東学院大学教員： 

そのお金はどこから出たのですか。 

安田： 

FD 委員会からいただいているところから，ニュースレター費として少しいただいております。 

安田： 

ほかにはよろしいでしょうか。 

大阪大学教員： 

最初はサークルとして活動を始められたとのことでしたが、そもそも何をやりたくて、何をしたくて

集まろうとしたのかを教えてほしいです。 
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安田： 

最初は本当に情熱だけでスタートしました。講演会の中でもちろん具体的な手法やグループディスカ

ッションを取り入れた授業やしゃべり場というのも衝撃的だったのですが、それやりたいから学生 FD

サークルをつくりたいといったわけではありませんでした。大学の授業に学生が関われるということが

衝撃過ぎて、まずなんだからわからないけれども衝撃が原動力でした。ですので最初から何かしたいと

うものがなかったのですが、結果的に学生発案型授業をつくることができるシステムがあって、そうい

うものを利用しているだけで、それがなかったらしゃべり場というもの普通にしていたかといえばそう

だと思います。 

大阪大学教員： 

きっかけは学生 FD サミットですか。 

安田： 

きっかけは木野先生の講演会ですね 

大阪大学教員： 

講演会？そこで学生 FD 活動を知って自分の大学でも仲間集めてやりたいと思ったのですか。 

安田： 

はい。始める中でも最初は日本大学全体で始めるのか，文理学部だけで始めるのか迷ったのですが調

べていくうちにサークルとしての方法しか検討がつかなかったので、結果的に文理学部の中だけでサー

クルでやっていくことに落ち着いたということです。 

大阪大学教員： 

ありがとうございました。 

中里（司会）： 

 時間があと 10 分ほどになったので，追手門学院大学さんと日本大学さん，双方への質問をお受けす

ることにして、16：30に終了とさせていただきます。 

ぜひ 学生からの質問をお受けしたいと思います。 

学生： 

梅村先生にお伺いしたのですが、広告の掲載期間というのは、だいたいイベントのどのくらい前がよ 

いのでしょうか。 

梅村： 

期間ですか。そうですね、それは広告の内容、企画の内容にもよります。ただ気をつけなければなら 

ないのは，貼り続けるのではなくなるべく何種類もバージョンをつくって目新しくすることが大事です。  

そのうちただの壁紙になります。時間ははっきり言えませんが、見た人がいつも驚きを持って接する 

期間がよいと思います。 

中里（司会）： 

ほかに質問はございますか。 

京都産業大学学生： 

日本大学さんも追手門学院大学さんもメンバー不足ということですが、もうすぐ新しく新 1年生が入

りますね。その新 1年生を募集するためのことを考えていますが、イベントの集客と似ていると思いま

す。もし案があれば教えてください。 
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森田： 

去年もやったのですが、新入生オリエンテーションで活動内容などを 10 分程度説明する時間を大学

からいただいていて、そこで新入生全員に説明できる機会があります。どれだけそこで理解してもらう

かです。後はよいチラシもつくりますし，梅村先生のお話など参考になるかと思います。 

安田： 

文理学部だけの話しですが、新入生向けの配布資料の中にニュースレターを入れます。大体 2000 部

ほどになります。それから 4月の中旬のサークル勧誘期間に，しゃべり場のよりも軽いものですが「し

ゃべリング」（仮）といってしゃべり場というとわーっとしゃべるイメージがあるので、もっと軽くプ

ラス懇親会のような形でできないかと思っています。私自身も講演会後の懇親会が楽しいイメージがあ

るので、アイスブレイクにもなりますし実体験をまずしてもらってから勧誘と思っています。 

中里（司会）： 

他に質問はありますか。ぜひ積極的にお願いします。これだけは聞きたいというものはありますか。 

神奈川大学職員： 

学生 FD 活動に取り組むことで、良かった点と改善点があればお聞きしたいです。成果に繋がったか

ではなく，それぞれの視点からで結構です。 

中村： 

やはりいろいろな考え方とかが身に付いたと思います。改善したいというのは、スキルをもっと今後

どのように FD 活動に生かしていくかという部分が不足しているので改善したいと思います。 

森田： 

良かった点は、本来なら学生 FD に取り組んでいるから大学の先生や学部が変わったという成果が見 

えるのが一番なのだと思うのですが、でも効果も中々書けず成果が見えていないというのがわかんない

というのが実際です。ただ、僕個人としては思うところがあります。ただそれは学生 FD ではなくても

グループワークの授業とかチームビルディングの授業とか、研修型授業などもあって代わりにはなるの

で、改善点として大学にどうしろではなく、学生 FD がある意味目的目標を，午前中のワークショップ

のように（Facultyの）Fの意味を話し合う必要があると思います。 

安田： 

改善点というか意気込みなのですが、どうしてネガティブなイメージ持たれる人が多いのかがよくわ 

かりません。おそらく知らないからだと思うのですが、悪いものを叩こうとしているのではなく、もう

少しうまくアプローチできたら、きっと輪はうまく広がると思うので何かしらもう少しうまい方法でア

プローチできたらと思います。良かった点は、授業の見方がすごく変わった点です。私は哲学科なので

すが、私自身は FD 講演会に行く前までは大学の授業に満足していて、話しを聞くだけでもあとは自分

で考えればいいという立場でした。それが講演会後、話せはもっと楽しいし、もっと理解が深まるとい

うことで、自分がアプローチできるところがわくわくというか楽しかったということです。もう 1 点、

人とのつながりが増えたところです。あとで名刺たくさん余っているのでよければ名刺交換してくださ

い。こういうつながりがあると楽しいです。以上です。 

中里（司会）： 

では時間ですので、これにて終了したいと思います。改めまして追手門学院大学さん、日本大学文理

学部さん、ありがとうございました。 
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          追手門学院大学 

             森田諒亮・梅村 修 

             ＋特別ゲスト  

学生・教職員の興味・関心を 

高める広報の進め方 
 

2014年3月８日  

学生FDサミット2014春  

分科祭の部 ＦＤ学び場 Ａレーン 

「学生ＦＤ戦略論」 

 

「手段の目的化」という 
    落とし穴に嵌まるな!! 

鉄則その１ 

「人は憧れに憧れる」 

鉄則その２ 

          

傑作ポスター 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：追手門学院大学）
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商品名、企画名 

キャッチコピー 

画像、写真 

広告主・主催者 

ボディーコピー 

スローガンが
ない！ 
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「コンテクストに気をつけろ！」 

鉄則その３ 

          

広告のストラテジー 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：追手門学院大学）
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 比較（両面提示）型広告 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：追手門学院大学）
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「ストラテジーを使いこなせ！」 

鉄則その４ 

感性に訴えろ！ 

説得して、納得させろ！ 
比較しろ！ 

実証しろ！ 

青ざめさせろ！ 
誠実になれ！ 

けっして、だますな！ 
 

 

          

追手門の事例 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：追手門学院大学）
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「コンテクストに気をつけろ」 

再び！ 

          

広告の 
“good surprise”  

広告の“good surprise”  

飛躍 着地 

キャッチコピー  

奇抜な映像、グラフィック 

（対立・矛盾） 

びっくり（驚き） 

ボディーコピー 

映像展開 

（整合） 

なるほど
（納得） 

感動 

微笑み 

余韻 

爆笑 

話題 

アートワーク 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：追手門学院大学）
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「驚きのない広告はゴミだ！」 

鉄則その５ 

          
演習 

次の新聞広告は、NIKEの新聞一面広告である。 
 

 このグラフィック広告を  

 

  １．地と図に注目する。いわば、ほかの広告との差異に注目する。いいかえれ 

   ば、人目を引くために、どんな差別化をしているかに着目して、問題提起を立 

   てる。 

    ･････ノイズ（雑音）中から、いかに有意のシグナルを響かせているか？ 

 

  ２．テクスト（広告本体）の外側にあるコンテクスト（TPO）に注意する。 

    ･････背景となる場所や状況のなかで、どのような際立ちを狙っているか？ 

 

 以上、二つの観点から、分析してください。 
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自分の大学をよくしたい！ 

学生ＦＤをはじめたい！ 

～学生から教職員の巻き込み方～ 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 
 

安田 結城 

日本大学文理学部の経緯 

 最初はサークルとしての発足を目指した 

 申請期間外＋前例がない→却下 

 大学公認団体になる術が他にはなく、
絶望する 

 ＦＤ委員会の耳に入り、再三会議が行
われる 

 ＦＤ専門委員会と同時に文理学部学
生ＦＤワーキンググループが発足 

時期 出来事 

2011年 
秋 

立命館大学の木野茂先生による 
講演会が開かれる。 

2012年 
冬～春 

サークル申請が却下される。 
ＦＤ委員会の耳に入り、なんとかなら

ないのか会議が行われる。 

2012年 
夏 

ＦＤ委員会管轄下の「文理学部学
生ＦＤワーキンググループ」として発

足する。 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

日本大学文理学部でのＦＤ組織の位置づけ 

ＦＤ委員会 

ＦＤ専門委員会 

学生ＦＤワーキンググループ 

【教員・職員】 

【教員・職員・学生】 

【学生】 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

どのようにして教員を巻き込んでいったのか 

まずはＦＤを実施している部署へ 

•学生ＦＤは三位一体 

•理解者を探すところから 

学生ＦＤへの思いをぶつける 

•熱意と情熱 

•具体的な学生ＦＤ活動を 

「大学公認組織でないと難しい」 

•出張費や広報費などの出費 

• やはり三位一体 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

苦労した点 

 まず学生ＦＤへの理解を求めないと難しい 

教職員不在では方向性を見失う 

出費の問題 

広報活動とメンバー不足 

公認であるがゆえの責任 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

聞いてる方へのアドバイス 

熱意と情熱をもって 

やりたいことを明確にして 

まずは身近な教職員に

話しかけてみよう 

 

日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

１日目 分科祭の部（ＦＤ学び場Ａコース 学生ＦＤ戦略論Ｂ：日本大学文理学部）
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ＦＤ学び場テーマＢ「アクティブ・ラーニングってなに？」 

1日目（3月 8日(土)）13：00～14：30，15：10～16：40（※同内容） 

講師：三浦 真琴 氏 （関西大学教育推進部教授） 

 

１日目 午前中の部（ＦＤ学び場Ｂコース「アクティブ・ラーニングってなに？」）
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アクティブラーニングの 
実現を願って 

関西大学 教育開発支援センター 

三浦 真琴 

FD活動とは？ 

♯01 

♯03 

学生FD活動とは？ 

主役 

助演 

♯04 

大学という舞台における学生の役割 

エキストラ 

Learning 

Teaching 

♯05 

FDのパラダイムシフト 

Research 

1st 
2nd 

Teacher Student 

Learning Teaching 

♯06 

今 求められているものは 

Active Learning 

１日目 午前中の部（ＦＤ学び場Ｂコース「アクティブ・ラーニングってなに？」）
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♯07 

本来、 Learning とは 
 

Active な営み 

学習とは学習者が能動的に意味を探求す
る営みである。 
 

知識を受動的に得るのではなく、それを構築
する営みである。 
 

その知識は経験によって形作られるものであ
ると同時に、これから先の経験を構築してい
くもととなるものでもある。 
 

－American Association for Higher Education 1998 

♯08 

過去と現在と未来をつなぐ営為 
 
 

自分と社会とを結ぶ営為 
 
 

真実・真理を我が手にする営為 
 
 

“My version of the truth” 

♯09 

Learning を 
 

Active たらしめないものは 
 

何か 

♯10 

『知の断片化』 
 

『知の転移＝教育』という
スキーマ 

♯11 

『 （アクティブ・ラーニング〔能動的学修〕とは…）教員に
よる一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の
能動的な学修への参加を採り入れた教授・学習法の
総称。学修者が能動的に学修することによって、認知
的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含め
た汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学
習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内で
のグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワー
ク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。〔中
央教育審議会、2012〕 

♯12 
中央教育審議会は・・・ 
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『生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を
持った人材は、学生からみて受動的な教育の場では
育成することができない。従来のような知識の伝達・注
入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図
りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与え
ながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題
を発見し解を見だしていく能動的学修（アクティブ・ラー
ニング）への転換が必要である。 〔中央教育審議会、
2012〕 

♯13 
中央教育審議会は・・・ 

１．知の 
 

２．知の 
 

３．  の知への 

♯14 

大学の教員が保証すべきこと 

学生の学びを保証するために 
 

Teaching 〔教えること〕を 
 

見直す必要がある 

♯15 

Teaching からの解放 
 

 

 

 

 

 

 

 

【日本語大辞典 講談社】 

教える（オシ・エル） 
 

①知っていることを人にわからせる 
 

②わからないことをわかるように導く 
 

③訓える、さとす、いましめる 

♯16 

よい授業とは… 
《面白い》 

《つまらない》 

《わ
か
ら
な
い
》 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅳ Ⅲ 

《わ
か
る
》 

♯17 

教師が心がけるべきこと 

♯19 

“How to Coach” 
 

“What (not) to teach” 

１日目 午前中の部（ＦＤ学び場Ｂコース「アクティブ・ラーニングってなに？」）
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磁石に例えると… 

N S 

N S 

N S 

N S 

学生 教師 

♯20 

 学生を 
 どのような学習者に 
 育てたいかを考える 

♯21 

教師が心がけるべきこと（続） 

♯22  

自己主導的学習者 

Self directed learning 

 

メタ認知のできる学習者 

Metacognition 

省察的な学習者 

Reflective learning 

 

協同的な学習者 

Collaborative learning 

 

主体的学習者 

♯23 

育てたい「学習者像」を 
実現するための工夫を 

自ら考えなければならない 

アクティブラーニングは手法ではない 

Active Learning ＝動作・状態／姿勢・態度 
目標 
⇒

 

手法・方略 

♯24 

アクティブラーニングには哲学が必要 

すてきな言葉をあなたたちに 

  Frequently a childhood  

  fascination develops into 

  a satisfying life long  

  pursuit. 

♯25 

エドワード・モース 

１日目 午前中の部（ＦＤ学び場Ｂコース「アクティブ・ラーニングってなに？」）
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すてきな言葉をあなたたちに 

良い問いは答えよりも重要だ 

♯26 

リチャード・ベルマン 

優れた学び手とはすでに知られている
問題に新しい答を出した人ではない。
これまで誰も問題があることに気づけ
なかった領域に実は問題があることを
発見しそれを大事にあたため続けた人
なのである。 

すてきな言葉をあなたたちに 
♯27 

『問い』の重要性 
♯28 

☆何故、問いとして成立するか 

☆問いの日常的存在性の発見 

「知識」獲得のモデル 
♯29 

勉強モデル 

学習モデル 

学問モデル 

勉強モデル 

問い 答え 

♯30 

パッケージ 

カード 

学習モデル 
♯31 

    問い 答え ⇒ 
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学問モデル 
♯32 

    問い 答え ⇒ 

学問モデルの有効性 
♯33 

「問い」を知る力 

「答え」を深める力 

「新しい問い」を発掘する力 

このリテラシーを初年次に獲得させてあげたい 

学生をアクティブにする工夫 
♯34 

学生とつくる授業 

学生がつくる授業 

学生が支える授業 

ハイブリッド型はたのもしく、たのしい！ 

学生とつくる授業 
♯35 

構成員間のコミュニケーション 
〔多層的・複層的双方向性〕 

『知』に到達するプロセスの共有 

学生・卒業生の登壇 

学生がつくる授業 
♯37 

学生が創造したcontents 
工夫したmethodの採択 

学生が提案する科目の創設 

n／15 コマ  m／90 分 

15 コマ分のシラバス作成 
・科目担当者依頼 

学生が支える授業 
♯39 

   LA（Learning Assistant） 
 

  主に初年次学生を対象とした科目（群）において 
 

   「知識の転移」という教師中心の発想から脱した 
 

     「知的プロセス」の想像的・創造的体験を核とする 
 

     授業（学習機会）をわかりやすい「かたち」で 
 

  展開するための必要な人材  
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  この授業で一番印象に残ったことは、先生とLAさんが
何よりも楽しそうにしていたことでした。大学の授業は
面白くなかったり、専門が好きな人だけが楽しめると
思っていました。自らが大学を良くするというコンセプ
トのもとでグループワークをし、チームワークを良くす
るための工夫を考えたり、フィールドワークをおこなっ
て自分で体験してみたりと、様々なことをやりました。
授業は一人でやって知識を得るものだと思っていた
僕にとっては目からウロコでした。大事なことを学びま
した。人との関わり合いに、こんなに自分が発見を楽
しむとは思っていませんでした。グループの仲間とも
後半になるにつれ、仲良くなれて良かったです。三浦
先生、LAの皆様、素晴らしい体験をありがとうございま
した。この経験を活かして主体性を持って頑張ります。
またいずれ。 

♯43 

アクティブラーニングとは 
関西大学CTL（Center for Learning and 

Teaching： 教育開発支援センター）では 
アクティブラーニングに関する知見や情
報などを交換し、共有することによって新
たな創意工夫がうまれるようにと願って

ALN（Active Learning Network）を建設中で
す。ご興味のある方、どうぞご参加下さい。 

♯45 

E-mail  :  aln@ml.kandai.jp 
( now under construction) 

本日の講演内容その他についてのお問い合わせは 
以下のアドレスにお寄せ下さい。 

makoto@kansai-u.ac.jp 

♯46 
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Appendix 

Appendixとは盲腸のこと。 

要するに「おまけ」です。 

わたくしが幼少の頃には 

おまけを楽しみに本体を 

手に入れたものですが 

今はどうなのでしょうか 

欧米の大学が 

９月始まりであるのは 

なぜ？ 

 （おまけ 1） 

 （おまけ 2） 

学生が大学の主役に 

なるのは 大学史上  

初めてのことなのか 

 （おまけ 3） 

大学の歴史の中で 

学生は 今までに一度も  

Activeにならなかったのか 

 （おまけ 4） 

大学とは何か 

  

どのように変容してきたのか 

 （おまけ 5） 

学びたい人、その気持ちに 

応えたい人が あつまって 

 自然発生的に誕生した 

知的ギルド ウニヴェルシテ 
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 （おまけ 6） 
 われわれ法学生はここに自治団体としての学生組
合universitasを結成する。そして学生組合が招いた
教師たちに、われわれは次のことを要求する。 

 学生の許可なしに講義を休んではならない。 

 教師は始鈴とともに講義を始め、終鈴とともに教室
から退出しなければならない。ただし難問を説明し
ないうちは、その退出を禁止する。 

 講義を飛ばしてはならない。その学問について一か
ら十まで丁寧に講義すべきである。 

 これらの要求が満たされないときは、われわれは教
師に対する報酬を支払わない。 

    

「学習」モデル 

問
い 

答
え ⇒ 

Teacher-centered PBL 

    

「学問」モデル 

問
い 

答
え ⇒ 

Student-centered PBL 

学習モデル・学問モデルとPBL 

 （おまけ 7） 
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学生 FD サミット 2014 春 分科祭 FD 学び場 テーマ B 

『アクティブ・ラーニング』の広場 PartⅠ 

ライティングシートや小道具＆ワークショップといった使える情報はさっそく使ってみて、

アレンジを加え、将来、使ってみたいと思いました。違う話になってしまうかもしれませ

んが、「脱線話」には不思議な力があるかと思います。学びの力です。予備校や大学、今回

のお話でも、生徒〔→学生〕を魅了する先生は話を脱線させるのが上手いと思っています。

もちろん無茶苦茶なものは論外ですが、話を逸らし、学生の意識を、注意をこちらに向け

させ、違う角度で違った話を入れることで、普通の講義より頭に入りやすいと思っていま

す。今回でも、この教室で何人がハワイ島などについての情報を調べるでしょうか。その

調べる上で、今回の話に行き着くのかもしれません。三浦先生のおっしゃった“わざと教

えない”ものに関係するのだと思いました（中学校の時、英語の教師がバニラアイスを買

えないという話をしたのを覚えています。その時は発音が「b」と「v」とじゃ違うという

ところからの脱線でしたが、自分はそれを確かめたく留学し、上の発音を試し、実感し、

発音を考え直した経験があります。三浦先生のスライドとお話も素晴らしいものでしたし、

今回はそれらに加え、脱線の力を感じました。テクニックとしての“脱線”であり、一切

ネガティブな意はないです。（蚊野）→分科祭終了後に何人かとお話をしましたが、脱線す

なわち脇道にそれる、道草を食う、回り道をすることは、目的地までの道幅を広くし、そ

こで出会うもの、気付くことを豊かにするものだと思っています。目的地まで最短距離で

行くことが善であり、美である、そんなスキーマに縛られてしまっている人が思いの外、

多いのかもしれませんね。 

今回のアクティブラーニングに関する概要や由来を聞いて、本当に面白かったです。今ま

で自分が考えていたアクティブラーニングがとても浅いものだと実感しました。普段、授

業を受ける際、いつも流れ作業のような形で自分が授業を受けていると思いました。例え

ば、先生が話す内容の中で、これは試験に出そうだなとか、この話は詳しすぎるので試験

に出しにくそうだから聞き流してもいいかなって思って、最近は学んでいるのではなく、

単位を取るための作業をしているという形だったので、私にとって良い授業は、面白くて

わかる授業となってしまったのかなと思いました。ですが、最近、初めて、授業を 3 分の 1
休んで試験を受けるということをしました。友達とその科目について一緒に勉強したので

すが、答があっても、なぜそうなるのか分からなくて、必死に考えました。今だから思う

ことなのですが、もし授業に出ていたら、その答えへの過程も説明されていたので、なぜ

と考えることはなかったかもしれません。授業でわざと教えないということも本当に大事

じゃないかと今回のお話を聞いて思いました。（由紀）→「考える」というのはとても大切
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なことですね。私達はいつから「考える」ということを放棄してしまったのでしょう。放

棄した先に待っているものは「常識」「一般的な通年」「固定観念」と強く結びつきたがる

ものたちです。考えるかわりにそれらを持ち出して分かっているように勘違いをしてしま

う、あるいはしたり顔になる。悲しいけれど、よくあることです。そんな判断停止状態に

陥ってほしくない、私の願いの一つです。人間は考えることが好きな存在だと思います。

最近、そのことを強く再確認させられるアーティクルに出会いました。その URL アドレス

をお知らせしておきます。よろしければおたずね下さい。「その子はなぜ大人の言うことを

聞かないのか？」、これがタイトルです。

http://www.huffingtonpost.jp/rootport/child-adult-parenting_b_4872791.html 

素直に面白かったです。今日のアクティブ・ラーニングの話を聞いて、自分はまだうすっ

ぺらい事しか知らなかったと分かりました。歴史も好きだったので、それに関する話もあ

りました。今日のお話は♯17 のⅡだったと思います。「大学にはなんとなく流れで来た」と

〔という学生が〕今の時代には多いと思っています。なので〔FD 活動のパラダイムが〕

「learning」になったのも時代の流れだと思っていましたし、自分もそうでした。今回のサ

ミットに来ている学生は“Active Learning”の学生が多いので、もっと僕たちから発信し

ていこうと改めて思いました。9 月から大学が始まる〔理由〕と自己紹介とライティングシ

ートはさっそく採り入れようと思いました。（享佑）→そうそう、採り入れられることから

どんどん採り入れていきましょう。そして、それは使っているうちに自分なりの味付けや

盛りつけができるようになってゆくものです。是非とも「自分流」「My version」を目指し

て、トッピングを考えたり、テイストをアレンジしたりして下さいね。

断片化された知が一気につながる感覚を味わえたなら、学びへの意識は変わると感じまし

た。（凌）→それを味わう為には、かなりの大きさを持った地図を手に入れなければなりま

せん。しかし、それはたいそうな時間を要することです。ならばどうするか。あちこちに

散在している点が線でつながることを実感、もしくは予感することが大切なのではないか

しら。そして何本かの線の存在に気付いたら（あるいは自ら結ぶことに成功したのなら）、

それがやがて面を作るのだと実感もしくは予感することです。そうやって地図の原型を手

に入れていきましょう。

今日のお話でアクティブラーニングについて理解が深まったと思います。特に大学が始ま

った歴史や、もともとは学生が主役であった学びから今のような形になった背景を知るこ

とができました。また高校までの問いと答えがセットになっている勉強モデルではなく、

学問モデルの話も印象的でした。今日の内容を活かして、今後、アクティブラーニングに

繋げていきたいです。（紀江）→自ら動く者だけが何かを動かすことができる、そう思って

います。たとえ学問モデルの授業科目に出会わなくても、常に自分から問いを探すという
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姿勢を忘れなければ、道は必ず開けます。Let’s begin! 

