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ん。これからしばらくの間，よろしくお
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　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回

F D の た め の 必 読 書 ── 7
バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない
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Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）
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Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる
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Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる
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a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい
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Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方
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ていた岡野先生に代り，本号から私が担

当することになりました。その途端に発

行が遅れ気味になり，申し訳ありませ

ん。これからしばらくの間，よろしくお

願いいたします。　　（江川）
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Vol.7

Vol.7

　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回
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バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない

■あてはまらない

45％

47％

7％

1％

Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）

1％

24％

63％

12％

Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる

35.0 46.3 13.5 4.0 1.0

20.6 48.2 22.1 7.7 1.4

19.0 54.9 19.0 6.1 1.1

13.5 37.1 38.3 9.1 2.0

13.9 35.9 32.3 13.2 4.7

5.2 17.1 41.3 25.5 11.0

5.4 30.4 43.5 16.8 3.9

13.3 40.2 37.2 7.3 2.0

2.9 18.4 39.5 29.1 10.1

3.6 17.0 52.3 19.5 7.7

7.6 33.7 37.5 17.4 3.8

10.2 35.4 34.4 15.3 4.8

1.7 12.1 39.8 32.3 14.0

2.9 17.6 40.8 28.2 10.4

26.6 35.8 25.6 9.1 2.9

18.7 43.3 29.4 6.8 1.8

8.4 30.8 32.8 19.0 9.0

10.2 36.2 30.5 17.0 6.1

Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる

57.6 31.8 8.2 2.5

30.1 47.7 18.5 3.8

10.8 35.4 38.8 15.0

6.7 20.4 45.8 27.1

5.2 27.7 45.9 21.2

a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい

10.5 30.1 35.0 24.4

11.919.6 39.9 28.6

38.2 40.7 15.7 5.4

21.2 45.1 25.6 8.2

12.8 27.6 34.4 25.5

■ あてはまる

■ ややあてはまる

■ ややあてはまる

■ あてはまる

Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方

1.2 17.9 54.3 26.6

1.4 19.5 54.0 25.1

1.8 25.6 52.0 20.6

2.2 20.1 48.0 29.7

2.5 23.1 46.3 28.1

5.0 41.7 40.1 13.2

4.3 33.0 47.4 15.3

2.8 29.7 51.1 16.5

2.8 30.4 50.4 16.4

27.1 49.2 18.9 4.8

30.0 51.0 15.7 3.2

28.0 52.1 16.5 3.3

7.8 33.3 42.5 16.4

7.2 27.4 44.4 20.9

11.3 45.3 33.3 10.2

11.9 46.9 32.9 8.2

11.4 44.6 35.0 9.0

17.0 53.4 23.3 6.3

役立っている ←→ 役立っていない

■　　 ■　　 ■　　 ■

実力は十分 ←→ 実力は不十分

■　　 ■　　 ■　　 ■
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いままでセンターニュースの編集をされ

ていた岡野先生に代り，本号から私が担

当することになりました。その途端に発

行が遅れ気味になり，申し訳ありませ

ん。これからしばらくの間，よろしくお

願いいたします。　　（江川）
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　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回

