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■ FD の定義
教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。（中略）単に授業内容・方
法の改善のための研修に限らず、広く教育の改善、更には研究活動、社会貢献、管理運営に関わる教
員団の職能開発の活動全般を指すものとしてＦＤの語を用いる場合もある。
＊中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」（2012）用語集より

■ FD 義務化の根拠法令（大学設置基準等）
大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するもの
とする。
＊大学設置基準（省令）第二十五条の三より
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準（省令）第十一条において、同様に定められている
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1．序言

1．序言

教育の質向上のための支援活動を目指して


教育推進センター長

井口

弘和

1 ．はじめに
本学の教育の目標は、「自ら考え、行動するしなやかな知識人を育成する」ことであり、それに向
かって教育環境を整える使命があります。大学における教育環境は、学生が学ぶために必要となる条
件であり、最良のカリキュラムと十分な教育指導および快適なキャンパス設備などの学びの場を意味
しています。そして、その仕様は、今日の社会ニーズから懸け離れた内容では大学の社会的使命を果
たすことができないことから、その時代に合った環境整備を継続していくことが求められます。人材
を輩出する大学に対する企業の期待としては、前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力のいわ
ゆる社会人基礎力のある優秀な学生を育てることになります。入学に関わる状況については、進学率
は 50 ％を越える割合が続いているものの、18 歳人口が前年度から 18000 人以上減って、大学進学率の
伸びを越える減少率を示しています。そして、本年度からは長期的減少期に入って大学進学者数も減
少期に入ることから過当競争になることが予想されています。つまり、入口の減少に対して出口の増
加の関係から、質の高い学生を輩出する必要が生じて、社会人基礎力に繋がる学力の質を高める教育
を行うことが、大学の生き残りに関わる問題として位置づけられることになります。
このような状況にあって、本学においても適切に教育の質向上を図るために、実質的な教育改革を
組織的に進める必要があります。FD（Faculty Development）活動の施策がその改革を進める手段と
して位置づけられ、大学全体が同じ方向に向かう活動として期待されます。ここに、本年の活動成果
を継続的な活動の道標とすべく本報告書をとりまとめました。活動状況を以下に示し、前述の教育改
革の進捗状況を見定めるために全体を振り返ってみたいと思います。
2 ．FD 活動を支える組織
大学教育の質を向上するための活動組織として、本学では、全学の代表教員がメンバーとして構成
される教育推進センター委員会が個々の教員に直結する委員会として、年間活動計画を毎年、作成し
て実行しています。従来は、自発的に計画されていましたが、本年度では、大学全体の教育改革の方
針が教育質保証会議で示されることとなり、センター委員会内に設定される活動も、大学方針に沿っ
た内容で、学部・研究科における FD 活動が実施されるように方向付けられました。また、FD 活動の
点検についても、大学方針に沿った内容で、自己点検・評価委員会にて、全学的な活動の評価点検が
できるように点検項目が見直されていますが、全体の教育活動の PDCA サイクルが組織一体として稼
働するためには、まだ、改善の必要な部分が残されています。
大学の教育の質を向上するために継続的に取り組むべき FD 活動として、今年度は、教育質保証会議
での議論を参考に重点テーマを設定して、教育推進センター委員会を全学の活動基盤として推進して
参りました。本年度の重点テーマは、能動的学修の推進、学力の可視化、授業アンケート WEB 化の 3
テーマを設定いたしました。
具体的には、 1 ）アクティブラーニングの学内推進、 2 ）授業評価基準におけるルーブリックの検
討、 3 ）授業改善のためのアンケート WEB 化に向けた検討を行うことを重点目標としました。教育推
