
 

 

 

・全体会議教職員研修 

 

(1)平成 21 年 9 月全体会議 

「東京未来大学の卒業生に期待する資質」 
東京未来大学学長・教育改善向上（FD）委員会委員長 坂元昂 

日時：9 月 16 日（水）10：30～12：45  13:20～15:30 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

常勤・非常勤教職員合計 56名参加のもと、秋学期の全体会議が開催され、FD 委員会で議論

されてきた「東京未来大学の卒業生に期待する資質」についてシンポジウムが開催された。   

はじめに、FD 委員長の坂元学長より、東京未来大学の卒業生に求める資質について、スラ

イドを使用しながら東京未来大学で身につけてほしい学士力、卒業生に期待する専門的指導力

について説明された。 

次に、FD 副委員長の大橋功先生より、配布資料をもとに、東京未来大学における学士課程

教育全体構造について説明された。説明の中では、学生が学士力を身につけていく過程には、

学生生活のサポート体制を充実させていくことが必要という点が強調された。 

 FD 委員長および、FD 副委員長により東京未来大学の学生が目指すべき方向性が示された後、

こども心理専攻の出口保行先生および、こども保育専攻の高梨珪子先生からそれぞれ専攻別に

卒業後に期待する学生像が述べられた。 

こども心理専攻出口保行先生からは、こども心理専攻における理想の卒業生像について、問

題意識・社会貢献・基盤整備・臨床・関連学問の修得など、様々な観点から学習することによ

り、即戦力が身につくことが指摘され、足立区との連携においても社会的ニーズを踏まえなが

ら対応することの重要性が述べられた。今後の課題としては、東京未来大学の独自性を打ち出

すために、東京未来大学で学べる学士力を考えていくことが示された。 

次にこども保育専攻高梨珪子先生からは、こども保育専攻を卒業し、保育関連の職に就くこ

とを前提とした話が行われた。こども保育専攻で学んだ学生の学士力としては、次に述べるこ

とが該当することが説明された。「幼稚園・保育所どちらでも対応できる卒業生を育成すること

が重要であること」、「就学前の 6 年間は人格形成の基礎を培う非常に貴重な時間のため、こど

もと関わるのにふさわしい人間であること」、「ひとりの大人として、社会人としての資質（常

識・挨拶・マナーやモラル・TPO に適った行動）を最低限身につけていること」、「あらゆる情

報にアンテナをはって吸収する意識を持っていること」、「保護者と一緒に育てる力（保護者を

受け入れる力、地域の方々と共存する力）を持つこと」、「協調・調和・譲歩すること」、「自分

の所属集団の中で、好ましい人間関係を築ける人間であること」、「専門性の高い保育者である

こと」、「自分が行う行動に対して、説明できる力を持っていること」、「小学校以上の教育のこ

とも把握していること」などである。これらの学士力を求める前に、人間的に豊かな人物であ

る必要性があることを強調され、以上をもってこども保育専攻の期待する学生像とすることが

説明された。 



 

 

 

＜タイムスケジュール＞ 

 

 

 

 

 

1 名誉学長より 多湖名誉学長 15 10：30～10：45

3 諸連絡 各担当者 20 12：00～12：20

4 60 12：20～13：20

CCSセンター
より

「就職環境考察」
　　　　　　　 CCSセンター　岡田さん

20 13：20～13：40 ○

6 質疑応答 岡田さん・高保さん 15 14：40～14：55

7
CCSセンター

より 益井先生・各分野担当教職員 20 14：55～15：15

8 おわりに 昼間事務局長 15 15：15～15：30

9 30 15：30～16：00 各自

60 16：00～17：00

休憩

懇親会 ダイニング

昼食 ダイニング

5

みらい
ホール

講演

「大学に求められる就職支援の在り方
と教職員の就職支援力」について

株式会社フィールドサーブジャパン
　　　　キャリアコンサルタント
                         近藤　京子 様

60 13：40～14：40

資料

みらい
ホール

2 シンポジウム

１：「東京未来大学の卒業生に期待
      する 資質」
                         坂元 昂 学長
 
オリエンテーションと司会
                          大橋 功 先生

２：各専攻における卒業生像について
     こども心理専攻   出口 保行 先生
     こども保育専攻   髙梨 桂子 先生

75 10：45～12：00 ○

番号 内容 担当
所要
時間

スケジュール 場所



 

