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ははじじめめにに  
大学ではかつて、「授業用のノートを毎年読むだけの授業」や「全くその場では理解できない授業」な

どが普通にありました。また「シラバスに相当する各回の授業計画の公表」もされていませんでしたし、
「どのように評価されるのか」もわからないままでした。 
さらに、授業に出席していなくても単位を取る学生もいれば、真面目に授業に出席していても、最後

に行うテストで失敗し（時には失敗すらしておらず、なぜ落ちたのかもわからず）、単位がとれないとき
もありました。 
上記は３０年くらい前までの大学の現状ではないでしょうか。教員側は理解できるかどうかにかかわ

らず、教えればよく、学生側も授業に「わかる」を期待はしていなかったのではないでしょうか。 
そのかわり、物理化学の学術書を読んで理解したり、解析学の本の演習問題をみんなで解いて答え合

わせをしたり、英語で書かれた本しかなければひたすら翻訳をして理解したりして、勉強したものです。
ちなみに、解析学の演習問題は正解だけが書いてあり、さらに一部誤りがあり、たいへんな思いをした
記憶があります。 
時代は変わりました。確かに、大学の教員は授業内容のシーケンスやスコープを自分で設定すること

ができ、また多くの場合、目標や評価も、大学の目標や三ポリシー、カリキュラムマップ等を踏まえた
うえではあるにしろ、自由に明記することができます。しかし、いくら専門性をもっている大学教員で
あっても多くの場合、授業内容の選定や順番を決める論拠、目標に準拠した評価の設定方法などは学ん
できてはいないのではないでしょうか。大学の授業内容は高等学校や専門学校と違い、ダイナミック（流
動的）で反証可能で、専門家集団により認められた現在確からしい知識も積極的に扱うのですから、高
等学校や専門学校よりも、より内容選択等は複雑で慎重を要するかもしれないにもかかわらずです。 
アクティブ・ラーニング、反転学習、PBL、ポートフォリオ、ルーブリック評価、目標に準拠した評

価などは、それぞれ教育方法の一技法に過ぎません。しかしこれらを利用・応用することにより、学生
達の学びがよりオーセンティックなものとなる可能性も秘めております。 
是非、本 FD ハンドブックを通して、教育方法の技法や実践例を通して、各授業にフィットしたもの

を探究していただくためのヒントになれば幸いです。 
 
なお、本 FDハンドブックは今年度より、原則３年ごとに改訂・見直しを行うこととし、2022 年度か

ら 2024 年度の３年間用のものとしておりますことご容赦ください。 
 
最後になりますが、本 FD ハンドブックを発行するにあたり、多くの先生方にご協力をいただきまし

た。ご協力いただきましたすべての先生方に感謝申し上げます。 
 

2021 年度東京未来大学 FD 委員長 
鈴木哲也 
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1．大学における FD 
 

 
 





 

FD について 

FD とはファカルティ・ディベロップメントの略です。中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」
答申（平成 17 年 1 月）では、FD を「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の
総称。その意味するところは極めて広範にわたるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、
授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる。」と定
義しています。 

このように、大学組織として授業力向上を目指した活動を FD（又は FD 活動）と呼んでいます。東
京未来大学では教育改善向上委員会がその FD を行う組織にあたります。略して FD 委員会と呼んでい
ます。 

大学設置基準によれば、「（教育内容等の改善のための組織的な研修等）第二十五条の三 大学は、当
該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。」とあ
ります。まさにこれが根拠となり、各大学において教育改善向上（FD）活動がおこなわれているわけで
す。東京未来大学においても相互授業参観や FD 研修会、学生による授業評価のフィードバック等が行
われているのですが、その他に FD 年報の発行による FD 研究の支援・促進が行われているのは「組織
的な研修及び研究」が求められているからです。 

一方で、日本国憲法に定められた学問の自由「第二三条 学問の自由は、これを保障する。」から大学
教員は学問研究の自由が保障されているだけではなく、ここから派生する教授の自由も大幅に大学教員
には認められています。換言すれば、学問研究の成果を教授する内容やその授業方法、評価については、
本来は、研究をしている教員の大幅な裁量が保障される必要があります。 

したがって FD は大学教員の授業内容や授業方法、評価を拘束するものであってはならず、大学教員
の教授に関する自律性・自立性を支援すべきものとして行わなければならないと考えます。しかし一方、
大学教員は多くの場合、授業内容に関しては「プロ」ではありますが、カリキュラム上のシーケンスや
スコープの範囲の絞り方、授業目標の立て方や授業の進め方、評価の仕方に関しては実践家ではあると
しても「プロ」ではない場合が多いのではないでしょか。私たちは「裁量のうえにあぐらをかく」こと
なく、授業内容の選定や授業方法、評価等に関しても探究をし続ける大学教員であるべきであると思わ
れます。 （鈴木哲也） 
参考文献 
FD の定義・内容について（文部科学省ホームページ） 
（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/003/gijiroku/06102415/006/003.htm）
（2021 年 11 月 25 日現在） 
大学設置基準 
(https://elaws.egov.go.jp/document?lawid=331M50000080028_20210901_503M60000080042&keyw
ord=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%A8%AD%E7%BD%AE)(2021 年 11 月 25 日現在) 
日本国憲法 
(https://elaws.egov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&key
word=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95) 
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(2021 年 11 月 25 日現在) 
 

東東京京未未来来大大学学ににおおけけるる FFDD 活活動動ににつついいてて  
東京未来大学において FD 活動を行う組織は教育改善向上（FD）委員会（以下、ＦＤ委員会）です。

FD 委員会は、委員長１名、委員７名（教員６名及び EM 局部長１名）からなっています。また陪席と
して、学長、両学部長の他、EM 局より２名（うち１名は通信教育部）が参加しています。 

FD 委員会が実際に行っている活動には次のものがあります。 
１ FD 研修（他委員会、センター等との連携による研修を含む） 
２ 教員相互授業参観の実施（実施後のアンケート共有を含む） 
３ 学生による授業評価アンケートの実施及びその実施結果の教員へのフィードバック、学生へのコ
メントを記載した内容を含むアンケート結果の公開 
４ FD 紀要の編集・発行（本学では FD 年報として発行） 
５ ベストティーチャー賞の分析・選出 
６ FD 活動報告書の編集・発行（本学では FD 活動年報として発行） 
７ FD ハンドブックの編集・発行（デジタル版での発行を含む） 
８ その他 FD に関する規程等の見直し、FD 委員の SD 研修の促進・支援 など 
 
FD 活動の詳細に関しましては、毎年度発行・配布している FD 活動年報もご参照ください。 
今後，大学教員に対する初任教員に対するＦＤ研修をどのような形ですすめるべきかについての検討

が必要になると思われます。 
ここでは、紙上の関係から、以下、FD 研修についてのみ詳しく示します。なお、FD 活動の詳細に関

しましては、毎年度発行・配布している FD 活動年報もご参照ください。 
2019 年度から 2021 年度９月実施までの FD 委員会が開催した全学を対象とした研修内容は次の通り

です。 
2019 年度 
１ C-learning を用いた授業評価アンケートの実施方法および実施上の注意点 
２ よりよい授業づくりの工夫について 
３ よりよい学習評価のために‐CoLS 活用事例の紹介‐ 
４ 授業参観のまとめ 
※2020 年 3 月に行われる予定であった「情報倫理に関する研修（授業教材等における著作権・肖像
権について）」及び「大学教育におけるポートフォリオについて」はコロナ感染拡大予防の観点から中
止となった。 
2020 年度 
１ 大学における遠隔授業の動向 
２ 他大学における遠隔授業の実際 
３ コロナ禍における遠隔・対面授業の実践事例から 
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４ 「遠隔授業の工夫事例に関するアンケート」の共有 
５ 東京未来大学教育を支える３つのポリシー 
６ オンライン時代における著作権への配慮－著作権法改正が大学教育に与える影響 
※１から３はパワーポイント動画配信、４は PDF 配信、５は対面、６はオンタイムによる遠隔配信
（及び５，６は録画したものを一定期間配信）により研修を実施 
2021 年度（９月まで） 
１ 各学部の教育の目的および三ポリシーについて 
２ ハイブリッド授業の紹介 
１は対面、２はオンタイムによる遠隔配信（及び１，２は録画したものを一定期間配信）により研修
を実施 
  
上記からもわかるように、全学を対象とした FD 研修においては、大学の理念、目的、三ポリシーと

いった大学の理念体系の普及活動、そのときのニーズも取り入れた授業の方法や評価等の工夫（コロナ
感染による授業工夫のニーズを含む）、ICT（コンテンツを含む）の利用可能性の検討と利用促進（通信
課程における授業利用を含む）、そして教育活動における倫理・法令遵守活動が最近の研修の柱となっ
ていることがわかります。 

(鈴木哲也) 
 
参参考考文文献献  
東京未来大学(2021)『2020 年度教育改善向上（FD）活動年報』 
東京未来大学(2020)『2019 年度教育改善向上（FD）活動年報』 
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東東京京未未来来大大学学のの 33 ポポリリシシーー  
１１．．ははじじめめにに 

平成 28（2016）年の学校教育法施行規則改正により、全ての大学では平成 30（2018）年度から、
①卒業認定・学位授与（ディプロマ・ポリシー）、②教育課程編成・実施（カリキュラム・ポリシ
ー）、③入学者受入れ（アドミッション・ポリシー）の 3 つの方針を一貫性あるものとして策定・公表
することが義務づけられました。 

具体的には、①では学生が身につけるべき資質・能力の明確化、②では体系的で組織的な教育活動
の展開のための教育課程編成、教育内容・方法、学修成果の評価方法の明確化、そして③では入学者
に求める学力の明確化、具体的な入学者選抜方法の明示が求められます（中央教育審議会 2016 資料
による）。この３つのポリシーを通じて、学生が何を学び身につけることができるのか、学んでいる学
生は成長しているのか、大学の個性が発揮できる多様で魅力的な教員組織、教育課程が実現できてい
るのかといった、教育の質保証を継続して検証し充実させていくことが、大学運営において果たすべ
き重要な責務となります。本学もこの３つのポリシーを策定・公表し、教育の成果の実証的な把握と
改善に努めています。 

 
２２．．東東京京未未来来大大学学ののポポリリシシーー 

本学は、母体である学校法人三幸学園が掲げる教育理念、使命（ミッション）と将来像（ビジョン）
の下、「高度な専門的知識・技能、人間性豊かな心、高い意欲を持ち続け、自ら考え、自ら行動すること
で、社会に貢献する人材を育成する」ことを、教育の目的として明示しています（詳しくは p18「東京
未来大学の教育の目的」参照）。この教育目的を達成し本学教育の質保証をたしかなものとするため、大
学として以下に示すポリシーを、そしてそれに基づき学部ごとのポリシーを策定・公表しています。 
 
（（１１））デディィププロロママ・・ポポリリシシーー  

ディプロマ･ポリシーは、本学のミッション、ビジョン、及び教育目的を反映し、社会に送り出す人材
の質保証を目ざして、「高高度度なな専専門門的的知知識識・・技技能能、、人人間間性性豊豊かかなな心心、、高高いい意意欲欲をを持持ちち続続けけ、、自自らら考考ええ、、自自
らら行行動動すするるここととでで、、社社会会にに貢貢献献ししううるる人人材材にに学学位位をを授授与与すするる」と定めています。 

ディプロマ・ポリシー実践の成果は、各学年での単位認定、進級・卒業認定、資格修了認定などを指
標として確認がなされており、また、本学が設定している「身につけるべき学士力」の項目は、教育の
成果を測る有効な手段として機能しています。 
 
（（２２））カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー  

ディプロマ・ポリシーをもとに、本学の教育目的を反映したカリキュラムを具現化していくため、カ
リキュラム・ポリシーを「高高度度なな専専門門的的知知識識やや技技能能をを身身ににつつけけるるたためめのの専専門門教教育育、、幅幅広広いい教教養養をを修修得得すす
るるたためめのの一一般般教教育育だだけけででななくく、、キキャャリリアア教教育育とと行行事事ななどどをを融融合合ししたた本本学学独独自自のの人人間間教教育育をを基基軸軸ととししたたカカ
リリキキュュララムムをを編編成成すするる」と定めています。 

ポリシーに沿ったカリキュラム編成については、授業科目の整備、学士力と連動したシラバスの作成、
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教授方法の工夫改善などを軸として、カリキュラムマップやナンバリング、ルーブリック、GPA の実施
などが進んでいます。プレゼンテーション大会や未来祭、三幸フェスティバルなどのプロジェクト、地
域連携活動、キャンパスアドバイザー（CA）やクラス担任、ティーチングアシスタント（TA）など各
方面からの学修支援体制、実習支援やキャリア支援など、カリキュラム・ポリシー実現に向け各種の活
動が展開されています。 

 
（（３３））アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づき、本学の教育目的に適う学生を選抜するた
め、アドミッション・ポリシーを「本本学学のの理理念念にに共共感感しし、、各各学学部部・・学学科科のの専専門門的的知知識識やや技技術術をを修修得得すするる
たためめのの意意欲欲がが高高くく、、素素直直なな心心をを持持ちち、、様様々々なな個個性性、、経経験験、、技技能能をを有有すするる学学生生をを受受けけ入入れれるる」と定めてい
ます。 

アドミッション・ポリシーについては、ポリシーに沿った適切な入学者選抜の実施はもちろんのこ
と、学生募集要項と本学公式ウェブサイトでその内容を公開しており、さらに、オープンキャンパス
や入試説明会、企業主催の大学説明相談会、高大連携講座などの機会を活用して、学外にも広くその
周知を図っています。 
 
３３．．ポポリリシシーー実実現現にに向向けけたた PPDDCCAA ササイイククルルのの推推進進  

３つのポリシーは、大学の理念と教育目的を反映して策定されたものであり、教学マネジメントの根
幹になるものです。たとえば、カリキュラム・ポリシーに基づき、高度な専門的知識や技能を身につけ
るための専門教育、幅広い教養を修得するための一般教育、さらに、キャリア教育と行事などを融合し
た本学独自の人間教育を基軸とするカリキュラムが編成されています。教学サイクルとプロジェクトサ
イクルの 2 側面からの人材育成教育、クラス制、CA 制度なども、本学の教育の目的を具現化するため
の重要な柱となるものです。 

こうしたさまざまな場面を通じての活動成果は、学生に期待する学士力の獲得を通じてディプロマ・
ポリシーの実現につながるものでもあり、さらには本学の教育目的に適う学生を選抜するためのアドミ
ッション・ポリシーにもつながっていきます。 

アドミッション・ポリシーに基づき受け入れた学生を、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ
シーに基づき教育し社会に送り出すことは、大学としての大きな役割であり、社会の負託に応える使命
といえます。それゆえに、大学の理念や教育目的との整合性を常に確認していく作業を、怠ることなく
継続していくことが必要です。そのためには、各部署が明確なプランの下に活動を進め、結果を自己点
検し評価することで次のプランと活動につなげるという「PDCA サイクル」を推進することが求められ
ます。PDCA サイクルを推進することで、3 つのポリシーをより強固なものとし、教育成果の可視化に
つなげていくことが、本学のさらなる発展にとって欠かせない活動であるといえます。 

（角山 剛） 
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ここどどもも心心理理学学部部のの３３ポポリリシシーー  

 
１１．．ははじじめめにに  

こども心理学部の３ポリシーは、東京未来大学の３ポリシーの下に展開されるものであり、東京未
来大学の３ポリシーをさらに具現化するために、学部としてのポリシーが定められ、さらにその下
に、こども心理学科に所属するこども保育・教育専攻、心理専攻及び通信教育課程のポリシーが定め
られています。 
 
２２．．ここどどもも心心理理学学部部のの３３ポポリリシシーー  
（（１１））デディィププロロママ・・ポポリリシシーー    

東京未来大学のディプロマ・ポリシーの下、こども心理学部、こども心理学科こども保育・教育専
攻、同心理専攻及び同通信教育課程のディプロマ・ポリシーは以下のとおり定められています。 

  
（（ここどどもも心心理理学学部部））    

幅幅広広いい教教養養及及びび心心理理学学、、保保育育学学及及びび教教育育学学のの専専門門的的なな知知識識をを修修得得しし、、社社会会にに貢貢献献ししううるる者者にに学学位位をを
授授与与すするる。。学学位位のの授授与与ににああたたっっててはは、、通通信信課課程程でではは所所定定のの単単位位をを修修得得ししたた者者にに「「学学士士（（ここどどもも心心理理
学学））」」をを授授与与すするる。。通通学学課課程程でではは最最終終学学年年ににおおいいてて卒卒業業研研究究・・卒卒業業論論文文をを完完成成しし提提出出ししななけけれればばななららなな
いい。。卒卒業業研研究究・・卒卒業業論論文文のの審審査査にに合合格格しし、、卒卒業業研研究究・・卒卒業業論論文文をを含含めめたた所所定定のの単単位位をを修修得得ししたた者者にに心心
理理専専攻攻でではは「「学学士士（（心心理理学学））」」、、ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻でではは、、「「学学士士（（保保育育・・教教育育学学））」」をを授授与与すするる。。    

卒卒業業ままででのの学学びびのの到到達達目目標標はは、、学学部部でで定定めめたた「「学学士士力力」」（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううススキキルル））にに基基づづ
きき以以下下のの通通りり設設定定さされれるる。。    

  
①① 専専門門的的知知識識とと技技能能をを身身ににつつけけるるこことと。。    

学学士士ににふふささわわししいい教教養養とと、、子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの人人のの健健康康なな発発達達やや学学びび、、臨臨床床的的課課
題題ややそそれれららへへのの介介入入法法、、領領域域やや教教科科のの内内容容やや指指導導方方法法ななどど、、心心理理学学、、保保育育学学及及びび教教育育学学のの領領域域ににおお
けけるる専専門門的的知知識識とと技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    

②② 研研究究すするる力力をを身身ににつつけけるるこことと。。    
子子どどももやや彼彼ららををととりりままくく人人とと環環境境ととのの関関わわりりをを研研究究しし、、そそのの研研究究知知見見をを適適切切にに社社会会でで用用いい、、貢貢献献

ででききるる力力をを修修得得ししてていいるる。。    
③③ 資資格格にに適適うう力力をを身身ににつつけけるるこことと。。    
    得得らられれたた資資格格にに係係るる専専門門的的知知識識やや技技能能をを修修得得しし、、そそれれららをを適適切切にに社社会会でで用用いい、、貢貢献献ででききるる力力をを修修

得得ししてていいるる。。    
④④ 社社会会にに貢貢献献すするる力力をを身身ににつつけけるるこことと。。    

子子どどももにに関関連連すするる産産業業ををははじじめめ、、多多様様なな職職業業ににおおいいてて発発揮揮ししううるる知知識識とと技技能能及及びび人人間間性性をを備備ええ、、
社社会会にに貢貢献献ででききるる力力をを修修得得ししてていいるる。。    
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＜＜ここどどもも心心理理学学科科ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻＞＞  
以以下下のの要要件件をを満満たたすす人人材材をを養養成成すするる。。    
  

〇〇自自然然・・人人文文・・社社会会等等のの幅幅広広いい教教養養的的知知識識・・技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇子子どどもものの心心身身のの健健全全なな発発達達ににつついいててのの高高度度なな専専門門性性をを発発揮揮ででききるる職職種種ででああるる、、小小学学校校教教諭諭、、幼幼稚稚園園

教教諭諭、、保保育育士士、、福福祉祉職職種種にに向向けけたた職職能能をを修修得得すするるよよううにに努努めめてていいるる。。    
〇〇上上記記職職種種にに限限ららずず、、家家庭庭ととのの関関わわりり、、環環境境やや文文化化ととのの関関わわりりのの中中でで育育つつ子子どどももにに関関すするる専専門門的的知知

識識・・技技能能をを利利活活用用ででききるる就就業業力力をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇実実社社会会でで活活躍躍ででききるるよよううなな、、本本学学のの共共通通及及びび専専攻攻がが指指定定ししたた学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううスス

キキルル））をを修修得得ししてていいるる。。    
  

＜＜ここどどもも心心理理学学科科心心理理専専攻攻＞＞  
以以下下のの要要件件をを満満たたすす人人材材をを養養成成すするる。。    
  

〇〇自自然然・・人人文文・・社社会会等等のの幅幅広広いい教教養養的的知知識識・・技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの人人のの心心理理学学にに関関ししてて、、学学士士ととししてて十十分分なな専専門門的的知知識識・・技技能能をを修修

得得ししてていいるる。。    
〇〇教教育育・・保保育育・・福福祉祉領領域域ななどどににおおけけるる心心理理職職ととししててのの専専門門的的なな知知識識をを有有しし、、実実践践的的なな力力をを発発揮揮すするるここ

ととががででききるる技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇実実社社会会でで活活躍躍ででききるるよよううなな、、本本学学のの共共通通及及びび専専攻攻がが指指定定ししたた学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううスス

キキルル））をを修修得得ししてていいるる。。    
    

＜＜ここどどもも心心理理学学科科通通信信教教育育課課程程＞＞  
以以下下のの要要件件をを満満たたすす人人材材をを養養成成すするる。。    

  
〇〇自自然然・・人人文文・・社社会会等等のの幅幅広広いい教教養養的的知知識識・・技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇子子どどももにに関関すするる心心理理をを中中心心にに、、学学士士ととししてて十十分分ななここどどもも心心理理学学のの専専門門的的知知識識・・技技能能をを修修得得ししてていい

るる。。    
〇〇家家庭庭ととのの関関わわりり、、環環境境やや文文化化ととのの関関わわりりのの中中でで育育つつ子子どどもものの教教育育・・保保育育・・福福祉祉側側面面ととここどどもも心心理理学学

にに関関係係すするる専専門門的的知知識識・・技技能能をを修修得得ししてていいるる。。    
〇〇実実社社会会でで活活躍躍ででききるるよよううなな、、本本学学のの共共通通及及びび通通信信教教育育課課程程がが指指定定ししたた学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささ

をを培培ううススキキルル））をを修修得得ししてていいるる。。  
  
（（２２））カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー  

東京未来大学のカリキュラム・ポリシーの下、こども心理学部、こども心理学科こども保育・教育
専攻、同心理専攻及び同通信教育課程のカリキュラム・ポリシーは以下のとおり定められています。 
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（（ここどどもも心心理理学学部部））    
卒卒業業認認定定・・学学位位授授与与のの方方針針（（デディィププロロママ・・ポポリリシシーー））にに掲掲げげるる知知識識・・技技能能のの修修得得をを円円滑滑にに進進めめるるここ

ととががででききるるよようう、、一一般般教教育育科科目目、、専専門門教教育育科科目目、、キキャャリリアア科科目目（（キキャャリリアア科科目目はは通通学学課課程程ののみみ））のの下下
にに科科目目をを体体系系的的にに編編成成しし、、講講義義、、演演習習、、実実習習をを適適切切にに組組みみ合合わわせせたた授授業業をを開開講講すするる。。    

  
①① 一一般般教教育育科科目目でではは、、社社会会・・文文化化・・自自然然にに対対すするる視視点点やや考考ええ方方をを育育ててるるここととをを目目的的ととすするる教教養養科科目目、、

憲憲法法、、体体育育、、情情報報、、語語学学をを学学びび、、英英語語ににおおいいててはは習習熟熟度度にに基基づづいいたたククララスス編編成成をを行行いい、、学学生生自自身身のの
理理解解度度とと学学習習進進度度にに合合っったた授授業業をを行行うう。。    
②② 専専門門科科目目でではは、、以以下下のの要要件件をを骨骨子子ととししたた教教育育をを行行うう。。    

〇〇子子どどもものの「「こここころろ」」のの発発達達過過程程とと特特性性にに関関すするる基基礎礎理理論論及及びび子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの
人人のの心心理理をを理理解解しし、、健健康康なな心心をを養養ううたためめのの最最新新のの実実践践的的手手法法をを学学ぶぶ。。    
〇〇健健全全なな発発達達をを担担うう心心理理学学、、保保育育学学及及びび教教育育学学にに関関すするる高高度度なな専専門門的的知知識識とと技技術術をを養養いい、、資資格格・・免免

許許のの取取得得ににふふささわわししいい社社会会にに貢貢献献ででききるる人人材材をを養養うう。。    
〇〇子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの人人のの健健全全なな発発達達やや学学びびにに必必要要なな環環境境条条件件やや文文化化ににつついいてて理理解解

をを深深めめ、、社社会会でで幅幅広広くく活活躍躍ででききるる応応用用力力をを身身ににつつけけるる。。    
〇〇責責任任ああるる社社会会人人ににふふささわわししいい教教養養とと、、社社会会的的知知識識とと技技能能をを身身ににつつけけるる。。    
③③キキャャリリアア科科目目でではは、、学学内内外外でで社社会会にに触触れれるる機機会会をを設設けけ、、知知識識・・技技能能をを実実践践にに活活かかすす力力をを身身ににつつけけるる

ここととをを目目的的にに、、早早いい時時期期かかららののキキャャリリアア教教育育にに取取りり組組むむ。。    
④④ププロロジジェェククトト（（課課程程外外活活動動））（（大大学学祭祭やや三三幸幸フフェェスステティィババルル（（体体育育祭祭））等等のの行行事事））（（通通学学課課程程ににおおいい

ててはは１１，，２２年年次次のの大大学学祭祭及及びび三三幸幸フフェェスステティィババルル（（体体育育祭祭））はは全全員員参参加加をを原原則則ととししてていいるる））ににおおいい
てて修修得得ししたた専専門門的的知知識識とと技技能能をを発発揮揮すするるここととをを通通ししてて、、資資格格・・免免許許のの取取得得ににふふささわわししくく、、社社会会にに貢貢
献献ししううるる自自立立ししたた人人間間性性やや心心のの豊豊かかささのの充充実実をを図図るる。。    

⑤⑤本本学学のの共共通通及及びび学学部部がが指指定定すするる学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううススキキルル））のの形形成成をを目目指指すす。。    
  
＜＜ここどどもも心心理理学学科科ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻＞＞    

幅幅広広いい教教養養及及びびキキャャリリアア教教育育をを１１年年次次かからら履履修修すするるこことととと同同時時にに、、子子どどもものの「「こここころろ」」とと「「かからら
だだ」」のの健健全全なな発発達達のの理理解解をを基基盤盤ととししたた以以下下のの教教育育をを行行うう。。    

  
〇〇子子どどもも理理解解にに根根ざざししたた心心理理学学・・保保育育学学・・教教育育学学・・福福祉祉学学等等にに関関すするる体体系系的的・・実実践践的的なな知知識識・・技技能能をを

学学ぶぶ。。    
〇〇子子どどもものの「「育育ちち」」とと家家庭庭やや社社会会、、地地域域等等のの環環境境やや文文化化ととのの関関わわりりににつついいてて理理解解をを深深めめるる。。    
〇〇卒卒業業研研究究科科目目でではは、、ここどどもも保保育育・・教教育育演演習習ⅠⅠ((３３年年次次））、、ここどどもも保保育育・・教教育育演演習習ⅡⅡ（（３３年年次次））、、卒卒業業研研

究究・・卒卒業業論論文文をを必必修修ととししてて全全員員にに課課しし、、学学問問研研究究をを深深めめるる。。    
〇〇本本学学のの共共通通及及びび専専攻攻がが指指定定すするる学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううススキキルル））のの形形成成をを目目指指すす。。  
  
＜＜ここどどもも心心理理学学科科心心理理専専攻攻＞＞    

幅幅広広いい教教養養及及びびキキャャリリアア教教育育をを１１年年次次かからら履履修修すするるこことととと同同時時にに、、子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年
代代のの人人のの心心理理とと行行動動のの理理解解をを基基盤盤ととししたた以以下下のの教教育育をを行行うう。。    
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〇〇心心理理学学のの様様々々なな領領域域ににおおけけるる体体系系的的・・実実践践的的なな知知識識・・技技能能をを学学ぶぶ。。    
〇〇心心理理学学以以外外のの分分野野のの学学びび、、ままたた、、人人とと家家庭庭やや社社会会、、地地域域等等のの環環境境やや文文化化ととのの関関わわりりをを通通ししてて、、人人間間

理理解解をを深深めめるる。。    
〇〇卒卒業業研研究究科科目目でではは、、ここどどもも心心理理演演習習ⅠⅠ((３３年年次次））、、ここどどもも心心理理演演習習ⅡⅡ（（３３年年次次））、、卒卒業業研研究究・・卒卒業業論論文文

をを必必修修ととししてて全全員員にに課課しし、、学学問問研研究究をを深深めめるる。。    
〇〇本本学学のの共共通通及及びび専専攻攻がが指指定定すするる学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううススキキルル））のの形形成成をを目目指指すす。。    

    
＜＜ここどどもも心心理理学学科科通通信信教教育育課課程程＞＞    

幅幅広広いい教教養養をを１１年年次次かからら履履修修すするるこことととと同同時時にに、、子子どどももをを中中心心ととししたた心心理理とと行行動動のの理理解解及及びび子子どどもも
のの  「「こここころろ」」とと「「かかららだだ」」のの健健全全なな発発達達のの理理解解をを基基盤盤ととししたた以以下下のの教教育育をを行行うう。。    