教師が心がけるべきことの、“How to Coach”“What (not) to teach”を三浦真琴先生自身

が実行することにより、より理解を深められたと思います。ただのラーニングではなく、

アクティブラーニングにシフトするためには、学生と教師が同じ方向を向けばいい、とい

う考え方は、私にとって新鮮で、勉強になりました。ありがとうございました。（山本）→

こちらこそありがとうございます。で、でも「勉強
・ ・

になりました」という表現は…。とこ

ろで「先生のおかげで病気が治りました」と言われるうちは名医ではないという話を聞い

たことがあります。その理由に思い当たった時、なるほどと得心しました。教師にもあて

はまることだと感じました。病気を治すのは患者自身、患者のもつ治癒力を上手にひきだ

すのが医者の役割。勉強になったと言われるうちは、私もまだまだ、ということです。 

私は FD に入って、まだ日が浅くて、右も左も分からなかったです。しかし先生の講義で

FDの歴史が分かったうえに、私は教育学系の大学に所属していて、どのようにしたらactive 
learning が出来るかというのが分かった。先生が講義で言っていた「教える」のではなく

「引き出す」のだという言葉に興味を持った。「教える」ばかりの講義を受けていたので、

どのようにしたら私が教師になって生徒が興味を示す授業が出来るのかが分かったかもし

れません。自分の学校に帰って、FD の集会の時に、フィードバックシートの考え方は推薦

していきたいと思ったし、生徒〔→学生〕主体の講義になるように、どのようにしていき

たいかも考えていきたい。Active learning が私の大学で多く実現できるように話し合って

いきたい。（省吾）→とてもすてきな決意であり、すばらしい宣言だと思います。大学の主

人公はあなたたち学生なのですから、存分に動いて下さい。「動中の工夫は静中にまさるこ

と百千億倍」（白隠）。まず一歩を踏み出しましょう。

自分は今年の 6 月頃に教職として教育実習に行くのですが、Passive learning ではなく、

active learning の必要性と、その方法を知ることができたので、その方法を実際に教育実

習の中で活かせていければなと感じました。「先生が教える」のではなく「学生が自分で学

ぶようにする」という方法についても、理にかなっており、思わずなるほどなと思ってし

まいました。今後、学生を指導する機会があれば、この active learning を目指して指導し

ていきたいなと感じております。（宏和）→そう、それが健全な市民を育てることにつなが

るのだと思います。私の中に一本の軸があるとしたら、底を流れるものがあるとしたら、

何かのえにしで出会った若者には、将来、佳き親になってほしいという願い、祈りなのだ

と気付きました。こどもにとって人生で最初の教師は親ですからね。親としてこどもに伝

えなければならないこと、伝えたいことを発見し、創造し、それを自分の言葉と行動でこ

どもに届けられる、そんな親になってほしい。そのように考えると、授業に臨む気持ちや

姿勢にも変化が訪れるはずです。／教育実習に備えて「啐啄同時」「啐啄の機」、この言葉
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は是非覚えておいてくださいね。学校の管理者の中には、この言葉が好きな人がけっこう

いますから。

グループワークはグループを作っただけでは成立しないということは日頃から感じていま

した。しかし私にはその原因がよく分かっておらず、ただ周りに流されていました。チー

ムワークを構築するためには、まず周りに興味を持ち、相手を知ることから始める必要が

あることを学びました。現実問題として、問いの創造や授業の感想のフィードバックをす

ることは工学系の授業では行われにくいです。工学系で要求されることは創り出すという

よりも正確に再現することです。工学系にも有効なものを考えていきたいと思いました。

（愛彩香）→ミラーリングを用いた自己紹介にご協力を賜り、ありがとうございます。さ

て、学問分野による「問いの創造」の可能性の幅、あるいは違いについて、貴重なご指摘

を頂きました。なるほど engineering には science を応用する「技術」としての側面が色

濃くありますね。けれども技術開発がおこなわれるのは、そこに「再現」以上のものがあ

るからではないでしょうか。もっとも、現場と教室では空気が違いますし、求められるも

のも同じではありません。ではどうしたらよいのか。それを考えることが「新しい始まり」

です。既存のものを所与とするのか、新しい何かのシードを探すのか、さぁ、どこから始

めましょうか。 

今までに受けたことのない感じの授業でとても楽しかったです。「問い」に対する「答え」

を教えないことにメリットがあるのかと思っていましたが、むしろそうすることでしか得

られない探究心というのでしょうか、そんなものがあると知り、驚きました。考えてみれ

ば、最近は教えられることばかりで、学んでいなかったと思います。アクティブラーニン

グ、これからは意識していきたいです。今日はおもしろくためになるお話を聞かせていた

だいてありがとうございました。（渚）→メリトクラシーを越えて大切なものがある、とい

うことに共感いただき、ありがとうございます。教師が「教えすぎる」ことの危険は、学

生が考えなくなってしまうことの他に、「教えられたことが全てである」と思い込んでしま

うことだと思っています。「知の転移」型の授業はなかなか減っていかないでしょうから、

まずはここで教えられていないものはないか、何かと問うことから始めてみましょう。

アクティブラーニングのことを聞いて、グループワークをやってみたいと思いました！（今

回の時間にできなかったのが残念です）。東洋大学でも（白山キャンパス）問題解決型 PBL
講座が行われ、参加しました。キャリアの小島先生が企画してくださり、この 1 回目に手

応えがあり、次回も進めていく予定です。一応、ある企業の社員の方からレクチャーを受

け、課題を見つけ、その対策についてグループで考えていました。ここでは学習プロセス

や初めて会う人たちと進めていくストレス耐性と照らし合わせながら聞いてみました。次

回はアドバイザーとして関わっていく予定です。ちゃんと目的に合った PBL ができていた

１日目 午前中の部（ＦＤ学び場Ｂコース「アクティブ・ラーニングってなに？」）

- 97 -



 

のか知りたいので、ぜひ懇親会でお話ししたいと思いました。（優海）→懇親会でお話しで

きてよかったです。「交渉学ワークショップ（仮）」の件、主催者にご快諾頂きました。日

時等、詳細については追ってご連絡致しますね。関西大学でお会いできるのを楽しみにし

ていますよ。

普段の授業科目でアクティブラーニングをするためには準備とそれを支えてくれる人員が

より必要になると感じました。ただ教員が自ら学ぶことを「手助け」してくれるこの学習

手法は魅力的であり、ぜひ今後やってみたいと思います。パッション溢れるお話をありが

とうございました。（和宏）→ハワイ大学の教授に何が大切ですかとお尋ねしたところ、“be 

patient.”であると言われました。私はこれを「待つこと」と解釈致しました。大阪経済

大学の学長は農業と教育には通ずるところがある、それは「そっと手を添え、じっと待つ」

ことだとおっしゃいました。教師には「待つ」という姿勢が大切なのだと思います。それ

を可能にするのは学生を「信じる」という気持ち、姿勢なのでしょう。信じるからこそ待

てる、このきわめてシンプルなことを忘れないようにしたいものです。 

問いそのものから掘り起こして学んでゆく、というのは、理科系の研究では当然のことで、

そこに哲学が必要でもあるのですが、学生の授業アンケートで「先生の哲学を語るな」と

言われた時には愕然としたものです。学生に哲学を持ってもらって、自ら問いを発見する

姿勢に導くには何をすればよいのか？というのは、なかなか悩ましいところです。お話の

方向性はいちいち納得できるものでした。こんなやり方もあるというテクニックを知るこ

とは、それ自体意味のあることですが、そのやり方自体を探し求めていくこと、その姿勢

を持ち続けることが大切なのかと思いました。どうもとりとめもないですが。（雅彦）→哲

学を否定したその学生は知識偏重主義、科学万能主義に縛られているのかもしれませんね。

何故、学位が Ph.D.と表記されるのか、全ての学問は「哲学」をその祖とするのだというこ

とを時間を掛けて伝えていかなければならないのかもしれません。ご存知のこととは思い

ますが、科学史にはそんなことを考えさせるエピソードがいくつもあるように思います（例

えば『フック ニュートンに消された男』とか…）。科学史ついでに脱線します。お許し下

さい。ハーヴァードの確かボク学長だったと思いますが、彼は在任時に科学史の授業を必

修にしたいところだが、敢えてそうしないことにこそ意味があると宣言して、選択科目の

ままの位置づけを守りました。英断だと思います。選択科目なのだけれども、誰もが履修

している、そんな魅力ある授業を展開する必要がある、ということですね。我が国では「科

学史」が開講されている大学は少数です。知的好奇心を刺激される話満載なのに…。残念

なことです。ワクワクするような科学史の授業、創っていきたいものですね。

今回の授業は FD を中心としていたが、私は教育学部に所属しており、教職員を目指してい

るため、学校現場でも十二分に活用できる方法がたくさんあって、大変興味をもって聴く
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ことができた。学生の「なぜ？」を上手く引き出す事もまた教員の役割であり、支援者と

しての立場で教員が授業を展開できるようにしていきたいと感じた。→意図的、選択的に

教えないコンテンツを決めてみてはというお話をいたしました。また「答え」はもちろん、

「問い」自体も与えないという提案もしました。これだけを聞くと、放任、あるいは職務

怠慢のように受け取られるかもしれませんが、実は単に「教える」ことよりも手厚い配慮

が必要なのだということが、多くの人に伝わっていれば、とても嬉しいと思います。

アクティブ・ラーニングというものを知らずにこの講義を聴いて、改めて大学の授業の受

け方を変えてみようと思いました。実際、今まで受けてきた授業を振り返ってみても「期

末テストで出るよ～」とか、「レポート課題で出すよ～」とか、どうしても理由付けで暗記

することがあり、そういうパターンだと、テストが終わるとどうしても忘れてしまう部分

もたくさんあるので、こういう取り組みはとても良いと思いました！神大はまだまだこう

いう取り組みもあまりないので、積極的に取り組めたらいいなと思いました！（亜都）→

大学で学ぶことが今の自分にとって、そして将来の自分にとってどのような意味を持つこ

とになるのか、そのような問いかけが必要なのですね。かく申し上げる私は学生時代、そ

のような問いかけをすることなく（でも不満を抱きながら）いたずらに時を過ごしてしま

いました。もったいないことをしたと思います。そういう苦い思いをする若者が一人でも

少なくなることを心から願っています。最初はひとりから、そのひとりのちいさないっぽ

から。動きましょう。歩き出しましょう。

僕はあまり講義を聞かず、寝ているような人間です。自分で学ぼうとしていません。テス

ト前の講義だけ聞いて一気に覚えるようなタイプです。僕の周りもそのような人が多いで

す。能動的な学習という言葉がありました。僕は全く能動的な学習ができていません。そ

んな僕がどうすれば能動的な学習ができるようになるのか、疑問に思いました。昔は自分

から学びを探してくるような人間だったと思うんですが…。まずは自分から意識を変える

ように努力したいです。（高橋）→意識改革。手垢のしみついた言葉になってしまいました。

「意識改革」と声高に唱えるだけで意識が変わるものなら、こんなに楽なことはありませ

ん。楽なことに深い成果は伴わないものです。なぜ意識を変えたいのか、意識が変わった

自分とはどういう存在であるのか、どのような自分に近づいていくためには何をしなけれ

ばならないのか、何から始めるのがよいのか、そういうことが自然に頭と心の中に浮かん

でくるようになるためには、不自然なほど意図的な営みをしばらくの間、積み重ねるのが

よいと思います。スーパーアスリートがこともなげに素晴らしいパフォーマンスで私たち

観衆を魅了することができるのは、まさに不自然なほどの練習の積み重ねがあるからなの

ですね。あなたはご自身のことを冷静に観察しておられるようですし、学生 FDサミットの

会場に足を運ばれているのですから、最初の一歩はすぐ近くから刻み始めることができる、

わたくしはそのように感じました。
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すみません。のこり 15 分くらいに来たので、ちょっと感想が書けません。また 2 回目にも

う一度来て、お話を聞こうかなって思います。→お待ちしております（いらっしゃったの

かな）

勉強、学習、学問、3 つのモデルが存在し、勉強を強いられてきたというのはなるほどと感

じた。しかし勉強は悪いことではないと私は思う。問いと答えがパッケージ化されている

としても、そこに楽しみや疑問を感じることができると思うからである。問い→答えが固

定化されているとしても、その答えへと至る道は人によって異なる場合がある。1+1=2 は

問いと答えがパッケージ化されている物ではあるが、何故 2 になるのかという別の疑問も

浮上し、学問モデルになるのではないだろうか。勉強から学問へと自力で発展させてゆく

ということも重要なことではないかと私は思った。（拓）→自己を鍛えるために「勉強」が

必要なときもあるでしょう。それが「新しい問い」であると気付くためには、そのような

問いがなされていないということを知っておかなくてはなりません。その意味でも「勉強」

は避けて通ることはできないものです。しかし、いつまでも「勉強」に頼っていては新し

いものはうまれてきません。つまり「勉強」は万能ではない、ということです。問いと答

えがパッケージになっているとは、その答えにたどり着く道はたった一つ（最適解、とい

うことです）、あるいは少数（別解、ということです）ということです。そのあたり、イメ

ージするのが難しかったかもしれませんね。もう少し、わかりやすい話を考えてみます。

ところで「1+1=2」は問いと答えのパッケージではありません。これは約束事なのですよ。 

「問い」の重要性について、改めて深い気づきがありました。「問い」の発見作業自体がチ

ームビルディングのツールとなるのも面白かったです。ツールとして語られ、FD 研修会で

表面だけが伝わっている AL。「哲学」を分かりやすく語る方がこれまであまりおられなか

ったので、新鮮でした。「全部やってる」「できてる」と考えておられる（手強い）教員陣

にはどのようなアプローチでお話されるのか、興味があります。またいつか本学にお呼び

させていただきたいです。（孝道）→ありがとうございます。お互いに近いところにいます

ので、日常的に交流する機会を持ちたいと思います。5 月 10 日、是非、本学にお越し下さ

い。／手強い教員陣は基本的にこのようなフォーラムには足を運ばない（と思っている）

ので、この形態でのアプローチを考えたことは今までありませんでした。考えないといけ

ませんね。学生と一緒に作業をするワークショップ形式のものがよいのではないかと、今、

思いました。もう少し練ってみます。

非常に記憶に残る授業でした。普段、学校の授業では集中力が 90 分間持続しないことが多

いのですが、先生の授業はところどころに興味を持つお話をしてくださったため、最後ま

で集中力を切らさずに受けることができました。高等教育の歴史や FD の歴史など、私が知
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らなかったことが分かり、勉強になりました。また学生と教員で授業を本気で作ろうとす

ると、こうなるのかということも知ることができてよかったです。本日はありがとうござ

いました。（侑也）→こちらこそありがとうございます。／わたくしにとって授業は一つの

ストーリーです。15 回をかけてようやく完成する一編のストーリーであり、同時に毎回毎

回が一話完結であるように、色々と工夫や仕掛けを考えるようにしています。平板なスト

ーリーが退屈なのは誰でも知っていることですから、それを避けるべく、メリハリをつけ

るようにと願っています。そのストーリーがあらかじめ教師の中にあるのが“talk & chalk”、

それを学生と一緒に作っていくのが PBL、自分ではそんな風に捉えています。最近は後者の

授業を展開することが多く、戸惑ったり、悩んだりしながらも、学生に教えられて新たに

発見することやものの輝きをすこしずつ「たからもの」にしているところです。 

先生のお話を聞かせていただくのは 2 回目です。前回は関大での開催だったので「私は他

大学ではもっと暴れます…」とご自分のお話について語っていらっしゃったので、『じゃぁ

暴れっぷりを見せてもらおう…』という気持ちで受講させて頂きました。個人的には『多

分、本当はもっと暴れるんだろう…』と思っております。真の暴れ方を拝見するまで追っ

かけでもしようかなと思っております。本学の学部長が日頃から「教育に著作権はないの

で」と申しております。その言葉を信じて、思いっきりパクらせていただこうと思ってお

ります。一度、お酒を呑まれてからお話をしていただけませんか（講義という意味です、

もちろん）。また違った一面を拝見できるような気がします。また、近いうちに…ぜひ…。

（我）→ありがとうございます。実は、本日、白山の一駅前の春日で「舞扇」という蕎麦

屋の暖簾をくぐり昼食を摂りました。その時にキュッとひっかけたいなと思いました。が、

思い留まりました。次回はそうしてみましょうか。いや、それよりも一緒に一献傾けまし

ょう。是非に！
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学生 FDサミット 2014春 分科祭 FD学び場 テーマ B 

『アクティブ・ラーニング』の広場 PartⅡ 

 

かなり盛りだくさんでしたが、面白かったという感想と、先生の知識が広く深いことにあ

こがれを持ちました。頭の回転がずば抜けているのだと思いますが、見抜く力や引き出す

力や引き付ける力もお持ちなんだと思います。私も身につけたいです。薬学の教育は国家

試験が到達目標の一つにあるため、学習量が多く、アクティブ・ラーニングを視野に入れ

て教育することが可能なのか知りたいです。先生が指摘された様に、学生が能動的に学ぶ

環境、仕組み作りを行いたいですが、大量の科目、講義の過密スケジュールの中で、どん

な仕組みが考えられるのか、とても悩んでいます。最後に、2年前にボローニャ大学の医学

部（解剖教室）を見学しましたが、とても小さく、学生数はそれほど多くなかったのかな？

と思いました。（由美）→とても多くのことを綴りたくなりました（私からのコメントも「盛

りだくさん」となります。お許し下さい）。まず第一点。アクティブ・ラーニングの代名詞

ともされる PBL 型授業は医学部から始まりました。薬学同様、学習量が多く、国家試験合

格が目標の一つとされる同様の学部ですね。／実際の医療現場では、医師は看護師、レン

トゲン技師、薬剤師、あるいは臨床工学士、その他、多くのプロフェッショナルと協同し

て仕事を進めていかなければなりません（が、実際には競争的学習の残り香をぬぐい去る

ことのできない多くの医師によって、医療現場にはいやな、いやなヒエラルキーがつくら

れてしまっています）。そのことに着目して“Story-centered curriculum”が創られ、実

施されています。簡単に説明しますと、例えば経営学部（や商学部、あるいは一部の経済

学部）では、経営学、会計学、労務管理、マーケティング、その他諸々の科目が開設され

ており、それを学生は一つずつ、あたかも互いに独立したものであるかのように学びます

が、実際のビジネスシーンでは、それらが複合して現れているわけですね。このギャップ

をなんとかして埋めなければならない、そんな発想から始まったのが、このカリキュラム

です。実際の職業現場において生起するシーンを貴重な素材として学びがはじまるのが、

大いなる特徴です。それも医療系でかなり充実したものが創られているのですよ（あるい

は Interprofessional Education として既にご存知のことでありましょう）。／わたくしは長

らく看護系の大学あるいは学部、時には専門学校で教鞭を執ってきました。彼女たち（少

数の彼ら）に共通しているのは国家試験に合格することが目標であるという勘違いです（同

様にながらく携わっている教職課程でも学生は教員採用試験に合格することが目標だと勘

違いしています）。試験に合格することはスタートにすぎません。それが目標だったら、目

標をかなえたあと、何をするというのでしょう。授業では何度も同じ質問を繰り返します

（看護学部でも教職課程でも）。あなたは何になりたいのですか。「看護師です」「教師です」。

そのような答えが返ってきた後に、さらに尋ねます。「あなたは何になりたいのですか」。

学生は戸惑います。先生は私の答えを聞いていないんじゃないかしら。再度、同じ答えが

彼ら彼女たちの口から出てきます。私はもう一度尋ねます。「あなたは何になりたいのです

か」。この辺りから学生は先生（私）が求めている答えは「看護師」や「教師」ではないの

かもしれないと気づき始めますが、だからといってどのように答えればよいのかはわから

ず、戸惑い、やがてちょっとした憤りさえ覚えるようです。ここから私の話が始まります。

「看護師になりたい」「教師になりたい」、それはとても大切なことだが、それが目標だと
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したら、試験に合格した時点で目標は消えてしまう、あなたたちが看護師・教師を目指そ

うとしたのは、例えば親が看護師・教師であり、その姿を見て、自分もあんな看護師・教

師になりたいと願ったのではないか、あるいは幼い時に患者として出会った看護師のすが

たに感銘を覚え、自分もあんな看護師になりたい、児童や生徒として出会った教師のよう

になりたい、そんな気持ちがあったからなのではないか。大切なのは、看護師や教師にな

りたい、ということではなく、どんな看護師・教師になりたいのか、ということである。

これこそが目標である。この目標は資格試験に合格しても消えるものではない、職業人に

なったからといって消失するものでもない、これがなければ職業人としての誇り、生き甲

斐、それは満たされないのではないか云々。おわかりいただけるでしょうか。国家試験に

合格することはあなた（たち）が望む職業人になるための通過点でしかありません。職業

人としてのアイデンティティを豊かなものにしていくためには、そんなところに目標を置

かないようにしなければならない。わたくしの祈りにも似た願いです。そんな願いや思い

も学生をアクティブな学習者にしたいという行動の原点にあるのかもしれません。 

 

私は今日アクティブ・ラーニングについての、このような講義は初めて受けました。アク

ティブ・ラーニングのことは全く知らなく、最初はぼーっと聞いていました。話を聞いて

いくうちに、どんどん引き込まれていき、「空は何で青い」とか、「欧米ではなんで〔大学

が〕9月始まり」とか、なんでとは思うけど、調べたことはなかったことが出てきて、「あ、

気になる」という感覚が出てきました。また確かに面白くてわかる授業より、面白いけど、

わからない授業が良い授業という意見を出す人が増えているのは分かる気がします。私も

そっち派です。わからないから気になる、だから調べるし、考える。この動作を生み出す

ことができる授業がアクティブ・ラーニングだと私は思いました。（隆啓）→授業そのもの

がアクティブ・ラーニングなのではなく、そこで学生が能動的に学びに取り組む姿こそが

アクティブ・ラーニングなのだとお心得ください。もちろん授業担当者は受講生がそのよ

うな学びの姿勢を自然に取れるように配慮しなければなりません。しかし、授業そのもの

がアクティブ・ラーニングということはないのです。「授業」とは「授ける」という字がそ

こに付されていることから分かるように、基本的にはこれを提供する側からの謂いなので

すね。対句は「受業」ということになりますが、これはいかにもパッシブ。「じゅぎょう」

から脱することがアクティブ・ラーニングには大切、というか、不可欠なのだろうと思い

ます。 

 

原点をたどる問いをもっと感じながら解きたい。今までは問いを考える機会がなかった、

少なかったので、今回のようなアクティブ・ラーニングは頭を使ったので、ずしっと頭が

重たいです。違う物の見方をもっとしたいと思う。やわらかい頭になるように練習をして

いきたいと思います。本日はありがとうございました。（賢）→多面的なものの見方、柔軟

な発想。誰しもがその価値と意義を認め、できることなら我が手にそれを収めたいと願う

ものですね。小職の担当する科目でもこれを目指します。しかし手取り足取りで教えるこ

とはしません。どうしたら多面的な視野・視座を持つことができるようになるのか、柔軟

な発想の原点はどこにあるのか、それを自分たちで発見するようにあれやこれやと工夫を

凝らし、デザインを施します。骨の折れる営みですが、実はとっても楽しい。もっと楽し

いのは、そのことにはっと気がついた学生の瞳がきらきらと輝き始めるのを見る時です。

ここでは「コツ」や「秘訣」を伝授することはいたしません。その理由は上に述べた通り
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です。 