進センター委員会の中に設置される部会として、 1 ）については、能動的学修推進部会、 2 ）につい
ては、学力の可視化検討部会、 3 ）については、授業アンケート WEB 化検討部会をそれぞれ設置しま
した。
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能動的学修推進部会は、昨年度と同様に教員の授業内容の改革に資する活動が主体で、アクティブ
ラーニングの学内推進のためのイベント企画と「高大接続模擬講義教員紹介ガイド」の成果検証を実
施して来ました。アクティブラーニングを教育手法として活用できるようにするために、新任教員や
若手教員を対象とした研修会を開催しました。高大接続模擬講義教員紹介ガイドについては、志願が
多い東海圏の高校に配付し、高大接続模擬講義の実施状況を前年度までの実績と比較するなど効果測
定を行いました。
学力の可視化検討部会は、ルーブリックの導入が学生の学力の到達度を示す重要な指標となること
から、本学での現実的な導入方法や行程等の検討を進めてきました。研修会の開催および各学部より
選出された教員を対象に、サンプルルーブリックを用いたモニター調査および実践報告会を実施しま
した。
授業アンケート WEB 化検討部会は、教職員・学生の負担軽減に資する授業アンケートの WEB 化に
向けた検討として、 1 ）WEB システムを利用した授業アンケートの実施方法、 2 ）授業アンケートの
実施時期、 3 ）回答率を維持するための仕組み、 4 ）必要な情報通信環境の調査を行い、2019 年度よ
り WEB システムで実施するための体制を整備しました。
3 ．教育の質向上のための FD 活動
新任教員や現教員への新たな教育手法の体験を行う FD ワークショップや、教育改革を進めるための
関連情報を提供する FD 講演会については、部会活動のテーマとして進めていますが、その他に関連し
て実施しなければならない活動として、学生による FD 活動の支援、授業環境・学内環境に関する学生
へのアンケート実施、シラバスの第三者チェックの実施、FD 参観、FD ニュース発行などのさまざま
な活動は、委員会活動とは別の教育推進センターの取り組みとして実施しています。
2017 年度に、各学部で全授業科目に学修到達目標と DP との関連が示され、本年度さらなる段階とし
て、大学のアセスメントポリシーが提示され、授業の評価基準となるルーブリック作成など体系的な
改革が始動しました。
FD 活動の実施状況を大学全体の活動として把握する手段は、自己点検・評価の中で各学部に取り
まとめて報告を求めていましたが、主たる活動の報告に限定されていて実態を把握するには不十分で
あったので、本年度では、大学内で実施された教員単位の FD 活動項目を記録するための FD 活動実績
の入力システム（WEB システム）を設定して、年度末に実施しました。
学生 FD 活動については、一部の積極的な学生に依存するため、活動の継続性が問題となっていまし
たので、今年度の学生の意見の収集については、体育会、文化会所属の学生代表者との意見交換する
機会を設け、直接意見を聴取しました。学生代表者からの意見に基づく改善を実施するところまでは
至りませんでしたが、意見収集から改善案の立案、改善活動、実施結果の評価に至る一連の FD 活動を
センターが指導する形態で活動のできる環境を整える必要性を感じます。
4 ．実施状況と課題
アクティブラーニングによる学生の学修活動への積極的な参加を促すための教授法の推進は、まだ
全学に浸透している状況にはなく、導入による利点の理解、教員の指導技術、教室の構造、評価基準
の設定などを総合的に変えていく問題が残っているため、上位施策との整合性を取るべく関係部局と
の連携を強化し、教員各自への持続的啓蒙を引き続き進める必要があります。教育環境の ICT（情報
通信技術）化については、シラバスが WEB 教育支援システム（MaNaBo）に統合され、シラバスと
MaNaBo の連携を図れるようになりましたが、授業での MaNaBo の積極的な活用は、授業設計の問題、
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導入による利点の理解不足、通信環境の問題があり、まだ十分とは言えません。次年度からは全新入
生はパソコン必携となり、これらの ICT のさらなる活用を推進するためにも、学生と教員と職員が相
互に連携しながら、通信環境を整えることで、より有機的に進展できる体制を築いて行きたいと思い
ます。
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2．中京大学における「FD」と
教育推進センター

