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はじめに 

 

    東京未来大学教育改善向上委員会  

委員長 鈴木光男  

 

 来年度、本学は開学 10 周年を迎える。この間、新しく誕生した大学として何より教育

改善向上、いわゆる FD を組織的に、かつ精力的に推進してきた。授業評価アンケートの

実施や教職員全員による相互授業参観、学士力（汎用的・専門的スキル）の策定、各種研

修会の実施、ベストティーチャーの選出とベストティーチャーによる授業研究・模擬授業

公開など、本学ならではの取り組みを挙げることが出来る。 

ここで、改めて大学における FD の定義･内容を振り返り確認すれば、例えば中央教育審

議会「我が国の高等教育の将来像」答申（平成 17 年 1 月）においては、「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。」と述べられている。

まさにこのことを真摯に受け止め、推進してきた 9 年間であったと言えよう。 

とりわけ平成 24 年度からの 4 年間は、アクティブラーニングについての研修会やそれ

に向けた各教員による授業改善、またその延長線上で学生の主体性育成を目指した取り組

みなどを推進してきた。これは言うまでもなく、中央教育審議会答申「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

～」（平成 24 年 8 月 28 日）に端を発している。まだまだ本学ならではのアクティブラー

ニング像が明確になっているとは言い難いが、学生の思考を活性化させ、主体的な学習を

目指した授業改善が着実に進められてきた。ここで、その成果の 1 つとして授業評価アン

ケートの結果を紹介したい。 

本年度授業評価アンケートの質問項目を一新しているため、単純に平成 24 年度からの

結果を比較することは出来ないが、昨年度までの質問項目と同様の内容についてのみ採り

上げ整理したものが、次頁の表１および図１である。なお、この原稿を執筆している時点

（平成 28 年 2 月）では平成 27 年度春学期までのものしか集計されていないため、各年度

の春学期のみのグラフとなっている。（授業評価アンケートをどう変更したかについては、

改善グループが紹介しているので、詳しくはそちらをご覧いただきたい。） 

「A.授業内容」「B.教員」「C.満足度」の各項目全てについて、学生の評価点がこの 4 年

間で上がり続けている。各教員の授業改善の工夫が、はっきりとした形で学生に好意的に

受け止められてきているのである。具体的にどのような工夫や改善がなされてきたかにつ

いては、連携グループが後述している。そちらを参照いただきたい。 



表 1 H24-27 春学期末実施の授業評価アンケートの内容 

 

図 1 H24-27 春学期末実施の授業評価アンケート結果の推移 
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来年度は、こうした授業改善の取り組みが学生 FD 委員会（仮称）と合同でより一層組

織的に取り組まれ、一体となって推進されることが期待される。そして、一つ一つの授業

においてだけではなく、カリキュラム全体への眼差しが向けられ着実に改善・向上してい

くものとなろう。まさに、開学 10 周年に相応しい FD の積み上げである。 

本報告書では、ここに述べてきたような成果を連携・改善・研修各グループが具体的に

報告する。今年度もこれまでの FD を引き継ぎ精力的に推進されてきた各委員に対して、

この場をお借りしてその労をねぎらいたい。 

№ H24-26 授業評価アンケート内容 H27 授業評価アンケート内容 

A 
① 

授業で用いられた教材･器具 (テキスト･配付資

料･ビデオ･スライド､板書など )は十分に準備

され､適切に用いられていましたか｡ 

準備されていた配付資料や､ビデオ､スライドな

どは十分だったと思いますか｡ 

② 授業はシラバスに沿った展開でしたか｡ 
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。  

B 

③ 
教員は、はっきりとした声で､わかりやすい言

葉を用いていましたか｡ 
教員は、はっきりとした声で説明をしていたと思

いますか。  

④ 
教員は､具体例をあげ､まとめを行うなどわか

りやすく説明していましたか｡ 

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。  

⑤ 
教員は､熱意や意欲をもって授業を行ってい

ましたか｡ 
教員は､熱意をもって授業をしていたと思います

か。  

⑥ 

教員は､授業開始･終了時の挨拶行動の促進､

私語への注意や授業態度に対する指導など､

学びやすい雰囲気を保つように努めていまし

たか｡ 

教員は､授業開始･終了時の挨拶の促進､私語への

注意など､学びやすい雰囲気を保つように努めて

いたと思いますか。  

C 
⑦ 

この授業によって身についたものに満足でき

ましたか｡ 
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｡ 

⑧ この授業を後輩に薦めたいと思いますか｡ 
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。  



１．平成 27 年度教育改善向上(FD)活動の概要 

 

昨年度末に教育改善向上委員会（以下、FD 委員会）が汎用的スキルに加えて新たに策

定した専門的スキルにより、本学ならではの学士力は汎用的･専門的両面で一応の完成を見

た。本年度は、これを全教職員に周知し、それぞれの授業で具体的に実践に移していく段

階となっていた。また、平成 24 年より全学的に取り組んできたアクティブラーニングに

ついても、授業研究や相互の授業交流・参観授業、また外部講師を招いての講演会などを

経て着実に定着してきている。 

このような状況を踏まえ、本年度はまず学士力「汎用的スキル」「専門的スキル」それ

ぞれを担当する科目においてどの点をどう育成しているかを問うアンケートと、それぞれ

が取り組んでいるアクティブラーニングについてのアンケートを実施した。その結果につ

いては、連携グループの取り組みとして後述する。 

連携グループでは、このことに付け加えて学生 FD 委員会（仮称）の発足に道筋を付け

た点も大きな成果として挙げることが出来る。平成 28 年 3 月 11 日～12 日に日本大学で

実施された学生 FD サミットに 3 人の教職員と 4 人の学生が参加した。来年度は、この学

生 FD 委員会（仮称）の活動と教職員の FD 活動が密接につながり、全学一体となった授

業改善を中心とした FD が拡充発展するものと大いに期待できるところである。 

また、平成 25 年度の日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受けた際の指

摘事項として、通学･通信教育課程を統一した授業評価アンケートの実施についても、その

内容と方法を改めて検討し、改訂するに至った。昨年度までは、FD 委員会としては通学

課程の授業のみ評価対象としていた。通信課程は、通信学務委員会の中での扱いとなって

いた。まだ十分とは言えないが、全学的な FD 活動を組織的に推進していく上で 1 つの節

目となるものと言える。この詳細については、後の改善グループの報告の中で具体的に記

述する。 

最後に研修グループは、外部講師を招いてのアクティブラーニング研修会を実施した。

この中では毎年度ベストティーチャー賞に選出されている出口こども心理学部長による模

擬授業を実施した。ここ数年秋学期に実施してきた授業研究は日程の都合で実施できなか

ったが、先の模擬授業がその代わりを果たすこととなった。なお、年度末に図書館管理運

営委員会と合同で研修会が企画されたが、これも日程が折り合わず来年度実施となった。 

このように本年度 FD 活動を概観すると、これまでの FD 活動を総括し、さらに一歩前

進させた 1 年であったと評価できよう。それは、まさに今後に繋がるものであり、来年度

開学 10 周年を迎える本学にあっては、FD も次の段階へと進むという確かな兆しが見えた

1 年であったとも言える。具体的には、学生 FD 委員会（仮称）の発足や、学士力をシラ

バスに明記すると共に具体的にどう各学部・専攻で学生を指導し育成していくかを検討し



実践していくものとなる。そして、カリキュラムについてもナンバリングの問題をはじめ

として、どう改善を図っていくかを教務委員会や自己点検委員会、IR センターなど他の委

員会･組織とも連携して進めていくものとなろう。一層の推進力が、この FD 委員会に求め

られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．平成 27 年度 FD 活動記録 

 

4 月 

第 1 回教育改善向上(FD)委員会 

１．本年度の FD 活動 
 ①組織 
 ②各グループの事業・課題 
２．授業評価アンケートの改訂 

5 月 

第 2 回教育改善向上(FD)委員会 

１．各グループの現状報告と今後の活動・課題 
 ①改善グループ 
 ・授業改善評価書集の作成 
 ②研修グループ 
 ・授業交流（相互参観）6 月実施 
 ③連携グループ 
 ・FD 報告書・年報編集他 
２．2015 年度自己点検・評価・改善活動に係る取組計画 
３．授業評価アンケートの改訂 

◆中間授業評価アンケート 

6 月 

第 3 回教育改善向上(FD)委員会 

１．授業評価アンケート改訂 

◆春学期授業参観実施：6 月 29 日(月)～7 月 17 日(金) 

7 月 

第 4 回教育改善向上(FD)委員会  

１．授業評価アンケート実施 
２．25-26 年度 FD 報告書作成 
３．9 月全体会議の FD 研修会（研修グループ） 

◆春学期末授業評価アンケート 

◆日本大学学務部学務課 FD 推進センター訪問 

9 月 

第 5 回教育改善向上(FD)委員会 

１．授業交流の振り返りと相互参観アンケート結果 
２．春学期授業評価アンケートの振り返り 
３．本大学学務部学務課 FD 推進センター訪問報告 
５．9 月全体会議の FD 研修会企画 
６．カリキュラムマップおよびアクティブラーニング実施状況調査について 
７．通信課程授業評価アンケートの取り扱い 

◆FD 委員会研修会：9 月 17 日(木)12:15-14:45 全体会議にて 

講師：河野義章先生（東京学芸大学名誉教授） 
講演テーマ：「あなたは、授業のなにを改善しようとしていますか」 
研修内容：講演、出口教授による模擬授業（学生参加）、授業分析、グループ討

議 

◆学士力・アクティブラーニングに関するアンケート実施 



 

10 月 

第 6 回教育改善向上(FD)委員会 

１．秋学期の FD 研修会企画 
①図書館研修 
②授業研究 

２．中間授業アンケート実施 
３．通信課程授業評価アンケートの扱い 

11 月  

第 7 回教育改善向上(FD)委員会 

１．図書館研修 
２．学士力カリキュラムマップ 
３．自己点検･評価・改善委員会への報告「進捗状況」 

◆中間授業アンケート実施 

12 月  

1 月 

第 8 回教育改善向上(FD)委員会 

１．学士力のシラバスへの記載 
２．年報編集の取り組み状況とお願い 
 ・25-26 年度年報 
 ・27 年度年報執筆のお願い（編集予定・計画の確認） 
３．各グループからの報告 
 ①改善グループ 
 ・授業評価アンケート関係 
 ②研修グループ 
 ・図書館研修 
 ③連携グループ 
 ・学生 FD 進捗状況 
 ・学士力と AL アンケート結果の概要 
４．来年度予算案 