 

私は“アクティブ・ラーニング”という名があるのは、実際教育を行ったあとに出来た言

葉だと思いました。教員から沢山のボール（情報）が投げられ、それらをキャッチする為

に学生が動く、その学生が返したボールをキャッチする。このような流れで出来た言葉か

と思っていました。単純に内容はおどろきの内容ばかりで、正直、一歩先を考えるという

より、吸収したいという思いで一杯でした。今、このようなモノを書くにあたって、それ

こそ先生が今日話して下さったことが思い出されます。見ている側を飽きさせないこと、

それ以上に魅きつける〔→惹きつける〕力、本当にただただ尊敬するばかりです。今日、

この「アクティブ・ラーニング」、先生の話を聞くことが出来て、すごく嬉しいです。あり

がとうございました。（志保）→お褒めにあずかりたいそううれしゅうございます。でもね、

それは教師としてのマナーだとわたくしは思っています。教師の「教えたがり病」「教えな

ければ病」「教えるのが当然病」、これらの病を治癒しなければ講義において学生がアクテ

ィブな学習者になることは、ほぼありえません。このたびはたった一度限りの講義（講演）、

15 回を重ねて大切な何かを伝え、そして考えてもらう通常の講義とは似ても似つかないも

のにならざるを得ませんでしたが、わずかながらでもわたくしの講義に臨む気持ちが伝わ

ったのなら、それはたいへんうれしいことです。ありがとうございます。 

 

近頃、私は物事の「本質」に目を向けることを心がけています。本質に目を向けるとき、

いつも「なぜ」という疑問を持つところから始まります。原点回帰というワードがありま

したが、何か「問い」に対して「答え」を見つけるとき、正しく「問い」を受け取らねば、

正しい「答え」を導き出すことができません。だから「問い」の本質を考える必要がある

と感じていました。そんな中、今回、アクティブ・ラーニングの話を聴く機会があり、「問

い」の重要性という部分に、すごくすんなりと納得することができ、更に「問い」の本質

を見るために原点回帰というものが重要だと気付くことができました。（知之）→それはと

ても大切な考え方であり、姿勢であると思います。そこにもう一点付け加えてほしいと願

うことがあります。それは「正しい答え（最適解）」が必ずしもあるとは限らない、という

選択肢です。その時、その場面では正しい答えかもしれないけれど、異なる時、別の場面

では正しいとは限らない、そのような答えだってあるはずです。問いには必ず正解が（た

った）一つ（だけ）ある、という固定観念からも自由になってほしい、わたくしはそう願

っています。 

 

アクティブ・ラーニングを学んで感じた事は、とても奥が深いなと感じた。アクティブ・

ラーニングは授業が楽しくあっという間に過ぎるのに、自分で調べようとする自主性やグ

ループの仲間の協調性も自然と身につくだろうなと思いました。今日の授業に参加して、

とても楽しかったし、ためになりました。（和徹）→「漢だろ？見せろよ根性」というチー

ム名、よいですね（最近は「なでしこ」のパワーや根性の方が男性のそれを上回っている

ようですから）。さて、確かに自らが能動的に動いて学んでいる場合は時間の経過を短く感

じるものです。しかし、どうしても解決の糸口の見つからない問題に遭遇した場合には、

時がいたずらに、あるいは足早に過ぎ去っていくことにじりじりと焦りを覚えることだっ

てあるのです。能動的に学ぶのはいつもいつも楽しいことばかりではないのだとお心得く

ださい。とはいえ、困難に遭遇し、挫折や失敗も経験し、でも、それをなんとか乗り越え
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た時に、「いつもいつもの楽しさ」にまさるものが得られるのだと思います。今回はみなさ

まに失敗を体感してもらうまでにはいたりませんでした。ですから体験した楽しさは実際

の半分程度だと想像していただけたらなによりです。 

 

親の背中を追いかけるようなものだと感じました。自分の親父はたぶん違うと思いますが、

アクティブ・ラーニングは自ら問いを探して、みたいな所が背中を見て育てと言っている

ように思えました。（雅輝）→なるほど、それはなかなかおもしろい例えですね。大学の教

師は学問に関しては皆様の先輩に相当します。芸は教えられるものではなく盗むもの、そ

んな心意気に通ずるものが学問の世界にないともいえません。与えるのは、だから実は学

問の世界にはあまりなじまないことなのかもしれませんね。だとしたら、背中を見せる、

背中で語る、そんなスタンス、スタイルがよいのかもしれません。もっとも追いかけたく

なる魅力を備えた背中でなければならないとは思いますが。 

 

普段、受講している授業が受動的で退屈なものが多いと思っていました。学生が主役とい

うのは今まで考えてみたこともなかったです。大学はお金の負担が高い教育機関という固

定観念しかありませんでした。入学してから今まで「問い」を見つけると必ず「答え」を

導かないといけないとあせりながらも答えを出していました。「なぜ大学はこんなにもお金

がかかるのか？」という問いの答えとしては、問いを見つけ出し、答えを探求する場をつ

くるためだと思っていましたが、今日、改めて答えを洗い出さないといけないと思いまし

た。（賢人）→お金の負担が高いのは、アメリカ、日本、あるいは韓国。他にももちろんあ

ります。しかし、反対にほとんど負担をしなくてすむ国、エリアもあります。ヨーロッパ

は原則、大学の授業料は無料もしくは低料金（有料化・高額化という政策が出されると反

対デモが起こります）。フランスでは 30 歳を越えて大学に在籍していると国からお金が支

給されます（今もそうなのか、確認しなければなりませんが）。狭く日本の大学のことだけ

しか見ないのではなく、広く世界の大学を視野に入れてみましょう。つまり「問い」の立

て方を変える、ということです。 

 

大学で学ぶという考え方が変わりました。与えられたものをするのではなく、問題を自分

で考えるということは、アクティブ・ラーニングの考え方そのままだなと思った。先生の

おっしゃっていた、教師も教え方を考えなければならない、というのは、とても心に残っ

た。先生のされるアクティブ・ラーニングの講義は、他では体験したことのないものばか

りで楽しく、わかりやすいものだった。グループワークとはどういうものなのか、どうや

ってはじめるものなのかを学ぶ事ができた。（大夢）→「学ぶことができた」とお書きいた

だいて、たいそううれしいです。さて、教師が教え方を考えなければならないのは、教え

方について学んだことも、誰かに何かを指摘されたこともないのですから、言うなればこ

れは理の当然。しかし知の蓄積量で上回っているのであるから、当然、教えることができ

る、教える資格があるという考えが、これまで支配的でした。その根本から見直すのでな

ければ、教え方のマイナーチェンジ程度の波及効果しか生み出しません。闘いはながく続

くに違いありませんが、がんばりたいと思います。 

 

今まで問いについて深く考えた事がありませんでした。与えられた課題をただこなして知

識を増やしていく。でも、それはとても無意味なもので一時的な知識の貼り付けだったの
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だと感じました。大学で積極的に生徒〔→学生〕が授業に出なくなったり、話し合う事な

ど全てが面倒くさくなった事も、学ぼうとする意欲をなくしてしまったからだと思います。

自分が興味を持ったり、おもしろいなと思った事に人は興味を持つので、全て全力で与え

るのではなく、暖かく〔→温かく〕見守る事も重要なのだなと感じます。例えば恋愛など

も全部知っている人より、不思議な一面を持っている人のほうが、もっと知りたいと思わ

せると思います。なので、このやり方はとてもいいと思いました。（寛貴）→恋愛にたとえ

られるとは思ってもいませんでした。知らない、だから知りたい。なるほど、全く相似点

がないというわけではなさそうですね。大切なのは「知らない」ことやものがあると気づ

くこと、それを「知りたい」と願う自分の気持ちにも気づくこと、そのような気づきへの

手助けを教師がそっと、ほんとうにそっとしてあげること、だと思います。 

 

今日の授業に参加して、アクティブ・ラーニングを目指す上でどうすればそんな姿勢にな

れるのか、こんなことを行ったらアクティブ・ラーニングにつながるのではないかという

話を聴くことができてよかった。やはり今までの私の場合、問いが与えられたら答えが必

ず待っていて、答えもそのうち与えられるという思考になりがちだったし、メモをとりあ

えずしておけば、そのなかに答えにつながるものが何かしらあって、メモをするだけで安

心感を覚えて、考えるということをあまりしなかった。だから、今回聴かせてもらったよ

うなアクティブ・ラーニングであれば考える力がちゃんとつくので、そんな姿勢を身につ

けたいと思った。（奈々）→そうなんです。大切なのは考えること。考えようとすること。

考えたいと実は望んでいる自分の気持ちに気づくこと。それさえ忘れなければパスカルも

きっと微笑むことでありましょう。きわめて単純なことながら、日常生活の中で実践する

のは、ちと難しいことかもしれませんが、心がけましょう。幸せに近づくために、です。 

 

私は中学校の時代に高校受験のために受験勉強をして、受動的な勉強に飽きました。高校

以降は学校の勉強や大学受験の勉強をあまり気にしないことにしました。そのように自分

はアクティブ・ラーニングを心がけているのですが、周囲を見ていると受動的な勉強をた

だ受け容れている人たちばかりで、とても残念に感じます。学問に対する姿勢は各個人の

自由なので、それを否定することはできないと思いますが、個人から変革しなければ大学

全体を変えることもできないと考えられ、限界を感じてしまいます。（真）→そこに近づく

者に一定のスタンスやスタイルを、自然に、あるいは敢然と要求する「もの」が、この世

の中にはあります。「真実」「真理」そしてそれを求める「学問」がそのひとつなんだとわ

たくしは思っています。ですから「学問に対する姿勢は各個人の自由」とは、そのような

約束事の上に初めて成り立つものなのだと思うのですが、いかがでしょうか。全くの野放

図ではない、何もかもが「その人」の自由意思の支配下にあるものではない、これほど明々

白々なことをいまさら取り上げなければならない時代的思考を悲しむやら、驚くやら…。

でも諦観は持たないように、それを自らに課しています。 

 

今日、感じたことは答えが“I am a dog.”という風に、日本語で「私は犬です」という風

な答えになるように質問を考えるという発想は自分になかったので驚いた。アクティブ・

ラーニングの手法をもっと知りたいと感じた。（隼兵）→日本語で「私は犬です」という表

現がどのような文脈において発生するか、それを考えることが大事、というメッセージで

す。言葉を字面だけで捉えていては、答えを探すことも、問いを掘り起こすこともできな
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いからですね。／アクティブ・ラーニングは手法ではないと何度も申し上げました。お間

違えのないようにお願いします。 

 

本日は貴重な講義、本当にありがとうございました。いつもと違った視点で、悪く言えば

少し屁理屈の様な（笑）。それぐらい自分の視点を変えさせられました。自分の大学に先生

がいらっしゃれば、また自分の人生は変わっていたかもしれません。また機会があればよ

ろしくお願いします。（亮太）→どの辺りに「屁理屈」を感じ取ったのか、教えて下さいね

（笑）。／自分の人生は自分で切り開くものです。それが「主人公」ということです。その

ことはどうかお忘れになりませぬように。／ヨーロッパでは学生は自由に複数の大学の間

を往き来します。こっちの大学の物理学の先生の授業を受けたい、あっちの大学の哲学の

先生と話がしたい、あるいは自分が師と仰ぐ人が大学を異動した、だから後をついていく、

事情は様々ですが、所属する大学ではなく、自分の学びたいものやことに忠実であろうと

する、それが彼の地の学生です。ヨーロッパほどの自由はないかもしれませんが、狭いニ

ッポンではありませんか、いつでも遊びにいらしてください。あるいは何処かで開催され

るであろう講演会に足をお運びください。きっとまた会えます。会いましょう。そしてそ

の後、一献、傾けましょう。 

 

ただ自分で調べて知るより、三浦先生の話し方や導入の仕方によって、より興味を持って

知ることができました。授業がつまらないからといって諦めるのではなく、こちらからも

学びたいという姿勢を見せることが大切だということが分かりました。ぜひアクティブ・

ラーニングができる生徒〔→学生〕になりたいと思ったし、そのような学生に応えて下さ

る先生が増えれば良いと思いました。私の専攻は語学なのですが、そのような場合でも、

今日お話にあったような、問いを敢えて言わなかったり、学生が授業を作るということは

可能なのでしょうか。私の勝手な考えとしては、語学系の講義というのは他の講義とは形

態が違うような気がするので…。今日はありがとうございました。とても楽しい時間でし

た。（実乃里）→懇親会の席で語学を担当している先生とお話をしました。その先生曰く、

いつからか教えることを止めた、とのことでした。語学でも、問いを明示しない、学生が

創る、そのような授業は可能だと思います。大切なのはそれを願う真摯な気持ちですね。

学問分野によって、あることが可能であり、あることが不可能である、と決めつけるのは、

悲しく、益なきわざであるとお心得ください。／脱線します。天使にラブソングを２。ご

覧になりましたか。あの映画を小職は非常勤先の大学で受講生に見てもらいました（映画

館にまで連れて行って。人数的には不足だけれど、団体割引までしてもらう算段をして。

時期的に山田洋次監督の「学校」が上映されていたので、受講生は映画を見るとはすなわ

ち山田洋次監督作品を見る、いや、見せられると思い込んでいました。既に学校文化に汚

染されるだけの準備状況が教師になる前に用意されているのですね）。視聴後、反省会の席

で、過半の学生が、音楽だからできた話だとの感想を口にしました。わたくしは悲しい思

いに包まれながら、それは違うと訴えました。学問や教科目でものごとを分け隔てる発想

から自由にならなければ、あたらしいものは何も生まれません。断言してもいい。まわり

みちをしましたが、あなたの専攻が語学だからといって、なにごとかを諦めたり、はなか

らないと想定したりするのは決して正しいことではない、そのことをお伝えしたかっただ

けです。伝わりますように。 
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今日、参加して、なにげない疑問って大事だなぁと感じました。例えば、今までアクティ

ブ・ラーニングという言葉を知っているつもりで使っていましたが、何でラーニングじゃ

ダメなのか、何でアクティブをつけるのかという疑問を持つことなく過ごしていたからで

す。他には、私は今まで問いは与えられるものだと、勉強の面で思い込んでいた面があっ

たと思います。授業で問いを見つけるという授業に出会ったことがなかったので、もし課

題を見つけてこいと言われたら、自分ならどうするだろうと考えてみようと思います。そ

して、一度、問いと答えとを考えて、誰かに解いてもらいたいと思いました。（美里）→私

たちは情報を与えられると（あるいは情報に出会うと）、よほどのことがない限り、「そう

か、そういうことがあるのか」「なるほど、それは知らなかった」と、まずは受容しようと

するようですね。「よほどのこと」とは、世間一般の常識（そもそも、それは一体何である

のか、と問わなくてはならないと思うのですが）、もしくは自分の経験、あるいはその双方

に照らし合わせて、それはおかしい、変だ、ありえないと感じることを指し示すと考えれ

ばよいと思いますが、そのような印象を抱かない場合の「情報」は「なぜ」のフィルター

をスルーしてしまうような気がします。…ということをまずは心得ておきましょうね。そ

して、常に「何故どうして」のフィルターをクリーンに保っておくようにしましょう。わ

かりにくい表現になってしまったこと、お詫び申し上げます。でも、心意気だけは読み取

ってほしいな。 

 

今日は途中から参加したため、最初からお話を聞くことができませんでしたが、楽しく学

ぶことができました。今まで何度かグループワークをしたことがありますが、初対面の人

と同じ席に座り、用意された課題をやるだけでしたが、グループワークとは？から自己紹

介（漢字まで覚えてしまう）、自然と協力してやってしまう課題まで教えていただきました。

たくさんの人と仲良くなれて、楽しいグループワークを教えていただきありがとうござい

ました。（美冴）→コンパに遅れて店に入っていった時の、ちょっとした気まずさ。でも、

それは本人の気の持ち方、周囲の配慮によって格段に軽減されるものですね。それと同じ

ことが授業にもあてはまるとわたくしは思います。遅れて教室に入っていっても、いつの

まにか楽しめている、そんな雰囲気を作れたらいいなと常々思っています（コンテンツに

関するディレイについては、教師もしくは Learning Assistantがフォローすればよいだけ

のことですから）。というスタンス、スタイルを守りたいと願っているわたくしにとって、

途中参加のあなたに楽しかったと感じていただけたのはとても嬉しいことです。グループ

ワークを楽しむ秘訣は、誰もが主人公であるということを、誰しもが自然に尊重するとい

う当たり前のことを当たり前のように守る、それに尽きると思います。教師がありとあら

ゆることをコントロールするのだというような金科玉条を保守しているようでは、それは

なかなか実現できないとわたくしは思っています。ただしいことは、そして、うつくしい

ことは、常に何かとたたかうことで得られる、わたくしは、なんとなくそのように感じて

います。いかがでしょうか。 

 

僕もアクティブ・ラーニングのことを手法だと思っていました。大学の講義を体験型にし、

演習形式にすることで学生が主体的に学べるようにするだけだと考えていました。ですが、

今回の三浦先生のお話を聞いて、その起源や考え方など、事実だけでなく、その理由につ

いても教えていただき、非常に納得しました。特に、問いを考えることは、個人的には非

常に印象に残っています。普段の生活の中で、何かを疑問に思うことや、その原因を気に
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することは少ないと思います。だから、自分で考え、問いを発見し、それを解決していく

という習慣が身についていません。そのことすら疑うことなく学んでいくのは非常にもっ

たいないと感じました。教職を目指しているので、このような考え方は大切だなと感じま

した。（雅穂）→あなたの、その「気づき」はとても尊いと思います。どうか、そのことを

忘れないようにしてくださいね。／学校（特に初等・中等教育段階にある学校）は「ある

論理」によって支配されています。まずは、そのことに気付いて下さい（既にお気づきか

もしれませんが）。教科書は間違いだらけ、そのことも知って下さい。あなたがどの学校段

階の教師を目指しているのかを知りませんが、例えば「たぬきの糸車」を学習指導要領が

どのように料理しようとしているのか、それを知って愕然としないのであるならば、「未来」

を託す魂、命に大切なことを教える資格はないのだ、それぐらいの心意気を持ってほしい

なと願います（高校教員を目指しているのであるならば、「地球へのピクニック」、この名

作がどのように解釈されているのか、それを知っておいて下さい。国語は自分の専門では

ない、というような狭隘なる了見は捨て去ってくださいね。国語は誰にも等しく大切な母

語に関する科目なのです）。悲しいことに、多くの大学では教職科目を担当する教員が学校

教育の現場をよくは知っていません。最近になって教育現場でのキャリアのある人材を教

職科目担当教員として配置するようなことがおちこちの大学で採り入れられてはいますが、

はてさて、専ら管理職業務にひたってしまった人々に、何が正しく、何が間違っているの

かの判断をゆだねていいものかと、わたくしは危惧しています。／判断基準は、あなたが、

親になった時に、自分のこどもをこの教師に任せられるかどうか、それに尽きると思いま

す。残念ながら、孫ほど年の離れた我が子を託して安心という教師は、自分の教え子以外

に見当たりません。まずはそのことを真摯に受けとめてほしいと思います。う～む、とり

とめのない話になってしまいました。お許し下さい。 

 

とても参考になるお話をありがとうございました。たしかに、自分の学校生活のことを考

えると、ほぼ一方的に知識をおしこまれるばかりでした。それが私には当たり前で、むし

ろ「問い」を探せと言われる方がしんどいなぁと思う場面が多かったように思います。知

識をどんどん押しつけられる中に楽しみを見つけることが楽しみであると感じていたので

すが、全然そんなことはなかったんだなと、今、とても感じています。それもそれできっ

と悪いことではないのだと思いますが、それ以上に「楽しい」と思えることがここにある

んだなと実感しました。今日はありがとうございました。楽しかったです。（萌梨）→。「問

い」を与えられて、その「答え」を見つけたら、そのあと、どうしますか。「答え」を得た

ことに満足して、そのストーリーはおしまい、そんな風になってしまいませんか。「答え」

から探す旅は、往々にしてそんな結末になってしまうようです。でも「問い」を探す旅に

は終わりがありません。果てしなく、止めどなく、というよりは、常に何か新しいもの、

楽しいこと、わくわくする感じ、それを求めるのが、その「旅」の姿なのではないか、そ

のように感じています。今回は、一度きり、しかも 90分、このような制約のある中で、ど

れだけ、何を伝えられるのか、ある意味、挑戦でした。でも、楽しいと感じていただけた、

そのことをこれからの糧にしたいと思います。ありがとう！ 

 

刺激や、おぉと思うことが多すぎて、頭の中で処理しきれなくて、ついていくのに必死だ

った。でも、問いには理由があって、原点に帰るとわかりやすくなるというのは、とても

納得したし、「なんで？」ということを突き詰めていくと、たくさんのことがわかるんだな
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ぁと感じた。でも、やっぱりグループワークや、こうやって話すときは、どうしても今ま

でやってきた個々の役割が出やすく、というか、出て役割をこなさないとワークは成立し

ないけれど、新しく自分の役割を見つけたい人にとっては少し難しいなと感じた。→今回

の、限られた 90分の講演（講義）に、ありとあらゆるものの「答え」を見つけようとしな

いでくださいね。講演者は講演者なりに、いくつかの可能性（可能態）を想定して話を可

能にする状況を作り上げて臨みましたが、そこに用意されたものが、このたびのサミット

（の答え）なんだ、そのように思い込まないように。／御自らが体験したグループワーク

の可能性と限界について、真摯に考える時を持ちましょう。…いや、持ってくださると嬉

しいです。／「難しい（と感じられる）こと」だからこそ、チャレンジする意味と価値が

あるのですよ。 

 

アクティブ・ラーニングという言葉を多く耳にし、なんとなく「自分から学ぶことが大事

なんでしょ、はいはい」みたいな気持ちだったが、考える楽しさを知った。普段の授業で

は圧倒的に考えるということをしていない。そもそもどうやって考えたらいいか分かって

いないと思った。だから、こういう授業が増えたら楽しそうだと思ったし、同時に先生達

もこういうやり方を知らない、または知っていてもやろうとしないのかと思った。自己紹

介の仕方が素晴らしく良い案だと思った。私は自分の名前が好きだし。（伽映）→「知らな

い」もしくは「知っていてもやろうとしない」の他に「知ろうともしない」教師もいると、

残念ながらお伝えしなければなりません。そこには様々な理由が考えられますが、そうす

れば授業が俄然、楽しくなるのだ、という経験を有していない（から知らないという）こ

と、あるいはそうなるだろうと想像できないでいること、それはとても大きいのではない

かしら。でも、そのような教師の姿勢を変えることができるのは、間違いなく学生です。

上手に働きかけてみましょう。“Let’s”の精神で！ 

 

「アクティブ・ラーニング」の考え方を改めて知ることができました。私は大学の授業に

おいてアクティブ・ラーニングが体験できると思って（あるいは期待して）入学しました。

しかしそれを体験できるのは本日の話の中で出た「ゼミナール」や実践演習の授業のみで

す。外国の小学校でもアクティブ・ラーニングが可能な授業を行っているにも関わらず〔→

かかわらず〕、日本でどうして普及していないのかが、今回、抱いた私の問いです。それは

私が心の中で考えていても何も始まらないのかなと思いました。今回のように皆でアクテ

ィブ・ラーニングについて一緒に考えることが大事だと思います。そして動き出すことも

大切になってくるように感じます。これは学生だけの問題ではないし、先生たちだけの問

題でもないと考えます。この点においてパラダイムシフトしていくことで、より主体的な

学びの実現に繋がっていくのではないかと思います。（綾乃）→心の中で考えているだけで

は何も始まらないかもしれませんが、心の中で考え、それをあたためていくことも大切な

ことだと思いますよ。／学生だけの問題ではないし、先生たちだけの問題でもない、とい

うご指摘、まさにそのとおりだと思います。なぜなら、大学の授業とは学生と教師の双方

でつくっていくものだからですね。／お節介とは思いつつ、「関わらず」は“have no relation 

to”、すなわち「関わらない」という意味です。“Nevertheless”の意味の時には、通常、ひ

らがなで表現します。 

 