2．中京大学における「FD」と教育推進センター

⑴

中京大学における FD の定義

中京大学は、FD（Faculty Development）について、次のように定義しています。
「学部・研究科等が掲げる教学上の目的を達成するために、教育の質と教育力の向上を目指す、組織
的かつ継続的な取り組み」
＊スローガン（標語）
For Doing our best
― FD は大学のすべての者の《幸せ》のため ―
＊中京大学における FD の在り方、本質について、
安村仁志学長が標語として文章化されたものです。

⑵

教育推進センターとは

本学の教育理念及び目的を実現し、教育活動の質向上を果たすことを目的に、2015 年 4 月に設置さ
れた組織です。
＊教育推進センター規程（設置・事業）＊一部抜粋
（設置）
第1条

中京大学（以下「本学」という。
）の教育理念及び目的を実現し、教育活動の質向
上を果たすことを目的として、中京大学教育推進センター（以下「センター」と
いう。
）を設置する。

（事業）
第2条

センターは、次に掲げる事業を行う。

（ 1 ）教育施策の企画及び実施
（ 2 ）ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」という。
）活動の支援
（ 3 ）その他センターの目的達成に必要な事業

⑶

教育推進センターのミッション（使命）

「本学が提供する教育を通じて、学生を「自ら考え、行動するしなやかな知識人」へと成長させるた
め、教育改善に関する組織的活動や教員個々の取り組みを支援するとともに、学びの環境整備（教
育コンテンツや施設・設備等）の施策を、中期的な視点で企画・立案する。さらに、学生と教職員
の協働により教育・学修の質向上に寄与する。
」
＊ミッションの根拠
中京大学長期計画 NEXT10 における「教育」の目標
自ら考え、行動するしなやかな知識人を育成する
（NEXT10 骨子Ⅰ－教育より）