F D の た め の 必 読 書 ── 7
バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない

■あてはまらない

45％

47％

7％

1％

Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）

1％

24％

63％

12％

Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる

35.0 46.3 13.5 4.0 1.0

20.6 48.2 22.1 7.7 1.4

19.0 54.9 19.0 6.1 1.1

13.5 37.1 38.3 9.1 2.0

13.9 35.9 32.3 13.2 4.7

5.2 17.1 41.3 25.5 11.0

5.4 30.4 43.5 16.8 3.9

13.3 40.2 37.2 7.3 2.0

2.9 18.4 39.5 29.1 10.1

3.6 17.0 52.3 19.5 7.7

7.6 33.7 37.5 17.4 3.8

10.2 35.4 34.4 15.3 4.8

1.7 12.1 39.8 32.3 14.0

2.9 17.6 40.8 28.2 10.4

26.6 35.8 25.6 9.1 2.9

18.7 43.3 29.4 6.8 1.8

8.4 30.8 32.8 19.0 9.0

10.2 36.2 30.5 17.0 6.1

Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる

57.6 31.8 8.2 2.5

30.1 47.7 18.5 3.8

10.8 35.4 38.8 15.0

6.7 20.4 45.8 27.1

5.2 27.7 45.9 21.2

a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい

10.5 30.1 35.0 24.4

11.919.6 39.9 28.6

38.2 40.7 15.7 5.4

21.2 45.1 25.6 8.2

12.8 27.6 34.4 25.5

■ あてはまる

■ ややあてはまる

■ ややあてはまる

■ あてはまる

Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方

1.2 17.9 54.3 26.6

1.4 19.5 54.0 25.1

1.8 25.6 52.0 20.6

2.2 20.1 48.0 29.7

2.5 23.1 46.3 28.1

5.0 41.7 40.1 13.2

4.3 33.0 47.4 15.3

2.8 29.7 51.1 16.5

2.8 30.4 50.4 16.4

27.1 49.2 18.9 4.8

30.0 51.0 15.7 3.2

28.0 52.1 16.5 3.3

7.8 33.3 42.5 16.4

7.2 27.4 44.4 20.9

11.3 45.3 33.3 10.2

11.9 46.9 32.9 8.2

11.4 44.6 35.0 9.0

17.0 53.4 23.3 6.3

役立っている ←→ 役立っていない

■　　 ■　　 ■　　 ■

実力は十分 ←→ 実力は不十分

■　　 ■　　 ■　　 ■
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いままでセンターニュースの編集をされ

ていた岡野先生に代り，本号から私が担

当することになりました。その途端に発

行が遅れ気味になり，申し訳ありませ

ん。これからしばらくの間，よろしくお

願いいたします。　　（江川）
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Vol.7

Vol.7

　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回

F D の た め の 必 読 書 ── 7
バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない

■あてはまらない

45％

47％

7％

1％

Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）

1％

24％

63％

12％

Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる

35.0 46.3 13.5 4.0 1.0

20.6 48.2 22.1 7.7 1.4

19.0 54.9 19.0 6.1 1.1

13.5 37.1 38.3 9.1 2.0

13.9 35.9 32.3 13.2 4.7

5.2 17.1 41.3 25.5 11.0

5.4 30.4 43.5 16.8 3.9

13.3 40.2 37.2 7.3 2.0

2.9 18.4 39.5 29.1 10.1

3.6 17.0 52.3 19.5 7.7

7.6 33.7 37.5 17.4 3.8

10.2 35.4 34.4 15.3 4.8

1.7 12.1 39.8 32.3 14.0

2.9 17.6 40.8 28.2 10.4

26.6 35.8 25.6 9.1 2.9

18.7 43.3 29.4 6.8 1.8

8.4 30.8 32.8 19.0 9.0

10.2 36.2 30.5 17.0 6.1

Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる

57.6 31.8 8.2 2.5

30.1 47.7 18.5 3.8

10.8 35.4 38.8 15.0

6.7 20.4 45.8 27.1

5.2 27.7 45.9 21.2

a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい

10.5 30.1 35.0 24.4

11.919.6 39.9 28.6

38.2 40.7 15.7 5.4

21.2 45.1 25.6 8.2

12.8 27.6 34.4 25.5

■ あてはまる

■ ややあてはまる

■ ややあてはまる

■ あてはまる

Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方

1.2 17.9 54.3 26.6

1.4 19.5 54.0 25.1

1.8 25.6 52.0 20.6

2.2 20.1 48.0 29.7

2.5 23.1 46.3 28.1

5.0 41.7 40.1 13.2

4.3 33.0 47.4 15.3

2.8 29.7 51.1 16.5

2.8 30.4 50.4 16.4

27.1 49.2 18.9 4.8

30.0 51.0 15.7 3.2

28.0 52.1 16.5 3.3

7.8 33.3 42.5 16.4

7.2 27.4 44.4 20.9

11.3 45.3 33.3 10.2

11.9 46.9 32.9 8.2

11.4 44.6 35.0 9.0

17.0 53.4 23.3 6.3

役立っている ←→ 役立っていない

■　　 ■　　 ■　　 ■

実力は十分 ←→ 実力は不十分

■　　 ■　　 ■　　 ■
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いままでセンターニュースの編集をされ

