
　大学・短大への進学率が50％を超え大学の大衆化が進行している。
高等教育のユニバーサル化が進む一方，大学は少子化に伴う大学全入
時代を迎え，入学してくる学生たちの学習目標，学習意欲，基礎的学
習能力はますます多様化しつつある。このような背景の下に「学士課
程教育の構築に向けて」と題する審議のまとめが，平成20年 3月に中
央教育審議会大学分科会の小委員会から発表された。（※1）
　報告書は，大学がユニバーサル化の到来を積極的に受け止め，進学
率の増加を前提とした上で，高等教育の拡大がもたらす教育の質の低
下をいかに防ぐか，そのために学部段階の教育（学士課程教育）をど
のように改善していくべきかが述べられている。
　この中で取り上げられている中心的主題の一つは「学習成果」であ
る。学生が学士課程を通して修得する「学習成果」を明確化すること
に焦点を当て，その実現のために教育内容・方法，成績評価の改善を
求め，さらに学士課程共通の「学習成果」を具体的に表すものとして，
新たに「学士力」という能力評価が示された。二つ目は「国際的な通
用性」である。先進国が急速に教育改革を進め，高等教育の国際的基
準を求める動きが高まる中，わが国の学士号にも「国際通用性」の確
保を欠かせないとしている。これらを達成する方策として，①分野別
の学習成果や到達目標の設定，②学習意欲を高める双方向型教育方法・
体験学習の充実，③厳格な成績評価や卒業認定，④高校教育との接続
の改善，⑤教員のFD，職員のSDの促進，⑥教育の質を保証する評価
制度の整備などが提言されている。
　平成19年に発足した北里大学高等教育開発センターは，学士課程教育
の在り方を調査・研究し，その成果をフィードバックして本学の教育カリ

キュラムおよび教育内容，教育方法の改善に資することを目的としている。
活動内容は，教材の開発と普及，全学共通の教育プログラムや教育内容，
教育方法の改善のための企画・提案，全学の教員の教育力向上に向けた研
修会の開催，教育関連情報の収集，調査，分析，発信など多岐にわたり，
審議のまとめが促している教育力向上の様々な取り組みに対応している。
　大学のもつ教育力や研究力が注目を浴びる昨今，社会に送り出す卒
業生の学士力向上を念頭に入れた教育内容と教授法の工夫改善は，本
学においても喫緊の重要課題である。高等教育開発センターの主導に
よる今年4月からの「初年次教育の在り方の調査，研究」は，提言に
も取り上げられているように時宜にかなったものであり，その成果を
期待したい。全学生を対象として昨年開講した自校教育「北里の世界」
は，建学の精神と本学の理念についての解説を通して学生に入学した
意義を考えさせ，大学での学習・生活目標を育むための授業であるが，
ここにも改善に向けたセンターの提案を願っている。また，一昨年か
ら始まった医療系4学部と併設2専門学校のチーム医療演習は，複数
の医療専門職能を目指す学生が医療現場の課題を共有し，機能的連携
について学習する有益な機会であると学生・教員双方から好評を博し
ている。専門教育への円滑な移行を果すためにも，初年次から学士力
向上を意図する教育的取り組みを高等教育開発センターが中心となっ
て実践し，各専門分野の教育目標に沿った学習成果を彼らに「学士力」
として身に付けさせる教育活動への貢献を期待する。

※1：「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」（2008.3.25）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/080410.htm
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初年次教育の展開とその課題 ─どのように組織的進めていくか─

　平成20年 2月 25日（月）午後4持 30分より高等教育
開発センター主催による，平成19年度第2回目の講演会
が開かれました。今回ご講演下さったのは，安永悟氏（久
留米大学文学部教授・日本協同教育学会長）でした。まず，
鈴木牧彦高等教育開発センター長の挨拶に続いて，教育
研究部門長の小島佐恵子講師による「わが国の初年次教
育の現状」と題する講演がありました。そこでは，初年
次教育とは，高校から大学教育への円滑な移行と適応を