6 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

2．中京大学における「FD」と教育推進センター

⑷

教育推進センター委員会メンバー（2018 年度）
氏

名

所

セ ン タ ー 長
井口
（委員長・議長）

弘和

工

セ ン タ ー 員 坂田

隆文

総

委

宮澤

太聡（研）

福井

佳夫（学）

員

森

オブザーバー

有礼（学／研）

属

備

学
合

政

部
策

学

部

考

センター長（規程第 3 条）
委員長・議長（規程第 6 条第 2 項）
センター員
（規程第 6 条第 1 項第 2 号）

国

際

英

語

学

各学部・研究科から選出された大
学教員
（規程第 6 条第 1 項第 3 号及び
部 第 4 号）

国

際

教

養

学

部

文

学

部

齊藤

公輔

松本

友一郎（研）

池田

功毅（学）

亀井

哲也（学／研） 現

檀上

弘文（学／研） 法

中村

将人（学／研）

佐藤

茂春（学／研）

鈴木

崇児（学／研） 経

済

学

部

浅井

紀子（学／研） 経

営

学

部

山田

雅之（研）

石原

彰人（学）

大家

利之（研）

小磯

透（学）

石堂

典秀

山田

高資

加藤

啓介

小山

達也

教

中村

雅章

髙橋

朋行

学長補佐（教育 FD・質保証担当） 委員以外の者
（規程第 6 条第 6 項）
教務課豊田オフィス

金澤

龍生

別当

大輔

心

総

理
代

学

社

会

部
学

学
合

政

工

部
部

策

学

学

部

（春学期）
（秋学期）

部

ス ポ ー ツ 科 学 部

法務総合教育研究機構

教

教

学
育

育

部

企

画

企

長
課

画

教育機構から選出された大学教員
（規程第 6 条第 1 項第 5 号）
教学部長及び教育企画課長
（規程第 6 条第 1 項第 6 号）
（ 7 月から）

長

課

書記
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2．中京大学における「FD」と教育推進センター

⑸

組織構成図

教育推進センター
学
長

推薦
任命

センター長

教育企画課

〔代表・総括〕

〔運営〕

センター員
＊ｾﾝﾀｰ長推薦・学長任命

各
学
部
・
研
究
科

教育推進センター委員会
委員・
ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ
選出

委員
選出

専 門 部 会

部会

行政本部（関係部署）

＊学長推薦・理事長任命

ﾒﾝﾊﾞｰ

授業ｱﾝｹｰﾄ

学力の可視化

能動的学修

WEB 化部会

検討部会

推進部会

選出

（6）各専門部会メンバー（2018 年度）

⑹

各専門部会メンバー（2018 年度）

授業アンケート WEB 化検討部会
授業アンケート WEB 化検討部会

学⼒の可視化検討部会

能動的学修推進部会

学力の可視化検討部会

能動的学修推進部会

⽒ 氏
名 名
⼭⽥雅之（※
雅之（※1）
山田
1）

所 属
所 属
⼯学部
工学部

⽒ 名氏 名
所 属
所 属
松本
（※1）
松本 友⼀郎
友一郎
（※ 1） ⼼理学部
心理学部

⽒ 名氏 名
所 属所 属
坂⽥
（※1） 1） 総合政策学部
坂田 隆⽂
隆文（※
総合政策学部

池田
池⽥功毅
功毅

心理学部
⼼理学部

福井 佳夫
佳夫
福井

文学部
⽂学部

宮澤 太聡
太聡
宮澤

文学部
⽂学部

亀井
⻲井哲也
哲也

現代社会学部
現代社会学部

齊藤 公輔
公輔
⿑藤

国際教養学部
国際教養学部

森 有礼
有礼
森

国際英語学部
国際英語学部

檀上 弘⽂

法学部

中村 将⼈

総合政策学部

⽯堂 典秀

法務研究科

⼤家 利之

スポーツ科学部

佐藤 茂春

⼯学部

⼩⼭ 達也（※2）

教育企画課

別当 ⼤輔（※2）
小山 達也

教育企画課
教育企画課

鈴⽊
崇児
浅井 紀子

経済学部
経営学部

吉村
ひとみ
教務課
寺田 真実（※ 3） 入試広報課

⼩⼭清恵
達也
満田

情報システム課

浅井
石原 紀⼦
彰人

経営学部
工学部

寺⽥ 真実（※3）

福田
満⽥奈帆（※
清恵 3）

教務課
情報システム課

小磯 彰⼈
透
⽯原

スポーツ科学部
⼯学部

教務課

金澤 透
龍生（※ 2）
⼩磯

スポーツ科学部
教育企画課

⾦澤 ⿓⽣（※2）

教育企画課

檀上

弘文

大家

利之

別当

大輔（※ 2）

福⽥ 奈帆（※3）

法学部

スポーツ科学部

中村

将人

佐藤

茂春

鈴木

崇児

総合政策学部

工学部

経済学部

別当

大輔

髙橋

朋行

山路

智也（※ 3）

別当 ⼤輔


石堂

典秀

小山

達也（※ 2）

吉村

ひとみ

法務総合教育研究機構
教育企画課
教務課

⼊試広報課

教務課豊田オフィス
教務課

髙橋 朋⾏

教務課豊⽥オフィス

⼭路 智也（※3）

教務課

※ １ は部会長、※ 2 は事務責任者、※ 3 は書記

※１は部会長、※2 は事務責任者、※3 は書記。
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3．教育推進センターの
2018 年度の活動
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3．教育推進センターの2018年度の活動