受動態。今日、僕が気になった事はサミットのテーマと学生さんの考えです。テーマは「意
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識改革」とありますが、オープニングの時に耳にした言葉は全て、環境のせいや、周りの

せいばかり。FDの存在意義をものすごく考えました。なので、三浦先生がおっしゃられた

「受動態」という言葉にとても反応しました。今はこのサミットが終わった後やエンディ

ングの時に感想なりを発表される時が本当に楽しみです。本当にテーマに沿った話し合い

が出来たのか、意識改革に踏み出せたのか。途中参加でしたが、とてもおもしろい話が聞

けました。ありがとうございました。（敬済）→この広場「PartⅠ」（第一部用）にも書い

たので気が退けますが、手垢のついた、というよりは、しみついた「意識改革」というキ

ャッチフレーズ。どうして、人はこんな言葉に希望を託すのでしょう。「意識改革」という

言葉をお経のように唱えれば、それがかなうと考えてしまっているのでしょうか。あなた

の疑念、不安、そして不満、わたくしはわたくしなりに理解したつもりでいます（まさに

同感。このことについては懇親会でお話ししましたよね）。意識を改革する（させる）ため

に、何が必要なのか、それを真摯に考えていれば、「意識改革が必要である」というフレー

ズは実は浮かびあがってこないはずなのです。そんなフレーズを口にしている間に、もっ

と大切なことをしたり、言ったりしなければならないからです。さぁて、あなたなら、あ

なたの身近にいる若い魂に大切なことを訴え、伝えるためにどんな言葉を紡ぐのでありま

しょう、どんな行動を示してあげるのでありましょう。なんとなぁく、目に見えてくるよ

うで、わたくしは個人的には、にそにそしてしまいます。／わたくしの担当している「大

学教育論」という授業でも、序盤では同じこと（体制への不満など）が発生しています。

でも、わたくしはそれをもっともっとクリエィティブな方角へと軌道修正していくための

工夫やサポートを心底望んでいるのだと、正直に受講生に伝えています。学生は変わって

いきます。それを可能にするものは学生の中にある変化・進化を望む気持ち、それのみだ

と思います。学生主体、学生が主人公、主役たる学生が active になる、どうやら、これら

のフレーズやコンセプトが共通して落ち着く場所は限られるようですね。 

 

こんな授業があったらいいなと思っていたものが、まさにここにあった。目からウロコの

講演で、知らないことをたくさん知ることができて、また、自分で考えるきっかけを持つ

ことができて、大変よかった。（直人）→私が授業をする際に心がけているのは、自分が学

生時代に受けることのできなかった、「こんな授業が大学にはあるはず（あってほしい）」

と思っていた（願っていた）授業を自ら実践しよう、ということです。今回は初対面であ

り、しかもこの場限りである、という、かなり限定的な文脈での授業でした。やりにくい

といえばやりにくい、でも、そういうコンテクストを経験しておくのも意味があるに違い

ない、わたくしの中で様々な想いが去来しておりました。そこへこのレポート。苦悩の日々

が（大げさですね、苦悩の数分が）報われました。ありがとう。「初対面、かつ、この場限

り」でも、コミュニケーションが生まれ、ラポールの予感もある、とても貴重な体験をす

ることができました。ありがとう、再度。 

 

なんで？と考えるのは面白いと思いました。行きの飛行機で一つ一つの事に何で？の疑問

を持てると面白いよね！という話を後輩としていたのでタイムリーな話題でした。アクテ

ィブ・ラーニングをフルで体験してみたいと感じました。概念を知って、そのものを知っ

たつもりになるのではなく、その存在の意味や特徴・背景を考えていくことが重要である

と改めて感じました。そして何より、まずは自分がアクティブになることから。（和真）→

そのとおり。そして、そのきっかけは、いつでも、どこにでも、あります。まずはそれに
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気づくことから。そしてそれを思考と行動に移すことから。 

 

自分の考えはその場にある情報を元にしか考えていないと感じました。原点にまで帰る、

ということで、現在に至るまでの経緯を知れるだけでなく、なぜ始まったのかという理由

にまで行きつけるからです。ワークで行った「欧米の大学はなぜ 9 月始まりなのか」とい

うものも、自分が無知すぎてマイナスからのスタートだったと、ひしひしと感じました（例

えば欧米の四季で 9月は何なのかや、本当に欧米の大学は 9月始まりなのか等）。事前知識

があることで、物事の考え方の幅は広がるし、考えのスピードも速くなるだろうと思いま

した。今回のレジュメにあった（おまけ）について、どんどん掘り下げていくだけでも自

分の知識はすごく増えると思います。現在は就職活動中で、エントリーシートを書く時、

一つ一つについて「なぜ？」「いつから？」など、一つ一つ掘り下げて書きました。様々な

物事に対してグループで話し合うことで、新しい知識、考え方が生まれることを再確認し

ました。欲を言えばもっとゆっくり受けたかったです。（ちさと）→知らないことはマイナ

スではありません。誰だって、最初は知らないところからのスタートなのですから。知ら

ないままで放っておく、これがマイナスなのですね。／「おまけ」は「たったひとつのこ

とがら」からでも、どんどんずんずん「問い」が生まれてくるというイメージをつかんで

いただくために用意しました。それを少しは実感していただけたようでなによりです。「考

えるスピード」、これはいたずらに求めなくても、いや求めない方がよいような気がします。

なるほど、目から鼻に抜けるのはいかにもクールであると感じられますが、じっくり丁寧

に思索を積み重ねる方が、いくつもの考えをあたためられてよいのではないかしら。そん

な気がします。／このたびはインストラクションと体験（体感）ゾーンの双方を求められ

ていたので、いささか気ぜわしく感じられたことと思います。お許しください。わたくし

が担当しているクラスでは、もっとゆったりと時が流れていきます。一度、遊びに来てく

ださいな。 

 

私は教職免許を取得し、教師になるために大学に通っていますが、中教審の答申に疑問を

持つことはなかった…というのか、持ってはいけないと思っていた。何故なら試験に合格

するために。FDを軸に、これまでの教えられかたについても触れ、答えを教えてもらえる

こと、問いを与えられることに慣れてしまっていたり、教える側も、教えられる側も疑問

を持つことができていなかったことに気が付いた。そして、子どもの頃に“山が近付いて

きたり、山が逃げていったりする”ことを思い出し、その頃は先生の教え方に疑問を持て

ていたことにも気が付いた（思い出した）。どうして疑問を持てなく（持たなく）なったの

だろうか。社会に適応するために、そのように教えられたため、何かどれも違うような気

がするし、人によってそれは異なるのかもしれない。もとから持っていない人もいるかも

しれないし、気付いていない人もいるかもしれない。考えるのが楽しくなってきたので、

宿題にして考えようと思う。（匠）→よい宿題を見つけましたね。でも、どうか答えを急が

ないようにしてください。／中教審答申の日本語としてのみすぼらしさにきちんと反応で

きる日本人であってほしいと願います。また、先にも書いたように、学習指導要領にも、

教科書にも間違いはいくつもあります。どうか、鵜呑みにしないようにしてください。／

教員採用試験の面接において、ことさら中教審答申がどうだとか、学習指導要領がどうの

とか、わざわざ口にする必要などありません。それは自分の頭と心の中に置いておけばよ

いだけのことです。／心底、中教審答申や学習指導要領を信じています、などと宣言する
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必要などもないのだということもお忘れになりませぬように。中教審答申に疑問を持たな

いことと試験に合格することとの間には何の関連性もありません。こちらもお間違えのな

いように。／試験に合格することを目標にしないようにしてください。受かってしまった

ら目標のない教師になってしまいます。大切なことは何なのか、じっくり考えて下さいね。 

 

主体的に解ではなく問いを考えることの面白さと重要さとを知った。この姿勢は物理を探

求する上で非常に重要となる。これは新しい理論の構築、物質の作成には、問題集に与え

られるような解のある問題を解くのではなく、問題そのものへのアプローチが重要となる

ためである。今回の授業では、今までの教育ではこの点をないがしろにしているというこ

とを再認識させられ、以後の改善の重要性が感じられた。ただ、こうした Active Learning

を行うには、比較的小規模のゼミ等を多く行う必要があり、現行の大人数の生徒〔→学生〕

対 1人の教授といった授業の改善も必要だと思われる。（直久）→Active Learning を実施・

展開するにあたって、クラスサイズはそんなに憂うべき事柄ではないというのが、私の経

験から得た印象です。当初、「大学教育論」は 400 名近くの受講生を抱える大規模講義でし

た。学生スタッフ（ラーニング・アシスタント）がいなかったり、教室のアメニティがす

こぶる悪かったたりしたために、十分なことはできませんでしたが、多くの受講生がその

後の可能性を予感してくれました。現在は 60 名前後の規模で推移してします（可動式の机・

椅子が備えられている教室を利用しているためです）。一般的なゼミの規模よりは大きいで

すが、アクティブ・ラーニングの展開は十分に可能です。学びをクラスサイズの函数にし

てしまわないほうがよいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

発想の大切さ、頭の使い方、切り口の捉え方。ライティングシートは使ってみたい。学問

モデルを実践してみたい。アクティブ・ラーニング・ネットワークに入りたい。（茂）→ア

クティブ・ラーニング・ネットワークは 4 月に始動する予定でいます。今しばらくお待ち

くださいますよう、お願い申し上げます。ライティングシートの他に Nu-board もおすすめ

です。 

 

私の大学では、今年度、新しく AL教室（アクティブ・ラーニング教室）が開設されるなど、

アクティブ・ラーニングに対する学校側の動きが最近目立っています。その中で、他の大

学でのアクティブ・ラーニングはどういうものなのか、興味があってこのブースに参加し

ました。大学とはそもそも学びたい人が自発的に学ぶ場であり、最初はアクティブ・ラー

ニングであったという歴史を初めて知りました。私自身、学生 FDサミットという、全国の

頑張っている学生のサミットに参加しているのに、学ぶことに対していまだ受身の部分が

大きいと自覚しています。せっかく大学生になったのだから、もっと自発的にならなくて

はいけないと感じます。グループワークは、そのグループの相性にもよるのですが、基本

的にはいつも楽しいと感じています。こういう授業がもっとあればいいのになぁと思いま

した。（春香）→受け身の姿勢が残っているのは、ここに至るまでの学校教育の場で真面目

に課題に取り組んできたという証でしょう。まずはそのように捉え、その次に、そこから

巣立つために、何が必要なのかを丁寧に考えてみましょう。自らのうちに受け身の部分が

あるという認識をされているあなたなら、すぐにアクティブになれるはずですよ。 

 

三浦先生の、1：nなのに、1：1のように感じられるのは、私（たち）に考えさせる（問い）
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を投げかけてくれたからだと思った。Teaching は自分のものとして捉えられない側面があ

るが、（Active）learning だと全てを自分のこととして考えざるを得ない。（思考）の強制

がある意味行われるのだと感じた。自分は社会人歴 16年目であるが、基本的には上司の指

示により動き、考えていることには変化がない。ただ、その上司の考えや指示が正しくな

い、疑念が生じた時に、それを証明する“力”、“問い”を自ら設定し、解法を見つけ、人

に説明できるようにならなければならない。社会人としての自立はそこからスタートにな

るので、良いスイッチの入れ方、または後輩のスイッチの入れ方を教示頂いた。ありがと

うございました。（崇之）→学習とは、まさにありとある事柄と自分自身との関係を把握し、

そこに意味を付与していく営みなので、「自分のこととして考えざるを得ない」のは、言う

なれば理の当然なのだと思います。しかし、世の中、なかなか「理」の通りに物事は展開

しません。それを妨げるものやことがわんさかと身の回りに浮遊しているから、あるいは

こびりついてしまっているから、なのでしょう。それを打破、克服していくために、何が

大切で、何が必要とされるのか、これからも日夜考えていきたいと思います。よろしくお

つきあいくださいませ。 

 

大学の授業は「やらされている」ものではなくて、「みずからやる」ものだと改めて感じま

した。それこそ「アクティブ・ラーニング」なのだと感じました。また、FD活動の歴史や

大学での学びについて自分が知らなかったことも今回の企画で得ることができたので、す

ごく良かったです。自分を振り返ってみると、学習を「やる」のではなく、「やらされてい

る」という感じがします。大学は「みずからやる」姿勢が求められるので、これからは「主

体的な学び」を大切にしたいです。（知博）→そう、「大切にしたい」という気持ちがなけ

れば、どんなものでもそれを大切にすることはできません。出発として、正しい認識だと

思います。では、それを大切にするために、具体的にどんなことをすればよいのか、それ

を考えるのが、次の一歩。この「一歩」を踏み出せたら、その次の一歩とは何であるのか

を考える。このような思考の連続が（すなわち、一度きりで終わらない、断絶しない思考

そのものが）アクティブ・ラーニングの姿の一つなのだと思います。Let’s begin! 

 

「アクティブ・ラーニングとは何か？」、よく感覚としてわかりました。正直、「手法」だ

と思い込んでいました。また答えを求めることに何の疑いも持っていない自分がいて、「問

いの重要性」というものに強い感銘を受けました。良い問いは答えよりも重要というのは、

ほんまにそうだと思います。三浦先生のお話は理解しやすく、一つ一つ目からウロコのお

話がたくさんありました。この今回のお話を聞くことで、考え方や学生に対する接し方に

関するヒントも頂けた気がします。限られた時間の中で非常にすばらしい内容をご教授下

さり、本当にありがとうございます。ぜひ、大学内で学生とともに何か形にして活かして

いきたいと強く思いました。（祐介）→講演（講義）では海外の学者の言葉をいくつか紹介

しましたが、同様のこと―答えよりも問いが重要である―は、例えば漢字の碩学白川静氏

もおっしゃっています。ただいまは、そういった言葉も少しずつ集めています。発見され

た場合には是非ともお知らせ下さい。アクティブ・ラーニングを通して目指したいと願っ

ているのは「智自在」。このことについてはお話ししませんでしたが（奥行きがかなり深い

話になってしまいそうだったので）、「知」に対して「客」ではなく「主」であってほしい、

そのような願いを込めて、この言葉をここに記したいと思います。 
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初めて FD サミットに参加し、触発されることが多かった。学生さん達が活き活きとこの

FD活動に参加しているのがすばらしいと感じた。今、自分の大学ではアクティブ・ラーニ

ングの導入を図っているが、その基本的な理念を整理して説明いただき、自分なりの方向

性が見えた感じがする。割合に教育論の先生の講義は面白くないものが多い様に感じるが、

三浦先生の授業はとても面白く、受けている学生さん達も活き活きしていた。大いに自分

の授業の参考にしたいと思う。また、アクティブ・ラーニングの導入への参考にさせてい

ただきたい。余談ながら「授業」という言葉、「授」という字を考えなければならないと思

った。（加藤）→全く同感です。いや、上に同様のことを綴りました。それより先にこちら

のレポートに出会っていればよかった…と思いました。／教育関係の講義が面白みに欠け

る、そうでしょうねぇ、わたくしにも思い当たる節が多々あります。その理由はいくつも

考えられますが、自分たちは教育という善なる営みについて益となる知見を蓄積し、情報

を発信しているのだという思い上がりがあるからなのかもしれません。教育が善だなんて、

戦時中の軍国主義教育、ヒットラーの支配下、ナチスドイツがおこなっていた教育に思い

を馳せれば、たちどころに否定されるはずだと気がつくはずなのに。相対的な思考ができ

ないと、そんな落とし穴にいとも簡単に陥ってしまうのでありましょう。自らへの戒めに

しようと思います。 

 

とても参考になるお話をありがとうございました。たしかに自分の学校生活のことを考え

ると、ほぼ一方的に知識をおしこまれるばかりでした。それが私には当たり前で、むしろ

「問い」を探せと言われる方がしんどいなぁと思う場面が多かったように思います。知識

をどんどん押しつけられる中に楽しみを見つけることが楽しみであると感じていたのです

が、全然そんなことはなかったんだなと、今、とても感じています。それもそれできっと

悪いことではないのだと思いますが、それ以上に「楽しい」と思えることが、ここにある

んだなぁと実感しました。今日はありがとうございました。楽しかったです。（萌梨）→「楽

しい」という感情は平板なものではありません。多層的、複層的なものなので、押しつけ

られる知識の洪水の中に、何か「これ！」というものを見つけることを「楽しい」と感じ

ることがあるのでしょう。でも、世の中にはもっともっと「楽しい」ことやものがあるの

ですね。それを知らないままで学生生活を終えてほしくはありませんし、そのままで社会

人生活をすすめていってほしいとも思いません。ぜひ「楽しみ」「楽しさ」の開拓を心がけ

て下さいね。 
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会場校企画「大学は第三者に「評価」されている 

－学生がみるべきポイントとはー」 

1 日目（3 月 8 日(土)）13：00～14：30 

話題提供：児島 昌樹氏（独立行政法人 大学評価・学位授与機構 評価事業部長）  

土居 希久氏（公益財団法人 大学基準協会 大学評価・研究部審査評価係主幹）  

陸 鐘旻氏 （公益財団法人 日本高等教育評価機構 評価事業部次長）  

進 行：曽根 健吾 （実行委員会事務局長・東洋大学大学院教育学専攻） 

曽根（進行）： 

本セッションを開始したいと思います。資料は 5点となります。皆さま，改めましてこんにちは。本

セッションは，分科祭冊子に掲載されております最後の 14ぺージになります。「大学は第三者に「評価」

されている，学生が見るべきポイントとは」というテーマで，学生の皆さんにはあまりなじみがないテ

ーマだと思います。実は大学は第三者機関によって 7年に一度大学評価を受けなければならないという

ことが定められております。ただ日本のその大学評価に学生が加わっているということはなく，しかし

ながらヨーロッパといった他の先進国では学生が大学評価に参加するといった流れが進んでいます。 

今回はあまり学生になじみのないテーマですが，日本の大学の第三者評価を行っております三機関の

方々より学生向けに，大学の第三者評価とは何か，学生はどういうところを見るべきなのか，どこが自

分の大学の学生 FD 活動に活かせるのかということをわかりやすくご紹介してくださいとお願いをして

おります。最初に大学における第三者評価とは一体何かを，本日おいでいただいております公益財団法

人大学基準協会大学評価研究部審査評価係主幹の土居様よりお話を頂きます。そのあとに，日本の第三

者評価を行っている三機関の方々にどのような活動を行っているのかを，スライドを使って簡単に紹介

していただきます。その後に大学評価や日本の高等教育の質保証における学生参加，つまりどのように

学生は参加しているのか，他の先進国とはどう違うのかということを，独立行政法人大学評価・学位授

与機構評価事業部長の児島様よりお話をいただきます。後半は，やはりここは学生の声を発信しなくて

はということで，ぜひ学生の皆さんから実際に第三者評価を行っているお三方にいろいろ言ってほしい

ということで，学生がものを申すという形で学生の視点から「ここ難しかったです」とか，「どういう

意味ですか」ということを率直にお話しいただきたいと思います。最初は，三機関のお話を聞いて学生

がどう思ったかというのを，すみませんが突っ込んで皆さんに振っていきますのでちょっと教えてくだ

さい。その次に，そういった大学の第三者評価に学生が加わるということは，本当に日本の大学の教育

を変えたり，改善を促せるのかということを，学生の視点を中心にぜひみんなで議論をして，最後に各

機関の皆さまからのコメントをいただきまとめとしたいと思います。 

何か分からないことや質問などがありましたら，またとない機会ですので，実際に評価に関わってい

る方たちにお集まりいただきましたので遠慮なく学生の皆さん質問をいただければと思っております。

あしからずすみませんが，学生優先になりますので，教職員の皆さんはどうぞご了承下さい。では最初

に大学における第三者評価とは何かということを，大学基準協会の土居様よりお話をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

土居： 

 皆さまこんにちは。大学基準協会の私，大学評価研究部というところで認証評価を主に中心になって

担当しております土居と申します。それではこれから 10 分ほど，日本における大学の認証評価につい

て簡単にご説明させていただきたいと思います。曽根さんからは，認証評価の目的，それから背景，概

要，状況と今後を中心にお話ししてほしいと伺っておりますのでそれを中心にまとめたつもりです。  

その前に，認証評価を話す前には質保証制度にはいろいろな種類があるというお話をさせていただき
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ます。認証評価の概要についてその後説明して，今後の質保証制度の認証評価というところを，私ども

は文科省ではなく高等教育政策に直接関わってはいませんので，今の動向から読み取れるようなものを

お話したいと思います。 

まず大学の質保証制度の流れですが，大学を設置したり学部，研究科を設置するにあたっては，必ず

文科省の方から設置認可をもらって，それで開設したあともいろいろと調査が入ってきます。それで認

証評価とは大学が完成して卒業生が出ていくようになってから 7年，機関別認証評価というのは大学さ

んがやっているものですが，これは 7年に 1度，専門職大学院も認証評価を受けなければなりませんが，

これは 5年に 1度受けることになっております。今出てきたように，大学において日常的に行われてい

る評価なので，これも質保証の大事な重きになっていると考えております。では簡単にこの質保証に関

係するものについてご説明します。まず設置認可ですが，これは大学が学位を授与する機関として最低

要件を満たしているかということを，国が審査して合格を経て認可を与えるというものになっています。

その間に大学もできますし，学部学科もできてきます。ただし今，既存の学部や研究科を新しいものに

変える時は，設置認可ではなく届出という方法も取られるようになっています。これは後のところで説

明しますが，規制緩和の 1つと理解していただきたいと思います。それで開設したところで新しい学部

や大学，学科ができて終わりではなく，これが元の提出した設置計画に基づいてちゃんと教育や研究が

できているのかということについて設置計画履行状況調査というものが行われています。つい最近 2月

に，平成 25 年度の調査結果が公表されていたと思います。いくつかの新聞については，これについて

記事に取り上げていたと思います。ここのところ記事になるというのは，計画通りにできていないとい

うものが記事になっていたと思います。それから自己点検・評価，これは大学が自ら掲げている目的・

教育目標に照らして，教育・研究活動等について点検し，評価して長所，問題点を明らかにしながら改

善向上を図っていくという流れです。これは設置基準などによって法令でも必ず行うことが定められて

おります。これをもとに第三者機関が認証評価を行うということになっております。認証評価は誰もが

できるものではなく，文部科学大臣が認証を受けた評価機関の人ができます。先ほども申し上げました

ように，この機関別の認証評価と専門職大学院認証評価の 2種類があります。評価のプロセスとしては，

大学が行う先ほど説明した自己点検・評価に基づいて分析を行い，その後書面だけの評価にはならない

ように，必ず大学を訪ねて調査を行います。その他に，これも質保証の 1つではないかと考えているも

のですが，今の大学はいろいろな教育情報をホームページ等を通して公開することが求められておりま

す。これもある意味質保証の一つではないかと思います。それから専門分野別評価というものなのです

が，これは大学の教育プログラムを対象とした評価で，これは法令でやれといわれているものではない

が，いくつかの評価では日本技術者認定機構は工学教育，技術教育についての評価を行っております。

それから薬学教育評価機構は薬学教育についての評価を行っております。あと，今検討していると把握

しているのが，看護学，獣医学教育，医学教育が取り組み始めていると聞いております。おそらくこう

いった専門分野はかなり資格に関連することなので，国際的にも海外をまたいで活動をすることが多い

ので，それでそれぞれの国の教育が行われていることを評価するという分野なのではないかと思ってお

ります。それから法人評価というものございます。国立大学法人，それから公立大学法人が行っている

ものがありますが，中期目標，中期計画などに対する運営をどう評価するかになっております。私立大

学は学校法人が運営しているので，学校法人の法人評価です。では，認証評価制度についてご説明をし

ます。導入の背景なのですが，当時この認証評価を制度として取り込もうということになった背景が，

ちょうど食品の偽装問題が起きていたところと同じ頃だったのではないかと私は記憶しております。そ

の時に，消費者自身が安心できる企業や生産物を購入しようとなった。同じように大学も，国立大学や

公立大学というのはほとんど税金で運営されておりますけれど，私立学校は学生の納付金で運営されて

いると思われがちなのですが，国からもかなり助成が入っております。大学によってはそういった助成

を受けていない大学もあるのですが，そういう面では大学というのはかなり公共性の高い教育機だとい

うことで，国民に対しても説明責任を果たさなければならない，そのためには社会が自分で選べるよう
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にとそういうことが求められる時だったというように思います。それから 18 歳人口が段々と減少して