ていた岡野先生に代り，本号から私が担

当することになりました。その途端に発

行が遅れ気味になり，申し訳ありませ

ん。これからしばらくの間，よろしくお

願いいたします。　　（江川）
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Vol.7

Vol.7

　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回

F D の た め の 必 読 書 ── 7
バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない

■あてはまらない

45％

47％

7％

1％

Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）

1％

24％

63％

12％

Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる

35.0 46.3 13.5 4.0 1.0

20.6 48.2 22.1 7.7 1.4

19.0 54.9 19.0 6.1 1.1

13.5 37.1 38.3 9.1 2.0

13.9 35.9 32.3 13.2 4.7

5.2 17.1 41.3 25.5 11.0

5.4 30.4 43.5 16.8 3.9

13.3 40.2 37.2 7.3 2.0

2.9 18.4 39.5 29.1 10.1

3.6 17.0 52.3 19.5 7.7

7.6 33.7 37.5 17.4 3.8

10.2 35.4 34.4 15.3 4.8

1.7 12.1 39.8 32.3 14.0

2.9 17.6 40.8 28.2 10.4

26.6 35.8 25.6 9.1 2.9

18.7 43.3 29.4 6.8 1.8

8.4 30.8 32.8 19.0 9.0

10.2 36.2 30.5 17.0 6.1

Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる

57.6 31.8 8.2 2.5

30.1 47.7 18.5 3.8

10.8 35.4 38.8 15.0

6.7 20.4 45.8 27.1

5.2 27.7 45.9 21.2

a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい

10.5 30.1 35.0 24.4

11.919.6 39.9 28.6

38.2 40.7 15.7 5.4

21.2 45.1 25.6 8.2

12.8 27.6 34.4 25.5

■ あてはまる

■ ややあてはまる

■ ややあてはまる

■ あてはまる

Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方

1.2 17.9 54.3 26.6

1.4 19.5 54.0 25.1

1.8 25.6 52.0 20.6

2.2 20.1 48.0 29.7

2.5 23.1 46.3 28.1

5.0 41.7 40.1 13.2

4.3 33.0 47.4 15.3

2.8 29.7 51.1 16.5

2.8 30.4 50.4 16.4

27.1 49.2 18.9 4.8

30.0 51.0 15.7 3.2

28.0 52.1 16.5 3.3

7.8 33.3 42.5 16.4

7.2 27.4 44.4 20.9

11.3 45.3 33.3 10.2

11.9 46.9 32.9 8.2

11.4 44.6 35.0 9.0

17.0 53.4 23.3 6.3

役立っている ←→ 役立っていない

■　　 ■　　 ■　　 ■

実力は十分 ←→ 実力は不十分

■　　 ■　　 ■　　 ■
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いままでセンターニュースの編集をされ

