
 教育支援センターでは、2013年度に2回の教育支援セン

ターFD研修会を開催しました。 

 第1回ＦＤ研修会（2013年11月26日開催）では、文部科学

省高等教育局大学振興課大学改革推進室専門官の東條

正範氏をお迎えし、「大学教育を取り巻く現状と課題」と題し

て講演をしていただきました（163名が出席）。 

 また、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に採択さ

れた取り組み「To-Collaboプログラムによる全国連動型地

域連携の提案」の中で、本学の教育改革の目玉であるとと

もに、全校舎、全学部で取り入れることとなった「パブリック

アチーブメント型教育」について、教職員の皆様に理解を深

めていただくことを目的に、2014年1月28日に第2回FD研修

会「パブリックアチーブメント型教育導入に向けて～北米視

察報告会～」を開催いたしました（83名が出席）。 

 今回の『COMMUNICATION NEWS UP』では、今後のFD・

SDに活用していただくことを目的に、第1回FD研修会の内

容をとりまとめるとともに、第2回FD研修会の内容として、

2013年12月に米国ミネソタ州等にパブリックアチーブメント

の取り組みの視察団として派遣され、実際の取り組みを視

察された堀本麻由子先生、大江一平先生からのご報告内

容をお伝えいたします。 

 また、特集として、2013年度春学期より導入した新しい「授

業についてのアンケート」について、改革の経緯や改善の

ポイント等をご紹介いたします。 
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「パブリックアチーブメント型教育」とは… 

若者が社会活動を通して民主社会における市民性を
獲得していく実践であり、そのための組織と学習プ
ログラムです。 

新たな教育の導入に向けて 

■ 

■ 

■ 



 私学助成において「私立大学等改革総合支援事業」が新

設されました。平成25年度は、タイプ1～3に大きく分類し、そ

れに対して全学的・組織的に取り組む大学を重点的に補助

する制度でしたが、平成26年度については、タイプ4として

「グローバル化」が追加されることになります。このことからも

グローバル化がとても重視されているということがわかります。 

 また、私学助成の制度とは別に国公私立大学を通じた大

学教育改革支援に関する補助金の平成26年度新規事業

「大学教育再生加速プログラム」は、大学自らで行う教育改

革の状況について、いくつかの条件をクリアした大学のみを

審査対象とし、条件をクリアした大学が更に大学改革を進め

る取り組みを申請していただきそれに対して補助をするとい

うものです。補助期間は5年間です（4、5年目は補助金を逓

減しソフトランディングを促す）。また、客観的な指標を用い

て効果を明確にし、成果が見られなければ補助金の減額等

を実施することも検討しています。 

 そして、もう一つ、社会人の学び直しがテーマになっている

新しい制度をご紹介します。社会人が大学に入学する率が

他国に比べて非常に低いという現状を受けて文部科学省が

取り組んでいるテーマです。その中で、「中核的専門人材育

成型」制度については既に実施されていますが、加えて、

「高度人材育成型」の事業を開始することを考えています。

具体的には産業界との協働によるオーダーメード型の高度

な教育プログラム（大学院レベル）を開発・実施するもので

す。教育界と産業界が協働して実際に必要とする実践的な

教育プログラムを構築するということですので、連携協定を結

ぶだけではなく、実際に産業界と一緒に社会から求められて

いるカリキュラムを作って欲しいということです。また、大学院

レベルの質の高いプログラムの開発が支援されるため、学部

レベルの混在は認められず、全て大学院レベルの授業科目

等によるプログラムであることが重要です。 

 「大学の国際化の現状」、「グローバル人材育成の必要

性」、「政府の方針と取り組み」について話をします。   

※講演当時の内容であり、最新の情報とは異なる場合があります。 

 本日は、事前にリクエスト

をいただいておりますとお

り、大学教育を取り巻く現

状、補助金の動向、グロー

バル化、大学ポートレート

（仮称）、大学入試改革の

5テーマについて話をさせ

ていただきます。   

 

 進学率は上昇しているものの18歳人口が減っている中、社

会人や海外の留学生にも目を向けなければ、大学としては

学生を集めることが困難になるというのが現状だと思います。

この状況をどうするのかが今後の課題となります。  
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大学教育を取り巻く現状と課題 
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室専門官 東條正範 氏 