図り，自ら能動的に学んでいくことができるよう支援す
る総合的な教育プログラムであることが示されました。
そのような対応は，全入時代を迎えた今日の大学には不
可欠となっており，多くの大学で実際に行われ，成果を
挙げているとの報告がありました。次に安永悟氏の講演
では，そうした初年次教育の実践において，信頼関係を
築き，グループで協同して学ぶ「協同学習」が非常に効
果的であることが論じられました。

　現在の日本における初年次教育の実践を考える上で，
協同にもとづく教育実践・組織運営こそが教育改革の基
本であると考える。今日，大学に入学してくる新入生は，
学力や学習意欲，生活態度の面において非常に多様化し
ている。そうした学生に対して，初年次教育の一環として，
大学教育の基礎（学力・成長の基礎），大学生活への適応
（学業と人間関係），価値観の吟味（学習観，人間観・人
生観）を育み，そのためのスキルとなる，認知（一般教養，
知識），態度（生活態度，人間関係，社会性），体力（基
礎体力，健康，食）を身につけさせることが必要である。
そして，このような初年次教育において，学生を変化・
成長へと導くためには，従来の競争・個別教育から，協
同教育へと教育観の転換を図り，互恵的な信頼関係に基
づく協同学習を実践することが有効である。
　協同学習の考え方の基本は，学生を主役として，主体
的に「考え，対話し，活動」させるために，教師を演出家・
共演者と位置づけ，上記の目的である認知や態度を修得
させることにある。安永氏が久留米大学で実際に担当し
ている「キャリアプラン入門」のクラスでは，これまで

述べたような教育理念と方法を実践し，授業への主体的
参加を促し，言語のスキルを向上させ，仲間意識を持ち
つつ互いに学力を高め，良好な人間関係を構築すること
に成功していることが示された。氏は，初年次教育以外
においても，あらゆる内容・形式の授業において，協同
学習の理念と方法は教育効果を高めるのに有効だと述べ
ている。
　そして，こうした協同学習の有効性を認識してもらう
ために，FD活動の一環として，講演会やワークショッ
プで自らの取り組みを紹介している。しかし実際の教育
で生かすためには，より実践的なFDが必要である。例
えば授業を公開し，互いに切磋琢磨することなどが有効
な方法の一つである。またそうした活動を展開することで，
学部間・教員間の温度差を少なくし，教員同士の良好な
人間関係を作り，さらには教員と職員の連携も図られて
いくと考える。その根底としては，教育への情熱と学生
に対する信頼感，ひいては学生と大学との出会いを大切
にする視点が不可欠である。

第 2 回　北里大学高等教育開発センター開設記念講演会報告

講演の概要

安永悟氏（平成20年 2月 25日，北里大学
相模原キャンパスL3号館にて）



e -Learn ing  プロジェクト報告会
─ネットワークを使った授業支援システムの現状とこれから─

　去る12月12日（水），高等教育開発センターe-Learning
プロジェクトの報告会が行われました。参加者は，テレ
ビ会議システムでの参加者16名を含め，103名でした。
　まず，鈴木センター長より挨拶があり，ここでいう
e-Learningとは，通常の対面授業を補うものであるとし
ました。

