
 

 

 

 

 

 

 

本学では、河合塾と株式会社リアセックが共同開発

した大卒者として社会に求められる汎用的な能力・ 態

度 志向性を測定する・ PROG」を活用し、本学のデ

ィプロマ ポリシーでもある・ ４つの力」の検証・ 育

成に向けた“ ４つの力」のアセスメント”を開発 運

用を行っています。 

今回の研修会は、教育支援センターとキャリア就職

センターの共催で、株式会社リアセック代表取締役

CEO近藤賢様を招聘し、『 ４つの力」のアセスメン

トから見た学生の成長と学修成果』をテーマにご講演

をいただきました。あらためてアセスメントの意義を

認識し、アセスメントの結果と活用方法について理解

を深めることができた事をご報告いたします。 
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2021年１月 21日・（木）に・『 ４つの力」のアセス

メントから見た学生の成長と学修成果』と題して、

2020 年度教育支援センター キャリア就職センター

共催・ FD・ SD研修会」を開催いたしました。当日は、

Teams ライブイベントにて本学の７キャンパス及び

短期大学部、医療技術短期大学より 172名の教職員が

参加しました。（以下講演内容） 

■ ４つの力」のアセスメントについて 

土屋 守正 氏（教育支援センター所長） 

『 ４つの力」のアセスメントから見た学生の成長

と学修成果』という題名で FD・ SD研修会を開催させ

ていただきます。本日はリアセック社の近藤様より、

PROGの分析結果、そして・ ４つの力」のアセスメン

ト分析結果のご説明をいただき、今後の教育に生かし

ていただければと思います。 

 

図 1  ４つの力」の関係性 

現在、東海大学における教育研究上の目的、及び養

成する人材像は 自ら考える力」  成し遂げ力」 

 集い力」・ ・ 挑み力」、この・ ４つの力」を身につ

けた人材の育成が中心であります。この目的に向けて

教育を行い、卒業していく学生たちが・ ４つの力」を

身につけたかどうかを検証し、次の教育へ結び付けて

いく必要があります。 

そのための検証システムが 2018 年度から行われてい

る・ ４つの力」のアセスメントです。様々な設問によ

り、ジェネリックスキルを測定する PROGを用いて、

その結果を本学独自の・ ４つの力」のアセスメントと

して変換し、活用しています。 
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図 2  ４つの力」の説明および構成要素 

図２は４つの力を具体的に捉えるために構成要素

を示したもので、各学部学科における、教育における

人材像などをつくるものになります。この構成要素と

PROG の測定項目の対応関係を表したものが図３に

なります。 

 

図 3  ４つの力」構成要素と PROG測定項目との

関連 

 例えば 学習力」を見ていただくと、PROGにおき

まして、リテラシーとコンピテンシーの２種類があ

りますが、リテラシーの中の学習力でいうと、情報

分析力、言語処理能力が対応関係になっています。

この ４つの力」と PROGの測定要素の関係を頭に

おきながら近藤様のご講演を聞いていただくと、い

ろいろと参考になると思います。 

今年度はコロナ禍ということもあり、昨年度までの

紙ベースのものとは違い、Web上で・ ４つの力」のア

セスメントを行いました。皆様のご協力を賜り、１年

次では 89.2％ ３年次では 59.3％という高い受験率

でありました。今年度は１年次と３年次の間の関係を

見られることになりますので、皆様のご協力に感謝い

たします。どうもありがとうございます。 

それでは株式会社リアセック代表取締役 CEO 近藤

様に・『 ４つの力」のアセスメントから見た学生の成

長と学修成果』と題し、ご講演をお願いしたいと思い

ます。ご講演に先立ちまして、近藤様のご経歴を紹介

させていただきます。 

近藤様は 1987 年 東海大学文学部広報学科広報メ

ディア課程をご卒業された本学の卒業生でいらっし

ゃいます。卒業後、株式会社リクルートに入社され、

進学情報誌の営業部で大学、短大の学生募集広報に携

わって来られました。1999 年のキャリア開発を手掛

ける部署への異動をきっかけにキャリアアセスメン

トプログラムの市場浸透や大学におけるキャリア教

育の専門家としてご活躍され、2006 年に株式会社リ

クルートから独立し、現在の株式会社リアセックの設

立に大変貢献されました。現在はリアセック社の代表

取締役 CEO であり、大学生のキャリア支援における

専門的な企業として全国の大学、短大と関わりご活躍

なさっています。これは東海大学でも同様で大変お世

話になっています。それでは近藤様、この後の講演を

よろしくお願いいたします。  
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■・ ４つの力」のアセスメントから見た学生の成

長と学修成果 

 

近藤 賢 氏  (株式会社リアセック 代表取締役 CEO) 

ご紹介をいただきました株式会社リアセックの近

藤でございます。短い時間ではありますが、皆様の

お役にたてるように一生懸命お話をしたいと思いま

す。今回は、要点を絞り簡潔にお伝えしていきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１.はじめに 

まず前段のお話ですが、令和２年１月に中教審の大

学分科会より教学マネジメント指針が発表されまし

た。指針には学修成果の把握、可視化をしなさいとい

う事が書かれています。そして・ 学生自身が学修成果

を自覚できること」、 教育改善につなげること」、

さらには・ 複数の情報を組み合わせて多元的に可視化

をすること」が必要だと言っています。大学で定めた

学習目標に対して、卒論や卒研、資格取得状況と併せ

て、多元的に評価するために実施したものが、今回の

 ４つの力」アセスメントです。東海大学のアセスメ

ント・ ポリシーにも掲載があるように、大学全体の学

修成果指標の一つであり、卒業前のジェネリックスキ

ルテストと記載されているものが、この ４つの力」

アセスメントになります。 

 ４つの力」アセスメントは、ご紹介がありました

ように、教育支援センター、教務課、キャリア就職セ

ンターの皆様でワーキンググループを作り、１年かけ

て独自に開発いただきました。特に注力したのは、学

生が自分自身のどういうところが成長できたのかを、

自らこのテストで知ることができるという点でした。 

 

図 4 はじめに 

当社リアセックと河合塾とで共同開発した PROG

テスト。これは既に多くの大学で利用されている標準

化されたテストです。この PROG テストをバッテリ

ーにして、テストの解答から東海大学独自のロジック

で、・ ４つの力」を 12の構成要素を採点しました。こ

れにより ４つの力」を評価すると同時に、既存の

PROGテストとしての採点も可能にしています。他大

学や大学生全体の傾向と比較しながら、これからご報

告して参ります。 

今回は３年次で 3,864名もの学生に受験いただきま

した。１年次～３年次にかけてパネルでの成長分析を

しています。最初に１年次、３年次の傾向をご説明し、

最後に成長分析のご報告をさせていただきます。  
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２. ４つの力」を測定する PROGについて 

PROGテストは、どのようなものかを簡単にお話

しさせていただきます。PROGテストではリテラシ

ーとコンピテンシーという、大きく２つの領域を測

っています。 

１つ目のリテラシーとは知識を活用して課題を解

決する力 思考力」の事です。これを情報収集力 

情報分析力 課題発見力 構想力の４つの項目で測

定しています。そして、情報分析力から、さらに言

語処理力と非言語処理力を測定しています。これは

就職試験で使われている SPIテストの国語運用能力

と数的処理能力と同じものです。45分の制限時間の

中で学生に答えていただきます。このリテラシーは

河合塾で作問をしています。専門知識に依存しない

汎用的な 思考力」を直接的に測定している検査で

す。 

 