    
〇〇ここどどもも心心理理学学のの様様々々なな領領域域ににおおけけるる体体系系的的・・実実践践的的なな知知識識・・技技能能をを学学ぶぶ。。    
〇〇子子どどもも理理解解にに根根ざざししたた心心理理学学、、保保育育学学、、教教育育学学、、福福祉祉学学等等にに関関すするる体体系系的的・・実実践践的的なな知知識識・・技技能能をを

学学ぶぶ。。    
〇〇子子どどもものの家家庭庭やや社社会会、、地地域域等等のの環環境境やや文文化化ととのの関関わわりりににつついいてて理理解解をを深深めめるる。。    
〇〇選選択択にによよりり卒卒業業研研究究科科目目ととししてて、、ここどどもも心心理理学学演演習習((３３年年次次））、、卒卒業業研研究究((４４年年次次））をを履履修修しし学学問問研研究究

をを深深めめるるここととががでできき、、多多様様なな学学びびにに対対応応すするる。。    
〇〇本本学学のの共共通通及及びび通通信信教教育育課課程程がが指指定定すするる学学士士力力（（人人間間性性やや心心のの豊豊かかささをを培培ううススキキルル））のの形形成成をを目目指指

すす。。  
 

（（３３））アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  
東京未来大学のアドミッション・ポリシーの下、こども心理学部、こども心理学科こども保育・教

育専攻、同心理専攻及び同通信教育課程のアドミッション・ポリシーは以下のとおり定められていま
す。 

  
（（ここどどもも心心理理学学部部））    

大大学学及及びびここどどもも心心理理学学部部のの教教育育目目標標をを理理解解ししてて学学びびをを深深めめ、、積積極極的的にに人人とと関関わわりり円円滑滑なな対対人人関関係係をを
構構築築すするるここととののででききるる人人間間力力をを持持つつ学学生生のの入入学学をを期期待待すするる。。そそののたためめににはは、、常常にに学学修修へへのの高高いい意意欲欲をを
保保持持しし、、ここどどもも心心理理学学部部のの教教育育及及びび将将来来のの社社会会のの要要請請にに応応ええるる力力をを身身ににつつけけるる積積極極性性がが求求めめらられれるる。。
つついいててはは、、様様々々なな活活動動ややボボラランンテティィアア経経験験及及びび様様々々なな個個性性・・技技能能をを持持っったた学学生生をを幅幅広広くく受受けけ入入れれるるたた
めめのの方方針針をを、、以以下下にに示示しし、、そそれれにに基基づづくく学学生生のの選選抜抜をを行行うう。。    

  

＜＜ここどどもも心心理理学学科科ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻＞＞  
以以下下のの能能力力・・資資質質をを有有すするる人人をを受受けけ入入れれるる。。    

〇〇大大学学のの学学びびのの基基礎礎ととななるる学学力力をを有有すするる。。    
〇〇様様々々なな事事柄柄にに興興味味・・関関心心をを持持ちち、、自自身身のの経経験験やや知知識識とと関関連連付付けけてて学学ぶぶここととががででききるる。。    
〇〇自自分分のの考考ええをを適適切切にに表表現現しし、、他他者者理理解解をを持持っってて人人間間関関係係をを構構築築すするるここととががででききるる。。    
〇〇心心身身ととももにに健健康康でであありり、、積積極極的的にに行行動動ででききるる。。    
〇〇未未来来にに希希望望をを持持ちち、、子子どどももやや保保育育・・教教育育にに関関心心をを持持っってていいるる。。    
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＜＜ここどどもも心心理理学学科科心心理理専専攻攻＞＞    
以以下下のの能能力力・・資資質質をを持持っってていいるる人人をを受受けけ入入れれるる。。    
  

〇〇子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの心心理理とと行行動動ををははじじめめととしし、、幅幅広広いい内内容容ににつついいてて興興味味・・関関心心をを有有
しし、、人人のの心心のの仕仕組組みみやや働働ききににつついいてて論論理理的的にに理理解解すするるここととにに積積極極的的ででああるる。。    

〇〇多多様様なな人人々々とと積積極極的的にに関関わわりり、、互互いいにに理理解解しし尊尊重重しし合合っったたううええでで適適切切なな対対人人関関係係をを構構築築すするるこことと及及
びびそそのの対対人人関関係係のの構構築築ににつついいてて心心理理面面かかららのの理理解解とと充充実実ししたた表表現現方方法法にによよるる円円滑滑ななココミミュュニニケケーーシシ
ョョンンをを行行ううここととにに意意欲欲的的ででああるる。。    

〇〇教教育育・・保保育育・・福福祉祉機機関関ををははじじめめととすするる学学外外のの様様々々ななボボラランンテティィアア活活動動をを通通ししてて、、人人をを取取りり巻巻くく社社会会
ににつついいてて理理解解すするるととととももにに、、社社会会貢貢献献ななどどででのの関関わわりりにに積積極極的的ででああるる。。    

〇〇上上記記をを実実現現すするるににふふささわわししいい学学力力・・知知力力、、そそししてて豊豊かかなな発発想想力力をを備備ええてていいるる。。        
    

＜＜ここどどもも心心理理学学科科通通信信教教育育課課程程＞＞    
大大学学及及びびここどどもも心心理理学学部部のの教教育育目目標標をを理理解解ししてて学学びびをを深深めめ、、積積極極的的にに人人とと関関わわりり円円滑滑なな対対人人関関係係をを

構構築築すするるここととののででききるる人人間間力力をを持持つつ学学生生のの入入学学をを期期待待すするる。。そそののたためめににはは、、常常にに学学修修へへのの高高いい意意欲欲をを
保保持持しし、、ここどどもも心心理理学学部部のの教教育育及及びび将将来来のの社社会会のの要要請請にに応応ええるる力力をを身身ににつつけけるる積積極極性性がが求求めめらられれるる。。
つついいててはは、、大大学学内内外外ににおおけけるる様様々々なな活活動動ややボボラランンテティィアア経経験験及及びび様様々々なな個個性性・・技技能能をを持持っったた学学生生をを幅幅
広広くく受受けけ入入れれるるたためめのの方方針針ををここここにに示示しし、、そそれれにに基基づづくく学学生生のの受受けけ入入れれをを行行うう。。      

  
〇〇様様々々なな事事柄柄にに興興味味・・関関心心をを持持ちち、、自自身身のの経経験験やや知知識識とと関関連連付付けけてて学学ぶぶここととががででききるる。。    
〇〇自自分分のの考考ええをを適適切切にに表表現現しし、、他他者者理理解解ををももっってて人人間間関関係係をを構構築築すするるここととががででききるる。。    
〇〇子子どどももをを中中心心ととししたたああららゆゆるる年年代代のの心心理理とと行行動動ををははじじめめととしし、、幅幅広広いい内内容容ににつついいてて興興味味・・関関心心をを有有

しし、、心心理理学学的的観観点点かかららももそそのの背背景景ややププロロセセススににつついいてて論論理理的的にに理理解解すするるここととにに積積極極的的ででああるる。。    
〇〇多多様様なな人人々々とと積積極極的的にに関関わわりり、、互互いいにに理理解解しし尊尊重重しし合合っったたううええでで適適切切なな対対人人関関係係をを構構築築すするるこことと及及

びびそそのの対対人人関関係係のの構構築築ににつついいてて心心理理面面かかららのの理理解解とと充充実実ししたた表表現現方方法法にによよるる円円滑滑ななココミミュュニニケケーーシシ
ョョンンをを行行ううここととにに意意欲欲的的ででああるる。。  
  

３３．．PPDDCCAA ササイイククルル推推進進ののたためめにに  
３ポリシーは常に「PDCA サイクル」を推進し、そのスパイラル・アップが図られることが求めら

れています。こうした観点から見ていくと、以下のようなポイントについて十分承知したうえで、
PDCA サイクルを推進していく必要があります。 
 
（（１１））デディィププロロママ・・ポポリリシシーー  

ディプロマ・ポリシーでは、両専攻及び通信教育課程に共通する部分とオリジナルな部分が分かれ
ています。 

共通部分は、幅広い知識・技能の修得ないし学士力の修得となっています。一方オリジナルな部分
に注目すると、保育・教育専攻では、職能修得及び就業力の強化が明示され、心理専攻では心理学の
専門的知識・技能の修得、心理職としても知識・技能の習得が明示され、通信教育課程では、こども

10



心理学の知識・技能の修得及びこどもの教育・保育・福祉側面とこども心理学との関連に関する知
識・技能の習得が明示されています。 

いわば、学部の３ポリシーの総論的なところが共通部分として、それぞれの専攻及び通信教育課程
の専門性に準ずる部分が、オリジナルな部分として明示されています。 
 
（（２２））カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー  

カリキュラム・ポリシーでは、ディプロマ・ポリシーで具現化を求められたポイントに関し、両専
攻及び通信教育課程がそれぞれ求める専門性を身に着けるため、学部として一般教育科目、専門科
目、キャリア科目、プロジェクト、学士力形成に係るカリキュラムの編成を求めた上で、両専攻及び
通信教育課程のそれぞれの独立したポリシーを定めています。なお。カリキュラム・ポリシーでは、
学部及び両専攻ではキャリア教育の履修を示していますが、通信教育課程では、社会人教育という特
性からその履修を求めていないところが特徴となっています。 
 
（（３３））アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

アドミッション・ポリシーでは、ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーに基づき本学の
教育目的に適う学生選抜を行うという点において、学部が要請する学修への高い意欲保持が求められ
かつボランティアを含む多様な社会活動の経験を持った学生の選抜あるいは受け入れを行うという点
が共通する部分となっている。それに基づき、各専攻及び通信教育課程がそれぞれの求める学生像を
明示しています。 
 
４４．．ままととめめ  

３ポリシーについて、学部として常にスパイラル・アップを考えるためには、専攻会議や通信学務
委員会などで３ポリシーを意識した点検が日常的に行われていなければなりません。とかく日々の実
務に流されがちになりますが、内部質保証という観点が今後一層求められており、３ポリシーをさら
にどのようにわかりやすい記述とするかという観点も今後の大きな課題となっています。なにかと
「形式的な記述」と言われがちな３ポリシーですが、学生のみならず、保護者様・保証人様に対する
説明責任を考えるとき、なお一層わかりやすく、具体的ものとしていく必要があり、不断の点検活動
が求められています。その地道な活動が今後の学部のさらなる発展に寄与すると考えています。 

（出口保行） 
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モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部のの 33 ポポリリシシーー  
１１．．ははじじめめにに  
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・ポリシーは大学の教育目的・

特色等を踏まえた自主的・自律的な教育改革・改善の起点となるものであり、大学の個性・特色を具
体的に反映しています。ここでは本学モチベーション行動科学部の 3 つのポリシーについて解説しま
す。 

 
２２．．モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部のの「「教教育育のの目目的的」」  
東京未来大学モチベーション行動科学部では、通学課程、通信教育課程のそれぞれ以下のような

「教育の目的」を掲げています。 
 

通学課程・通信教育課程 
社会で必要とされる「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチベーション」、「他者を

理解し、円滑な対人関係を志向するモチベーション」、「広い関心と学びを促すモチベーション」
を学び理解することにより、自己を含め、所属する集団や組織、地域・社会とその成員に対して
影響力を与え、活性化することのできる人材を養成する。 

 
この「教育の目的」を達成するために教育課程において「経営」「心理・コミュニケーション」「教

育」の 3 つの科目群を置いています。そして、広く一般企業において活躍できる人材、教育者として
人材教育に貢献できる人材、公務員・公共機関等において地域・社会に貢献できる人材の育成を目標
とし各科目群の専門性を身につける教育課程を編成しています。 

2016（平成 29）年 4 月の「学校教育法施行規則」の改正に伴い、社会が求める学生の能力をどのよ
うなプログラムで育成するかという方針（学位授与の方針＝ディプロマ・ポリシー）、その方針に従っ
たカリキュラムの中で学生の能力伸長のどの部分をどの授業においてどのような方法で担うかという
基本的な方針（教育課程編成・実施の方針＝カリキュラム・ポリシー）、そして各学部・学科が教育目
標に基づく 2 つのポリシーを踏まえて入学前に多様な能力をどのようにして身につけてきた学生を求
めているかを示す方針（入学者受入れの方針＝アドミッション・ポリシー）の 3 つを、一貫性あるも
のとして策定し公表することが必須とされています。そしてこれらが相互関連的および具体的に策定
することも求められています。 
 
３３．．モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部ののデディィププロロママ・・ポポリリシシーー（（卒卒業業認認定定・・学学位位授授与与のの方方針針））  
ディプロマ・ポリシーは大学の教育に関する内部質保証のための PDCA サイクルの起点として機能

するよう、どのような学修成果をあげれば学位を授与するのかという方針をできる限り具体的に示す
こと、そして、「何ができるようになるか」に力点を置き、学生が身に付けるべき資質・能力を明確化
することが求められています。 
モチベーション行動科学部では通学課程、通信教育課程のそれぞれに以下のようなディプロマ・ポ

リシーを定め、目指すべき学修の目標として標榜しています。 
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通学課程のディプロマ・ポリシー 
心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群にわたって専門的な知識を修得し、社会に貢

献しうる者に学位を授与する。学位の授与にあたっては最終学年で卒業研究の審査に合格し、卒
業研究を含めた所定の単位を修得した者に「学士（行動科学）」の学位を授与する。卒業までの学
びの到達目標は以下の通り設定される。 
（1）個人をみつめる力を身につけること。 
客観的な視点で人間行動を理解し分析することができ、モチベーションやリーダーシップに関

する専門的知識を備え、所属する集団や組織、社会における成員の活動を促進する力を修得して
いる。 
（2）他者と関わる力を身につけること。 
他者を肯定的に理解することができ、他者と円滑な対人関係を構築できる高いコミュニケーシ

ョン能力と対人関係スキルを身につけ、他者や社会とより健全な関わりをもつ力を修得してい
る。 
（3）組織を動かす力を身につけること。 
集団・組織の中で自分の立場を理解し、組織行動に関する基礎的知識を備え、組織活性化や人

材の育成に取り組む力を修得している。 
 
通信教育課程のディプロマ・ポリシー 
心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群にわたって専門的な知識を学び、所定の単位

を修得するとともに、社会に貢献しうる者に「学士（行動科学）」の学位を授与する。卒業までの
学びの到達目標は以下の通り設定される。 
（1）個人をみつめる力を身につけること。 
客観的な視点で人間行動を理解し分析することができ、モチベーションやリーダーシップに関

する専門的知識を備え、所属する集団や組織、社会における成員の活動を促進する力を修得して
いる。 
（2）他者と関わる力を身につけること。 
他者を肯定的に理解することができ、他者と円滑な対人関係を構築できる高いコミュニケーシ

ョン能力と対人関係スキルを身につけ、他者や社会とより健全な関わりをもつ力を修得してい
る。 
（3）組織を動かす力を身につけること。 
集団・組織の中で自分の立場を理解し、組織行動に関する基礎的知識を備え、組織活性化や人

材の育成に取り組む力を修得している。 
 
通学課程と通信教育課程では教育方法および一部カリキュラムが異なっていることからディプロ

マ・ポリシーの文言に違いが見られますが両課程とも 3 つの修学の目標を掲げています。モチベーシ
ョン行動科学部では「教育の目的」として「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチベーシ
ョン」、「他者を理解し、円滑な対人関係を志向するモチベーション」、「広い関心と学びを促すモチベ
ーション」の 3 つを掲げており、本学部のディプロマ・ポリシーはこの「教育の目的」を具現化した
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ものになっています。 
「教育の目的」の「広い関心と学びを促すモチベーション」はディプロマ・ポリシーの「（1）個人

を見つめる力を身につけること」と、「他者を理解し、円滑な対人関係を志向するモチベーション」は
「（2）他者と関わる力を身に着けること」、そして「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチ
ベーション」は「（3）集団を動かす力を身につけること」と関連し、教育の目的を達成するための目
標として位置づけられています。モチベーション行動科学部ではこのディプロマ・ポリシーを実現す
るための教育課程・教育編成方針が以下のカリキュラム・ポリシーとして定められています。 
 
４４．．モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部ののカカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー（（教教育育課課程程編編成成・・実実施施のの方方針針））  
カリキュラム・ポリシーはディプロマ・ポリシーを踏まえた教育課程編成、当該教育課程における

学生の学修方法・学修課程の在り方等を具体的に示すものであり、大学教育の質的転換に向けた取組
の充実を重視することが求められています。また、学位授与に求められる体系的な教育課程の構築に
向けて、多様な入学者が自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できるようにする観点からもその
充実を図ることが求められています。 
モチベーション行動科学部では通学課程、通信教育課程のそれぞれに以下のようなカリキュラム・

ポリシーを定め、教育課程編成・実施の基本的方針として標榜しています。 
 

通学課程のカリキュラム・ポリシー 
卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能の修得を円滑に進め

ることができるよう、一般教育科目、専門教育科目、キャリア科目、演習科目の下に科目を体系
的に編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を開講する。 
（1）一般教育科目では、社会・文化・自然に対する視点や考え方を育てることを目的とする教養
科目、憲法、体育、情報、語学を学び、英語においては習熟度に基づいたクラス編成を行い、
学生自身の理解度と学習進度に合った授業を行う。 

（2）専門教育科目は、心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群を必修とする。このう
ち、学びの基盤となるのは心理・コミュニケーション科目群であり、この科目群に置かれた科
目を学ぶ中で、モチベーション行動科学の基礎となる研究マインドやデータ分析に関する知識
と技能、コミュニケーション・スキルを身につけ、さらに経営科目群、教育科目群に置かれた
科目を学ぶことで、各科目群が複合的に結びつき、広い視野での学びを可能にする。 

（3）キャリア科目では、学内外で社会に触れる機会を設け、知識・技能を実践に活かす力を身に
つけることを目的に、早い時期からのキャリア教育に取り組む。 

（4）プロジェクト（課程外活動）を通して、個人を見つめ、他者と関わり、組織を動かす自立し
た人間性や心の豊かさの充実を図る。 

（5）幅広い教養及びキャリア教育及び専門科目を１年次から同時に履修するとともに、通学課程
の演習科目では、1 年次から卒業時まで学生一人一人の学修を促進するために、基礎演習（1
年～2 年次）、専門演習（3 年次）、卒業研究（4 年次）を必修とする。また、単位には含まれな
いが、学生は複数の専門演習やゼミに参加することも認められ（「ダブル・ゼミ」）、複合的な視
点から学修を進める。 
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通信教育課程のカリキュラム・ポリシー 
卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能の修得を円滑に進める

ことができるよう、一般教育科目、専門教育科目を体系的に編成し、テキスト科目、スクーリング
科目、メディア科目を有機的に連携させた授業を開講する。 
（1）一般教育科目では、社会・文化・自然に対する視点や考え方を育てることを目的とする教養科
目、憲法、体育、情報、語学を学び、英語においては習熟度に基づいたクラス編成を行い、学生
自身の理解度と学習進度に合った授業を行う。 

（2）専門教育科目は、心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群を必修とする。このうち、
学びの基盤となるのは心理・コミュニケーション科目群であり、この科目群に置かれた科目を学
ぶ中で、モチベーション行動科学の基礎となる研究マインドやデータ分析に関する知識と技能、
コミュニケーション・スキルを身につけ、さらに経営科目群、教育科目群におかれた科目を学ぶ
ことで、各科目群が複合的に結びつき、広い視野での学びを可能にする。 

（3）通信教育課程では選択により卒業研究科目として、演習Ⅰ(3 年次）、演習Ⅱ(3 年次）、卒業研
究(4 年次）を履修し学問研究を深めることができ、多様な学びに対応する。 

 
カリキュラム・ポリシーは両課程で教育内容・方法の異なりから、通学課程では 5 項目、通信教育課

程では 3 項目から構成されています。 
通学課程におけるカリキュラム・ポリシーはディプロマ・ポリシーの「（1）個人をみつめる力を身に

つけること」を踏まえた教育課程編成として、基礎学力の向上・教養教育の重要性を重視した「一般教
育科目」の設定と、基礎から応用への展開とモチベーション行動科学部の独自性が創出された「専門教
育科目」を対応させ構造化を行っています。ディプロマ・ポリシーの「（2）他者と関わる力を身につけ
ること」、「（3）組織を動かす力を身につけること」を踏まえた教育編成としては、キャリア教育すなわ
ちライフプランニングとして位置づけた「キャリア科目」の設定、地域連携を中心としたカリキュラム
として「プロジェクト（課程外活動）」を、そして基礎演習を核とした初年次教育の実施から卒業研究ま
での一貫した教育課程の編成を行っています。これらを具体的に示すものとしてカリキュラム・マップ、
科目のナンバーリングが行われ、教育内容を提示するために常にシラバスのチェック・更新を行ってい
ます。また、英語の習熟度別クラス編成、3 年時の「ダブル・ゼミ」の設定などモチベーション行動科
学部独自のアプローチも含まれています。 
通信教育課程では基本的な考え方として通学課程のカリキュラム・ポリシーと同じものとなっていま

す。しかし、教育・学習方法が異なっていることから「キャリア科目」、「プロジェクト（課程外活動）」
については、カリキュラム・ポリシーを通学課程と異なる形で示しています。 
 
５５．．モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部ののアアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー（（入入学学者者受受入入れれのの方方針針））  
アドミッション・ポリシーはディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ、さらに

受け入れる学生に求める学習成果、いわゆる「学力の 3 要素」を念頭に置き、入学前にどのような多
様な能力をどのようにして身につけてきた学生を求めているか、入学後にどのような能力をどのよう
にして身につけられる学生を求めているか等を、できる限り具体的に示すことが求められています。 
モチベーション行動科学部では通学課程、通信教育課程のそれぞれに以下のようなアドミッショ
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ン・ポリシーを定め、入学者受入れの方針として標榜しています。 
 
通学課程のアドミッション・ポリシー 
大学及びモチベーション行動科学部の教育目標を理解し、その目標実現のために、自己を含

め、所属する集団や組織、地域・社会とその成員に対して影響力を与え、活性化させる可能性を
持つ学生の入学を期待する。そして、様々な経験を通して得られる人間力を高めていくことので
きる学生、豊かな個性・経験・技能を持った学生を幅広く受け入れるための方針をここに示し、
それに基づく学生の選抜を行う。 
〇高等学校での教育課程を幅広く修得している。 
〇モチベーション行動科学部で学ぶことに強い意欲をもっている。 
〇豊かな発想力をもち、主体的に考え行動することができる。 
〇人とよく関わることのできる対人関係能力・技能をもっている。 
〇困難や課題を乗り越えた経験をもっている。 
 
通信教育課程のアドミッション・ポリシー  
大学及びモチベーション行動科学部の教育目標を学び・理解することにより、自己を含め、所

属する集団や組織、地域・社会とその成員に対して影響力を与え、活性化させる可能性を持つ学
生の入学を期待する。そして、様々な経験を通して得られる人間力を高めていくことのできる学
生、豊かな個性・経験・技能を持った学生を幅広く受け入れるための方針をここに示し、それに
基づく学生の受け入れを行う。 
〇モチベーション行動科学部で学ぶことに強い意欲をもっている。 
〇豊かな発想力で主体的に考え行動することができる。 
〇企業人や公務員、各種法人職員等として活躍しながら、モチベーションについて学ぶことによ
り、組織貢献を希望している。 
〇社会の一線を退き、家庭や地域コミュニティの中で生きつつ、その対人関係及びコミュニケー
ションの円滑化や活力の向上を求めて、学びに興味をもっている。 

 
アドミッション・ポリシーについては学生受け入れのための選考方法が異なっていることから、通

学課程と通信教育課程ではその表現を変えて示しています。 
通学課程においては、「高等学校での教育課程を幅広く修得している」「豊かな発想力をもち、主体

的に考え行動することができる」がそれまでの学習の成果としての「学力の 3 要素」を求めるものと
なっています。また、「モチベーション行動科学部で学ぶことに強い意欲をもっている」「人とよく関
わることのできる対人関係能力・技能をもっている」「困難や課題を乗り越えた経験をもっている」を
もってモチベーション行動科学部の教育目的への意欲と卒業までの学びの目標へ到達を求めるものと
なっています。 
通信教育課程では、既に社会で活躍している人材、学び直しを期する人材並びに本学モチベーショ

ン行動科学部で学ぶことに強い意欲もつ人材などを学生として幅広く受け入れるための方針を示して
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います。具体的には学力の 3 要素を前提としながらも企業や地域コミュニティでの活躍が期待される
人材を求め、モチベーション行動科学部の教育目的への意欲と学びの目標への到達を期しています。 
 
６６..おおわわりりにに  
以上、3 つのポリシーは教育の目的を達成するために一体性をもって策定され、これらのポリシーに

基づく教学マネジメントの重要性についてはここで詳しく触れるまでもありません。また、学生の修
学成果の可視化やそれぞれの教育活動の評価・改善についてもこれらのポリシーに則り PDCA サイク
ルに乗せて進めていくことが求められています。 

（高橋一公） 
 
引引用用文文献献  
文部科学省 「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー），「教育課程編成・実施の方針」
（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び
運用に関するガイドライン（平成 28 年 3 月 31 日 中央教育審議会大学分科会大学教育部会）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/
1369248_01_1.pdf (2021 年 9 月 13 日参照) 

文部科学省 平成 27 年中央教育審議会大学分科会大学教育部会（第 40 回）資料 1－1 「三つのポリ
シー」に基づく教学マネジメントの全体イメージ（案）から
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/12/
25/1365312_01.pdf （2021 年 9 月 13 日参照） 

文部科学省 平成 27 年中央教育審議会大学分科会大学教育部会（第 40 回）資料 1－2 三つのポリシ
ーの策定と運用に係るガイドライン（骨子の素案）から
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/attach/1365326.htm (2021 年 9 月
13 日参照) 
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2．授業の運営 
  

 
 
 

  
  
   





東東京京未未来来大大学学のの教教育育のの目目的的  

 
11．．ミミッッシショョンン・・ビビジジョョンンとと教教育育のの目目的的  

本学は、母体である学校法人三幸学園の教育理念である「技能と心の調和」の下、「教育・研究・社会
貢献機能を通じて、人を活かし、世の中の困難を希望に変える」ことを、大学が果たすべき使命（ミッ
ション）としています。さらに、学園全体が目ざす「人を活かし、日本をそして世界を明るく元気にす
る」という将来像（ビジョン）に沿って、「教育･研究・社会貢献機能を通じて人の未来を、日本をそし
て世界を明るく元気にする」という、大学としてのビジョンを掲げています。 

このミッションとビジョンの下、本学では「高度な専門的知識・技能、人間性豊かな心、高い意欲を
持ち続け、自ら考え、自ら行動することで、社会に貢献する人材を育成する」ことを、教育の目的とし
て掲げています。その実現のためには、教職員が一丸となって取り組むことが必要であり、全学教授会、
学部教授会はもとより、各種委員会・センター、エンロールメントマネジメント局（EM 局）が、それ
ぞれに取り組み目標を定めて日々活動を継続しています。 

さらに、大学としての教育の目的を学部教育に反映させるため、こども心理学部においては、「日本の
未来を担う子どもの豊かな成長を、家庭、学校、地域社会、及び、それらをとりまく文化との相互関係
という視点から捉え、単に知識や技能を修得するにとどまらず、人間性を高める教育を併せて展開する
ことにより、真に社会に役立つ人材を養成する」ことを学部の教育の目的と定めています。モチベーシ
ョン行動科学部においては、『社会で必要とされる「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチ
ベーション」、「他者を理解し、円滑な対人関係を志向するモチベーション」、「広い関心と学びを促すモ
チベーション」を学び理解することにより、自己を含め、所属する集団や組織、地域・社会とその成員
に対して影響力を与え、活性化することのできる人材を養成する』ことを学部の教育の目的と定めてい
ます。両学部が目ざす教育の目的を実現することは、学園および本学が掲げるミッションとビジョンの
実現にもつながるものです。 
 
２２．．教教育育のの目目的的をを実実現現すするる FFDD 活活動動  

このように、本学が掲げるミッション・ビジョン・教育の目的は、高い普遍性をもつものですが、不
断の教育活動の中でどのようにその具現化を図っていくかについては、社会情勢にも対応しながら常に
考え工夫していくことが必要です。その基盤となるのが、すでに紹介した大学ならびに学部が設定して
いる３つのポリシーであることは、言うまでもありません。 

３つのポリシーの中で、特にカリキュラム・ポリシーの教員への浸透については、FD 委員会の活動
が大きな役割を担っています。授業相互参観や学生授業アンケートの実施、定期的に行う FD 研修、FD
活動年報や全学 FD ハンドブック刊行といった委員会活動は、カリキュラム・ポリシーに関する教員の
理解を深め、教員の資質向上を促すものであり、本学の教育の目的を実現する有効な手段となっていま
す。 

（角山 剛） 
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授授業業環環境境づづくくりりににおおけけるる挨挨拶拶  

 
本学では、授業の秩序を保ち、授業運営が円滑になると、教育効果が高まると考えています。授業

形態は違っても、授業運営では共通する部分もあります。そのためには、授業初回のオリエンテーシ
ョンで授業内のルールを学生に十分周知する必要があります。とくに、本学では「挨拶」にも力を入
れておりますので、以下、基本的な授業内ルール（本学独自含む）を記しますので、対応をお願い致
します。 
 