 2013年度第1回教育支援センターＦＤ研修会（2013年11月26日開催）より 

 大学教育を取り巻く現状 

 補助金の動向 

・18歳人口と進学率等の推移：18歳人口は平成23年

では120万人程度。今後も減少し10年後には100万

人台に突入する。一方、大学への進学率は上昇して

いるものの、この上昇はいつまで続くか分からない。

一方で、最近では専門学校が志願者数を伸ばして

いる。 

・都道府県別高校新卒者の進学率：進学率は都道

府県により高低差が最大で22％ある。 

・各国の高等教育機関への進学における25歳以上

入学者の割合：大学型高等教育機関入学者の25歳

以上の日本人の比率は2.0％。OECD各国平均21％

に比べて相当低い。 

・社会人入学者数の推移：学部段階における社会人

入学者のピークは、平成13年度で1.8万人。その後

減少し、平成23年度には1.2万人。半数が放送大学

への入学者であり、放送大学以外は減っている。 

・世界の留学生数と各国の海外留学生の推移：世界

全体の留学生数は増加し、平成21年で370万人。し

かし、日本への留学生の比率は3.6％となり、平成17

年（4.1％）よりも低下している。  

 グローバル化 

東條正範 氏   
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■グローバル人材育成の必要性 

 学生と企業がそれぞれグローバル化に対してどんな意識を

持っているか、について話をします。まず、学生の意識につ

いては、グローバル化は特別視されていない一方で、自らが

グローバルに活躍したいと意欲を持つ高校生・大学生が全

体の4割に満たない状況になっています。また、今から勉強

してもグローバル化には間に合わないと考える高校生・大学

生が半数近くいるようです。また、新入社員の2人に1人は海

外で働きたくないと考えています。一方で、企業について

は、日本企業の海外進出とグローバル人材の需要（図1）が

示すように、「グローバル化を推進する国内人材の確保・育

成」を海外拠点の設置・運営にあたっての喫緊の課題として

挙げています。つまり、学生の思いと企業の思いが一致して

いないという現状があります。 

■政府の方針と取り組み 

 教育再生実行会議の第三次提言では、世界で活躍できる

グローバルリーダーを育成すること、グローバルな視点を

もって地域社会の活性化を担う人材を育成すること、優れた

外国人留学生を積極的に受け入れること等、大学の国際化

に関して色々な提言がなされています。国による具体策の

例としては、海外のトップクラスの大学の教育ユニット（教育

プログラム・教員等）の丸ごと誘致による日本の大学との学

科・学部・大学院等の共同設置やジョイント・ディグリーの提

供、大学による取組として、日本人教員の英語による教育力

の向上、大学事務局の国際化、外国の大学や現地企業との

連携等、体制を整備すること等が挙げられます。また、国が

国際化を断行する大学（スーパーグローバル大学）を重点

的に支援し、今後10年間で世界大学ランキングトップ100に

10校以上ランクインさせるという具体的な目標も挙がってい

ます。その他にも、日本人留学生を12万人に倍増し、外国

人留学生を30万人に増やすという具体的な数字も挙げられ

ています。さらに日本再興戦略～JAPAN is BACK～や経済

財政運営と改革の基本方針でも、大学の国際化が謳われて

います。 

 それを受けて、文部科学省で平成26年度に概算要求した

事業としては、大学の体制の国際化を目的とした「スーパー

グローバル大学事業」、及び前年度からの継続事業として

「グローバル人材育成推進事業」があります。また、教育プロ

グラムの国際化を目的としたものとして、平成23年度からの

■大学の国際化の現状 

・日本の外国人留学生の受入れ人数は、平成22年か

らは減少しピークを越えた状況。一方、日本人学生の

海外留学の現状は、平成16年の82,945人をピークに

減少している。 

・外国人教員数の比率は、多くの外国の有名大学で

は20％を超えているが、日本全体の割合は5.0％、外

国人学生数の比率は、外国の有名大学では概ね20

～40％であるのに対し、日本全体では3.8％。 

日本企業の海外進出と「グローバル人材」の需要

26
グローバル人材育成の必要性

日本企業の海外現地法人売上高は９８年度以降増加傾向を示していたが、リーマンショック後の２年は減少
している。また、東アジアマーケットが占める割合は９８年度から０９年度にかけて１７ポイント増加している。
また、海外拠点を設置・運営するに当たり、４分の３近い企業が「グローバル化を推進する国内人材の確保・

育成」を課題として挙げている。
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出典）経済産業省
「グローバル人材育成に関するアンケート調査」（２０１０年３月）
アンケート回答企業：２５９社（上場企業 ２０１社、非上場企業 ５８社）出典）経済産業省「海外事業活動基本調査」
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（図1）2013年度第1回教育支援センターFD研修会 講演資料より 