図 5 使用するジェネリックスキル測定 PROGにつ

いて 

２つ目のコンピテンシーは、経験を積むことによ

って身についた行動特性で、いわゆる 社会人基礎

力」や ポータブルスキル」と呼ばれる態度や姿勢

の事です。当社リアセックがリクルート時代に培っ

た研究結果を活かして、測定項目を作っています。

大きくは３つ、対人基礎力（人と向き合うときの態

度や姿勢）、対自己基礎力（自分自身のメンタルタ

フネス、自己効力感や主体性など）、対課題基礎力

（問題にぶつかったときに自分がどんな態度や姿勢

をとって解決に向かうのか）です。大項目としてこ

の３つを測定しています。 

リテラシーとコンピテンシーの特徴だけお話して

おきますと、リテラシーは大学入学難易度と緩やか

に相関があります。入学偏差値が高い大学ほど、リ

テラシーが高くなる傾向があります。一方コンピテ

ンシーは入学難易度には全く相関が見られません。

学力とは全く違う能力を測定しています。 

主な受験校ですが、東海大学様をはじめ、同規

模、同レベルの私立大学、国公立の大学でもご利用

いただいており、全国で約 350校、年間受験者数も

20万人を超えています。これらのデータをもとに報

告を進めていきたいと思います。 

まず、PROGテストのスコアを見ていく上で３つ

重要な点があります。これは、学部でのご報告会で

必ずお話しさせていただいています。 

１つ目は、全ての能力が最高レベルである必要は

ないということです。レベルは７段階で表現されま

すが、４～５レベルあれば十分社会で通用するレベ

ルです。また、全ての能力が高い社会人というもの

もなく、職務適性や職務能力に応じて求められるも

のも変わります。本人、学生自身が伸ばしたい、克

服したいと思うことが大切だと思っています。 

２つ目は、先天的なものではなく、学習や経験に

よるスキルを測定しているという事です。性格や気

質など、持って生まれたものではなく、PROGテス

トは学習によって変化する可変な能力を測っていま

す。ですから、スコアが低いというのは経験や学習

が足りなかった、ということを表しています。 

あるいは経験をしても発揮する場面がなかったとい

うこともあるかもしれません。したがって、日々の

学習や課外活動を通じて、どんな生活を送り、何を

伸ばしていくかということが重要です。 
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最後３つ目は、学生の特性の一部であり、人格や

社会性を制限するものではないということです。例

えば、対人基礎力が低いからあなたには接客業は無

理だと決めるのではなく、単にその学生の特性が現

れているに過ぎません。ですから、このテストの結

果だけで学生の選択に、制限を加えるのではなく、

あくまで能力開発の参考として活用していただけれ

ばと思っています。 

 

３.１年次の傾向について 

早速１年次の傾向について見ていきます。19学

部、学科ごとで全て受けていただいていますが、便

宜上、文系と理系に切り分けて 大学全体」 文

系」 理系」という形で全体をまとめたものをご報

告していきたいと思います。 

まずリテラシーの総合です（図６）。学部ごとに

棒グラフで出ていますが、表の左端に全国の傾向を

見るために比較集団として３種類のスコアを提示し

ています。 

学部ごとに差はありますが、全体では医学部医学

科がいちばん高く、次いで看護学科となります。専

門領域によって違いが出ますので、大学の学部間で

比較することにあまり大きな意味はないかもしれま

せん。リテラシーについて、医学部がいちばん高い

のは、過去３年間も全て同じ傾向でした。 

 

図 6 １年次 リテラシー総合 

 

東海大学の文理で見ますと、リテラシーについて

は理系が全般的に高いという傾向でした（図７）。

特に項目別で、赤マルで表示がありますように、理

系の 非言語処理能力」が高く、これは数学等の試

験の影響だと思われます。 

 

図 7 １年次 リテラシー要素文理比較 

続いてコンピテンシーです。これ（図８）は全学

で見ますと体育学部と九州の経営学部、国際文化学

部の３学部が、非常に高いという結果となりまし

た。そして、こちらも過去３年間同じ傾向でした。

 

図 8 １年次 コンピテンシー総合 
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コンピテンシーの文理差は、文系の学生は対人基

礎力、対自己基礎力が高く、理系の学生はそれに比

べて対課題基礎力が高いという点にありました（図

９）。 

 

図 9 １年次 コンピテンシー要素文理比較 

続いて文系１年次と私立四年制大学文系の１年次

を比較しています（図 10）。どの領域においても全

体的に東海大学の１年次の方が高いことが分かりま

す。特に対人基礎力が高い他、ストレスコントロー

ル等の感情制御力、行動持続力も高いことが分かり

ます。 

 

図 10 文系１年次比較 

 

 

 

 

 

 

理系の学生ですが、特に高いのは対課題基礎力で

した（図 11）。課題発見力、計画立案力等は他の私

立大学の１年次の理系学生に比べて、スコアが高い

という結果となりました。 

 

図 11 理系１年次比較 

続いて、３年間の推移についてお話しいたしま

す。文系１年次の経年の推移ですが、リテラシー、

コンピテンシー共に年度ごとにスコアが上がってい

ます（図 12）。 

 

図 12 文系１年生の経年推移 
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特に今年度はコンピテンシーの統率力、感情制御

力、課題発見力、計画立案力のスコアが高い傾向が

ありました。例年と違うのは、コロナの影響もあ

り、Web受験をしていただいていること。そして、

従来４月に受験していたものが９月となり、一定期

間の教育課程を経ての受験となっていることです。

春学期の授業成果が現れたか、コロナによる学習ス

タイルの変化によるものと推測される部分が見うけ

られます。コンピテンシーの感情制御力、統率力な

どは、ストレスの中で、非常に頑張って授業を受け

た学生の成果かもしれません。また課題発見力も経

年で比べてみると高いという傾向があり、学生自身

がいまの課題を、しっかり理解して取り組んだ成果

かもしれません。 

リテラシーについても、春学期の学習成果が影響

しているかもしれません。2018、2019、2020年度

と、年々リテラシーの水準が高まっています。ま

た、入学偏差値が上がっていることもうかがえま

す。 

理系１年次の経年の推移も、同様の結果でした。

文系と同じようにコンピテンシーの感情制御力、課

題発見力、計画立案が高く、経年でリテラシーのス

コアが年々上がっています（図 13）。 

 

図 13 理系１年生の経年推移 

 

 

 

 