①身だしなみ 

上着・マフラー・サングラス・帽子は外させ、身だしなみを整えさせてください。ただし、体調や
気候によって、柔軟に対応してください。 
②机上整理 

机上の整理整頓をさせてください。授業に関係の無いもの（食べ物・飲み物・スマートフォン・他
の授業の課題等）は、しまわせてください。カバンは、机上には置かず、床（または椅子）に下ろす
ように指導してください。 
③飲食や離席 
授業中の飲食は原則として禁止ですが、水分補給等については十分な配慮を行ってください。また、
授業中の無断離席は禁止です。 
④私語と言葉遣い 
私語はその都度注意してください。発表やディスカッションなどにおいて、発表やディスカッション
などにおいて、学生が適切な言葉遣いをできていない場合についても、その都度指導をしてくださ
い。 
⑤号令（挨拶） 

本学では、授業の始めと終わりに挨拶をします。授業内で号令係を指名し、号令をかけさせてくだ
さい。号令で始める・終えることで、授業時間と休み時間の区別を意識させることができます。 
 
 

相互授業参観のあり方と意義 

 
 
 
 
 
 
 

（酒井信幸）  

■授業始め

「起立」…号令係

「気をつけ」…号令係

「礼」…号令係

「よろしくお願いします。」…全員

■授業終わり

「起立」…号令係

「気をつけ」…号令係

「礼」…号令係

「ありがとうございました。」…全員
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相相互互授授業業参参観観ののあありり方方とと意意義義  

  
11．．大大学学ににおおけけるる相相互互授授業業参参観観ととはは  

相互授業参観は、教員が互いに授業を公開して、それを相互に参観することによって学びあう機会
のことをいいます。文部科学省(2021)による「令和元年度の大学における教育内容等の改革状況」の調
査報告によれば、令和元年時点で国公私立 763 大学のうち、教員相互の授業参観を実施している大学
は、53％(403 大学)となっており、大学における FD 活動の一環として多くの大学で取り入れられてい
ることがわかります。 

絹川(2004)は、ファカルティ・ディベロップメント(以下、FD)活動を、次に示す 13 項目に分類して
います。相互授業参観は「教員の教育技法を改善するための支援プログラム」、「アセスメント」に該
当します。 

(文部科学省ホームページより引用。下線は筆者加筆） 
２２．． 相相互互授授業業参参観観のの意意義義  

相互授業参観の意義として、次のような点があります。まず一つは、授業を運営するための技術を
向上させるための情報を得ることです。例えば、教材の選択や教材開発のヒントを得たり、授業の進
め方を見て学ぶ機会となりえます。また、小原・前田(2013)の指摘するように、「教員間の交流を促進
し、望ましい授業についての価値観を伝え合う機会を得ること」、「講習会型 FD よりも緊張感を伴っ
た参画意識が得られること」も授業参観の意義として重要です。相互授業参観を行うことで、教員間
で授業に関する情報交換をする機会となったり、講義型の研修よりも当事者意識を持って授業の在り
方について考える機会となりうるといえます。 
 

（1）大学の理念・目標を理解するワークショップ 
（2）ベテラン教員による新任教員への指導 
（3）教員の教育技法（学習理論、授業法、討論法、学業評価法、教育機器利用法、 

メディア・リテラシーの習熟）を改善するための支援プログラム 
（4）カリキュラム開発 
（5）学習支援（履修指導）システムの開発 
（6）教育制度の理解（学校教育法、大学設置基準、学則、履修規則、単位制度） 
（7）アセスメント（学生による授業評価、同僚教員による教授法評価、 

教員の諸活動の定期的評価） 
（8）教育優秀教員の表彰 
（9）教員の研究支援 
（10）研究と教員の調和を図るシステムと学内組織の構築の研究 
（11）大学の管理運営と教授会権限の関係についての理解 
（12）大学教員の倫理規程と社会的責任の周知 
（13）自己点検・評価活動とその活用
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３３．． 相相互互授授業業参参観観ののあありり方方とと課課題題  
授業参観を行うためには、まず、授業を公開するという教員の協力体制が必要です。次に、授業を

参観したことによって得た学びを自身の授業改善につなげていく必要があります。さらに、授業を参
観した教員は、参観をした授業に対して評価や授業の改善につながるフィードバックを行うことも求
められます。 

しかし、相互授業参観の実施にあたっては次のような課題が考えられます。 
（１）授業の公開や評価を受けることに対する抵抗感 

相互授業参観を行うためには、まず授業の公開することへの同意が必要となります。しかし、大学
においては「教員相互によるピアレビューの文化が十分に根付いていない」と指摘されているように
(山田，2010)、授業を公開することに抵抗を感じる人は少なくありません。実際に、「令和元年度の大
学における教育内容等の改革状況について」のなかでも、教員相互の授業参観を実施している大学は
53％(403 大学)であるのに対して、教員相互の授業評価までを実施している大学は 19％(143 大学)にと
どまっており、授業の評価を導入することが容易ではない様子がうかがえます(文部科学省，2021)。 
（２）授業評価の困難さ 

相互授業参観を行った後に、授業の改善につなげるためには授業に対する意見を交換する必要が生
じます。この場面では教員同士で互いの授業を評価することになりますが、評価にあたっては、多様
な授業方法、授業内容をどのようにとらえればよいのかが問題になります。たとえ同じ学部・学科の
教員であっても、互いの専門は多様であり、いかなる授業のあり方を良しとするのかは判断しかねる
ものです。専門分野が異なる教員であれば、評価はより難しくなります。そもそも評価の指標や手法
を見出すこと自体ができるのかという問いも生じてきます。  
（３）授業改善へつなげることの難しさ 

相互授業参観の目的である、「教員の教育技法を改善する」ことを達成するためには、授業参観した
側が学んだ内容を自身の授業を改善することにつなげていかなければなりません。しかし、授業参観
によって、授業運営の方法の工夫を見出したとしても、実際に自身の授業改善にまでつなげることが
できるかというと、また別の問題になります。 

ただ参観しただけに終始することなく、相互授業参観をより効果的なものにするためには、多様な
価値観や評価基準をもったうえで参観を行うことが望ましいといえます。 

（西村実穂） 
 

引引用用文文献献  
絹川正吉・館 昭編 (2004) 『学士課程教育の改革』東信堂. 
文部科学省(2021) 令和元年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要） 

＜https://www.mext.go.jp/content/20211104-mxt_daigakuc03-000018152_1.pdf＞，(最終閲覧日
2021 年 11 月 25 日）． 

小原豊・前田裕介(2013) 高等教育機関における相互授業参観に関する小考， 
関東学院大学人間環境研究所所報，11，3-10. 

山田剛史(2010) 大学教育センターからみた FD 組織化の動向と課題，国立教育政策 
研究所紀要，139，21-35. 
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授授業業方方法法のの工工夫夫のの方方法法  

 
ファカルティ・ディベロップメント（以下、FD）は、大学教員が授業内容・方法を改善し向上させ

るための組織的な取組を主旨とします。主な活動としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法に
ついての研究会の開催、各種研修などが挙げられます。「授業方法の工夫の方法」では、FD の中核と
なる授業方法の改善、向上を中心に、昨今の社会背景との関連から、今後求められる授業方法の在り
方について概説します。 

 
１１．．求求めめらられれるる大大学学教教育育のの方方法法  
（１）アクティブ・ラーニング 

2017 年に改訂された小・中学校学習指導要領における一つの要点として、「知識の理解の質を高め
資質・能力を育む『主体的・対話的で深い学び』」が指摘されました。「主体的・対話的で深い学び」
を達成するための授業方法として「アクティブ・ラーニング」が求められています。無論、大学教育
においても「主体的・対話的で深い学び」を踏まえたうえで、アクティブ・ラーニングの実施が必須
となっています。アクティブ・ラーニングは、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学
習者の能動的な学習への参加を取り入れた教育方法です。学習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ります。発見学習、
問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれますが、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・ラーニングとなります。 

多くの大学でアクティブ・ラーニングが実施されており、シラバスへの記載も求められています。
しかし、アクティブ・ラーニングが万能ということではなく、一部の演習、実習系科目を除いて全て
の授業回でアクティブ・ラーニングを実施することは不可能となります。したがって、科目内容や各
回授業内容との適合性、関連性、互換性を検討しつつ実施されなければなりません。また学習者のパ
ーソナリティという側面でも検討することが重要です。 

例えば、授業評価アンケートなどで、全く知らない学生とのグループ・ディスカッションによる心
的ストレスが散見されます。一般教養科目などでは、学科・専攻、年齢も異なる学生が受講し、人数
も百人単位となります。そのような状況下でのアクティブ・ラーニングの実施は、対人関係、コミュ
ニケーションを得意とする学生は、学びの充実が期待されますが、そうではない学生にするとストレ
ス過多による学びからの逃走、放棄が懸念されます。「主体的・対話的で深い学び」は学習者の学習意
欲に裏付けられます。能動性を発揮するためのアクティブ・ラーニングではなく、能動性を求めるア
クティブ・ラーニングでは、本末転倒となり得るのです。また「話し合いさせておけばよい」といっ
た形式的なアクティブ・ラーニングも指摘されます。 

以上をふまえ、アクティブ・ラーニングの実施に至っては、授業内容との相性や受講者の規模（人
数）などを検討し、学習者の状況を第一にふまえた運用というものが重要となるでしょう。 
（２）プロジェクト・ベイスド・ラーニング 

「問題解決型学習」、「課題解決型学習」などと称される教育方法です。PBL（Project Based 
Learning）では、学習者が自ら問題を見つけ、その問題を自ら解決する能力を身に付けることを目的
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とします。提唱者であるジョン・デューイ（John Dewey:1859-1952）は、教育を教育者からの一方通
行として捉えるのではなく、学習者の経験、体験による学習効果を重視していました。したがって、
自発的な行動に基づく経験を徹底し「為すことによって学ぶ（learning by doing）」と示しました。
「問題解決型学習」を要約すると、①問題に直面する、②課題の原因を整理し、問題点を明確にす
る、③問題解決方法の仮説を設定し、解決に必要な素材を集める、④仮説を推敲し、練り上げる、⑤

仮説を具体化し検証する。こうした過程をふまえることで、教育は知識を得ることではなく、得られ
た知識を手段として活用する力の育成となります。また汎用的スキル（コミュニケーション能力、社
会性、対応力、協調性、論理的思考、批判的思考、問題解決力など）の獲得となりアクティブ・ラー
ニングの中でも「主体的・対話的で深い学び」を達成する授業方法となります。 

教育者として、PBL を実施する際の留意点としては、題材の設定、教材の準備などもさることなが
ら、「環境」の整備が重要です。この場合の環境とは、学生、教師といった「人的環境」を指します。
これを各授業回で意見の発表・共有や細かなグループディカッションなどで整える事によって、アク
ティブ・ラーニングで危惧された人的ストレスによる課題を解決することができるでしょう。 
（３）反転学習 

反転学習は、大学での学習と自宅での学習を反転させた授業、学習の方法となります。一般的に
は、大学の授業で得た知識、教養、技術などを用いて、課題、宿題など自宅学習に取り組みます。反
転授業では、予め準備された動画などの資料を見て予習し、授業では自宅学習で得た知識を用いて確
認テスト、演習、応用問題などを実施し理解を深めます。また自宅学習で分からなかったところを質
問する場ともなります。 

反転学習のメリットは、基礎的な知識、教養を予習の段階で身に付けていることが前提となるた
め、大学での授業は、より能動的、自主的な学習活動が可能となることです。また、基礎的な知識、
教養を身に付けたうえでのグループワークは、学生は自らの考えをアウトプットする機会が増えるた
め、発言力、発信力を育成することもできます。さらに教員は学習内容に対する学生の理解を直接確
認することが出来、授業の難易度、進捗状況を調節することができます。また予習の段階では自分の
ペースに合わせた学習を行うことができます。講義形式で聞き逃してしまった要点も、動画配信であ
れば何度でも見返すことができます。 

一方でデメリットでは、学習者が、予習として配信された動画を視聴できるインターネット環境の
整備、また視聴できる端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど）の有無が挙げられます。
これらを対象となる世帯、学生に確保できるかどうかが課題となります。次に、教育者の予習動画を
作成するための負担などが挙げられます。複数の科目を担当する場合、予習動画や資料の準備もさる
ことながら、確認テスト、応用問題などの教材作成をしなければなりません。また学習者も履修科目
が複数あるため、履修科目の全てで予習動画を視聴することの負担も大きくなります。そして、最も
危惧すべき課題として、「予習をしてこない学生」への対応です。反転学習は、学習者の予習を大前提
としているため、事前に予習をしていない学生が応用問題やグループ・ディスカッションについてい
けなくなるという問題が発生します。したがって、教育者は予習のための教育をすることが、課題と
なります。 
 
（４）ポートフォリオの導入 
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テストの点数など数値化されたものだけで学生を評価するのではなく、ノート、製作物、ワークシ
ートなど学びの過程を評価することが重要です。したがって、学習の成果物をポートフォリオとして
収集し、学生が振り返り、反映させてく授業方法が求められます。ポートフォリオを用いた授業で
は、評価と学習が一体となっており、評価そのものが学習活動となります。ポートフォリオを工夫す
ることで、学習者自身が客観的に物事を考え、反省的実践を促すことが可能となります。 
 
２２．．時時代代・・社社会会背背景景をを踏踏ままええたた授授業業方方法法のの工工夫夫  
（１）情報化社会と ICT 教育 

1990 年代以降、インターネットが情報通信基盤となり、経済や社会に大きな変革をもたらしていま
す。加えてパソコンや携帯電話など、各種端末が個人にも普及し、誰でも情報の受け手、送り手とな
っています。また情報化が進展する中で、学習者が大量の情報の中から必要な情報を取捨選択し、活
用するリテラシー能力の育成が求められています。加えて、現下の状況に対応するだけでなく、今後
の更なる展開をふまえ、新たな知識や情報を創出し発信するなどの主体的な対応能力が求められてい
ます。教育界では 2019 年「学校教育の情報化の推進に関する法律」をふまえ、GIGA スクール構想が
推進されています。「Global and Innovation Gateway for All：GIGA（全ての児童・生徒のための世
界につながる革新的な扉）」を意味するように、全国の児童・生徒 1 人に 1 台のコンピューターと高速
ネットワークを整備することが掲げられました。 

コロナ禍の影響も相まってすべての教育領域で ICT（Information and Communication 
Technology）教育へのニーズが高まっています。ICT 教育はデジタル教材の活用、運用を中心に、タ
ブレット端末の利用やインターネットの活用など情報通信技術を用いた教育課程、方法、内容、形
態、活動、評価など総合的に活用することを目的とします。従来、ICT 教育や情報教育は中・高等教
育を範疇としていましたが、昨今では幼児教育、初等教育といった領域にも拡大しています。したが
って、教職、保育職を養成する本大学としては、学生が ICT を活用する能力の育成だけでなく、教職
者、保育者として ICT を活用し、発信する力の育成も目指さなければなりません。 

実際の ICT を活用した授業方法のメリットとしては、調べ学習やグループ学習への活用など、多角
的な学習を展開することが可能となります。また映像、音声、タッチパネルの操作など学習者の興味
関心の促進、維持が予想されます。教育者側としても、黒板への板書時間の短縮、配布資料のデジタ
ル配信など様々なメリットが期待されます。 

一方で、ICT を活用した授業方法のデメリットとしては、インターネット環境の整備、デジタル教
材の導入によるコストの問題、デジタル教材作成と導入による授業内容の改訂、長時間タブレット、
パソコンを使用することによる受講者の体への負荷（ドライアイ、視力低下、肩こりなど）が挙げら
れます。また故障やシステムの不具合などによって授業が出来なくなったり、修復までの時間が必要
となります。このようなデメリットを踏まえると、大学、学習者双方のインターネット環境の整備が
第一に想起されます。一方で、ICT が作動しなくても授業運営できる計画の立案、授業の工夫が求め
られます。 
 
（２）緊急事態宣言下における授業方法の工夫 

2019 年 12 月、中国武漢市にて原因不明の肺炎が報告されました。それは新型コロナウイルス感染
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症と命名され、2 年経過した現在も終息の目途が立っていません。わが国では 2020 年 4 月から緊急事
態宣言が発出され、感染防止対策がとられてきました。大多数の教育機関では従来の対面型授業の実
施が困難となり、ICT を活用した遠隔授業、授業動画の配信、オンデマンドなどの対応を行っていま
す。 

2021 年、本学では感染者数の増減を踏まえつつ、ソーシャルディスタンスの確保、三密回避などの
感染防止対策を徹底してきました。しかし、感染者数の増加に伴い 2021 年 4 月 25 日から 5 月 31 日
まで緊急事態宣言を受け、動画配信による遠隔授業の実施となりました。 

こうした緊急事態宣言下における授業方法としては、対面型授業、遠隔型授業、ハイブリッド型授
業の 3 つが挙げられます。対面型授業の工夫としては、学習者の安全を最優先し、安心して受講でき
るために「3 密を避ける」、「飛沫感染防止」ということが重要となります。そのためソーシャルディス
タンスの確保、衝立の使用など教室環境の整備が求められます。遠隔型授業の工夫としては、学習者
のネット環境を把握し、動画視聴やリアルタイム配信を受講できる環境整備が必要となります。教育
者としては、ナレーションを入れた教材、実践動画の作成、シラバスの再構成などが求められます。
こうした遠隔と対面を組み合わせて実施することがハイブリッド型の授業運営となりますが、その組
み合わせとして 3 つの形態が指摘されます。 
①ハイフレックス型の授業 

ハイフレックス（Hybrid-Flexible：HyFlex）型の授業は、同じ授業内容を対面とオンラインで同時
に行う授業方法です。学生は自身の状況に応じて対面授業を受講するか、同時双方向型のオンライン
授業を受講するか自由自在に選択できます。さらにハイフレックス型の授業を実施したうえで、その
録画を転用することもできます。そのため、留学生の来日の問題や個々の学生の感染リスクに対する
許容度などに柔軟に対応できます。 
②分散型 

分散型の授業形態は、同じ回に異なる内容の授業を対面とオンラインで行い、学生は分散して受講
する授業方法です。演習、実験、実習といった対面方式が求められる授業で、教室や使用機器など必
要な教育環境の不備によって実施できない場合に適用されます。分散型授業運営においては、実施受
講生を学籍番号の奇数・偶数などで分け、半分の学生は対面授業を受講、残りの学生はオンライン授
業（教員が準備したオンデマンド型、あるいは別教員や TA による同時双方向型の授業）を受講させ、
次の回ではそれを入れ替えるといった方法がとられます。コロナ禍における受講人数制限などをふま
えると、分散型によって教育の質を担保し、授業期間の延長なく実施することが可能となります。 
③ブレンド型 

ブレンド型の授業形態は、学生を分けるのではなく、対面で授業実施する回とオンラインで授業実
施する回に分けて授業行う方法です。例えば全授業のなかで、対面が望ましい回（初回・最終回、演
習回など）を対面で実施し、それ以外はオンラインで実施することなどが想定されます。コロナ禍に
おける対面授業の実施は、環境整備、感染リスクの観点から困難が伴います。そのため対面にすべき
授業回を精選し、オンラインでも対面でも学習効果に遜色のないコンテンツ、またはオンラインの方
が学習効果の高いとされるコンテンツの選択、調整が重要となります。 
 

以上に示した授業方法の工夫は、ディプロマ･ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ
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ン・ポリシーといった大学教育の根幹を具現化する際にも重要な観点となります。各科目の特性を踏
まえ、最善の授業方法を検討、実施し、振り返り、工夫することが必要不可欠となるでしょう。 

（今井康晴） 
 
引引用用・・参参考考資資料料  
文部科学省 「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」
https://www.mext.go.jp/content/1421692_1.pdf(2021/11/11 参照) 
文部科学省 「主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改
善）について」https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf(2021/11/11 参照) 
文部科学省 「GIGA スクール構想の実現について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm(2021/11/11 参照) 
京都大学「ハイブリッド型授業とは」https://www.highedu.kyoto-
u.ac.jp/connect/teachingonline/hybrid.php(2021/11/11 参照) 
文部科学省「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業の実施状況」
https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf（2021/11/11 参照） 
文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_syoto01-000007775.pdf(2021/11/11 参照) 

   

26



大大学学ににおおけけるるカカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントト  

‐‐テティィーーチチンンググ・・ポポーートトフフォォリリオオをを中中心心にに‐‐  

 
１１．．テティィーーチチンンググ・・ポポーートトフフォォリリオオをを活活用用ししたた授授業業改改善善  

授業実践記録とそれに教員の省察を加えた書類であるティーチング・ポートフォリオ（Teaching 
Portfolio）を作成することで、大学教員は、自らの授業を記録し整理し、授業の改善と向上に役立て
ることができます（土持 2007）。杉本（1997）によると、カナダ大学教員協会が「ティーチング・ポ
ートフォリオの構成項目例リスト」を掲げていますが、この 49 項目のなかでトップ 10 に選ばれ頻繁
に用いられるものは次の各項目です（土持 2007）。 

①学生による授業評価データ 
②授業担当のリスト 
③準備した教材の記述 
④授業改善のための学会、セミナー、ワークショップなどの教育活動への参加記録 
⑤同僚からの授業参観に対する陳述書 
⑥新たな教授法および効果的な評価法の試みを裏づける書類 
⑦非公式な学生による評価記述。試験に対するコメント、授業終了後の手紙および E-Mail の記録 
⑧授業あるいはカリキュラム開発への参加記録 
⑨優秀学生、大学院の修士および博士論文に効果的な指導をした証明 
⑩実習室でのワークブックあるいは学習記録 
京都大学高等教育研究開発推進センターでは、授業改善や教育改善の知識と経験、ノウハウなどを

教員コミュニティで共有するための FD 支援システム MOST（Mutual Online System for Teaching & 
Learning）を構築しています。オンラインツール KEEP Toolkit を使ってティーチング・ポートフォ
リオ（MOST では「コースポートフォリオ」）を作成することによって、大学教員の授業実践や教育上
の課題およびその改善プロセスをマルチメディア・ポートフォリオとして顕在化させています。コー
スポートフォリオを作成することで、各教員のコースの振り返りが促進されて今後のコースの改善へ
結びつく可能性が示唆されています（酒井・田口 2012）。なお、MOST の Web サイト「MOST 
GALAXY：スナップショットギャラリー」では、個人教員による授業改善や教員コミュニティによる
科目間連携などの「コースポートフォリオ」の作成例が公開されており、コースポートフォリオを作
成したい教員向けのワークブックも掲載されています。 
 
２２．．「「カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントト」」のの視視点点かかららのの授授業業改改善善  

ティーチング・ポートフォリオの作成によって大学の授業改善を行う際に、平成 29～30 年に告示さ
れた小学校・中学校・高等学校学習指導要領においても大きく扱われている「カリキュラム・マネジ
メント」の視点が参考になります。 

「カリキュラム・マネジメント」とは、「生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目
標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を
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評価してその改善を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するととも
にその改善を図っていくことなどを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動
の質の向上を図っていくこと」です（文部科学省 2019,下線は筆者による）。 

「カリキュラム・マネジメント」には、カリキュラム・デザインの側面、PDCA サイクルの側面、
内外リソース活用の側面、という３つの側面があります。このうち、教育内容を組織的に配列し編成
するカリキュラム・デザインの側面について、次の３つの階層が考えられるとしています（田村 
2017）。 

①教育目標を踏まえ、つなぐグランドデザイン（全体計画） 
②全単元を俯瞰し、関連付ける単元配列表 
③学びの文脈を大切にした単元計画 
これらは主に初等・中等教育段階を対象にしていますが、これを大学教育にあてはめるとどうなる

でしょうか。 
「①教育目標を踏まえ、つなぐグランドデザイン（全体計画）」については、初等・中等教育段階の

各学校で毎年度作成するグランドデザインでは、学校教育目標に基づき、その学校における教育が目
指す姿や学校経営の構想が１枚の図にわかりやすくまとめられたものです。大学教育においては、各
大学や教育組織（課程・学科等）で定めている３つのポリシー、特に、ディプロマ・ポリシーで示さ
れた卒業までに学生が身に付けるべき資質・能力を達成するために、カリキュラム・ポリシーで示さ
れた教育課程の編成・実施の在り方をどのように具現化するかということに相当します。 

「②全単元を俯瞰し、関連付ける単元配列表」については、大学教育では「カリキュラムマップ」
に相当します。「カリキュラムマップ」とは、「学生が身に付けることが期待される知識・技能・態度
等、学修目標として示される項目と授業科目との間の対応関係を示した図の総称。」のことであり、
「学生と教職員がカリキュラム全体の構造を俯瞰できるようにすることで、体系的な履修を促す意図
を持つ。学修目標と各授業科目の対応に加え、授業科目の目標や、開講学期等と組み合わせてマトリ
クス形で示されるものが多くみられる。カリキュラムマップのうち、特に順次性や授業科目間の関係
性を示すことを重視して、チャート型等で示したものは、カリキュラムツリーと呼ばれる。」とされて
います（文部科学省 2020）。なお、小・中学校において単元配列表を作成する際には、「生活科や総合
的な学習の時間と各教科等との関連を図ること」によって「互いに補いあい、支え合う関係にあり、
教育課程全体の中で相乗効果を発揮していきます」（田村 2017）とされています。大学教育におい
て、学校教員のような専門職養成や資格取得を主たる目的とする学部・学科等の場合には、実習科目
を中核としたカリキュラムマップやカリキュラムツリーを作成することによって、ディプロマ・ポリ
シーで示された育てたい人材像を達成するための、理論と実践を往還する教育課程を編成することが
可能になるでしょう。 

「③学びの文脈を大切にした単元計画」は、大学教育では、各授業科目のシラバスに相当するでし
ょう。初等・中等教育では、単元の時間数は、１時間から数時間、長いものでは 10 数時間になること
もあるでしょう。一方、大学教育では、7～8 コマあるいは 14～15 コマから構成される授業科目を１
つのまとまりとして、学生の学びを構成していきます。 

なお、「マネジメント」という用語からは、学校管理職などの一部の人が行うように捉えられてしま
うかもしれませんが、そうではありません。田村（2017）も、「単元配列表と単元計画表を作成するこ
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とが、学級担任などの最前線で実践する立場の人によっては大切な仕事になります。」と述べています
ように、初等・中等教育において大学教育においても、実際に授業を実践する教員一人ひとりが、カ
リキュラム・マネジメントの視点を持ちながら、組織的・計画的な授業改善に取り組む必要がありま
す。 
 
３３．．カカリリキキュュララムムママッッププをを活活用用ししたた授授業業改改善善  

大学が教職課程を編成し課程認定を申請する際には、教職課程コアカリキュラム対応表を用いて、
教職課程コアカリキュラムに記載されている事項をもれなく修得する教職課程が編成されていること
を示す必要があります。このような教育課程の編成および確認は、教職課程に限ったことではなく、
大学教育において体系的な教育課程の編成と見直しを繰り返す必要があり、体系的な教育課程を編成
するために「カリキュラムマップ」や「カリキュラムツリー」を作成します。文部科学省(2020)では、
「「カリキュラムマップ」の作成等を通じて、「卒業認定・学位授与の方針」に設定された各観点を満
たす上で必要な授業科目が過不足なく設定されているかを検証し、授業科目の設定や内容の検討に活
用するとともに、必修科目とそれ以外の授業科目を分類すること」「「カリキュラムツリー」の作成等
を通じて、各授業科目相互の関係や、学位取得に至るまでの履修順序や履修要件を検証すること」と
しています。 

ここでは、奈良教育大学大学院教育学研究科教職開発専攻（以下、同専攻）の事例を紹介します。
同専攻は、専門職学位課程としての教職大学院です。 

同専攻では、ディプロマ・ポリシーに対応させながら、「学びの４コース」それぞれについての７つ
のプロフェッショナル・スタンダードおよびコース共通の５つのコア・スタンダードにより、同専攻
の修了生に育成する資質・能力（達成目標）を設定しています。そして、各スタンダートと授業科目
との関連を、カリキュラム・フレームワークに示すことによって、各授業科目における理論と実践の
往還を実現させています。各授業科目のシラバスにも、到達目標、授業の概要、授業計画（内容と方
法）、テキスト・参考図書・教材、評価方法、準備・学習時間等に加えて、カリキュラム・フレームワ
ーク上の位置が明示されているため、学生はその科目の履修で何を身に付けることになるか、そして
教員はその科目の到達目標を実現するためにはどのような授業を計画・実施すればよいか、それぞれ
が常に意識できるようになっています。加えて、教員組織としても、カリキュラム・フレームワーク
のスタンダードに示された目標と各科目との関連から、自身の担当授業科目において扱うスタンダー
ドが、他にどの授業科目でも扱われているかを知ることができるため、同専攻全体の教職課程を意識
しながら、担当授業科目を計画・実施・改善することができます。 

また、同専攻では、アセスメント・ガイドブックを作成し、各科目がどのような規準・基準によっ
て評価されるかをルーブリック形式で示し、シラバスと連動させて学生と教員が相互に授業計画、授
業の内容・方法、単位認定の仕方を確認できるよう工夫しています。さらに、教員全員がすべての授
業の電子ポートフォリオを閲覧できるようになっており、シラバス上の授業計画のレベルにとどまら
ず、各授業でどのような学習や指導がなされているのかを相互に確認しながら自身の授業を構成する
ことが可能になっています。 