ていた岡野先生に代り，本号から私が担

当することになりました。その途端に発

行が遅れ気味になり，申し訳ありませ

ん。これからしばらくの間，よろしくお

願いいたします。　　（江川）
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Vol.7

Vol.7

　高等教育開発センターは，平成 8年に北里大学近未来企画委員会が

提言した 「教育総合研究所」 構想がその原点であり，センターニュース

vol. 1 に柴学長が述べられているように，学士課程教育への要望を教職

員・学生から吸収し，かつ各学部等における独自の FDを有機的に結

びつけ，さらなる充実を図るための研究・開発を行い，その結果を全

学に共有化させることを目的として設立されたものである。すなわち，

本センターは，教育力あるいは教育の質の向上のための情報収集と分

析，そして情報発信の役を担っている。

　昨年度，本センターでは各学部と一般教育部の計 8 組織における

FDの現状と課題についての基礎的な情報収集を目的としたアンケー

ト調査を行い，その結果の概略はセンターニュース vol. 6 にまとめら

れている。それぞれに教育目標や到達目標の異なる 8つの組織の間に

は，FDの捉え方や認識における温度差や密度差があることがアンケー

ト結果から見てとれる。多くの大学が FDとして先ず手始めに行った

「学生による授業評価」は，もちろん 8組織すべてで実施されているが，

その評価項目の選び方や情報共有のあり方にも組織によりかなり相違

が見られる。さらに，本センターが検討している全学共通の評価アン

ケートの実施には，一般教育部以外は消極的なようである。学部独自

のアンケートによる授業評価が学部教育にフィードバックされるのは

当然であるが，北里大学の教育に関する評価は共通アンケートからの

方が抽出されやすいように思う。北里大学の学士課程教育に究極的に

求められるものの 1つは卒業生に対する社会的評価であり，そのため

には国家資格の取得や職種の専門性を追求する各学部固有の教育の必

要性と同時に，学部を越えた組織共通の学生教育による底上げが不可

欠であろう。すでに始められている 「自校教育」 や 「チーム医療教育」 

はもちろんそれに該当するが，北里の学生がこの大学で学んでいて不

十分・不満足と感じる共通項を見出すのも大事なことではないだろう

か。なぜなら，それは北里の教育あるいは北里の教員に共通して不足

している‘何か’かもしれないからである。

　一方，各学部の学生にはそれぞれ明確な目標があるにもかかわらず，

最近の学生達の学習意欲は明らかに低下しており，これをどのように

して上昇させられるかは緊急の課題である。本センターでは学生への

学習支援の 1つとして，学習技能の修得を目的とする初年次教育演習

を試行し始めたが，学部によってはすでに独自の初年次教育を実施し

ている。もし，各学部と本センターの協働による初年次教育プログラ

ムが実施されれば，目標との関連が鮮明になり，学習意欲の高まりへ

と繋がるのではないだろうか。本センターが，学生の学習意欲をもた

らす要因を調査・分析し，少しでも早く情報や施策を発信してくれる

ことを望む。

　高等教育開発センターは，この 4月に開設 2周年を迎え，これまで

の活動をさらに充実させ発展させる時期に入っている。本センターに

は，北里大学全体の教育を掌る中枢機関として，各組織とより密なる

連携を保ちながら，教員の教育力とともに学生の学習力を如何に高め

ていくかを追求し，その成果を反映した教育基盤を備えた北里大学へ

と発展させてくれることを期待する。

開設２周年を迎えた高等教育開発センターに望む

看護学部教授　森島直彦

巻　頭　言

理学部におけるFDへのとり組み

理学部教員研修会実行委員長　花岡和則

　理学部における FDは，平成 12 年度に開催された第
1回教員研修会がその始まりであると思われます。それ
以来，教員研修会は毎年 7月又は 8月に開催し，本年度
で第 10 回目を迎えることになっています。一方，学生
による授業アンケートは，学部開設以来毎年実施して
おり，この二つが理学部における実質的な FD活動であ
ると思います。学生による授業アンケートは，記名無記
名についての議論がありましたが，現在は氏名記載は
自由として実施しています。マークシート形式の項目
以外に自由記述欄を設け，そこに記入された内容は，教
員間では原則的にそのままの形で公開されており，各
教員の授業改善に役立てています。ここでは，教員研修
会について，その現状と展望を紹介させて頂きます。
　理学部における最初の教員研修会は，1泊 2日で外部
施設を利用し，NHKアナウンサーを講師に招いて｢伝わ
る授業のポイント｣と題した講演であったと記憶してい
ます。第 2回目からは，学内で，講演および分科会討論お
よび全体討議という形式が定着し，現在に至っています。
　講演内容で最も多いのは，河合塾や進研アドなど予備
校関係者による｢受験生から見た北里大学理学部｣といっ
た題名の講演で，理学部の置かれた状況をできるだけ客
観的に見るという観点から，毎年欠かさず実施していま
す。平成 6年に理学部が開設された当時の，首都圏に私
学の理学部がほとんどない状況から，有力私大に次々と
｢生命科学部｣などの名称の学部・学科が開設されてきた
この十年間において，その危機的状況について毎年直截
に評価して頂いたことは，危機感を理学部教員間で共有
するという意味からも非常に有益であったと思います。
　それ以外のテーマとしては，精神的な問題を抱えた学
生への対応，学内ハラスメント防止および教育方法の改
善などについて繰り返しとりあげてきました。精神的な

問題を抱えた学生への対応は，教員研修会の内容のアン
ケートでは常に上位を占め，メンタルケアを必要とする
学生が増加する傾向があることを実感している我々に
とって年々深刻な問題となっています。しかし，この分野
では素人である我々がこの点にどこまで踏み込めるのか
については，当然のことながら明確な答えが出ていない
のが現状で，これからも問題であり続けると思われます。
　以上のように教員研修会を開催してきましたが，やや
マンネリの傾向があるという指摘により，昨年度第 9回
の研修会から，講演は慣例となっている予備校関係者の
講演だけに減らし，｢学生への支援体制向上を目指して｣
というテーマのもとに，①チューター制度の課題と対応
策，②精神的な問題を抱えた学生への対応，③学力が不足
した学生への対応についての 3つの分科会で議論し，そ
れをもとに全体討議を行いました。情報が共有され，議
論も活発で有意義であったという肯定的な意見が多かっ
たことから本年度第 10回研修会では，｢魅力ある理学部
を目指して｣というテーマで，①受験生から選ばれる理学
部となるために，②在学生のモチベーションを高めるた
めに─就職支援，③在学生のモチベーションを高めるた
めに─進学支援について，本学卒業生などの参加のもと
で分科会形式で実施する予定で現在その準備を進めてい
るところです。国家試験がなく，研究・実験のできる人
材の養成を設立理念とする理学部において，どのように
して受験生に理学部をアピールするか，研究の成果をい
かに教育に反映し学生のモチベーション向上に役立てる
かについて討議をする予定です。
　教員研修会は，学科間で直接討議できる数少ない機
会であり，問題意識を共有するうえでも重要であり，今
後も試行錯誤を繰り返しながら，理学部における教育
改善に役立てたいと考えています。

シリーズ　FDへの取り組み　第 7  回
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バーバラ・グロス・デイビス著（香取草之助他訳）
『授業の道具箱』