１年次の受験に合わせて、アンケートをとらせてい

ただいています。その学生アンケートと PROGテス

トとの関連分析の結果をご報告したいと思います。 

まず、１日あたりの学習量との関連分析では、学

習時間が４時間を超える学生は、リテラシー、コン

ピテンシー、特にコンピテンシーの感情制御力、課

題発見力、計画立案力、実践力のスコアが高い傾向

がありました。読書量との関連分析では、この１か

月で 11冊以上読んでいる学生はリテラシーのスコア

が非常に高かった一方で、コンピテンシーの対人基

礎力、特に親和力や協働力が、そうではない学生に

比べて低いということが分かりました。 

チャレンジプロジェクトに参加している学生、ま

たは部活動、サークル等、課外活動への参加との関

連分析では、チャレンジプロジェクトに参加してい

る学生のリテラシーは高いという傾向がありまし

た。一方で特に所属している団体はないという学生

のコンピテンシーは、全体的に低い傾向があり、そ

の学生の数は、約半数の 3,234名にのぼっていまし

た。 

入学理由における関連分析では、入学理由につい

てキャンパスライフに対して期待値が高い学生はコ

ンピテンシーが高く、リテラシーが低い。一方で、

自分の学力に合っている、周囲が勧めたからという

ような理由で入学した学生たちは、コンピテンシー

が低いという傾向がありました。受動的な理由で入

学した学生たちはコンピテンシーが低く、キャンパ

スライフに期待値が高い学生は逆に、コンピテンシ

ーは高いがリテラシーが低いという傾向がありまし

た。 

次に、高校時代にいちばん力を入れたことについ

て、それぞれクロス集計をしたところ、生徒会と回

答した学生のコンピテンシーが非常に高い傾向にあ

りました。高校時代に力を入れたものは特にないと

答えた学生たちは、コンピテンシーは低いという傾

向がありました。高校時代に力を入れたこととリテ

ラシーとには、大きな違いはありませんでした。 

そして最後は大学在学中に力を入れたいこととの

関連です。先ほどの項目と少し類似しますが、研
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究、学修と答えた学生はリテラシーが高く、クラブ

活動、サークルと答えた学生はコンピテンシーが高

いという傾向が出ています。 

４.３年次の傾向について 

続きまして３年次の傾向についてお話していきま

す。リテラシーの総合ですが、１年次と同様に、医

学科と看護学科が高いです（図 14）。 

 

図 14 ３年次 リテラシー総合 

文系と理系で比較した場合、理系の学生の方が文系に

比べ高く、特に非言語処理能力が高い傾向にありまし

た。（図 15）リテラシー総合のスコアも理系の方が、

文系より高いのですが、１年次のときほどリテラシー

に文理差がありませんでした。１年次ではリテラシー

全ての項目で、理系の方が高い傾向でしたが・（図 7）、

３年次では、非言語処理能力以外のスコアは肉迫して

おり、これは文系学生のリテラシーが１年次から大き

く伸長したことによると思われます。 

 

図 15 ３年次 リテラシー要素文理比較 

コンピテンシーの文理の差ですが、こちらは１年

次とそれほど差が変わっておらず、文系学生の対人

の親和力、協働力が高く、理系の学生の課題発見

力、計画立案力、実践力が高いという傾向が出てい

ます（図 16）。 

 

図 16 ３年次 コンピテンシー要素文理比較 
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５.成長分析（１年次⇒３年次の同受験者比較） 

いよいよ今回受験いただいた３年生が、１年次か

らどのように変化したのかということについてご報

告いたします。ここはパネル調査で、同一学生のス

コアの変化を見ています。コンピテンシーについて

は１年と３年で設問が同じです。ですから、スコア

の変化は、同じ問題への解答の変化を意味していま

す。リテラシーに関しては、毎年設問が異なります

が、問題ごとに等価という作業を行っており、経年

で比較できるように難易度を揃えています。コンピ

テンシーほど精緻ではありませんが、成長の傾向と

してご理解いただければと思います。 

まず、リテラシーの総合ですが、おおむねどの学

部も伸長いたしました（図 17）。もともと初期値が

非常に高かった医学科においても、スコアに伸長が

見られます。棒グラフに付いているひげは標準誤差

を入れていますので、サンプル数が多くなるほど小

さくなっていきます。１年次には解けなかった問題

ができるようになり、３年次にかけて 思考力」が

高まっていることがうかがえます。これは ４つの

力」でいう 自ら考える力」に関連しています。 

 

図 17 リテラシー総合 成長分析 

具体的な項目別ですが、文系では特に非言語、す

なわち数的処理能力のスコアの伸長が著しく、前述

のとおり、３年次のリテラシーの文理差が、１年次

に比べ縮まっているのは、この文系学生のスコア伸

長によるものと言えます。 

一方コンピテンシー総合ですが、こちらもリテラ

シーと同様に、各学部においてスコア平均値が、１

年次から伸長していました（図 18）。 

 

図 18 コンピテンシー総合 成長分析 

特に体育学部。医学科のリテラシーと同じく、初

期値が非常に高かったにも関わらず、１年次から３

年次にかけて成長が見られました。また医学科、看

護学科が１年次から比べスコアが下がっています。

これは実は医療系の学部によく見られる傾向で、成

長の課程でコンピテンシーが一次的に下がることが

あります。専門教育がより強くなっていく中で他者

との関わりが少なくなったり、知識を積むことに時

間をかけたりしている場合に、このような傾向が見

られます。このあと実習や演習がはじまる、４年次

で大きく伸長します。とくに臨床実習や看護実習を

終えて帰ってくると、非常に成長することがありま

す。今回は、就活の関係で一斉に３年次というタイ

ミングで受験いただいていますが、よろしければ６

年次や４年次の卒業直前にも、受験機会を設けてい

ただければと思います。学生さんには、就職前の入

社前教育の一環として、自分の今の力を知ろうとい

うことで動機付けできれば負担がないかと思いま

す。今回のスコアとはまた違った成長が見えるので

はないかなと思いますのでぜひご検討ください。 

続きましてコンピテンシーの項目別ですが、特に

東海大学の特徴と思われるのが、対課題基礎力です

（図 19）。 
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図 19 【文系】コンピテンシー（成長分析） 

コンピテンシーは毎回設問が同じなので、信頼度

高く成長予測ということができます。つまり全国の

大学生が１年次から３年次にかけて平均的にこのく

らい延びているというのが黄色の点線です。それと

比べても対課題基礎力は伸びており、中でも特に計

画立案力、課題発見力が他大学の伸長よりも大きく

伸長していることが、今回の成長分析から分かりま

した。これは ４つの力」でいうところの 挑み

力」に関連しています。 

理系の学生も同様で、対課題基礎力において、特

に課題発見力、計画立案力等の能力は他の理系の学

生よりも大きく伸長していました（図 20）。 

 

図 20 【理系】コンピテンシー（成長分析） 

PROGのスコアは、レベルごとで、ルーブリック

を作成しています。レベルごとでの具体的な行動特

性について説明していますので、学生がどのような

態度や姿勢がとれるかわかりますので、ご参考にし

ていただければと思います。そして、コンピテンシ

ーについては文系、理系において、比較集団よりも

優れている部分に、強みとして、ポイント表記を付

けていますので、こちらもご参考としてください。 

コンピテンシーの部分をさらに 33個に分類した、

小項目での伸長分析をしています（図 21）。 

 

図 21 【文系】コンピテンシー小分類要素 成長分析 

文系の３年次では、１年次から全ての項目で延び

ていきますが、大きく下がった項目が３つありまし

た。人脈形成、役割理解連携行動、完遂です。これ

らは他者との関わりが制限された、この１年のコロ

ナの影響とも考えられます。特に大きく下がった

 完遂」とはどういう能力かと申しますと、文字ど

おりやり切る能力のことなのですが、単純にやり切

れば良いというものではありません。コンピテンシ

ーの設問では、締め切りを守るのか、クオリティー

を重視するのか、という２択の問題が数種類出題さ

れます。総じて締め切りを守ろうという姿勢が、重

要ではありますが、締め切りを守る中でも、自分が

取り組んでいるものへの納得感、興味、関心、工夫

を払うことも重視すると、この完遂のスコアは上が

ってきます。しかし、興味 関心などよりも、とに

かく締め切り優先と解答すると、スコアは下がって

いきます。コンピテンシーのスコアが変化するとい

うのは、学生の態度や姿勢が変わってきているとい

うことですから、残念ながら締め切りを守るという

ことばかりに偏ってしまったことがこの 完遂」が
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下がった要因と思われます。他大学の調査ですが、