なお、同専攻のカリキュラム・フレームワークおよびアセスメント・ガイドブックについては、同
専攻の Web サイト、小柳（2009）、松川・小柳（2010）等で紹介されています。 
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４４．．テティィーーチチンンググ・・ポポーートトフフォォリリオオをを中中心心ににししたた大大学学ののカカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントト  
ティーチング・ポートフォリオを作成することにより授業改善を図ろうとする際、個人レベルでの

ティーチング・ポートフォリオ作成や授業改善には限界があります。大学として、あるいは、学部・
専攻等の教育組織として、「カリキュラム・マネジメント」の視点を持ちながらカリキュラムマップや
カリキュラムツリーを作成するという組織的な取組があるからこそ、輩出したい卒業生・修了生のイ
メージを共有した授業改善・実践が実現できるでしょう。 

（信州大学学術研究院教育学系 谷塚光典） 
 
文文献献・・WWeebb ササイイトト  
京都大学高等教育研究開発推進センター MOST  https://www.highedu.kyoto-

u.ac.jp/connect/projects/most/ 
松川 利広・小柳 和喜雄 (2010)．学習者ベースのカリキュラムと指導体制の工夫（特集 教職大学院で

学ぶ） Synapse（ジアース教育新社），2，20-23 
文部科学省 (2019)．高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説総則編 東洋館出版社 
文部科学省 (2020)．「教学マネジメント指針」（令和 2 年 1 月 22 日 中央教育審議会大学分科会） 
小柳 和喜雄 (2009)． 教職大学院の現状とスタンダード開発の取り組み 日本教師教育学会年報，

18，38-47 
酒井 博之・田口 真奈 (2012)．大学教員のためのコースポートフォリオ実践プログラムの開発 日本

教育工学会論文誌，36(1)，35-44 
杉本 均 (1997)．アメリカの大学におけるティーチング・ポートフォリオ活用の動向 京都大学高等教

育叢書，2，14-30． 
田村 学 編著 (2017)．カリキュラム・マネジメント入門―「深い学び」の授業デザイン 学びをつな

ぐ 7 つのミッション 東洋館出版社 
土持 ゲーリー 法一 (2007)．ティーチング・ポートフォリオ―授業改善の秘訣 東信堂 
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通通信信教教育育課課程程のの授授業業のの形形態態  

 
１１．． 授授業業形形態態のの種種類類  

通信教育課程における授業の形態は、以下 4 つがあります。 
 
（１）テキスト科目 
（２）スクーリング科目（対面） 
（３）スクーリング科目（メディア） 
（４）テキストスクーリング科目 

 
２２．．そそれれぞぞれれのの授授業業形形態態ににおおけけるる授授業業実実施施方方法法  
（１）テキスト科目 

印刷教材（「オリジナルテキスト」もしくは「市販書籍および学習の手引き（教員作成）」）を用いて
基本的に学生が自学自習する学習形態です。本学通信教育課程では「8 ターム制度」を採用しており、
1 ターム（約 1 ヶ月）で最大 2 科目を履修し、単位を修得します。各科目の開講時期は、奇数ターム
（1、3、5、7）と偶数ターム（2、4、6、8）に分かれており、年 4 回ずつの開講です。 

担当教員・学生間や学生同士の質問・ディスカッションの対応・実施、中間試験・単位修得試験の
受験、成績通知等は全て本学 e ラーニングシステム（CoLS（コルズ））を利用して行い、学生は通学
不要で完結します。 

ターム開始後、概ね 2 週間後に中間試験、4 週間後に単位修得試験を実施します。いずれの試験も
CoLS（コルズ）にて実施され、週末（金・土・日等）の 3 日間ないし 4 日間が試験期間です。試験形
式は、「レポート形式」と「テスト形式（択一・穴埋め・短文回答等）」のいずれか、もしくは併用で
実施されます。 

中間試験の合格（60％以上）が単位修得試験の受験資格となり、単位修得試験の結果を受け、総合
評価で最終成績が判定されます。 
 
（２）スクーリング科目（対面） 

いわゆる通常の通学式授業の集中授業の学習形態で、自宅学習のみでは理解が難しい科目や実践的
な技術が必要な科目、実技・演習を伴う科目を中心に開講しています。学生への連絡事項通知、事
前・事後課題等の提出、成績通知等は、CoLS（コルズ）を利用して行います。 

 
スクーリングの日程については、年間 8 日程（6 月、7 月、8 月(2 回)、11 月、12 月、1 月、2 月）

を、下記の 3 種類いずれかで開講しています。 
 
・週末スクーリング：土日・土日と 2 週を使い、4 日間で実施する日程 
・短期スクーリング：土日祝の 3 連休を使い、3 日間連続で実施する日程 
・夏期スクーリング(8 月のみ)：8 月のお盆前後に 6 日間連続で実施する日程 
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原則全ての授業時限に出席することが単位修得の条件です。授業内で実施する試験や課題、事前課
題もしくは事後課題、授業態度等の総合評価で成績が判定されます。 

 
（３）スクーリング科目（メディア） 

事前に録画された授業動画を、学習期間中（約 1 ヶ月間）にパソコン等で視聴し、確認テストや最
終テストを Web 上で受験して単位修得する学習形態です。スクーリング科目でありながら自宅で授業
を受けられ完結するのが特徴です。学習期間中であれば、学生は 24 時間いつでも受講をすることがで
き、動画も何度も視聴することができます。担当教員・学生間や学生同士の質問・ディスカッション
対応や成績通知等は、CoLS（コルズ）を利用して行います。 

科目の単元（授業回）ごとに授業動画が区切られており、各回に確認テストが設けられています。
学習期間中に、全ての授業動画を視聴するとともに、全ての確認テストに合格することが、単位修得
の条件で、確認テストは合格するまで何度でも受験することができます。また、確認テストとは別
に、基本的に成績評価のための課題レポートや試験が課されます。 
 
（４）テキストスクーリング科目 

テキスト学習とスクーリング学習（対面）の両方を組み合わせて学習する履修形態です。全 15 回の
授業回のうち、前半 7 回をテキスト、後半 8 回をスクーリング(2 日間)の形態で実施します。本学習形
態は教職課程の一部科目でのみ開講する授業形態であり、スクーリング部分では模擬授業やグループ
ワーク・ディスカッション等を必ず実施し、教育実習や教育現場での実際の授業実施に役立つ授業内
容になっています。 

成績評価はテキスト学習の成果、スクーリングの授業態度及および成果等を総合的に評価します。
テキスト学習の成果については、スクーリング初日にテストを行うか、事前課題を提出するかのいず
れかが必ず課されます。スクーリングに関しては、原則全ての授業回（8 時限分）に出席することが単
位修得の条件です。 

 
３３．．22002222 年年度度以以降降のの展展望望  

新たな授業形態として、Zoom 等のオンラインシステムを用いたリアルタイム遠隔授業「スクーリン
グ科目（ライブ）」を設け、全国に居住している通信教育課程の学生により利便性の高い学習形態を提
供していく予定です。 

（菅原 恵） 
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配配慮慮をを要要すするる学学生生へへのの対対応応  

 
１１．．配配慮慮をを要要すするる学学生生へへのの対対応応  
 
（１） 障がいへの理解 
 

障がいのある学生が入学、また在学中に事故等で障がいをもってしまう場合があります。学生の
障がいは一人ひとり異なるため、それぞれの障がいの特性を十分理解して適切なサポートを行う必要
があります。 

本学ホームページにも「障がいのある学生の学修支援に関わる基本方針」が掲載されています
（https://www.tokyomirai.ac.jp/info/disclosure/disability_support.html）。 

 
①聴覚に障がいのある学生  
口の動きを読み取れる学生とコミュニケーションをとる際は、ゆっくりと、正面を向いて、はっき

りとした口の形で発音をするように心がけてください。また必要に応じて筆談も交えましょう。本
人・保護者の希望により、授業内において補助ツールを使用することもあり、現在は授業内容をテキ
スト化するアプリ（UD トーク）も導入しています。 

 
②視覚に障がいのある学生 
視覚に障がいのある学生は、教員が板書した内容や、配布されたプリントを理解することが困難な

ため、教員はそれらを読み上げながら授業を進める必要があります。 
また、本人から座席に関して相談があった際は、前方へ着席させ、なるべくスクリーンや黒板の見

えやすい席を指定してください。 
 
③肢体に障がいのある学生 
車いすを使用する学生の場合、扉の開閉、階段（段差）の昇降、トイレ使用の時などにサポートが

必要な時があります。また、身体を自由に動かすことが困難な学生の場合は、教科書のページをめく
ったりする作業を補助することが必要です。 

 
（２）特別な配慮の必要な学生に対する対応について 

 
障がいのある学生が入学したり、また在学中に事故等で障がいをもってしまったりする場合があり

ます。学生の障がいは一人ひとり異なるため、それぞれの障がいの特性を十分理解して適切なサポー
トを行う必要があります。 

 
学生から特別な配慮の申し出があった場合は、キャンパスアドバイザーが窓口となり「学修上の配

慮と手続きに関する事前説明シート」をもとに下記の確認をしていきます。 
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□ 東京未来大学の配慮についての根拠となる法律の概要 
□ 支援対象 
□ 支援範囲 
□ 支援体制 
□ 合理的配慮の申請手続き 
□ 大学が本人に支援を提供できなくなる場合 
□ 学生が障害等をオープンにすることについて 
□ 配慮を希望する本人が努めること 

 
その後、担当のキャンパスアドバイザーは、学生および保護者・保証人と面談を行い、「支援内容

書」「配慮願」「診断書」を支援内容に応じて各種委員会・各学部教授会にて審議を行います。配慮内
容が定まり、学部長承認がなされたのち、各授業担当教員へも周知して参ります。必要に応じて学生
相談室（わかばルーム）のカウンセラーとも連携を取りながら、障がいのある学生の希望との調整を
行うことにしています。 
 
（３）悩みのある学生への配慮 

 
診断書の提出や支援の申し出のある学生には、各個人の特性に基づき、関係者で情報を共有してき

め細かな具体的支援をします。 
 
また、本人や保護者が気づいていない場合に関して、｢気になる学生」や「困った学生」に気づいた

際は、各教員より担当のキャンパスアドバイザーにご相談ください。担当キャンパスアドバイザーよ
り、学生相談室（わかばルーム）へ相談するよう学生本人に伝えていきます。学生相談室では、関連
関係者と連携をとりながら、必要があれば専門機関へ繋げます。 

 
（４）障がいのある学生に関する問い合わせ 

 
障がいのある学生に関する問い合わせについては、まずは該当学生の担当キャンパスアドバイザー

が相談窓口となっています。なにかあれば、まずは担当のキャンパスアドバイザーにお問い合わせく
ださい。 

（酒井信幸） 
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3．学修成果と成績評価 





 

  

評評価価のの種種類類ににつついいてて  

 
１１．．絶絶対対評評価価とと相相対対評評価価  
例えば、中高の期末テストの個人の成績により、評価が行われる場合には、絶対評価と言います。大

学における成績も基本的には絶対評価です。ある基準に到達しているかどうかに注目し評価をするので
あり、他の人との成績の比較はありません。絶対評価では特に評価する規準（評価する項目）と基準（評
価の尺度）に注意する必要があります。 
一方、大学入試や多くの国家試験（宅建士試験や司法試験など）は、個人の成績を利用し、何％まで

を合格とするという評価を行いますがこれを相対評価といいます。受験者同士の相対的な位置関係で順
位尺度を利用して評価をするものです。 

以下に示す評価のほとんどの評価方法は絶対評価がベースとなっているものと言えます。 
 
２２．．教教育育学学ととししててののエエババリリュュエエーーシショョンンととアアセセススメメンントト  
評価の意味には少なくとも二つの意味があります。成績に関する評価（エバリュエーション）と到達

目標に関する評価（アセスメント）です。エバリュエーションは成績をつけるための評価であり、アセ
スメントは現状を把握し教える側が教育改善を行うための評価です。 
大学の教育であっても、成績評価であるエバリュエーションを行う前提として、今後ますますアセス

メントも必要とされる時代が来ると思われます。アセスメントの方法としては、成績評価とは別に行う
小テストや振り返りシート、概念地図、ポートフォリオを提出してもらうことなどが考えられます。 
エバリュエーションは総括的評価に、アセスメントは診断的評価や形成的評価に近いものと言えます。 

 
３３．．診診断断的的評評価価、、形形成成的的評評価価、、総総括括的的評評価価  
（１）診断的評価 
学習前の概念、知識・技能の状態を評価するものです。昔流行った用語ですとレディネスに近いもの

です。構成主義学習理論の立場から見たときは、学習前のプレコンセプションやオルタナティブフレー
ムワークなどといったものです。プレコンセプションやオルタナティブフレームワークを概括的に示し
ますと、学習前の学習者が持つ概念のことです。例えば、授業で「科学者」について扱おうとしたき、
学生にあらかじめ「科学者」概念を、概念地図法を用いて明らかにした場合の、学生の「科学者」概念
の地図等を指します。余談ですが、「白衣を着ていて、髪の毛はちりちり、眼鏡をかけていて、フラスコ
を持っている」イメージ、皆さんもありませんか？ 
（２）形成的評価 
学習途中の評価であり、単元に注目すれば、単元途中の到達度を見る、一授業に注目した時には、一

授業の目標の途中で、その授業目標を到達するための評価です。 
大学の授業で具体的に言うと、前者の場合、１４回の授業が３つの「かたまり」からなっている場合、

その「かたまり」を単元と呼び、その「かたまり」の途中でそれぞれその「かたまり」ごとの目標に対
する評価をして、到達度を見ることです。後者の場合は、１４回の授業の各回のそれぞれの授業の途中
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でその授業の目標ごとにその時点での到達度を評価することになります。 
いずれにせよ、単元や授業ごとの評価可能な目標の設定が必要になります。また評価後、学習者にど

のようにフィードバックを行うかも課題です。 
また、形成的評価は、性質上、本来はアセスメントとして行うべきなのですが、実際にはエバリュ

エーションにもなっていることが多いのが現状です。たたし教授者はどの視点から評価するのかは明確
にしておく必要があります。 
評価方法は原則的には診断的評価と同様の方法でも行えますが、授業途中の評価は教授者にとっては

苦労しますので、観察法もよく用いられます。 
（３）総括的評価 
総括的評価は成績を確定する評価です。大学で言えば最後に行うテストやレポートにより行う成績評

価を指します。ただし途中で行う小テストや各回の授業で行う小テストであっても、成績換算するため
のものは総括的評価になります。一方、学習者への到達度のフィードバックや授業改善に使用する場合
は形成的評価になります。このように評価が総括的評価にも形成的評価にも使用されることがあります。
授業を行う側としては、その評価を、どのような位置づけのもと行っているのかを自覚する必要が少な
くともあるのではないでしょうか。 
それでは、診断的評価、形成的評価、総括的評価は、実際にはどのような観点を使用し評価されてい

るのでしょうか。 
 
４４．．観観点点別別評評価価  
観点別評価は、小学校、中学校、高等学校で使用されてきたもので、過去には教科ごとに３から５つ

程度の観点がありましたが、現在は「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態
度」の３観点に統一され使われるようになっています。小学校、中学校、高等学校ではこれらをもとに、
年間指導計画、単元の指導計画、本時案の各目標を設定するとともに、それらの目標をもとに形成的評
価や総括的評価を行います。残念ながら診断的評価も導入されている例は少ないのではないかと思われ
ます。すなわち、これら３つの観点を基にした目標に基づき評価をすることになっています。目標に準
拠した評価が明確になったと言えます。 
観点別評価は指導要録に記載されるとともに、多くの場合、小学校、中学校では通信簿にも記載され

ています。高校の場合、指導要録に観点別評価を記載する義務がなかったため、ほとんどの場合、観点
別評価が通信簿には記載されていなかったのではないかと思います。 
※高校のみ、指導要録記載が不要であったため、現実には観点別評価はほとんど行われていませんで

したが、令和４年度からは高校でも実際に行われる予定です。行われると義務ではないのですが、小中
と同様に高の通信簿に観点別の成績評価が記載されるようになると思われます。大学でもいずれなるか
もしれませんね。 
 
５５．．目目標標にに準準拠拠ししたた評評価価  
授業や単元の目標が達成されているかという視点から評価することです。 
大学では、シラバス記載の目標を軸に評価しているとは言えないケースがまだまだあるのではないで

しょうか？この（これらの）目標をたてて授業を行うと宣言したからにはその（それらの）目標に到達
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しているのかという観点から評価をしないと約束違反の可能性があります。また１回目において行うべ
き、目標と評価の方法に関するインフォームドコンセントも約束をするという意味で重要になると思わ
れます。 
 
６６．．他他のの評評価価ににつついいてて  

評価とついている用語について簡単に次に説明します。 
（１）ポートフォリオ評価  
学びの記録を集積し、形成的評価や総括的評価を行うものです。例えば、計算途中で計算間違いをし

た通常なら丸めて捨てるものやレポートやスケッチの下書き等も含めた学びの記録となるものも一般
的には含みます。 
（２）自己評価  
学習者が学びを自分で振り返り学びの評価を行うことです。これを授業者が形成的評価や総括的評価

に使用することもありえます。例えば授業の最後に振り返りシートを用いて、学習者自らがその日の自
分の学びを振り返ることで、自己省察を促すことができます。 
また１４回目の授業の７回目あたりで振り返りシートを導入することによって、自己による形成的評

価として、これまでの学びの自己省察が促せます。 
（３）学習者によるピア評価  
学習者集団によって、学びを評価することです。例えば模擬授業を他の学習者が評価することがあげ

られます。学びの集団による者からの同じ目線から気が付いたこと等が提示されるため、指摘事項を受
け入れやすいと思われます。 
（４）複数教師によるピア評価  
授業の目標設定やシラバス、評価が妥当かどうかを他の教師が評価することです。シラバスチェック

などがこれにあたります。また大学における相互授業参観も参観者からのフィードバックを受けるので
これに該当すると言ってよいでしょう。 
（５）ルーブリック評価  
授業の目標ごとに複数の評価規準・評価観点を作成し、評価尺度等の基準を用い、多面的に行う評価

です。観点別評価もこれに含まれると言ってよいと思われます。 
（６）概念地図法やウェブマップ法を用いた評価  
現在の学習者の概念又は知識のつながり等を見ることができるので、主に診断的評価に利用されてい

ます。ただし、授業や単元の途中・最後でも行うことができ、その場合は形成的評価や総括的評価とし
ても利用できます。 
概念地図法は学習者の現状の概念のつながりや学びの状態を見ることができるだけではなく、日常概

念とのつながりも見ることができるため、真正の評価として利用するのに適しています。一方、概念地
図を描くためだけに授業時間を使用しなければなくなってしまうため、初年次教育で描き方の訓練をす
る必要が生じます。描き方の動画等を作成しておき、反転学習として学んでおいてもらうことも可能で
しょう。 
（７）パフォーマンス評価  
行動を観点ごとに分析し行う評価です。例えば、ガスバーナーの使い方を元栓を開けるところから閉
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めるところまでの項目ごとに学生の行動に対し〇△×をつけていくなどです。また小、中で広く行われて
いる授業中の態度や発言を中心に評価する方法である観察法もこれに含まれると思われます。パフォー
マンス評価は特に獲得した技能を評価するのにはとても向いています。また、やる気や興味・関心とっ
た態度評価にも使われています。一方、知識や概念といった内面の評価には向いていません。 
（８）真正の（オーセンティック）評価  
真正の評価とは、実際の文脈に近い形で知識や技能を使用できる「生きた」知識や技能が獲得できて

いるかどうかを評価することです。どの授業もこの評価の視点は必要だと思いますが、特にレポートの
書き方や文献の調べ方、表記の仕方など大学生がもつべき初年次教育としての「学びの作法」に関する
科目や教員養成科目、保育士養成科目の中の実技を伴う授業にあっては、評価が常に真正の評価となっ
ているのかを検討しながら行っていく必要があるかもしれません。 

評価の方法としては、学びの過程を継続して評価できるポートフォリオ評価、大学で学んだ学問的
概念が学習者の日常知を含む既有の概念と結びついて「日常でも使える」ものとなっているかどうかを
評価することができる、概念地図法やウエッブマップ法、複数の観点から多面的に評価を行うことがで
きるルーブリック評価法などがあります。 

（鈴木哲也） 
参考文献 
・中島英博（編）(2018)『学習評価』玉川大学出版部 
・高浦勝義(2000)『ポートフォリオ評価入門』明治図書 
・武村重和（監訳）(1993)『理科学習の心理学』東洋館出版 
・恒吉宏典、深澤広明（編）(1999)『授業研究 重要用語 300 の基礎知識』明治図書 
・文部科学省初等中等教育局教育課程課(2020)「新学習指導要領下における学習評価及び指導要録の

改善について」（https://www.mext.go.jp/content/20201209-mxt_daigakuc02-100014554_32.pdf
2020 年 11 月 25 日現在） 
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4．授業評価アンケート 
  

 
 
 

  
  
 





授授業業評評価価アアンンケケーートト  

 
１１．． FFDD 活活動動ににおおけけるる授授業業評評価価アアンンケケーートトのの位位置置づづけけ  

 
授業評価アンケートの計画・実施・分析・公表に関する事項は、2007 年に制定された「東京未来大

学教育改善向上委員会規程」において FD 委員会の審議事項の１つに位置づけられています。また、
この規程において、FD 委員会は授業評価の実施内容等を決定できるとともに、授業担当者へのアンケ
ート結果の通知や結果の公表、結果に基づいた授業改善等に関する資料の提供をできるとされてお
り、授業担当者から受講生へのフィードバックの促進や、ベストティーチャー賞の選出も行われてい
ます。 
なお、通信教育課程においては通信教育の特殊性から通信教育課程部会が通信学務委員会と連携し

て授業評価アンケートを行っています。 
 

２２．．授授業業評評価価のの項項目目とと評評価価のの方方法法  
 

授業評価アンケートの実施に先立ち、その目的が授業および授業環境の改善のための基礎資料を得
ることであり、回答内容によって授業の成績は左右されないことが受講生に明示されています。ま
た、基本的には各学期授業における第 12 回あるいは第 13 回において受講生に回答を依頼するように
FD 委員会から教職員に依頼されますが、実際には最終回の授業においても十分に回答できる日程が設
定されています。 
本学で用いられる授業評価項目と選択肢は、表１の通りです。なお、2021 年度春学期は遠隔による

授業が中心であったため、それに伴い一部のアンケート項目が変更されています。 
 
３３．．授授業業評評価価アアンンケケーートトのの活活用用  
 
授業評価アンケートの方法や結果は、FD 活動年報において報告されています（2020 年度 教育改善

向上（FD）活動年報，2021b）。また、FD 委員会は、授業担当者に対して授業評価アンケートの結果
をふまえた受講生へのコメントの入力を依頼しており、これらは受講生に公開されています。 
加えて、授業評価アンケートの結果はベストティーチャー賞の選出に活用されています。ベストテ

ィーチャー賞は、「東京未来大学教育改善向上委員会規程におけるベストティーチャー賞に関する細
則」において、「特に優れた授業を常時行っている者に授与するもの」であり、毎年度１回以上 FD 委
員会が選出し、学長の名で表彰するものと定められています。2020 年度においては、春学期と秋学期
に各 5 名、合計 10 名がベストティーチャー賞を受賞しています。 
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表１ 2021 年度春学期における授業評価アンケート項目 

設問 質問文 
1 この調査は、授業改善を目的として行うものです。回答は統計的に処理されます。回答内容は

成績評価に反映されませんので、質問に率直にお答えください。なお、他者を不当に貶めよう
とする回答や虚偽の回答はしないようにしてください。 
「回答する」を選択して次へ進んでください。 

2 あなたの学部・専攻を選択してください。 
3 あなたの学年を選択してください。 
4 あなたの性別を選択してください。 
5 この授業についてお尋ねします。各質問に対して、もっともよくあてはまると思うところを

選択してください。ただし、質問の内容がこの授業に該当しない場合や、質問に答えたくない
場合は、その質問には回答せず、次の質問へ進んでください。 
「回答する」を選択して各質問へ進んでください。 

6 準備されていた教材（配布資料、動画、スライドなど）は十分だったと思いますか。 
7 授業の内容は、授業のテーマ（授業名やシラバス）に沿っていたと思いますか。 
8 質問をする機会は十分あったと思いますか。 
9 自ら学ぶように促されたと思いますか。 

10 教員は、はっきりとした声や言葉で説明をしていたと思いますか。 
11 教員は、具体例を挙げる、まとめを行うなどの工夫をし、わかりやすく説明していたと思いま

すか。 
12 教員は、学びやすい授業環境を作るように努めていたと思いますか。（遠隔授業では、授業の

受け方や配布資料の活用方法の説明、CoLS のお知らせ配信など。対面授業では、開始・終了
時の挨拶や私語への注意など。） 

13 あなたは、この授業によって身についたものに満足できたと思いますか。 
14 あなたは、この授業を受けたことがない人に薦めたいと思いますか。 
15 あなたは、授業に参加するにあたって十分に準備をして臨みましたか。 
16 あなたは、授業中に関心をもった内容について深く考えましたか。 
17 あなたは、時間を決めて受講するなど、この授業を計画的に受けられましたか。（遠隔で実施

された授業があった場合のみ回答してください。） 
18 この授業の課題の量はどうでしたか。 

｛多い、やや多い、ちょうどよい、やや少ない、少ない｝ 
19 授業の難しさ・易しさはどうでしたか。 

｛難しい、やや難しい、ちょうどよい、やや易しい、易しい｝ 
20 この授業について、よかった点があれば具体的に記述してください。 
21 この授業について、改善してほしい点があれば具体的に記述してください。 

注）東京未来大学教育改善向上（FD）委員会（2021a）を一部改変のうえ引用。質問 1 と質問 5 は回
答方法に関する説明。質問 6～質問 17 の選択肢は、「そう思う」、「ややそう思う」、「どちらともいえ
ない」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」。 

（野中俊介） 
引引用用文文献献  
東京未来大学教育改善向上 FD)委員会（2021a）．2021 年度春学期授業評価アンケート実施のお願い 
東京未来大学教育改善向上(FD)委員会（編）（2021b）．2020 年度 教育改善向上（FD）活動年報
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5．授業実践事例 
  

 
 
 

  
  
   





認認識識とと感感性性をを繋繋ぐぐたためめののよよりりよよいい学学びびののププロロセセススのの検検討討

－－ポポーートトフフォォリリオオをを用用いいたた「「子子どどもも美美術術」」のの事事例例かからら－－

１１ ははじじめめにに

本稿の目的は，演習科目における理論と実践の繋がりを意図したマナビのプロセスを検討することで

す。特に造形活動における認識と感性を結ぶアウトプットとしてポートフォリオを用いた事例を取り上げま

す。保育・教育専攻の 年次生が秋学期に履修する「子ども美術」は，幼児の表現活動における適切な教材

の選択や支援をテーマとしています。その土台となる文化人類学的な概念は、身近にあるものを寄せ集めて

つくる「ブリコラージュ」（レヴィ＝ストロース ）です。果たして学生が造形上の試行錯誤を満足にし

てきたかというと、昨今の生活の変化からその経験値は大きな幅があるため、まず授業においては、素材や

材料と関わる体験時間を最大限確保することを重視しました。そして客観的に創作を省察する手立てとして

構想したのが、ポートフォリオを組み込む学修のプロセスでした。

２２ 素素材材のの特特性性とと共共ににああるる造造形形活活動動

本講座は、幼児の造形表現活動を指導支援する上で必要な知識や技能、心構えを習得することを目的とし

ており、具体的素材や描画材としては、新聞紙、牛乳パック、クレヨン、水彩絵の具，紙粘土，トーナルカ

ラー 色 、共用の絵の具、スチレン板、多色色鉛筆、キューブ木材、羊毛等を設定しました。ポートフ

ォリオは、学生のより深い省察方法の検討として 年から取り組みました。その出力の枠組みは少しず

つ変化しましたが，その根底にあるアートは「事物」と「感覚・感情」の異なる次元の統合であるという認

識は変わりません。

またこれらの指示表出と自己表出に分節しない丸ごとの捉えは，直観的な「言葉にならない」領域を示唆

します。幼児教育で重要性が指摘されている「非認知能力」は，造形活動においては身体が獲得するもの，

美的で感性的な領域との相関性が高いと捉えられます。例えばある時、 歳の女児がドングリを拾ってき

て、その外れてしまった笠を自発的に探し出す遊びの場面で、逆さにしても外れない「ドングリの帽子」を

４つ見つけ出しました。ここで発揮された「微細な」感覚や，素材と一体化し集中する感覚と同等の体感を

得ることを子ども美術では目指しています。

３３ 授授業業のの実実際際

素材の特性を体感する第 回水彩画のプログラムでは、以

下のようなワークフローを設定しました。

手慣らしメモリードローイング： 分（「ゾウとサイ」等記

憶／観察で描いて比較する）

① ：緑色の混色を工夫して草をのびのび描き、クレヨ

ンで場を構想して描き加える。

② ：水で湿らせて色をおきにじみの体験

③ ：フィンガーペインティング

図図 ポポーートトフフォォリリオオ例例①①
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実施に当たっては時間が足りなくなる状況が想定され、調整する方法として使用する紙面の大きさの吟味

