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　大学は教育研究等の状況について自ら点検および評価を行ない，そ

の結果を公表するとともに，教育研究等の総合的な状況について，政

令の定める期間（7年）ごとに，認証評価機関による評価を受けること

が義務付けられている（学校教育法109条）。これは1991年の大学設置

基準の大綱化，2003年の大学設置認可の弾力化という流れの中で，言

い換えれば，事前規制から事後規制という変化の中で新たに設けられ

た措置である。

　政府は1970年代末以来，「小さな政府」をめざして行政改革，公共部

門の民営化を進め，公的な介入を自制して市場での自由な競争を促

し，自由貿易，グローバル化を推し進めてきたが，大綱化，弾力化はそ

の教育版といったところである。設置認可の規制緩和によって，たと

えどんな大学が誕生しようとも，市場原理に委ねておけば低質な大学

は退場を余儀なくされ，一方，良質な大学は激しい競争に曝され，ま

すます質が向上していくと考えられたのである。

　しかし，保護が必要な未成年者を相手にする教育事業体を，野放し

のままにしておくわけにはいかない。グローバル化を推し進めるにし

ても，教育の質についての国際的な標準化が必要になってくる。そこ

で教育の質がきちんと担保されているかどうか，大学に自己点検や評

価を求めるだけでなく，第３者によっても評価させようというわけで

ある。

　本学は2007年3月に大学点検評価室を設置し，認証機関のひとつで

ある大学基準協会の評価を受けるための作業を進めてきた。そして，

昨年度末に示された評価結果では多くの点で改善が必要な助言を得

た。それらは7年後の受審までに是正をしていかなければならない。

さらに来年度からスタートする新認証評価システムでは「大学の質を

自ら保証することのできるシステム」，すなわち，透明性客観性の高い

PDCAサイクルが恒常的に機能している質保証システムの構築が求め

られている。新評価基準のハードルは高い。もちろん，それらは越え

ていかなければならない。また中央教育審議会では大学のそうした取

組み状況について公表（社会への説明責任）することを強く求め，認証

評価においてその点を確認したいとしている。

　2010年1月に立ち上がった北里大学教育委員会は，「本学における学

士課程の基本方針および教育目標，教育課程，教育内容，教育方法等

を協議し，学士課程教育の円滑な実施とその充実に努めることを目

的」としたものである。副学長を委員長とし，各学部および一般教育部

の教育委員長と教務担当の事務職員，高等教育開発センター長および

そのスタッフ，教学センター事務職員が集まって毎回，2時間ほど議

論をしている。当面の課題は認証評価結果で示された助言や新評価基

準への対応としているが，改善の作業を進めて行く中で「建学の精神」

を具現化させた教育体制にまでもっていきたいと考えている。

北里大学教育委員会の発足

北里大学教育委員会委員長　新村　拓

巻　頭　言
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特　集

授業評価アンケート

　現在，学生による授業評価アンケートが全学部と一般教育部で行

われていますが，実施内容は全学的に統一されてはおらず，それぞ

れの学部独自のものになっています。では一体，各学部の授業評価

アンケートはどこがどのように「学部独自」なのでしょうか。また，

ほかでも取り入れることのできる長所があれば他学部にも紹介して

みたい。その様な目的で今回，全学部から授業評価アンケートの用

紙を提出してもらい，その実施や開示方法について回答していただ

きました（医学部については，現在，授業評価アンケートの改訂作業

中のため，今回はアンケート用紙は掲載していません）。一覧にして

みると，確かに学部ごとの独自性があることが見て取れます。以下

に，いくつか特徴的な差違と共通点を挙げてみます。

（ 1 ） 回答形式については，医療衛生のみが WEB 入力で，他はすべ

てマークシート方式である。医療衛生も，学生が学内や自宅か

ら自由にアクセスして回答するのではなく，事務担当者が学生

をコンピュータ室に誘導して回答させている。

（ 2 ） 自由記載欄はWEB入力の医療衛生も含めて，どの学部でも設

けている。

（ 3 ） 教員の授業スキルだけでなく，学生の側の学習態度を問うてい

るのは看護，薬，理，獣医，一般教育の5例であった。そのうち

特に獣医学部は全項目の内のほぼ半数をこれにあてている。ま

た，理学部は出席率や予習・復習にどれだけ時間をかけたのか

を具体的な数字で答えさせるようにしている。

（ 4 ） 授業の進度についての問い方は，「学生の理解度を確かめなが