いるのにも関わらず，大学の数はどんどん増えておりまして，学生の獲得競争が熾烈化しています。そ

うすると学生が多様化して，学力も不揃いな，要は大学を選ばなければ誰でも大学生になれるという時

代になっておりまして，そうすると社会から大学の質が不揃いなのではないかと懸念ができてきて，入

口からと出口への管理が重要だと言われるようになったと思います。また，大学教育の国際化の進展と

いうこともあって，大学教育の国際的な信用を高めることも求められるようになりました。あとちょう

どこの時が，小泉内閣の規制緩和が推進されている時でして，高等教育の自由競争を促進するために文

科省が大学の学部，研究科の設置抑制を撤廃しようとなり，認証評価というのが政府として導入された

と言うことです。それで 2004 年から始まったものですが，文部科学大臣が認証した評価機関による定

期的な評価を認証評価と呼んでおります。機関別認証評価は 7 年に一度，専門職大学院の認証評価は 5

年に一度行うものになります。認証評価機関が評価基準を設けて，適合しているかどうかを評価するこ

とになるのですが，各機関がバラバラな基準を設けないようにということで，この基準は必ず設けてく

ださいと文科省の方も法令で決まっております。機関別認証評価というのは，大学としての評価をする

ところ，短期大学として評価するところ，高等専門学校を評価する機関があります。今日はこちらに来

ておりますのが，私ども大学基準協会と大学評価・学位授与機構さん，日本高等教育評価機構さんにな

ります。専門職大学院はここに挙げておりますように，これだけありますが，複数の認証評価機関があ

るところもあれば，1 つしかないところもあります。どの評価機関を受けるかは大学自身が選択できる

ようになっております。それから認証評価を受けた結果につきましては認証評価機関が大学に通知して，

文部科学大臣に報告，社会に公表することが求められています。こちらが，私どもの方でまとめた状況

です。2004年からこの認証評価制度が始まって，どのくらいの大学が受けたかという数字になっており

ます。基準協会が 1年早く始めておりますので，2004 年からということになっております。今後の認証

評価についてですが，こちらが文科省の方に 2012 年の 6 月に出された大学改革実行プランとなってお

ります。これは文科省が立てている大学改革の中期計画ととらえていただければと思います。この中に，

評価結果を通じた質保証の促進ですとか大学の質保証の決定推進が目標に掲げていらっしゃいます。ま

た，1 の方に戻っていただきたいのですが，具体的にどんなことをするかでは，大学教育の質的変換と

大学入試改革ということを掲げておりまして，今新聞等で取り上げられている，センター入試を止めよ

うとかそういった話しです。大学教育の質的転換，それは学修成果を中心としたものにしていこうとい

うことが，こういったものからは読み取れます。あとは評価を効率化しようとか，社会の関係の強化と

いうのは，おそらく学生も分かる，あとは保護者も分かる，社会も分かるといういろいろな意味合いが

込められていると思います。その他経済界も，この大学認証評価に注目をされておりまして，昨年の 4

月にこの大学評価制度の新段階という報告書をまとめられておりまして，大学ごとにビジョンを明確に

して，内部質保証と改革サイクルを重視した方がよいのではないかという提言がされております。あと

教育再生実行会議，これは安倍内閣の方で設けられていますが，こちらも学生も社会へ送り出す教育機

能を強化しようですとか，その次の提言では人材育成機能を強化しようということが言われております。

これらの高等教育政策の動きから何がいえるかというのは，大学に入って学生がどんな知識や能力とい

うものを身につけて卒業しているか，そういったものを大学は学生に教授してほしいと言うことと，評

価機関にはこういったことも大学自身が評価しているか，把握できているかと言うことを評価してもら

いたいと言っているように私自身は感じております。以上です，ありがとうございました。 

曽根： 

ありがとうございました。後ほど質疑応答の時間を設けますので，何か質問等がありましたらメモを

していただきまして，後でまとめてお聞きしたいと思います。次に今日いらしていただいている認証評

価機関，今回は全ての機関にお越し頂いておりますので，その機関の概要をご紹介いただきたいと思い

ます。始めに児島さん，よろしくお願いします。 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）

- 118 -



児島： 

 ご紹介にあずかりました大学評価・学位授与機構の児島と申します。よろしくお願いいたします。当

機構の認証評価の概要についてご紹介致します。今土居さんの方から説明があった文科省の資料をもう

少しまとめたものでございまして，大学の設置認可が左側にあって，設置認可が終わった後に大学の方

で PDCAを回すということを，内部質保証という言い方をしています。こちらが内部質保証ということ

で，設置認可は文科省ですが，先ほども言いましたように認証評価で 7年に 1回評価し文科大臣に報告

するということで，整理させていただきました。 

機構の評価の目的は 3 つ掲げておりまして，評価を行うことで各大学の教育研究役立てていただこう

ということ。それと結果を社会の方に提供しまして，説明責任を果たすと言うことで国民の理解と支持

を得られるようにしたいということで機構も支援したいと思っております。その 3つの目的のもと 7つ

の基本的な方針を立てまして，認証評価を行っております。先ほど説明した基準に基づいて評価をし，

主に教育活動について評価をいたします。それで各大学がまずは自己評価書というものをつくっていた

だきまして，評価をして大学の先生も入った評価委員会で検討するというサイクルになっております。

基準は当機構では 10 の基準を掲げておりまして，基準を設定した理由や背景，趣旨という形でお伝え

をし，またそれぞれの基準には分析するためのコンテンツを設けていまして，教育改革の推進に関して

もそれぞれ基準が合計 81個ありまして，それに基づいて各大学が自己評価をしていただいております。

学生の学習成果といったところがございます。先ほど内部質保証という話しをしました。最終的に 10

の基準全てを満たしておりますと，評価結果を出し，認定マークを交付しております。中身につきまし

ては大学から自己評価書をいただきまして，7 ヶ月前から評価を行いまして，まずそれをみて，それぞ

れの大学に訪問をして学生の方と面談をし，そういった意見をふまえて執行部の方と意見交換をしたの

ちに，評価結果をとりまとめるという流れになっております。当機構は 7年間で 1サイクルという説明

をしましたが，132校を実施いたしました。本年は 21校行っております。毎年対象校の方にアンケート

をしておりまして，冒頭言いました 3つの目的につきましては，上 2つについてはある程度できている

のですが，下の社会からの理解と支持についてはもう少しというところでございます。そのような形で

行っておりまして，大学と当機構で信頼関係をつくる形で認証評価を行っております。どうもありがと

うございました。 

曽根： 

 どうもありがとうございました。1 枚スライド失礼いたしました。では次に日本高等教育評価機構の

陸さんより簡単にご紹介いただきたいと思います。 

陸： 

皆さんこんにちは。児島さんや土居さんと同じように大学の認証評価を行っている団体でございます。

日本高等教育評価機構の私は陸と申します。主に認証評価の機関別評価を担当しております。まず簡単

に当機構のご紹介をさせていただきます。当機構は，いきなりできたというわけではございません。設

立母体というのがございまして，日本私立大学協会です。あまり学生さんの皆さんにはなじみの薄い団

体かも知れませんが，大学の経営者の団体でございまして，戦後すぐにできた団体です。今は 400の私

立大学が加入している，日本で一番大きい私学の団体です。ここについては，私も十数年前からそこに

奉職いたしまして，2004年にこの日本私立大学協会をもとに，財団法人日本高等教育評価機構が設立さ

れまして，認証評価を中心に評価を行うと言うことで財団が設立しました。先ほども土居さんからも話

しがありましたように，認証評価を行う機関としては誰でもできるという訳ではございませんので，ま

ず文部科学大臣の認証が必要ということで，当財団では 2005年 7月 12日に認証を受けました。短期大

学についても 2009 年に認証を受けております。また先ほど 5 年に 1 度評価を行う必要があると説明が

あった専門職の大学院について，我々はビジネスの方をやっておりますがそれも 2010 年に認証を受け

て認証評価を行っております。場所については，東京の市ヶ谷に事務所がございます。またスライドの
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下にホームページのアドレスもありますので，是非興味のある方はのぞいていただけたらと思います。   

当機構の組織図ですが，こういう組織があるということで職員が大体 15，16 人ほどおります。スラ

イドの一番右側には評価員と書いてあります。この評価員というのは，我々職員が大学を評価するとい

うことではなくて，評価の専門家を我々は評価員と呼んでおりますが，評価員が大学の評価をするとい

う形になっています。評価員はどこからいらっしゃるかというと，皆さんの大学の教員，職員の方にな

ります。ここに評価チームと書いてありますがいろいろなチームがありまして，1 つのチームに大体 5

人の先生おりまして，1 つの大学を評価する形になります。これは私どもの実績でございますが，会員

組織をとっております。受診の数といたしましては，今年は 30大学，そして来年は 63大学が予定され

ております。評価の目的は先ほども皆さんからお話いただいておりますが，3 つの目的がございます。

大体他の団体さんと一緒なのですが，1 つアンダーラインを引いているところを中心に見ていただけれ

ばと思います。各大学が行う自己点検・評価の結果分析を踏まえ，評価機構が定める大学評価基準に基

づき，教育・研究の総合的な状況を評価するとともに，自己点検・評価の検証を行い，各大学の自主的

な質保証の充実を支援することとありますが，1 つぜひ覚えておいていただきたいのは，認証評価，内

部質保証というのは勝手に行うものではなくて，あくまでも大学の自己点検・評価の検証であるという

ことを是非理解してほしいと思います。一番大事なのは，大学の自己点検・評価であり，大学が自ら評

価することが一番大事であるということです。 

当機構も約 10 年間認証評価を行ってきまして，途中で何回か変更もしておりますが，一番大きな変

更は平成 23年度，24年度からしておりまして，今まであった 11の基準について内容を精査して，4つ

の基準にまとめました。この 4 つの基準というのは，上から 1，2，3，4 と並んでおりますが，大学が

どの大学でも共通して自己点検・評価できる内容ということで，そういう意味では最小限のものをまと

めて独自の基準を新しく設けました。この独自の基準というものは，大学は教育を中心としております

が，それ以外に国際教育，社会貢献，研究活動など独自の活動については自分で基準をつくっていただ

いて，自己点検・評価をしていただいて，認証評価を受けるということになります。細かい評価基準に

ついては，ホームページ等で見ていただければと思っております。また基準それぞれの中に，基準項目

や評価の視点というものもございます。こういうもの沿って大学が自己点検・評価をしていただくとい

う形になっております。簡単ではございますが，ご紹介は以上となります。ご静聴ありがとうございま

した。 

曽根： 

 ありがとうございました。最後に土居様から大学基準協会のご紹介をお願いします。 

土居： 

 それでは，私から大学基準協会についてご説明をさせていただきます。大学基準協会は昭和 22 年に

発足した，国公私立大学を横断する唯一の大学団体となります。今日の朝の連続テレビ小説もちょうど

終戦直後だったと思いましたけど，私どもは GHQ に関係があって設立された団体でございます。国公

私立の 4年生大学と短期大学から成る会員制の組織をとっております。あと，大学の教育研究活動等に

関する国際間の情報交換，協力の一環としてここに挙げておりますところの正会員になっております。

あと準会員としても加わっておりますし，それから海外の質保証機関との協力協定締結も行っておりま

して，今はマレーシアの資格機構，台湾の評価機構の 2機関と提携をしております。 

大学基準協会が行っている認証評価事業は 7種類になります。そのうちの 2つ，大学評価と短期大学

評価が機関別認証評価の事業です。後の 5つは専門大学院の認証評価でございます。特に大学基準協会

が行っている大学評価についてご説明させていただきますと，短大の評価も専門職大学院の評価も同じ

ようなものですが，目的は大学の質保証と質の向上，この 2点を挙げております。そのために，大学自

身が自分たちの今の課題，特徴は何かということをしっかりと気づいていらっしゃって，気づいただけ

に終わらず次に繋げる仕組みがあるのか，次に繋げようとされているのかという点を大学基準協会の評
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価では見ていこうとしております。そのため認証評価を受けた後も大学基準協会の方で，このあたりは

もう少しよくした方がよいのではないかと指摘をしたものに対して，どのように対応されているのかと

いうことを改善報告書の評価ということで，アフターケアということもやっております。一番は，大学

基準協会がどこをだめだということを目的にはしておりません。大学自身がそれは気づいてほしいです

し，それをどう繋いでいくか。あるいはその大学の良さをどのようにアピールしているのかということ

で，良さだけではなく課題もしっかりと社会に対して明らかにしているのかも評価しようとしています。   

評価体制はこの図の通りなのですが，大本になるのが大学評価委員会になります。この委員会のもと

にいろいろな分科会に分かれて実際に評価を行っております。評価は，先ほどもありましたように書面

評価，大学がとりまとめた自己点検・評価の報告書，実地調査ということで大学を訪ねて評価を行って

おります。評価の基準について，大学基準協会では大学基準というものを設けております。この基準は， 

評価基準であると当時に向上指針にもなっておりまして，現在は 10の基準を設けております。 

最後に大学基準協会が評価をした結果は大学評価してとりまとめて公表しておりますが，この構成は

今見ていただいた大学基準に適合しているかということがあります。またその大学の概要を 10 の基準

ごとにとりまとめています。その他に，ここがこの大学の特徴ですよとか，今こういった問題を抱えて

いらっしゃいますねという提言というところでまとめております。 

この見方ですが，かなり分厚い評価結果になりまして，この会場校である東洋大学さんも大学基準協

会の評価を受けていただきましたが，その時は 50～60 ページほどになったと思います。なので，全部

読むのはかなりのパワーが必要ですので，ポイントを絞ってお教えしたいと思います。基準ごとに読ん

でいく場合には，こんなような感じで読んでいただきたいというのが，このスライド（12，13枚目）に

なります。もう 1つ，こんな事ができているのか，こんなことはどうなのだろうという疑問点を見てい

くときの見方がこの 14 番目のスライドになります。例えば教育はどのような内容かな，充実している

のかなというのは基準 4を見ていただければと思います。学生の支援については，基準 6見ていただけ

たらと思います。このような形で，評価結果を見ていただけたらと思います。評価結果につきましては，

ホームページで公表しています。短大も専門職大学院も，それぞれ URL を挙げておりますのでこちら

をご覧頂きたいと思います。あと，大学基準協会の評価結果だけではなく，大学によっては点検・評価

報告書を公表している大学もありますので，そちらにもリンクできるようにしております。以上で終わ

ります。ありがとうございました。 

曽根： 

 このあたりでせっかくですので質問タイムということで，学生優先で恐縮ですが，ちょっとここ分か

らないとか，ご感想でも発言いただけないでしょうか。少し難しいでしょうか。感想でも構わないので

すが，いかがでしょうか。あ，いました。ではお願いします。 

京都文教大学学生： 

 今説明を受けた中で，大学の評価基準のところに，卒業のときにどのような能力を身につけたかとい

うところで，教育の内容とか方向とかも審査の基準になるということでしたが，そうした場合に授業の

単位の認定の方法とかも見ていかないと評価できないのかなと思うのですが，授業の評価という部分を

どうみているのかをお聞きしたいと思います。 

曽根： 

 学生による授業評価ということですか。機構の方が授業をどう評価しているのかということですか。 

 

京都文教大学学生： 

 そうですね。 
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土居： 

 ありがとうございます。基準協会の方では，評価する際には「こうでないといけない」という評価の

仕方はしておりません。大学自身が学生に対してこの授業はこういう評価基準で成績評価をしています

よということを，学生には予め提示しておいてくださいと言うことをお願いしています。単位認定とい

う手続きがあると思うのですね，教授会等で。それがちゃんとできているかということを評価しており

ます。 

曽根： 

 大丈夫でしょうか。 

京都文教大学学生： 

 はい。そうすると今言われている授業の単位認定の基準として出席点というものもちょくちょく出て

くると思うのですが，出席点というのは確実に知識と直結しないじゃないですか。でも出席点というの

はある，このことをどのようにお考えですか。 

曽根： 

 個人的な意見ということでよいでしょうか，難しい質問ですみません。 

土居： 

あくまでも，私個人の意見ですが，そうですね。やはり授業に出て始めて，その授業で身につけてほ

しいというのが身につくものになると思います。ただ出るだけでなく，授業に臨むにあたっては自宅の

授業外の学習が必要だと思いますし，復習も必要だと思いますが，トータルしたものが授業の評価とな

ると考えておりますので，私自身は出席は大前提であろうと思いますので，評価の何％にあたるという

のは，私はありだと思います。 

京都文教大学学生： 

 ありがとうございました。 

曽根： 

 これは学生の関心が高いと思いますので，出席点との授業の関係について，陸さん一言お願いします。 

陸： 

 実に良い質問だなと思いました。我々は最初評価を実施している時は，まだ認証評価という制度が始

まったばかりだったものですから，やっているなかでそういう議論はありました。出席というのは当然

だろうと，授業に出なければ何も意味ないだろうと。これを成績評価に入れるべきではないと，評価員

からそういう話題がありまして，そうだ，そうだと思っているところもありまして，評価機構はどうな

んだという話しを振られた時も困りました。密かに文科省に電話して聞いてみました。その担当官が彼

の個人的な意見という言葉を加えた上で，仰っていたのはやはり入れるべきではないということを仰っ

ていました。今申し上げましたとおり，授業というのは出るのは，大学行くのは当たり前と言うことで

出席が多いから良いという問題ではないと。ということでいただいたので，我々としても私個人的には，

土居さんとはちょっと違います。ただこれが認証評価と関係あるのかと言ったら関係ないです。我々そ

こまでは見ていない。どちらかというと大学が成績評価の基準を設けているかどうかが重要であって，

例えばこの授業では基準を設けてやっているのに，違う先生の授業ではちゃんとそういうシラバスを明

示していない，そこが問題であるということを付け加えます。以上です。 

曽根： 

質問ありがとうございました。もうお一方くらい，率直な質問や疑問とかありますでしょうか。せっ

かくなのでうちのスタッフの斎藤君が直撃していきたいと思います。 
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曽根： 

 意見とか感想とかでも結構です。 

亜細亜大学学生： 

 本日はどうもありがとうございました。1 つお聞きしたいことが，土居さんにお聞きしたいことがあ

るのですが，土居さんが考えるグローバル人材育成というのは具体的にどういうものかというのをお聞

きしたいです。 

曽根： 

 グローバル人材と一体どのような人材かということですね。ではお願いします。 

土居： 

 ありがとうございます。私自身は大学基準協会で認証評価というものに携わっていますが，私自身は

評価者ではないので，グローバル人材というのを個人的な意見でしかないのですが，何でしょうか。そ

うですね，日本もいろいろな国からの方がいらっしゃるような時代となっていますし，日本だけで活動

することにとどまる必要もないと思います。どんどん海外にいって，私は海外で暮らしてそこで骨を埋

めることもあってよいと思います。そういう時に日本のことを聞かれた時にちゃんと説明できるのかな

と，日本人以外のいろいろな宗教や文化をお持ちの方と一緒にこう共存していくことができるのかそう

いったことを身につけていくとのが，これからのグローバル人材育成で求められるところではないかと

自分自身は思といます。 

亜細亜大学学生： 

 ありがとうございました。 

曽根： 

 ありがとうございました。それでは時間がだいぶおしてしまいましたが，いま三機関の方の皆さまよ

り質保証，認証評価制度についてご説明いただきましたが，では大学教育の質保証に学生はどう関われ

るのか，海外とどう違うのか，今度どういう展望があるのかを児島さんよりお話しいただきたいと思い

ます。それが終わりましたらお隣同士の議論を予定しておりますので，どうぞ忌憚なき意見を寄せてい

ただければと思います。それでは児島さんよろしくお願いします。 

児島： 

 それでは，学生の質保証への参画ということで少しお話をさせていただきたいと思います。当機構の

方では大学評価の普及でありますとか，質保証のということで，大学評価フォーラムを 7年ほど開催し

ておりまして，2012 年の 3 カ年くらいは学修成果と言うことで，2012 年の学びからの高等教育の未来

というテーマで行わせていただきました。本年 2013 年には学生からのまなざし，高等教育の質保証と

学生の役割と言うことで，昨年 7月に行いまして曽根さんにもご参画を頂いたところでございます。ま

ずそこでちょっと話しを当機構の川口特任教授の方から説明させていただきましたが，そこを触れさせ

ていただければと思います。川口先生が大学に入学した頃が安保の 1960 年という事もあって，過激に

学生叛乱と過激なことが書いてありますが，西欧諸国，米国，日本で同時多発的な感じで起こったと言

うことでございました。その後学生参画については，大学変革と言うことで差があるということで学生

に対するアンケート調査とかその結果を反映して向上に反映させるということがありました。また学生

の自主組織ということで，ヨーロッパの方では学生ユニオンといった形で大学運営母体との協力とかで，

実際に学生が質保証に関わるという動きがございました。ここの状況について，日本との比較というこ

と川口先生が説明されたのは，この背景にあるのはやはり大学進学率進学率が高かったというのが原因

で，そこの学生の意識で，米国なり日本との違いがあったというところでございました。特に 3つめの

ところにございますように，欧米の方ではポスト工業化という動きがございまして，工業化から知識基
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盤社会へというところがありました。一方で日本は高度経済成長期ということで，製造業を中心とした