東海大学出版会
2,800円（税別）

全学学生アンケート＜予備調査＞を実施して

初年次教育をはじめて　─半期の取り組みと学生からの反応─

　この本は，以前ここで紹介した「授業をどうする！」
と同じ著者および訳者によるいわば続編で，日々の
授業をどう進めるかについてのノウハウを列挙して
いる。本書の特徴の第一は，「大学で学ぶことの意味」
といった理念的なものには一切触れず，徹頭徹尾，良
い講義をするための実践的な方法に内容を絞ってい
る点である。特徴の第二は，思いつきのように授業の
tips を列挙するのではなく，授業前の準備から試験と
成績評価に至るまで，授業に関わるほぼ全ての事項
を系統立てて網羅的に説明している点である。第三
の特徴は，個々の項目における記述が，極めて具体的

であることである。例えば，学生の興味を捉える話し
方の説明が「話している間，学生一人一人と目を合わ
せれば，それぞれの個人に向かって話している感じ
を与えることができる。しかし 1人の学生を見つめ
る時間は 3～5秒にせよ」といった具合である。
　個別の指摘になるが，ある手法を紹介する際にそ
の問題点についても公平に言及している点は好感が
持てる。例としてグループ学習の効用を説いたくだ
りで「グループ学習を取り入れると講義で扱える内容
が少なくなる場合がある」と率直に認めている。ぜひ
ご一読をお勧めしたい。 