ら進めていたか」を問うているのが海洋生命・薬・一般教育，

単に「適切であったか」を問うているのが看護と獣医，「速いか

遅いか」と具体的に問うているのが理学部である。教員からす

れば，自分の授業が学生にとって速過ぎるのか遅過ぎるのかが

最も知りたいところだが，海洋生命・薬・一般教育では，アン

ケートにそれを求めるのではなく「普段の授業の中で常に学生

の理解度を測りながら進度を決めるべし」という考え方に立っ

ている。

（ 5 ） 「授業がシラバスに沿ったものであったか」や「シラバスが役に

立ったかどうか」を問うているのが，医療衛生，海洋生命，看護

の3学部である。「そもそもシラバスに目を通しているか」や「シ

ラバスにどれだけの内容を求めているか」について質問したら

どのような回答分布になるかは興味のあるところである。

（ 6 ） 記名か無記名かは学部により，方針が完全に分かれる。理学部

のみは氏名の記載は自由としていて，海洋生命，獣医，一般教

育が記名，医学部も含めた残りが無記名である。学生の学習態

度を問う際に記名式とするか無記名式にするかは学部間でま

ちまちである。

（ 7 ） アンケートの結果を個々の教員にどれだけ開示するかついて

は，担当授業の結果の集計を通知するところまでは各学部共通

であるが，一般教育部では，学生から集めたアンケート用紙

（記名）そのものをその授業を担当した教員に渡している。さら

に，「他の教員の結果をどれだけ知らせるか」については学部間

でまちまちである。全教員について集計された結果を開示して

いるのは医療衛生，海洋生命，理，一般教育で，教員名を伏せ

た上で全教員分の個別結果を開示しているのは薬学部である。

また，獣医では本人の結果のみを開示している。

（ 8 ） アンケートの結果を何らかの形で学生に開示しているのは，医

療衛生，海洋生命，薬，医（予定），一般教育であった。ほとんど

は集計結果を掲示板またはホームページに掲示する方式だが，

海洋生命では改善策も掲示している。医療衛生では，集計結果

に科目責任者のコメントを添えて必修科目の授業時間に配付

している。

（ 9 ） 紙面の関係で掲載しなかったが，看護，薬，理，獣医の4学部で

は，講義・演習とは別に，実習や実験用のアンケート用紙を用

意している。また，WEB入力方式の医療衛生では，実習や演習

科目のための回答項目を設けている。

（10） 他の学部に類似した項目が見られないもの，すなわちその学部

独自のユニークな質問がいくつか見受けられる。

　　  ・「科目の内容が将来役立つと思われましたか」（医療衛生学部）

　　  ・「実習中，看護の対象の実像を捉え，対象にとっての援助の

必要性を見出し，かかわる中で自己の看護実践能力の発展を

実感しながら看護過程を展開させていくことができました

か」（看護学部，臨地実習用）

　　  ・「理解できなかった内容について，速やかに解決しようと心

がけましたか」（理学部）

　　  ・「班員との協力」（理学部，実験科目用）

　　  ・「授業内容を理解するために，授業に出席すること以外で，

あなたが特に心がけておこなったことは何ですか」（一般

教育）

　　  ・「新しい知識や技能を得ること以外で，あなたにとってこの

授業の成果と言えるものは何ですか」（一般教育）

FD推進部門　江川　徹
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特 集　授業評価アンケート

医療衛生学部

目　的：学生が授業で受ける利益を最大限に高めるため，授業をどのよう

に工夫するべきかについて教員が考えるためにデータを与えるこ

とを主目的にしている

時　期：前後期の定期試験最終日

方　式：無記名　Web 入力　自由記載欄あり

対　象：1群科目を除く1～3年次科目

工　夫：大多数の教員に役立つ基本的な設問項目を設定している

活　用：全教員に，学科・専攻ごとのレーダーチャートを配付

　　　　科目別集計と自由記載項目を科目責任者に配付

　　　　必修科目については，学科・専攻ごとのレーダーチャートと科目

責任者のコメントを学生に配付

海洋生命科学部

目　的：学生の満足度の確認，授業の改善，教員が認識していない注意点

の確認，講義レベルと学生の受け止め方の違いの認識など

時　期：学期末

方　式：記名　紙媒体　自由記載欄あり

工　夫：項目を6つに絞り，裏面に自由意見を書かせている

活　用：FD委員会から各教員に，各項目の平均点，全教科中の順位を知ら

せている

　　　　上位者数名に「優秀教育賞」の表彰状を授与（年度初めのオリエン

テーション時）

補　足：結果を教員の名前入りで公表する予定はない
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看護学部