コロナによるオンライン授業の評価として、学生は

課題が増えてそれに追われたということが報告され

ておりました。もしかしたら、東海大学でも同様の

傾向があったのかもしれません。 

この傾向は理系学生にも見られており、コンピテ

ンシー小項目のほぼ全てが伸長していますが、完遂

の項目が大きく下がっていました（図 22）。ここは

このあとの ４つの力」と関係する部分があり、少

し覚えておいていただけたらと思います。 

 

図 22 【理系】コンピテンシー小分類要素 成長分析 

ここまでが PROGテストで見た他大学（私立大

学）等との比較と、経年での１年次 ３年次での成

長と比較でした。 

 

６. ４つの力」で見る成長分析 

ここから ４つの力」で見た場合の評価について

ご報告したいと思います。

 

図 23  ４つの力」で見る成長分析 

図 23は ４つの力」に変換し、独自に採点をして

分析をしたものですが、自ら考える力 集い力 挑

み力、全ての領域において成長が見られました。文

系と理系で少し差はありますが、自ら考える力 挑

み力、この２つの伸びが非常に大きかったです。 

理系学生の集い力は、４つの力の中では、スコア

が低いですが、１年次からは伸長をしています。そ

して、成し遂げ力が他の能力より伸びが低かったの

は、図 24のレーダーチャートで示している、 継続

力」が影響しています。 

 

図 24 【文系】 ４つの力」で見る成長分析 
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成し遂げ力を構成している改善 修正力、継続

力、セルフマネジメント、この３つの構成要素の中

の 継続力」、これは PROGテストの 完遂」と良

い行動の習慣化からデータを引っ張ってきてスコア

を合成しています。したがって、先ほど説明した、

 完遂」のスコアが下がったことが、この 継続

力」全体のスコアに影響しました。文系も理系も同

じ状況です。 

この成し遂げ力では、改善 修正力も伸びていま

すし、セルフマネジメントも伸びていますので、や

はり、何か課題やプロジェクトを続けていくとき

に、締め切りを守りつつも、内容の工夫やアイデア

を絞り、クオリティーも追求していくことができる

ようになると、更なる伸長が期待できると思いま

す。ここまでが４つの力のスコアのご報告でした。 

 

７.内部質保証を見据えた教学改革のために 

これまでの報告を簡単に４点ほどまとめました。 

１つ目は １年次から３年次にかけて、学生のジェ

ネリックスキルの伸長が見られ、その水準は私大平

均を上回るものであった」という事です。これは、

東海大生が社会に出て幅広く活躍できる、礎になっ

ていくと思います。 

２つ目は、 全学共通の ４つの力」において

も、同様に全ての領域で伸長が見られ、これまでの

カリキュラム改革の取り組みの成果がうかがえる」

という事です。2018年カリキュラム改革の初年度か

ら測定が開始されましたが、いろいろな先生方の取

り組みの成果がこのスコア伸長から、読み取れると

思います。 

３つ目は、 今後においては、 ４つの力」のア

セスメントを参考に学部学科単位で、DPの達成状況

（学修成果の可視化）や育成課題への検討を進めて

いく事が期待される」という事です。本講演では、

東海大学全体の内容をお話しておりますが、実際に

は学部 学科ごとに傾向は違います。弊社が各学部

で報告会を開催させていただいていますが、是非そ

の機会をとおして、学部 学科ごとでの育成課題等

について、指標のひとつとしてご参考にしていただ

きカリキュラム等をご検討いただければと思ってい

ます。 

 ４つ目は、 教育内容の改善に資するように、学

生のスコアの伸長と教育プログラムや、学生の特性

との関係性を明らかにする必要がある」という事で

す。学生の属性による伸長分析はできますが、教育

内容との因果関係までは分析できていません。学生

自身は学校教育だけではなく、年を重ねることによ

って、社会教育を通して育っていくという面もあり

ます。よって、教育プログラムとしての成果が、ど

こにあったか明らかにするのは、非常に困難な作業

でもあります。先生方の取り組みが、どのように学

生を育てているのかということについて、引き続

き、調査分析を通して明らかにできればと思ってお

ります。教育改善の取り組みとして、事例を３つほ

どご紹介させていただきます。 

１つ目は、在学生アンケートとの関連分析です。

今回は１年次のみ学生アンケートを実施いたしまし

た。３年次は物理的な時間の問題があり断念しまし

たが、次年度は３年次にも授業に対する取り組み姿

勢や、演習等でどんな内容の学習をしたか調査がで

きますと、さらに詳しい分析ができると思います。 

 

図 25 在校生アンケートの関連分析 

図 25に示している 伸長別クラスターとアンケー

トの関連分析」では、ジェネリックスキルの成長の

タイプをクラスターで分類し、リテラシーから伸び

ていく子、コンピテンシーから伸びていく子、両方

同時に伸びる子、全然伸びない子というように分け
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てゆきます。そして、これらの成長タイプと学生ア

ンケートとを関連分析することにより、学習経験

と、ジェネリックスキル伸長との関係が見えてきま

す。例えば 授業中に学生同士が議論する」 小テ

ストが課される」このような授業とコンピテンシー

成長に関連がみられ、その後、学生インタビューを

とおして、どのような学びが態度変容を導いたのか

を明らかににしてゆきます。 

２つ目は、学生の能力開発を支援するための学内

イベント動員があります。イベントとは、課外活動

を含めた様々な教育プログラムを指しています。１

年次のアンケートから、学内でやりたいことがない

学生や、何の団体にも所属していない学生が約 3,000

名いました。そして、これらの学生は、団体に所属

している学生に比べ、コンピテンシーが低いという

傾向があります。 能力伸長においては、他者と関わ

り合ったり、様々な問題をみんなで考えたりしてい

くことが必要不可欠です。チャレンジプロジェクト

をはじめ、インターンシップや留学、航海研修。学

部 学科でも、様々な実習や演習などの体験学習が

あるかと思います。そのようなイベントへ学生たち

をうまく誘導できればと思います。例えば、学内イ

ベントナビゲーションシステムとして ４つの力」

と各イベントを紐づけします。そして、学生がこれ

から力をつけたいなと思うものがあったときに、こ

ういう活動をしたらいいよ、というインベントリー

があり、参加を促すようなものを作ってはどうかと

いうことです。また ４つの力」アセスメントの解

説講座でも、学生に具体的なイベントについてお話

もできれば育成支援となるかと思います。 

３つ目は、前述しましたが、学生たちのインタビ

ューをしてはいかがでしょうか、という提案です。

 ４つの力」アセスメントの結果から、大きくスコ

アが伸長した学生を中心に、どんな学習歴があった

のかインタビューしてゆきます。そして、その結果

から、学部オリジナルの能力開発ハンドブックを作

成してゆきます。学生にしてみれば、先輩たちはこ

んなことをして成長したという具体的な事例を知る

ことにより、自分が何をすれば良いか参考になると

考えています。 

 