教育情報となります。また、公表する情報は学校教育法施行

規則で公表が義務付けられた情報を中心に、外部評価の結

果や大学進学希望者・保護者等の関心が高い情報、大学

等の特色が分かる情報となり、数値に加え文字・図・グラフ等

を活用して画一的なランキングにならないような見せ方を検

討しています。掲載する情報には自由記述の部分があり、そ

こで各大学が特色をアピールすることになるかと思います。こ

のように、大学ポートレートは色々な大学の情報を一元的に

みることができ、受験生が大学を選ぶ参考としていただくこと

を目指しています。 

 入試に様々な機能が求められ過ぎているのではないかと

いうのが入試改革の議論の発端です。大学改革実行プラン

（平成24年6月）では、それぞれの段階で、必要とされる能力

や学習成果を確認し、次の学びへつなげていく仕組みへの

移行を目指し、各大学の教育水準や学生の質の評価指標

については大学教育の中で行うもの、高校における学力の

状況の把握、高校における幅広い学習の確保、高校生の学

習意欲の喚起については高校教育の中で行うものとして機

能分散し、入試についてはあくまで大学進学希望者の能力・

適性の判定に絞ったものにすべきではないかと言われてい

ます。教科の知識を中心としたペーパーテスト偏重による一

発試験的入試から志願者の意欲・能力・適性等の多面的・

総合的な評価に基づく入試へ転換しようとしています。 

■東條正範 氏からのコメント 

 私は昨年度まで私立大学の職員をしており、今年度の4月

から文部科学省に籍を置いています。つまり、昨年度までは

皆様とほぼ同じ立場におりました。その視点で話をさせてい

ただきますと、私立大学から文部科学省に情報収集に来ら

れる方が少ないと感じています。文部科学省は敷居が高い

ように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は文

部科学省の職員も私立大学の教職員の方々と情報交換や

課題共有をしたいと思っています。ぜひ積極的に文部科学

省の職員とお話しする機会を作り、大学からの要望を伝えた

り、大学政策に関する色々な情報や大学に対する思いを聞

き出したりしてください。そこで得た情報を教職員の方々自

身がこのような研修会等の場でお話しいただくことが、文部

科学省職員が講演する以上に東海大学のためになるのでは

ないかと思っております。 
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継続事業である「大学の世界展開力強化事業」があります。

他にも、「大学等の海外留学支援制度の創設」、「優秀な外

国人留学生の戦略的な受入れ」があります。 

 政府としては、大学の国際化に対する支援を拡大していま

す。特に、平成26年度のスーパーグローバル大学事業に

よって予算の規模は大きくなります。このことからも国が大学

の国際化に意識を向けていることが分かります。 

 大学ポートレートとは、大学の情報を公表するための仕組

みです。まず、大学の情報公表に関する制度的経緯につい

て紹介した上で、大学ポートレートについて説明します。 

 大学の情報公表に関する制度は、平成11年の大学設置基

準の改正で、大学における教育研究活動等の状況を積極

的に提供する義務が規定されたことが始まりです。その後、

いくつかの法律等が改正され、中期目標・中期計画の作

成、財務情報の公開義務、自己点検・評価の公表が義務

化、認証評価制度の施行、人材養成目的の公表やシラバ

ス・成績評価基準の明示等が規定されました。そして、平成

19年の学校教育法改正により、教育研究活動の状況の公表

に関する義務について法律レベルで規定されました。更に、

平成23年には公表すべき教育情報が明確化されたことで、

各大学がホームページ等に情報を掲載するようになりまし

た。このような経緯の中で大学ポートレート構想が生まれまし

た。準備委員会等で具体的に検討が進められ、平成26年度

中の本格稼働を予定しています。基本的には大学ポート

レートへの参加・不参加は各大学の任意で、公表の主眼は

 大学ポートレート（仮称） 

 大学入試改革 

スーパーグローバル大学事業： 

          対象 30大学、期間 10年間 

 世界に冠たる教育研究レベルを誇るトップレベ

ルの大学をはじめ、高等教育の国際化を牽引し有

為な人材を育成するグローバルトップ大学群を形

成する国公私立大学を、現行制度の枠にとらわれ

ずに、制度改革と組み合わせ制度と予算を総動員

して支援する。 

 ◆トップ型（タイプA）： 

～世界をリードする大学～ 

  ランキングトップ100を目指す力のある大学

を支援。 

 ◆グローバル化牽引型（タイプB）： 

～新たな地平を切り拓く大学～ 

これまでの実績を基に更に先導的施行に挑戦

し、我が国社会のグローバル化を牽引する力

のある大学を支援。 

 

■第1回ＦＤ研修会 

DVDの貸し出し    教育支援センター教育支援課 

  （学内のみ）            E-mail：shien@tsc.u-tokai.ac.jp 
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2013年度第2回教育支援センターＦＤ研修会 