　それを受けて，藤原センター教育開発部門長が，プロジェ
クトのめざすものを「人と人をつなぐ e-Learning 環境」
というコンセプトで表しました。このコンセプトは，これ
までの，ややもすれば人と人を遠ざけがちな，e-Learning
という特殊な形態の学習の為の環境ではなくて，人が
中心のコミュニケーション環境であって，通常の対面授
業に今より更に豊かなコミュニケーションを実現する為
の環境を目指す事を表したものです。近頃では，誤解を
避ける為に e-Learning という言葉を使わずに，「ICT
（Information and Communication Technology）を使った
学習支援環境」などという言葉を使う事が多いようです。
上の図は，このコンセプトを表したもので，このように
学生と教員の間の様々なコミュニケーションの手助けを
する環境づくりを目指しています。
　次に，この環境を実現するシステムの中心を担うもの
として，プロジェクトでテスト中のMoodle（ムードル）
というサーバーの紹介を一般教育部の高橋氏が行いました。
教育支援システムとは，教育現場での様々な要望に応え
るものです。例えば教員は，「授業用のWebページを作
りたい」，「受講者全員に連絡をしたい」，「ディスカッショ
ン用の電子掲示板が欲しい」，「小テストをしたいけど採
点が面倒」などの要望を，学生は，「提出物を先生がちゃ
んと受け取ったか確認したい」，「他の受講生の意見を聞
きたい」，「家のパソコンから課題を提出したい」などと
いう要望をもっていることでしょう。Moodle は，これ
らの要望に応える事ができます。Moodle は，様々な機
能を持っているため使い方が難しいのではないかと思わ

れる方もいらっしゃると思いますが，各教員が使いたい
一部の機能だけを選んで使う事ができますし，理解出来
た機能から少しずつ使う事もできます。高橋氏は，授業
用のWebページを作成する機能，課題の出題や回収に関
連する機能，小テストに関連する機能，電子掲示板を中
心とした学生と教師の間の連絡支援機能の 4つに重点を
置いて報告しました。
　本学は，十和田，三陸，新潟，相模原，白金にキャン
パスを持ちますので，教育支援環境を考える際に，遠隔
授業をどう支援するか，そもそもどうやって遠隔授業を
成立させるかを考えなくてはなりません。既に，情報基
盤センターでは，TV会議システム，遠隔授業システムや
録画／配信システムを準備しております。基盤センター
の秋山氏，影山氏が現状を報告しました。授業での運用
実績は今のところ無く，多少の技術的な問題もあるかも
知れませんが，このような技術は使う事によって徐々に
使い勝手を高めて行けるものであり，また技術の進歩によっ
てどんどん使いやすい安定した製品が出てくると思います。
使われなければ，先へは進めません。多少の問題には目
をつぶって，まずは使う事が肝心であると思います。
　遠隔授業あるいはe-Learningを行う際に，文部科学省
の定めた制度の中で，何が可能なのか，何を注意しなけ
ればならないかを正しく見極めながら進める必要があり
ます。この件について，教学センターの池本氏から解説
がありました。
　電子的なメディアを使って授業の準備をする際に頭を
悩ませるのは，著作権の問題です。この件については，
一般教育部の小川氏が短い解説をしました。著作権につ
いて学ぶべき事は非常に多くありますので，高等教育開
発センターでは，平成20年度に専門家を招いて「著作権
セミナー」を開催する事を計画しています。多くの皆様
のご参加を期待しております。



高等教育開発センター運営委員　薬学部　石井邦雄

e -Learn ingプロジェクト報告会に参加して

　去る12月12日（水）の午後5時50分より，相模原キャン
パスL3号館209講義室において，「ネットワークを使った
授業支援システムの現状とこれから」と題して，本センター
主催によるe-Learningプロジェクト報告会が開催された。
　まず，本センター教育開発部門長の藤原先生から，この
プロジェクトが目指す方向について簡潔なお話があった後，
一般教育部の高橋先生から，ムードルに関する詳細な説明
がなされた。ムードルというのは，近年，広く用いられる
ようになってきたe-Learningのプラットフォームであるが，
噂でしか知らなかった強力な授業支援機能の全貌が見渡せ
たことに加え，使い方についてもよく理解することができ
た。実際には，私のようなコンピュータにあまり明るくな
い者が使おうとしても，うまく運用できるようになるまで
には様々な困難を経験するに違いないが，問題が生じた場
合はいつでも本センターのスタッフを始めとする先生方に
教えを乞うことができると思うと，導入についてあまり難
しく考える必要はなさそうである。
　次に，情報基盤センターの秋山氏による遠隔会議・授業
システムの紹介，そして同じく情報基盤センターの影山氏
による講義の収録・配信システム“Mediasite Live”の紹
介がなされた。薬学研究科では，来年度から社会人大学院
が開設されるため，現在，それに向けて白金 -相模原 -北
本の各キャンパスを結んだ遠隔授業の可能性を検討中とい
うこともあり，これら二題のお話には特に強い興味があっ
た。テレビ会議システムは，既に何回か実際の会議で使用
したことがあり，その使用感も大体は掴めているので，今
回は授業で使う場合にどのような点が問題となるかを抽出