８.能力伸長事例について・（インタビューから見えてく

ること） 

例えばインタビューを通してどんなことが分かる

のか、いくつか事例をご紹介したいと思います。東

海大学の各学部においても、様々な課題解決型の演

習（PBL）やアクティブラーニングをされていると

思います。学生は成長の要因がどこだったのか、イ

ンタビューを通して明らかにしていくことができる

という事例です。 

１つ目は、A大学のデザイン学部の PBLです。A

大学デザイン学部では３年次の必修科目で 企画表

現演習５」というのがあります。２単位の必修での

課題解決型授業です。大学が所在する自治体からの

依頼に基づいて、春学期の半期をかけて具体的なデ

ザイン企画を立てて、学外に向けて発表する演習形

式の授業です。2018年度の履修者は約 100名で、１

グループ５～６人で 20グループを編成します。そし

て、１つのテーマを 20グループで取り組みます。 

この授業のポイントは 仕事の厳しさ」。学生へ

の要望基準を、リアルなビジネスレベルにおくとい

うものです。これは大学の授業ですが、同時に自治

体から受注した仕事であると学生に理解をさせま

す。したがって、納期や品質に対して、学生だから

という妥協はありません。実際の仕事レベルを要求

してゆきます。課題に対して、提案コンセプトを作

りますが、そこに留まらず、実現直前の試作品まで

作成してゆきます。手作りのサンプルは、仕事とし

て通じる品質まで引き上げられ、格段に高い完成度

を要求していくというものでした。そして、実際

に、自治体より課題解決に役立つと評価されたもの

はプランとして採用されます。 

ポイントの２つ目としては、教員による介入は基

本一切なし。アウトプットに対しての厳しさを要求

していく、ということです。例えば、スタート時に

マイルストーンなどのプロジェクトの進め方が示さ
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れたあとは、学生同士でプロジェクトを進めていき

ます。先生方からの介入やアドバイスは、原則一切

なしです。そして、納期は基本的に絶対動かない、

協調性のないメンバーがグループにいても入れ替え

はできません。仕事の具体的でリアルなところに基

準をおいて、学生が主体的に、プロジェクトを進め

ていくというところが、ポイントになっています。 

３つ目のポイントは、追い込まれる状況を作り出

し学生の姿勢を変えていくという点です。中間の発

表で、学生たちがプレゼンをするのですが、ここで

先生方から非常に多くの注文がつきます。最終のク

ライアントプレゼンに向けて完成度を引き上げるこ

とが要求され、容赦ないダメ出しと絶対的な納期へ

の要望という、大変厳しいフィードバックがなされ

ます。ここで、学生の心が折れないのか心配になり

ますが、そこは、先生方がサポートされるらしいで

す。教員は、意図的に学生を追い込んでゆくという

わけではなく、あくまで厳しさを一貫させること

で、学生自身が次第に追い込まれていく環境を作っ

ていくということが、この授業の設計のポイントに

なっています。 

 

図 26 【事例①】A大学デザイン学部の成果 

結果的に、わずか半期ではありますが、PROGテ

ストの対人 対自己基礎力が、伸長予想以上に成長

しています。（図 26）。結果として、学生間では、

表面的な みんな仲良し」とは異なるコミュニケー

ションが立ち現れ、協働力が身に付いていくそうで

す。むしろ対課題の伸長が、いま一つ延びていない

のはマイルストーンを学生自身が設定しないで、学

校から指定されるということが影響しているのでは

ないかと担当教員の先生が評価されていました。そ

して、この授業はデザイン学部の DPの中の統合

力、コミュニケーション力と関連する科目として位

置づけられています。学生インタビューでは ギリ

ギリの中でミスをするハプニングもあったけれど

も、みんなで乗り切ることができた」など、コミュ

ニケーションに関するフリーコメントが、大変、多

く見られました。 

２つ目のインタビューの事例です。B大学の人文

社会学部３年次必修科目 ビジネス戦略実習Ⅰ 

Ⅱ」という、これも４単位の必修科目の授業です。A

大学と同じように、グループワーク形式の課題解決

型授業で、よく似ています。人数は 53名。１グルー

プ５～６名で 10グループを編成します。A大学と異

なる点は、A大学では１テーマをみんなで取り組み

ますが、B大学の場合は 10グループに対し 10社が

協力し、１グループ１社ごと個別のテーマが与えら

れるという点です。そして、課題を１年間かけて取

り組んでゆきます。 

グループは 学生カンパニー」として、疑似企業

として活動してゆきます。課題に対し、企画 提案

できるように、場合によっては外注をしたり、販売

ルートの拡大をしたりと、かなり具体的に取り組ん

でゆきます。A大学と共通する点は、仕事の厳しさ

です。学生に要求する具体的な基準を、ビジネスの

リアルなところにおかれているということです。 

そして、もうひとつ共通する点は原則、教員は関

わらないという点です。１グループが１企業と行い

ますので、それぞれ別々のテーマを抱えるのです

が、最初のテーマのヒアリングのところから、まさ

にアポ取りから、全て学生たちが主体的に進めてゆ

きます。単なるアイデアコンテストには終わらせ

ず、きちんと実走するところまでやらせ、最後に振

り返り、再提案までやる。ビジネスの PDCAを回し

てこそ、大きな学修成果を得られるだろうとの考え

からプログラムが設計されています。 
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もうひとつのポイントは、設定課題の調整です。B

大学の先生方は、ここに力を入れています。学生に

とって、簡単に答えられるものでもいけませんし、

一方で難しすぎてもどうにもならないので、連携企

業と協力して、学生にとって学びとなる、適切な難

易度のテーマを与えるということに注力しているそ

うです。また、先生方は出資者という立場をとり、

外注先の開拓支援を含めて、ビジネスのリアリティ

ーを学生に感じてもらえるように、サポートに回る

ということでした。 

 

