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Ⅰ．緒言

昭和22年に制定された学校教育法では一般
教育を「広く知識を授けるとともに，深く専
門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応
用的能力を展開する」と規定されてきたが，
現実はこの理念の実現には至っていなかっ
た。そこで，一般教育の理念を実現するため
に平成3年の大学審議会の答申を受け，カリ
キュラムの改革や教育組織の見直しが行わ
れ，その後，大学審議会（平成9年，10年），
中央教育審議会（平成14年），教育改革国民
会議（平成12年）において教育内容，教育方
法，単位制度の実質化について検討が行われ
てきた。また，平成17年の「我が国の高等教
育の将来像」や平成18年の教育基本法改正で
も，大学における学士課程教育は教育と研究
の両方が中心となるものであるとしている。
教育再生会議では平成19年の報告では，教育
の質の保証が述べられている。これは，平成
20年の教育振興基本計画特別部会の資料の
「教育振興基本計画の在り方について―「大
学教育の転換と革新」を可能とするために」

では2025年に向けての大学教育の展望として
「質保証の体制」のためには「多様な大学教
育の「質の尺度」を開発し，大学評価を強化
する」ことが挙げられている。
学力の水準が異なる学生が確かな学士力を

修得するために，教育については一般教育お
よび専門教育の教育内容の見直しおよび学習
成果の評価が必要になる。そこで本学はこの
ような目標に向けて検討を行い，大学教育と
しての質を保証し，確かな学士力を有した学
生の輩出ために，教育内容，教育環境，教育
効果について検討を行ってきた。本報告では
この検討内容の中で，本学の初年次教育の構
築にむけての取り組みについて述べる。

Ⅱ．教育内容

本学では学生の多様化が進み，学習意欲の
低下や目的意識の希薄化が顕著になってきて
いる入学者に対し，意欲・自信と確かな学士
力を有する人材を卒業させる初年次教育の充
実をはかっている。
本学の教育目標は，教養のある専門性をも

つ職業人の要請にある。そのために，初年次
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教育において，社会人として最低限必要な知
識・技術などを修得し，人生のステップを主
体性や意欲をもって歩んでいくことができる
能力を有する人材養成を目指す。
目標達成に向けては，自立した市民として

必要な基本能力を養成する初年次教育と，こ
れを課題探求・創造力を目標とする専門教育
につなげ，企業などが要請する汎用性のある
基礎的能力を有する人材養成を目標とする。
教育内容については，平成20年12月に中央

教育審議会から答申1）としてだされた「学士
課程教育の構築に向けて」で学士力を培うた
めの学士課における学習成果に関する参考指
針である「知識・理解」として，（1）多文
化・異文化に関する知識の理解，（2）人類
の文化や社会，自然に関する知識の理解，「汎
用的技能」として（1）コミュニケーション・
スキル，（2）数量的スキル，（3）情報リテ
ラシー，（4）論理的思考力，（5）問題解決
力，「態度・志向性」として（1）自己管理
力，（2）チームワーク，リーダーシップ，（3）
倫理観，（4）市民としての社会的責任，（5）
生涯学習力，「総合的な学習経験と創造的思
考力」を踏まえ，検討を行った。
初年次教育における学士力を確保するため

のコア・カリキュラムを以下の3つの柱から
構成し，それぞれの柱の内容を以下に示す。
① 専門教育に必要な基本的な知識の獲得

高校の教科との関連で，大学もまた専
門教育の理解と支援をする教科を設定
し，基本的な知識を理解させる。
科目として，国語，数学，理科，社会，
英語を中心に構成・自己表現Ⅰ

② 大学・社会人としての技能・活動能力
の養成（汎用的技能等）
コミュニケーションやグループ活動，
調査・表現，数量的スキル，情報リテ
ラシーなど実践的能力を養成する。

科目として，情報基礎，マルチメディ
ア，人権と著作権，調査・統計，自己
表現Ⅱ

③ 生涯を通しての基礎知識（キャリア教
育，専門教育の一部を教育）
倫理観，文化，態度，市民としての社
会的責任の知識と理解を図る。
科目として，自己探求Ⅰ，Ⅱ，自己開
発