は欠かせません。この水彩画演習では、筆の筆致を大切にする １は今回使用した中では最も大きな八

切画用紙 × ㎜ 、 は葉書二枚分の大きさの画用紙、 は八切の色画用紙を半分に折って使

用しました。手の操作性や絵の具の密度感などを楽しめ幅広い創作体験となり、「水の調整を学ぶことがで

きた」「色の混ざり合いや組み合わせが思った以上にキレイにできた」等の感想には、その実感が示されて

いました。

学生は帰宅後、これらの体験を経て学んだことを、客観的視点を加味したポートフォリオにまとめます。

これらの作成に当たっては、「ドキュメンテーション」を意識し、自分の考察、分析、意見が記述されてい

ること、美的に構成することを課題としました。支持体であるスケッチブックについては、これまで市販の

から のものを使用していましたが、本年度は手製のスケッチブック（表紙と八切画用紙５枚にポンチ

と木槌で穴を開け、ハトメ鋲で固定したもの セット）を自作し好評でした。また、負担感を減らすために

全 回のうち 回分を選択し、第７回目に 回分、第 回目に残りの 回分を提出する流れとしまし

た。

３３ 問問いいとと学学びびのの出出力力をを意意識識ししたた学学修修過過程程

ポポーートトフフォォリリオオのの構構成成

授業での体験活動を視覚的に表出するに当たって，学生には，

「目に見えるもの 見えないもの」，「量的 質的」な偏りのない捉

えや感受を促すとともに，素材と一体となった感性的表象を記述

言語として落とし込めるよう指導しました。

図 は初回授業の新聞を素材にしたインパクトのあるポートフ

ォリオ例である。見出しには「一つの素材から生まれる物語／新

聞紙に手で様々な力を加え、生まれた作品が何にみえるか」と学

生自身のテーマが記されています。「新聞紙に触れる」コラムでは、新聞紙には裂ける方向のある縦目と横

目があることが体感的に語られ、「手で加える力」として「破る、丸める、折る、つまむ」類型とその形態

の変化はイラストでまとめられている。自由創作ではお椀がつくりたくなったそうで、最終的に出来上がっ

た「美味しい食卓」と題した画像が挙げられ、その探索的な創作過程が記されています。授業で配布した本

時のねらいとワークフローそしてキーワード解説の資料から、一歩自分自身に落とし込んだ表出を確認しま

した。

問問いいのの重重要要性性

古くから造形、美術関係は、能動的な学習形態からアクティブ・ラーニングを行ってきたといえます。し

かし、「楽しかったけど何を学んだか分らない」という認識に至らない記述が示すように、そこで働かせた

スキルとマインドが確実にあるのにもかかわらず体系的な学びに繋がらない分断があります。ここで特に重

要なのはその活動を支える「問い」であると思われます。教師が投げかけたもの、学生が日頃から火種とし

て温めてきたもの等様々な問いが学生間で反応し合い、展開していくのが授業という協働活動です。ポート

フォリオによる省察は、それらの問いの存在に気付き、教育的効果が期待されることを改めて確認しまし

た。未だ美的な表出には不慣れな状況ですが、認識と感性を繋げて少しずつ構成力が確かな納得のいくもの

に変容しています。 （髙橋文子）   

図図 ポポーートトフフォォリリオオ例例②②
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初初めめててのの遠遠隔隔授授業業ににおおけけるる配配信信教教材材のの工工夫夫  
 

 
11．．ははじじめめにに  

 
COVID-19 の感染症対策により、2020 年度の通学課程の大学教育は通常とは異なる遠隔による

教授が求められました。文科省（2020）の調査によると、2020 年 5 月では、90.0％の大学で遠隔
授業が行われ、対面と遠隔を併用した授業を行っている大学等は 6.8％、全面対面授業の実施は
3.1％でした。本学においても、4 月 13 日付で 2020 年度の春学期は「CoLS によるオンライン教材
を使用した遠隔授業」が実施される旨、学生に告知されています。 
森田（2019）が大学新 1 年生を対象としたパソコンスキルに関する調査によると、「パソコンで

メールの送受信をする方法がよくわからない」学生は 62％、「パソコンによる文書作成のしかたが
よくわからない」学生は 69％で、「大学での課題作成に不安を感じる」学生は 7 割近くいることが
明らになっています。このことは、本学の新入生も同様で、CoLS の機能や操作に試行錯誤しなが
ら遠隔による授業に取り組む学生が多いこと、また、自宅のネット環境が整っていない学生が少な
からずいると予想されたことから、大学での初めての学びがつまずきから始まらないよう工夫した
点について、以下報告します。 
 

２２．． 授授業業のの概概要要  
 
科 目 名 「心理学概論（こころの形成）」（講義） 
開講年次 1 年次春学期 
履修者数 104 名（内、再履修者 4 名） 

 
３３．． 授授業業のの方方法法  

 
授業はオンデマンド型で、配信したメイン教材は以下です。 

① パワーポイント（スライドショー）と印刷用に pdf 化したもの 
② 学びのワーク 
③ 資料 

 
自宅のネット環境が不安定だったり通信制限があったりする学生を配慮し，①のパワーポイント

については，各自のタイミングでクリックすると，読んでほしい順番で説明文が出てくるようスラ
イドショー機能を用いて作成しました。その際に工夫した点は、1 枚のスライドで提示する文字の
量とバランスを考え、「文字だけのスライドを見て学んでいる・・」という気持ちにならないよう作
成しました。また、視覚的情報量を統制したスライドだけでは理解できない部分や、本来の対面授
業ならば口頭で説明する内容については、クマのキャラクターが吹き出しで補足説明をしました。
また、PC の OS によってスライドショーやアニメーションが機能しないことがあったため、２つ
のバージョンで配信し、正しく機能する方で学ぶよう促しました。配信教材②の学びのワークにつ
いては、配信教材①をただ見て学ぶだけではなく、これから学ぶ内容について関心が高まるよう疑
問を投げかけて思うことをまとめたり、学んだ内容について自ら考えたりしながら学べるよういく
つかお題を提示し、ワークに書き込んでもらいました。また、わからないこと、疑問に思うこと、
わからなかったことを記入する欄を設け、質問などが記されていた学生へは、CoLs の添削機能を
用いて次回の授業までに個別に返信しました。出された質問をピックアップし、次回の授業スライ
ドで取り上げ補足説明も行いました。配信教材③の資料については、授業テーマに関連する資料の
みならず、学生から提出された教材②の学びのワークの内容をまとめ、他の学生はどのような考え
があったか共有できるよう作成し配信しました。 
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図 1 配信したメイン教材 
４． おおわわりりにに 
本科目では、学生が自分のタイミングでクリックしてスライドを進められるよう教材を作成し配信

しました。第 7 回の授業において、動画と本教材のどちらがいいか、また、自宅のネット環境の状況
を把握するためアンケート調査を行った結果、自宅のネット環境が不安定な学生が多く、また、自分
のタイミングや理解に合わせてスライドを進められること、わからないことがあれば前のスライドに
すぐ戻ることができることなどを理由に、多くの学生が本教材を選択しました。 
全授業が終了したあとに行われた授業アンケートの結果は、すべての設問において全学平均を上回

り、特に、「わかりやすく説明していたか」は 4.80（全学平均 4.27）で、97％の学生が満足した結果
となりました。また、「質問する機会があったか」は 4.77（全学平均 4.00）、「本授業を他の人に薦めた
いか」は 4.67（全学平均 4.03）で、94％が薦めてもいいというポジティブな結果となっています。 
遠隔授業を余儀なくされた 2020 年度は、対面授業と同等の学びを保証する教員の努力が求められる

1 年となりました。学生にとって学びやすく理解が深まる教材を作ることは当然ですが、ネット環境や
施設・設備が整った大学の中での学びではなく、家庭というさまざまな制限がある中で学ぶこととな
った学生一人ひとりの状況や実態を確認しながら、教材を工夫したり配慮したりする必要もありまし
た。社会の状況は常に同じではありません。学生の実態も同様です。遠隔授業であろうと対面授業で
あろうと、一人でも多くの学生が学びの意欲を高めて理解が深まるよう、教材研究を続けてまいりま
す。 （川口めぐみ） 

 
引引用用文文献献  
文部科学省（2020）．新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業の実施状況（令和 2

年 5 月 27 日） https://www.mext.go.jp/content/20200527-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf
（2020 年 9 月 21 日アクセス） 

森田亜矢子（2019）．初年次教育における ICT 教育とパソコン利用に関する学生の利用実態 関西
大学インフォメーションテクノロジーセンター年報：IT センター年報，8，3-22． 
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映画等を用いた立体的な授業づくり

． はじめに

映画は“つくり人の意図を、映画を通して相手に伝えることを意図しているために、現実の複雑な人

間関係とか、矛盾した情緒とか、実際だったらもっといろんなことが起こるであろう可能性を割愛し、

省略して、観客がつくり人の意図を日常以上に強い印象と感動を持って受け止めることのできる”（小

此木啓吾、 年、『映画でみる精神分析』、彩樹社）ようにつくられています。映画のこの特性は、実

際の事例を取り上げることが難しい「学部」の心理学の授業と相性が良く、私は授業で映画等を援用

しています。映画を用いて心理学を解説する書籍も多く出版されています。その一部を表 に示します。

．映画を援用した授業の原体験

私は学部で動物を対象とした実験心理学を専攻していましたが、修士課程で初めて「ヒト」を対象と

した心理学を専攻しました。「ハトじゃないんだ、ヒトだ。言葉が通じるんだから楽勝じゃん」という愚

かな私の考えは打ち砕かれました。小此木啓吾先生の「精神分析学」の授業の教科書『現代の精神分析

の基礎理論』（小此木啓吾、 年、弘文堂）を一文たりとも理解できなかったのです。暗澹たる気持

ちで臨んだ授業で、案の定、前半の精神分析学の理論の講義が全く理解できませんでした。しかし、後

半に『イブの総て』や『道』や『羊たちの沈黙』を供覧したときに、ようやく前半の理論の意味が分か

り、不思議と難解な「対象関係論」等が頭に入ってきました。

博士課程の師匠の南隆男先生が、「産業・組織心理学」の授業でやはり映画を援用していました。南先

生は授業で映画を供覧するためには「教員による丁寧な『言挙げ』が必要だ」と仰っていました。つま

り、最初に言葉を尽くして映画が取り扱っているトピックの講義をするということです。「映画のネタ

バレしてるじゃん」という愚かな私の考えは打ち砕かれました。「南先生の言挙げを聞いていなかった

ら、大切な場面を見逃していた」と理解したのです。

．私自身の大学教育としての原体験

私の大学教員の始まりは医学部の初年次教育でした。当時多発した医学生による不祥事に対して、医

学部 年生にコミュニケーションや倫理についての授業をしました。「医学生なら を言えば わかっ

てくれるはずじゃん」という愚かな私の考えは打ち砕かれました。必修科目であろうが、医学生は小僧

表表 映映画画をを用用いいたた心心理理学学関関連連のの書書籍籍等等

タタイイトトルル 著著者者等等 出出版版年年 出出版版社社

シネマ・サイコ　映画心理学  藤原武弘 福村出版

ビデオで社会学しませんか 山中 速人 有斐閣

シネマのなかの臨床心理学 山中 康裕（編） 有斐閣

寅さんと日本人―映画「男はつらいよ」の社会心理 浜口 恵俊・金児 暁嗣 知泉書館

精神科医が映画を観ると（現代のエスプリ　477号） 高橋祥友（編） 至文堂

映画にみる心の世界―パノラマ精神医学 中村 道彦 金芳堂

精神科医がすすめる“こころ”に効く映画―シネマ処方箋 高橋祥友 日本経済新聞社

シネマサイキアトリー―映画からみる精神医学 D,ウェディング.,M,A,ボイド. 中外医学社

大ヒットアニメで語る心理学 横田 正夫 新曜社

アニメーションの心理学 (日本心理学会心理学叢書)  横田 正夫 (編) 誠信書房

アニメに学ぶ心理学―『千と千尋の神隠し』を読む 愛甲 修子 言視社

アニメーションの前向き行動力: 主人公たちの心理分析 横田正夫 金子書房
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っ子の私の授業等に関心を示さず、授業中に数学の問題を解いている始末です。この惨状について私を

担当教員に推薦してくださった先生に相談したところ、「そのために若いあなたに依頼したのです。好

きなようにやりなさい」と言ってくださいました。そこで、授業で自閉症スペクトラム障害とインフォ

ームドコンセントの言挙げをし、映画『レインマン』を供覧しました。そして、医療における関係性の

構築とコンプライアンスについて討議させたところ、彼らは「授業時間が足りない」と言い出すほど没

頭してくれました。こうして私の大学の授業は試行錯誤しながら展開されてきました。

．私の東京未来大学の授業の原体験

大学院を含む前任校までの授業の工夫を「どんどんやってやろう」と意気込んで東京未来大学の教壇

に立ちました。「これまでの授業経験があるから楽勝じゃん」という愚かな私の考えは打ち砕かれまし

た。授業後、数名の学生が私に「俺ら別に東大とか早稲田と同じ授業を望んでいないんで（やめてもら

いたい）」と申し出て来たため、とてつもなく落ち込みました。それでも、「今まで小此木先生や南先生

の凄い授業をお手本にしてきたはず。何が足りないだろう。何がいけないんだろう」と考え抜いた末の

結論が「時間管理」です。そこで、 分ないし 分を学生の集中力に応じて区切り、「メリハリ」を

重視することにしました（図 ）。

思い返せば、医学生でも集中時間は 分が限度でした。さらに、既製の出席票の使用をやめて、我が

家の猫の百変化の写真を挿入したコメントペーパーに替え、学生の感想や質問に赤ペンを入れて返却す

ることにしました。赤ペンと言っても、優れた考察に下線を引いて「 ！」としたり、質問に短文で

答える程度です。そうしたところ、彼らが授業に乗ってくれるようになりました。その他に心がけてい

ることは、文章だらけのスライドにせずに図表を多く取り入れていることです。

そして、「話題と話題が分断しないように」しています。一つの話題の核心から離れないように次の話

題に繋げています。そのイメージを図 に示します。例えば、「いじめ」の解説をして、「他者が嫌がる

ことをするのがいじめだよね。じゃあ、『いじり』っていじめなの？」等と話題をズラします。これらは

小さな工夫ですが、学生が授業に興味を持ってくれるようになりました。

私が実際に使用している映画等の例を表 に挙げます。ちなみに普段、映画等を観るときは、授業で

使用することは考えず、もちろん単純に娯楽として観ています。

図図 授授業業時時間間ののモモジジュューールル化化 図図 話話題題のの核核心心がが繋繋ががるる

イイメメーージジ
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．授業における著作権の問題

私は小心者なので著作権に抵触しそうなことはしません。しかし、「対面授業または同時双方向型遠

隔授業」では、もちろん出典を明記する必要はあるものの映像資料等の使用は問題ないと私は解釈して

います。但し、「オンデマンド型遠隔授業、学会、講演会、研修会」ではなかなか映像資料を使用できま

せん。そもそもクリエイターは自分が作ったものを他者に恣意的に加工されることを嫌うので（それは

そうですよね）、授業で使用するにしても引用元の趣旨から外れた加工することもしていません。私は

使用の判断に迷った時は著作権元に問い合わせています。私は『子ども学への招待－子どもを巡る の

キーワード』（近藤俊明・渡辺千歳・日向野智子編、 年、ミネルヴァ書房）を分担執筆した際に、

中島みゆきさんの歌詞の使用について著作権元に問い合わせたところ、代表取締役つまり中島みゆきさ

んご本人に原稿を読んでいただき、許諾を得ることができて感激したことがあります。著作権について

は先生方にはご自身でお調べください。

．おわりに

私は映画やドラマよりも演劇を鑑賞することが好きです。知り合いの役者さんに私が「どうして同じ

お芝居を昼も夜も何十回と生き生きと演じることができるのですか？」と愚問を発してしまったところ、

その役者さんは少し考えて「先生の授業も同じでしょう」とお答えくださいました。確かに授業につい

て適宜のアップデートはするものの、私は同じものの反復を楽しむようにしています。

また、授業アンケートでは、厳しい指摘でも修正すべきことは修正しているものの、悪意のありそう

なコメントには未だに傷つきます。これについてどうすればよいか、先生方、どうぞ教えてください！

（須田 誠）

  

表表 授授業業でで使使用用ししててききたた映映像像等等のの資資料料のの例例

資資料料資資料料 種種類類 トトピピッックク

　誰も知らない 　映画 　虐待　コミュニティ

　マイ・フレンド・メモリー 　映画 　発達性読み書き障害

　赤ひげ 　映画 　アイデンティティ　メンタリング

　息子 　映画 　アイデンティティ　マージナルマン

　望郷　サンダカン八番娼館 　映画 　臨床における倫理

　アンナチュラル 　ドラマ 　いじめ

　腐女子、うっかりゲイに告る 　ドラマ 　LGBTQ　コミュニティ

　大草原の小さな家 　ドラマ 　適性処遇交互作用　信頼関係

　アイムヒア～僕はここにいる 　ドラマ 　広汎性発達障害

　アルプスの少女　ハイジ 　ドラマ 　適応障害　心身症　夜驚症

　ばっちゃん引退　広島基町名物保護司　最後の日々 　ドキュメンタリー 　非行　更生　コミュニティ

　水玉の女王　草間彌生の全力疾走 　ドキュメンタリー 　統合失調症　描画法

　幽霊は友だち？　日本画家　松井冬子 　ドキュメンタリー 　投影　描画法

　This Woman's Work（Kate Bush） 　音楽 　子どもを授かるということ　死産

　Nobody Knows Me（Madonna）  　音楽 　権力　カルチュラル・スタディーズ

　LUKA（Suzanne Vega） 　音楽 　虐待　コミュニティ
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心心理理学学統統計計法法ⅢⅢににおおけけるる  

ZZoooomm 動動画画ととペペンンタタブブレレッットトをを利利用用ししたたオオンンラライインン授授業業実実践践  

 
１１．．授授業業のの特特徴徴   
 

心理学統計法Ⅲでは、因子分析や重回帰分析、パス解析などの多変量解析をメインに、卒業論文に必
要な統計手法の理解と効果的な利用方法の修得を目指しています。そのため、過去の卒業論文における
データを使用し、目的と仮説に応じた複数の分析を組み合わせながら、統計分析を全体の流れとして実
践的に学んでいきます。先輩が研究した調査票やデータを利用することにより、卒論をより具体的にイ
メージしてもらうこともねらいのひとつです。本科目も、コロナウイルス禍により遠隔授業を余儀なく
されました。2020 年度の試行錯誤した授業実践について、ふりかえりたいと思います。 
 
22.. 遠遠隔隔授授業業のの実実施施方方法法とと ZZoooomm 動動画画にによよるる復復習習・・キキャャッッチチアアッッププのの勧勧めめ  
 

授業実施にあたり、「できるだけ分かりやすく、自分のペースで取り組めること」、「オンライン授業の
進行に余裕をもたせること」、「オンライン授業につまずいても後で挽回できること」を念頭に置きまし
た。そこで、オンデマンド教材による反転学習（統計手法の解説や、データ処理や簡単な分析などを動
画公開し授業前に取り組ませておくなど）と Zoom を利用したライブ授業（適宜のタイミングでの解説
を要する課題やより詳しい解説など）を組み合わせて授業を行いました。 

Zoom 授業は毎回録画し、授業後に動画化して学生に公開しました。心理学統計法や心理学実験等の
分析を要する授業では、学生がアプリケーションの操作につまずいたり、PC が固まってしまったりす
るたびに、授業が中断してしまいます。オンライン授業では学生の状況に応じた対応は難しく、反転授
業で時間に余裕をもたせても、授業を中断すると予定した部分までたどり着けないかもしれません。そ
こで、操作等ができなくなったときは、焦らず Zoom での説明を聴いておき、授業後に動画を視ながら
学習するよう伝えました。この試みは、授業中に何らかの理由でついていけなかったとしても、「動画を
視て追いつけば大丈夫」という安心につながったようです。 

動画化すると安易な欠席が増えそうですが、欠席回であっても動画を視聴して課題を提出することを
課していたため、致し方ない理由以外での欠席はわずかでした。これは、学生が、オンタイムで学習し
なければついていけなくなってしまうという危機感を持てたことが大きかったように思います。その上
で、多くの学生が動画を視聴して復習や課題に取り組んでおり、よい補助教材になったと考えています。 
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33.. ペペンンタタブブレレッットトのの導導入入とと効効果果  
学生の理解を促すために効果的であったツールは、ペンタ

ブレット（以下、ペンタブ）でした。ペンタブを用いると、
説明をしながら画面上に直接書き込むことができます（図
1）。また、ペンタブと Zoom のホワイトボード機能を使え
ば、教室で板書するかのように、手書きで説明を書くことも
できます。 

対面授業では、統計分析ソフト HAD 注 1 の出力結果がスク
リーン表示され、説明は教室内のホワイトボードに記します。
その場合、学生は PC 画面、スクリーン、板書の 3 点に視線
を行き来させながら理解しようとします。視線移動が大きい
ほどターゲット探索において認知的負荷がかかり、タイムロ
スも生じやすくなるため、説明を聴き逃がすかもしれません。 

これに対し、ペンタブは PC 上に直接説明を書き込むため、
学生には「わかりやすい」と好評でした。また、教員にとっ
ても、「書く」ことで説明しやすくなりました。 

 
44.. オオンンデデママンンドド教教材材とと ZZoooomm にによよるるオオンンラライインン授授業業をを経経験験ししてて  
 

オンラインによる遠隔授業では、その場で授業を受けられる臨場感を生かしつつ、「その時だけ」に拘
る必要はないように感じています。動画は受講生限定としながらも流出等の懸念はありますが、学生に
とってわからなかったところ、もう一度学習したいところは異なるため、動画は学習のよいサポートに
なっています。実は、履修翌年度の卒論時まで教材を視聴できるようにしています。履修生の中には、
当時の動画や教材を頼りに分析している学生もいます。オンデマンド教材による反転学習を導入したこ
とも、学生個人のペースで学習することに一役買ってくれました。 

2021 年度は対面にて同授業を行っていますが、教室で Zoom をつなぎ、今年度も授業を録画・動画化
しています。統計分析の結果は Excel ベースであり、文字サイズを大きくしてもパワーポイントのよう
にはみえないという難点があります。後方の座席でスクリーンが見えづらい学生には、Zoom の画面共
有の方が教室スクリーンよりも見やすいため、希望者には、対面時でも Zoom へのログインを許可して
います。 

つらいことに、対面授業にくらべ遠隔授業に要する労力は倍以上です。対面授業と遠隔授業における
理解度の差は分析できていないため、本科目における取組の効果は分かりません。とはいえ、Zoom に
よる動画化は経験しなければ忌避していましたし、ペンタブレットの効果も知り得ませんでした。遠隔
授業から得られたこのような利点は、引き続き 2021 年度対面授業にも導入しています。（日向野智子） 
 
注 1：清水裕士（2016）．フリーの統計分析ソフト HAD：機能の紹介と統計学習・教育、研究実践に
おける利用方法の提案，メディア・情報・コミュニケーション研究，1,59-73． 
  

図 ペンタブの使用

49



講講義義型型授授業業ににおおけけるるアアククテティィブブ・・ララーーニニンンググのの実実践践例例  
11..  ははじじめめにに  

大学教育は一方的で受動的な学修から、双方向的で能動的な学修へ、質的な転換を求められるように
なり（例えば、中央教育審議会, 2012）、本学でもアクティブ・ラーニングが推進されています。こうし
た背景もあって、筆者も学生の主体的・能動的な学びを促す（自分なりの）工夫をして授業運営にあた
っています。本稿ではそのうち、講義科目である「社会・集団・家族心理学 A（以下、科目 A）」および
「社会・集団・家族心理学 B（以下、科目 B）」で実践している工夫事例を報告します。それらは対面授
業で実施していたものですが、遠隔授業になったときにそれらをどのようにして行ったかについても紹
介します。 

 
22..  授授業業のの概概要要  

科目 A は 1 年次秋学期、科目 B は 2 年次春学期配当の選択科目で、履修者数はいずれも 50～70 名で
す。内容は、科目 A では社会心理学の「個人」「対人」、科目 B では「集団」「社会」の基礎的な概念や
理論、代表的な心理学的現象について、実証研究も示しながら解説するもので、一般的な座学スタイル
の授業です。典型的には以下のような展開で各回の授業を進めています。 

①Web フォームによるアンケートの実施（出欠確認を含む）〈約 5 分〉 
②前回授業のコメント・質問に対するフィードバック〈約 15 分〉 
③授業の本題の講義：スライドを提示しながら解説。スライドを印刷した資料を配布。 
④コメントペーパーの記入・提出〈約 5 分〉 

このうち、①と②の具体的な方法を以下で紹介します。なお、④のコメントペーパーは記入した場合
のみ提出することにしており、書かなければならないものとして位置づけていません。 
 
33..  授授業業のの工工夫夫事事例例  
（1）Web フォームによるアンケートの実施 

授業の冒頭で、Web フォームに記入・提出してもらっています。LMS（CoLS）に掲載しておいたリ
ンクからフォームにアクセスしてもらい、まず学籍番号、氏名、「暗証番号」を記入してもらいます。「暗
証番号」はその場で伝え、正しく入力しないとフォームを提出できないようにしています。その後、そ
の回の授業内容に関連するいくつかの質問をスライドで示し、フォーム上で回答してもらいます。図 1
は、自己呈示を授業テーマとしたときに、セルフハンディキャッピングに関して尋ねた質問とその結果
です。多くの場合、結果は授業を進めていく中で質問内容に該当する箇所で示し、結果から読み取れる
ことを踏まえながら解説を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 

図図 1 授授業業内内容容にに関関連連すするるアアンンケケーートトのの質質問問（（左左側側））とと回回答答結結果果提提示示（（右右側側））のの例例 
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（2）コメント・質問に対するフィードバック 
アンケート実施後に、前回授業のコメントペーパーに記載されたコメントや質問を 5～7 ほど取り上

げ、15 分ほど時間を使ってフィードバックをしています。「～がよくわからなかった」や、誤って理解
していると思われるコメントは優先的に取り上げ、スライドを再提示しながら説明しています。授業内
容を深める質問には、そのことに関連する研究を新たに紹介するなどして回答しています。 
（3）模擬実験による体験参加型授業 

毎回実施しているアンケートも体験・参加による学びになると思われますが、その度合いを強めた模
擬実験を 1～2 回ほど実施しています。たとえば、科目 A では、自分の写真を左右反転した写真を作成
してもらい、元の写真とどちらが好ましいかを選ぶ、という実験を実施しました。科目 B では、離れた
ところから他者に近づいていき、ちょうどよい距離を探るといった実験を実施しました（コロナ前）。い
ずれも授業内容に直接関係のあるもので（前者は単純接触効果、後者はパーソナルスペース）、翌週に結
果を報告し、関連する研究も紹介しながら、得られた結果を考察しています。このときのコメントペー
パーには、通常よりも多くの感想や質問が寄せられます。実験の体験が授業内容の理解を促し、主体的
な学びにつながっていると感じています。 
（4）オンデマンド型遠隔授業での授業運営 

Covid-19 の影響により、2020 年度は両科目とも、科目 B は 2021 年度もオンデマンド型の遠隔授業
での開講となりました。試行錯誤はありましたが、授業教材はスライドを表示しながら解説を行う動画
とスライドを含めた配布資料を主としています。配布資料は PDF ファイルと Word ファイルの 2 つを
配布しています。後者は、プリントアウトできない場合もパソコン上でメモをとれるように、スライド
の画像が貼り付けられた右側にメモ欄を設けたものを作成しています。動画視聴後に Web フォームあ
るいは CoLS で課題を提出させますが、その内容は、理解度を問う小テスト、コメント記入、次回授業
内容に関連するアンケートの 3 つとしています。このようにすることで、上記（1）と（2）は対面授業
と同様に行っています。一部ではありますが、模擬実験も ICT を活用し、動画内で実施手順を詳細に説
明することで実施できたものもありました。動画では、教室で話しているように口頭説明するようにし
ており（そのため言い間違えなど多くあります）、全体として、対面授業と同じように教員－学生間のイ
ンタラクションがとれるよう努めています。 
44..  おおわわりりにに  

2 科目とも、日常で経験する出来事を社会心理学の視点から客観的に考察できることを授業目標の 1
つとしていますが、学生のコメントにはこうした観点に基づく記述が多く見られます。授業評価アンケ
ートでは、授業内容に関連するアンケートが楽しかった、授業に参加していると感じられた、といった
記述が見られ、遠隔授業となった 2020 年度科目 A では、問「授業中に関心をもった内容について深く
考えましたか」に対する評定平均は 4.46（全学平均 4.22）でした。講義型授業は履修者数が多くなりが
ちで、グループワークやディスカッションを中心とした授業運営は難しいところがありますが、上述し
た方法によって主体的な学びを促すことは一定程度できていると感じています。 （埴田健司） 
引引用用文文献献  
中央教育審議会 (2012). 新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて――生涯学び続け、 

主 体 的 に 考 え る 力 を 育 成 す る 大 学 へ ―― （ 答 申 ） 文 部 科 学 省 Retrieved from 
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325
048_1.pdf (2021 年 11 月 30 日)  
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初初年年次次必必修修科科目目「「基基礎礎演演習習ⅠⅠ」」のの実実践践事事例例  