◆秋学期末授業評価アンケート 

2 月  

3 月 
◆学生 FD サミット 2016 春 in 日本大学参加 

◆FD 委員会研修会：3 月 24 日（木）全体会議にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３. 各グループの活動報告 

（１）授業連携グループ 

 

【要約】 

 

平成 27 年度、授業連携グループは、①学士力における「汎用的スキル」および「専門

的スキル」の実施状況の調査、②アクティブラーニング実施状況の調査、③学生 FD 委員

会（仮称）の立ち上げの 3 点について取り組んだ。 

最初に、学士力を観点としたカリキュラムマップの作成を目指し、「汎用的スキル」と

「専門的スキル」について調査をしたところ、両学部ともに汎用的スキルの社会性、課題

解決力を重視している科目が多く、また各専攻、学部のカリキュラムポリシー、ディブロ

マポリシーに沿った汎用的スキルの育成にも注力していることが示された。 

同時に、アクティブラーニングの実施状況調査を行ったところ、多くの科目においてア

クティブラーニングが実施されていることが明らかとなった。しかしながら自由記述を見

る限り、アクティブラーニングの定義や実施意図が担当者によって異なることが示唆され

た。 

また、学生 FD 委員会（仮称）の立ち上げについては、教職員と学生とともに、「学生

FD サミット 2016」に参加し、その後、学長を交えた話し合いの機会を設けることで一歩

前進することができた。 

 

１）学士力の汎用的スキルと専門的スキルの実施状況の調査 

本年度は、学士力を観点としたカリキュラムマップの作成を目指し、「汎用的スキル」

と「専門的スキル」のウェブアンケートを実施した。学士力においては、「汎用的スキル」

だけではなく、「専門的スキル」もシラバスに位置づけていく取り組みを進め、学士力を観

点としたカリキュラムマップを作成することを第一の目標とした。「汎用的スキル」ならび

に「専門的スキル」のウェブアンケート（図１）を作成し、9 月 17 日の全体会議にて、専

任教職員および非常勤講師を対象に、アンケート実施について説明を行った。9/18 より

google フォームを利用したウェブアンケート調査を実施したところ、1 回目の 10 月 10 日

の〆切には、84 科目分しか回答がなかった為、〆切日を 10 月末まで延長した。その結果、

最終的に 197 科目について、その科目で得られる「汎用的スキル」および「専門的スキル」

についての回答が得られた(表 1 および表 2)。  

学士力における「汎用的スキル」および「専門的スキル」を学部、専攻別に集計し、そ

の結果を 2 月の学部教授会で報告した。集計結果から、両学部ともに汎用的スキルの社会

性、課題解決力を重視している科目が多く、また、各専攻、学部のカリキュラムポリシー、



ディブロマポリシーに沿った汎用的スキルの育成にも注力していることが明らかとなった。

さらに、専門的スキルにおいては、こども心理専学部で獲得できると回答した科目で 10

科目を割るスキルがみられたり、モチベーション行動科学部の専門的スキルは満遍なく獲

得可能とされてはいるものの突出したスキルもあったりと、学士力マップの作成やナンバ

リングを行う上での課題点が明らかとなった。目標としたカリキュラムマップの完成には

至らなかったが、「汎用的スキル」および「専門的スキル」の次年度のシラバスへの記載は

実現させることができた。 

 

２）アクティブラーニング実施状況の調査 

学士力アンケートと同時にアクティブラーニングのウェブアンケートを作成し、9 月 17

日の全体会議にて、常勤および非常勤講師の方に、アンケート実施について説明を行った。

9 月 18 日より google フォームを利用したアンケート調査(図 2)を行い、182 科目分の回答

から、多くの科目でアクティブラーニングが実施されていることが明らかとなった(図 3−5)。

しかしながら、自由記述の回答(表 3)を見る限り、アクティブラーニングの定義や実施意図

が担当者によって異なることが明らかとなったため、次年度以降に更なる実態調査が必要

だと思われる。なお、集計結果についても学士力調査と同様、2 月の学部教授会で報告し

た。 

 

３）学生 FD の立ち上げ  

 学生 FD 委員会（仮称）の発足の取り掛かりとして、3 月 12、13 日に日本大学文理学部

で行われた「学生 FD サミット 2016 春」に FD 委員 2 名、EM 局から職員 1 名、学生 FD

活動に興味のある有志学生 4 名の合計 7 名で参加した。年度内の学生 FD 委員会発足を目

指したが、1 月 22 日に実施した説明会には学生の参加が得られず、年度内の発足に至らな

かった。しかし、学生 FD サミットに参加した学生と FD 委員が 4 月 1 日に集まり、学長

および 2016 年度 FD 委員長を囲んで１時半にわたり座談会(情報共有の会)を行うなかで、

学生 FD 委員会の発足ないしは学友会の活性化に向けてのコンセンサスが参加学生と FD

委員との間で図られた。 

 なお、学生と教員の感想(表 4)によれば、教職員や学生ともに本サミットに参加すること

で大きな刺激を受けていることが明らかとなった。 

 

４）今後に向けて 

本年の目標であった、学士力カリキュラムマップについては改善グループと連携しなが

ら完成を目指してゆきたい。そして、学生の学士力の獲得状況を把握し、入学前や入試の

状況、科目履修状況や就職等のデータとつき合わせて、アドミッションポリシー、カリキ



ュラムポリシー、ディブロマポリシーと学士力の整合性を確認し、ナンバリング作成の準

備を目指してゆきたいとも考えている。 

 また、学生 FD 委員会(仮称)の立ち上げについても、FD 委員の下に学生 FD 委員会を配

置するのか、現行の学友会を強化ないしは学友会の新委員会として配置するのかなど組織

編成も含め三者で検討が必要であろう。 

 

東京未来大学・ 学士力カ リ キュ ラム調査
担当科目ごと に回答をお送り く ださ い。 例えば、 3科目担当さ れている場合には、

3度アク セスし て頂く こ と になり ます。 なお、 ク ラ ス別に同じ 科目を担当さ れてい

る場合は、 一回アク セス頂く だけで構いません。 何かご不明な点がございまし た

ら 、 Ｆ Ｄ 委員会(fd@ tokyom irai.ac.jp)までお尋ねく ださ い。 〆切は10月10日（ 土）

です。

Q.1 お名前をご記入く ださ い。

Q.2 ご担当授業の科目名をご記入く ださ い。

Q.3 ご担当科目の形式を教えてく ださ い。

 講義

 演習

 実習

 その他: 

Q.4 ご担当の科目を履修し ている 学生の学科に、 チェ ッ ク を 入れてく ださ い（ 複数回答可） 。

 こ ども 心理学部・ こ ども 心理専攻

 こ ども 心理学部・ こ ども 保育教育専攻（ 小幼コ ース）

 こ ども 心理学部・ こ ども 保育教育専攻（ 幼保コ ース）

 モチベーショ ン行動科学モチベーショ ン行動科学科

Q.5 ご担当の科目において該当する「 汎用的スキル」 を三つ選び、 チェ ッ ク を入れてく ださ い。

＜全学科共通＞

 1, 自分の意見をわかり やすく 伝えるこ と ができ る。

 2, 相手の意見を丁寧に聞く こ と ができ る。

 3, 多様なメ ディ アを主体的に利用し 、 他者と 連携でき る。

 4, 他者と 協調し て行動でき る 。

 5, 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。

 6, 自分と 周囲の人々や物事の関係性を 理解でき る。

 7, 自己の良心及び法規範・ 社会のルールに従っ て行動でき る。

 8, 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。

 9, 文化・ 社会と 自然に関する知識を理解でき る。
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 2, 人間の成長発達を理解できる。

 3, 客観的な視点で人間行動を理解し 分析できる。

 4, 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。

 5, 他者を肯定的に理解するこ と ができ る。

 6, 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。

 7, 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。

 8, 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。

 9, 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。

 10, 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。

 11, 組織経営を円滑化する戦略的な思考ができる。

 12, 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。

こ のフ ォ ームは Tokyo Future University 内部で作成さ れまし た。  
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図 1 学士力カリキュラム調査のアンケートフォーム 

 10, 意見や立場の違いを 理解し 、 受け入れる こ と ができる 。

 11, 自ら を 律し て行動でき る 。

 12, 状況や変化に沈着な対応を 行い、 適正な行動ができる 。

 13, 卒業後も 自律・ 自立し て学習できる。

 14, 目標を 設定し 、 自ら 進んで取り 組むこ と ができ る。

 15, 問題を 発見し 、 必要な情報を 収集・ 分析・ 整理し 、 解決でき る。

 16, 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 。

 17, 情報を 構造化し 、 分析・ 評価・ 統合し 、 倫理的に活用できる 。

 18, 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 。

 19, 情報や知識を 多角的・ 論理的に分析し 、 表現でき る。

 20, 既存の知識を 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。

Q.6 ご担当の科目において該当する「 専門的スキル」 を 三つ選び、 チェ ッ ク を 入れてく ださ い。 （ 学科

専攻別で項目が異なり ますので、 履修学生に応じ てご回答く ださ い。 ）

＜こ ども 心理専攻＞

 1, 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。

 2, 人の行動や言葉の深い意味を 理解できる。

 3, 心理学的な枠組みで人間の心の働き を理解できる 。

 4, 行動や感情の自己管理ができ る。

 5, 他者の立場に立ち、 共感的に理解し 関わる こ と ができる 。

 6, 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。

 7, 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。

 8, 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

 9, 状況に応じ た社会的スキルを 身につけている。

 10, 自ら の感情や心の状態を理解し 、 調整するこ と ができ る。

＜こ ども 保育教育専攻＞

 1, 子ども の行動に対し て、 すばやく 応じ るこ と ができ る。

 2, 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 。

 3, 場面に必要な表現ができる。

 4, 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。

 5, 円滑に担当ク ラ スの運営を 行える。

 6, 子ども の行動を 把握し 、 分析・ 考察でき る 。

 7, 子ども の成長・ 発達に対し て適正な評価が行える。

 8, 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。

 9, 多様な情報を 収集し 、 分析できる。

 10, 保育・ 教育に必要な教材を 創造・ 開発でき る。

 11, 実践に基づいた正確な記録を 作成し 、 記述でき る。

 12, 月案・ 週案・ 保育教育指導案等の計画を 作成でき る。

 13, 組織内外の人たちと 連携・ 協業でき る。

＜モチベーショ ン行動科学部＞

 1, 自分自身を受け入れる こ と ができ る 。

アク ティ ブ・ ラ ーニング実施状況調査
　 担当科目ごと に回答を お送り く ださ い。 例えば、 3科目担当さ れている場合には、 3度アク セ

スし て頂く こ と になり ます。 なお、 ク ラス別に同じ 科目を 担当さ れている場合は、 一回アク セ

ス頂く だけで構いません。 何かご不明な点がございまし たら 、 Ｆ Ｄ 委員会

(fd@ tok yom i rai .ac.jp )までお尋ねく ださ い。 〆切は10月10日（ 土） です。

お名前を ご記入く ださ い。

ご担当授業の科目名をご記入く ださ い。

ご担当科目の形式を 教えてく ださ い。

 講義

 演習

 実習

 その他: 