図 27 【事例②】B大学 人文社会学部の成果 

B大学は入学時、３年次の５月、３年次の 11月に

PROGで能力測定をしていますが、協働力と課題発

見力が、プロジェクトの前後で、大きく伸長してい

ます（図 27）。そして、このプロジェクトの特徴と

して、感情制御力が伸びてくることがあげられま

す。これは、連携企業さんが学生の状況を踏まえな

がら課題の負荷を調整していくということと、企業

も学生の面倒をよく見てくださっているということ

によるものでした。学生たちは この課題を解決す

るのは我々しかない」というプレッシャーも感じて

いました。そういう当事者意識というか、責任感の

ようなものによって感情制御力（ストレスマネジメ

ント等）が引き上げられたのではないかと、考えら

れます。学生たちは 自分たちがやらなくては、こ

のお店が困ってしまう」そんな思いがあって主体的

に関わっていました。 

最後の３つ目は、東海大学のチャレンジセンター

によるライトパワープロジェクトです。ここまでは

必修科目での PBL授業の事例をご紹介してきまし

た。同じ必修でも、１つのテーマをみんなでやるパ

ターンと、グループそれぞれが全く違うテーマをや

るパターンをご紹介してきました。皆様もご存じの

とおり、ライトパワープロジェクトは、授業ではあ

りません。この課外活動から、重要な事は何なのか

改めて取材する中で見えてきました。 

このプロジェクトは学生が企画し、年間で活動す

るものです。チャレンジセンターでは、現在、20も

のプロジェクトが動いていますが、教職員がそれぞ

れ付いてサポートをしています。ライトパワープロ

ジェクトは非常に有名で、レースがテレビ番組やニ

ュースでも取り上げられるプロジェクトです。一方

で、その活動はレースだけではなく、ものづくりの

楽しさや、クリーンエネルギーの大切さを伝える活

動も大きな柱になっています。小学生や幼稚園児を

対象とするエコカー教室や、ものづくり教室が恒例

行事になっていて、学内外での車体の展示会等、積

極的に広報活動もされているということでした。 

まず、課外活動ですからやりたいと思っている学

生が集まりますので、成長して当たり前かなと思い

ます。しかし、実はそれだけではないことも見えて

きました。 

ポイントのひとつ目は、主体的な学生たちの集ま

りの中において、先生方が一緒に取り組んで、一緒

に悩み、幾度も失敗をしている点です。つまり、先

生方は指導者であると同時に、プロジェクトの一員

であり、学生と一緒に取り組み、一緒に悩む。プロ

ジェクトを離れて一緒に食事をしたりする。こうし

た濃密な人間関係こそが、チーム全体の成長には欠

かせないということです。大学の授業の中では、な

かなか難しいことですが、担当の先生が、学生と寝

食を共にして、お互い刺激し合っていく。まさに部

活動というか、本当に密な関係の中から、共に学び

あい、成長しあう場がここにあります。 

２つ目のポイントは、全員の居場所をつくるとい

うことでした。１年次～４年次までのメンバー全員



第 74 号 

TOKAI UNIVERSITY EDUCATIONAL SUPPORT CENTER 

- 16 - 

に居場所がある。つまり役割がはっきりしていると

いうことです。年間のスケジュールの中でも、役割

が与えられ、下級生主体の機会があったり、役割を

持たせたりするように工夫しているということでし

た。 

そして、卒業までの４年間取り組めるというのも

非常に大きな特徴かと思います。失敗をしても、努

力して改善してリトライする機会があるということ

です。インタビューをしていく中で分かってきたこ

とのひとつに、学生の態度変容が起こるきっかけが

あるのですが、その多くは 失敗経験」でした。失

敗や挫折の経験が、その人の態度や姿勢を変えると

いうのは、リーダーシップの研究などでも言われて

います。もちろん、失敗で自信喪失してしまい、引

きこもってしまうこともあります。その意味で、

 適切な失敗経験」。そこから学んで変わってゆけ

る経験が、その学生の成長を大きく資するものにな

っています。その意味では、寝食をともにする仲間

のような教員と、チャレンジセンターの４年間かけ

てリトライし続けていくシステムが、成長のひとつ

の柱になっていると思います。 

 

図 28 【事例③】 東海大学 チャレンジセンター

の成果 

PROGテストの結果では、自信創出と課題発見が

大きく成長していました（図 28）。PBLにおいて

は、共通して課題解決力は伸長してゆきますが、

 自信創出力」が伸長しているというのは、ライト

パワープロジェクトの特徴かと思われます。 
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■・ 『４つの力』のアセスメント」就職支援への

展開 

水島 久光 氏（キャリア就職センター所長） 

 ４つの力」のアセスメントの就職支援への展開

ということで説明させていただきたいと思います。 

今年、教育支援センターとキャリア就職センターの

共催で FD SD研修会を開くということになりまし

た。そのひとつの大きなポイントは、 ４つの力」

のアセスメントの３年次での初めての実施年であっ

たということです。これで１年次に受験をした学生

たちの成長分析ができるようになったかと思いま

す。ようやく当初の目的である PROGを利用して

 ４つの力」のアセスメンという指標を開発し、こ

れに基づいて学修成果 教育成果の把握 可視化を

していこうという目標に近づくことができるように

なりました。近藤様の報告でも、様々な各学部の特

徴、様々なクロス分析による学生のタイプとの関係

性も見えてくるようになったのではないかなと思い

ます。 

全体として分析をして平均値で見ていくことも大

切ですが、受験をしているのは一人一人の学生で

す。学生には結果報告書という形でアセスメントを

受けた結果がフィードバックされますので、これを

受けて、学生たちが自分たちの将来に向けて、自分

の身になるように活用していけるのが非常に大きな

ポイントと思います。教員単位や大学単位として施

策を組み立て直したり、教育の内容を見直したりと

いうことも非常に重要ではありますが、進路指導に

活用、各学部 学科やチャレンジセンター等も含め

て様々な活用の形があると思いますが、全学的な共

通の活用の場として進路指導を考えるということ

で、３年次の秋学期に試験を受けたことを生かして

いきたいというのがキャリア就職センターとして

の、この施策に対する立場です。 

 

図 29  ３年生の就職支援の核に位置づける」 

そこで今年度から、この ４つの力」のアセスメ

ントを３年次の就職支援の核に位置付けました。図

29のチラシが、実際に３年次８C生が受けるにあた

っての告知資料です。キャリア就職センターでは、

キャリア支援、就職支援の支援ポリシーの核に パ

ーソナルキャリアサポート」という言葉をずっと掲

げてきました。大学を卒業してから先の人生のほう

が長いわけですから、そのスタートを考えたときに

一人一人に適したサポートをしていかなければなら

ないということで、重要な施策としてキャリア支援

ナビという、一人一人のカルテになるようなシステ

ムへの登録を促してきました。これに ４つの力」

のアセスメントが加わって、パーソナルなデータが

充実し、様々な支援策をきちんととっていこうとい

う体制が整ったということになります。今年度はコ

ロナということがあり、なかなか学生とコンタクト

が取りにくい環境の中ではありましたが、最終的に

３年次は 59.3％の回答率を得ました。リアルで受け

られたとしても大体７割から８割と予想していまし

たので、さほど落ち込みも大きくなく、これだけの

成果が得られたことはありがたいことです。先生方

には改めてお礼を申し上げたいと思います。 

キャリア就職センターでは、最終的には一人一人

の個人面談に生かせるようにということを考えてい

ます。ですので、スタッフ一人一人がこの数字をき

ちんと読んで学生に支援策をとれるように、キャリ

ア担当者向け説明会を 11月に開いています。湘南の

ケースでは、その後秋学期の就職ガイダンスで、全

般の学生向け報告会をしております。今回は参加者
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726名で、オンラインということもあり、従来の就

職ガイダンスに比べると若干少ないですが、肝心な

のは全般的な報告を受けて、少人数の指導でこの結

果をどう進路選択に生かしていくのかだと考えてい

ます。具体的にはエントリーシートの書き方、面接

に生かしていくのか。自己理解ですね。その基本的

なデータとして活用していくことを促す ４つの力

de進路選択講座」を全校舎対象で 18回開きまし

た。今年は 343名の学生がこれに参加してください

ました。また、エントリーシートの書き方をテーマ

にした就職支援講座には 90名が参加しました。こう

いった形で個別面談や様々な支援に活用していくと

いうことが進んできています。 

この ４つの力 de進路選択講座」の内容ですが、

先ほどトータルで見ると数字は上がっているという

話がありましたが、個人ベースで見ていくと、スコ

アが落ちているという人もいます。数字が高い方が

良いという先入観がどうしてもあるので、全体とし

てスコアが低い学生は、 やっぱりダメだ」という

意識になってしまうと、進路指導にも大きく影響し

ます。そこで、まずは自己肯定感を醸成する。それ

と、数字で出てきたものを自分の経験にむすびつけ

る。学生時代にこういうことを経験してきた、だか

らこういうスコアになったんだということをきっち

り紐づけし、後はボキャブラリーを豊かにして自分

らしい言葉で自分を表現していく力を育てるとい

う、そういう目的で組んでおります。 

 

図 30  ４つの力」の構成要素 

 

 