するよう努めたが，大量の画像情報を高画質で遠隔地にラ
イブ配信するような使い方にはあまり向いていないとの印
象を受けた。一方，“Mediasite Live”は画像データの取得
方法に工夫があり，講師の動きと声，そして高画質の講義
資料を同時に配信しても，メモリーやネットワークに大き
な負荷がかからない方式となっているため，遠隔授業に適
した性能を有すると考えられた。ただ，これらの情報を一
括してライブで送れるとの触れ込みであるが，実際には着
信側に画像と音声が現れるまでに数十秒のタイム・ラグが
生じるので，厳密にはライブではない。したがって，講義
を行い，それに対する質問に生で答えるというような使い
方をする場合は，両者を併用することにより，それぞれの
弱点を補完する必要がある。また，“Mediasite Live”を使
うと，講義の一部始終をサーバー・コンピューター上に記
録することができるので，後でオン・デマンド配信したり，
DVDなどのメディアを用いて配布することも容易である。
　更に，これらのお話しに続いて，遠隔授業を行う場合に
気になる著作権の問題や，遠隔授業を正規の授業として扱
うことに関する制度的な裏付けについても説明がなされ，
まさにe-Learningに関するフルコースの報告会であった。
　このようなイベントが盛会裏に幕を閉じることができた
ことは，誠に喜ばしいことである。本センターでは，今後
も高等教育にまつわる様々な話題を取り上げ，本学におけ
る教育をより良いものにするための活動を継続していく予
定と聞く。本センターの活動がますます実り多いものとな
り，それに伴って，本学の教育が，様々な意味でますます
向上していくことを期待したい。

報告会に出席された方々に答えていただいたアンケート結果を
簡単にご報告いたします。回答合計61（回収率60％）

アンケートのまとめ

Q1 今回の報告会の内容全般につ
いて，どのように評価されますか？

とても良い
良い
どちらとも言えない
悪い
とても悪い
回答なし

23％

58％

12％

7％

Q2 ムードルをご自分の授業／業
務に取り入れてみたいと思いますか？

ぜひ取り入れてみたい
できれば取り入れてみたい
取り入れる必要性を感じない
分からない
回答なし

57％

20％

3％

13％

7％

Q3 著作権に関する講演会が開催
された場合，出席なさるお気持ちは
ございますか？

ぜひ出席したい
できれば出席したい
今のところ出席する気持ちはない
回答なし

7％

53％

3％

37％



医学部におけるファカルティ・ディベロップメント

医学部医学教育研究部門　教授　阿部　直

　ファカルティとは，大学の学部や，教職員，教授会
を意味し，ファカルティ・ディベロップメント（FD）
とは大学の機関としての機能向上のための組織的な取
組です。しかし，一般には，狭義の意味で使われ，教
員の教育能力開発を目的とする組織的教員研修が FD
と呼ばれています。これは，米語から由来し，イギリ
スではstaff developmentと呼ばれています。
　我が国の医学部におけるFDの歴史は，世界保健機
関（WHO）が英国の医学系大学のFDの教育効果を高
く評価し，この活動を推進したことに始まります。
1973年に，WHOがオーストラリア・シドニーのNew 
South Wales大学にRegional Teacher Training Centre
を設置，アジア・西太平洋地域各国から医学教育指導
者がこの施設で実施されたFDに参加し，日本から3名
が参加しました。翌1974年には，その3名が核となって，
FDを指導できる人材育成を目的とした「医学教育者の
ためのワークショップ」が開始されました。以後，文
部科学省・厚生労働省の主催，日本医学教育学会・医
学教育振興財団・WHOの協力・後援で毎年開催され，
一昨年からは日本医学教育学会の主催で実施されてい
ます。日程は 4泊 5日で全国の医科大学教員や病院指
導医40人程が参加し，FD指導者が各地で育っています。
　現在，FDは全ての医科大学で実施されていますが，
本学医学部で取り組み始めた1990年にはFDを実施し
ている医科大学は全国80大学中，23大学しかありませ
んでした。開始から18回目となる本学医学部のFDの
中心は新任・新規昇任教員を主とする 1泊 2日の教員
教育セミナーです。その他の小規模のFDとして，問