このコア・カリキュラムは，米国の AAC

&Uの教養教育のアウトカムとして報告され
ているａ．文化と自然に関する知識（科学・
社会科学・数学・人文学など），ｂ．知的，
実践的スキル（文章と会話によるコミュニ
ケーション，探求的，批判的，数量的リテラ
シー，情報リテラシーなど），ｃ．個人的，
社会的責任（倫理的思考，異文化に関する知
識と活動，生涯教育への志向など）や，イギ
リスのデアリング委員会の高等教育のアウト
カムとして報告されているａ．基本技能（コ
ミュニケーション，数量的能力など），ｂ．
知的技能（方法論を理解する力など），ｃ．
専門的技能（実践技能，専門分野毎の能力）
と近い考え方であるが，初年次教育方針とし
ては，「米国の個人的，社会的責任やイギリ
スの専門的技術」は初年次教育には組み込ま
ず，初年次教育と同様の目標を目指す専門教
育に委ねることとした。

Ⅲ．教育環境

確かな学士力を修得するための保証とし
て，初年次教育を大学生活への適応や学習の
動機づけを高等学校からの円滑な移行を図る
とともに，基本的な学士力の確保として位置
づけた。基本的な学士力の確保はⅡ．教育内
容で述べたことから，ここでは高校から大学
へ円滑な学習動機が移行するための教育環境
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について学生の情報把握，補完教育から述べ
る。
1）学生の情報把握
初年次教育を生かすには，入学時およびそ

の後の学生の生活実態・価値観・学習状況な
どの情報を的確に把握，支援・指導すること
にある。そのために以下のプログラムを用意
する。
①大学生活や生活について，入学時に学生

の状況把握，学生自身が将来の夢や就職・目
標を把握するため面談を行い，個別指導計画
書を作成する。
②学生の学習履歴の記録と自己管理シート

の作成。
自己管理シートの作成をし，記載は前期お

よび後期それぞれ学期開始時のカリキュラム
ガイダンスの折に実施する。このシートをも
とにアドバイザーは個別懇談を行い，個別指
導計画書を作成する。
2）補完教育（リメディカル教育）
入学時の学習意欲や学力の低下を補うため

に，入学前の教育として，初年次教育のコア・

カリキュラムに対応した，各専攻コースで学
習プログラムを提供し，本学の教員が通信・
e-learningを始め多様な方法で補完教育を実
施する。
初年次教育の構成を図1に示した。

Ⅳ．教育効果

教育内容および教育環境を整備し，実施す
るが，これらの計画・実施が適当であったか
を検討する組織および教育効果向上の手段や
評価方法について述べる。
以下に示す取組の検討調査結果をもとに教

員および検討委員会では PDCAシステムに
よりカリキュラム，テキスト，指導方法の改
善や個人的な補完教育の必要性を判断してい
く。
1）組織
学士力の確保や教育力向上に向けての大学

方針を検討する組織は，学長を委員長とし，
学部長，学科長，主任から構成されている検
討委員会を設置している。これにより検討内
容は確実に授業に反映される。さらに，教員

図1．初年次教育の構成
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全員が教育目標や方針を共有化するために，
検討委員会での検討内容の研修会や紀要で内
容を発表し，その方向性と内容を開示する。
さらに今後は，教育の質の向上などを目指し，
研究活動，社会貢献，大学の管理に関わる能
力の開発を検討委員会を中心に啓蒙してい
く。
2）教育効果向上
①シラバス
教育保証をするために，コア・カリキュラ

ムごとに教科概要書，授業設計書，評価試験
書の教育資料を作成し，学生に提示する。教
育内容は，教科概要書（シラバス等）と授業
設計書（テキスト等）を検討委員会に提出し
た後，学生に提供する。シラバスの内容を以
下に示す。
ａ．教科概要書
・教科名の内容（教科名称，教育期間，授
業時間数，教科書，教材，資料など）

・教育目的の内容
受講者レベル，到達目標（評価試験と
しても使用），評価基準（評価試験と
しても使用），教育項目（基礎用語，
基礎項目），教育保証（受講者は最低
限として教育項目を理解または実技が
できる）

・教科単元（教育計画書）の構成
導入 レディネス期間と教育内容
基礎 教科としての必須理解項目
応用 複合項目の理解練習
演習 関連教科との複合理解演習

ｂ．授業設計書
・全授業時間ごとの教育項目の設定

導入 前回の授業の要点（復習）
基礎 授業項目（学習内容とテーマ，

用語の説明）
応用 テーマ項目の理解度測定（練習

問題）

演習 受講者発表または実技
要約 要点整理（自学自習項目の提

示；復帰ポイントの明示）
備考 教科書関連ページ，資料，講義・

演習・実技の区分
②授業方法
ファカルティ・ディベロップメント（FD）

により授業方法・内容の検討を行っている。
本学の FDの特徴として全教員を対象にした
研修会を年数回実施している。
授業評価の FDは，1）組織で述べた検討

委員会を中心に，教育内容改善のための自主
活動への支援，授業計画に関する研究・調
査・提言，授業のプロセス・指導方法に関す
る研究・調査・提言，授業評価に関する研
究・調査・提言などを実施している。
汎用的・技能スキルの学習では実習を含め