本報告は、アカデミック・スキルの育成を目指し、学生がその有用性を認識できるよう教材を工夫し
た東京未来大学モチベーション行動科学部の 1 年次必修科目の初年次教育「基礎演習Ⅰ」について述べ
たものです。 
11．．初初年年次次教教育育「「基基礎礎演演習習ⅠⅠ」」のの概概要要 

グローバル化する知識基盤社会やユニバーサル段階に達した大学教育の現状から、初年次教育の重要
性が指摘され、各大学で様々な取り組みが行われてきています。本学部では、2018 年度から当該科目を
実施しています。2019 年度には、当該科目を受講した 76 名に、授業前後で学修内容についての理解度
と価値の認知をたずねたところ、以下の点が明らかとなりました。まず、学修したアカデミック・スキ
ルについての理解度が有意に高まりました。しかし、学修内容を有用だと感じるといった価値の認知の
向上は見られませんでした。したがって、今後、理解度の向上に影響した要因について検討を深めてい
くことが課題として残されました（小林他、2020）。 

その後、この事例を踏まえ、今後の初年次教育の在り方として、指導方法を工夫し、その効果につい
て議論を重ねてきました。そして、2020 年度に当該科目を受講した 1 年生 76 名および 2 年生 5 名を対
象に、アカデミック・スキルの育成を目指し、その利用価値の認知にはたらきかける初年次教育の一授
業を提案して、効果を検証しました。授業では、アカデミック・スキルが卒業研究に至る大学での学習
に有用であることを、具体例を用いながら説明しました。また、学部での学習や卒業研究のテーマとな
り得る内容で、スキルトレーニングを行いました。なお、当該授業は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受け、大半がオンデマンド型の遠隔授業でした。受講生 81 名に対して、授業前後で学習内容の
理解度の評定を求めたところ、平均値に有意な向上がみられました。また、受講生が予め抱いている学
習内容の価値の認知が理解度の向上に及ぼす影響を検討するため、授業前に評定させた獲得価値、制度
的利用価値、実践的利用価値の 3 つの認知を独立変数、理解度の差得点を従属変数とした重回帰分析を
行いました。結果、獲得価値と理解度の向上との間に正の関連がみられました（小林他、2021）。 
22．．初初年年次次教教育育のの重重要要性性 

近年の社会情勢において、学士課程教育に課される役割は大きいです。日進月歩の知識・情報・技術
が社会のあらゆる領域で活動の基盤として重要となる知識基盤社会の到来や、それにより加速する社会
のグローバル化に対応できる人材の育成が求められています。しかし、この要請に応えることは、高等
教育がユニバーサル段階に達し、学士課程進学率だけでも 50%を越え（文部科学省、2018）、しかも、
志願者のほとんどが大学へ入学可能となっている現状を考えると、非常に困難と言わざるを得ません。
学士課程入学者の目的意識の希薄化、学力・学習意欲の低下が問題となる中、彼らを能動的な学修で必
要な知識・技能を身に付けていく大学生に育て、さらに、社会を支え改善していく人材にまで育ててい
くことが求められます（e.g.、 中央教育審議会、2008、2014）。 

こうした状況から、学士課程教育をめぐっては多年にわたり様々な議論が重ねられてきました。2005
年にとりまとめられた「我が国の高等教育の将来像」答申（中央教育審議会、2005）のもと、「学士課
程教育の構築に向けて」答申（中央教育審議会、2008）では具体的な改革の方針が掲げられています。
改革は、入学者受け入れの方針から、教育課程の編成・実施の方針、学位授与の方針まで、学士課程の
教育プロセスの全範囲に及びます。その中の 1 つに、初年次教育の導入・充実があります。 
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初年次教育は、「高等学校や他大学からの円滑な移行を図り、学習及び人格的な成長に向け、大学での
学問的・社会的な諸経験を成功させるべく、主に新入生を対象に総合的につくられた教育プログラム」
あるいは「初年次学生が大学生になることを支援するプログラム」と説明されています（中央教育審議
会、2008）。学士課程の始まりに、その後の教育に向けて学生の状態を整える重要な役割をもつものと
考えられます。 
33．．初初年年次次教教育育「「基基礎礎演演習習ⅠⅠ」」のの教教育育目目標標  

基礎演習Ⅰは、東京未来大学モチベーション行動科学部初年次必修科目として、4 年次必修科目「卒
業研究」をゴールとする 7 つの演習科目のうち、最初に履修すべき科目として位置付けられています。
到達目標は、「モチベーション行動科学を研究する意義について理解すること」および「アカデミック・
スキルを身につけること」です。身につけるべきアカデミック・スキルとしては、小林他（2020）で報
告した 2019 年度に続き、2020 年度も、学部を構成する心理・経営・教育の 3 領域の学習および研究に
共通する基本的な技法として、情報の収集・理解・表現を取り上げました。情報が文章なのか、データ
やそれをまとめた図表なのかによってその理解・表現に必要なスキルが異なることを考慮し、①図書館・
ICT を利用した情報収集、②文章読解、③データおよび図表理解、④図表作成、⑤レポート・論文作成
の 5 つを学習テーマとしました。 
44．．初初年年次次教教育育「「基基礎礎演演習習ⅠⅠ」」のの効効果果  

基礎演習Ⅰでは、学習するアカデミック・スキルについて学生の利用価値の認知を促す介入を行いま
した。具体的には、まず、大学での学習の集大成として取り組むことになる卒業研究について、卒業生
の例を示し、取り組む過程でどのようなアカデミック・スキルが必要であったかを説明しました。また、
授業で学んだアカデミック・スキルのトレーニングに用いる課題として、モチベーション行動科学部で
の学習や研究のテーマとなり得る内容のものを取り上げました。 

その結果、小林他（2020）と小林他（2021）の報告より、学習したアカデミック・スキルの理解度に
ついての自己評定は、授業前から授業後にかけて高まりました。また、課題価値への介入によって、利
用価値の認知が高まり、さらには、スキル学習への興味や積極的な学習行動が促されて、理解の向上に
つながったものと考えられます。 （杉本雅彦） 
引引用用・・参参考考文文献献  
小林寛子・杉本雅彦・田澤佳昭・鈴木亮太(2020).東京未来大学における初年次教育の取り組み―初年

次必修科目「基礎演習Ⅰ」の事例検討―，東京未来大学研究紀要,14,69-78. 
小林寛子・杉本雅彦・田澤佳昭・鈴木亮太・三浦卓己・石橋里美(2021)アカデミック・スキルの育成を

目指す初年次教育における利用価値介入の提案，東京未来大学研究紀要,印刷中. 
文部科学省(2018). 平成 30 年度学校基本調査（確定値）の公表について

www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1407449_1.pdf (最終
閲覧日 2019 年 9 月 30 日) 

中央教育審議会(2005).我が国の高等教育の将来像（答申）文部科学省 
中央教育審議会(2008).学士課程教育の構築に向けて（答申）文部科学省 
中央教育審議会(2014).新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学

入学者選抜の一体的改革について―すべての若者が夢や目標を芽吹かせ，未来に花開かせるために
―（答申）文部科学省
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実実践践現現場場でで生生かかせせるるよよううなな授授業業をを目目指指ししてて  
――通通信信教教育育課課程程のの子子育育ててカカンンフファァレレンンススとと学学校校教教育育カカンンフファァレレンンススのの事事例例をを通通ししててーー  

 
１１．．授授業業のの概概要要  
通信教育課程の学生（以下「通信学生」という）用のスクーリングの演習科目として、春学期に学校

教育カンファレンス、秋学期に子育てカンファレンスがあります。両者とも演習科目であり、前者は学
校現場の課題を軸に、後者は子育てや家族の課題を軸に、よりよい社会を目指してといくことをテーマ
に受講生とともに学び合っています。さらにこの 2 つを繋ぐ裏のテーマとして、コミュニティ心理学を
取り入れています。すなわち、学校教育カンファレンスでは、予防、コンサルテーション、子育てカン
ファレンスでは、フィールドワーク、プログラム評価などコミュニティ心理学のキーワードを取り入れ
ており、2 つの授業を通してコミュニティ心理学を体系的に学ぶように組み立てています。 
 
２２．．多多様様なな経経験験をを他他者者とと共共有有化化しし、、社社会会問問題題のの解解決決へへ  
通信学生にとって、スクーリングとは通学の負担はあるものの、仲間との交流ができる貴重な機会で

す。通信学生は、バックグランドも様々であり、多様性にあふれ、かつ授業で学んだことをすぐに活か
せるフィールドを持っていることが多いのです。授業内容はこれら通信学生の特徴を授業で活かしてい
くことを意識しています。 
本授業のテーマである、学校や家族（子育て）は、すべての人が何らかの経験を持っており、授業を

通して自己と対峙する場面が出てきます。個々人の経験があるからこそ、その経験を絶対視するのでは
なく、客観的に捉え、かつ他者の経験をも受け入れ、そこから得られた課題を公共性のあるものに高め
ていきます。そのためには、安心した関係性の中から、学生自身の様々な経験を他者と共有し、この多
様性こそが創造的な社会の構築へつながることを授業中に何度も伝えていきます。加えて、学校現場や
子育ての現場で起こっている問題の原因を個人にのみ起因させるのではなく、社会的課題として取り扱
うことが可能となる知識や視点を提供するように心がけています。以下、授業内で取り上げるいくつか
のワークを紹介します。 
（１）学学生生同同士士のの仲仲間間づづくくりり（（簡簡単単ななワワーーククかかららよよりり深深いいテテーーママへへ））  
・4 人のグループによる自己紹介を数回繰り返します。毎回テーマを与え
ながら行っていきます（図１）。 
・ワールドカフェ：子育てや学校現場の課題を挙げて、現状把握、原因、
解決方法を検討していきます。現状把握では、通信学生ならではの多様な
立場による実体験に基づいたエピソードが多く挙がってきます。 
（２）体体験験をを通通ししたた問問題題意意識識のの明明確確化化  
・・フフォォトトボボイイススのの活活用用：：学生が、自身の「居場所」と感じる写真を持ちより、自分にとっての居場所の
説明と感想をシェアしていきます。皆の「居場所」と自分の「居場所」の共通点と相違点を検討し、先
行研究の知見と比較しながら、理想的な子育て環境や学校の環境を考えていきます。  
・・心心理理劇劇のの活活用用：：学校現場の課題を心理劇を通して理解していきます。学校現場で生じる子どもの問題
を考える際、子どものみでなく、保護者の立場や教員の立場も同時に考えていきます。不登校の事例と

図１参加者同士のディスカッション
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して、部活動を取り上げ、バスケの試合でミスした時、周りの反応で子どもやその親がどのように感じ
るのかを体験から理解します（図 2）。図 3 は、試合後の喫茶店でのママトークの様子です。試合で活躍
した子どもの気持ちと活躍できなかった子どもの親の気持ちなどを心理劇を通して理解します。そして
バスケが嫌になり不登校となる事例を用いて、不登校の支援に関するカンファレンスを小グループごと
に実施します。心理劇を体験しているために、保護者の気持ちや子どもの気持ちを想像しやすいようで
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・・フフィィーールルドドワワーーククのの活活用用：：子育てカンファレンスでは、家族の問題だけではなく、地域の問題も検
討していきます。実際に、学校の中や学校の周りを散歩してもらいながら、子どもの遊び場所につい
てフォトボイスの手法を使いながら、気づきを促し、議論していきます。  
 
（３）問問題題解解決決にに向向けけたたププロロググララムム評評価価  
子育てにまつわる問題を解決していくために、学生自身がテーマとターゲットを定め、ニーズアセス

メントに基づいた心理教育プログラムを作成していきま
す。例えば、図４のように、発達障害の子どもを育ててい
る学生は、「子育ての宝探し～発達障がいと言われたとき
に～」という題名で、実際に発達障害の子どもを育ててい
る保護者にニーズ調査を行い、10 回シリーズのプログラ
ムを考えました。作成したプログラムを学生同士で発表
し合い、お互い質疑応答を繰り返します。このプロセスを
通してプログラムを改善し、最終的に実践可能なプログラ
ムを作成していきます。 

 
33．．学学生生のの声声  
授業終了後の学生のコメントをいくつか紹介します。「先生からの学びは本当に私には大きく、心に

根付く学びとなりました。」「子育てカンファレンス、学校教育カンファレンスの授業での学びは、私に
とって大変重要であり、また、そうか！と強く心に響くものがたくさんでした。」「先生からいただいた
この多くの学びは、これからの学び、また活動にさらに繋いでいきたいと思っています。」「私は、子育
てカンファレンスの講義での「どぶ川の金魚」という言葉に深い感銘を受けました。まさにこれこそが

図２ バスケ部の試合の心理劇
シュートをしている様子

図３ バスケ部の試合後、お茶会をし
ているママたちの心理劇

図４ 通信学生の心理教育プログラムの例
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私が目指したい学びだと思いました。地域の中で、子ども達や保護者、地域住民が集い、安心して過ご
せる場所を作ることができたら…そんなことを考えております。」などです。これらの例からわかるよ
うに、授業から得た学びを各自の実践へつなげようとしている様子が伺えます。 
  
４４．．授授業業かからら次次ののスステテッッププへへ  
授業終了後、次のステップへつながった例を紹介します。 

（１）授授業業内内にに作作成成ししたたププロロググララムムがが未未来来ププロロデデュューーススをを受受賞賞：授業で作成したプログラムを学内の
公募である未来プロデュースへ応募することを薦めています。現在までに複数名の受賞者を輩出して
います。 
（２）授授業業かからら卒卒論論へへ：学びへの意欲が高まり、卒業を 1 年半延期して、卒論執筆を決意した学生が
複数名います。藤後ゼミも毎年数名の通信学生のゼミ生を受け入れています。 
（３）実実践践のの場場ででのの活活用用：授業内で作成したプログラムの内容をすぐに、自身のフィールドで実践し
たとの報告をよく受けます。具体的には保育園において子育て支援プログラムを展開した事例などが
あります。 
 
以上、通信教育課程でのスクーリング 2 科目について紹介してきましたが、通信の授業の醍醐味は、

学生の学びへのモチベーションの高さと現場直結型の授業が展開できることです。また通学でも同じ授
業を担当しているため、通信と通学の感想をシェアしあうことで、通信と通学の学生の循環的な学び合
いの関係を作っています。 

(藤後悦子) 
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キキャャンンパパススアアドドババイイザザーーにによよるる授授業業ににつついいてて  
11．．ははじじめめにに  
本学の特色として、キャンパスアドバイザー（以下 CA）がクラスごとに学生を担当し、支援を行っ

ていることが挙げられます。CA 制度に付随する初年次教育として、主に二つの目的をすえ、授業を実
施しています。一つ目の目的は、高校までの受動的学習から、大学において必要とされる自ら能動的に
知識を産み出そうとする学習にスムーズに繋げるための基本的思考力・発言力の定着を図ることです。
二つ目の目的は、大学での学習・生活の目的意識向上、学業・その他活動への意欲増進のためのキャリ
ア教育的意味合いです。講義の目的や具体的内容は以下の通りです。 
22．．講講義義のの概概要要  
（1）カレッジアンドキャリアスキルズ（1 年次） 
授業内容は①大学基礎講座 ②成功の法則 ③クラスタイムで構成されています。学生が充実した学

生生活を送れるよう、初年次教育の内容を盛り込んでいます。グループワークやペアワークを多く取り
入れた授業を行うことで、コミュニケーション能力を高め、また、仲間意識の醸成を目指しています。 
（2）キャリアデザイン（2 年次） 
授業内容は①キャリアワーク ②成功の法則 ③クラスタイムで構成されています。授業内ではワー

クを多く取り入れ、学生自身のキャリア形成に繋がるような授業を展開しています。カレッジアンドキ
ャリアスキルズと同様に、グループワークやペアワークを多く取り入れクラス全体の仲が深まるように
工夫しています。 
33．．大大学学基基礎礎講講座座ににつついいてて  

1 年次に行う大学基礎講座では、初年次教育の内容を盛り込んでおり、大学生活を始めるにあたり心
掛けるべきことや、図書館や施設の使い方、マナーなど、今後の大学生活や社会で必要となる基礎力を
身に付けられるような講義内容で構成しています。講義だけでなくワークや実践を含めながら授業を行
うことで、「知っている」ではなく「できる」ようになることを目標としています。また、レポート課題
が多くなるため、レポートの書き方についても講義しています。構成や引用方法など基礎的なことも伝
え、他の授業でレポート課題が出た際に、学生が大学基礎講座で学んだ知識を活用し、レポート作成で
きるよう科目間連携も意識しながら展開しています。春学期の課題レポートでは、提出前に学生同士で、
レポートを互いに添削しています。互いにレポートを添削しあうことで、レポート作成に対する理解を
深めます。秋学期には業界への理解を深めるため、学生それぞれ興味のある業界の研究を行います。業
界研究をすることで、自分が今後進むであろう興味のある業界はどういったところなのか、どのような
課題があり、求められる人材とはどういったものなのかを理解します。 
44．．キキャャリリアアワワーーククににつついいてて  

2 年次には、より就職を念頭に置いた授業を展開しています。3 年次には希望業界ごとにキャリアガ
イダンスが実施されるため、キャリアガイダンスに結び付くよう「将来」をより深く考える場としてい
ます。まずはキャリアマップを作成し、自分の理想像を明確にします。キャリアマップはクラス内で共
有の時間を作り、クラス全員で励まし合える環境を作っています。様々な人の価値観に触れることで、
学生が自分の視野を広げるきっかけになればと思っています。次に、就職活動で必須となる筆記試験対
策、履歴書の作成、面接、集団討論実践などを行います。これは、学生が自分の弱点を理解すること、
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また、今後の流れを理解することを目的としています。面接や集団討論は、学生同士が指摘しあうこと
でお互いに支え合ったり、高め合ったりできるよう工夫を行っています。 
55．．成成功功のの法法則則ににつついいてて  

2 年間実施し、本学の教育理念である「技能と心の調和」の「心」に関する考え方を深めることを目
的としています。成功の法則は、書籍「７つの習慣」を元に学生が今後より良い道を進んでいけるよう、
人間関係構築や物事の考え方について講義を行っています。学生が成功の法則の講義で得た学びを実践
する場として、プロジェクト活動があります。授業の中で学んだことを活かしながら、チームビルディ
ングを発揮しクラス一丸となって取り組むことが出来るようにしています。 
66．．ククララススタタイイムムににつついいてて  

CAの授業では、1コマの授業の中に 30分間のクラスタイムが設定されています。クラスタイムでは、
10 分間は目標設定と振り返りの時間、20 分間はプロジェクト活動や学部・専攻ごとに様々な学びを深
める場としています。例えば、こども保育・教育専攻では模擬保育・教育体験やケーススタディをグル
ープで実施し、共有やディスカッションを行うことで、学生同士が知識・スキルを向上させる場として
います。心理専攻・モチベーション行動科学部では、時事問題を題材としたディスカッションや、コミ
ュニケーションワークを行っています。また、就職活動で使用する Web サイトや SPI 対策を実施する
など就職に向けた内容を実施し、3 年次から始まるキャリアガイダンスに主体的に参加できるように繋
がりを意識した内容を検討しています。 
77．．レレポポーートトポポーートトフフォォリリオオのの活活用用ににつついいてて  
授業では学生の成長を目的としたレポートポートフォリオを活用しています。PDCA サイクルを回す

ためにレポートポートフォリオでは学士力や長期目標設定、また授業中のメモや感想を記入しています。
毎学期、第 1 回の授業では長期目標を設定し、授業の折り返し地点となる第 8 回の授業では中間振り返
りを行っています。学生にとって 1 年間が有意義なものになるよう卒業時や進級時の理想の姿を記入し
たうえで、毎週の目標設定と振り返りを実施しています。このレポートポートフォリオは学生が 4 年間
保管・使用することができます。学生が見返すことで、自身で PDCA サイクルを回し成長するきっかけ
を作り出しています。毎学期行う CA 面談の中でもレポートポートフォリオを使用し一緒に振り返るこ
とで、目標設定を深掘りし目標達成に向けたアドバイスを行っています。学生が自分では気づけない長
所や短所を CA が指摘することで、学生のさらなる成長を促しています。 
88．．授授業業運運営営のの工工夫夫  

CA による授業では、学生が将来について深く考える場となるよう授業運営をしています。授業は学
部・専攻ごとに実施内容、方法を検討し、先輩や現場の方をお招きして講話いただくなど、学生に合わ
せた授業展開を行っています。また、ペアワークやグループワークを多く取り入れアクティブラーニン
グを行い、学生の積極的な授業参加を促すことで、自ら学ぶ姿勢を醸成していきます。授業の中に 1 回
は必ずワークを取り入れ、毎回異なる学生とペアやグループを組むことで、様々な価値観に触れる機会
となるようにしています。CA と学生とでキャッチボールしながら授業を行うことで、相互理解を深め
ながら授業を行っています。学生が理解できずに授業を終えることがないよう学生の表情やワークの進
捗を確認し、明確な指示出しを行うことで有意義な時間となるよう心掛けています。 

（齋藤 結）
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はじめに

本学において、シラバスは在学生とその保護者、入学希望者に授業の内容、学修計画等を

周知する重要な資料となります。在学生はこのシラバスをみて、当該授業を履修することで

どんな内容をどのようなスケジュールで学んでいくのかを具体的にイメージします。

また、その授業科目の単位を修得するためには、どのような力を身につけなければならな

いかを示す重要な資料となり、選択科目については受講するか否かの判断材料となります。

あらかじめ授業の具体的な到達目標、内容及び授業計画等を提示することで教育効果を高

め、教育の質保証のための重要なツールであると言えます。

一方で各授業における運営上のルール、成績評価基準及び履修にあたっての注意事項など

を明記することで、受講にあたっての学生との約束事項を定めることとなり、記入内容にも

注意が必要となります。

さらに、本学の教育内容の一部を対外的に明示することとなり、場合によっては以下に示

すさまざまな場面で審査の対象となります。

ここでは、本学においてシラバスを作成いただくにあたって、注意していただきたい事項

等を記入しますので、熟読の上ご協力くださいますようお願いいたします。

✎補助金申請資料としてのシラバス作成  

日本私学事業団への補助金申請書類作成の際には、シラバスの記入に係る項目要件を充足しな

ければなりません。かなり具体的な指示もございますので、それに沿った内容となっています。

✎高等教育無償化（高等教育の修学支援新制度）に必要な記入事項  

 2020 年度からの高等教育無償化のための認証要件としてシラバスの必要記入事項がありま

す。（教員の実務者経験など）、そのために必要項目を設けています。

✎各種資格・免許に必要な科目における含めるべき内容 

 本学において取得できる国家資格・免許（保育士資格、教育職員免許状及び公認心理師資格要

件）には、法令等に定められた授業内容に含めるべき事項が定められています。これらの内容を

ご確認の上作成くださいますようお願いいたします。

 

＜参考＞ 

中央教育審議会 答申「学士課程教育の構築に向けて」抜粋 

 

 

 

 

「各授業科目の詳細な授業計画。一般に大学の授業名、担当教員名、講義目的、各回の授業

内容、成績評価方法・基準、準備学習などについての具体的な指示、教科書・参考文献、

履修条件等が記されており、学生が各授業科目の準備学習などを進めるための基本となる

もの。また、学生が講義の履修を決める際の資料となると共に、教員相互の授業内容の調

整、学生による授業評価等にも使われる。」 
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シラバス作成スケジュール 
   

2022 年度のシラバス作成にあたっては、以下のスケジュールを予定しています。（進捗状況により、若干変更

が生じる場合がありますが、先生方に依頼する際には、その都度 ご連絡させていただきます。） 

 

 

 

 

11 月上旬 シシララババスス作作成成  

  

12 月 17 日（金） シシララババスス作作成成〆〆切切（この日までにシラバスを一度確定してください） 

  

2022 年 

1 月 11 日（火） 

シシララババスス第第三三者者チチェェッックク（専任教員によって、シラバスチェックを行います。） 

 ※準備のできた科目から順次シラバスチェックの依頼をさせていただきます。  

  

1 月 28 日（金） 
シシララババスス第第三三者者チチェェッックク〆〆切切  

（この日までにシラバス第三者チェックを終了します。） 

   

2 月  7 日（月） 
シシララババスス修修正正  

（第三者チェックコメントを参照の上、シラバスの修正をします。） 

   

2 月 25 日（金） 
シシララババスス修修正正〆〆切切・・確確定定  

 （この日をもってシラバスを確定し、以降は変更ができなくなります。） 

   

3 月上旬（予定） シシララババスス公公開開  

 

 【シラバス第三者チェック方法】 

   各授業科目のシラバスの下段に、「第三者チェックコメント欄」を設け、チェック担当者（専任教員）が、

コメントを付します。 

   2022 年 2 月 7 日（月）からのシラバス修正の期間に、このコメントを参照いただき、適宜シラバスの

修正をお願いします。 

 

【その他注意点】 

  シラバス作成〆切以降は、第三者チェック開始準備のために記入ができなくなります。2021 年 12 月

月 17 日（金）までにシラバスを作成し、一度確定してください。 

  作成が遅れると全体の作業日程に支障をきたしますので、必ず期限内に一度確定ください。 
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作成に当たってのお願い

 

カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーと「身につけるべき学士力」の関係 

本学では教育の目的を達成するためにカリキュラム・ポリシー（カリキュラム編成方針）とディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）を定めています。 

そして、本学が学士の学位を授与するためにはどのような力を修得し、その力を身につけるにはどのよう

なカリキュラムを用意しなければならないかの方針を定め、それが教育目的の達成にどう寄与していくのか

を体系的に整理したうえで、あらかじめ学生に提示し、検証することが求められています。 

そうしたことをさらにわかりやすく具体的に示すために、本学独自の「「身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力」」を定めて

具体的に提示しています。  

  本学において、学士の学位を授与するためにはこの「身につけるべき学士力」を修得し、それらは本学の

カリキュラムを通じて身につけていくことになります。 

  当然、カリキュラム上の個々の授業科目において、意識され、その単位を修得するということは、必要な

知識・技能を身につけると同時にその授業科目において指定された「「身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力」」を修得したと

いうことになります。そのためにシラバスに「「身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力」」を記入いただいています。 

 先生方におかれましては、こうした背景を理解いただき、シラバスを作成いただきたくお願いいたします。 

 

✎✎２０２２年度における授業形態について

  これまで１００分１４回の授業を暫定的に行ってきましたが、2020 年度から猛威をふるっている新型コ

ロナウイルス感染症による緊急事態宣言発出の可能性や、こども保育・教育専攻の実習日程や行事日程との

兼ね合い（学事暦）、今後、授業での教育効果の検証を進めるために、100 分 14 回の授業を次年度も継続

して行うこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

  定期試験につきましては、春学期、秋学期ともに実施予定としております。 

✎✎同一科目を複数の教員で担当する場合

・オムニバスで実施する授業においては、担当者間で代表教員を定め、代表教員から提出してください。 

  ・同一科目を複数のクラスで実施する場合で、異なるシラバスを作成する場合はそれぞれ作成してくださ

い。ただし、その際には担当者間で授業の到達目標及び評価基準等を調整した上で差異のないよう作成

してください。 

✎✎資格・免許に関わる科目において含めるべき内容について 

   保育士資格、教育職員免許状及び公認心理師資格要件に関わる科目については、文部科学省及び厚生労

働省より含めるべき内容が定められています。別添の資料をご確認いただき、科目もしくは区分ごとその内

容を含めて作成くださいますようお願いいたします。 

    

シラバスの第三者チェックについて
   これまでの記入の通り、近年シラバスの記入については、さまざまな方面からのチェックがきびしくなっ

ており、その内容だけではなくチェック・管理体制も問われるようになってきております。 

   本学においては、作成いただいたシラバスを学内においてチェックさせていただき、記入の修正をお願い

する場合がございます。 

 詳細は別途お願いすることとなりますので、どうかご協力くださいますようお願い申し上げます。 
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対面授業と遠隔授業について 
    

 2022 年度の授業形態は、対面授業を予定しております。 

   しかしながら、今後の状況によって大学としての新たな方針決定がなされると思われますの

で、その際には改めてシラバスの修正期間に修正をお願いする場合がございますので、お含

みおきくださいますようお願いいたします。

 

作成方法 

① CoLS へログインし、ポータルホームの下画面にある【シラバスの作成・修正について】220022２２年年度度版版の

「シラバス 管理サイトへ」をクリック。 

②ログイン ID、PW を記入してください。(CoLS のログイン ID、PW と同じです。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③マイキャンパスの下「シラバス管理」をクリック。 
④担当講義名をクリックし、右側にシラバス内容の画面を表示する。 

⑤詳細設定にある「シラバス設定」をクリックし、内容の記入、変更を実施。 

  

  

※※シシララババススににはは前前年年度度のの記記入入ががそそののままままココピピーーさされれてていいまますすののでで、、新新たたにに修修正正及及びび上上書書ききししてて  

作作成成くくだだささいいまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

（（22002211 年年度度かからら科科目目担担当当者者がが変変更更さされれるる場場合合はは上上書書ききししててくくだだささいい。。））  
 

 

①①  

②②  

③③  
④④  

⑤⑤  

××  
×使用しません。 

ん

。 
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シラバスの構成  
※※入入力力画画面面ににつつききままししてて、、シシスステテムムのの構構成成上上、、シシララババスス作作成成要要項項にに記記載載ししてておおりりまますす項項目目（（入入力力枠枠））のの  