題基盤型学習（PBL：Problem Based Learning）テュー
トリアル，多選択肢問題作成，および客観的臨床能力
試験（OSCE：Objective Structured Clinical Examination）
の講習などがあります。教員教育セミナーには，約50
名の新任・新規昇任の教員が招かれます。医学部長が
実行委員長，教育委員会のメンバーおよび「医学教育
者のためのワークショップ」参加経験者が実行委員と
して運営し，医学教育研究部門は運営と企画に参加し
ています。前々回は，本学卒業生の研修医8名が参加，
前回は在校生代表として 2名の学生が参加し，活発な
討論が展開されました。
　毎年テーマを変えて実施していますが，平成17年度
には，「よい講義」「国家試験と卒業試験」「PBL」「OSCE」
などをテーマとして選び，18年度は「臨床実習」を取
り上げました。19年度は，「守礼敬人と医師のプロフェッ
ショナリズム」をテーマとし，以前に大変好評であっ
た「マイクロティーチング」を実施しました。マイク
ロティーチングとは，参加者が教員役と評価者になり，
教員役は短時間の模擬講義の後に自分の講義のビデオ
を見ながら自己評価すると共に，評価者から建設的な
コメントをもらう方法で，教員役が交代しながら学習
します。
　今後の医学部のFDの中心には，学部としての教育
機能の向上を目的とした教員・学生・卒業生が参加す
る2日程度のFDと，新任・新規昇進した教員が参加す
る講義方法の学習などを中心とする半日程度のFD，の
2種類が必要と考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 3  回

　本書は出版されてからすでに10余年経つが，本書の
持つ意義は決して失われたとは思えない。第1部「授
業準備のための10の戦略」から始まり，授業の組み立
て方，学生を引きつける工夫，向上心を芽生えさせる
方法，学生との接し方，エキサイティングな授業にす
るためには，理解度を確認するにはなど，すぐに役立
つような実践的なヒントがたくさん紹介されている。
そして，今ではごく当たり前になっているリアクショ
ンペーパー（本書ではMinute Paper）の効用が第2部

で触れられている。
　長く読み継がれている本は，そこに不変の真理が語
られているからであるが，まさにFDにおいては本書
こそその一つといえるものであろう。自分とは無関係
な分野の教員の工夫であっても，それが思わぬところ
で役に立つ。FDの基本に返って，時をおいては読み
返すべき本のように思う。
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B. G. Davis, L. Wood他，香取草之助監訳
『授業をどうする！─カリフォルニア大学バークレー校の授業改善のためのアイデア集』

東海大学出版局
1,500円（税別）



◆ 平成20年度のセンター活動予定
高等教育開発センターでは次年度，主に以下のような事業を予定し
ております。
 ・講演会・シンポジウムの開催（時期，内容は未定）。
 ・e-Learningプロジェクトセミナー
　　（内容は著作権に関することを予定しています）。
 ・学生による授業評価アンケート予備調査
 ・新任教員研修会開催（9月2日，3日）
 ・学生満足度調査（仮称）
 ・初年次教育学部教員意識調査
 ・センター叢書の刊行
 ・センター広報誌の発行