パブリックアチーブメント型教育導入に向けて～北米視察報告会～ 

チャレンジセンター 堀本麻由子講師、総合教育センター 大江一平准教授 

 教育支援センターでは、2014年１月28日に2013年度第2回

教育支援センターFD研修会「パブリックアチーブメント型教

育導入に向けて～北米視察報告会～」を開催しました。 

 今号では、実際にオーグスバーグ大学（アメリカ）及びブリ

ティッシュコロンビア大学（カナダ）を視察されたチャレンジセ

ンター講師の堀本麻由子先生、総合教育センター准教授の

大江一平先生から視察内容についてご報告いただきます。 

 東海大学ではTo-Collaboプログラムの一環として、シティズ

ンシップ教育及びサービスラーニング型プロジェクトを、より

市民の地域共同参画の観点から発展させるために、パブリッ

クアチーブメント（Public Achievement）型教育（以下、「PA」と

表記）を教育カリキュラムに導入する予定です。 

そこで、今回の北米出張（2013年12月2日～8日）では、

PAの先進事例をもつ米国・ミネソタ州オーグスバーグ大学

（Augsburg College）と、シティズンシップ教育を行うカナダ・

ブリティッシュコロンビア州のブリティッシュコロンビア大学

（The University of British Columbia：UBC）を訪問し、前者

ではPAの実践活動について、後者ではサービスラーニング

（Service Learning）（UBCでは、Civic Engagement Programと

呼称）に関する体系的な教育プログラム・組織について重点

的に視察を行いました。 

■PAとは何か 

 オーグスバーグ大学において、H・ボイト（Harry Boyte）教

授（兼 職、ミ ネ ソ タ 大 学 シ ニ ア・フ ェ ロ ー）と D・ド ノ ヴ ァ ン

（Dennis Donovan）教授から、PA教育についての趣旨説明

を受けました。 

 PAとは、市民性を獲得し、学校、大学、コミュニティにおけ

る公共的課題を解決するための実践活動（Public Work）・組

織・学習プログラムで、創始者のボイト教授によって、1987年

よりミネソタ大学で授業、演習が開始されました。現在、活動

の中心は、CDCAC（Center for Democracy and Citizenship 

at Augsburg College）であり、ミネソタの他には、メリーランド

州、テキサス州、海外（トルコ、東欧、南アフリカ、パレスチ

ナ）でも実施されています。 

 ミネソタ州のPAは主としてK-12（小学校～高等学校）と協

働で実践が行われています。ボイト教授は、ファシリテーター

兼コーディネーター（PAでは「コーチ」と呼称）としての学生

コーチがPAグループのメンバーへの能力付与に重要な役

割を果たすこと、コーチングの主要な目的がコーチである学

生の潜在能力を引き出し、学生に能力を付与する点にある

こと、PA教育においては、教員と学生の壁を解消し、かつ全

ての学生がコーチとなるべきであること、さらにPA教育が学

生を単なる消費者から創造的かつ能動的市民（Active Citi-

zen）に移行させる役割を担うことを主張しています。 

■PA実践状況 

１．大学での実践  視察目的 

 米国ミネソタ州オーグスバーグ大学におけるＰＡ活動 

教養教育におけるPAの位置付け

http://www.augsburg.edu/academics/core‐curriculum/

教養教育のベースライン
としてのPA

（図1）教養教育におけるPAの位置付け 
【出典：http://www.augsburg.edu/academics/core-curriculum/】 
（矢印及び日本語付記は引用者による） 