◆ センター員の活動

 ・FDネットワーク“つばさ”　第 3回協議会

　5月 16 日，山形：岡野

 ・日本高等教育学会　第 12 回大会

　5月 23 日・24 日，長崎：小島

 ・大学教育学会　第 31 回大会

　6月 6日・7日，東京：小島

 ・高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント

　7月 30 日・31 日，札幌：藤原

 ・私学高等教育研究所　研究会

　「私学学士課程における“学士力”育成のためのプログラムと評価」

　8月 1日，東京：小島

 ・平成 21 年度全国高等教育研究所等協議会

　8月 5日，広島：鈴木

 ・日本教育学会　第 68 回大会（特別講演）

　8月 27 日，東京：小島

 ・日本教育社会学会　第 61 回大会

　9月 12 日・13 日，東京：小島

 ・初年次教育学会　第 2回大会

　9月 19 日・20 日，兵庫：小島

 ・国立教育政策研究所

　FDプログラムの構築支援と FDer の能力開発に関する研究会

　9月 26 日・27 日，東京：小島

第5回高等教育開発センター講演会

　去る7月31日金曜日午後5時30分より8時まで，相模原校舎L3号

館で第5回の講演会が行われました。講師は東北大学高等教育開

発推進センター高等教育開発部長の羽田貴史教授，演題は「大学

教員の能力開発 ─教育と研究と学問的誠実性─」でした。講演の

内容は，テレビ会議システムにより他のキャンパスへも中継され

ました。

　今までともすれば「授業改善」としてのみとらえられてきたFD

活動を，研究・教育・管理運営など多岐にわたる教員の能力開発

として捉え直す必要性を説いた講演は，予定時間を大幅に越えた

にもかかわらず，学外を含む多くの参加者を最後まで引きつけま

した。また，講演終了後の質疑応答も活発なものでした。次号で

講演会の概要をお伝えいたします。

　この 4月から一般教育部が試行開始した初年次教育演習には，その

到達目標・教育内容の策定に高等教育開発センターも大きく関わって

きました。その実践報告は本誌（3-4 頁）でも紹介のとおりですが，この

演習は，大学に入学してきた一年次生の 「生徒から学生への円滑な移

行」 を促すだけではなく，その後の学士課程全体を通して学生が培う

べき汎用的基礎能力の養成という側面も含んでいます。それでは，そ

のような汎用的基礎能力の養成に関して本学の教育はどの程度成功し

ているのか，さらには，一般教育，専門教育にかかわらず，学生は本学

の授業・学習環境についてどのような意識を持ち，学生自身の学習習

慣・学習状況はどうなっているのか，センターではそうした学生の実

態を把握し，本学における教育改善の手がかりを得るための基礎調査

として，本年度から継続的な悉皆調査を実施する予定でいます。この 4

月には各学部に協力を仰ぎ，本調査に先立つ予備調査を実施しました。

調査項目が数多く，集計結果と分析の詳細は後日作成される報告書を

ご覧いただくとして，ここではその一部を抜粋して報告します。

［解説］予備調査はサンプル調査とし，各学部から最低 1学年，1学科・

専攻を選んでいただき，4月のオリエンテーション期間中に調査票を配

布，その後 2週間以内に回収しました。有効回答は 1,450（2年生 777，3

年生 382，4年生 291）で，学部別内訳は，薬学部384，獣医学部386，医学

部 119，海洋生命科学部 237，看護学部 174，理学部 196，医療衛生学部

72でした。薬学部，海洋生命科学部，医学部，看護学部は2～4年生，獣

医学部・理学部はそれぞれ3学科の 2年生，医療衛生学部はML学科 2

年生から回答を得ることができました。

　Q1 質問項目は，a～c が教育内容，d～j 

が教員の姿勢・態度に対する満足度とい

えます。前者については 7～8割が肯定回

答を寄せている一方，後者，特に教員と

のコミュニケーション・一体感に関して

は否定回答が肯定回答を上回る結果でし

た。教養・リテラシーの涵養 （k～n）と履

修の幅の広さ （q, r） については，概して

2 年生で高く，学部間でも高低の差が見

られました。また自らの学習姿勢 （o, p） 

が重要であるとの自覚を持つ学生は 6割

でした。

　Q2 それでは学生自身は大学での授業

にどのように取り組み，学ぼうとしてい

るのでしょうか。「授業へ出席する」 「良い

成績を取るようにしている」 には 8～9割が“あてはまる”と回答し

ているのに対し， 「予習・復習をして授業に臨む」学生は 3割にとどま

りました。 「グループワーク，ディスカッションへの積極的な参加」 と 

「質問したり勉強の仕方を相談する」 には学部，学年による差が顕著

で，前者は薬学部と看護学部で，後者は2年生で高率でした。また， 「授

業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい」 と 「授業の中では必

要なことを全て扱ってほしい」 は資格取得が関係する医療系学部で一

貫して高率で，非医療系学部では「授業は自分の好きなようにとりた

い」 「授業の意義や必要性は自分で見出したい」 「授業は難しくても

チャレンジングな方がよい」 が高率でした。

　Q3 知識 （a～c） と汎用的スキル （d～i） の習得に大学での授業がど

れだけ役立っているか，また自分自身の実力の自己評価を尋ねたとこ

ろ，授業がそれに役立っていると捉えている一方，自らの実力はまだ

まだであるという自覚が高いことがうかがわれます。また，大学の授

業がどれだけ役立っているかについて，職業に関連する知識・技能の

習得，専門知識の理解に関しては 8割以上の学生が“あてはまる”と

考えている一方，汎用的スキルに関してはその肯定回答率が 3割から

7割と低率でした。これは，学生がとらえる授業の主目的が専門知識・

技能の習得であるため，自らの汎用的スキルの養成ということに“気

づきにくい”ことが関係していると考えられる一方，教員が行う知識

伝授型の授業の影響も無関係ではないと思われます。

（文責　鈴木　牧彦・小島佐恵子）

　2009 年度 4 月から，教養演習の枠内で有志の教員による新しい演

習を開始しました。いわゆる 「大学での学び方を学ぶ （学習スキルの

獲得を目指す）」 演習です。すでに多くの大学で実施されているもの

ではありますが，本学において，複数の教員が専門分野を超えて同じ

目的・科目名で始めたという点では画期的ともいえる取り組みです。

　開講者は 8名で，半期（B）「大学生としての学び方」は 5コマ（うち 1

