
４．全体会議報告 

 

東京未来大学 平成 22 年度 秋学期全体会研修 

「東京未来大学の明日を考える―東京未来大学のカルチャー作り―」 

日時: 平成 22 年 9 月 15 日(水) 10：00～14：45 

場所：東京未来大学 みらいホール、小教室（分科会） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

活動の概要 

平成 22 年 9 月 15 日、常勤・非常勤教職員 62 名が参加のもと、秋学期全体会研修が開催さ

れた。研修会ははじめに、FD 委員会委員長である坂元学長より、東京未来大学各専攻分野を

通じて培う学士力、21 世紀の学習力と指導力を育てるための能力・技能について等を中心に講

話が行われた。その後、分科会では、3 つのテーマ（①学生の生活態度の改善―学生の問題行

動について ②学生の生活態度の改善―授業態度について ③就職サポートのあり方）に分か

れ、グループにて意見交換を行った。 分科会終了後、全教職員が再びみらいホールに集まり、

各分科会で話し合われた内容の情報共有が行われた。 

 

1. 学長講話 

「21 世紀の学習力と指導力を育てる」 

東京未来大学学長 坂元昂 

 

（1）21 世紀の学習力と指導力 

21 世紀の学習力と指導力を育てるために、21 世紀型の人間能力に対する急速な関心が高ま

りつつある。我が国で取り上げられているものには，例えば，内閣府の発信している「人間力」

（人間力戦力研究会, 2003），経済産業省の「社会人基礎力」（社会人基礎力に関する研究会, 

2006），文部科学省の「学士力」（中央教育審議会大学分科会, 2008）などがある。 

さらに，国外の動きに目を向けると，21 世紀の学力と育成支援システム（Rainbow モデル），

NETS･S （National Educational Technology for Students：全米教育技術能力基準・生徒版。

学習技術基準に関する 6 領域 24 項目），NETS･T（National Educational Technology for 

Teachers：全米教育技術能力基準・教師版。指導技術基準に関する 5 事項各 4 項目），LATWF 

(Learning and Technology World Forum in London, KSAVF モデル 4 カテゴリー10 スキル）

などがある。 

NETS･T は，5 事項（①生徒の学習と創造性を促進し鼓舞する②デジタル時代の学習経験と

試験を設計し，開発する③デジタル時代の作業や学習を形作る④デジタル市民性や責任感を推

進し形作る⑤専門的成長と指導力の実現）において各 4 項目で，4 水準のルブリック記述で評

価される。 

NETS･S に対する日本の教員と学生の現状を把握するため，学習技術基準に関する 6 領域

24 項目について，教員，および学生への調査が行われた結果は以下の通りである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，2009 年 1 月，ロンドンで開かれた LATWF（Learning and Technology World Forum 

in London）では，21 世紀スキル評価・教授計画が Cisco, Intel, Microsoft の 3 社によって始

められた。KSAVE モデルは，Knowledge（知識），Skills（技能），Attitude（態度），Value

（価値），Ethics（倫理）からなる。 

 

（2）東京未来大学卒業生に期待する学士力 

これらの動向を鑑み，東京未来大学の教職員が本学の卒業生に求める力とはどのようなもの

であろうか。東京未来大学卒業生に期待する学士力は以下の通りである。 

①東京未来大学に特徴的な汎用的スキル（図１参照） 

東京未来大学の汎用的スキルは以下のように特徴づけられる。 

・子どもを育む心で未来を創造する人間への愛情と使命感 

・目標に向け、課題を解決しながら未来を創造する力 

・地域、社会への積極的な関わりから未来を拓く力 

 

②東京未来大学に特徴的な専門的子ども指導力（表 1 参照） 

本学の卒業生が、子どもを指導する立場になったときに求められる力であり、現在も検討

を重ねている。 

 