大江一平 准教授   堀本麻由子 講師 



 PAの実践活動では、その活動にかかわる全ての参加者が

自己の行為を認識し、自己の省察と他者との対話を行うフ

リースペース（Free Space）の重要性が説かれています。滞

在中、2回のミーティングに参加することができました。12月3

日のタウンホールミーティングでは、フリースペースをテーマ

とした議論が社会人学生を中心になされていました。  

■オーグスバーグ大学のPA教育の特徴 

 オーグスバーグ大学の所在地であるミネアポリス市の周辺

には移民やマイノリティの人々が数多く住んでいます。こうし

た人々を、市民性を持った「我ら合衆国人民（We the People）」

（アメリカ合衆国憲法前文）としてアメリカ社会に統合するシ

ティズンシップ教育のニーズは極めて高いといえます。 

 オーグスバーグ大学のシティズンシップ概念は、政治だけ

でなく、社会・経済分野を幅広くカバーする点で特徴的でし

た。D・ドノヴァン教授が常に述べていた「everyday politics」

（日常の政治）を若者に付与するプログラムは、ジョン・

デューイ（John Dewey）のプラグマティズムを背景とした実践

的な活動でもあります。さらに上述のタウンホールミーティン

グ等で見受けられるように、自己の省察と他者を尊重する対

話に基づく熟議による民主主義（deliberative democracy）の

実践例ともいえるでしょう。 

 UBC- Centre for Community Engaged Learning（CCEL）を

訪問 し、担当者の ホリー・シ ュミットさん（Holly  Schmidt）

（Manager）と男性スタッフ1名へのインタビューを行いました。 

 CCELは、地域社会に密着した複雑な問題に、教員、学

生、地域のパートナーが連携・協働し、その地域や、国際的

な活動を通じ取り組んでいくためのコーディネートや、取り組

みを推進させる役割を担う組織です。CCELの担当者による

と、約200名の学生（1～4年生）が同センターのカリキュラム

に参加しているとのことです。CCELプログラムの主たる目的

は、学生の協働（collaboration）のための能力とスキルを発展

させ、問題解決型活動への参加を促す点にあります。 

 成績評価基準については、協働のための能力とスキルの

向上に高い優先順位が付与されています。例えば、地方自

治体やNGO等といった関係者との協働の成果について、学

生の達成度のレベルは4段階で評価されます。 

 CBEL（Community-Based Experiential Learning）プログラ

ム参加者の韓国系留学生のファン・ミン・ユンさん（経営学専

攻2年生）は、発展途上国におけるビジネス展開に関するプ

ログラムを履修し、それが大変有意義であったこと、CBEL等

のサービスラーニングの最も重要な目的がコミュニティの発

展を促進し、コミュニティへの責任を自覚する点にあること

等、を指摘していました。 

 

 オーグスバーグ大学の全学生の9％にあたる約500名がPA

教育プログラムに参加しており、また、必ずしも高成績ではな

かった学生がPA教育を受講することで市民性や問題解決能

力を身に付けた事例が多数あるとの説明がなされました。Ｐ

Ａカリキュラムはオーグスバーグ大学では（図1）にあるオーグ

スバーグセミナーという教養教育のベースラインに位置づけ

られています。 

２．小学校での実践 

 PA教育の実践活動が行われているジャクソン小学校

（Jackson Primary School）では、児童が興味を持つテーマ

（例えば、地球温暖化、いじめ問題、動物虐待の防止等）に

ついて、学生（学部生及び院生）コーチが児童をサポートす

る形でグループワークが行われていました。児童の1人にPA

のどんな点に興味があるのかを質問したところ、「自分の好き

なことを自分で決定できるところ」という趣旨の回答がありました。 

 また、主としてニューカマーのアフリカ系アメリカ人及びヒス

パニック系の子弟が通うマックスフィールド小学校（Maxfield 

Elementary School）では半年間にわたる実践活動が行われ

ており、そこでは、多くの児童生徒がPAの意義を自覚してい

たのが印象的でした。例えば、テキサス州から移住してきたと

いう児童は、PA活動が好きな理由として、社会問題解決のた

めの彼自身の社会的能力・スキルの向上に役立つからだと

回答していました。 

３．タウンホールミーティング 

6 

地域コミュニティ（役所、市民、NPO、など）と共同で地域社会の問題解決を実施

ミネソタにおける現在のPA実施状況

University of Minnesota(Public Affairsにおける 選択科目）
Harry Boyte による講義(概念が中心）

Dennis Donovanによる実践演習
Liberal Arts において授業内容に取り入れる試験的試みもある

Center for Democracy and Citizenship at Augsburg College
Harry Boyte , Co‐Director, Dennis Donovan, National Organizer of PA

教育学部での講義と実践が中心 (教育学部の教員による講義、演習）

コミュニティカレッジでの実践

学生によるコーチと教員

小学校での実践

（図2）ミネソタにおける現在のPA実施状況 

タウンホールミーティング（2013年12月3日） 

 カナダUBCにおけるシティズンシップ教育 
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■CCELの特徴 