ご担当の科目を 履修し ている学生の学科に、 チェ ッ ク を 入れてく ださ い（ 複数回答可） 。

 こ ども 心理学部・ こ ども 心理専攻

 こ ども 心理学部・ こ ども 保育教育専攻（ 小幼コ ース）

 こ ども 心理学部・ こ ども 保育教育専攻（ 幼保コ ース）

 モチベーショ ン行動科学モチベーショ ン行動科学科

Q.1 次の質問において、 ご担当の科目にあてはまると こ ろ にチェ ッ ク を 入れてく ださ い。

①アク ティ ブラ ーニングを 活用し た授業運営を 行っ ている。
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 調べ学習

 協同・ ケース学習

 課題解決型

 プロジェ ク ト 学習

 その他: 

②ご担当の科目で取り 組んでいるアク ティ ブラ ーニングについて、 具体的にご記入く ださ い。 ①で答え

ていただいた選択肢の内容をさ ら に詳し く 説明いただいても 結構です。

こ のフ ォ ームは Tokyo Future University 内部で作成さ れまし た。  

不正行為の報告 - 利用規約 - 追加規約

送信

Google フ ォ ームでパスワード を送信し ないでく ださ い。



 

 

図２ アクティブラーニングの実施調査用アンケートフォーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

全く 該当し ない 完全に該当する

②予習や復習を含めた学生の学修時間の実質的な増加と 確保を行っ ている。

1 2 3 4

全く 該当し ない 完全に該当する

③イ ンパク ト のある教室外体験学習プログラムを実施し ている。

1 2 3 4

全く 該当し ない 完全に該当する

④学生の受動的な学びを主体的な学びに転換する授業を行っ ている

1 2 3 4

全く 該当し ない 完全に該当する

⑤学生の自主的な学習(learn in g )から 、 授業を担保し た学修(study)への転換を行っ ている。

1 2 3 4

全く 該当し ない 完全に該当する

Q.2 実際にアク ティ ブラ ーニングを授業に取り 入れている先生に、 お尋ねいたし ます。

①ご担当の科目で行っ ているアク ティ ブラ ーニングで、 該当するも のにチェ ッ ク を入れてく ださ い（ 複

数回答可） 。

 コ メ ント シート

 振り 返り

 小テスト

 レポート

 宿題

 発表・ プレゼンテーショ ン

 ディ スカ ッ ショ ン

 ディ ベート

 体験学習

 反転授業



表 1 学士力・汎用的スキルのアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表２ 学士力・専門的スキルのアンケート結果 

 

 

 

 



 

 

図 3 アクティブラーニングの実施状況アンケート結果① 

講義

50%

演習

30%

講義, 演習
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講義, 実習

2%

講義, 演習, 
模擬授業 2%

講義, 共同学習

1%
無回答

3%

Q.1 担当科目の形式 n=182

全く該当しない

1%

やや該当しない

25%

やや該当する

48%

完全に該当する

26%

Q.2   アクティブラーニングを活用した授業運営を

行っている。 n=182



 

 

 

 

図 4 アクティブラーニングの実施状況アンケート結果② 

全く該当しない

0%

やや該当しない

18%

やや該当する

38%

完全に該当する

42%

無回答

2%

Q.3 予習や復習を含めた学生の学修時間の実質的な

増加と確保を行っている。 n=182

全く該当しない

56%

やや該当しない

18%

やや該当する

15%

完全に該当する

11%

Q.4 インパクトのある教室外体験学習プログラムを

実施している。 n=182



 

 

図 5 アクティブラーニングの実施状況アンケート結果③ 

全く該当しない

1%

やや該当しない

15%

やや該当する

44%

完全に該当する

39%

無回答

1%

Q.5  学生の受動的な学びを主体的な学びに転換する

授業を行っている。 n=182 
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Q.6   取り入れているアクティブラーニング(複数回答) 