③東京未来大学に特徴的な専門的知識・技能・態度（表 2 参照） 

こども心理学に基づく人間理解、実体験に基づく実践知識、子どもに関わる専門職能力に

関する力である。 

子どもに関わる専門的能力とは，以下のように特徴づけられる。 

・子ども心理学に基づく人間理解 

・実体験に基づく実践知識 

・子どもに関わる専門的能力 
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NETS・S 下位5項目

６−３．システムとアプリケーションの
不具合を発見する

１−３．モデルやシミュレーションを
用いて、複雑なシステムや事象
を探求する

５−３．生涯学習への個人的責任を
示す

３−３．適当な課題への適合性に配慮し、
情報源やディジタルツールを
評価し、選択する

５−４．ディジタル市民のための指導力
を発揮する

６−３．システムとアプリケーションの
不具合を発見する

５−４．ディジタル市民のための指導力
を発揮する

６−４．現知識を新技術の学習へ転移
する

１−３．モデルやシミュレーションを
用いて、複雑なシステムや事象
を探求する

５−３．生涯学習への個人的責任を
示す

教員の期待 学生の現状
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NETS・S 上位5項目

４−４．別の解を探るのに、多様な過程
や多角的な見方を活用する

４−１．研究する本質的課題や意味ある
疑問を見つけて、明示する

１−１．既存知識を活用して新しいアイ
デア、生産物や手順を生み出す

２−３．異文化の学習者と関わり、文化
理解と世界への気配りを身に
つける

４−３．解決を見つけ出したり、情報に
もとづく決定をしたりするのに、
データを収集し、分析する

教員の期待 学生の現状

１−４．傾向を見つけ、可能性を予測
する

５−１．ＩＴの安全、合法、責任ある活用
を推奨し、実践する

２−４．独創的な仕事を生み出したり、
問題を解決するのに、チームに
貢献する

２−１．多様なディジタル環境やメディア
を使って、仲間、専門家、他人と
関わり、協働し、表現する

４−４．別の解を探るのに、多様な過程
や多角的な見方を活用する



  

図 1 東京未来大学の学士力（汎用的スキル） 

 

表 1 専門的子ども指導力 

 



表 2 専門的知識・技能・態度 

 

 

（3）東京未来大学教職員の資質能力を伸ばす PD 

 （2）で述べた東京未来大学生が卒業時に身につけて欲しい学士力を培うために，教職員に

求められる資質能力は以下のとおりである。 

・ 指導力改善 

・ 研究と教育の総合 

・ 大学運営への参画 

・ 学内行事への参画 

・ 地域との連携 

・ 企業との連携 

・ 就職指導 

・ 高校訪問・高大連携 

これらの資質能力は，この後に行われる分科会の 3 つのテーマにそれぞれ位置づけられる

ものである。本学が完成年度を迎え、また一期生の卒業を迎える今，教職員全体会議にて話

し合うことは大変意義深いことといえる。また，今回のテーマは，本日の話し合いで終わる

のではなく，これをスタートラインとして，本学の PD 活動の一環として今後も深めていく

べきテーマでもある。 

 

 

2.分科会 

3 つのテーマ（①学生の生活態度の改善―学生の問題行動について ②学生の生活態度の改

善―授業態度について ③就職サポートのあり方）に分かれ、グループにて意見交換を行った。 

以下は，それぞれのグループで話し合った内容のまとめである。 

 

 



①学生の生活態度の改善（学生の問題行動について） 

 

A グループ 発表者：金塚 基 

学生の問題行動に対する対策として、以下のような討議報告がなされた。 

・ 学生の状況について情報収集をし、学生の意識と教員の意識のズレをなくすこと、学生の

意識を認識し、共感し、逐一注意をしていくことが重要である。 

・ また環境の整備として、有料ロッカーの使用を検討することや、入学時に大学にマイホー

ムのような意識を与えないなどの指導が必要である。 

・ 入学時に問題事項についての対応マニュアルを作成し入学時に配布する。 

 

B グループ 発表者：杉本 純哉 

学生の問題行動に対する対策として、以下のような討議報告がなされた。 

・ 見回りを強化し注意を喚起していくことが重要である。しかし、問題行動そのものだけに

意識をするだけでなく、その周りの状況についても積極的な指導をしていくことも重要で

ある。 

・ また入学後に大学生活におけるモチベーションアップできる対策、学生たちの良いところ

を見える化していくことも大切である。 

・ 指導においては、指導方法や表現の方法に工夫や見直しも必要ではないか。 

・ ロッカーなど環境整備をしていくことも重要である。  

 

②学生の生活態度の改善（授業態度） 

 

A グループ 発表者：堤 隆太 

授業態度の改善策として、以下のような討議報告がなされた。 

＜授業力の向上として＞ 

・全学的なルールの徹底（号令や学生へ教科書の貸し出しをしない、私語の禁止等） 

・授業の構成、運営（パワーポイントを工夫することや小テストの実施、授業の時間の使い

方の工夫などを教職員間で共有していく） 

・システムの見直し（演習の人数を減らす、大人数の授業を減らす、能力別でクラス分けを

するなど） 

＜その他＞ 

・改善に取り組んでいることを学生に共有を図る。 

・学友会の先輩学生が授業態度などを注意できるような体制を作る 等。 

 

B グループ  発表者：山下 拓大 

学生の授業態度の状況と対策について、以下のような討議報告がなされた。 

・学生の現状として、授業中の私語、メイクが目立つ。またそれをあまり悪いことと思って



いない学生も多いことが問題である。 

・成績について教育者を育成する観点として、評価の基準を設けることが重要である。 

・本学の求める学生像を具体化し、示していくことが重要である。 

 

 

③就職サポートのあり方について  発表者：鈴木公啓 

以下のような討議報告がなされた。 

・システムに関して、１年生から４年生まで一貫したキャリア教育の指導が必要である。 

・進路の充実を図るためには、入学の時点の保障も重要である。 

・人材育成に対して、資格の充実を図り売りにしていくことや、卒業後通信課程に１年入学

し学ぶことで付加価値をつくれるような体制作りも有効ではないか。 

 ・１年生から４年生まで教育を継続させ、自己ＰＲの方法を十分に身につけさせることも重

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