順順番番がが異異ななっってて表表示示さされれまますす。。（（公公開開すするる際際ににはは所所定定のの位位置置にに表表示示さされれまますす。。））  
 

講講義義情情報報

講講義義名名 〇〇〇〇学概論

教教員員 〇〇〇〇

単単位位

学学部部

カカテテゴゴリリ
 

 

開開講講情情報報

キキャャンンパパスス

開開講講時時期期 〇学期

開開講講学学年年

昼昼夜夜区区分分

曜曜日日・・時時限限  
 

科科目目番番号号（（科科目目ナナンンババリリンンググ））

〇〇〇〇〇〇〇

授授業業ののテテーーママとと到到達達目目標標 

テーマ 
・・・・・・・・ 
到達目標 
・・・・・・・ 

初初年年次次教教育育にに係係るる科科目目 
・・・・ 

身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力 
・・・・・・・・ 

授授業業のの内内容容とと計計画画 

第 1回 
～ 
第 14回 
※授業の進行によっては、変更する場合がありうる。 

事事前前学学習習・・事事後後学学習習 

【事前学習】・・・・・（ 分） 
【事後学習】・・・・・（ 分） 

アアククテティィブブララーーニニンンググのの実実施施 

ICTのの活活用用 

実実務務経経験験をを活活かかししたた授授業業のの実実施施 
【実務経験】・・・・・・・・・ 
【実務経験を活かした授業】・・・・・・・第〇回： 

SDGｓｓにに係係るる科科目目 
【目標】・・・・・・・・・ 
【ターゲット】・・・・・・・ 
【内容】・・・・ 

成成績績評評価価のの基基準準とと方方法法 
【成績評価基準】・・・・ 
【成績評価方法】・・・・ 

課課題題にに対対すするるフフィィーードドババッックク方方法法 
 
 

学学生生へへののメメッッセセーージジ 

オオフフィィススアアワワーー 

教教科科書書・・参参考考書書 
 

 
 

 

 ここのの部部分分はは入入力力不不

要要でですす。。確確定定後後にに

自自動動入入力力さされれまま

すす。。曜曜日日・・時時限限はは

暫暫定定でですすののでで無無視視

ししててくくだだささいい。。

【【要要点点➀➀】】

【【要要点点➁➁】】

【【要要点点③③】】該該当当

科科目目以以外外はは空空欄欄

【【要要点点④④】】

【【要要点点➄➄】】

【【要要点点⑥⑥】】

【【要要点点⑦⑦】】必必ずず

記記入入

【【要要点点⑧⑧】】必必ずず

記記入入

【【要要点点➈➈】】

【【要要点点➉➉】】該該当当

すするる科科目目ののみみ記記入入

【【要要点点⑪⑪】】該該当当

すするる科科目目ののみみ記記入入

【【要要点点⑫⑫】】

【【要要点点⑬⑬】】

【【要要点点⑭⑭】】

【【要要点点⑮⑮】】
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《講義概要》 

授業の「曜日・時限」は 2022 年 3 月末に決定するため、暫定的なものなります。 

 

《記入開始》 
・・科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))・・・・・・    

・・初初年年次次教教育育にに係係るる科科目目・・・・・・  

      

≫≫≫≫作作成成のの要要点点をを確確認認ししななががらら記記入入ししててくくだだささいい。。  

  

記記入入確確定定方方法法

①すべての記入が終了したら記入画面の最後にある完了ボタンを押します。 

②詳細情報を確認後、記入確定を押してください。 

③記入確定をすることで記入状況の欄が確定済になります。 

※記入確定後については、追記や変更の編集ができません。 

①①  

②②  

③③  
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作成の要点 

入力画面は、システムの構成上、シラバス作成要項に記載しております項目(入力枠)の順番とは異なり 

ます。空空欄欄のの項項目目、、新新規規のの項項目目はは後後方方にに表表示示さされれまますす。。（公開する際には所定の位置に表示されます。） 

P.16～を確認し、必ず記入してください。 

 

※補助金交付の条件として具体的な授業テーマと目標の明記がそれぞれ必要です。

✎✎テテーーママ：：学生が授業を履修するにあたりイメージを抱けるよう授業のテーマ、扱う内容等を 110000 字字

～～220000 字字で記入してください。 

✎✎到到達達目目標標：：各授業における到達目標は、単位を付与するにあたって身につけなければならない知識・ :

技能であり、学生が自らの学修成果を把握するために具体的に示し、評価基準もこれらを達成したか

で明示し、試験・レポートもこれらを確認するための内容であることが必要です。（文部科学省：教学

マネジメント指針） 

 したがって、「～ができるようになる。」「～を修得した。」「～を理解した。」などの表現で箇条書きに記

入くださいますようお願い申し上げます。 

 また、指定した身に着けるべき学士力の修得は、学位授与の要件となっていますので、必ず到達目標の

一つに加えてください。 

    

 記入例：「カウンセリング論」などの場合 

(１) 出席を含めて、授業に積極的に参加する態度を身に着ける 

(２) カウンセリングの基礎理論を理解し、カウンセリングの意義を説明できるようになる。 

(３) カウンセリングマインドがなぜ重要か、私見を述べることができるようになる。 

(４) 問題行動につながる発達要因や背景を理解し、考えられる援助方法について理論をもって具体的

に説明できるようになる。 

(５) 指定した学士力を修得する。 

 

 初年次教育を行う以下の科目のみ記入してください。 

  

一一般般教教育育科科目目・・キキャャリリアア科科目目  

情情報報処処理理基基礎礎ⅠⅠ  情情報報処処理理概概論論  

ププレレゼゼンンテテーーシショョンンⅠⅠ・・ⅡⅡ  カカレレッッジジ＆＆キキャャリリアアススキキルルズズ AA・・BB  

国国語語表表現現    

  

専専門門教教育育科科目目・・演演習習科科目目  

ここどどもも学学    

心心理理学学概概論論((こここころろのの形形成成))  心心理理学学概概論論((こここころろのの理理解解))  

心心理理学学研研究究法法  ((心心理理専専攻攻))  心心理理学学統統計計法法ⅠⅠ((心心理理専専攻攻))  

基基礎礎演演習習ⅠⅠ・・ⅡⅡ  社社会会科科学学概概論論  

  

＜参考：初年次教育の内容＞ 

初年次教育とは初年次において以下の内容を取り扱うことを指します。 

・一般的に大学での学修に必要な文章作成（読み・書き）や学習計画や目標設定について学ぶ 

・専門的学修のための必要な心構えや基礎能力を養成する。 

・大学での学修に必要な PC スキル、レポートやプレゼンテーション資料の作成と手法、その他 

情報の活用などについて学ぶ 

記入例：「カレッジ＆キャリアスキルズ A」 

高校と大学との違いを知る、最低限のマナーを身に付けるための初年次教育を行う。 

 ※該当しない場合は空欄としてください。 

 

【【要要点点➀➀】】：：科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))  

【【要要点点➁➁】】：：授授業業ののテテーーママとと到到達達目目標標  

【【要要点点③③】】：：初初年年次次教教育育にに係係るる科科目目  
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【【要要点点④④】】：：身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力  

✎✎「身につけるべき学士力」一覧表(P.15)全体から、当該授業で身につけさせるべき学士力を５つ程度

選択し、記入してください。なお、うち半数以上（５つ選択した場合は 3 つ以上）は、授業科目区分

（「一般教育科目」「キャリア科目」「専門教育科目」）ごとに定める「身につけるべき学士力」を選択して

ください 

 記入例：「カウンセリング論」などの場合 

 E-12：相手の意見を丁寧に聞くことができる。 

E-14：他者と協調して行動できる。 

A⁻２：意見や立場の違いを理解し、受け入れることができる。 

K₋40：子どもの行動を把握し、分析・考察できる。 

✎✎空空欄欄ににははししなないいでで、、必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。  

 

【【要要点点➄➄】】：：授授業業のの内内容容とと計計画画  

第 1 回～14 回までの各回の授業内容をあらかじめ示すことで、予習、復習、課題等、学生の学修効果を高

めるためのものです。 

 

① 第 1 回目は「オリエンテーション」などの記入だけではなく、●●についての概要説明や授業の進行に係

る説明など、具体的に記入してください。 

② オムニバス形式で複数の教員が担当する場合は、どの回でだれが担当するかを必ず明記してください。 

③ 同じ項目が続く場合は「第１回・・・①」、「第 2 回・・・②」ととせせずずにに、、必ず「第 1 回・・・（  ）」、

「第 2 回・・・（  ）」と（  ）書きで副題を記入し、同じ記入が続かないようにしてください。 

④ 定定期期試試験験期期間間にに試試験験をを実実施施すするる際際ににはは、、授授業業回回数数 1144 回回＋＋定定期期試試験験ととしし、、1144 回回のの次次にに「「定定期期試試験験をを実実施施

すするる」」とと記記入入ししててくくだだささいい。。  

   

※ 通常の授業教室以外での学外授業等を実施する場合は、必ず授業計画中のいずれかに場所・目的等を明記

するほか、学生へのメッセージ欄に記入してください。 

 
※※最最後後ににはは、、必必ずず「「授授業業のの進進行行状状況況やや社社会会情情勢勢にによよっってて、、変変更更すするる場場合合ががああるる」」ここととをを記記入入ししててくくだだささいい。。  

  

【【要要点点⑥⑥】】：：事事前前学学習習・・事事後後学学習習  

事前学習・事後学習とは、授業時間以外に学生が自主的に行う学習のことです。 

１回 100 分の授業時間以外に、事前の予習や事後の復習、課題やレポート作成などの授業以外の学修時間

が必要であり、その時間や内容を明記することが求められています。 

単位数あたりの必要時間数は「大学設置基準」により定められており、本学においては以下のとおりとな

ります。 

  
＜＜授授業業外外学学習習時時間間のの考考ええ方方＞＞  
➀１単位あたり４５時間、２単位あたり９０時間の学修（大学設置基準第２１条） 
➁授業時間数 １回１２０分（１００分授業を１２０分に換算）×授業回数（14 回） 
➂必要な授業以外の学修時間 ➀－➁÷授業回数 

＜＜授授業業形形態態別別にに必必要要なな授授業業外外学学習習＞＞  
授業種別 単位数 授業回数 授業 1 回あたりに必要な授業外学習時間数 

講義・演習・実習 

1 7 （45 時間‐14 時間）/  7 回≒270 分 
1 14 （45 時間‐28 時間）/14 回≒ 80 分 
2 14 （90 時間‐28 時間）/14 回≒270 分 
2 28 （90 時間‐56 時間）/28 回≒ 80 分 

 ※「大学設置基準に定める学修時間」はかなり多くの時間数となり、複数科目を履修している学生にとって  

は物理的に実施困難な時間設定となりますが、あくまでこの時間数に相当する学習が必要であるという目

安として記入してください。 

 記入例： （講義科目 2 単位 14 回授業の場合） 

  授業以外に以下の事前・事後学習が必要である。（目安の時間数） 

事前学習：次回授業で扱う範囲について教科書をあらかじめ読み、必要に応じて関連事項について調

べておく。（2 時間） 

事後学習：授業内容を振り返り、ノートにまとめる。レポート課題を課す場合はレポートを作成する

（2 時間 30 分） 
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授業において以下の項目を少なくとも１１回回以以上上実施し、必ず記入してください。 

・PBL（課題解決型学習） 

・反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う） 

・ディスカッション、ディベート 

・グループワーク 

・プレゼンテーション 

・実習、フィールドワーク 
 上記の 6 つの項目のいずれかを必ず記入文中に挿入してください。 
 

 記入例：  

・授業でグループワークを実施し、その成果をグループごとにプレゼンテーションする。 

  ・教育実習において、大学で指定した施設において一定期間実習を行う。 

  ・あらかじめ課題を課し、その結果のプレゼンテーションをもとにディスカッションを行う。 

 

 

【【要要点点⑧⑧】】：：IICCTT のの活活用用  

授業において以下の項目を少なくとも１回以上実施し、必ず記入してください。 

＊詳細は P.13～の情報教育センター作成の資料でご確認ください。 

 記入例：  

・学習対象への思考や理解を深めるために、適宜 ICT を用いて授業を行う。  

・コンピュータやプロジェクターなどを活用して、資料などの提示や共有を行う。 

・みんなの意見・考え方・作品などを共有したり⽐較検討したりできるように ICT を用いた授業を行う。 

・グループで考えをまとめたり、協働してレポート・資料・作品などを制作したりするために ICT を用

いる。 

授業では、コンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集したり選択したりする。 

自分の考えをワープロソフトで文章にまとめたり、調べた結果を表計算ソフトで表やグラフなどにま

とめる。 

受講生の発表においては、コンピュータやプレゼンテーション・ソフトなどを活用する。 

・授業内で出席管理、資料配布などコルズを使用して実施する。 

・授業で使用した資料・データをコルズに保管し、自由に取り出せるようする。 

・授業において PC 教室又は必携 PC を使用し、データ処理作業やネット検索などを行う。 

・コルズを通して学生の質問を受付けたり、個別にアドバイスを与える。 

 

その他 授業において ICT を使用して授業内容を構成している場合 

 

 

※高等教育の無償化に必要な記入項目です。 
教育・保育現場、心理臨床現場、民間企業などでの実務経験があり、実務経験があり、授業回数のいずれ

かにその経験を生かしている場合に記入してください。 

 実務経験のない場合は、「特になし。」と記入するか空欄にしてください。 

 

 記入例：  

【実務経験】 

保育士、幼・小・中・高等学校教諭、児童福祉施設勤務、高等学校非常勤講師、〇〇研究所研究員、

〇〇株式会社○○課、○○市役所○○課、○○クリニック・カウンセラーなど 

※大学での非常勤講師は実務経験には含めないでください。 

【実務経験を生かした授業】 

・第 3 回目の授業において保育士の経験から、保護者からの苦情などの実例を示し、対応事例を紹介。 

・第 9 回目の授業において、〇〇研究所の研究員としての経験から、実用事例や法的な問題などを紹介。 

 

 

 

【【要要点点⑦⑦】】：：アアククテティィブブ・・ララーーニニンンググのの実実施施  

【【要要点点➈➈】】：：実実務務経経験験をを活活かかししたた授授業業のの実実施施  
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【【要要点点➉➉】】：：SSDDGGｓｓにに係係るる科科目目  

 今年度から、本学の授業において SDGｓ「17 の目標」のうち「169 のターゲット」のいずれかに関

連する授業内容を含む場合は、記入をいただくことといたしました。 

  

SDGｓ(Sustainable Development Goals)  

持続可能な開発目標 

2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟国 193 ヵ

国が 2016 年～2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標。 

 

 

これは、SDGｓに即した授業実施をお願いするものではなく、あらかじめ準備されている授業内容に関

連する事項（SDGｓの 169 のターゲットに関する理解を深める内容）を扱っていると思われる場合は、

記入いただくものです。 

 

 参考リンク先：農林水産省 SDGs（持続可能な開発目標）17 の目標と 169 のターゲット 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/sdgs_target.html 

 
上記の参考リンク先の目標、169 のターゲット（目標ごとに記載）を参照していただき、該当する場合

は以下の記入例にならって記入してください。SDGs に係る科目については、17 の目標ではなく、目標

ごとのターゲットに照らして選定をお願いします。必須の記入事項ではありませんので、講義内容と

169 のターゲットとを無理に関連づけることは避けてください。 

記入例：講義名「教育・学校心理学 A」 

    目標：４「質の高い教育をみんなに」 

    ターゲット：４.１「2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な 

学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了で 

きるようにする。」 

    内容：この講義では、「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身 
につけ、各発達段階における心理的特性を踏まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解 
する」を到達目標とする。授業のテーマに即して、成人期と高齢期の人の心理的特性を踏まえた学習 
行動と教育環境の整備を理解することも到達目標とする。 

 

 

 

 

 

 
 

【【要要点点⑪⑪】】：：成成績績評評価価のの基基準準とと方方法法  

「成績評価の基準」と「方法」を分け、それぞれで記入してください。※補助金交付の条件として成績評価

基準と評価方法の明記が必要です。 

 

【成績評価基準】 

  成績評価基準については、すべての科目において「授授業業ののテテーーママとと到到達達目目標標」」の項目で記入いただいた単

位付与に必要な到達目標との関連性を明確にすることが必要であり、以下のとおり記入してください。 

S 到達目標を完全に達成している。 

A 到達目標をほぼ完全に達成している。 

B 到達目標を十分に達成している 

C 到達目標を達成している 

E 
到達目標を達成していない 

F 

 

講講義義内内容容がが目目標標、、タターーゲゲッットトににどどののよよううにに関関わわるる
かかをを書書いいててくくだだささいい。。

どどのの目目標標・・タターーゲゲッットトにに該該当当すするるかかをを書書いいててくくだだささいい。。
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【【成成績績評評価価方方法法】】  

  各授業科目ごとに評価の方法（試験、レポートの実施、授業への参加度など）を記載してください。 

上表の「到達目標」を達成しているか否かの判断方法は、授業ごとに記入してください。 

 

＜注意いただきたい事項＞ 

・授業全体の評価または部分的な評価（レポートやプレゼンテーションや定期試験等）でルーブリック評価

を用いる場合は、その旨を記入してください。例：レポートはルーブリック評価をする。レポートを評価

する観点を授業内で事前に明示するので、それを念頭においてレポートを作成すること等。 

・全て出席することが原則ですので、出席点など出席だけを評価に加える内容は記入しないでください。例

えば、「授業への参加状況」など出席状況を含めた包括的な記入とし、具体的には最初の授業で直接説明し

てください。 

・定期試験を実施せずに 14 回の授業内で試験等を実施する場合は、評価基準に「定期試験」と記入せずに

「授業内で実施する確認テスト」のように定期試験とは区別した表記にしてください。 

 

※補助金申請に必要な項目です。 

課課題題((試試験験ややレレポポーートト等等))にに対対すするるフフィィーードドババッックク、、要要望望ややメメッッセセーージジ等等へへのの対対応応方方法法をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

 記入例 

・提出されたコメントペーパーやレポートにコメントをつけて返却する。 

・事前課題の内容を授業内に解説する。 

 

 

□授業を履修することの意義や心がまえ、遅刻や欠席、授業内ルールについて、留意点を記入してください。 

□遅刻については、チャイムが鳴ってから 20 分以上の遅刻は原則として欠席扱いとなります（遅刻の限度

時間の起算は、チャイムが鳴った時間であり、先生が入室した時間ではありません。）が、20 分に満たな

い遅刻でも欠席扱いにする場合はその旨を明記してください。 

（例：20 分以内の遅刻 3 回で欠席 1 回） 

□遅刻に関しては、出席回数のカウントに影響し、学期末にトラブルとなる場合がありますので、必ず記入

いただくほか、初回授業でも説明してください。 

□要件科目がある場合、履修規程等で受講のための要件科目が規定で定められている場合は、当該授業を履

修する場合は○○○○の単位を修得していることが必要である旨を明記してください。 

 なお、履修の手引きにおいて、当該科目の履修に当たって「○○○○の単位を修得していることが望まし

い。」といった科目は、履修要件ではなく、登録希望者を拒むことができませんので、ご注意ください。 

 

【【要要点点⑭⑭】】：：オオフフィィスス・・アアワワーー  

専 任 教 員：通学課程は水曜日以外の 9：00～18：00 の時間帯の中で最低 1.5 時間を設定してください。 

なお、新年度に具体的な時間と場所（授業教室、研究室等）を学生に明示してください。 

例：〇曜日〇限(ただし、事前連絡による約束が必要です。) 

例：初回授業で説明後、別途コルズでお知らせします。等 

  

※事前に学生から止むなき事情で定められた時間に訪問できない旨の連絡を受けている場合は、先生方の判

断でオンラインでの相談も可能とします。 

非常勤講師：授業前後の時間やコルズ、メールを活用する旨を記入してください。 

 記入例：  

＜評価基準＞ 

S：到達目標を完全に達成している。 

A：到達目標をほぼ完全に達成している。  

B：到達目標を十分に達成している 

C：到達目標を達成している 

E・F：到達目標を達成していない。 

＜評価方法＞ 

基準に達しているか否かは以下の方法で判断する。 

授業への参加状況●％、小テスト●％、最終テスト●％として総合的に判断する。 

 

【【要要点点⑫⑫】】：：課課題題にに対対すするるフフィィーードドババッックク方方法法  

【【要要点点⑬⑬】】：：学学生生へへののメメッッセセーージジ  
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【【要要点点⑮⑮】】教教科科書書・・参参考考書書  

・「教科書(教科書名、著作者、出版社)・参考書」をご記入ください。 

 別途、教科書販売に係る「使用教科書調査」を実施いたします。学生に販売する教科書については、必

ずここに記入してください。 

・適宜資料を配布する場合は「適宜資料を配布する」と記入し、何もなしということは避けてください。 

 

 

3 年生のゼミ・卒業論文(卒業研究)・実習科目のシラバスについて 

✎✎「演習」「卒業論文（卒業研究）」や「保育実習」、「教育実習」などの授業計画は第 1 回、第 2 回

のように記入することができません。 

 例えば、第〇回～第〇回までは「資料収集活動」などの場合は、各回に同じ内容を記入してください。 

  ※全回同じ内容(①～⑭など)にならないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎✎「実習科目」で巡回指導等を実施する場合は、備考欄にその旨を記入してください。 

   特に目的や到達目標などとの整合性に注意してください。 

 

第第三三者者チチェェッックク・・ココメメンントト欄欄  

この項目は第三者チェックの際に使用しますので、何も記入しないでください。 

 

 

授授業業回回  テテーーママ  

第 1 回 資料収集活動 研究テーマに関連する情報の収集  

第 2 回  資料収集活動 研究テーマに関連する資料の収集 

第 3 回  執筆作法の指導 

第 4 回  執筆作法の指導 

第 5 回  執筆作法の指導 下書き作成作業 
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シシララババススににおおけけるる「「 のの活活用用」」欄欄のの記記入入例例のの紹紹介介

令和元年１１月２１日
情報教育センター

各位
記

情報教育センターから、シラバス作成における「 （情報通信技術）の活用」欄の記入例を紹介します。実
際のシラバス作成に際しては、ご担当の授業内容や実態に合わせて、下記文言を適宜修正するなどしてご利用
ください。

＜授授業業中中にに をを活活用用ししたた指指導導をを行行うう場場合合＞＞

⇒シラバスの「 の活用」欄には…
⚫ 学習対象への思考や理解を深めるために、適宜 を用いて授業を行う。
⚫ コンピュータやプロジェクターなどを活用して、資料などの提示や共有を行う。
⚫ みんなの意見・考え方・作品などを共有したり、⽐較検討したりできるように を用いた授業を行

う。
⚫ グループで考えをまとめたり、協働してレポート・資料・作品などを制作したりするために を用

いる。
 

 

授業で以下のような活動を取り入れている場合…

⚫ 学習に対する学生の興味・関心を高めたり、学生の思考や理解を深めたりするために、ICT を

活用している。

⚫ 学生一人一人に課題意識をもたせるために、コンピュータやプロジェクターなどを活用して資料

などを効果的に提示している。

⚫ 学生に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり、⽐較検討させたりするなど、学生の意

見などを効果的に集約し、提示するために ICT を活用している。

⚫ 学生の学びの深まりをねらいとして、グループで考えをまとめさせたり、協働してレポート・資料・

作品などを制作させたりするために ICT を活用している。
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＜学学生生のの 活活用用のの指指導導をを行行うう授授業業内内容容＞＞

⇒シラバスの「 の活用」欄には…
⚫ 授業では、コンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集したり選択したりする。
⚫ 自分の考えをワープロソフトで文章にまとめたり、調べた結果を表計算ソフトで表やグラフなどにま

とめたりする。
⚫ 受講生の発表においては、コンピュータやプレゼンテーション・ソフトなどを活用する。

＜＜参参考考資資料料＞＞
教員の 活用指導力のチェックリスト（中学校・高等学校版）（文部科学省）

＜＜そそのの他他関関連連資資料料ののウウェェブブササイイトト＞＞
第 章 教員の 活用指導力の向上（文部科学省）
教員養成課程等における 活用指導力の育成のための調査研究（国立教育政策研究所研究企画開発部総括研
究官、平成 年）（国立教育行政研究所）

以上

授業で以下のような指導をしている場合…

⚫ 学生がコンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集したり選択したりできるように指

導している。

⚫ 学生が自分の考えをワープロソフトで文章にまとめたり、調べた結果を表計算ソフトで表やグラ

フなどにまとめたりすることを指導している。

⚫ 学生がコンピュータやプレゼンテーション・ソフトなどを活用して、わかりやすく説明したり効果的に

表現したりできるように指導している。
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種種別別 区区分分 番番号号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

  「「身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力」」をを55～～1100項項目目選選択択しし、、半半数数以以上上はは科科目目区区分分ににおおいいてて指指定定さされれたたもものの（（分分類類））ととすするる。。

個人をみつめる力

他者とかかわる力

組織を動かす力

情報や知識を多角的・論理的に分析し、表現できる。

他者に目標や方向性を示し、その実現のために行動できる。

自分と周囲の人々や物事の関係性を理解できる。

専専
門門
教教
育育
科科
目目
にに
おお
いい
てて
身身
にに
つつ
けけ
るる
べべ
きき
学学
士士
力力

汎汎
用用

的的
スス
キキ
ルル

専
門

的
ス
キ
ル

心
理

専
攻

こ
ど

も
保
育
・
教

育
専
攻

モ
チ

ベ
ー
シ

ョ
ン

行
動
科
学
部

一一般般教教育育科科目目ににおおいいてて身身
ににつつけけるるべべきき「「学学士士力力」」

キキャャリリアア科科目目ににおおいいてて身身にに
つつけけるるべべきき「「学学士士力力」」

自分たちの文化・異文
化を理解し認める力

（受容性）

常に学び、向上を続け
る態度

（生涯学習力）

卒業後も自律・自立して学習できる。

目標を設定し、自ら進んで取り組むことができる。

情報収集ー分析ー解
釈ー表現・発信する力
（課題を解決する力）

文化・社会と自然に関する知識を理解できる。

意見や立場の違いを理解し、受け入れることができる。

創造し表現する力
（創造力）

問題を発見し、必要な情報を収集・分析・整理し、解決できる。

獲得した知識・技能を総合的に活用し、課題に適用し、解決できる。

情報を構造化し、分析・評価・統合し、倫理的に活用できる。

自然や社会的事象について、様々な表現方法を用いて分析し、他者に伝達できる。

既存の知識を活用して、新しい価値(アイデア、生産物、方法等)を生みだせる。

保育・授業場面で活か
せる力

職能に限らず、専門的
知識・技能を利活用す

る力

月案・週案・保育教育指導案等の計画を作成できる。

子どもの行動に対して、すばやく応じることができる。

月案・週案・保育教育指導案等の計画に基づいた実践ができる。

円滑に担当クラスの運営を行える。

場面に必要な表現ができる。

保育・教育に必要な教材を創造・開発できる。

実践に基づいた正確な記録を作成し、記述できる。

自身を含めた保育・教育者の実践に対して適正な評価を行える。

多様な情報を収集し、分析できる。

子どもの行動を把握し、分析・考察できる。

子どもの成長・発達に対して適正な評価が行える。

場面での環境を把握し、場面に求められる環境を作り出せる。

組織内外の人たちと連携・協業できる。

自分自身を受け入れることができる。

人間の成長発達を理解できる。

客観的な視点で人間行動を理解し分析できる。

モチベーションやリーダーシップに関する専門的知識に基づいて行動できる。

他者を肯定的に理解することができる。

さまざまな実践経験をもとに地域の人びとと連携できる。

対人コミュニケーション理論にもとづいたコミュニケーションができる。

自分の関わる企業・組織や市場の情報を収集することができる。

他者に情報を適切に伝達する素材をつくることができる。

組織のなかで自分の立場を理解し、運営にかかわることができる。

国内外の社会情勢を理解する広い視野をもつことができる。

組織経営を円滑化する戦略的な思考ができる。

心理学の知識・技能を
理解する力

統計的なデータを読み取り、科学的根拠を用いて説明できる。

人の行動や言葉の深い意味を理解できる。

心理学的な枠組みで人間の心の働きを理解できる。

行動や感情の自己管理ができる。

人間理解を深める力

他者の立場に立ち、共感的に理解し関わることができる。

子どもの多様な発達プロセスを科学的にとらえることができる。

全体を俯瞰しながら、他者の置かれた状況を的確に判断し、適切な援助ができる。

他者の立場を理解し、尊重しつつ、自分の意見も主張できる

状況に応じた社会的スキルを身につけている。

自らの感情や心の状態を理解し、調整することができる。

状況や変化に沈着な対応を行い、適正な行動ができる。

自己を統べる力
（倫理観）

「「身身ににつつけけるるべべきき学学士士力力」」一一覧覧表表

  モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部のの「「演演習習科科目目」」ににつついいててはは、、区区分分にに関関係係ななくく「「学学士士力力」」をを選選択択すするる。。

分分類類 項項目目11 項項目目２２

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。

よりよい社会を実現するために、自らの資質を活かして積極的に社会に関与できる。

社会の一員として責任
ある行動をする力

（市民性）

自らを律して行動できる。

コミュニケーションの
力、協働する力

（社会性）

自分の意見をわかりやすく伝えることができる。

相手の意見を丁寧に聞くことができる。

多様なメディアを主体的に利用し、他者と連携できる。

他者と協調して行動できる。
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科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))  一一般般教教育育科科目目((全全学学部部共共通通)) 