n=182



     表 3  アクティブラーニングの実施状況アンケート結果（自由記述） 

情報処理では、操作を PC 上で説明し、その後、学生に実際やらせています。その間、巡回し、操作の質問を受

け付けている。 

点数の足りない学生に限るが、授業冒頭に話す「情報に関する話題」のエピソードを元に、レポートを提出させ

ている。 

教科書には提示されていない内容なので、聴いていないと書くことが出来ないようになっている。 

授業中に行った実験について、自分で分析させ、本などで概念を調べさせ（授業中に解説もしますが）、レポー

トとして学んだことを表現させる。実験によっては小グループで話し合いを行う時間がある。 

コメントシートを提出させ、次の授業の初めに返却することで、最低限の双方向性を担保。学期中に模擬実験

を１、２回、テーマ（動画を含む）のあるディスカッションを２－３回入れて、考えさせる時間を取っている。 

コメントシートを使い、次の授業に返すことで最低限の双方向性を担保。学期中に実験体験を２回程度、グルー

プ発表（調べもの、考察）を１回行っている。 

授業開始時に毎回小テストを行い、前回までの理解度を確認する（させる）。学期中に３-４回の提出課題（個

別フォードバック）、授業外で自習できるように教材（テスト形式３つ、レポート形式５つくらい）を準備して、自律

的な学習を促している。学期期末試験で点数の悪かった学生に対し、テストのフィードバックと、再テストを実

施。 

音楽実技は学生が授業を履修する以前の経験により、個々の学生が持つ音楽に関する能力が実に多様であ

る。それぞれの個性を生かし合い、それぞれの能力を学び合って学修できるよう、グループで楽曲をアレンジし

て発表する機会を設けている。 

小グループでディスカッションし、発表する流れをとっている。授業の時間内でレポートを課している。 

学生一人ひとりが作成した実習の目標、課題などの書類にコメントを入れて返却する。 

ピアノ個人レッスンで学んだこと、次回までの課題をレッスンシートに記入させ、やるべきことを明確にさせてい

る。また教師からのコメントも時折返し、自発的かつ積極的な取り組みを促している。グループ発表の機会を設

け、グループで発表内容や構成、練習計画を考えさせ実行させている。 

日常の当り前の生活の中にストレス因子があること、そのストレス因子が人によっては心の負担になり、身体症

状を招く場合があることを学ぶ。学生各自が自分の生活に置き換えてストレスや心身相関について考え仲間と

議論し、その結果をプレゼンテーションします。仲間の考えやストレスについて知ることは、多角的な視点を共感

的に知る機会にもなる。さらに、プレゼンテーションに慣れることは、気楽に気持ちを語ることにも慣れることであ

り、プレゼンテーションのために考えを整理しまとめることは、思考の整理に慣れることでもある。この二つのこと

は、ストレスを軽減するスキルでもあることを実践的に学ぶ機会にもしたいと思う。学生の人数が多く学生の個

性もあるので、いかにしたら集中力を持続できるか、前年の反省点を振り返り学ぶ楽しさを持続できるように試

行錯誤している。 

毎回、授業の初めに振り返りを行い、質問があればさせる。講義を行い、質問を随時行い、議論させる。授業の

最後でまとめを行い、次回の授業の範囲の読みを宿題として課し、また、図書館で関連するものを読んでくるこ



とを推奨する。章ごとの合計 5 回の小テストを行い、結果が成績に意味するところを話す。セメスターの途中、成

績が不安なものには個別相談に来させ、レポートを指示。 

その日のテーマより、簡単な内容を個人・複数人で話し合う機会をとっている（何人か発表）。 

グループワークの形で症例（疾患と対象）ごとにグループで話し合い、発表。全体でもその立場で考える。 

アクティブラーニングを意図した教科書を用いて授業を行っている。毎週、予定の章を宿題として読ませ、教員

が新しい技法を PP を用い講義し、質疑応答を行い、その技法を使っている心理療法のビデオを見せる。その後

で、2 人のペアに分かれ、カウンセラーとクライアントの両方の役をロールプレイさせる。クライアント役の学生か

ら、カウンセラー役の学生に、カウンセリング技法の用い方についてのフィードバックを行わせる。時折、教員が

学生相手に、ロールプレイのデモンストレーションを行う。最後にまとめ、質疑応答を行う。毎週宿題として、その

日習った技法を、他の学生、又は家族などを対象に用い、ロールプレイを行う。やったことと気付いたことを課題

シートに書いてくる。ビデオは、図書館にあるので見ることを推奨する。各章の最後で小テストを行う。成績の心

配なものには、相談に来させ、レポートを書かせる。 

アクティブラーニングを想定した教材を作成・使用。毎回、授業計画を書き、それを学生に配布。認知行動療法

の基本的な理論を最初に、さらに具体的な技法を講義する。その後、ビデオを見せるか、実際に教員がデモン

ストレーションを行う。学生は、グループで、又は、2 人のペアに分かれて、認知行動療法の技法を、それぞれ、

カウンセラーとクライアント役になりをロールプレイする。フィードバックシートを用い、互いに、カウンセラー役の

技法の用い方や行動についてフィードバックを行う。授業の最後には、その日のロールプレイについて質疑応

答・まとめを行う。その日学んだ新たな技法を、各自、個人で、又はペアを見つけ練習し、何をどう行ったか、お

よびその感想をその日の授業計画の最後書いて、次回提出する。 

授業の最後に振返りになるような学習記録を書いてもらっている。その日の授業で自分に身についたことは何

か？わからなかったことは何か？具体的に文章で書いてもらうようにしている。しかし十分に振り返れる時間を

設けることが難しいことが多く、その時間を設けられるよう授業設計・運営することが課題である。 

ワープロソフトを使いこなせることが授業の主目的であるが、どのようにしたらいいかわからないこと、教科書だ

けでは解決できない時には、積極的にインターネットなど自主的に解決できる手段をさまざまに試してみるように

指導するようにしている。 

①チームを組んで複数の詩を構成し、語りをつけて発表（音声言語表現）を行う。 

②チームを組んで、テーマを決め、壁新聞（文字言語表現）を作り、発表する。 

③授業で学んだことを、Ａ４の用紙に新聞形式でまとめる。 

①チームを組んで、テーマを決め、新聞の切り抜きを 15 くらい集めて、レイアウトを考えて模造紙に貼り、コメント

を加え、一つの作品に仕上げ、発表を行う。 

②学んだことを、個人のＡ４新聞にまとめる。 

宿題課題の発表時、全体に課題を説明、グループよりコメントをもらう。発表により、全員の課題内容を全員の

学びとする。また、発表態度も同様。毎回の実技演習を理論と共に体験より修得、オリジナルノートに考察・感

想を記載し評価する。規定の演習項目を実技試験で評価する。仮説状況設定より、シミュレーションを行う。 



グループで題材を開発し、それをもとに保育案を作成させ、最後は具体的に模擬保育を発表し、全員で評価/

検討するようにしている。 

グループで題材を開発し、学習指導案を作成した上で一人一人 5 分間で模擬授業をするようにしている。それ

をもとに、全員で振り返り、評価/検討を学生たち自らで進めるようにしている。 

単に統計的手法の手順を覚えるだけではなく、手法ごとにさまざまな仮想データを用意し、各自が分析を行うよ

うにしている。 

幼稚園/保育所の保育室壁面構成をテーマにプロジェクトを各班で取り組ませている。保育/教育現場の壁面

構成は、それぞれの保育/教育観が大きく影響するものとなっている。そこで、そのあり方を全員で検討した上

で、「子供と教師で共に創造する」というコンセプトのもと、グループごとで壁面構成に関わる題材を構想し試作

している。最後には全学級・全グループの壁面構成作品を廊下に展示して鑑賞/振り返りをしている。 

課題中は教員と SA が巡回し、不明な点に個別で対応できるようにしている。 

毎回の授業の中で各単元ごとの説明に入る前に身近な話題を含んだ資料を各自読み、自分の経験と照らし合

わせながら講義内容に取り組めるようにしている。 

理論的に学ぶだけではなく、電卓を用いて実際に自分で計算して学ぶ課題を用意する。 

各回の授業内容にあわせて課題（問題）を用意しておき、コメントとともに授業の終わりに書いてもらう。質問が

書かれている場合には、次の時間の初めに返答する。 

各回の授業内容にあわせて課題（問題）を用意しておき、コメントとともに授業の終わりに書いてもらう。質問が

書かれている場合には、次の時間の初めに返答する。前回の授業内容にあわせた振り返りシートを作成し、授

業開始時に行い、学生同士で交換して採点し合い、理解度を確かめ合う。保育の実践的なエピソードをもとに、

グループで話し合い、発表することで、理解を深め合う。各自が自由に書いた絵（A6 サイズ 2 枚ずつ）をもとに、

それをつなぎあわせて、グループごとに幼児向けのお話し創り、発表する。 

おもちゃ美術館への見学ととともに手作りおもちゃづくりの講習を受け、得たおもちゃづくりの体験を、未来祭に

おいて子どもたちに教える場をつくり、その学びを深める。同時に、子どもたちとの触れ合いを通して得た課題

を、後日話し合う。 足立区内の保育園において、保育体験（2 時間）を月 2 回実施、必ず「観察記録」を作成

し、園にも提出する。各自の観察記録をもとに、夏休み中に行う集中ゼミ（5 時間くらい）の時間に、各自の観察

記録をもとに、ディスカッションを行い、保育について語り合い、学びを深める。園からも、コメントをいただき、さ

らに学びを深めている。なお、保育体験は、日常的な保育だけでなく、運動会などの行事にも参加している。 

毎回、事件解説（学生に説明させる）→レポート発表→講義（ディスカッション・ディベート含む）→レポート作成

の順で講義を行う。 

毎回、事件解説（学生に説明させる）→レポート発表→講義（実技・ディスカッション・ディベート含む）→レポート

作成の順で講義を行う。 

学生たちに発表を促すのはもちろんのこと、地域連携として企業様を巻き込み、課題を与えていただきその課

題解決に向けて動く等の授業を行っている。 

毎授業終了時に、授業内容に対して疑問に思ったこと・もっと知りたいことを書かせて回収している。 



全員から回収した質問を、どの授業内容に対するものかという基準で分類して、次の授業の最初に示す。授業

4・5 回で 1 度、この 4・5 回で挙がった質問のどれに解答してみたいかを尋ねる（自分のした質問でも、他者の質

問でもかまいません）。そして、解答してみたい質問が同じ受講者 4～6 人でグループを作る。次に、グループご

とに、質問に対する解答を作成させる。参考となりそうな文献は示すが、自分達でさらに文献を探して調べるこ

とを推奨している。授業時間内に 30 分程度時間を取るが、そこで終わらなかった分はグループで仕上げてくる

ように指示している。調べた上で作り上げた解答内容を、次の授業の最初の 30 分を使って、グループごとに発

表してもらう。なお、発表に対する質疑応答の時間も設けている。 

これまでにも、毎授業でディスカッションする場面を設定したり、振り返りや小テスト、コメントシートへの記入を求

めたりしていた。また、授業内容で最も印象に残った事柄に関して、本や論文を読み、レポートを作成することを

課題としていた。今年度は、さらに認知心理学で学んだ内容を活かして、商品やイベントなどの企画を提案する

ことを課している。グループワークで行っており、どのようなものが出てくるかとても楽しみである。 

統計を学ぶ科目で、演習科目であるため、基本的に学生が主体となって課題に取り組んでいる。教員の私にで

きることは与える課題の工夫だと思っているので、統計の理論を実感できるようなファイルを作成して操作させ

たり、より日常的な課題の分析を通して分析することの意味を考えさせたりしている。 

毎回、授業に関連することをコメントシートに記入してもらい、赤字でフィードバックしている。授業中に「問い」を

発し、個々人、またはグループでディスカッションさせている。グループごとに、関心のあるテーマで 15 分程度の

プレゼンテーションをさせている。 

実験を実施し、それをレポートにまとめあげる作業をさせている。 

心理検査を実施し、その結果を十分に吟味したレポートを提出させている。 

校外学習として、本年度は「国立障害者リハビリテーションセンター」へ学生たちとともに出かけた。実際に、障

害者の方と触れ合うことで障害者への理解をより深めたようある。また、ボランティア体験を必須としており、綾