目　的：学科目単位で，学生の授業の理解度・自己達成・工夫・教員側の

努力　などについて調査するため

時　期：学科目の最終授業

方　式：無記名（＊氏名記入欄あり）紙媒体　自由記載欄あり

工　夫：設問内容については改訂していない

活　用：報告書綴りを学部事務室に保管し閲覧できるようにしてある。結

果の活用方法について検討を進めている

薬学部

目　的：授業をする教員の意識と学生の受け取り方のずれ（教員の授業錯

覚）を少しでも少なくするため，学生からのフィードバックを教

員に伝える

時　期：教員に任されている

方　式：無記名　紙媒体　自由記載欄あり

工　夫：設問内容は　1） 教員が容易に改善できる内容（例：板書の字，声）

　　　　　　　　　　2） 授業内容に対する学生の意見

　　　　　　　　　　3） 学生自身の授業態度・姿勢

活　用：平均点を拡大教授会で発表。上位5名の氏名を公表。各教員には

個人の結果・全教員の結果（無記名）の一覧を配付
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理学部

目　的：授業改善につながる情報を収集することを第一の目的としている

時　期：原則として学期末

方　式：記名・無記名は学生の自由　紙媒体　自由記載欄あり

　　　　 2年サイクルで全科目について実施している

工　夫：学生の理解度・満足度，　学生の学習意欲，　授業スキル（授業速

度，板書，プリントなど，多様な切り口からの評価を少ない設問

で回答させている

　　　　 2年に一度，教育委員会で設問項目の見直しを行っている

活　用：教育委員会で集計・精査し，全教員に配付。学部全体で教員研修

会での活用も視野に入れている

獣医学部・獣医畜産学部

目　的：主に学生の授業満足度を知るため

時　期：前期後期いずれかの学期末

方　式：記名　紙媒体　自由記載欄あり

工　夫：設問内容については，学生の満足度を中心に平成19年度に設定内

容の見直しを図った。学生の学習達成度に比重を置くには至って

いない

活　用：各教員に担当授業分の結果を配付。調査結果の公開はしていない

補　足：活用については十分にされているとは言えない。調査結果が公開

されていないので，学生へのフィードバックについても疑問が

残る



6

F D の た め の 必 読 書 ── 9
夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子著

『大学教員準備講座』
玉川大学出版部
2,520円（税込）

　「就職前に知っておけばよかった！」ということが満載の本で

ある。実際には，こうした指南書を読んだとしても，大学に就職

し，仕事を始めてみないとわからないこともたくさんあるが，今

となっては（やはりこういうことが少なくとも知識としてあれ

ば）もう少しきちんと対応できたのではないかと考えてしまうこ

ともある。この手の本としては，『成長するティップス先生』（2001

年）が有名である。本書同様，名古屋大学高等教育研究センター

のメンバーを中心に作成されているが，あえていうなら，「ティッ

プス先生」が日々の「教育実践ガイド」であり，本書が教員の職務・

責務や，教員として必要な知識・技能を体系的に扱った「教科書」

である。

　というのも，本書は，大学教員を志す大学院生，研究員，非常

勤講師や若手教員に向けて，まさに大学教員準備プログラムの実

績をベースに作成されたものだからである。全14章から構成さ

れ，大学教員の仕事の全体像，つまり教育・研究・社会貢献・管

理運営のすべての分野において，詳細にかつわかりやすく解説が

なされている。さらに，職務内容に関することだけでなく，大学

教員に求められる倫理観や大学が直面している状況（国際化，

多様化など），さらにライフコースにまで触れられている。もち

ろんこれらはあくまで概説であって，どの分野にも完璧に合致す

るわけではないが，多くの大学が複数の学部・学科で構成されて

いるという現状を踏まえれば，どの教員も知っておいて損はな

い。新任教員の方はもちろん，大学教員として長年経験を積ま

れた方にとっても自らの行動を振り返り，今後のあり方を考える

際にも役立つ一冊である。一読をお勧めしたい。（小島）

一般教育部

目　的：授業改善に役立てるため

時　期：前期後期，最低どちらかの学期末

方　式：記名　紙媒体　自由記載欄あり

工　夫：高等教育開発センター作製のシートを使用している

活　用：各教員に対して，それぞれの項目での本人の結果と全体の平均を

グラフにしたものを配付。さらに担当授業分の全アンケート用紙

も教員に配付している
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第6回高等教育開発センター講演会・FDワークショップ  開催報告