工業社会が進展した結果，その影響を受けたのではないかという形で整理をされておりました。次に欧

州を中心と致しました，質保証への学生参画のところの話しをさせていただければと思います。欧州は

と EUいう形で，一体化という動きがありましたが，その背景の基に，平成 17年くらいに当機構に来て

いただいたリチャード・ルイさんが，ソルボンヌ宣言の背景として国境を越えて雇用が流動化していく

ということが背景にあって，大学にもアカウンタビリティとか学生の求める教育に向けて競争していか

なければならないということで，大学の質保証をしっかりしてやっていかなければということがあって，

それが質保証のボローニャ宣言が出され，それから質保証の流れができてきて，各国の質保証機関が集

まって，欧州高等教育質保証協会というものをつくったり，欧州高等教育圏における質保証と基準のガ

イドラインがつくられるといった動きがございました。これは参考までに先ほど説明した，内部質保証

を大学を中心として回すと，記憶しておいていただければと思います。そのガイドラインで学生に関す

る部分についてピックアップをしたものでございます。最初の方は内部質保証ということに関係します

項目をピックアップしたところでございますが，質保証の方針と手続きというところで，高等教育機関

は質を継続的に向上するための戦略を策定すべきであると，それには学生が含まれるべきであるという

形になっておりまして，質保証への学生の関与が定められています。また，教育プログラムや学位の承

認監査というところで，ガイドラインでは教育プログラムや学位の監査に学生が含まれることが期待さ

れるということで，学生の参加が記述されています。また，今度は外部質保証の方ですが，目的にあっ

たプロセスというところで，外部質保証には明確に設定された目的とプロセスがあるべきであるという

ところで，ガイドラインでは特に注目すべきポイントとして，その中にも学生を参加させると言うこと

が記述されております。また外部質保証機関，日本で言えば認証評価機関というところでの，欧州基準

のガイドラインでは，認証評価機関に独立性ということありまして，ガイドラインにありますように，

質保証機関でも以下の方法で独立性を示す方法があるというところで，プロセスの中に学生の意見が求

められると言うところでございまして，最終的には質保証機関が結論について責任を負うと言うことが

ガイドラインで書いております。このガイドラインの中で，ボローニャプロセスではまだ期待されてい

ることで，質保証機関がつくった専門グループ評価チームというところに適宜学生を含むということに

よって，外部評価を行うと書かれてございます。こういったガイドラインを含めまして，2 つの国の学

生参画の事例を整理させていただきました。1 つはフィンランドにおきましては，学生が質保証に関す

るアンケート調査の策定とか調査分析を行ったり，また評価関連のワークショップで学生が意見を述べ

たり，フィードバックをしたりしています。次は質保証機関でございまして，その中でも学生の関わり

が宣言され，法令によってメンバーに学生を含めて構成されなければならないとなっています。また英

国の方では，大学が提出をする自己評価書も，添付資料の中に学生の立場での意見を作成して，質保証

機関の方に提出をするということになってございます。また，スコットランドの方では，協力をして自

己評価をするようにとなっております。また，大学の意志決定の組織にも学生を入れるということで，

ボードメンバーとして入っているということでございます。また先ほど専門家グループというのがあり

ましたが，学生ユニオンというのがあって，学生代表というのが質保証に参画しているということ，ま

た英国の高等教育質保証機関ですが，その中の 17 人中 2 名，学生が参画をしています。昨年のフォー

ラムにも QAA にも協力をされている，ダンさんに来ていただきまして，ダンさんの発表の中では英国

の教育セクターや大学の質保証機関の多くは，学生は教育の受動的な消費者ではなくパートナーと見な

して，学生の学習や機関の運営について学生の参画が支援されていると仰っておりました。また，学生

自身がプロデューサーということで，教員と学生を大学の一員ととらえ，お互いに教え学びあうという

関係で進めていますとのことでした。で，欧州における質保証への学生参画の形態ということを，まと

めをさせていただきます。またそれを教育機関だとか，第三者がというレベル別で整理されたものがま

とめたのがこのスライドでございまして，また後ほどご覧いただければと思います。こういった学生参

画のメリットですが，学生参画によって様々な付加価値を生み出すことが期待できるのではないかとい
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うこと，また質保証のプロセスに学生が加わるということで，向上が期待できるのではないかというこ

とで，整理をさせていただきました。大学，質保証機関，両方において欧州の方で育っているというこ

とで，まとめさせていただきます。 

わが国日本の学生参画についてです。3 機関共通で認証評価で大学の方に訪問した時には，学生と面

談をして，意見を聞いて，それを受けて執行部の方々と意見交換をした後，評価書の方に反映させると

なっております。先ほどちょっと触れましたが，当方の大学評価基準で学生に着目した基準があります。

当機構は第 2サイクルの 2年目ということで，今回もいろいろ聞いておりますと，学生と教職員がラン

チを食べながら，そういった大学教育の改善といった話しを行っていたり，定期的に学長と意見交換を

したりということが行われているところでございます。また，全大学では基本的に授業評価であります

とか，卒業時での学生達成度・満足度調査ですとかが行われているところでございます。また，キャン

パスアジアというのが，日中韓で平成 23 年度から学生交流を目指しましょうということで，日中韓の

質保証機関が集まって，モニタリングと言っておりますが，質保証を志向しましょうということで行っ

ております。2015年には 3カ国共同で行うということでございまして，これからまたすすめていこうと

しております。今回，始めて外部質保証への学生の参画ということで，学生部会というものをおきまし

て，このプログラムに参画していただいております，日中韓 3 カ国の学生 19 名に集まっていただきま

して，プログラムの状況ですとか，各国をそれぞれみておりますので，状況についての話し合いをして

いただいて，提言書という形でまとめて委員会の方に提言いただいたということでございます。また，

本日の学生 FD 活動，個々の大学での学生 FD 活動や各シンポジウム等での取り組みを通じて，共有を

しながら各大学で実践をされているということと，一昨年の質的転換答申の中で，学生の意見を全学的

な教学マネジメントの確立のために有効に活用することを促すということが提言されているところで

ございます。それで，学生参画ということでまとめさせていただいておりますが，学修成果ということ

が，教育成果ということで，学修成果を学生の視点で評価していこうという動きがありますので，学生

の主体である学生の参画は必要なのでないかと言うことでございます。諸外国の学生参画に動きがあり

ますので，それを踏まえた取り組みがなされるべきではないだろうかと思います。参画の形態について

は，いろいろとあると思います。今後どのような学生参画を求めていくのかを確認していく必要がある

のではないかということで，日本においても議論をするということが認識されております。少し長くな

りました，どうもありがとうございました。 

曽根： 

 ありがとうございました。だいぶ予定より時間がおしてしまいまして，申し訳ありません。まさかこ

のセッションに参加者がいらっしゃると思わなかったので，足りないところがあり失礼をしました。で

は，参加者同士の意見交換の時間にしたいと思います。まず始めにいただきますが，今のお話ですとや

はり日本では，学生が認証評価でインタビュー調査等されていますが，ヨーロッパではちゃんと学生が

コミットする仕組みが整っているということで，仮に日本の学生が評価とか制度に学生が関われば，も

大学教育は学生の視点でよくなるのかと言うことが，全体セッションのテーマで，少しお隣同士自己紹

介していただいて，巻き込みあっていただき意見交換の時間にしたいと思います。巻き込んでください。

では始めて下さい，よろしくお願いします。意見感想でも結構です。 

参加者： 

 意見交換中 

曽根： 

 はい，ではお話盛り上がといるところ大変恐縮ですが，よろしいでしょうか，学生の視点で中々ない

と言うことで遠慮のない意見を，是非こんな事思ったという意見はないでしょうか。 
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東洋大学学生： 

 先ほどの，内部質保証というのと，外部質保証という区分けの意味がすごく分かり分かりづらかった

ので，どういう部分で分けられているのかを詳しくお教えていただきたいです。 

曽根： 

 内部質保証と外部質保証の違いは何かということですね。では児島さんお願いします。 

児島： 

 スライドでいうと 5番になります。非常に簡単に言いますと，大学の中で回すものを内部質保証と言

います。若干，質保証機関によって定義は違うのですが，例えば東洋大学さんの場合は大学ができてか

ら相当年月が経っております。その大学の中で，このような研究を行いますということで，目的なり目

標を決めて行われておりますので，それがどのように回っているのかという進捗状況をチェック，確認

をいただいて，それを改善に活かすというサイクロを回すというのが内部質保証の考え方です。加えて

社会に発信していくとことが今後重要になります。そのサイクルの中で，外側から確認するということ

で，文科大臣によって認証された評価機関，大学で言うと我々3 機関ですが，大学がしっかり内部質保

証を回しながら教育し，しっかりと質保証に取り組んでいるかを見ると言うことで，外部から質保証す

るということになります。 

東洋大学学生： 

 ありがとうございました。 

曽根： 

 仕組みというのは難しいですね。学生の皆さんで，正直に難しいと思われた方はどのくらいおります

か。やはりたくさんいますね。陸さん，こんなに難しいと思っている学生さんが多いことについてコメ

ントをお願いします。 

陸： 

 皆さん正直です，そのとおりです。私も正直政策を理解し切れていない部分があります。先ほど児島

さんがおっしゃった話しの続きです。ここにいる我々認証評価機関の担当者はどういう事を担っている

のか，認証評価機関は質保証の機関としているかということ，日本高等教育評価機構は外部質保証機関

とはまた違います。要するに，我々は大学を評価して適合しているかをみて，適合証というものを渡す

のですが，我々は大学の質を保証しますということではないのです。あくまでの先ほど申し上げたよう

に，我々の認証評価の目的は大学の自己点検・評価を検証して，大学の内部質保証の充実を支援してい

くことです。それは何かといいますと，認証評価機関が認証評価をとおったからうちの大学は質保証が

されているのだということではなく，質保証というのはある意味到達点のないものです。常に改革，改

善していかなければならないものです。認証評価，自己点検・評価を通じて，それがどんどん改革，改

善に繋げていけばよいということを我々認証評価機関は思って，評価を行っているということです。あ

くまでも認証評価というのは内部質保証を支援するものだとご理解いただければと思います。一番重要

なのは，重複しますがあくまでの大学の自己点検・評価ということです。以上です。 

曽根： 

 はい，ありがとうございました。今手を挙げてくれた人の中でどこが難しかったのか，あるいは感想

をぜひお願いします。 

日本大学学生： 

 貴重なお話ありがとうございます。実は私，2013 年の大学評価フォーラムに参加させていただきまし

て，学生参画について日本の反響を垣間見た気がしました。ヨーロッパと日本との比較ということで，
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日本の大学において学生参画のメリットが実感されていないのではと思いました。最後の児島さんのス

ライドに学生参画のメリットとして付加価値といったものを挙げていましたが，具体的に大学関係者の

皆さんに分かっていただくためには，どうしたらよいのかと思いまして，大学評価機構の皆さまは，ど

ういったところに学生参画の付加価値をどう感じているかを教えてください。 

曽根： 

 では児島さんと土居さん，お願いします。 

児島： 

 どうもありがとうございます。また昨年のフォーラムにはご参加いただき，ありがとうございました。

認証評価の点についてお話をしますと，訪問調査に伺った際には学生さんに集まっていただきまして，

そこで執行部から説明のあった事項について，実際学んでいる学生さんはどう思っているのかというこ

とをお聞きして，学生さんが認識されているかどうかをみています。全員に聞くことはできないので，

何人かの学生の方に来ていただいて，責任者の方と面談するときにはまた確認をしてすすめているとい

うことです。認証評価の中でも，加わっている部分はあるのではと思っています。一方，陸さんも先ほ

どおっしゃっていましたが，各大学で自分たちが大学の質を保つことが大事だと思うので，そこの中に

学生の意見をくみ取った形で，全てくみ取れるかは別の話しですが，どのように学生が思っているのか，

教育の目標を実現できているのかということを先生方とコミュニケーションをとりながらすすめてい

くということが大事だと思います。それを更に発展させて，認証評価機関としてどのようにみていくの

かということは，サイクルは 7年に 1度ということで評価機関も見直しをすすめていいますので，大学

の動向を見ながらどのような視点で見ていくのかを少しずつ質保証に発展していくのではと思います。 

土居： 

 そうですね。どの大学も，来年からうちの大学はやめますと言わないようにするために，大学を永続

的に続けていく努力をどの大学もされていると思います。その中で，自己点検・評価をされているので

すが，自己点検・評価が次に繋がるものになっていなければ，やはり担当者は膨大な時間と労力をかけ

ていらっしゃるのでそれが無駄にならないような工夫が必要だと思います。同じように，学生も大学の

自己点検・評価に加わるのであれば，その学生が言った意見がどのように大学の運営に繋がるのか，シ

ステムだったりサイクルだったりといったものをしっかりつくっていかなければ，学生にとってもせっ

かくいったのに活かされないじゃないかということになってしまうと思います。まずは大学の自己点

検・評価を有効的なものにするためには，仕組み作りというものが大事なのではないかと私は思います。 

 認証評価で，学生を認証評価の一員として加えるにはどうするかということですが，大学基準協会は

戦後まもなくから評価を行っているのですが，そのようなスタンスをいれたことがないのでどのような

仕組みで学生を入れるかをまず考えなければなりません。あと伝え聞いたところなのですが，北欧諸国

では小学校の段階から生徒や学生が学校の運営に関わる仕組みができているそうです。そのような仕組

みがしっかりできているから，小学生から自分の意見を言うということがしっかりと定着できていると

聞いています。なので，そういう国では大学の認証評価にも学生が加われるという素養があるのではと

いうことです。認証評価として学生に参加していただくということを考えるならば，土壌をしっかりと

つくっていくこと必要もあると思います。一気に学生さんに入っていただくということは考えにくいと

自分自身は思っています。 

曽根： 

 ありがとうございます。そろそろ時間になりますが，他にご意見やご感想などありますでしょうか。 
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京都産業大学学生： 

お話ありがとうございました。質問になります。先ほどご説明された内容で，フィンランドの参画事

例があったと思うのですが，それはとても私はよいなと思いました。学生が意見やフィードバックを行

うという事例がよいと感じて，それに関する質問をしたいと思います。学生が情報提供者としての役割

を果たすために，重要視したい項目というのはどのようなものがあるのでしょうか。 

児島： 

 それは大学に対して，どのような情報提供者という意味でしょうか。 

京都産業大学学生： 

 はい，そうです。 

児島： 

 一個人というのは難しいのかも知れません。そういった学生の意見を吸い上げるような仕組みを大学

の方でつくっていただくということも大事だと思います。仕組みについて，学生からスキームをつくっ

てほしいというところからかなと思います。いろいろな大学では，意見箱という形で個人の意見を吸い

上げる仕組みはあると思うのですが，そういったところからスタートすることもあると思います。認証

評価は平成 16 年度にスタートしたばかりですので，ヨーロッパの方がかなり歴史的には長くて，積み

重ねがあってここまできていると私は認識しています。学生さんの意見等も含めて，改善が良い形で回

っていければ，少しずつ学生の声も入れる，乃至は学生が評価チームに入っていくという土壌が生まれ

ていくのではないかと思います。今は過渡期ととらえております。 

京都産業大学学生： 

 ありがとうございました。 

曽根： 

だいぶスケジュールが乱れてしまい，自分の不手際で大変申し訳ありませんでした。 

まだまだ日本では，ヨーロッパのようにはいかないけれども過渡期ということでした。まずは学生が

意見を挙げていく事が大事だと言うことで，今日は難しいテーマだったと思いますが，学生の皆さんに

も教職員の皆さまにも学生の視点を今後どのように活かすのかテーマを今後も考えていただきたいと

思います。学生も，もっと意見を発信していく姿勢を高めていかなければならないということで簡単で

はありますがまとめに代えさせていただきます。 

最後に本日お話しいただきました。児島さんと土居さんと陸さんに最後に拍手をお願いします。どう

もありがとうございました。これにて会場校企画を終了させていただきます。 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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日本の大学における 
認証評価について 

2014（平成26）年３月８日（土） 東洋大学 

公益財団法人 大学基準協会 
大学評価・研究部 審査・評価系 

主幹 土居希久  

1 

Ⅰ 質保証制度の種類 

Ⅱ 認証評価制度 

Ⅲ 今後の認証評価 

＜アウトライン＞ 

2 

大学の質保証制度の流れ 

設
置
認
可

認
証
評
価

設
置
計
画
履
行
状
況
調
査

最初の卒業生が
出るまで、毎年調

査を実施 
開 学 

開 設 

機関別認証評価： 

 ７年ごとに１回 

専門職認証評価： 

 ５年ごとに１回 

自己点検・評価 

専門分野別評価 

法人評価（国立大学法人、公立
大学法人） 

教育情報の公開 

3 

Ⅰ 質保証制度の種類 

1. 設置認可

2. 設置計画履行状況調査

3. 自己点検・評価

4. 認証評価

5. 教育情報の公開

6. 専門分野別評価

7. 法人評価（国立大学法人、公立大学法人）

4 

Ⅰ－１ 設置認可 

 大学が学位授与機関としての最低要件を満たしているかどう
かについて、国が大学設置基準との適合性を審査し、合格し
たところに対して認可を与える。 

 審査対象：大学、学部・学科、大学院研究科・専攻が対象 

 審査基準：大学設置基準など 

 教育研究上の基本組織、教員組織、教員の資格、収容定員、 

教育課程、卒業の要件、施設・設備、事務組織など 

 審査プロセス 

 大学設置・学校法人審議会において、書類審査、面接審査、実地審査 

 大学新設の場合７ヵ月、学部・大学院研究科の場合５ヵ月 

5 

Ⅰ－２ 設置計画履行状況調査 

 大学、学部または大学院研究科が設置認可を受けて卒業生
または修了生を出すまでの間、当初の設置計画通りに教育
研究条件が整備されているかどうかを調査する。 

 審査対象：大学、学部・学科、大学院研究科・専攻が対象

 審査基準：大学設置基準など 

 教員組織、教員の資格、教育課程、卒業の要件、施設・設備、事務
組織など 

 審査プロセス

 大学設置・学校法人審議会の中に設置される設置計画履行状況調
査委員会において、書類審査、面接審査、実地審査 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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6 

Ⅰ－３ 自己点検・評価 

 大学が自ら掲げる目的・教育目標に照らして、教育研究活動、
管理運営等について点検し評価して、長所、問題点を明らか
にし改善向上を図っていく営み。自己点検・評価の実施と結
果の公表は、法律で義務付けられている。

 自己点検・評価の実施については、1991年の大学設置基準
の改正においてわが国で初めて法令において定めた。

 自己点検・評価を行う項目は、大学が自ら定めることが基本
となるが、認証評価制度が各大学の自己点検・評価を基礎
に行うことから、認証評価機関が定める評価基準及び評価
項目に基づいて自己点検・評価を実施している。

7 

Ⅰ－４ 認証評価 

 文部科学大臣の認証を受けた評価機関による、大学、短期
大学、専門職大学院、高等専門学校に対する評価。

 認証評価には、機関別認証評価と専門職大学院認証評価
の2種類がある。

 評価基準は、各評価機関が独自定める。ただし、評価基準
は大学設置基準などの法令に適合していなければならない。

 評価プロセスは、①大学が行う自己点検・評価の分析と大学
への実地調査を行うこと、②評価結果が確定する前に当該
大学に対して評価結果に係る意見申し立て機会を与えるこ
と、③評価結果は大学に通知し、公表し、文部科学大臣に公
表すること、が定められている。

8 

Ⅰ－５ 教育情報の公開 

 学生や保護者が適切に情報を得られるように、教育に関す
る情報を公表し、社会への説明責任を果たすことを目的とす
る。

 教育研究上の組織、教員組織、学生、教育課程、学習環境、
学生納付金、学生支援・奨学金などに関する情報の公表を
法令で義務付ける。

 これにより、各大学の質の保証及び質の向上が期待される。

 2011年4月より実施。

 認証評価機関は、教育情報の公開状況も評価対象とする。

9 

Ⅰ－６ 専門分野別評価 

 大学の教育プログラムを対象とした評価。

 日本技術者認定機構、薬学評価機構が行う評価。看護学教
育、獣医学教育、医学教育に対する評価も検討されている。

 日本技術者認定機構は、アメリカのＡＢＥＴをモデルに設立。

 教育の質が満足すべきものであるか、教育成果が見られる
かなど、教育の有効性に焦点が当てられている。 

 日本では、専門分野別評価は十分成熟しているとは言い難
い。 

 これから発展が期待されている。

10 

Ⅰ－７ 法人評価 

 中期目標、中期計画及び年度計画に対する教育研究活動を含む大学の
業務運営について達成状況を評価する。

 国立大学法人、公立大学法人の評価を通じて、業務運営の状況を公表
し説明責任を果たすこと、評価結果に基づいて資源配分を行うことを目
的としている。

 国立大学法人：文部科学省内に設置される国立大学法人評価委員会が
評価。大学の教育研究活動の評価については、大学評価・学位授与機
構に委託。

 公立大学法人：地方公共団体などの設立団体に設置される評価委員会
が評価。大学の教育研究活動の評価については、認証評価結果を活用。

 6年周期で実施。

 法人化することにより、大学の意思決定が自主的・自律的に行うことがで
き、機動的運営体制を高めることにより、大学の個性化、競争力の強化
が期待されている。

11 

Ⅱ 認証評価制度 

1. 認証評価制度の導入の背景

2. 認証評価制度の概要

3. 認証評価機関について

4. 認証評価申請状況

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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12 

Ⅱ－１ 認証評価制度の導入の背景 

アカウンタビリティの履行
大学は公共性の高い高等教育機関であり、自らの教育研究活
動等の状況を公にすることが強く求められている。 

学位の質を保証する仕組みの構築 
ユニバーサル・アクセスにより、大学の大衆化・多様化が進み、
学位の質保証の仕組みを整備することが求められている。 

大学教育の国際的通用性の確保 
 研究活動と同様、大学教育の国際的通用性を高める必要性が強ま
った。 

規制緩和政策の推進 
 市場原理が有効に働く環境の創出を求める声が高まった。

13 

Ⅱ－２ 認証評価制度の概要（１） 

２００４年度、認証評価制度施行。

認証評価制度は、学校教育法に根拠を置く。

認証評価は、各大学の自己点検・評価を基礎に
行われる、文部科学大臣が認証した認証評価機
関による定期的評価。

認証評価には、機関別認証評価と専門職大学
院認証評価がある。

機関別認証評価は７年以内毎、専門職大学院
認証評価は５年以内毎。

14 

Ⅱ－２ 認証評価制度の概要（２） 

認証評価に係る評価基準が、次の事項について定
められていること。（機関別認証評価の場合） 
 教育研究上の基本となる組織に関すること。

 教員組織に関すること。

 教育課程に関すること。

 施設及び設備に関すること。

 事務組織に関すること。

 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。

 財務に関すること。 

 このほか教育研究活動等に関すること。

15 

Ⅱ－３ 認証評価機関について（１） 

 認証評価機関
 ＜機関別認証評価＞ 

 大学－大学基準協会、大学評価・学位授与機構、日本高等教育評価機構

 短期大学－短期大学基準協会、大学基準協会、日本高等教育評価機構

 高等専門学校－大学評価・学位授与機構

 ＜専門職大学院＞ 

 法科大学院、経営系専門職大学院、助産、臨床心理、公共政策、ファッション・
ビジネス、教職大学院、情報－創造技術－組み込み技術－原子力、公衆衛生、
知的財産、ビューティービジネス、環境・造園 

平成24年７月31日 文科省高等教育局高等教育企画課 

 どの評価機関を受けるかは、大学自身が選択

 認証評価機関は自ら設定する評価基準に則して評価
 法令を踏まえていることが求められている。

16 

Ⅱ－３ 認証評価機関について（２） 

認証評価の結果について、大学に通知、文部科学
大臣に報告、社会へ公表 

認証評価機関になるための要件 
評価基準が、学校教育法、大学設置基準等に適合しているこ
と。 

評価基準において、特色ある教育研究の進展に資する観点か
らする評価項目が定められていること。 

評価基準の設定・変更において、その過程の公正性及び透明
性を確保するため、その案の公表その他必要な措置を講じて
いること。 

評価方法に、自己点検・評価結果の分析と教育研究活動の状
況の実地調査が含まれていること。 

17 

Ⅱ－４ 認証評価申請状況 

2004
（H16）
年 

2005
（H17）
年 

2006
（H18）
年 

2007
（H19）
年 

2008
（H20）
年 

2009
（H21） 
年 

2010
（H22）
年 

2011
（H23）
年 

2012
（H24）
年 

NIAD-
UE － 04 10 38 11 37 25 07 04 

JUAA 
34 25 47 54 44 57 63 30 30 

JIHEE 
－ 04 16 38 58 71 85 13 13 

全国
の大
学数 

702 726 744 756 765 773 778 780 783 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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18 