瀬ひまわり園のパン販売の体験や荒川清掃に学生たちが参加できるように手配し、最後にレポートを提出して

もらうようにいた。 

校外学習として、昨年度は東京大学健康と医学の博物館へ行き、本年度は、エコプロダクツ展へ見学に行く予

定である。校外学習へ参加することで、学生たちはさまざまな体験学習を経験することが可能である。また、授

業では、グループで乳幼児の発達について調べ、資料を用意し、プレゼンテーションを行ってもらっている。 

授業では、毎週 0 歳児のベビーとママに参加してもらい、赤ちゃんを抱っこしたり、母親たちから育児の話を聞く

ことで、乳幼児の発達について理解を深めており、学生たちは真剣に母親たちから話を聞いている。また、校外

学習として、毎年、0 歳児のベビーとママと一緒に「上野動物園」にでかけ、乳幼児を抱えた赤ちゃんの外出の

大変さを身をもって体験している。 

「問題解決」を行うスキルを身につける。グループワークで論理的に筋道をたてて説明するスキルを身につけ

る。説得、納得できるまで議論をする「ファシリテーター」の役割を体験して理解を深める。 



3 人一組で、20 分の模擬授業を行う。事前に、担当箇所（話す聞く①②、書く①②、読む①②、言語事項①②、

ＮＩＥ等々）を割り振っておく。担当チームは、それぞれ授業日までに、授業内容を考える。授業開始後、20 分間

の模擬授業を実施する。その後、学生同士で、振り返りと質疑を行う。最後に、科目担当者が模擬授業につい

て、国語科としての教科内容と授業技術についてコメントしている。 

医学部ではない学生が心身医学を学ぶメリットについて、事例を提供して症状が軽快するプロセスから考えて

いる。その時、情報を整理する方法として KJ 法の簡略版を利用しながら、文章で読んでいるときと、整理してか

らでは見えてくるものが違うことを学ぶ。クラスメートと議論しながら、各自の考える治癒のプロセスをレポートに

まとめてもらい、発表してもらえるようにしている。個人的な質問はコルズで返信を返している。とにかく、何を応

えても間違いはなく、気楽に発表できるようになること、声を出すことを経験してもらっている。 

基本的に、学習内容を事前に示し、講義及び課題に対してグループ討議を行っている。また、事例を通して、理

論の説明をする一方、グループの共同作業を進めている。 

本授業はゼミ形式で行われている。最初、理論的な講義を行い、次の段階で自ら発表テーマを決める。そして、

各自テーマに関して、自ら調べる作業をし、その内容を全員の前で発表する。その後、発表に対して各自が討

議及び質問をしながら課題に対して、自らが答える。さらに、課題は次の授業まで調べて発表をすることになっ

ている。最終的には、テーマに対する事例などを通して、補足説明をし、自ら考え行動する授業を行っている。 

望遠鏡なしで確認できた天文現象（日食・月食、流星群、中秋の名月、スーパームーン、三日月と惑星が接近

し並んでいる西空を眺める、国際宇宙ステーションの通過を観察する等々）を次の授業で発表をさせている。 

予報・情報は、そのつど授業の中で発表する。 

意見を出し合う授業、ケースワーク、ロールプレイングなどを行う。 

地域の保育所との連携を行った。 

見通しをもたせた観察・実験・ものつくり活動、実験レポートの作成などを行う。 

屋外でのネイチャーゲーム、自然観察、学校地図づくりなど雑草を調べるレポートと授業内での飼育動物のえさ

との関係や職業調べのレポートと授業内での学校・園を支える仕事との関係などに取り組んでいる。 

科学教育施設のレポート作成をしたものを授業中に発表しあう。指導案作成とそれにもとづく授業方法を実際

に学生が行う。 

学生がグループで授業プラン・教材研究をおこない実際に授業を行い、学生同士で授業検討会を行う。また学

生はコメントシートを記入しお互いに自由に閲覧できる。 

本授業では、こどもの音楽表現や諸相の理解を深め、出会うこどもが自由な発想で生き生きと表現する場を用

意したり、支援・指導したりすることができるような講義とグループ活動による演習を行っている。模擬保育／授

業の発表、プレゼンテーションを行い、既習の理論と実際の体験学習を通して確認し、またその後ディスカッショ

ンを行い、振り返りをしている。授業日毎のコメントシートにより、受講者各人による受講理由にそった変容が行

われるよう教員がコメントすることもある。最終プレゼンテーションの課題は、事前課題として提示しているので、

講義と演習を通して、より理解や実践力が深まっていくという反転授業の一面もあろう。授業後にレポート提出

を課し、総合的な振り返りも行っている。 



日常の些細なニュースなどを紹介し、気づきや学生自らが考えるように指導している。また、教科書がないた

め、板書を推進するようにしている。 

授業を大きく分けて３つのセクションに分けている。 

ア）模擬実践（マイクロティーチング）30 分 

イ）マイクロティーチングの振り返り＋ディスカッション 30 分 

ウ）課題の解説と、理論的内容の教授 30 分 

上記のア）は事前に課題教材与え、こどもに対して実践する際の模擬実践を毎時 30 分行う（グループ単位での

発表）。 

教材を事前に十分研究し、必要なことは調べた上で、実践方法を検討し実践まで持っていくプロセスに協同、

問題解決、調べ学習、プロジェクト学習のエッセンスが反映されると考える。 

上記イ）では、その模擬実践で得た体験を個人のコメントシートに記入、その後グループ（固定）でディスカッショ

ンしシェア、その後クラス全体でシェアをする。ここで、振り返り、コメントシート、ディスカッションが展開される。 

上記ウ）では、模擬実践に関連付けながら、教材論、教材分析の方法と視点、指導方法と環境構成、こどもと

教育、音楽の意味などを解説・教授し、履修者の学習を担保している。 

本授業（秋学期科目）では、春学期の「こども音楽」で体験したことを発展的に構成し、より高度の授業内容を

展開できるように配慮しているつもりである。従って、授業の構造そのものは何ら変りない（下記の通り）が、求

めるレベルが異なっている。ある意味でのスパイラルアプローチを志向している。 

授業を大きく分けて３つのセクションに分けている。 

ア）模擬実践（マイクロティーチング） 30 分 

イ）マイクロティーチングの振り返り＋ディスカッション 30 分 

ウ）課題の解説と、理論的内容の教授 

上記のア）は事前に課題教材与え、こどもに対して実践する際の模擬実践を毎時 30 分行う（グループ単位での

発表）。 

教材を事前に十分研究し、必要なことは調べた上で、実践方法を検討し実践まで持っていくプロセスに協同、

問題解決、調べ学習、プロジェクト学習のエッセンスが反映されると考える。 

上記イ）では、その模擬実践で得た体験を個人のコメントシートに記入、その後グループ（固定）でディスカッショ

ンしシェア、その後、クラス全体でシェアをする。ここで、振り返り、コメントシート、ディスカッションが展開される。 

上記ウ）では、模擬実践に関連付けながら、教材論、教材分析の方法と視点、指導方法と環境構成、こどもと

教育、音楽の意味などを解説・教授し、履修者の学習を担保している。 

グループワークでのまとめ作業と発表。グループワークによる模擬授業設計と実践、議論。個人での学習指導

案の作成。博物館訪問見学と、個人での博物館ワークシート作成。 

毎回異なるグループに分け、アイスブレークのゲームで知り合いになり、そこから専門的な内容のディスカッショ

ンを行うという工夫をしている。 

大学基礎講座では、グループワークや調べ学習をしながら授業を展開している。成功の法則では、未来祭や三



フェスに向けての目標設定・振り返りを行い、チームビルディングについて実体験をふまえ学んでいる。 

教職の総合的な講義ということで、学生主体の講義を行っている。指導案を作成、発表、共有したり、自分の学

修の振り返りを行い、それを発表したりする学生のアウトプットを重視した講義を実施している。またロールプレ

イを用いた新しい教育の方法も実施している。 

学生数が 240 名近くおり、アクティブラーニングを実施するのが大変難しい状況である。グループワークを設定し

ても学生が話し合う環境づくりをするまでに大変な時間を浪費してしまう。そのためグループ活動などは少なく

し、ライトなどを利用するにとどまっている。 

問題を解かせてそれをグループ内で解説共有したり、クラス内に発表させたりする学びを行っており、数学が嫌

いだった学生も、少しは苦手が回復した学生もいる。また毎回行っている学外での理数科の事象を見学するコ

ースも好評である。 

学生が簡単な模擬保育を行い、その模擬保育を見た学生達が良かった点、改善点などを出しあい、各々が保

育実践における課題を明らかにするという演習を行っている。 

実習に向けて、指導案を作成しその指導案に基づいた模擬保育を行っている。 

心理学についての基礎的な概念、知識の理解、考え方の理解を促すことを旨としている。それ故、初めて接す

る概念を日常の生活に結びつくように意図している。その点からして、話し合いの機会を設けることはしている

が、長い時間をとって、討論するまではし難く、基礎知識の習得の確認が主になっている。 

毎回、授業開始時に予習テストを実施。テキストを用いて予習することを促した。テストは終了後回収し採点後

のちの講義にて返却（またはＣＣＳを用いて返却していただいた）大教室での基礎的分野の授業のため、講義

形式にて授業を進めるが、ノートを取ること必修化し、資料は基本的には配布しない方式を試みた。机間巡視

を行いながら適宜学生に質問を行った。授業終了前にはまとめシートを配布、課題終了後回収し理解状況を

確認後小テストともに返却した。 

キャリア開発のための実践的プログラムを用いて、体験的な学習を行っている。基本は講義であるがディスカッ

ションをしながら、考えさせる授業を展開した。 

先ず、基本的な概念の理解を促し、そこから、自分で調べ、発表する機会を設けている。ただし、受講生が多か

ったこともあり、深く議論する時間を多く用意できなかったことの反省がある。この科目は積み上げ的な準備が

必要である。シラバスにはそれが明示されているが、今期は徹底できていなかったので、その点をより鮮明にし

て（前提とする概念の取得の上）、授業展開をしたい。 

１．2〜4 名 1 組で先週学習した用語や理論、図表について説明しあわせる。 

２．不意打ちで小テストを行う。 

３．1 つの問題について、個人で考えた後、グループで共有する。 

４．体験学習やシミュレーションゲームをして個々人が感じたことを振り返らせ、共有する。 

５．パーソナルスペースを野外で測定する。 



１．不意打ちで小テストを行う。 

２．毎回「考えさせる」課題を２～３つ出題し（宿題も含む）、個人で考えた後、グループで共有する。 

３．宿題をだし、それを元に翌週に上記２の流れにのせる（授業全部を補う内容ではないので反転学習ではな

い）。 

４．グループで質問項目を考え、質問紙を作る体験をさせる。 

５．実験や観察を体験させる（個人で）。 

実験実習なので、授業すべてがアクティブラーニングといえるのではないか。実験を体験し、レポートを書き、フィ

ードバックを元にレポートをブラッシュアップさせている。 

全授業を通じて体験学習型ソーシャルスキルトレーニングの実施をしている。個人単位の作業から、２～3 名程

度の会話、グループでの課題解決などさまざまな形態をとっている。 

全授業で、各回のテーマにもとづく「課題」を個人単位、グループ単位で実施し、議論させていく。 

プロジェクト学習に該当するのか、課題解決型になるのかわからないが、こちらの講義を元に、受講生が自らテ

ーマを設定し、それに基づき情報を収集して調査・実験をしてレポートを書いている。 

問題や現象を示した上で、それがどのように解釈できるかについて個人→対人→集団に広げながら、議論を深

めている。未来祭などの活動について、専門知の観点から分析し、レポートにまとめる課題を提示している。集

団生産性の実験として、ブレーンストーミング手法の改良と実践をグループワークとして課し、成績評価に含め

ている。 

毎回の授業で人前に出てスピーチをしたり、ディスカッションをしたりしている。授業の内容としては、スピーチや

ディベートなど、演習を多く取り入れている。また、学期の最後には集大成として、プレゼンテーション大会を実

施している。 

プレゼンテーションⅠの授業に対し、Ⅱは課題解決型学習として、外部の企業様よりミッションを与えて頂き、そ

のミッションに解決するべくチームで話し合い、課題解決をさせている。また、授業の集大成としてプレゼンテー