図 30は実際に、一人一人に配られる結果報告書のイ

メージです。この ４つの力」構成要素ですが、ブ

レイクダウンすると PROGの各項目に戻っていきま

す。例えば全体のスコアからすると真ん中ぐらいで

すが、同じ学部の中では強みとしてアピールできる

相対評価だとか、例えば集い力という同じグループ

の中にあっても、コミュニケーション力は低い、な

どといった課題を見つけていくというようなことに

も注目してアドバイスしています。どうしてもスコ

アが伸びないとか、低い数値が出てしまう学生に対

しては、その数字を裏読みするという言い方は適切

かどうか分かりませんが、例えばコミュニケーショ

ン力があまり高くない学生は、逆にいうとコツコツ

と一つのことを粘り強くやる力があったりするの

で、そうした解釈があることをお話ししています。

ほかのスコアとの関連性を見ることによって単体で

見ると数字は低いかもしれないが、こういう能力 

スキルがあると自分のことを見直していくこともで

きます。最終的には、先ほど申し上げました、キャ

リア支援ナビと横並びで進路登録カードというシス

テムがありますが、ここに長所 短所 自己 PR 学

チカ（学生時代に力を入れたこと）などを作文する

スペースがあります。これは一般によく使われてい

るエントリーシートの仕組み OPEN ESと連携して

おり、これをもとにエントリーシートを書いたり面

接対策をしたりしていくことができる形になってい

ます。このような流れでキャリア就職センターで

は、この ４つの力」の活用として一人一人の進路

を切り拓いていくためのパーソナルキャリアサポー

トの材料にしていくことを取り組んでいるというこ

とを報告させていただきます。  
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■アドミッション ポリシーとディプロマ ポリ

シーへの展開 

土屋 守正 氏（教育支援センター所長） 

今現在、アドミッション・ ポリシー、カリキュラム・ 

ポリシー、ディプロマ・ ポリシー、この３つのポリシ

ーをもちまして教育は行われています。私からは、そ

れぞれについて確認していきたいと思います。 

１.アドミッション ポリシー 

図 31は大学全体のアドミッション ポリシーです。 

 

図 31 アドミッション ポリシー 

大学で学ぶにふさわしい学力を有し、明日の歴史

を担う強い使命感のある者、豊かな心と健やかな体

の育成に努めると共に、自分の個性を伸ばす意思の

ある者、時代の変化に合わせて積極的に社会を支

え、社会に貢献する志のある者、こういうアドミッ

ション ポリシーをもちまして、入学者の選抜を行

っています。 

今回 2018年度の１年次と、2020年度の１年次を

入試経路別の集計で比較してみたいと思います。

2020年度の入試経路別のスコアに関しましては、近

藤様に解説していただきました。2018年度に関して

は教育支援センター前所長の利根川先生が持ってい

らっしゃいまして、それを見ていきますと同じ１年

次ですが、コンピテンシーでは全ての分類でスコア

が上昇しています。リテラシーにおきましては、文

系におけるセンター入試、文系におけるスポーツ 

音楽 AO入試以外のスコアが上昇しています。文系

のセンター入試はスコアが高止まりしているという

ことでほぼ横ばいです。文系のスポーツ 音楽入試

者のスコアに関しては、逆にコンピテンシーがかな

り高いカテゴリーになっています。こういう上昇が

どこに原因があるかということは非常に難しい分析

になりますが、ひとつは、今年度の１年次の PROG

テストの時期が秋学期ということがあります。半年

間、大学生として生活をしたことにより、コンピテ

ンシー リテラシーが上昇するということが考えら

れます。 

もうひとつは、2018年から現在まで一般受験にお

ける受験生の偏差値帯が上昇しています。特に 2018

年からは文科省の指導もあり、学力をきちんと見な

さいということが出ていまして、すべての入試につ

いても学力の把握がされていると思います。どこに

原因があるかということは、もう少し詳細な分析が

必要と思いますが、現在そこまではできていません

ので、今後はそういう分析をし、上昇の原因を見て

みたいと思います。 

スコアが上昇しているということはアドミッショ

ン ポリシーに適合した選抜が行われているという

ことが示しているのではないかと思います。特にコ

ンピテンシーの上昇はテストの点に表れない側面を

我々が的確に判定していることが捉えられるのでは

ないかと思います。以前、入学センターの所長をし

ていた感じからすると、アドミッション ポリシー

に基づいた的確な受験生の選抜が行われていたとい

うことが、ここで見えるのではないかと思います。 
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２.ディプロマ ポリシー 

ディプロマ ポリシー、こちらは、卒業時におい

て我々が与えるべき力になります。2018年度の入学

者は３年次において、１年次よりも各スコアを伸ば

しています。彼らの多くがこの４月に最終学年を迎

えます。図 32では大学全体のディプロマ ポリシー

を示しています。 

 

図 32 ディプロマ ポリシー 

これを受けて各学部学科における卒業におけるデ

ィプロマ ポリシーを求めています。ここで求めて

いる力を卒業までに身につけさせて、卒業していた

だくようにしなければならないと思っています。こ

の点に関しまして、水島先生からお話があったよう

に就職等のキャリア指導、卒研 卒論指導におい

て、知識 理解 汎用的技能、この部分が ４つの

力」と密接に関することであります。態度 志向性

の向上を図っていかないといけないと思います。 

 

３.コンピテンシーの伸長要因 

コンピテンシーの伸長には教員との関わりが非常

に重要になってきます。卒研 卒論の指導を通して

学生との関わりをどのようにするかにより、彼らに

ディプロマ ポリシーで求めている力を身に付けさ

せることできるか、これを考えていくことが必要で

あると思います。 

 

図 33 コンピテンシーの伸長要因 

近藤様より 2018年度の他大学の分析事例をいただ

きました。コンピテンシーの伸長要因としては、学

習態度 学生生活への適応が非常に関係していると

いうのが他大学の事例でした（図 33）。学習態度の

うちの図書館を利用した以外は全て教職員、我々が

関わっていることによって学習態度が変わってき

て、コンピテンシーが伸長していくのではないかと

いうことを示しています。 

学生生活への適応では、教員に親近感を感じたと

いうこと、大学教員と顔見知りになる。これも教員

との関わりです。他の学生との友情を深める。これ

は学習態度のところの、学生による自主的な勉強会

に参加したなどが伸長の要因になるのではないかと

いうのが 2018年度の分析結果です。 

今年度の事例を見ても、学生間の自主的な学び、

そういうものがコンピテンシーの伸長するときに非

常に力があることが近藤様のお話にあったと思いま

す。コロナ禍の中で学生指導に大変なものがあると

思います。その中でも適切な学生との関わりがディ

プロマ ポリシーの実現のために大きな役割を果た

していくと思います。これは４年次だけではなく、

現在の１ ２年次にも言えるのではないかと思いま

す。春学期の授業の準備に入り、いろいろなことを

されていると思いますが、以上のような教員と学生

の関係、学生同士の関係、こういうものの向上に関

しても考慮いただけたらと思っています。  
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学生生活の適応に関しましては、９月に報告しま

した 遠隔授業のアンケートに関する FD研修会」

におきまして、学生からの要望として、図書館の利

用とともに学生同士が語り合えるキャンパス、こう

いうものを非常に高く挙げています。このような、

学生たちが、他者と友情を深めることができる方法

を考えることも、コンピテンシーの伸長に寄与する

ことと思います。これが我々の目指しているディプ

ロマ ポリシーを身につけさせる、ディプロマ ポ

リシーの実現というところに向いてくることになり

ます。 

 

４.アンケート結果より 

次に 2020年度の入学者のアンケート結果を見て気

になった点をいくつか示したいと思います（図

34）。 

 