つは文理融合型で 3名の教員によるティーム・ティーチング，1つは

数学の内容を中心に実施），通年（A）「学びの開拓者になろう」は 3コマ

の開講となりました。具体的には，「オリエンテーション」から始まり，

「高校から大学へ」，「ノートの取り方」，「文章表現法」，「テキストの読

み方」，「情報収集の方法」，「レポートの書き方」という内容を複数回ず

つ展開しています。学習技術の獲得が中心ですが，それを活用する

テーマは授業ごとにさまざまです。基本的には，担当教員の専門分野

を背景とした内容ですが，それにこだわらず学生にとってより日常的

な題材や一般的なテーマも組みこんでいます。

　当初，プロジェクトメンバー内の見解としては，開講しても学生は

集まらないのではないかという懸念がありましたが，学部・学科別オ

リエンテーションで説明をした効果もあり，学生は全部で 442 名が履

修登録をしました（学部別の内訳は，薬学部 52 名，獣医学部 105 名，

海洋生命科学部 77 名，看護学部 49 名，理学部 14 名，医療衛生学部

145 名）。学生のニーズに応えようと，抽選をおこなわずに履修を受け

入れた演習もあったために，25 名前後の演習から最大 150 名以上の

演習まで登場してしまいました。結果として，演習環境にかなり差が

出てしまったということはありますが，学生の関心の高さを知ること

ができたといえます。

　演習開始当初の学生の感想を見てみると， 「ノートの取り方がわか

らなかったが，この授業に出てポイントを知ることができた。他で

も実践してみたい。」 「だんだんコツがわかって，できるようになっ

てきた。」という声もあれば，「結局は自分で考えるしかないんです

ね。」 「ポイントはわかったが，やってみると難しい。どうやったら

できるようになるんですか。」 という声もありました。演習を通じ

て，最終的には 「主体的な学習者になる」 ことが目的ですので，いく

らポイントやコツを実践的に教えたとしても，最後はそれをどう自

分のものにしていくのか，自分にはどういうやり方が合うのか，「自

分で考えるしかない（試行錯誤し続けるしかない）」 ことは自明のこ

とです。とはいえ，今の段階で早速 「もう無理だ」 と思われないよ

う，教員は 1つ 1 つの質問に丁寧に対応するように心がけました。

また，それを少しでも解消できるよう，さまざまな工夫を取り入れ

ました。具体的には，とにかく授業に参加させることで，学習のた

めの基本的な習慣を身につけさせたり，周りの友達と一緒に考え，

話す場を作ることで，そうした学びを支えるコミュニティづくりを

したり，自分は何ができていないのかについて，実際にやらせてみ

ることで，ぼんやりとでも気づきを得させるなどです。実際，演習

には，他学部を含め，数名の教員が参観しに来てくれましたが，半

期全体の取り組みをより広く知ってもらうために，「初年次教育演習

実践報告会」を行いました（2009 年 7 月 13 日）。各担当者に自らの実

践を報告してもらいましたが，全学から 70 名以上の参加者を得る

ことができました。担当教員の奮闘はまだまだ続きますが，このよ

うな取り組みを多少なりとも学内で共有できたこと，また各学部の

教員から直接意見をもらえたことで，今後に向けた共通の議論の場

づくりのきっかけがつかめたように思います。

　最後に，2009 年度の初年次教育を受講した学生を対象に，授業時

の最終回にアンケートを行いましたが，その結果の一部を紹介した

いと思います。質問内容は，Q1 が「あなたは，この演習を履修して

良かったと思いますか」，Q2 が「この演習で習ったことを他の授業

の学習でも実践しましたか」です。回答はいずれも次の 4段階の評

定（1：あてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：ややあては

まる，4：あてはまる）で尋ねました。

　Q1 については，92％の学生が肯定的な回答を，8％が否定的な回

答を示しました。回答内容の理由についても尋ねたところ，肯定的

な回答の理由として最も目立ったものは「レポートの書き方が学べ

たから」でした。その他「ノートの取り方がわかった」「（大学での勉

強の仕方について）知らないことを知ることができた」「他の授業で

聞きづらいことがわかった」「他の学部の学生と知りあうことができ

た」という理由も多く見られました。逆に否定的な回答の理由とし

て目立ったものに，「（すでにレポートなどを出してしまっていたの

で）レポートの書き方を学ぶ時期が遅かった」「知っていることが多

かった」「（理系のための内容が少なくて）想像していた授業と違っ

た」「課題が多いのがつらい」などがありました。とくに学部による

回答傾向の偏りは見られませんでした。

　Q2 については，87％の学生が初年次教育演習で習ったことを他

の学習にも応用したと回答していましたが，13% の学生は否定的な

回答でした。Q1よりも数値は下がってしまいましたが，全体として

学生は本演習で得たことをできるだけ他の授業に活かそうとしたこ

とがわかります。本演習の最終的な目的は，演習で得たスキルを他

の授業で活用することですので，今後もより学生が他の授業や学習

の中で，演習の成果を発揮できるよう，授業設計や支援方法を考え

ていきたいと思います。

　前期の試み全体をふりかえると，課題はまだまだありますが，お

おむね学生からの反応は良好であったといえます。また，こうした

取り組みへの評価は，より長期的な視野で見ていく必要があります

が，試行初年度としてはそれなりの手ごたえを得ることができたと

思います。実践報告会での議論や毎回の学生による授業評価，最終

回のアンケートなどを通して，今後に向けたさまざまなヒントを得

ることができました。プロジェクトとしては，これらを活かして今

後の内容・方法の改善に従事する予定です。初年次教育を通じて学

生の情報の共有を高め，一般教育部と学部の連携をより強めていき

たいとも考えています。
初年次教育プロジェクト　小島佐恵子

■あてはまる

■ややあてはまる

■ややあてはまらない

■あてはまらない

45％

47％

7％

1％

Q1　あなたはこの演習を履修して
良かったと思いますか（N=308）

Q2　あなたは，この演習で習ったことを
他の授業の学習でも実践しましたか（N=305）

1％

24％

63％

12％

Q1　大学での授業・学習についてどのようなことを感じましたか
■ 非常にあてはまる　　■ ややあてはまる　　■ どちらともいえない　　■ あまりあてはまらない　　■ 全くあてはまらない