 
 
 
 

 

 

科科目目NNoo 科科目目名名 科科目目NNoo 科科目目名名

XAAA101 生命科学 XAEA101 情報科学概論

XAAA102 化学 XAEA102 情報処理基礎Ⅰ(機器操作を含む)
XAAB103 数学 XAEB103 情報処理基礎Ⅱ

XAAA104 天文学 XAEC201 情報処理応用Ａ

XAAA105 物理学 XAED202 情報処理応用Ｂ

XAAB106 脳科学 XAEC203 ワープロ総合演習

XABA107 哲学 XAFA101 英語Ⅰ

XABA108 歴史学（こども） XAFC201 英語Ⅱ

XABC109 歴史学（モチベ） XAFB102 英語コミュニケーションⅠ

XABA110 言語学 XAFD202 英語コミュニケーションⅡ

XABB111 宗教学 XAFC301 アカデミック・リーディング

XABB112 文化人類学 XAFD302 アカデミック・リーディング＆ライティング

XABB113 文学 XAFB103 リスニング

XACA114 経営学 XAFE303 ビジネス英語

XACA115 政治学(国際政治を含む) XAFC104 中国語

XACA116 社会学 XAFD105 韓国語

XACB117 経済学 XAFC106 フランス語

XACB118 法律学(国際法を含む) XAFD107 ドイツ語

XACB119 会計学 XAGA101 日本国憲法

XADA101 体育実技A（体育実技Ⅰ） XAHA101 国語表現

XADB102 体育実技B（体育実技Ⅱ） XAHA102 プレゼンテーションⅠ

XADC103 レクリエーション論 XAHB201 プレゼンテーションⅡ

XADD104 レクリエーション援助技術 XAHA103 カレッジ＆キャリアスキルズA
XADC105 体育理論 XAHA202 カレッジ＆キャリアスキルズB

XAHC104 キャリアデザインA
XAHD203 キャリアデザインB
XAHC107 キャリア形成論

XAHC204 事例で学ぶビジネス

XAHB108 キャリアモデル・ケーススタディ

XAHA109 地域連携Ⅰ

XAHB205 地域連携Ⅱ

キ
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科

目
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科

目
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目
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理
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科
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群
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一一般般教教育育科科目目

区区分分区区分分
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科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))  専専門門教教育育科科目目((心心理理専専攻攻)) 

 
科科目目NNoo 科科目目名名 科科目目NNoo 科科目目名名

XDIA101 子ども学 XBJE210 司法・犯罪心理学

XDIA102 心理学概論(こころの形成) XBJD306 子ども心理学特別講義

XDIA103 心理学概論(こころの理解) XBJE307 産業カウンセリング

XDIB104 乳幼児心理学(講義) XBJE211 学習・言語心理学Ａ

XDIB105 臨床心理学概論 XBJF308 比較行動学

XDIB106 子どもの心理学(総論) XBJF309 発達の課題と障害

XBIA201 教育・学校心理学A XBJF212 学習・言語心理学B
XDIB107 心理学研究法 XBJE310 親子関係の心理学

XBIB108 心理学統計法Ⅰ XBJF311 子育てカンファレンス

XBID202 心理調査概論 XBJF312 非行犯罪特別講義

XBIC110 感情・人格心理学A XBJF313 心理的アセスメント上級

XBIC111 心理学的支援法 XBJF314 文化心理学

XÐIC112 発達心理学 XBJF315 心理学統計法Ⅲ

XBID113 青年心理学 XBJE213 福祉心理学

XBID203 心理的アセスメント XCKB120 子ども家庭福祉

XBJA101 社会・集団・家族心理学A XCIA109 教育学概論

XBJB102 障害者・障害児心理学 XCIA114 保育原理

XBJB201 少年非行の心理学 XCKC221 道徳教育

XBJC103 知覚・認知心理学 XCKD117 教職論

XBJE202 発達生理心理学 XCKF228 幼児理解と保育相談

XBJC104 心理療法基礎 XCKB121 社会福祉

XBJC203 子ども文化 XCKF218 比較教育制度論

XBJC204 心理学統計法Ⅱ XCKF233 家庭支援論

XBJC205 心理学実験 XBLE301 こども心理演習Ⅰ

XBJC206 子ども心理学実践実習 XBLF302 こども心理演習Ⅱ

XBJC105 社会・集団・家族心理学B XBLG400 卒業研究・卒業論文

XBJD106 感情・人格心理学B XENC205 消費者の行動と心理

XBJD107 神経・生理心理学 XEMF308 ストレスマネジメント論

XBJD207 健康・医療心理学 XEME304 産業・組織心理学

XBJD108 社会・集団・家族心理学C XEMF312 エイジングの心理学

XBJD208 対人コミュニケーション論 XEND208 多文化共生社会論

XBJD301 心理学応用研究法実習A XFQC201 心理学英書講読Ａ

XBJE302 心理学応用研究法実習B XFQD202 心理学英書講読Ｂ

XBJE303 心理療法上級A XFQD203 公認心理師の職責

XBJE304 心理療法上級B XFQF303 関係行政論

XBJC209 教育・学校心理学B XFQE204 人体の構造と機能及び疾病

XBJE305 対人コミュニケーションスキル XFQF205 精神疾患とその治療

XFQF304 心理演習

XFQG305 心理実習
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科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))  専専門門教教育育科科目目((ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科科目目NNoo 科科目目名名 科科目目NNoo 科科目目名名

XDIA100 子ども学 XCKC221 道徳教育

XDIA101 心理学概論(こころの形成) XCKE119 教育史

XDIA102 心理学概論(こころの理解) XCKF222 教育法規

XDIB103 乳幼児心理学(講義) XCKD223 学校安全

XCIB104 乳幼児心理学(演習) XCKE322 特別支援教育

XDIB105 子ども臨床心理学 XCKF323 総合的な学習の指導法

XDIB106 子どもの心理学(総論) XCKF224 特別活動

XCIB107 教育心理学 XCKE225 生徒・進路指導

XDID108 青年心理学 XCKF226 教育相談

XDIA109 教育学概論 XCKF227 教育の方法と技術

XCIC110 パーソナリティ心理学 XCKF228 幼児理解と保育相談

XCIC111 カウンセリング論 XCKH400 教職実践演習(幼・小)
XDIC112 発達心理学 XCKH401 保育実践演習

XDIB113 心理学研究法 XCKB120 子ども家庭福祉

XDIA114 保育原理 XCKB121 社会福祉

XCKC200 国語 XCKE229 子育て支援

XCKC201 算数 XCKF230 国際社会の福祉

XCKD202 生活 XCKC231 社会的養護Ⅰ

XCKB203 社会 XCKC122 子どもの保健

XCKB204 理科 XCKD232 子どもの健康と安全

XCKB205 家庭 XCKC123 子どもの食と栄養

XCKE206 初等英語 XCKE233 家庭支援論

XCKB207 表現 XCKA124 乳児保育Ⅰ

XCKC208 人間関係 XCKB234 乳児保育Ⅱ

XCKC209 環境 XCKD324 障害児保育

XCKD210 健康 XCKD325 社会的養護Ⅱ

XCKD211 言葉 XCKG326 在宅保育研究

XCKC212 子ども音楽 XCKC235 保育・教育ボランティア実習

XCKB213 子ども美術 XCKC236 教育実習指導Ⅰ(事前・事後)(幼)
XCKD214 子ども体育 XCKE327 教育実習指導Ⅱ(事前・事後)(幼)
XCKD215 子どもと言葉 XCKC237 教育実習Ⅰ(幼)
XCKA115 音楽実技ⅠA XCKG328 教育実習Ⅱ(幼)
XCKB116 音楽実技ⅠB XCKD238 保育実習指導ⅠＡ(事前・事後)
XCKC216 音楽実技ⅡA XCKE239 保育実習指導ⅠB(事前・事後)
XCKD217 音楽実技ⅡB XCKG329 保育実習指導Ⅱ(事前・事後)
XCKE300 音楽実技ⅢA XCKG330 保育実習指導Ⅲ(事前・事後)
XCKF301 音楽実技ⅢB XCKD240 保育実習ⅠＡ

XCKG302 音楽実技ⅣA XCKE241 保育実習ⅠB
XCKH303 音楽実技ⅣB XCKG331 保育実習Ⅱ

XCKD117 教職論 XCKG332 保育実習Ⅲ

XCKD118 保育・教職論 XCKF242 教育実習指導(事前・事後)(小)
XCKF218 比較教育制度論 XCKG243 教育実習Ⅰ(小)
XCKE219 子ども教育課程論 XCKG333 教育実習Ⅱ(小)
XCKE220 保育カリキュラム論(計画と評価） XBJC103 知覚・認知心理学

XCKD304 人間関係指導法 XBJD106 感情・人格心理学B
XCKE305 健康指導法 XBHB101 発達障害学

XCKE306 環境指導法 XBJC104 心理療法基礎

XCKE307 言葉指導法 XBJF212 学習・言語心理学Ｂ

XCKC308 造形表現指導法 XBJA101 社会・集団・家族心理学A
XCKD309 音楽表現指導法 XBHF244 親子関係の心理学

XCKE310 英語指導法 XBJB201 少年非行の心理学

XCKC311 保育内容総論(保育指導法) XBJF312 非行犯罪特別講義

XCKD312 初等国語科教育法 XBJE210 司法・犯罪心理学

XCKC313 初等社会科教育法 XBJE309 発達の課題と障害

XCKD314 初等算数科教育法 XCLE334 こども保育・教育演習Ⅰ

XCKC315 初等理科教育法 XCLF335 こども保育・教育演習Ⅱ

XCKE316 初等生活科教育法 XCLG402 卒業研究・卒業論文

XCKE317 初等音楽科教育法

XCKD318 初等図画工作科教育法

XCKC319 初等家庭科教育法

XCKE320 初等体育科教育法

XCKF321 初等英語科教育法
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科科目目番番号号((科科目目ナナンンババリリンンググ))  専専門門教教育育科科目目((モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部)) 

 科科目目NNoo 科目名 科科目目NNoo 科科目目名名

XEMA101 心理学概論 XEOA101 日本史Ⅰ

XEMB102 心理学研究法 XEOA102 倫理学

XEMB103 社会・集団・家族心理学A（社会） XEOB103 コンピュータと人間の接点

XEMB104 心理統計法Ⅰ XEOB104 地域教育支援論

XEMB105 臨床心理学概論 XEOB105 日本史Ⅱ

XEMC201 発達心理学 XEOB106 教育・学校心理学A
XEMC202 心理学実験 XEOB107 異文化コミュニケーション

XEMC203 社会・集団・家族心理学B（集団） XEOB108 教職論

XEMC204 モチベーション論Ⅰ XEOB109 教育学概論

XEMC205 心理学的支援法 XEOC201 国際理解教育論

XEMC206 心理調査概論 XEOC202 外国史Ⅰ

XEMC207 知覚・認知心理学 XEOC203 教育課程論

XEMD208 感情・人格心理学A（人格） XEOC204 道徳教育の指導法

XEMD209 心理統計法Ⅱ XEOC205 教育の方法及び技術

XEMD210 学習・言語心理学 XEOD206 地域史論

XEMD211 モチベーション論Ⅱ XEOD207 コンピュータネットワーク

XEMD212 コミュニケーションの心理学 XEOD208 海外文化交流

XEMD213 心理的アセスメント XEOD209 外国史Ⅱ

XEMD214 心理調査課題演習（フィールドワーク） XEOD210 生涯学習論

XEME301 質的分析法 XEOD211 教育制度論

XEME302 感情・人格心理学B（感情） XEOD212 特別活動の指導法

XEME303 福祉心理学 XEOE301 ファシリテーション論

XEME304 産業・組織心理学 XEOE302 コーチング

XEME305 クリティカル・シンキング XEOE303 地理学Ⅰ(地誌を含む)
XEMF306 社会・集団・家族心理学C（家族） XEOE304 人文地理学

XEMF307 健康・医療心理学 XEOE305 教育福祉論

XEMF308 ストレスマネジメント論 XEOE306 クラスマネジメント論※

XEME309 コミュニケーション・スキル XEOF307 社会教育とシティズンシップ

XEMF310 ポジティブ心理学 XEOF308 地理学Ⅱ

XEMF311 心理演習 XEOF309 生徒・進路指導論※

XEMF312 エイジングの心理学 XEOF310 教育相談

XENA101 暮らしと流通 XEOE311 NPOと市民活動

XENA102 経営学概論 XEOE312 総合的な学習の指導法

XENB103 国際政治 XEOE313 特別支援教育

XENB104 企業と管理 XEPA101 基礎演習Ⅰ

XENB105 マーケティング XEPB102 基礎演習Ⅱ

XENC201 地域と社会 XEPC201 基礎演習Ⅲ

XENC202 国際経済 XEPD202 基礎演習Ⅳ

XENC203 グローバルビジネス XEPE301 専門演習Ⅰ

XENC204 経営戦略 XEPF302 専門演習Ⅱ

XENC205 消費者の行動と心理 XEPG400 卒業研究

XEND206 国際法 XBJB201 少年非行の心理学

XEND207 簿記 XBJB102 障害者・障害児心理学

XEND208 多文化共生社会論 XBJD107 神経・生理心理学

XEND209 売場の科学 XBJE210 司法・犯罪心理学

XENE301 人間の行動と都市

XENE302 人的資源管理

XENE303 企業と社会的責任

XENF304 公共サービス論 XEQC201 社会科教育法Ⅰ

XENF305 まちづくり論 XEQD202 社会科教育法Ⅱ

XENF306 ビジネスプランニング XEQE301 社会科・公民科教育法Ⅰ

XEQF302 社会科・公民科教育法Ⅱ

XEQG303 教育実習事前事後指導

XEQG304 教育実習Ⅰ

XEQG305 教育実習Ⅱ

XEQG306 教職実践演習(中・高)
XFQC203 公認心理師の職責

XFQE204 人体の構造と機能及び疾病

XFQF205 精神疾患とその治療

XFQF303 関係行政論

XFQG305 心理実習

モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部

区分 区区分分

XBJC209
教育・学校心理学B
　※但しモチベーション行動

科学部は3年次開講。
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■■ここどどもも心心理理学学部部のの教教育育のの目目的的  

 

日本の未来を担う子どもの豊かな成長を、家庭、学校、地域社会及びそれらをとりまく文化との相互関係と

いう視点から捉え、単に知識や技能を修得するにとどまらず、人間性を高める教育を併せて展開することによ

り、真に社会に役立つ人材を養成する。 

  

■■卒卒業業・・学学位位授授与与方方針針（（デディィププロロママポポリリシシーー））  

 

幅広い教養及び心理学、保育学及び教育学の専門的な知識を修得し、社会に貢献しうる者に学位を授与する。

学位の授与にあたっては、通信課程では所定の単位を修得した者に「学士（こども心理学）」を授与する。通学

課程では最終学年において卒業研究・卒業論文を完成し提出しなければならない。卒業研究・卒業論文の審査

に合格し、卒業研究・卒業論文を含めた所定の単位を修得した者に心理専攻では「学士（心理学）」、こども保

育・教育専攻では、「学士（保育・教育学）」を授与する。 

卒業までの学びの到達目標は、学部で定めた「学士力」（人間性や心の豊かさを培うスキル）に基づき以下の

通り設定される。 

(1)専門的知識と技能を身につけること。 

 学士にふさわしい教養と、子どもを中心としたあらゆる年代の人の健康な発達や学び、臨床的課題やそれ

らへの介入法、領域や教科の内容や指導方法など、心理学、保育学及び教育学の領域における専門的知識と

技能を修得している。 

(2)研究する力を身につけること。 

  子どもや彼らをとりまく人と環境との関わりを研究し、その研究知見を適切に社会で用い、貢献できる力

を修得している。 

(3)資格に適う力を身につけること。 

   得られた資格に係る専門的知識や技能を修得し、それらを適切に社会で用い、貢献できる力を修得している。 

(4)社会に貢献する力を身につけること。 

 子どもに関連する産業をはじめ、多様な職業において発揮しうる知識と技能及び人間性を備え、社会に貢献

できる力を修得している。 

 

■■カカリリキキュュララムムのの編編成成方方針針（（カカリリキキュュララムムポポリリシシーー））  

  

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）に掲げる知識・技能の修得を円滑に進めることができる

よう、一般教育科目、専門教育科目、キャリア科目（キャリア科目は通学課程のみ）の下に科目を体系的に編

成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を開講する。 

(1)一般教育科目では、社会・文化・自然に対する視点や考え方を育てることを目的とする教養科目、憲法、

体育、情報、語学を学び、英語においては習熟度に基づいたクラス編成を行い、学生自身の理解度と学習進

度に合った授業を行う。 

(2)専門科目では、以下の要件を骨子とした教育を行う。 

〇子どもの「こころ」の発達過程と特性に関する基礎理論及び子どもを中心としたあらゆる年代の人の心理

を理解し、健康な心を養うための最新の実践的手法を学ぶ。 

〇健全な発達を担う心理学、保育学及び教育学に関する高度な専門的知識と技術を養い、資格・免許の取得

にふさわしい社会に貢献できる人材を養う。 

〇子どもを中心としたあらゆる年代の人の健全な発達や学びに必要な環境条件や文化について理解を深め、

社会で幅広く活躍できる応用力を身につける。 

〇責任ある社会人にふさわしい教養と、社会的知識と技能を身につける。 

(3)キャリア科目では、学内外で社会に触れる機会を設け、知識・技能を実践に活かす力を身につけることを

目的に、早い時期からのキャリア教育に取り組む。 

(4)プロジェクト（課程外活動）（大学祭や三幸フェスティバル（体育祭）等の行事）（通学課程においては１，

２年次の大学祭及び三幸フェスティバル（体育祭）は全員参加を原則としている）において修得した専門的

知識と技能を発揮することを通して、資格・免許の取得にふさわしく、社会に貢献しうる自立した人間性や

心の豊かさの充実を図る。 

(5)本学の共通及び学部が指定する学士力（人間性や心の豊かさを培うスキル）の形成を目指す。 
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■■ここどどもも保保育育・・教教育育専専攻攻のの教教育育のの目目的的  
 

幅広い教養とキャリア教育を前提とし、未来を担う子どもたちの健全な発達・学びを促すために必要となる、

子どもの保育学的・教育学的な理解に根ざした「高度な専門的知識と技能」とともに「豊かな心」を併せ持っ

た人材を養成する。講義や演習及び実習さらには課程外における活動を通して理論的な理解力と実践力を併せ

持った保育者・教育者を養成する。 

  

■■卒卒業業・・学学位位授授与与方方針針（（デディィププロロママポポリリシシーー））  

 

以下の要件を満たす人材を養成する。 

〇自然・人文・社会等の幅広い教養的知識・技能を修得している。 

〇子どもの心身の健全な発達についての高度な専門性を発揮できる職種である、小学校教諭、幼稚園教諭、

保育士、福祉職種に向けた職能を修得するように努めている。 

〇上記職種に限らず、家庭との関わり、環境や文化との関わりの中で育つ子どもに関する専門的知識・技能

を利活用できる就業力を修得している。 

〇実社会で活躍できるような、本学の共通及び専攻が指定した学士力（人間性や心の豊かさを培うスキル）

を修得している。 
 

■■カカリリキキュュララムムのの編編成成方方針針（（カカリリキキュュララムムポポリリシシーー））  

  

幅広い教養及びキャリア教育を１年次から履修することと同時に、子どもの「こころ」と「からだ」の健全

な発達の理解を基盤とした以下の教育を行う。 

〇子ども理解に根ざした心理学・保育学・教育学・福祉学等に関する体系的・実践的な知識・技能を学ぶ。 

〇子どもの「育ち」と家庭や社会、地域等の環境や文化との関わりについて理解を深める。 

〇卒業研究科目では、こども保育・教育演習Ⅰ(３年次）、こども保育・教育演習Ⅱ（３年次）、卒業研究・

卒業論文を必修として全員に課し、学問研究を深める。 

〇本学の共通及び専攻が指定する学士力（人間性や心の豊かさを培うスキル）の形成を目指す。 

 

■■心心理理専専攻攻のの教教育育のの目目的的  
 

幅広い教養とキャリア教育を前提とし、子どもを中心としたあらゆる年代を対象とした心理学の基礎的概念

を修得し、心理学の理論や方法論に依拠した科学者－実践家モデルを基盤にしながら、人の健全な発達・学び

を促すための理論的理解と実践力を養い、あわせて課程外における活動を通して「高度な専門的知識と技能」

とともに「豊かな心」を併せ持った人材を養成する。 

 

■■卒卒業業・・学学位位授授与与方方針針（（デディィププロロママポポリリシシーー））  

 

以下の要件を満たす人材を養成する。 

〇自然・人文・社会等の幅広い教養的知識・技能を修得している。 

〇子どもを中心としたあらゆる年代の人の心理学に関して、学士として十分な専門的知識・技能を修得してい

る。 

〇教育・保育・福祉領域などにおける心理職としての専門的な知識を有し、実践的な力を発揮することができ

る技能を修得している。 

〇実社会で活躍できるような、本学の共通及び専攻が指定した学士力（人間性や心の豊かさを培うスキル）を

修得している。 

 

■■カカリリキキュュララムムのの編編成成方方針針（（カカリリキキュュララムムポポリリシシーー））  

  

幅広い教養及びキャリア教育を１年次から履修することと同時に、子どもを中心としたあらゆる年代の人の

心理と行動の理解を基盤とした以下の教育を行う。 

〇心理学の様々な領域における体系的・実践的な知識・技能を学ぶ。 

〇心理学以外の分野の学び、また、人と家庭や社会、地域等の環境や文化との関わりを通して、人間理解を深

める。 

〇卒業研究科目では、こども心理演習Ⅰ(３年次）、こども心理演習Ⅱ（３年次）、卒業研究・卒業論文を必修

として全員に課し、学問研究を深める。 

〇本学の共通及び専攻が指定する学士力（人間性や心の豊かさを培うスキル）の形成を目指す。 
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■■モモチチベベーーシショョンン行行動動科科学学部部のの教教育育のの目目的的    
 

社会で必要とされる、「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチベーション」、「他者を理解し円滑

な対人関係を志向するモチベーション」、「広い関心と学びへのモチベーション」を学び、理解することによ

り、自己を含め、所属する集団や組織、地域・社会とその成員に対して影響力を与え、活性化を促すことがで

きる人材を養成する。 

 

■■卒卒業業・・学学位位授授与与方方針針（（デディィププロロママポポリリシシーー））  

 

心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群にわたって専門的な知識を修得し、社会に貢献しうる者

に学位を授与する。学位の授与にあたっては最終学年で卒業研究の審査に合格し、卒業研究を含めた所定の

単位を修得した者に「学士（行動科学）」の学位を授与する。卒業までの学びの到達目標は以下の通り設定

される。 

(1)個人をみつめる力を身につけること。 

客観的な視点で人間行動を理解し分析することができ、モチベーションやリーダーシップに関する専門的

知識を備え、所属する集団や組織、社会における成員の活動を促進する力を修得している。 

(2)他者と関わる力を身につけること。 

 他者を肯定的に理解することができ、他者と円滑な対人関係を構築できる高いコミュニケーション能力と

対人関係スキルを身につけ、他者や社会とより健全な関わりをもつ力を修得している。 

(3)組織を動かす力を身につけること。 

 集団・組織の中で自分の立場を理解し、組織行動に関する基礎的知識を備え、組織活性化や人材の育成に

取り組む力を修得している。 

 

■■カカリリキキュュララムムのの編編成成方方針針（（カカリリキキュュララムムポポリリシシーー））  

  

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）に掲げる知識・技能の修得を円滑に進めることができ

るよう、一般教育科目、専門教育科目、キャリア科目、演習科目の下に科目を体系的に編成し、講義、演

習、実習を適切に組み合わせた授業を開講する。 

(1)一般教育科目では、社会・文化・自然に対する視点や考え方を育てることを目的とする教養科目、憲法、

体育、情報、語学を学び、英語においては習熟度に基づいたクラス編成を行い、学生自身の理解度と学習

進度に合った授業を行う。 

(2)専門教育科目は、心理・コミュニケーション、経営、教育の科目群を必修とする。このうち、学びの基盤

となるのは心理・コミュニケーション科目群であり、この科目群に置かれた科目を学ぶ中で、モチベーシ

ョン行動科学の基礎となる研究マインドやデータ分析に関する知識と技能、コミュニケーション・スキル

を身につけ、さらに経営科目群、教育科目群に置かれた科目を学ぶことで、各科目群が複合的に結びつ

き、広い視野での学びを可能にする。 

(3)キャリア科目では、学内外で社会に触れる機会を設け、知識・技能を実践に活かす力を身につけることを

目的に、早い時期からのキャリア教育に取り組む。 

(4)プロジェクト（課程外活動）を通して、個人を見つめ、他者と関わり、組織を動かす自立した人間性や心

の豊かさの充実を図る。 

(5)幅広い教養及びキャリア教育及び専門科目を１年次から同時に履修するとともに、通学課程の演習科目で

は、1年次から卒業時まで学生一人一人の学修を促進するために、基礎演習（1年～2年次）、専門演習

（3年次）、卒業研究（4年次）を必修とする。また、単位には含まれないが、学生は複数の専門演習やゼ

ミに参加することも認められ（「ダブル・ゼミ」）、複合的な視点から学修を進める。 
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東京未来大学(通学) 教務委員会 
作成：2021 年 11 月 15 日 
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執筆者一覧 
(掲載順・敬称略・所属は 2021 年 1 月末時点) 

．大学における
について 鈴木哲也 こども心理学部・ 委員会委員長

東京未来大学における 活動について 鈴木哲也 こども心理学部・ 委員会委員長
東京未来大学の３ポリシー 角山剛 東京未来大学・学長
こども心理学部の ポリシー 出口保行 こども心理学部長
モチベーション行動科学部の ポリシー 高橋一公 モチベーション行動科学部長
．授業の運営
東京未来大学の教育の目的 角山剛 東京未来大学・学長
授業環境づくりにおける挨拶 酒井信行 エンロールメント・マネジメント局
相互授業参観のあり方と意義 西村実穂 こども心理学部
授業方法の工夫の方法 今井康晴 こども心理学部
大学におけるカリキュラムマネジメント 谷塚光典 信州大学学術研究院教育学系
通信教育課程の授業の形態 菅原恵 エンロールメント・マネジメント局
配慮を要する学生への対応 酒井信行 エンロールメント・マネジメント局
．学修成果と成績評価
評価の種類と方法 鈴木哲也 こども心理学部・ 委員会委員長
．授業評価アンケート 野中俊介 こども心理学部
．授業実践事例
こども保育・教育専攻 高橋文子 こども心理学部

川口めぐみ こども心理学部
心理専攻 須田誠 こども心理学部

日向野智子 こども心理学部
モチベーション行動科学部 埴田健司 モチベーション行動科学部

杉本雅彦 モチベーション行動科学部
通信教育課程 藤後悦子 こども心理学部
キャンパスアドバイザーによる授業 齋藤結 エンロールメント・マネジメント局

  
  
  
  
  
  
  
  



編編集集後後記記  

  
「東京未来大学 2021 年度 FD ハンドブック」をお届けいたします。この場をお借りして、ハン

ドブックの原稿を執筆いただきました先生方、キャンパスアドバイザーのみなさま、編集にご助言・
ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。 
本ハンドブックは、大学における FD 活動、授業の評価の在り方、本学の教育や授業の方法、授業

実践事例、本学のシラバス作成要項から構成されています。なかでも、授業実践の原稿は、通信・通
学課程、各学部、キャンパスアドバイザーなど幅広い方からの原稿を寄せていただきました。コロナ
禍での授業の工夫について述べてくださった先生もおられて、授業の在り方が変化する現在におい
て、授業に取り入れるヒントとなりうる原稿をいただいたと感じています。今回、FD ハンドブックの
編集を担当する機会をいただき、改めて FD 活動の位置づけやあり方、本学の教育がめざすところに
ついて考えることとなりました。本ハンドブックが本学での授業実践の際に、少しでも役に立つもの
となれば幸いです。 

教教育育改改善善向向上上（（ ））委委員員会会 ハハンンドドブブッックク特特別別部部会会
ハハンンドドブブッックク編編集集長長

西西村村実実穂穂
  



2021 年度 ＦＤハンドブック編集担当 

FD ハンドブック特別部会 
西村実穂(こども心理学部・FD ハンドブック特別部会部会長・FD ハンドブック編集長) 
今井康晴(こども心理学部) 
鈴木哲也(こども心理学部・FD 委員会委員長) 
野中俊介(こども心理学部) 

 

2021 年度 東京未来大学 教育改善向上(FD)委員会 

委員長 鈴木哲也 こども心理学部
委員 今井康晴 こども心理学部）

杉本純哉 エンロールメント・マネジメント局
杉本雅彦 モチベーション行動科学部
西村実穂(こども心理学部  
野中俊介 こども心理学部
埴田健司 モチベーション行動科学部
横地早和子 こども心理学部

事務 大柿瑠衣 エンロールメント・マネジメント局
酒井信行 エンロールメント・マネジメント局
菅原 恵 エンロールメント・マネジメント局
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