図 34 アンケート結果より 

アンケート結果 Q11に本学の学生生活の期待度が

あります。 期待していない」という回答があり、

2019年度は 3.6ポイントだったのが、2020年度は

13.6ポイントに上がっています。 

アンケート結果 Q15の大学生活で最も不安なこと

については、 将来やりたいことが見つかるか」で

ありました。2019年度は 17.2ポイントが 2020年度

は 22.6ポイントとやはり上がっています。このアン

ケートは半年の学生生活が過ぎてからのアンケート

の結果になります。ということで、期待していない

という回答が上がっているというところは、我々に

とって由々しき問題だと思っています。こういうと

ころをどのように上げていかなければいけないか、

コンピテンシーの伸長で考えますと、学生と教員と

の関わり、学生同士の関わりをコロナ禍にどの様に

実現していくかということが、これから我々に課せ

られた課題ではないかと思います。 

 授業についていけるか」これが 2019年度４月時

点で 46.2ポイントだったのが 2020年度秋には 36.3

ポイントと下がっている。これは非常に良いことだ

と思いますが、半年の学生生活を経て、まだ３分の

１の学生が授業についていけるか不安を抱えている

ということは、やはり我々が検討していかなければ

ならないことだと思います。 

これらの点は全て大学全体のことになります。各

学部学科には詳細な分析結果が渡っていると思いま

す。その資料を用いて、このような点についてご検

討をお願いできれば思います。  
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■質疑応答より 

Q：本学学生が伸長、成長した要因はなんでしょう

か。他大学と違う点がありましたらご教示くださ

い。 

A：正直申しまして、何が成長の大きな要因であった

かは今のところデータ上では分からないです。た

だ、事例をいくつかご紹介したとおり、学生たち

が主体的に問題を解決していくような活動などが

学生の伸長に大きく寄与するのはお示ししたとお

りです。私が知らないだけで、本当にいろいろな

学部 学科で先生方が様々な取り組みをしていら

っしゃいますのは、広報されているものや、学生

の授業評価等についても存じ上げております。キ

ャリア就職センターの水島先生もおっしゃってい

ましたが、映画祭のプロジェクトも非常に面白い

と思いましたし、先生方は様々な類似のプロジェ

クトをしておられるのだと思います。学生たちが

主体的に取り組めるようなこと、話し合ったり、

考えたり、発表できるような学習機会そのものが

いろいろなところで行われていて、それが要因に

なったのではないかなと思います。 

東海大学はどちらかというとコンピテンシーが高

い大学でして、山田学長もリテラシーが課題だと

おっしゃっていました。私の母校でもあります

が、東海大学生こそ、コンピテンシーをどう使っ

てリテラシーを伸ばすかということを考えたとき

に非常に頼もしいと思っていまして、自分自身の

将来やりたいことや夢や興味を持って、その課題

を解決する行動が学習や研究につながっていった

ら、まさに頼もしいなと思います。コンピテンシ

ーを使ってリテラシーを伸ばすということがぜひ

できればいいなと思いました。 

 

 

 

 

 

Q：どの大学にも PBLに向かない学生、グループ活

動が苦手な学生がいると思いますが、必修で PBL

を行っている学生全てが伸びているのでしょう

か？また、ドロップアウトをする学生はいないの

でしょうか？ 

A：ご指摘のとおり、人と関わり合うことが苦手な学

生にとって人と話し合えというグループワークは

まさに拷問のようなものでして、居場所を失いま

すし、辛いことを強いることになります。中には

学習障がいを持って他者とのコミュニケーション

が不得手な子もいると思います。そんな時に無理

にグループワークを強いるのは得策ではないと思

います。その意味ではその子の良い所は何なの

か？ということを考えつつ、授業レベルで対応し

ていただくしかないですし、他大学も PBLあり

きということよりかは、個別の支援をどうするか

ということを先生方が考えてプログラムを考えて

おられると思います。特にこの傾向は、志願倍率

が３倍を切っている、選抜が効かない大学におい

て見られる傾向でして、選抜が効いてくれば効い

てくるほど、他者と話し合ったり関わりあったり

することができる子がたくさん入ってくる、とい

うことになれば、より引き上げにも向いてくると

思います。まさにそれはアドミッション ポリシ

ーの達成だとも思います。育成と選抜と評価をセ

ットで考えていかなければならないのですが、個

別で対応していくのが現実だと思います。 
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Q： 完遂」が低くなったということですが、今年度

オンライン授業で課題が多く、全てやりけれず、

完全なレベルを求めなくなっていたように思いま

す。他大学の傾向はいかがでしょうか？ 

A：残念ながら、2017年から 2020年の１年から３

年次への全体的な伸長分析はデータがそろってお

らず分析することはできませんでした。しかし、

東海大学と同様の総合大学で、１年→３年の 完

遂」の伸長を数校調べました。結論として、全体

的には 0～１ポイント程度の伸長しか見れず、他

のコンピテンシーに比べ停滞気味といえます。 

もちろん、学科によって差はあり、大学院生や機

械系の学生には大きな伸長は見られましたが、微

増、微減という学部が半数近くありました。私見

ではありますが、関西大学や早稲田大学の調査で

はオンライン授業により課題が増えた事が報告さ

れており、ご指摘のとおり、量をこなす事に終始

してしまい、結果、工夫や品質に対してのこだわ

りが薄れてしまった事が推測されます。東海大学

内でも完遂が伸びた学部や学科にフォーカスし、

他学科との違いなど分析できれば、オンライン授

業の影響を評価できるのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加者アンケートより 

 東海大学生の気質、３年次生の成長を確認するこ

とができました。また、他大学の取り組みなどが参考

になりました。 

 本学の学生のＤＰの成長を期待し、追跡した結果

の紹介でありましたが、最終的には学生個人に返して

いくことが重要です。そのような観点も十分見通して

の調査でしたので、今後の取り組みが楽しみです。

日々の授業に具体的に生かす上で、これからの授業改

善を含め、様々な視点から学生への支援を心掛けてい

きたいと感じました。 

 キャリア支援、入試、教育・（PBL)、アドミッショ

ン ディプロマポリシー等大学内の多面的な側面から

PROG データについて説明いただけてとても勉強に

なりました。 

 ４つの力の構成要素ごとの学修成果や教育成果の

変容を知ることができた。また、他大学や本学の育成

課題について具体的な事例や取り組みが紹介され、自

分ごとに置き換えて何であればできるか参考にする

ことができた。 

 東海大学在学生の４つのアセスメント・（具体的成

長評価）につきまして数値を用いてご説明いただきま

したため、現状を可視化でき、教員として、今後の活

動をどのようにすべきであるのか考えさせられまし

た。大変有意義な研修会でございました。 
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■教育支援センターお知らせ 

過去の広報誌 動画について 

下記 QR コードより、これまでの 広報誌

COMMUNICATION NEWS UP」のバックナンバー

をご覧になることが可能です。他大学の事例を用いた

教育手法や東海大学の取り組みなどが掲載されてい

ます。また、教育支援センター主催 FD・ SD研修会を

収録した動画を T365経由で視聴が可能です。希望す

る方は教育支援課までご連絡ください・（本学教職員の

み）。 

 

お問い合わせ先 

内線番号：720-2086 

Mail：fd-seminar@tsc.u-tokai.ac.jp 

http://www.esc.u-tokai.ac.jp/webup/
http://www.esc.u-tokai.ac.jp/webup/
mailto:fd-seminar@tsc.u-tokai.ac.jp