Ⅲ 今後の認証評価 

1. 大学改革実行プラン

2. 経済同友会「大学評価制度の新段階」 

3. 教育再生実行会議（第三次提言） 

4. 教育再生実行会議（第三次提言） 

 評価結果を通じた質の保証・向上の促進

 グローバル化に対応した人材育成

 地域再生の核となる大学づくり

 研究力強化：世界的な研究成果とイノベーションの
創出

 国立大学改革

 大学改革を促すシステム・基盤整備

 財政基盤の確立とメリハリある資金配分の実施

 大学の質保証の徹底推進

Ⅲ－１ 大学改革実行プラン（2012.6） （１） 

19 

※平成25年度より逐次具体化を目指す（中教審等で検討） 

 大学教育の質的転換と大学入試改革

 機能別評価の導入

 大学の強みを伸ばす客観的評価指標の開発

 学習成果を重視した評価 ～インプット中心から、プロセス・アウ
トカムを重視した評価へ～

 評価の効率化
 「大学ポートレート」の活用 ＊平成26年度から本格実施

 認証評価と国立大学法人評価の一体的実施

 社会との関係の強化
 認証評価機関の共通的な取り組みとして位置づけ

Ⅲ－１ 大学改革実行プラン（2012.6） （２） 

20 

 情報公開の徹底

 大学ごとのビジョン（将来像）の明確化

 内部質保証（改革サイクル[PDCA]）重視へ

 評価サイクルの短縮化・弾力化

 評価の効率化・簡素化

「大学評価制度の新段階-有為な人材の育成のために好循環サイク
ルの構築を-」）公益社団法人経済同友会（2013.4.3） 

21 

Ⅲ－２ 経済同友会 
「大学評価制度の新段階」（2013.4） 

 グローバル化に対応した教育環境づくり

 社会を牽引するイノベーション創出のための教育・
研究環境づくり

 学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能の強化

 大学等における社会人の学び直し機能の強化

 大学のガバナンス改革、財政基盤の確立による経
営基盤の強化

「これからの大学教育等の在り方について」教育再生実行会議 

（2013.5.28） 

Ⅲ－３ 教育再生実行会議（第三次提言） 

22 

 大学の多様な機能を踏まえ、大学教育の質的転換、
厳格な卒業認定及び教育内容・方法の可視化を徹底
し、人材育成機能を強化する。

 大学入学者選抜を、能力・意欲・適性を多面的・総合
的に評価・判定するものに転換するとともに、高等学
校教育と大学教育の連携を強力に進める。

「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方につい
て」教育再生実行会議（2013.10.31） 

23 

Ⅲ－４ 教育再生実行会議（第四次提言） 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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公益財団法人 大学基準協会   

   大学評価･研究部 審査･評価系 

  〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-13 

 Tel 03-5228-2112、3883 

 Fax 03-5228-2323 

 e-ﾒｰﾙ  info@juaa.or.jp  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.juaa.or.jp 

ご清聴ありがとうございました。 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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大学基準協会について 

2014（平成26）年３月８日（土） 
 

公益財団法人 大学基準協会 
大学評価・研究部 審査・評価系 

主幹 土居希久 

    

          

＜アウトライン＞ 

Ⅰ 大学基準協会とは 

          

Ⅱ 大学基準協会の大学評価（認証評価）       

           

2 

Ⅰ 大学基準協会とは① 
 設立趣旨 

 「会員の自主的努力と相互的援助によって、我が国における
大学の質的向上を図る」こと 

 

 沿革 

 1947年：大学基準協会創立（創立時メンバー46校） 
       「大学基準」を採択 

 1949年：「大学院基準」を決定 

 1951年：正会員になるための資格審査を開始 

 1996年：大学の自己点検・評価を基礎とする 

       大学評価を開始 

 2004年：わが国初の認証評価機関となる 

 2012年：公益財団法人へ移行 

 

 

 会員制度－国・公・私立大学の４年制大学及び短期大学からなる会員
制組織 

 会員の種類－正会員／賛助会員 

 
国立 

公立／公立大学
法人 

私立 計 

正会員 
大学 20 40 281 341 

短期大学 －  6 7 13 

賛助会員 
大学 50 11 99 160 

短期大学 － 0 0 0 

会員外 
大学 16 42 224 282 

短期大学 － 16 343 359 

合計 
大学 86 92 605 783 

短期大学 － 12 350 372 

（2014（平成26）年１月17日現在) 

4 

Ⅰ 大学基準協会とは② 

国際的な質保証を目指して 

 《正会員》 

 ＩＮＱＡＡＨＥ（International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education) 

 (高等教育質保証機関国際ネットワーク） 

 

 APQN (Asian-Pacific Quality Network) 

 （アジア太平洋質保証ネットワーク） 

 《準会員》 

 AAPBS (Association of Asia- Pacific Business Schools)

（アジア太平洋ビジネススクール協会） 

Ⅰ 大学基準協会とは③ 

Ⅰ 大学基準協会とは④ 

認証評価事業 
 

 大学評価（2004（H16）年８月認可） 

 短期大学評価（2007（H18）年１月認可） 

 法科大学院（2007（H18）年２月認可） 

 経営系専門職大学院（2008（H19）年４月認可） 

 公共政策系専門職大学院（2010（H21）年３月認可） 

 公衆衛生系専門職大学院（2011（H22）年７月認可） 

 知的財産専門職大学院（2012（H23）年３月認可）  

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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Ⅱ 大学基準協会の大学評価（認証評価） 

1. 目的及び特徴 

2. 評価体制 

3. 大学基準 

4. 評価結果の読み方 

5. 評価結果の入手先 

Ⅱ－１ 大学評価の目的及び特徴 

＜目的＞ 

 質の保証…本協会の「大学基準」に基づき、大学の諸側面
を包括的に評価することを通じて、大学の教育・研究活動等
の質を社会に対し保証すること 

 質の向上…大学評価の結果の提示やその後のアフターケ
アを通じて、大学全体の改善を継続的に支援すること 

＜特徴＞ 
 内部質保証システム（大学の質を自らが保証するための恒常

的・継続的な大学運営システム）の有効性に着目した評価 
 自己改善機能を重視した評価 
 理念・目的・教育目標の達成度を重視した評価 
 改善報告書の評価 
 ピア・レビューの重視 

 

 

理事会 大学評価委員会 

異議申立審査会 

大学評価分科会第１群 

大学財務評価分科会 

大学評価分科会第２群 

国・公立大学部会 

私立大学第１部会 

私立大学第２部会 

改善報告書検討分科会 

再評価分科会 

追評価分科会 

9 

Ⅱ－２ 評価体制 

大学基準＝評価基準＋向上指針 
「それぞれの大学の特徴や立場を尊重し、その改善・向上を促すという観
点に立って、各大学の理念･目的を踏まえて、大学のあるべき姿を追求する
ための注意点を明らかにすることに主眼」を置いている。 

  １．理念・目的        ５．学生の受け入れ 

  ２．教育研究組織       ６．学生支援 

  ３．教員・教員組織       ７．教育研究等環境 

  ４．教育内容・方法・成果      ８．社会連携・社会貢献 

    ① 教育目標、学位授与方針、     ９．管理運営・財務 

            教育課程の編成・実施方針        ① 管理運営       ② 財務 

    ② 教育課程・教育内容       10．内部質保証 

    ③ 教育方法   ④ 成果 

10 

Ⅱ－３ 大学基準 

11 

Ⅰ 評価結果 
   （「適合」・「期限付適合」・「不適合」判定と認定期間） 
 

Ⅱ 総評（本文） 

  （大学の概要（沿革や理念）と、基準１～10ごとの総評） 
 

Ⅲ 提言（指摘事項） 

 （総評に関連して、長所や問題点を、「長所として特筆す
 べき事項」「努力課題（助言）」「改善勧告（勧告）」ごとに
 記載） 
 

※大学評価結果の分量は大学の規模によっても異なるが、１０～６０頁 

Ⅱ－４ （１）大学評価結果の構成 

12 

  
 

基準１：理念・目的 

  理念に基づき目的を適切に設定するとともに、広く社会に周知しているか。 

基準２：教育研究組織 

  理念・目的に沿って、適切な教育研究組織（学部・研究科・研究所等）を整備しているか。 

基準３：教員・教員組織 

  理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確に定め、方針に沿っ
て適切に教員組織を整備しているか。 

基準４：教育内容・方法・成果 

  理念・目的を実現するために、教育目標に基づき、学位授与方針と教育課程の編成・実施方針
を明示し、方針に沿って教育内容と方法を整備・充実させ、適切に学位授与を行ってるか。 

基準５：学生の受け入れ 

  理念・目的を実現するために、学生の受け入れ方針を明示し、方針に沿って公正・適切に受け
入れを行っているか。 

Ⅱ－４ （２）総合判断するポイント ① 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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基準６：学生支援 

  学生が学修に専念できるよう、学生支援に関する方針を定め、方針に沿って、修学支援、生活支援
及び進路支援を適切に行っているか。 

基準７：教育研究等環境 

  学生の学修や教員の教育研究活動が十分に行えるよう、学習環境や教育研究環境の整備に関す
る方針を定め、方針に沿って適切に管理運営しているか。 

基準８：社会連携・社会貢献 

  社会との連携・協力に配慮し、これに関する方針を定め、方針に沿って教育研究の成果を広く社会
に還元しているか。 

基準９：管理運営・財務 

  大学の機能を円滑かつ十分に発揮するために、管理運営に関する方針を定め、方針に沿って明文
化された規程に基づき、適切な管理運営を行っているか。また、適切な事務組織の設置や必要か
つ十分な財政的基盤を確立しているか。 

基準10：内部質保証 

  学生の学修や教員の教育研究活動が十分に行えるよう、学習環境や教育研究環境の整備に関す
る方針を定め、方針に沿って適切に管理運営を行っているか。 

Ⅱ－４ （２）総合判断するポイント ② 

14 

   どんな理念や目的を掲げている大学か？どのような人材を
養成しようとしている大学か？  →【基準１．理念・目的】 

 教員組織は充実しているか？ →【基準３．教員組織】 

 教育内容は充実しているか？ →【基準４．教育内容・方法・成果】 

 卒業時にどのような能力が身に付けられるか？ 

                            →【基準４．教育内容・方法・成果】 

 学生への支援は充実しているか？ →【基準６．学生支援】 

 学習環境は充実しているか？ →【基準７．教育研究等環境】 

 大学の経営は安定しているか？ →【基準９．管理運営・財務】 

 質の維持・向上につとめているか？  →【基準10．内部質保証】 

Ⅱ－４ （３）項目別見方のポイント 

15 

  ホームページ（大学の評価結果） 

http://www.juaa.or.jp/accreditation/university/result.html 

 

（トップページ→「評価事業」の「大学評価」 →「公表方法・評価結果」） 

 

 大学ごとの評価結果の他、点検・評価報告書を公表している
大学・短大ＨＰへのリンクもある 

Ⅱ－５ 評価結果の入手先 

16 

     公益財団法人 大学基準協会   

   大学評価･研究部 審査･評価系 

        〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-13 

                        Tel 03-5228-2112、3883 

                        Fax 03-5228-2323 

                         e-ﾒｰﾙ  info@juaa.or.jp  

            ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.juaa.or.jp  

 ご清聴ありがとうございました。 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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大学評価・学位授与機構 

認証評価の概要 

大学評価・学位授与機構 

評価事業部長 児島 昌樹 

NIAD-UE 

＜学生ＦＤサミット２０１４春＞2014.3.8 

1 

（参考）高等教育の公的な質保証システム 

 
内部質保証 

外部質保証 

＜事前規制＞ ＜事後チェック＞ 

必要に応
じ、外部評
価実施 

※「事前規制から事後チェックへ」という規制改革の流れを踏まえ、平成１６年度に認証評価制度を導入 
  機関別（大学・短大・高専）は７年に１回、専門分野別（専門職大学院）は５年に１回、評価を受ける義務を負う 

2 

＜事後チェック＞ 

（文部科学省資料に一部加筆） 

＜ＰＤＣＡ＞ 

評価団体が基
準を設定（内部
質保証も評価
対象） 

大学内 

文部科学省 認証評価機関 

大学評価・学位授与機構が行う 
大学機関別認証評価の目的 

    当機構の大学評価基準に基づいて、大学を評価することにより、教
育研究活動等の質を保証します。 

 評価結果をフィードバックすることにより、各大学の教育研究活動等

の改善に役立てます。 

 大学の教育研究活動等の状況について、社会に対し説明責任を果た

し、広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していきます。 

3 

当機構が行う大学機関別認証評価の
基本的な方針 

  大学評価基準に 

  基づく評価 

  教育活動を 

  中心とした評価 

  各大学の個性の 

  伸長に資する評価 

    自己評価に 

    基づく評価 

ピア・レビューを 

中心とした評価 

透明性の高い 

開かれた評価 

  国際通用性の 

  ある評価 

4 

大学評価基準の構成 

基準１ 大学の目的 
    目的の明確性，適合性 
 

基準２ 教育研究組織 
    教育研究に係る基本的な組織構成／教育活動を展開する上で必要な運営 
    体制 
 

基準３ 教員及び教育支援者 
    教員の配置／教員の採用及び昇格等／教員の教育及び研究活動等に関する 
    評価，教員の資質の適切な維持／教育支援者の配置，教育補助者の活用 
 

基準４ 学生の受入 
    入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）の明確性／入学者受入方針（アドミッ 
    ション・ポリシー）に沿った受入／実入学者数と入学定員 

１０の基準（８１観点）で構成 
・各基準には、設定した意義・背景等 
 を説明する「趣旨」を記載。 
・教育活動等の状況を分析するために 
 「基本的な観点」(81観点)を設定。 

5 

大学評価基準の構成 
基準５ 教育内容及び方法 
 ○ 学士課程 
   教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）の明確性／教育課程の編 
   成・実施方針に基づいた教育課程の編成／授業形態，学習指導法等／学位 
   授与方針（ディプロマポリシー）の明確性／成績評価，単位認定，卒業認定 
 ○ 大学院課程（専門職学位課程を含む。） 
   教育課程の編成・実施方針の明確性／教育課程の編成・実施方針に基づいた 
   教育課程の編成／授業形態，学習指導法等／研究指導／学位授与方針の 
   明確性／成績評価，単位認定，修了認定 
 

基準６ 学習成果 
   目的や養成しようとする人材像に照らした学習成果／進路状況等から判断した 
   学習成果 
 

基準７ 施設・設備及び学生支援 
   教育研究組織・教育課程に対応した施設・設備／学生の活動に対する支援／ 
   履修指導，学習支援／学生の生活・就職等に関する支援 

6 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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大学評価基準の構成 

基準８ 教育の内部質保証システム 
     教育の状況を点検・評価し，それに基づいて改善・向上を図る体制の 
     整備、取組／教員，教育支援者等の資質向上を図るための取組 
 

基準９ 財務基盤及び管理運営 
     財務基盤／収支計画等／財務監査等／管理運営体制及び事務組織 
     ／大学活動の総合的な状況の自己点検・評価 
 

基準10 教育情報等の公表 
     教育研究活動等の情報の適切な公表 
       

１０の全ての基準を満たした場合 
  ⇒当機構が定める大学評価基準を満たしているとなります。 

7 

認証評価の流れ 
前年度 

５月～６月 

当該年度 

４月～６月 
 

７月   ～   翌年２月 
 

３月 

機構によ
る説明会
等 

認証評価
の仕組み、
方法など
について
説明会や
研修の実
施 

対象機関
における
自己評価 

自己評価
書の作成 

機構における評価の実施 

書

面

調

査 

訪

問

調

査 

認証評価委員会 

評価結果 

の取りまと
め 

評価結果
の確定 

評価結果
を確定前
に通知 

意見の
申立て 

対象大学 

評価 
報告書 

評価結果 
の公表 

実施体制 
・認証評価委員会 
 ・運営小委員会 

  （又は運営連絡会議） 
   ・評価部会 
   ・専門部会 
   ・意見申立審査会 

8 

9 

 
大学機関別認証評価の実施実績 

・「基準を満たさない」との評価は平成23年度までに１校 

  国立 公立 私立 計 

H17 2 2 0 4 

H18 7 3 0 10 

H19 37 0 1 38 

H20 4 5 2 11 

H21 27 10 0 37 

H22 7 15 3 25 

H23 1 5 1 7 

計 
(第１ｻｲｸﾙ) 

85 40 7 132 

H24 3 1 0 4 

対象校へのアンケート調査結果の分析 
～ 認証評価の目的は達成されたか？ ～  

 

（平成１７年度～平成２３年度実施： 【対象校】 １４３校（短期大学含む）） 

● 「質の保証」「改善の促進」については概ね達成。ただし、「社会からの理解と支
持」については、大学／機構共に更に努力が必要。 

10 

11 

認証評価は 

大学と 

大学評価・学位授与機構との 

信頼関係に基づく協同作業 

 
ご清聴ありがとうございました。 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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２０１４．３ 
公益財団法人 日本高等教育評価機構 

陸 鐘旻 

日本高等教育評価機構について 

1 

公益財団法人 日本高等教育評価機構   

ＪＩＨＥＥ 
 Japan Institution for Higher  Education  Evaluation 

 
 ○ 設立母体＝日本私立大学協会 
 ○ 財団設立＝2004年１１月２５日 
 ○ 認証評価 
  大学＝2005年７月１２日 
  短期大学＝2009年９月４日 
  ファッション・ビジネス系専門職大学院＝2010年３月３１日 

◆ JIHEEの概要 

2 

◆ JIHEEの概要 

交通アクセス 
 

〒102-0073 

東京都千代田区九段北4-2-11 第２星光ビル2階  

電話 03-5211-5131 FAX 03-5211-5132 

http://www.jihee.or.jp/ 
 

3 

◆ JIHEEの概要 

■ 公益財団法人 日本高等教育評価機構 組織図   
 

理事長 

【理事会】 

監事 

【評議員会】 

事務局長 

総務部 
（総務・経理） 
 

評価事業部 
 
評価研究部  

大学評価判定委員会 

短期大学評価判定委員会 

専門職大学院判定委員会 
（ファッション・ビジネス系専門職大

学院） 

意見申立て審査会 

評価システム改善検討
委員会 

評価員養成検討委員会 
 

【評価員】 

評価チーム 

評価チーム 

評価チーム …
 

 

【評価員】 

評価チーム 

評価チーム 

評価チーム 

改善報告等審査会 

公益目的事業（認証評価事業） 

【委員会】 【評価員】 

【事務局】 

 

【評価員】 

評価チーム …
 

…
 

意見申立て審査会 

意見申立て審査会 

副理事長 

常務理事 

4 

◆ JIHEEの概要 

年 度 16 17 18 19 20 21 22 

受審大学 － 4 16 38 58 71 85 

■ 会員校=318大学、6短期大学 
■ 受審校=272大学（H17～H23年度） 
       56大学（H24、H25年） 
       63大学（H26年予定） 

年 度 23 24 25 26 27 28 29 

受審大学 13 13 30 (63) － － － 

5 

① 各大学が行う自己点検・評価の結果分析を踏まえ、  
   評価機構が定める大学評価基準に基づき、教育 
   研究の総合的な状況を評価するとともに、自己点 
   検・評価の検証を行い、各大学の自主的な質保証 
   の充実を支援すること。 
② 各大学が教育研究活動等の状況を適切に社会に 
   示すことにより、広く社会の支持を得ることができ 
   るように支援すること。 
③ 各大学の特性に配慮した評価を行うことにより、各 
   大学の個性・特色ある教育研究活動等の自律的 
   な展開を支援・促進すること。 

認証評価の目的 

◆ JIHEEの概要 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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6 

大学評価基準（変更） 

4基準（H24年度～） 
基準1 使命・目的等 

基準2 学修と教授 

基準3 経営・管理と財務 

基準4 自己点検・評価 

基準Ａ（独自基準） 

基準Ｂ（独自基準） 

大学独自の基準及び基準項目の設
定（例えば、国際協力、社会貢献、研
究活動等） 
※使命・目的に掲げられている事項で、 

  基準１～４にあてはまらないもの 

11基準（～H23年度） 
基準1 建学の精神・大学の  

  基本理念及び使命・目的 

基準2 教育研究組織 

基準3 教育課程 

基準4 学生 

基準5 教員 

基準6 職員 

基準7 管理運営 

基準8 財務 

基準9 教育研究環境 

基準10 社会連携 

基準11 社会的責務 

◆ JIHEEの概要 

評価基準の内容 

★大学の基本的・共通的な最小限のものとして 

  ４の「基準」「領域」 
  ２２の「基準項目」、５１の「評価の視点」 
 

★使命・目的に基づく独自の基準設定と自己点 

  検・評価 

  独自に「基準」「基準項目」「評価の視点」 
  の設定及び自己点検･評価の実施 

7 

◆ JIHEEの概要 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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学生の質保証への参画 

大学評価・学位授与機構 

評価事業部長 児島 昌樹 

NIAD-UE 

＜学生ＦＤサミット２０１４春＞  2014.3.8 

大学紛争と学生参画の現状           

• 1968年頃の学生叛乱は、西欧諸国、米国、日本などの大
学において、同時多発的な現象であった。 

• しかし、その後の「学生参画」に関する大学変革には、
大きな差が観られる。 

• 学生に対するアンケート調査など、それらの結果を改善・
向上に反映させる。 

• 学生自治組織（学生ユニオン等）と大学運営母体との協力
関係。 

• 学生の質保証への参画など。 
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当機構の大学評価フォーラム 
～学生の視点関連テーマ～ 

2012年 「学び」からみる高等教育の未来 
2013年 学生からのまなざし～高等教育質保証と学生の役割 

 ◎2013年大学評価ﾌｫｰﾗﾑ 当機構 川口特任教授の趣旨説明より 

http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1215651_1207.html 

1970年代の欧米と日本の比較 

• 「68年からの学生叛乱」の最大の原因の一つは、大学の
大衆化と思われる。 

• 日本（とくに米国と比較して）では、大学進学率の急上
昇が起きて日が浅く、学生の意識には旧来の使命感やエ
リート意識が強く残っていた。 

• 欧米では、学生側はかなり現実的に妥協して、大学の制
度改革などを遺した。 

• 1970年代後半は、欧米では不況に陥った（ポスト工業化

社会への移行期）が、日本では製造業を中心として工業
化社会が進展した。 

• 日本の学生運動は、「青年期の反抗」であり、社会に影
響をほとんど与えない一過性のものとなった。 
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欧州における質保証と学生参画 

• ソルボンヌ宣言・ボローニャ宣言（1998/1999） 

欧州高等教育大臣会合により、欧州高等教育圏構想が   
承認 

• 欧州高等教育圏における質保証の枠組み 

• ENQA （欧州高等教育質保証協会）の設立（2000） 

• ESGs（欧州高等教育圏における質保証の基準とガ
イドライン）の策定（2005/2009） 

• EQAR （欧州質保証登録簿）の制度開始（2008） 

• ESGsにおいて、質保証への学生参画を明記 

内部質保証、外部質保証、外部質保証機関に関する基準
とガイドラインに明記 
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（参考）高等教育の公的な質保証システム 

 
内部質保証 

外部質保証 

＜事前規制＞ ＜事後チェック＞ 

必要に応
じ、外部
評価実施 

※「事前規制から事後チェックへ」という規制改革の流れを踏まえ、平成１６年度に認証評価制度を導入  

  機関別（大学・短大・高専）は７年に１回、専門分野別（専門職大学院）は５年に１回、評価を受ける義務を負
う 5 

＜事後チェック＞ 

（文部科学省資料に一部加
筆） 

＜ＰＤＣＡ＞ 

評価団体が基
準を設定（内
部質保証も評
価対象） 

大学内 

文部科学省 認証評価機関 

質保証に関する欧州基準とガイドライン 
第１部（学生参画について記述がある基準・ガイドライン） 

1.1 質保証の方針と手続 
         基準 
 

高等教育機関は、質の継続的向上のための戦
略を策定・実施すべきである。（略）それら
には、学生および他のステークホルダーの役
割が含まれるべきである。 

     ガイドライン 手続の記述には以下の点が含まれていること

が期待される。  

（略）・質保証への学生の関与 

1.2 教育プログラムと学位     
      の承認、監視、定期的 
      レビュー    基準 

高等教育機関は、自らの教育プログラムと学
位について、承認、定期的レビュー、監視に
必要な公式のメカニズムを有すべきである。 

     ガイドライン 教育プログラムと学位の質保証には以下が含

まれていることが期待される。  

（略）・質保証活動への学生の参加 
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高等教育機関の内部質保証に関する欧州基準とガイドライン 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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質保証に関する欧州基準とガイドライン 
第２部（学生参画について記述がある基準・ガイドライン） 