 

 

(2)平成 22 年 3 月全体会議 

「東京未来大学学士力を育てる教職員の PD を目指して」 
東京未来大学学長・教育改善向上（FD）委員会委員長 坂元昂 

日時: 平成 22 年 3 月 24 日(水) 12:00～12:15 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成 22 年 3 月 24 日開催の平成 22 年度全体会議において、坂元学長が非常勤講師を含めた

教職員に向けて、今後の FD 活動の目指す方向性について示した内容を以下にまとめる。 

 

1. 学生に求める力とその教育方法について 

 現代の学生には、「人間力」、「生きる力」、「社会人基礎力」、「学士力」など、様々な名称で人

間としての「力」が求められている。特に ICT に関する力は前世紀と異なるものであり、今の

世界を生きていく上で求められる基礎力が「21 世紀スキル」である。21 世紀型スキルは、次

のような 4 カテゴリー10 スキルである。 

① 考え方（創造性と革新性、批判的思考・問題解決・意思決定、学習能力・メタ認知） 

② 働き方（コミュニケーション、協働《チームワーク》） 

③ 働くツール（情報リテラシー《資料検索・実証》、ICT リテラシー） 

④ 世界に生きる（公民性《地・世界》、生活とキャリア、個人的責任・社会的責任《文化的

認識と資質》） 

上記の 21 世紀スキルの評価方法の検討が、メルボルン大学が中心になって、2009 年ロンド

ン LATWF（Learning and Technology World Forum in London）において ATC21S プロジェ

クト（Assessment & Teaching of 21st Century Skills;21 世紀型スキル効果測定プロジェクト）

として開始しているが、この評価を適切に行い、そして適切な教育を行うためには、教員の力

も向上させねばならない。 

そこで、その参考になるのが、国際教育技術学会が示した NETS・T（全米教育技術能力基

準・教師版）である。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。 

本邦においても、平成 19 年度に文部科学省が教員の ICT 活用指導力の基準を公開し、「先導

的教育情報化推進プログラム」事業として、ICT 教育の急速な進展を見据えた先導的かつ効果

的かつ実践的な調査研究に調査研究事業の委託が行われている。たとえば、教育情報化推進協

議会（代表：坂元）では「教員の ICT 活用指導力向上のための形成的な評価方法の開発と実用

化」が採択され、研修パッケージが開発されている。 

 

2．東京未来大学卒業生に期待する学士力 

 では、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。 

本学では、開学以降、時間をかけて議論を重ね、現在検討中のものも含め、本学の卒業生に



 

 

 

求める力として以下の三つの学士力を掲げた。 

 

① 東京未来大学に特徴的な一般的学士力（汎用的スキル） 

これは、汎用的なスキルとして、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を

持ち、目標に向け、課題を解決しながら、未来を創造する力、地域・社会への積極的なかかわ

りから未来を拓く力を身につけることを期待するものである。Table 1 に示したように、大きく

分け、社会とかかわる力と自分自身の力の二つからなる。 

 

Table 1  汎用的スキル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A コミュニケーションの力、協働する力 1 自分の気持ちや意見をわかりやすく伝える