　相模原校舎L3号館において，去る5月25日（火），第6回高等教育

開発センター講演会が開催され，その内容を踏まえて，7月30日（金）

にFDワークショップが行われました。いずれも，講師には沖裕貴氏

（立命館大学教育開発推進機構・教授）をお迎えし，北里大学教育委

員会との共催でした。参加者は，講演会が学内から119名（テレビ会

議システムでの聴講者を含む），さらに学外から29名であり，ワーク

ショップが64名（参加者は学内限定，テレビ会議システムでの聴講

者を含む）と，どちらも多数にのぼりました。

　5月に行われた講演の演題は， 「教育の質向上を目指して ― 3つの

ポリシーの策定とその実現方策―」というもので，3つのポリシー，

すなわち「アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）」，  「カリキ

ュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）」，  「ディプロマ・ポリシー

（学位授与方針）」が重要視されている政策的背景に加え，これらをど

のように明確化したらよいかについて，個別大学の先進的な事例を

交えてご講演いただきました。動画が高等教育開発センターのホー

ムページに用意されています。＜高等教育開発センター HP トップ→

刊行物／イベント（http://www. kitasato-u.ac.jp/cdhe/event/index.

html）＞。さらに，講演内容を文章にしたものが高等教育開発センタ

ー叢書，FD・SDシリーズ vol.7に収められています。

　7月のワークショップでは，前回の講演内容を踏まえ，3つのポリ

シーの一貫性を確保するためのカリキュラム・マップやカリキュラ

ム・ツリーの在り方とその作成方法，そしてその前提となるわかり

やすいシラバスの記載方法について実践的に学びました。具体的に

は，シラバスの到達目標を教育目標の理論に基づいた観点別 （「知

識・理解」 「思考・判断」 「関心・意欲・態度」 「技

能・表現」）で書く方法およびその評価方法等

について学びました。それに基づいて，参加者

は，あらかじめ用意しておいた自らのシラバス

を実際に書き換えました。その後，数人ずつの

グループグループに分かれて各自の結果をデ

ィスカッションし，最後にグループの代表者が

全体に向けて発表し，事前・事後の変化を体感

しました。

　以下では，当日の参加者によるアンケートの集計結果を掲載します。

Q3．本ワークショップの到達目標は達成できましたか

Q1．本ワークショップの開催を何で知りましたか Q2．本ワークショップへ参加した理由は何ですか

Q3-1．科目や個々の授業の設計において，
学習成果（Learning Outcomes）を明確に
し，適切に到達目標を設定することができ
る（「知識・理解」，「技能・表現」）。

Q3-2．科目や個々の授業の設計において，
適切な評価の観点と方法を選ぶことがで
きる（「知識・理解」，「技能・表現」）。

■ 1. 本センター・全学教育委員会
からの案内

■ 2. 学部の教授会等
■ 3. その他
■ 回答なし

■ 1. 非常によくできた
■ 2. よくできた
■ 3. あまりできなかった
■ 4. まったくできなかった
■ 回答なし

■ 1. 非常によくできた
■ 2. よくできた
■ 3. あまりできなかった
■ 4. まったくできなかった
■ 回答なし

■ 1. プログラムに興味があったから
■ 2. 講演者に関心があったから
■ 3. その他
■ 回答なし

84％

19％

51％

14％

16％
24％

44％

16％

16％

77％

0％0％

5％

5％

11％
18％



　今回のセンターニュースは体裁も
内容も今までとは変えました。本セ
ンターの目的の一つである「FD活動
に役立つ情報の発信」をセンターニ
ュースでも実現することを目指し，
本号ではその第一弾として各学部の