ション大会を実施している。 

授業内の課題に基づいたグループディスカッションを行っている。 

各授業の振り返りを活用して、最終課題のプレゼンテーション個人で行い、学生同士で相互評価を行っている。 

グループ間で小さな競争環境をつくり、毎回グループディスカッションとプレゼンテーションを行っている。 

グループ間のディスカッションを多く取り入れている。毎回グループ単位の発表を行う。 

学生からのコメントに対して、次回にコメントを返すようにしている。視聴覚教材を多用し、その場で反応、意見

発表を求めている。 

毎回学生からのコメントに対して、次回にその返答を心がけている。 

集団型スポーツを教材として取り入れることによって、学生間における意見交換の機会を設けている。また、そ

れらの活動によって体験した協同・協調や他者理解などについて毎時振り返りを実施している。 

①授業開始時に、前回の復習シートを行い、互いに採点し合いながら学びの内容を確認する。 

②エピソード課題について、各問に対する自分の考えを示した上で、その後グループで討議し、発表する。 



③ワークシートをもとに、課題内容を学生自身で図書館などにおいて調べる学習。 

④保育園における保育体験学習の実施。その後、グループごとに、体験前と体験後の子どもに対する見方や

考え方の違いを話し合いながら学びを深める。 

⑤乳幼児の遊びに関する具体的な実践的体験学習の実施。 

①園における行事運営のありかた考えるために、運動会への体験学習の実施。体験学習後に、その意義をグ

ル―プで話し合いながら、グループごとに独自の運動会プログラムを作成し、発表する。 

②ワークシートをもとにした課題学習とグループ討議。 

③保育実践にかかわる実践的な体験学習（手遊び、パネルシアター制作など）の提供。 

④園行事のひとつとして誕生会を取り上げ、その意義や活動内容を話し合いながら、保育実践の場を想定した

ロールプレイを行う。 

できるだけ毎回授業の最後に、その日の授業で学習した内容を簡潔に要約する事を学生にさせている。 

15 回の授業で各学生に最低 2 回は発表をしてもらうが、教科書の内容を深く掘り下げて、新しい情報を他の学

生に教える発表としている。また、教科書の副教材を作成し、難しい英語の教科書内容を中学 3 年生向けに説

明する参考書のような物を作るプロジェクトを取り入れている。 

リスニングの授業なので、基本的に英語を聞き取る事がメインになっている。ただ、学生にも一人一度は必ず英

語の音源(歌、映画、ドラマ、スピーチ、等)を用意させ、それについて調べ、他の学生に紹介する発表をさせてい

る。 

コミュニケーションの授業なので、15 回の授業の内、9 回は前に出て一人 1 分程度の発表(個人、ペア、グルー

プ)の時間がある。また、ムービー作成のプロジェクトがあり、学生達がグループになって英語で動画を作ってい

る。 

クイックライト、レビューライトの実施。 

クイックライト、レビューライト、宿題。 

各テーマごとのプロジェクトとして、動物行動の映像をもとに行動分析を各自で行ってもらう。この結果をもとに

講義内でフィードバックを行い、グループでのディスカッション、ディベートを行う。グループごとにまとめた結果を

もとに、講義内でまとめを行いフィードバックする。 

１．テキストの何ページかを学生に割り当て、学生に発表 PPT を作ってきてもらう。学生は事前に教科書を読ん

できてもらう。 

２．10 分以内で発表。適宜教員が補足。 

３．２人組をつくり、5 分程度で発表の内容を互いに伝え合う 

４．5 分で自分の話と相手の話も参考にしながら、発表部分の内容を要約する。 

５．これを２回繰り返す。 

１．テキストの何ページかを学生に割り当て、学生に発表 PPT を作ってきてもらう。 

学生は事前に教科書を読んできてもらう。 

２．10 分以内で発表。適宜教員が補足。 



３．２人組をつくり、5 分程度で発表の内容を互いに伝え合う 

４．5 分で自分の話と相手の話も参考にしながら、発表部分の内容を要約する。 

５．次の担当部分に進み、同じように発表する。 

CoLS を利用したアンケート機能を使って、小テストや、アンケートを行っている。そのときのみ、スマホの使用を

可としている。また、スマホを持たない、忘れた、充電が切れたなどの事情の学生には、紙媒体のもので同様の

ことを行っている。積極的な机間巡視のほか、「絵しりとり」を利用して歴史資料がもつ情報伝達の不確実性に

ついて考えてもらったり、昨年度は外部講師を呼んで講義とフィールドワークを行うなどした。 

講義内容に即した課題を講義内に行い、提出してもらう。その内容を次回の講義内でフェイードバックする形で

積極的に講義に参加してもらっている。 

振り返りとコメントシートを毎回実施している。ただこれがアクティブラーニングといえるかどうかは正直に言って

自信がない。 

振り返りとコメントシートは毎回実施している。学生同士での短い時間のディスカッションもほぼ毎回採り入れて

はいるが、学生たちが真剣に取り組んでいるかは疑問である。 

振り返りとコメントシートは毎回実施している。双方向型を目ざしてはいるが、実際にはなかなか難しい。 

振り返りとコメントシートは毎回実施しており、授業冒頭で前回コメントシートからの質問に回答している。学生

の反応を引き出しながら進めているが、これがアクティブラーニングといえるかどうかは正直自信がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表4 「学生FDサミット2016春」に参加しての感想 

 

 この度、教員 2 名、CA1 名、学生 4 名の合計 7 名で、「学生ＦＤサミット 2016 春」参加してきました。当日は 66

大学 522 名の参加がありました。受付の段階で、班分けがなされており、未来大のメンバーよりも他大学の方々

と多くの時間を過ごしました。オープニングからグループでの行動で、どうなるのだろうかと心配でしたが、他大

学の教員や学生たちと知り合い、私も含め大きな気づきがありました。 

 今回多く時間が割かれていたのは「しゃべり場」であり、三回にわたって意見を出し合い議論しました。 

①しゃべり場「理想の大学とは」 ②しゃべり場「わたしたちから見た、学・教・職」（学生、教員、職員がそれぞ

れ、どのような仕事をしているのか、それぞれがどのような考えをもっているのか？ どのような目標･目的をもち

行動しているのか？を考えてみる。三者の仕事内容、考えて居ることを知る） ③しゃべり場「私達の三原色」

（理想の大学を目指すための学生ｘ教員ｘ職員の三者の関係について考える。）以上 3 回に渡って議論を行い

ました。 

 今回の学生 FD サミットに参加してみて、教員である私も、未来大が他の大学と大きく違うことに気づき、いろ

いろと感じたものがありました。また、今回参加したことで学生たちも確実に意識が変わっていました。もし未来

大でも学生 FD を立ち上げることができるのであれば、未来大における「学生 FD について」の位置づけなどにつ

いて、一度議論をする必要があると感じました。                                                            

（こども心理学部/教員） 

 「学生ＦＤサミット 2016 春」参加して、とても楽しかったです。学生と教員、職員のみなさんが共に動くということ

は、お互いの見ているものを確認する上で、とても有意義な時間でした。また、いくつかのパターンを見ることが

できたため、学生 FD というものに対しては、様々な形の答えを見ることができました。今回の学生 FD で見聞き

したことを踏まえて、もう一度集まりたいというのが今の感想です。頭の中ではいくつかの提案が渦巻いている

のですが、しかしまだ不完全なものであり、なにより、CA の方、先生の視点が今の私には決定的に欠けていま

す。 

 ただ、今の未来大は、サポートという面ではすでに充分な下地があるように感じました。過保護に感じるほどで

もあり、一方で足りない部分もあります。例えば、学生のメンタルに対するサポートはとても充実していると思い

ました。大学で生活するにあたっての悩み相談を EM 前でいつも見ていますし、教員と生徒はもちろん職員と生

徒の距離が近いというのはとても珍しく、また未来大の強みであるように感じました。一方で、ピアサポなど、ス

キル面でのサポートは不十分に感じます。また、そうしたサポート事業をすべて学校側が用意、募集してしまうこ

とも一つの要因なのではないかと私は考えています。しかしこれそのものが原因であると明確ではないため（実

際、委員会のように動いている FD もありました）、現在の私の知識の状態で改善案を出すことはかえって事態

を悪化させると考えられます。ここはまず現状の理解が必要な部分だと思います。そして学友会とピアサポと EM

局が「どの組織が何をするのか、何を決定できるのか。何ができないのか」という部分の認識がほかの大学の

FD に比べてとても混乱しているように思います。 

 今の東京未来大学は「全員不安」な状態だと思います。学生も教員の先生方も CA の方々もお互いに、任せ

ることに不安がある状態です。だからこそ、自分でやりたくなってしまう。でも、自分たちには何ができるのか、そ



れさえも不安なのが今の東京未来大学に思えました。 

 これからの 2 年間は、学生、職員、教員がしっかりと関わっている未来大だからこそ、「ここからは好きにしてく

ださい」というラインをしっかりと引き直す時期に来ていると思いました。                 （モチベーシ

ョン行動科学部 2 年生/男子） 

 日本の様々な大学が集まり、他の大学の学生・職員・教員と話す機会が初めてだったので新鮮でし

た。大学の団体ごとにやっている内容も異なっていて、未来大学で FD を立ち上げるのであればやって

みたいことも思いました。他大学とも教員との間に壁があり、積極的に生徒と関わろうとしている教

員、関わるのはゼミの生徒のみ、関わるのはゼミのみの時間という教員がいると発言が多く飛びまし

た。学びの量がゼミによって大きな差が出来るのは問題だと感じます。また、他大学には CA 制度がな

いため、職員と話す機会がなく、事務員と話さない、事務室に入りにくいなどの意見が多くありまし

た。その点では未来大学は CA 制度があるので職員との関わりが濃くてよいのかなと思いました。ただ、

CA 制度があるため他者に頼りすぎている傾向もあるのかなと感じました。学生サミットに参加してい

る学生は学ぶことに意欲的でだからこそ職員に対して、教員に対しての意見が多く飛び交っていると

感じました。学生 FD をやることでいろんな力が身についていると感じるとたくさんの学生が話してい

ました。 

 私自身、未来大学に学生 FD を入れることは賛成で、私もぜひやってみたいと思っています。私は今

の心理学部のゼミ選択について疑問を抱いています。ゼミ選択時に希望の先生が選べないこと、ゼミ

訪問や面談がないことについてです。また、中京大学が FD の一貫で後輩たちに各ゼミの説明をするプ

ログラムもあり、やりたいと思っています。また、未来大学でしゃべり場をやってみたいとも感じま

した。私自身 1 年間ゼミを経験して、また友達からゼミについて話を聞いて、ゼミがどれだけ大切な

のか感じています。私はもう 3 年生ですので、自分のためというより、後輩のために学生 FD を立ち上

げ、より良い学校づくりに貢献していきたいと感じた「学生 FD サミット 2016」でした。 

                                        （こども心理

学部 3 年生/女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）授業改善グループ  

 

【要約】 

 

改善グループの主な活動内容は、授業評価アンケートの準備および手配、そして、取り

まとめである。 

東京未来大学では、「学生のための大学」という基本的理念に基づき、大学開設年度で

ある平成 19 年度から、自己点検評価改善委員会の指導の下、学生による授業評価を春学

期と秋学期に実施してきている。この評価は、授業および授業環境をよりよいものにして

いくことを目的としている。なお、本年度で 9 年目にあたる。 

本年度は、従来の授業評価で用いていた調査票（以下、授業評価アンケート）の内容に

ついて、大幅に改訂をおこなった。ここでは、業評価アンケートの改訂を中心に活動内容

を記載する。 

 