 バンクーバーも人種的・民族的多様性に富む地域であり、

それゆえCCELのニーズがあるといえます。CBEL の目的は

学生の社会的経験を重視し、学生の問題発見・解決能力を

養う点にあります。 

 オーグスバーグ大学のPAは一般市民の政治参加に重点

を置いていますが、UBCのCCELはコミュニティ関係者との協

働による学生の調査能力・スキル向上に重点を置いていまし

た。また、オーグスバーグ大学がPAにおけるコーチの役割を

重視しているのに対して、UBCは地域、教職員、学生間のバ

ランスのとれた協働及び連携を重視し、CCELのOfficerには

連携推進の黒子的役割が求められている点が特徴的といえ

ます。さらに、UBCのCCELの取り組みは、体系的な教育プ

ログラムや詳細な成績評価基準という点で示唆に富むもので

した。 

■北米視察の成果 

 今回の北米視察を通じて、多様な価値観・属性を持つ

人々が暮らす社会におけるシティズンシップ教育の重要性を

再確認することができました。 

 オーグスバーグ大学

のPAやUBCのCCEL等

のシティズンシップ教育

は、多様な価値観を持

つ人々が暮らす地域社

会において、他者を尊

重した上で、「自らモノ

を考え、モノを言い、そ

して行動する」能力を

持つ能動的市民を育

成するためのものであ

るといえます。また、こうした北米のシティズンシップ教育の理

念は、東海大学の現代文明論の理念（「思想を培う」「複眼的

思考」「文理融合」）と4つの力（「自ら考える力」「集い力」「挑

み力」「成し遂げ力」）と親和的な要素があることが今回の訪

問で明確になったと思います。 

■今後の課題 

 今回の視察成果を踏まえ、PA教育のコアとなる東海大学

型シティズンシップ教育の概念及び、東海大学が育成する

市民像及びその育成方法を深化・精緻化することが求めら

れています。 

 オーグスバーグ大学

の PA では、若 者 を 消

費者から創造者・変革

者（change agent）へ変

える教育が強調されて

いましたが、こうした教

育には、学生が座って

話を聞く講義型（知識

提供型）教育では十分

に対処できないことが

明らかになりました。また、アクティブラーニングの方法にお

いても単にグループで話をさせればいいというものではな

く、学生自身の自己決定性をより重視した方法が求められま

す。たとえば、授業の中で議論する課題（issue）や取り組む

課題は、教員ではなく、学生自身が決定し、行動するPA教

育型プログラムが東海大学においても一層求められていると

考えます。 

 オーグスバーグ大学のPAやUBCのCBELは選択制の少人

数講義が中心ですが、大規模講義においても方法を工夫

することでPAの趣旨を取り入れることは可能です。さらに地

域社会において主体的にかつ能動的に行動する市民を育

成するためのカリキュラム改革も必要となります。 

＜参考文献＞ 

（１）Center for Democracy and Citizenship, Augsburg Col-

lege.  Building  Worlds,  Transforming  Lives,  Making 

Histroy: A Guide to Public Achievement, 2nd ed. 1998. 

（２）オーグスバーグ大学CDCAC（http://www.augsburg.edu/

democracy/publicachievement/） 

（３）UBC CCEL（http://students.ubc.ca/about/community-

engaged-learning） 

 北米視察の成果と今後の課題 

CCELスタッフへのインタビュー（2013年12月6日） 
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 教育支援センターでは、2013年度春学期から新しい「授業