授業評価アンケートの比較を行いま
した。学部の個性が表れる興味深い
結果となりました。そのためだけで
はありませんが，発行が大幅に遅れ
てしまったことをお詫びいたしま
す。　　　　　　　　　　  （江川）
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◆ センター員の活動
 ・河合塾 「初年次教育調査」 から見えてきたもの 「学生を変容させる
初年次教育シンポジウム」  1月8日，東京：小島
 ・一橋大学大学教育研究開発センターシンポジウム 「レポート剽窃
問題を考える」  2月2日，東京：鈴木
 ・「学生中心主義教育の実践と課題」  2月18日，千葉：藤原
 ・放送大学ICT活用教育セミナー 「キャンパスを変えるケータイ利用」
2月27日，千葉：藤原
 ・FDネットワークつばさ第4回FD協議会　2月13日，東京：江川
 ・ムードル・ムート日本2010　2月13～ 14日，函館：福田（e-learning
プロジェクトメンバー）
 ・京都大学高等教育研究開発推進センター 「第16回大学教育研究
フォーラム」  3月18 ～ 19日，京都：鈴木，小島
 ・文化女子大学 「平成22年度全学FD・SD研修会 〔演題：教職協働
を考える〕」 研修会講師　4月2日，東京：古矢
 ・私学高等教育研究所・第44回公開研究会 「学士課程教育改革の現
状と課題」  4月19日，東京：新村，古矢，小島
 ・3認証評価機関・日本学術会議共催シンポジウム 「わが国の質保証
システムの実質化に向けて」  4月24日，東京：古矢，小島
 ・第6回北里大学高等教育開発センター講演会 「教育の質向上を目指
して－3つのポリシーの策定とその実現方策－」 開催　5月25日
 ・日本高等教育学会第13回大会　5月29日～30日，兵庫：小島（発表）
 ・大学教育学会第32回大会　6月5～ 6日，愛媛：小島（発表）
 ・全国私立大学FDフォーラム2010総会　6月11～12日，大阪：鈴木・
小島
 ・北里大学高等教育開発センター FDワークショップ 「観点別到達目
標をふまえたシラバスの作成」 開催　7月30日
 ・独立行政法人大学評価・学位授与機構 平成22年度大学評価フォー
ラム　テーマ：「学習成果を軸とした質保証システムの確立」  8月
2日，東京：古矢
 ・首都圏西部単位互換協定会主催 「高校生のための 『大学セミナー』」  
8月23日～ 25日，神奈川：小島（講師）
 ・平成22年度北里大学新任教員研修　8月31日～9月1日，東京：鈴木，
江川，高橋，小島
 ・初年次教育学会第3回大会　9月11日，東京：小島（発表）
 ・東京都立上水高等学校 「北里大学一日体験入学」  10月7日：小島（講
師）
 ・全国私立大学FDフォーラム2010年度臨時総会　10月8日，東京：
鈴木・小島
 ・日本私立学校振興・共済事業団   第1回私学リーダーズ・セミナー〔演
題：さがまちコンソーシアムが取組む「まちづくり」〕   講師　11月1
日～ 2日，東京：古矢
 ・大学教育学会2010年度課題研究集会　11月27 ～ 28日，大阪：小島

平成22年度北里大学新任教員研修会について
　平成22年度の新任教員研修会が，去る8月31日（火）と9月1日（水）の
両日にかけてクロス・ウェーブ東中野で行われました。今回の参加者
は33名でした。
　初日のプログラムは人事部が担当しました。午前は柴忠義学長の挨
拶と講話，続いて今年度から人事担当常任理事になった大石茂郎先生
の「北里精神と教員の使命」と題する講話がありました。午後からは，
日本ODコンサルタンツのトレーナーである近藤裕子氏による「教員と
してのコミュニケーション能力に磨きをかける」をテーマとした講習
がありました。夜は夕食を兼ねた懇親会と，それに続く自由懇談で互
いの親交を深めました。
　二日目のプログラムは高等教育開発センターが担当しました。まず
午前中に名古屋大学高等教育研究センターの近田政博准教授による
「大学教育におけるチームワーク」と題した講演がありました。午後か
らは，「学生とどう向き合うか」をテーマにしたワークショップで，まず
小島センター員による「学生調査結果に見る本学の学生像」の報告があ
り，続いて参加者が数人ずつのグループに分かれて，これまで学生と
接してきた中で感じたこと，問題点などを出し合いました。さらに，問
題点の解決法をグループで討議し，最後に各グループによる発表・質
疑応答・講評で全プログラムを終了しました。

全学学生調査について
　平成21年12月から平成22年1月にかけて，平成21年度全学学生調査
を7学部の1～4年次生について実施しました。調査結果の概要につい
ては年報に掲載予定です。

年報の発行について
　平成19・20年度北里大学高等教育開発センター年報が発行されまし
た（平成21年9月30日付け）。

叢書の発行について
　下記2冊の叢書が発行されました。
　高等教育開発センター叢書vol.6
　第5回北里大学高等教育開発センター講演会報告書
　「大学教員の能力開発  ̶教育と研究と学問的誠実性̶」　
　講師　羽田貴史氏　（平成22年3月31日付け）
　高等教育開発センター叢書vol.7
　第6回北里大学高等教育開発センター講演会報告書
　「教育の質向上を目指して  ̶ 3つのポリシーの策定とその実現方法̶」
　講師　沖　裕貴氏　（平成22年9月30日付け）

全国私立大学FD連携フォーラムへの登録について
　中規模以上の私立大学が参加する「全国私立大学FD連携フォーラム」
（平成22年10月現在  参加校22）の会員校となりました。各種実践的FD
プログラムの利用登録についてはセンターが窓口となって申請しま
す。詳しくは，http://www.fd-forum.org/fd-fourmをご覧ください。