１）はじめに 

授業評価アンケート実施のための準備や、印刷・データ集計を委託する企業との渉外、

授業評価アンケート実施のアナウンス、および、データの分析、そして、最終的には授業

評価に対する各担当教員からなる評価書のとりまとめ、以下で述べる自由設定の項目のと

りまとめなど、授業評価にかかわる一連の作業をおこなった。これらは、授業および授業

環境をよりよいものにしていくことを目的としておこなっている。なお、平成 27 年度で 9

回目となっている。 

今年度に対応をおこなった最も大きな課題は、従来から指摘されてきた授業評価アンケ

ートの内容の問題点に向き合い、一から整理したうえで、新たな内容を構築したことであ

る。 

 

２）授業評価アンケートの改訂 

従来の授業評価アンケートについては、これまで、いくつかの問題点が指摘されてきた。

それらの問題に対応すべく、問題点の洗い出し等をおこない、新規に項目を準備した。項

目の作成には、委員会内、グループ内での検討をはじめ、通信課程との調整もおこない、

さらに、教員からのヒアリングを重ねたうえで一から項目群を準備した。 

最終的に、14 項目からなる項目群が構成された。なお、その中の 3 項目は、各教員が自

由に内容を設定できるものとした。また、自由記述アンケートの実施のありかたや内容に

ついても検討をおこなった。 

 



 

３）今後に向けて 

現時点では、平成 27 年度のデータが揃っておらず、分析をおこなえていない状況であ

る。今後、データが揃った暁には、分析をおこない、改訂をおこなった授業評価アンケー

トの性質や構造、また、授業評価アンケートから把握される授業の実態について明らかに

し、今後、授業および授業環境をよりよいものにしていくための指針とする予定である。

その際には、授業形態等の諸要因との関連性などについても検討をおこなっていく予定で

ある。 

また、自由設定項目の内容について、とりまとめたものをどのように活用すべきかにつ

いても検討を進める予定である。 

 

（３）授業研修グループ 

 

【要約】 

 

研修グループの本年度の活動として、主な課題として本委員会で掲げられた、本学なら

ではアクティブラーニングを確立するために行った活動として、9 月 17 日の全教職員の参

加による全体会議で行った FD 研修会があげられる。今年度の全体会議 FD 研修会では、

東京学芸大学名誉教授の河野義章先生を招聘し、「あなたは授業のなにを改善しようとして

いますか」というテーマで、ご講演をいただいた。また、例年通り、教職員による授業相

互参観を行った。なお、図書館管理運営委員会と連携して、文献データベースの活用法に

関する研修会を計画していたが、今年度については見送った。 

 

１）はじめに 

平成 27 年年度の研修グループの取り組みの目標は、東京未来大学独自のアクティブラ

ーニングを探索していくことであった。そのために、本年度は、例年 6 月下旬から 7 月上

旬に行われている「教職員による授業相互参観」に加え、平成 27 年 9 月 17 日に全教職員

の参加による全体研修において、各教員が自分の授業を見つめ直す機会として、「あなたは

授業のなにを改善しようとしていますか」というテーマによる講演会、また、授業分析に

ついて学んだ。また、学生への教育、研究の質の向上を目的として、図書館管理運営委員

会と連携し、「文献データベースの活用法についての研修会」をう予定であったが、日程の

折り合いが合わず、今年度は図書館管理運営委員会単独での実施になり、FD 委員会との

連携による研修会は次年度に見送った。 

 

２）平成 27 年度研修グループの取り組み 



（１）教職員による授業相互参観 

平成 27 年 6 月 29 日(月)から 7 月 17 日(金)にかけて、教職員による授業相互参観を実施

した。これは、教員が相互に授業参観することを通じて、自らの授業に取り入れることの

できる指導方法を見出す、自らの授業実践を省察するなどして、本学全体の授業の質向上

へと繋げていくことを目的とするものである。専任教職員の全てと、非常勤講師に周知し、

参観を促している。 

さらに授業参観後は、8 月 4 日まで自由記述形式のアンケートを実施した。 

ここでは、以下の項目について尋ねている。 

・参観した授業の科目名・教員名 

・参観日時 

・参観した授業において参考になったこと 

計 133 件の回答が寄せられた。 

アンケートにおける、｢参観した授業において参考になったこと｣の記述は、以下のよう

に分類できた。 

・教員による学生への働きかけ 

・機材の活用方法 

・学生の取り組み姿勢 

・授業マナーの遵守がされているか 

 

この中で特に教員による学生への働きかけに着目すると、以下のような記述がみられた。 

・私が参観した授業では，中学校で実際にあったいじめの事例をもとに，担任教師の関

わりが適切であったかを考えさせていました。具体的な内容なので，学生から意見が

よく出ていて，聞いていてとてもおもしろかったです。 

・試験でのポイントを適宜伝えることで学生に特に意識すべき内容を明確にしていた。

また、それを学生間で説明させることで記憶を定着させていた。 

・前回の内容をより深めるために、数名のレポート発表に加えて、グループディスカッ

ションを行い、違う立場として意見交換を行っている。全員が発言することにより理

解を深めることにつながると感じました。 

・昔と今の変化について、その業界の細かな情報を伝えられているため、学生がひきつ

けられるように聞いていました。 

・配付資料に、授業内容の目標を明記するとともに、大切なキーワードを空欄方式で作

成し、学生自身も考えることができるよう工夫されている。 

 

教員が学習内容の要点をタイミングよく伝達すること、学生の取り組む課題が具体的か

つ焦点化されていること、学生が相互に意見を出し合う時間帯をつくっていることが授業



の質を高めることにつながっているとのコメントが多くみられたといえる。 

 

（２）9 月 17 日 全体研修会（FD 研修）の内容 

 平成 27 年度の FD 研修の主な課題として本委員会で掲げられた、本学ならではアクテ

ィブラーニングを確立するために行った活動として、9 月 17 日の全教職員の参加による全

体会議で行った FD 研修会が行われた。今年度の全体会議 FD 研修会では、東京学芸大学

名誉教授の河野義章先生を招聘し、「あなたは授業のなにを改善しようとしていますか」と

いうテーマで、ご講演をいただいた。 

 本講演により、授業を行う上で重要なスキルである「teaching strategies」「teaching 

skills」「teaching tactics」という三つの要因についての理解を深めた。また、今回の講演

により、各教員が自らの授業を顧みるための新たな視点と、本学の教員各人が本学独自の

アクティブラーニングを行う上での重要な視座を得た。 

 さらに、同研修において、本学の出口保行教授による学生参加による模擬授業を行った。 

 この模擬授業により、実際の授業分析の基本的手法についても理解を深め、今後の授業

を改善向上させていく足がかりとなった。また、今回、学生参加の研修会を行うことで、

学生による FD 委員会を立ち上げるための試金石となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．全体会議報告 

 

東京未来大学 平成 27 年度 FD 研修 

開催年月日：平成 27 年 9 月 17 日(木) 

上記にて、非常勤講師を含めた教職員に向けて、本学が目指す「アクティブラーニングを取

り入れた授業改善」について研修がなされた。  

 

（１）背景：本学におけるアクティブラーニング導入の流れ 

東京未来大学では平成24年頃より、授業内に積極的にアクティブラーニングを取り入れ

ようと、全学的な授業改善に取り組んできた。また、毎年の全教職員連絡協議会において、

効果的なアクティブラーニング導入について以下のように研修を重ねてきた。 

 

・平成24年3月 「アクティブラーニングの意義・導入の目的」 

寺裏理事講話・株式会社アクティブラーニング社講演 

・平成24年9月 「アクティブラーニングの実践と応用」 

        株式会社アクティブラーニング社講演 

・平成25年3月 「アクティブラーニング実践事例共有」 

        全教職員によるグループディスカッション、発表の実施 

・平成25年9月 「他大学におけるアクティブラーニングの成果共有」「学生によるアクテ

ィブラーニングスタイルの授業について」 

        慶応大学井下理教授による講話・学生によるディスカッション 

・平成26年3月・9月「アクティブラーニングを取り入れた授業改善について」 

 

こうした中、実際の授業への導入にあたっては、大講義室における大人数での講義と小

規模な講義の環境の違いや、講義科目と演習科目の学習内容・教育方法の違いなどによる、

状況に応じたアクティブラーニング導入の難しさが認識されてきた。 

このような点を踏まえ、平成 27 年度においては、河野義章氏（東京学芸大学名誉教授）

をお招きし、「あなたは、授業のなにを改善しようとしているのですか」というテーマのも

と講演をいただいたうえ、本学こども心理学部出口保行教授が学生参加型の短い模擬授業

を行い、河野氏による分析及び参加者によるグループ討議を行った。 

 

（２）研修内容の詳細について 

１）河野氏による講演 

「あなたは、授業のなにを改善しようとしているのですか」 



東京学芸大学名誉教授河野義章氏は、今回の講演にて次の 3 つの視座を紹介され、いず

れも本学の授業改善に有益かつ新しいものであった。すなわち、①教師の要因としての

“Teaching strategies”“Teaching skills”“Teaching tactics”、②授業分析の手法として

の Brown’s Interaction Analysis System、そして③パブリックスピーチの視点での授業運

営である。 

 特に、テーマである「授業の何を改善するか」という点においては、変化のある授業を

意図する構成（キーワードとして Teaching strategies）なのか、楽しい授業を目指すコミ

ュニケーションの技術（キーワードとして Teaching skills）なのか、わかる授業をめざし

教科書や教師の説明・発問の組み合わせをいかに行うか（キーワードとして Teaching 

tactics）という点なのか、改善点を見いだす視点を得られた。 

  

２）出口保行教授による模擬授業とグループディスカッション 

 河野氏の講演の後、本学出口教授による短い模擬授業が行われた。参加者は学部専攻・

学年が混在した 20 名ほどの本学学生である。 

その後、各教職員と模擬授業に参加した学生達でグループディスカッションを実施し、

出口教授の模擬授業について感想・意見を出し合った。「出口先生の常に学生に質問をなげ

かけることによって、学生の課題意識が高まるという点がストラテジーなのではないか」

（教員）、「出口先生は毎回授業でレポートを書く機会があり、自分の考えをアウトプット

できる時間があるところがいい。ここはスキルの部分だと思う」（教員）、「他の授業に比べ

て厳しい印象があるが、解答に対して先生が丁寧にフィードバックしてくれるため徐々に

安心感を受ける」（学生）、「出口先生の模擬授業を踏まえることでストラテジー、スキル、

タクティクスの理解が深まった」（職員）などと、それぞれのグループでは河野氏の講演か

ら得た視点から模擬授業について意見を出し合い、活発なグループディスカッションが実

施できた。 

 