2.4 目的にあったプロセス 
         基準 

あらゆる外部質保証プロセスは、設定された
目的と目標の達成に適したものとなるよう明
確に設計されるべきである。 

     ガイドライン 特に注目に値するのは以下の要素である。  

（略）・学生を参加させること 
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高等教育機関の外部質保証に関する欧州基準とガイドライン 

質保証に関する欧州基準とガイドライン 
第３部（学生参画について記述がある基準・ガイドライン） 

3.6  独立性 
       基準 

質保証機関は、それぞれの活動に対する自律的責任を有して
おり、その報告書の結論および勧告が高等教育機関、政府省
庁、その他のステークホルダーなどの第三者の影響を受けて
はならないという点において独立しているべきである。 

     ガイドライン 質保証機関は、以下の方法を通じて独立性を示す必要がある。

（略）・質保証プロセスの中で、高等教育の関連ステークホ

ルダー、特に学生（学習者）の意見が求められるが、質保証

の最終的な結論については質保証機関が責任を負う。 

3.7 質保証機関が
用いる外部質保証
の基準とプロセス 
      基準 

保証機関によって用いられるプロセス、基準、手続きは事前に規定さ
れ、公表されるべきである。これらのプロセスは、一般に以下を含ん
でいることが期待される。 

 （略）・質保証機関が決定した専門家グループによる外部評
価。適宜、学生（集団）や訪問調査が含まれる。 
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外部質保証機関に関する欧州基準とガイドライン 

欧州における質保証への学生参画事例 

国 名 取り組み事例 

フィン
ランド 

・学生が質保証に関するアンケート調査の策定や調査分析を実施。 

・評価関連ワークショップでは、学生が意見を述べたりフィードバックを
行っている。 

・フィンランド高等教育評価審議会（FINHEEC）の業務や人員構成は法令に
よって定められており、その中で学生に関わりも言及されている。 

・大学運営について、ボードメンバーは教授、教員・研究者・その他の職
員、学生から構成されなければならない（大学法）。 

・FINHEEC は設立当初から、評価のすべての段階において、可能な限り学生
を参画させている。 

英 国 

・大学が提出する自己評価書の添付資料として、学生が学生の立場で大学
の質保証に関して意見を作成し、質保証機関に提出。但し、スコットラ
ンドにおいては、大学は学生と協力して自己評価書を策定。 

・大学の意思決定組織に学生を入れる大学もある。  

・スコットランドでは、専門家グループに全国学生ユニオンの学生代表が
含まれる。 

・英国高等教育質保証機構（QAA）の理事会（17名）のうち2名が学生理事。 
・QAA は現在90名の学生評価者を有する。 
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参考文献：ENQA Report 2006, Devin Chun-Jung Wu, TWEA, Taiwan（APQN 総会2013の発表より抜粋）、
FINHEEC および QAA のウェブサイト 

欧州における質保証における 
学生参画形態 

• 全国レベルの質保証機関のガバナンスに参画 

• 第三者評価の評価チームの委員あるいはオブザーバー参加 

• 自己評価書の作成に参加 

• 第三者評価の評価にかかる意思決定プロセスに参加 

• フォローアップ・プロセスへの参加 

N
IA

D
-U

E 

10 

欧州の質保証における学生の役割 
• 教育機関レベル 

• 情報提供者 

• 自己評価書の準備など内部質保証プロセス           
に参加 

• 第三者評価レベル 
• 情報提供者 

• 第三者評価の評価パネルのメンバーとして参加 

• 質保証機関のガバナンスレベル 
• 評価・アクレディテーションのプランナーとして参加 

• 第三者評価機関のガバナンス組織のメンバーとして参加 

• その他 

• 質保証政策作りにおける相談者 

• 正式のプロセスには入らないが、間接的な情報提供者 
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学生参画のメリット 

• 学生の参画は、様々な付加価値を産み出す。 
• 学習の質を評価（Assessment）する過程で基本的な役割を担
う。 

• 多様化の理解、学生に対する教育的効果。 

 

• 質保証プロセスの向上が期待できる。 
• 従来にはなかった視点など、評価報告書の内容が充実する。 

• 学生の視点が、新しい解決の糸口として期待できる。 

 

• 教育機関、質保証機関にとって、質向上に役立てることが
できるという認識が重要。 
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１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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我が国における学生参画 
ー認証評価＆「キャンパス・アジア」モニタリング事業ー 
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〇 認証評価において、大学訪問調査時に学生と面談 

○ 当機構の大学評価基準 
 

基準５ 教育内容及び方法 
５－１－③  教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様 
  なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮しているか。 
 

基準６ 学習成果 
６－１－②  学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果 
  等から判断して、学習成果が上がっているか。 
 

基準８ 教育の内部質保証システム 
８－１－②  大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われて 
  おり、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形 
  で活かされているか。 

我が国における学生参画 
ー「キャンパス・アジア」モニタリング事業ー 

• 日本における外部質保証活動への学生の参画という観点からモ
ニタリングにおいて、プログラム参加学生による「学生部会」
を設置 ⇒ ―学生部会ワークショップ開催・「学生提言書」を策定－ 

 http://www.niad.ac.jp/n_kokusai/jckcouncil/1233101_1811.html 
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「キャンパス・アジア」：日中韓三国の大学によるトライアングルの学生交流10プログラム 
 ※ 質の保証・向上を促進するための方策として、日中韓質保証機関協議会を設 

  置し、共同の質保証の取組み（モニタリング）を行う。 

訪問した大学での学生面談 

学生部会のメンバー 

2013年度 各国で実施 （2015年度３か国共同実施を目指す） 

中教審   質的転換答申（平成24年8月28日） 

８．今後の具体的な改革方策 

（文部科学省等） 

文部科学省等には、大学の主体的な取組を支える観点から、
以下のような取組が求められる。 

（キ） ・・・・大学に対しても学生の意見を全学的な 

   教学マネジメントの確立のために有効に活用する 

   よう促す。 
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我が国における学生参画 
○学生ＦＤ 
○各種シンポジウム 等 
 

 ・各大学での取り組み共有・実践 

我が国における学生参画 

• 「学習成果」が質保証の重要なテーマであり、学習の主
役である「学生」の参画は必要条件となる。 

• ユニバーサル化段階に突入した高等教育において、多様
化するニーズを把握するために積極的な「学生」の参画
は重要である。 

• 質保証プロセスに学生の参画を求める方向性は国際的な
流れである。 

• 参画の形態は多様である。 

• わが国でも、どのような学生参画を求めていくかを明確
にする必要がある。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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NIAD-UE 

http://www.niad.ac.jp/ 

１日目 分科祭の部（会場校企画「大学は第三者に「評価」されている」）
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新企画 学生だけ，教職員だけ座談会 

1 日目（3 月 8 日(土)）13：55～14：45（ファーストセッション） 

14：55～15：45（セカンドセッション） 

  

概要報告         文責：田中 恭平（担当実行委員・青山学院大学） 

＜本企画について＞ 

本企画は，学生 FD サミット 2014 春の 1 日目，分科祭の部の 1つの企画として開催した。また開催

時間は，ファーストセッション（以下ファーストとする）とセカンドセッション（以下セカンドとす

る）の 2種類の時間を設けた。（同内容を行うのだが，両方出ても大丈夫なように，席替えなどの工

夫をした）。時間配分としては，ファースト・セカンド，共に 50 分の内容で，ファーストとセカンド

の間には 10 分ほどの休憩時間を設けた。（企画は，グループ分けを行い，それぞれのグループで行っ

た。） 

＜配布資料＞  

メモシート，メニューシート（テーマが書いてある），逆質問シート（学生だけでは教職員に聞きた

い事がどうしても出てきてしまうと思うので，その際に質問が出来るようにする為のシートである。

『逆もまた然り』） 

＜本企画の開催趣旨＞ 

過去の学生 FD サミットのアンケートにおいて，学生 FD サミットで教員・職員だけ，学生だけ

で話をしたいという意見が数多く寄せられていたことをふまえて企画をした。また，座談会としたの

は，しゃべり場では得られないものを得てほしい，もっと柔らかい雰囲気で話し合いを行ってほしい

と考えたからである。 

＜しゃべり場との違い＞ 

本企画としゃべり場との違いは，大きく分けて 3 つ上げられる。1 つ目はファシリテーターを決め

ないことである。この理由は，ファシリテーターを決めないことで，日常の感覚で話し合えるのでは

ないかと考えたからである。2 つ目は，成果物を作ろうとはしないことである。この理由は，普段の

話し合いでもそうだが，無理にゴールを作る必要は無いと考えたからである。3 つ目は，テーマを決

めないことである。この理由は，テーマを決めてしま うと，どうしてもそのテーマに縛られてしまう

ためである。（ただ，話し合うテーマが自由だと話し合いづらいので，テーマの書かれたメニューシ

ートの準備や，サイコロアイスブレークなる自己紹介ゲームを開催した） 

＜当日に関して良い点＞ 

良い点としては，何と言っても盛り上がったことだ。この原因の 1 つとしては，ざっくばらんに話

せることや，学生だけ，教職員だけしかいないために気がねなく話せることが考えられた。他に良い

点としては，他の企画と比べて異質な雰囲気を醸し出せたことも上げられる。 

 

 

１日目 分科祭の部（新企画 学生だけ，教職員だけ座談会）
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＜当日に関して悪い点・改善点＞ 

本企画の最大のメリットにしてデメリットでもある自由さというのは，改善の余地がある。例えば，

話しが 学生 FD 活動に関係の無いことにいってしまうことや，席に座る人を上手くばらけさせること

が難しかったことや， 途中からの入退場が難しかったことである。ただ，改善をすれば，自由さも減

るために，改善する場合には細心の注意が必要になるだろう。自由さが減れば，座談会ではなくなっ

てしまうだろう。 

＜担当者としての感想＞ 

 一番感じたことは，座談会としゃべり場では，出てくるアイディアの種類が違うということだ。つ

まり，しゃべり場では，アイディアを考えようとして出たもので，座談会ではわいわい話して出たも

のなのだ。これからの学生 FD 活動は，しゃべり場だけを情報収集の手段せずに，新たな手段による

情報収集が大切だと思う。そしてその 1 つの手段が座談会なのではないかと感じる。懇親会でもなく，

受身の授業でもなく，しゃべり場でもない雰囲気を醸し出す座談会が，学生 FD サミットのメイン企

画になるかどうかは分からないが，新企画「座談会」の今後の行く末が非常に楽しみである。 

 

以上 

１日目 分科祭の部（新企画 学生だけ，教職員だけ座談会）
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プレゼンセッション 

1日目（3月 8日(土)） 

13：00～13：50  ① 先輩・後輩の学生ＦＤ活動 

14：40～15：30  ② 学生ＦＤ活動は，教員，学生を変えられるか 

15：50～16：40  ③ 僕の，私の学生ＦＤ活動 

プレゼンテーター：① 嘉悦大学ＯＧ，追手門学院大学学生 

         ② 大阪大学学生，横浜国立大学教員 

         ③ 立命館大学学生，筑波大学学生 

 

※ 登壇者のスライドデータは，縦方向にスライドが並べられています。 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション）
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今までの活動 
• 学生FDとしてのSA/TA制度 

– SA/TAの一員 

– SA/TA制度のWGメンバー 

先 
この１年間の活動 

〈４月〉オリエンテーション 

〈５月〉新勧、活動紹介 

〈６月〉Rちゃっと！、教育学会＠東北大学 

〈７月〉合宿、テスト 

〈８月〉夏サミット＠立命館大学 

〈９月〉i See＠岡山大学 

〈１０月〉学生発案型特別講義 開始！ 

〈１１月〉学祭参加 

〈１２月〉WA!!!!!、プレサミット＠東洋大学 

〈１月〉～テスト～φ(..) 

〈２月〉年間総括 

〈３月〉春サミット＠東洋大学 

    立命館大学・京都産業大学と交流！ 後 
後輩へのメッセージ 

先 
１ 

２ 

自分たちが楽しむ！ 

様々な人の協力が（先生方、教職員の
方々、学生等）必要不可欠！ 

４ 

FD大好き！ではうまくいかない 

もっともっと学生FDというものを広めてもらい
たい。ぜひ今までの方々が作ってきたものを引き
継ぎつつ、自分たちらしさを！ 

３ 

先輩への質問・メッセージ 

Q:「今までのFD活動の中で一

番やりがいを感じたことは
何ですか？」 

 

Q:「もし組織の中で、最後の

一人になってしまったとして
も続けていたと思います
か？」 後 

これからの抱負 
・さらに多くの教員の記事を
作成し、授業選びの参考に
してもらう 

 

・来月入学してくる新入生に
学生FDを継承していく 

 

・京都文教大学と共催で行っ
ている「WA」を続けていく 後 

社会人から見た学生FD活動 

• 今の自分を作っているの
は学生FDでの活動。 

–社会人基礎力が育てられた 
 

• この活動を通して想いを
共有できる仲間ができた。 
 

• 自分の所属している組織
について主体的に考える
重要性。 先 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：先輩，後輩の学生ＦＤ活動）
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学生FDサミット2014春 
 

学生ＦＤ活動は， 
教員・学生を変えられるか 
～大学教育を変える学生ＦＤ～ 

Presented by: 
パンキョー革命推進チーム 
若林魁人(大阪大学基礎工・2年) 

→昨晩メイド喫茶で、漢字書き取り 
勝負に勝利してメイドさんとの 
ツーショットを獲得したワニ博士 

What is Pankyo-kakumei? 

パンキョー革命ってどんな団体？ 

・共通教育(パンキョー)を面白くすること 
・大学生の学習環境を整えること 
・学生と教職員の距離を近づけること 
         を目的とした団体！ 

第一回学生・教職員懇談会（2008.7.30） 
大学主催のイベント 

第二回学生・教職員懇談会（2008.12.19） 
学生が運営。通称「パンキョー革命」に 

第三回パンキョー革命（2009.8.6） 
パンキョー革命推進チーム設立（2010.2.10） 

現在（2014.3.8） 

団体の生い立ち 

団体の変遷 

共
有 

交 
流 

授
業 

共
有 

交
流 

授 
業 

イベント「パンキョー革命」の開催 

今年は第七次パンキョー革命 
「理想の授業をつくろう！」を実施！ 

主な活動① 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：学生ＦＤ活動は，学生，教職員を変えられるか）
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提議書の作成 

これまでに二冊作成 

主な活動② 

ひとこといちば 

学生と教職員の交流の場 
テーマ例:あなたの恋愛観を変える40分間 
     君は人混みと北極どちらに住みたいか 

主な活動③ 

 

活動の成果例 

授業の設立： 
①Discovery Seminar 

産経新聞（2012年1月28日） 
新聞にも掲載！！ 

②文系のための科学実験 

興味のあるテーマ、調べたい 
テーマを学生自身が見つけ 
探求していく 

基礎セミナー→基礎教養へ 

理系教員による文系向けオムニバス授業 

 

活動の成果例 

スチューデントスタッフの導入 

新入生に向けて、道案内や履修 
登録の説明などサポートを行う 
学生アルバイトによるスタッフ 

履修登録システムの改善 
・お試し履修期間の導入 
・KOAN(web上での履修登録システム)の改善点の総括 
 ex)一度登録した授業を自分で削除できない 

 

実現に至るまで 

提議書作成 
提出 

授業 

シス
テム 

認可 
執行部の検討 

関心のある 
先生と相談 

事務
手続 

事務
手続 

基礎セミ 
成立！ 

実現！ 

？ 

 

学生だけの意見で何かをしたり、 
突然大きなことができるわけではない 

けれど 

妥当な議論と情熱をもってして 

学生から大学教育は変えられる 

・・・という提案。 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：学生ＦＤ活動は，学生，教職員を変えられるか）
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勝手に学生FD
とか言って 

勘違いしちゃっ
てません？ 

パンキョー革命「学生の理想の授業をつくろう」 
一般教養科目に関するアンケート 
自由記述欄 より 

自分で面白くしようとすれば、自分で選んだ 
授業はいくらでも面白くなると思います。 
単位の取り易さで授業を選ぶから興味の 
ない分野をとってしまうんでしょう？ 

このような、学生FDなんて必要ない人達もいる 

「学生から大学教育は変えられる」 
からこそ、自分達が 

あくまで学生のひとりなのだ 
誰のために活動するのか 

立ち位置を常に考えるべきだと思います 
 

・・・という提案。 

パンキョー革命の今後の展開 

今年度の活動「学生の考える理想の授業」の 

さらなる議論の創出 
授業の実現とスタンダード化 

より多くの学生に役立つ 
途絶えることのない 

学生FDを！ 

と、リクルートの強化 

 
 

学生FDサミット2014春 
 

学生ＦＤ活動は， 
教員・学生を変えられるか 
～大学教育を変える学生ＦＤ～ 

Presented by: 
パンキョー革命推進チーム 

大学教育を変える 
学生の意識改革 

横浜国立大学 FD推進部 
上野誠也 

大学教育の問題点（私論） 
横浜国立大学での取組 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：学生ＦＤ活動は，学生，教職員を変えられるか）
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大学教育 

教員 学生 

双方向の情報交換 
情報のキャッチボール 

高校教育との違いは？ 

教員 学生 

現在の大学教育 

情報のキャッチボール 

動きが無ければ 
受けられない 

現在の大学教育 

教員 学生 

情報のキャッチボール 

動きが無ければ 
教えられない 

現在の大学教育 

学生 
・急激に変化する社会に通用する
動きのある姿勢が必要 

  ⇒学生の意識改革 
 

教員 
・多様化する学生に対応した動き
のある教育方法が必要 

  ⇒教員の教育改善 

大学教育の問題点 

教
員 

学
生 

教えたって 
理解できない 

やる気のない 
教え方 

やる気のない 
学び方 

面白くない 
分野と判断 

先を 
教えない 

先が 
見えない 

負のスパイラル 

大学教育の問題点 

教
員 

教えたって 
理解できない 

やる気のない 
教え方 

先を 
教えない 

抵抗勢力 
・９５％の教員は自分の
教え方が誰よりもよい
と思っている。 

・将来を見据えた教育 
  実践重視のカリキュラム 
・楽しく教える手法 
 Fun Development 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：学生ＦＤ活動は，学生，教職員を変えられるか）
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大学教育の問題点 

学
生 

やる気のない 
学び方 

面白くない 
分野と判断 

先が 
見えない 

抵抗勢力 
・多くの学生は自分が在籍中に
改善されないとは思っている 

・将来をイメージした学修 
  学修内容のキャリア教育 
・学生の意識改革 
 学生FDの重要性 

FD推進部会 
 
 
 
 

各部局委員：8名 

FD推進部 
専任教員：1名 
兼任教員：2名 学生FDグループ 

10名 

SD推進活動 
「学びのひろば」 

教務課 
FD活動協力 

○○学部 
教授会 

○○学部 
FD委員会 

○○研究院 
教授会 ・・・ 

学生 教員 職員 

横浜国立大学のFD・SD 

学生 

教員 職員 

学生FDグループ 

FD推進部会 学びのひろば 

YNU 

横浜国立大学のFD・SD 

学生FDグループ（１/２） 

◆組織 
・FD推進部会の下部組織として、学長から辞令を受け
た学生（正式名：教育改善学生スタッフ）で構成 
・大学院生、留学生も参加 
 

◆活動 
・教育改善に向けた学生主体型提案(意識改革) 
・FD推進部からの教育改善推進活動への協力 
・他大学の学生FDグループとの協働 

◆経緯 
・学生の声を取り入れたFD

活動を推進させるために
平成22年10月に発足 

 

学生FDグループ（２/２） 

【活動事例】 
・教職学の合同開催による「しゃべり場」の開催 
  学内の課題の共有と解決策の提案 
 

・学生目線のシラバス（学バス）を新入生に配布 
  授業内容で判断したお薦め授業を紹介 
 

・学生の行動力を促す格言を学内に掲示 
  学生による学生の意識改革 
 

・オープンキャンパスで高校生向け授業の開催 
  学生から見た大学生意識を紹介 
 

・合宿研修会やシンポジウムへ講師として参加 
  教職員に対して学生の意見を発表 

大学教育を変える 
学生の意識改革 

横浜国立大学 FD推進部 
上野誠也 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：学生ＦＤ活動は，学生，教職員を変えられるか）
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これまでの活動 

西 
2006年から教育開発支援課のもと活動 

 

普段は週一回のＭＴで、学生の声や学生
交流のための企画を立て、実施している。
（メンバー約15名） 
 

直近だと、「しゃべくRits（2014/1/9）」や
「これでいいのかパラ産（2014/1/14） 
 

立命館大学 

昔の自分に言いたいこと 

西 
１、活動を行っても、伝える場所が
ない。 

→成果を実感しにくい 

→モチベーションの維持が難しい 

２、もっと大学とのパイプを作って
おけばよかった。 

→特に上とのつながりは重要 

 

学生ＦＤが陥りやすい負のスパイラル 

これからの活動 

西 
パイプ作り・・・大学へ発信・還元する
ためにつながりを作る。活躍できる場
を開拓する。 

 

活動方針の見直し・・・ 
「楽しさの中でのまじめさ」ではなく「ま
じめさの中に楽しさ」。 

手段と目的を逆にせず、成果にこだわ
りつつ、その結果として自己成長や充
実感を得られるいい循環を作る。 

これまでの活動 

東 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冊子「BRIDGE」の発行 

・2学期6モジュール制及び 

GPA制度に関する活動 

大学との意見交換会(7月) 

       ↓ 

アンケート調査(10月) 

       ↓ 

学生との意見交換会(10月) 

       ↓ 

副学長等への議案提出(12月) 

 

 

 

 

 

 

 

筑波大学 

昔の自分に言いたいこと 

東 
・管轄の違いを把握しておこう！ 

・なるべく目上の人と話すときは受
け答えを想定しておこう！ 

・下調べを充実させよう！ 

 

 

これからの活動 

東 
・引き続き、学期制やGPA制
度についての議論を行う 

・BRIDGE科目選抜基準の
明確化 

・各クラス代表者との連携を
深める 

・具体的な成果を得られるよ
うにする 

 

 

 

 

 

 

１日目 分科祭の部（プレゼンセッション：僕の，私の学生ＦＤ活動）
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ポスターコーナー 

1日目（3月 8日(土)）13：00～16：40（※14：30～15：00はコアタイム） 

参加校：岡山大学，岡山理科大学，嘉悦大学，京都産業大学，小樽商科大学，追手門学院大学， 

    筑波大学，山口大学，広島経済大学，神奈川大学，東洋大大学，日本大学文理学部， 

北陸先端科学技術大学院大学ほか，明星大学 （順不同） 

 

※紙面の都合上，1 ページに 2～4 つのポスターの掲載となります。また，カメラでポスターを撮

影しているために，不鮮明な箇所があります。申し訳ありませんが何卒ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

岡 山 大 学 

岡山理科大学 

- 154 -

１日目 分科祭の部（ポスターコーナー）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉 悦 大 学 京都産業大学 

小樽商科大学 

 
 

 

お 大 学 

追手門学院大学 
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１日目 分科祭の部（ポスターコーナー）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑 波 大 学 山 口 大 学 

広島経済大学 神奈川大学 
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１日目 分科祭の部（ポスターコーナー）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 洋 大 学 日本大学文理学部 

北陸先端科学技術大学院大学ほか

大 学 

明 星 大 学 
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１日目 分科祭の部（ポスターコーナー）