についてのアンケート」（以下、授業アンケート）を導入しまし

た。授業アンケートは、1993年度から全科目（医学部開講科

目を除く）に対して実施され、東海大学のFD活動の中心的

な活動として続けられてきています。今号では、授業アンケー

ト改革の経緯や改善のポイント等についてご紹介いたします。 

 2012年度は、実施対象授業科目数12,931科目に対し

11,314科目（実施率87.7％）の授業アンケートが実施されま

した。授業アンケートの結果は、義務化されたFD活動にも幅

広く活用されていますが、実施にあたっては以前から以下の

ような問題が指摘されていました。 

・授業アンケート用紙の読み込み機械の老朽化 

・コスト（時間・費用）が非常にかかる 

・20年近く業務の見直し・改善が行われていない 

 以上の問題を解決するために、2012年度から一部業務を

外部に委託し、業務にかかる時間、運用経費、人件費を削

減することに成功しました。しかし、業務を委託するだけでは

授業アンケートの本来の目的であるFD活動の活発化につな

げることはできないため、設問内容を大幅に見直した授業ア

ンケート用紙を教育研究所と共同開発しました。また、集計結

果個票に代表されるアンケート集計結果のフィードバック方法に

ついても検討し変更しました。 

 2013年度春学期に本学で開講された全ての授業を対象

に、新しい授業アンケートを実施しました（実施期間：2013年

7月1日～2013年7月27日）。ここでは新しい授業アンケートの

５つの改善ポイントを紹介します。 

◆一部記名（学生証番号先頭４桁）式の採用 

 学生に学生証番号を記入させることは、以下のように一定

のメリットがあると考えられています。 

 しかし、新しい授業アンケート導入の初年度となる2013年

度については、記名式による学生の心理的な配慮や個人情

報保護の観点から完全な記名式アンケートの実施は見送り、

所属学科、学年の統計データをとることができる学生証番号

の先頭から4桁を記入してもらうことにしました。 

 2013年度春学期の実施結果では、記名率は約97.3％（エ

ラーを除く）でしたので、学科毎の集計等、より細かいデータ

解析が可能となると考えています。完全な記名式への移行

については、次年度以降継続して検討していきたいと考え

ています。 

◆入試種別項目を設定 

 東海大学では複数の入試種別が存在し、多様な学生が学

生生活をともにします。FD活動においては、入試種別ごとに

異なる対応が求められることもあり、入試種別の項目を新た

に設けました。 

 2013年度春学期のデータを検証したところ、入試種別の項

目は1年次生のみを対象にしているにも拘らず、全データの

約44.1％が回答していました。このことから、学生証番号と同

様に入試種別を問われることに対しても抵抗はないと考えら

れます。しかし、多くの学生が「その他」と回答していることか

ら、複数の入試が存在することで、設定されている入試種別

の中から自分に当てはまる入試種別を選択することが難しい

状況であることがわかりました。次年度以降、完全な記名式

へ移行することができれば、入試種別項目を設定しなくて

も、正確なデータを収集することが可能になると考えられます。 

新しい 授業についてのアンケート 導入 
一歩先のアンケートを目指して 

（図1）改訂された授業アンケート用紙 

Point１ アンケート用紙の改訂 

記名（学生証番号）式のメリット 

・回答内容に責任を持たせる 

・個人を特定し、成績や入試データと連携させることで 

 学生動向や傾向を分析することができる 

 ５つの改善ポイント 

 授業アンケート改革の経緯 



9 

第57号 

◆デザインの工夫 

 工業デザインが専門の教育研究所 広川美津雄教授に監

修していただき、学生のアンケート疲れを軽減するような工

夫として、文字はユニバーサルゴシック及び明朝体にし、目

にやさしいオレンジ色と黒色を採用しました。また、アンケー

トに親しみを持ってもらう目的で、本学のマスコットキャラク

ターであるリッキーを挿絵として採用しました。 

◆アンケート内容の変更 

 学生動向を分析するため、自己の学修評価（欠席回数、授

業への態度、勉強時間）を問う項目を新設するとともに、本学

が身につけてほしいと考える目標が授業内でどの程度意識

付けされているかを測る指標とするため、4つの力について

問う項目も新設しました。4つの力については、シラバスの授

業目標に明記が義務付けられており、シラバスに関するアン

ケート項目【シラバスに示されている授業目標が明確であり、

それに沿って授業がすすめられた】【シラバスに示されている

学習到達目標（身につけるべき知識やスキルの獲得）を達成

できた】を評価する指標となるため、全体のアンケート評価に

も大きく影響すると考えられます。授業改善を行う場合には、

4つの力を意識付けできるような授業を行うことを目標とする

ことが重要です。 

◆アンケート種別を統一 

 2012年度までは、講義科目、実験・実習科目、卒研・ゼミ科

目の3種類のアンケート用紙を使用していましたが、アンケー

ト項目がほとんど変わらず、異なる項目については自由設定

項目で調査できることから、アンケート用紙を1種類に統一

し、授業種別を問う項目を設けました。これにより、煩雑な実

施・運営の業務が大幅に改善されました。 

 2012年度までは、教員がアンケート用紙の配布・回収・封

入作業をすることになっていました（熊本、阿蘇校舎は除

く）。しかし、この方法は、教員がアンケート用紙を回収・封入

する際に回答内容をチェックするかもしれないとの思いから、

正直な感想の記入を躊躇してしまう等、学生が心理的な影

響を受けやすい方法だと考えられます。このようなことから、

教員が受講学生の中から、アンケート用紙の配布・回収・封入

をする学生を指名して行うようにルールの改訂をいたしました。 

 集計結果個票には図2のように、学科平均値、学部平均値

の記載及びレーダーチャートを導入しました。学科・学部の

平均値と比較できるようになったことで、改善すべき項目に

ついて簡単に分析ができます。また、自己の学修評価項目

と総合評価とのクロス集計も導入し、学生動向別の総合評価

についても分析ができるようになりました。 

◆学科別授業アンケート集計結果一覧表（図３） 

 学部・学科単位でのFD活動を活発化させることを目的とし

て、学科別授業アンケート集計結果一覧表を作成し、2012

年度より学部長に配布しています。この一覧表は、各アン

ケート項目別の集計結果平均値を、図4のように数値が5.0

に近づくほど緑色、数値が1.0に近づくほど赤色になるよう色

分けしています。色味により学部・学科ごとの傾向や強み・

弱み等を簡単に分析することができます。 

◆ピアソン相関係数集計個票（図5） 

 授業の改善は、原因の調査や分析を行った上で対策を講

じなければなりません。そこで、2013年度春学期より希望学

部・学科に、改善分析ツールの1つとして図5のようなピアソ

ン相関係数集計個票の提供を行っています。これは、アン

ケート分析を行う上で多く用いられているピアソン相関係数

を、科目ごとに集計、図6のように相関が強いものは濃い青、

弱いものは薄い水色といったカラースケールによる色分けを

（図2）改訂された集計結果個票 

Point４ 集計結果個票の改訂 

Point３ ルールの改訂 
Point５ 分析ツールの作成 

集計結果個票は、Web上で公表しています（学内のみ）。 

東海大学教職員ポータル → Webオフィス → 

各種情報 授業についてのアンケート 

※2012年度春学期をもちまして印刷物の配付は終了しました。 

集計結果個票は、ここにあります!! 