a) 専門的な知識が身につく

b) 自分のやりたい分野の勉強ができる

c) 興味がある内容が学べる

d) 学生の質問や意見に真剣に応じてくれる教員が多い

e) 個人的に魅力がある影響を受ける教員がいる

f) 授業以外でも教員とのコミュニケーションが取れている

g) 教育面・指導面で工夫をしている教員が多い

h) 学問分野の専門家として優れた教員が多い

i) 授業や研究で教員との一体感がもてる

j) 授業の中に建学の精神が感じられる

k) 人間や社会についての教養が深まる

l) 社会に出て実生活に役立つことが学べる

m) 語学教育が充実している

n) 情報教育が充実している

o) しっかり勉強しないと単位の取得が難しい

p) 自ら学ぶ姿勢がないとついていけない

q) 選択できる授業科目が豊富に用意されている

r) 取りたい授業が取れる

35.0 46.3 13.5 4.0 1.0

20.6 48.2 22.1 7.7 1.4

19.0 54.9 19.0 6.1 1.1

13.5 37.1 38.3 9.1 2.0

13.9 35.9 32.3 13.2 4.7

5.2 17.1 41.3 25.5 11.0

5.4 30.4 43.5 16.8 3.9

13.3 40.2 37.2 7.3 2.0

2.9 18.4 39.5 29.1 10.1

3.6 17.0 52.3 19.5 7.7

7.6 33.7 37.5 17.4 3.8

10.2 35.4 34.4 15.3 4.8

1.7 12.1 39.8 32.3 14.0

2.9 17.6 40.8 28.2 10.4

26.6 35.8 25.6 9.1 2.9

18.7 43.3 29.4 6.8 1.8

8.4 30.8 32.8 19.0 9.0

10.2 36.2 30.5 17.0 6.1

Q2　授業への取り組み，大学での学び方
■ あてはまる

■ ある程度あてはまる

■ あまりあてはまらない

■ あてはまらない

a) 興味のわかない授業でもきちんと出席する

b) なるべく良い成績を取るようにしている

c) グループワークやディスカッションに積極的に参加している

d) 先生に質問したり勉強の仕方を相談している

e) 必要な予習や復習はした上で臨んでいる

57.6 31.8 8.2 2.5

30.1 47.7 18.5 3.8

10.8 35.4 38.8 15.0

6.7 20.4 45.8 27.1

5.2 27.7 45.9 21.2

a) 授業のとり方はあらかじめ決まっている方がよい

b) 授業の意義や必要性を教えてほしい

c) 授業の中で必要なことは全て扱ってほしい

d) 自分のレベルにあった授業をしてほしい

e) 専門以外のことも広く学びたい

授業は自分の好きなようにとりたい

授業の意義や必要性は自分で見出したい

授業はきっかけで，あとは自分で学びたい

授業は難しくてもチャレンジングな方がいい

専門分野を深く学びたい

10.5 30.1 35.0 24.4

11.919.6 39.9 28.6

38.2 40.7 15.7 5.4

21.2 45.1 25.6 8.2

12.8 27.6 34.4 25.5

■ あてはまる

■ ややあてはまる

■ ややあてはまる

■ あてはまる

Q3　知識と汎用的スキルを学ぶのに授業は
　　　 どれだけ役立っているか，
　　　 そしてその実力の自己評価

a) 将来の職業に関連する知識や技能

b) 専門分野の知識・理解

c) 専門分野の基礎となるような理論的理解・知識

d) 論理的に文章を書く力

e) 人にわかりやすく話す力

f) 人の話を理解する力

g) ものごとを分析的・批判的に考える力

h) 問題を見つけ，解決方法を考える力

i) 幅広い知識，ものの見方

1.2 17.9 54.3 26.6

1.4 19.5 54.0 25.1

1.8 25.6 52.0 20.6

2.2 20.1 48.0 29.7

2.5 23.1 46.3 28.1

5.0 41.7 40.1 13.2

4.3 33.0 47.4 15.3

2.8 29.7 51.1 16.5

2.8 30.4 50.4 16.4

27.1 49.2 18.9 4.8

30.0 51.0 15.7 3.2

28.0 52.1 16.5 3.3

7.8 33.3 42.5 16.4

7.2 27.4 44.4 20.9

11.3 45.3 33.3 10.2

11.9 46.9 32.9 8.2

11.4 44.6 35.0 9.0

17.0 53.4 23.3 6.3

役立っている ←→ 役立っていない

■　　 ■　　 ■　　 ■

実力は十分 ←→ 実力は不十分

■　　 ■　　 ■　　 ■