（社会性） 2 相手の気持ちや意見を丁寧に聴く

3
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、表現できる

4 他者と協調・協働して行動できる

5 他者に方向性を示し、目標の実現のために動員できる

6 自分と周囲の人々や物事の関係性を理解する

B 社会の一員として責任ある行動をする力 7
自己の良心及び法規範・社会のルールに従って行動でき

る

（市民性） 8
社会の発展のために、義務と権利を適正に行使しつつ、積

極的に関与できる

C 自分達の文化、異文化を理解し認める力 9
家族や学校、社会の価値観や規範を理解し、自らの価値

観・文化をはぐぐむ

（受容性） 10 意見の違いや立場の違いを理解し、受け入れる

D 自己を統べる力 11 自らを律して行動できる

（倫理観） 12 状況や変化に対応して、沈着に適正な行動ができる

E 常に学び、向上を続ける態度 13 卒業後も自律・自立して学習できる

（生涯学習力） 14 目的を設定し進んで取り組む

F 情報収集－分析－解釈－表現・発信する力 15
問題を発見し、必要な情報を収集・分析・整理し、解決でき

る

（課題を解決する力） 16
獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、課題に適

用し、解決する

17
情報を構造化し、分析し、評価し、統合し、論理的に活用す

る

G 創造し表現する力 18 自然や社会的事象について可視化できる

（創造力） 19 情報や知識を多角的、論理的に分析し、表現できる

20
既存知識を活用して新しい価値（アイデア、生産物、手順

等）を生み出す

社会と関わって活きる能力

自分自身が身につけるべき資質



 

 

 

② 東京未来大学に特徴的な専門的子ども指導力 

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こども心理専門的学士力 

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。 

 

Table 2  専門的知識・技能・態度 

Ａ 
科学的に子どもを理解する力 

 

Ｂ 
基本的理念に裏打ちされた実践力 

 

Ｃ 
社会における自発的で主体的な活動を通して得られる経験値 

 

Ｄ 
職場における役割意識とリーダーシップを発揮しうる能力 

 

Ｅ 
人を愛し、慈しむこころを持ち、より良い人間の未来を展望し、誇りと使命感を

持って臨む人 

 

 

 

3．東京未来大学の学士力を育むための教職員の指導力の向上 

これまで、本学では FD による教職員の指導力の向上として、学生による全授業科目評価（27

項目、マークシート形式）、教職員による相互授業参観、授業研究、ICT 研修として Cols や

C-learning、インターネット関連の研修を行ってきた。しかし、今後はより一層、教職員の資

質能力を磨くべく、PD（Professional Development）として取り組む必要がある。そこで、本

学ですでに取り組んでいるものも含めて、教職員の資質・能力のモデル案として 6 つの要素を

挙げ、取り組んでいくことを期待する。 

 

① 大学教育の推進（基礎力） 

・子ども教育改善 

・園、学校、相談所、社会における子どもおよび子ども指導の実態 

・三幸学園の理念 

・東京未来大学の学士力 

・こども心理学の設立 

・学生重視、積極的取り組み、工夫改善 



 

 

 

② 指導力改善（講義・演習・実験・実習・ゼミ、遠隔教育、ICT 教育）（指導力） 

・授業設計 

・授業準備 

・学習環境整備 

・指導実践（私語、居眠り、遅刻対策など含む） 

・ICT、AV 教材など活用 

・評価改善 

・個別、グループ指導 

③ 倫理教育（倫理力） 

・関連法、規則などの理解 

・研究・教育の倫理遵守 

・倫理教育 

④ 研究開発（研究力） 

・子ども教育の重視 

・子ども指導の研究 

・科研費、委託研究への応募 

・国内外への成果発信 

⑤ 大学運営（運営力） 

・委員会活動 

・行事参加 

・協働活動 

・広報活動、行政支援、産学連携 

⑥ 地域連携（連携力） 

・共同研究 

・事業支援 

・高校訪問、高大連携 

・大学間連携 

 

 

4．今後に向けて 

 比較的近い将来の課題として、①本学の卒業生に期待する学士力のさらなる具体化と精緻化、

②完成年度までの着実な教育の実施、③完成年度後の新たな展開を志向する方向性の案の検討、

という三つが挙げられる。 

 平成 22 年度で本学は完成年度を迎える。全教職員が一緒になり、東京未来大学を日本一と

世界一の大学にすることを目指したい。 

 

 