◆ センター員の活動
平成19年
 ・大学教育学会　2007年度課題研究集会
　12月 1日，2日，京都：鈴木，岡野，小島
 ・国際シンポジウム
 「大学コミュニティの創造：学生参画における学生の成長と発達」
　12月 8日，京都：小島
 ・初年次教育に関する教員意識調査（一般教育部対象）実施
　12月 10日～21日
平成20年
 ・日本高等教育学会創立10周年記念シンポジウム
　「高等教育研究をどう発展させるか」
　 1月 5日，東京：小島
 ・初年次教育に関する教員意識調査（学部教員対象）
　インタビュー調査開始
　 1月 18日～
 ・神奈川県私立大学連絡協議会　平成19年度　第2回講演会
　1月21日，横浜：鈴木，藤原，岡野，小島，新村
 ・金沢大学大学教育開発・支援センター　第5回大学教育セミナー
　「学生支援をどう評価するか －今，大学教育に問われているもの－」
　2月3日，金沢：小島（発表）

 ・IT教育支援協議会　第6回フォーラム
　「高等教育におけるICT活用教育の動向と
　　eラーニングコンテンツの流通」
　2月8日，千葉：藤原，高橋，小川
 ・第27回米国初年次教育学会
　（The 27th Annual Conference on The First-Year Experience）
　2月15日～19日，サンフランシスコ：小島
 ・第2回北里大学高等教育開発センター講演会
　「初年次教育の展開とその課題」開催
　小島（講演）「わが国の初年次教育の現状」
　2月25日
 ・2007年度第13回FDフォーラム
　3月8日，9日，京都：岡野
 ・「成績評価の厳格化とその支援システム」シンポジウム
　3月10日，京都：小島
 ・NIMEセミナー（共催  東京大学情報基盤センター）
　「ICT活用教育入門」
　3月10日，東京：藤原，小川
 ・初年次教育学会設立大会
　3月11日，京都：鈴木，小島
 ・ICTを活用したアクティブラーニング
　3月17日，東京：藤原
 ・初年次教育に関する教員インタビュー（水産学部）
　3月18日，三陸：岡野，小島
 ・獣医学部教員研修会
　初年次教育に関する教員インタビュー（獣医学部）
　3月19日，十和田：鈴木（講演），小島（講演），岡野
 ・「ファカルティ・ディベロッパー向け講座 in 愛媛」
　3月25日，松山：小島
 ・第14回大学研究教育フォーラム
　3月26日，27日，京都；小島（発表），鈴木，藤原，岡野

　センターが発足してからまもなく1年

が経とうとしています。昨年9月に開設

記念講演会を開催し，各方面から高い評

価をいただいたことは私たちセンター員

にとって大きな励みとなりました。それ

以後も報告会，講演会，叢書の出版，調

査活動など着実な歩みを続けています。

　来年度も皆様方のご理解あるサポート

をお願いいたします。

（岡野）

編　集　後　記 北里大学高等教育開発センターニュース

北里大学高等教育開発センターWebサイト

発行日　2008 年 3 月 31 日
発　行　北里大学高等教育開発センター
　　　　〒 228-8555 神奈川県相模原市北里 1-15-1
　　　　FAX：042-778-9543
発行責任者　鈴木　牧彦

表紙絵：古矢　鉄矢

高等教育開発センター叢書の発刊について

　高等教育開発センターでは，センター活動の調査・研究，およ
び開発の成果を発信するために「高等教育開発センター叢書」の
刊行を始めます。その第1号は，昨年9月に行われました寺　昌
男先生によるセンター開設記念講演「大学教育の再構築に向けて」
です。また第2号として同時に刊行されるのは，これも去年12月

に行われました報告会，「プロジェクトがめざすもの ─人と人と
をつなぐe-Learning環境」の記録です。
　以上のような，講演会や報告会の記録はFD・SDシリーズとし
てA5判のサイズで発行されますが，それとは別にA4判では教育
開発には欠かせない，調査・研究シリーズも発行する予定でいます。