（３）今後の課題 

 全教職員連絡協議会での FD 研修は、常勤・非常勤講師、職員、学生が広く参加するこ

とができる貴重な機会である。今後 FD 委員会では、引き続き授業改善におけるアクティ

ブラーニングの効果的な導入を検討していく。授業評価アンケートや教員への FD アンケ

ートを分析し、日々の授業改善の効果を測りつつ、この貴重な機会である FD 研修を企画

していきたい。 

 



 

図１「あなたは授業のなにを改善しようとしていますか」の配付資料  

 



 

図１（つづき）「あなたは授業のなにを改善しようとしていますか」の配付資料  

 

３）今後に向けて 

平成 27 年度の授業研修グループの取り組みとして、本学独自のアクティブラーニング

という課題に取り組んだが、成果としては端緒についたばかりである。この課題を推し進

めるにあたっては、全体研修会において、昨年度、本年度と取り組んできたように、学生

参加の FD 研修会の機会を増やし、学生と教職員との協力による本学独自のアクティブラ

ーニングの創造をしていく必要があるだろう。そのためには、学生による FD 委員会を組

織して、自律した機能を育んでいく必要性があるといえる。次年度以降、さらに、このよ

うな教育改善を取り組んでいくためには、教職員と学生との教育、連携を視座に入れた活

動を行って行く必要がある。 

 

 



５．授業評価アンケート 

 

 東京未来大学では、「学生のための大学」という基本的理念に基づき、大学開設年度であ

る平成 19 年度から、自己点検評価改善委員会の指導の下、「学生による授業評価」を春学

期と秋学期に実施してきている。この評価は、授業および授業環境をよりよいものにして

いくことを目的としており、平成 27 年度は 9 年目にあたる。 

平成 27 年度は、従来の授業評価で用いていた調査票（以下、授業評価アンケート）の

内容について、大幅に改訂をおこなった。改訂の理由、改訂内容、改訂によって得られる

と期待されることについてはそれぞれ以下で適宜記載する。また、今年度の実施内容につ

いても記載する。 

なお、（１）から（３）について、通学課程について記載し、（４）は通信課程について

記載する。 

 

（１）授業評価アンケートの内容改訂 

上述のとおり、平成 27 年度は、従来おこなってきた授業評価アンケートの内容に対し

検討をおこない、内容を改訂した。 

 

１）従来の授業評価アンケートの問題 

従来の授業評価アンケートは、何度か小改訂がおこなわれてきたが、大きな問題が複数

残る状態であった。 

主な問題点は以下である。 

①授業評価アンケートの項目数が大きく、学生にとっては負担が大きい。また、学生にと

っては受講しているすべての授業で回答する必要があるため、飽きや慣れが生じ、適切

な回答がなされない可能性がある。 

②使用されている項目そのものに問題が認められる。内容がほぼ同等である（従来のアン

ケートでの相関分析の結果からも確認される）、語尾が統一されていない、などである。 

③測定したい概念を適切に測定していない可能性がある。上記②とも関連するが、表現な

ども含め、その内容が本来測定したい内容、今後の教育に生かすための内容としては適

切でない可能性が考えられる。 

以上の 3 点を主な理由とし、授業評価アンケートを大幅に改訂することとなった。 

 

２）従来の授業評価アンケートの内容 

従来の授業評価アンケートは、合計 21 項目からなるマークシート形式のアンケート用

紙と自由記述形式のアンケート用紙の 2 つからなる。 



マークシート形式のアンケート用紙は、4 つの質問領域から構成されている。1 番目は

「A．授業内容」、2 番目は「B．受講態度」、3 番目は「C．教員」、4 番目は「D．満足度」、

5 番目は「E．出席率」である。すべての質問に対して 5 段階評価（5．そう思う、4．や

やそう思う、3．どちらともいえない、2．あまりそう思わない、1．そう思わない）で回

答を求め、質問項目の内容が当該授業にあてはまらない場合には「0．該当しない」をマ

ークするよう教示した。 

 従来の授業評価アンケートを資料 1 に示す。 

 

３）授業評価アンケートの改訂手続き 

改訂手続きは以下のとおりである。まず、委員会内での意見聴取、改善グループ内での

意見聴取をそれぞれ複数回重ねた。また、教員からのヒアリングもおこなった。それらを

元に素案を作成した後に、再度委員会内や改善グループ内での検討・確認をおこなった。 

なお、それらの作業の後半においては、通信教育課程における授業評価アンケートとの

すりあわせをおこなった。 

それらを経て、最終的な授業評価アンケートの完成とした。 

 

４）新しい授業評価アンケートの内容 

新しい授業評価アンケートの内容は以下のとおりである。 

① 項目数は 14 である。従来の授業評価アンケートにおける項目数に比べ大幅減であり、

当初の目的を達成できたといえる。 

② 3 つの項目は自由設定項目とした。これらの項目を各教員が自由に設定し、実態を把

握できることから、今後の自身の教育に反映されることが期待される。 

③ 記名式とした。その理由は主に以下の 2 点である。まず、回答する学生に回答の背

金を認識してもらうことを求め記名式とした。また、今後の IR との連携も考慮し、

データのマッチングを考慮し記名式とした。 

④ 自由記述アンケートの内容について、従来は授業についてと、授業アンケート・教室

環境、の 2 つの内容が扱われていたが、後者については十分に資料がそろったとい

うこともあり、前者のみ実施した。なお、この対応は、秋学期からであり、春学期は

両者ともに実施した。 

新しい授業評価アンケートを資料 2 に、自由記述アンケートを資料 3 に示す。 

 

（２）授業評価アンケートの実施内容 

 

１）授業評価アンケートの実施期間 

 春学期は、第 14 回から第 15 回までの授業実施時に実施した。また、秋学期も、第 14



回から第 15 回までの授業開講時に実施した。授業評価アンケートの改訂および印刷およ

びデータ整理を委託している企業との渉外の関係で、実施期間が例年よりも若干短めとな

っているが、実施に特に問題は認められなかった。 

 

２）授業評価アンケート実施方法 

 授業評価アンケートは、専任教員および非常勤講師を対象に、東京未来大学こども心理

学部およびモチベーション行動科学部にて開講されている全教科において実施された。実

施にあたり、春学期は、授業を担当している専任教員および非常勤講師宛に、あらかじめ

「学生による授業評価アンケートの実施のお願い・実施要領」（資料 1）をメール添付にて

配布し、秋学期は実施要領をメール本文に記して依頼をした。 

 

３）授業評価アンケートの構成 

授業評価アンケートは、合計 14 項目（うち 3 項目は自由設定）からなるマークシート

形式のアンケート用紙と自由記述形式のアンケート用紙の 2 つからなる。 

 マークシート形式のアンケート用紙は、6 つの質問領域から構成されている。1 番目は

「A．授業内容」、2 番目は「B．授業方法」、3 番目は「C．教員」、4 番目は「D．満足度」、

5 番目は「E．教員による独自質問」、6 番目は「F．難易度」である。すべての質問に対し

て、5 段階評価（5．そう思う、4．ややそう思う、3．どちらともいえない、2．あまりそ

う思わない、1．そう思わない）で回答を求め、質問項目の内容が当該授業にあてはまら

ない場合には「0．該当しない」をマークするよう教示した。回答されたマークシート形

式のアンケート用紙は、代表の学生によってエンロール・マネジメント室（以下 EM 室）

に運ばれた後、自己点検評価改善委員会によって回収された。 

 自由記述形式のアンケート用紙は、授業の良かった点と改善点を問う質問と、授業評価

アンケート用紙および教室環境の改善点を問う質問からなり、前者は担当教員によって回

収され、後者は学生によって EM 室に運ばれた後、自己点検評価改善委員会によって回収

された。 

 なお、先述のとおり、記名式（学籍番号および氏名を記入）として実施した。 

 

（３）今後の予定 

現時点では、平成 27 年度の春学期のデータは揃っているが、秋学期のデータは揃って

いな。そのため、今年度開講された授業すべてについての分析はおこなうことができてい

ない状況にある。今後、データが揃った暁には、分析をおこない、改訂をおこなった授業

評価アンケートの性質や構造、また、授業評価アンケートから把握される授業の実態につ

いて明らかにしていく予定である。そのことにより、今後の授業および授業環境をよりよ

いものにしていくための指針とする予定である。その際には、授業形態、区分等の諸要因



との関連性などについても検討をおこない、より詳細に検討を進めていく予定である。 

また、自由設定項目の内容について、今回は任意で提出をもとめている。これらの提出

された内容について、どのようにとりまとめ、また、どのように活用すべきかについては

まだ議論が十分ではないため、その点についても検討を進める予定である。 

 

（４）通信教育課程における授業評価アンケートの実施内容 

 通信教育課程においても、授業評価アンケートの実施を継続している。 

 

１）通信課程における授業評価アンケートの種類 

 通信課程において、授業評価アンケートは、その実施形態によって 3 つの種類が存在し

ている。3 種は以下のとおりである。 

・対面スクーリング 

・メディアスクーリング 

・テキスト 

 それぞれ、実施形態に合わせて授業評価アンケートの内容は異なっている。 

 

２）通信課程における授業評価アンケートの実施内容 

 実施については、通信課程スタッフにより、指示等がなされ実施がおこなわれている。

先述のとおり、授業評価アンケートの内容はそれぞれ異なっており、また、それぞれの実

施形態に合わせて授業評価アンケートの実施がおこなわれている。基本的に、web 上での

回答を求め、データの収集がおこなわれる。 

 項目については、微細な修正がおこなわれたうえで、実施が続けられている。現状の項

目を通学課程のそれを対応させたものが資料 5 である。 

 

３）今後の予定 

 現時点では、通学課程と通信課程の授業評価アンケートは、別個に実施されていること

もあり、通学課程と通信課程の比較検討などはおこなわれていない。また、通信課程のデ

ータに対する分析が十分ではない可能性もある。得られたデータを有効に活用する方法を、

今後検討していくことも重要といえる。 
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