ディスカッションなどを取り入れた多用な活
動がある。そこで，TA（ティーチング・ア
シスタント）により少人数での実習，討論な
どへの支援を行う。大学院生による SA（ス
チューデント・アシスタント）の活用も考慮
する。
また，学生に目的意識や学習意欲の喚起を

図るために，地域や企業と連携した授業や，
外部人材の積極的な参画を図るなど，社会と
つながった開かれた教育内容を展開する。
3）教育効果評価
成績評価基準は，シラバスの評価試験書に

より明示し，外部評価による評価が可能なも
のは外部評価も併用し，結果はアドバイザー
を通じ，学習指導に活用する。
また，授業内容についての習熟度は学生自

身による自己・点検評価を実施し，学生自ら
の学習課題の認識，学習意欲の向上を図って
いる。
①評価試験書
試験目的，学習プロセス，到達目標を明
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示し，成績評価は学習状態の調査，学習の
到達評価など試験評価は総合的に実施す
る。なお，到達目標として外部評価が活用
できる授業内容については外部評価の評価
も併用する。
②到達目標のための外部（第3者）評価
到達目標の基準は外部評価（資格試験，

他大学等の関係者との共同・評価問題の試
作）を実施し，その結果を用いて，補完教
育・個別指導および授業改善に活用する。
③評価指導
①②による結果をアドバイザーによる

個々の学生の学習指導に活用し，授業指導
や学習方法の指導に活用していく。アドバ
イザーによる個人面談による学生への学習
指導は，現在でも実際に実施している方法
であり，さらなる充実を図る。
④学生による自己点検・評価等の実施体
制・展開と評価結果の反映

学生自身により，授業ごとに学習の達成評
価として①学習のプロセス，②学習活動の発
表と評価，③学習成果の評価を行っている。
学習のプロセスの調査は，学習の事前・事

後それぞれ，評価項目ごとに意識調査を実施
している。調査項目は，授業ごとに大学生と
しての学習活動に必要な基礎力と，社会で必
要とされる活動能力で構成している。学習の
プロセス調査は学生自らが学習成果の達成状
況について整理・点検をすることができる学
習ポートフォリオの実践は，学生の学修履歴
の記録や自己管理につながる。
授業内容としてプレゼンテーションを課し

ている授業についてはプレゼンテーション力
も学生自身で評価する。
この学習（講義・実習等）の学習のプロセ

ス・成果に関する事前・事後の授業評価アン
ケート調査結果を「初年次教育での学士力育
成カリキュラム改善のための学生成果の調査

図2．教育効果評価におけるPDCAシステム
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（1）～知的・実践的スキルの学習プロセス
の評価～」として報告している2）。PDCAシ
ステムを図2に示した。

Ⅴ．まとめ

多様な入学生に対し，大学卒業時に確かな
知識・技術などを修得し，主体性や意欲を
もって歩むことができる能力を有する社会人
として養成することを目的とし，入学予定者
（高校生），大学生に対し以下の視点から初
年次教育を実施する。
1）多様な入学生に対し，確実に教育目標

の達成を図る。そのために学生生活への適応
や学習の動機づけを高等学校からの円滑な移
行を図るために入学時に学生の情報を把握す
る。また，初年次教育での各学生の修得レベ
ルを学生自身により，①学習のプロセス，②
学習活動の発表と評価，③学習成果の評価を
行う。学習のプロセス調査は学生自らが学習
成果の達成状況について整理・点検をする学
習ポートフォリオの実践を行うことで，学生

の学修履歴の記録や自己管理につながる。
2）基本的な学士力の確保を図る。そのた

めに全学共通のコア・カリキュラムの検討・
実施，シラバス作製，評価の PDCAシステ
ムを用い，学士力教育の実践とカリキュラ
ム・授業改善に取り組む。入学時における初
年次教育を有効に行うために，入学前教育や
補完教育を実施し，TAによる授業支援を行
う。大学全体としての教育方針は検討委員会
で実施する。
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