Point２ アンケート内容の改訂 

３）授業内容のレベル（難易度） 

 は適切だった  

４）説明はわかりやすかった  

 ５）学生の理解度やペースに配慮して授業が進められていた  

 ６）授業に対する教員の熱意が感じられた  

７）板書、視聴覚教材（パワーポ 

 イントなど）、 配布資料は適切 

 で、わかりやすかった  

８）学生の学習意欲と授業参加 

 （発言、発表、 話し合いなど）を 

 促す工夫がされていた  

１）シラバスに示されている授業目標が明確であり、  

 それに沿って授業がすすめられた  

２）関心が持てる授業内容だった  

１．「Ⅱ．授業内容と授業の進め方（１）～８）：８項目）」  
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行ったものです。アンケートの項目間の相関係数により、学

生や授業の傾向を分析することができるため、ピアソン相関

係数集計個票と集計結果個票を併せて分析することにより、

詳細な授業評価項目の強み・弱み等の要因を分析すること

が可能となります。 

 回答しやすい授業アンケートに改善されたことや可視化さ

れた分析ツールの提供によって、授業アンケートへの関心

が高まり、以下の通り、実施結果の数値は昨年度に比べ上

昇しています。教員からは「以前よりも学生が時間をかけて

回答するようになった」という報告もあり、今回の改革は授業

アンケートの信頼性向上にもつながったと考えています。 

 また、各学部等の2013年度FD活動計画書では、15学部・

センターが授業アンケートに関する活動を計画しています。

このことからも、新しい授業アンケートに対する各学部等の

期待は高く、学部・学科単位でのFD活動の活発化につな

がっていることがわかります。 

 今回の授業アンケート改革により、FD活動に興味を持つ

教員が増加したことで、教育支援センターには以前に比べ

「評価が低い項目を改善したいが、改善方法がわからない」

という教員からの声が増えました。今後は、分析ツールの提

供だけではなく、それぞれの学部・学科等の状況に応じた詳

細な分析を行なう等、授業改善のための新しい提案をして

いきたいと考えています。また、授業改善の取り組みをまとめ

たtips集の作成、評価の高い教員による公開授業の実施等

も検討中です。 

（図3）学科別授業アンケート集計結果一覧表 

（図5）ピアソン相関係数集計個票 

相関係数の色分け 
0.0～±0.2未満 ±0.2～±0.4未満 ±0.4～±0.7未満 ±0.7～±1.0 

ほとんど相関なし 弱い相関あり 相関あり 強い相関あり 

（図6）カラースケール 

2012年度との比較 
（2012年度春学期 ⇒ 2013年度春学期） 

・対象科目数：6,508科目 ⇒ 6,328科目 

・実施科目数：5,730科目 ⇒ 5,616科目 

・教員実施率：97.0％ ⇒ 98.0％ 

・科目実施率：88.0％ ⇒ 88.7％ 

・回収枚数：170,830枚 ⇒ 183,423枚 

・データベースシステムへのアクセス件数： 

6,051件（2012年度） ⇒ 6,968件（2013年11月7日現在） 

・授業アンケートデータの利用申請件数： 
7件（2012年度） ⇒ 11件（2014年3月24日現在） 

学科別授業アンケート集計結果一覧表を基にして、

授業アンケート評価の低かった教員が、学科主任と

ともに授業改善に向けて取り組むようになった!! 

学科主任から報告あり!! 

授業アンケートについてのご質問、データの提供に

関するご相談等は、下記にお問い合わせください。 

教育支援センター教育支援課 

E-mail：shien@tsc.u-tokai.ac.jp （内線720-2087）  

授業アンケートについて、もっと知りたい!! 

ＦＤ、ＳＤ、教職協働 について情報をお寄せください。（校舎、学部、職場単位で取り組んでいる活動等） 

教育支援センター教育支援課 Ｔｅｌ：0463（58）1211（代） E-mail：shien@tsc.u-tokai.ac.jp 

第57号 

 今後について 

 改善の結果 

（図4）カラースケール 

カラースケール 

5.00 1.00 

平均値が5.0に近づくほど緑色、1.0に近づくほど赤色で表示される 