⑴ 教育推進センターの主な活動（概要）
①

学内会議
名称

開催日程

教育推進センター委員会
＊委員（オブザーバー含む）26 名
（教員 20 名、職員 6 名）

〔専門部会 １ 〕
授業アンケート WEB 化検討部会
＊構成員 9 名
（教員 5 名、職員 4 名）

〔専門部会 2 〕
学力の可視化検討部会
＊構成員 12 名
（教員 8 名、職員 4 名）

〔専門部会 3 〕
能動的学修推進部会
＊構成員 7 名
（教員 4 名、職員 3 名）

第
第
第
第
第
第
第
第

1
2
3
4
5
6
7
8

回：2018 年 4 月 25 日（水）
回：2018 年 5 月 9 日（水）
回：2018 年 6 月 27 日（水）
回：2018 年 7 月 25 日（水）
回：2018 年 9 月 26 日（水）
回：2018 年 11 月 28 日（水）
回：2019 年 1 月 22 日（火）
回：2019 年 2 月 21 日（木）

キックオフミーティング：2018 年 5 月 9 日（水）
第 1 回：2018 年 5 月 23 日（水）
第 2 回：2018 年 6 月 20 日（水）
第 3 回：2018 年 7 月 6 日（金）
第 4 回：2018 年 7 月 25 日（水）
第 5 回：2018 年 9 月 20 日（木）
第 6 回：2018 年 10 月 31 日（水）
第 7 回：2018 年 11 月 21 日（水） ※メール会議
第 8 回：2019 年 1 月 25 日（金）
キックオフミーティング：2018 年 5 月 9 日（水）
第 1 回：2018 年 5 月 30 日（水）
第 2 回：2018 年 6 月 15 日（金）
第 3 回：2018 年 7 月 9 日（月）
第 4 回：2018 年 9 月 19 日（水）
第 5 回：2018 年 10 月 22 日（月）
第 6 回：2019 年 1 月 11 日（金）
第 7 回：2019 年 2 月 6 日（水） ※メール会議
キックオフミーティング：2018 年 5 月 9 日（水）
第 1 回：2018 年 6 月 20 日（水）
第 2 回：2019 年 1 月 9 日（水） ※メール会議

＊委員・構成員数は、2019 年 3 月末時点の人数

② アンケート調査
名称
授業改善のためのアンケート
（教員対象）

○各セメスターの 13 週目または 14 週目の授業時間中に実施する、教員対象のアン
ケート。教員が自らの授業を振り返り、授業改善に資することを目的とする。教
員 1 人につき 1 科目（授業）以上の実施を原則とする。
○教員個人別のアンケートの結果データと、教員による振り返りのコメントを、
WEB 上（学内 LAN 上）で公開している。
○実施期間：
〔春学期〕2018 年 7 月 2 日～13 日
〔秋学期〕2018 年 12 月 17 日～2019 年 1 月 11 日

授業環境・学内環境に関する
アンケート
（学生対象）

○授業環境や学内環境に対する学生の満足度を図るためのアンケート。ALBO を
活用。回答結果や本学の取り組み計画等を関連部署間（管財課、教務課、情報
システム課、教育企画課）で取りまとめ、ALBO を通じて学生にフィードバッ
クを行う。
○学生向けの文書（PDF データ）を WEB 上で公開している。
○実施期間：
〔春学期〕2018 年 7 月 9 日～23 日
〔秋学期〕2019 年 1 月 7 日～21 日
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③

FD 参観（授業公開）
名称

概要

FD 参観（授業公開）

④

○全ての学部の授業が原則公開（参観）の対象となる制度に基づく、FD の観点に
よる授業参観。教育企画課への申請と、授業担当者の許可により参観が可能。
○実施期間：各セメスターの 2 ～14 週目
○ 2018 年度の実施件数： 1 件

研修・セミナー等
開催日

セミナー・イベント名

主催機関

参加人数

リード エグジビション
ジャパン株式会社

1名

2018年 5 月25日 大学 FD 学習会 2018「内部質保証システムの充実を考える」 株式会社教育ソフトウェア

2名

2018年 6 月16日 2018 年度全国私立大学 FD 連携フォーラム
ウム

2名

2018年 5 月18日

第 1 回教育 IT ソリューション EXPO

総会・シンポジ 全 国 私 立 大 学 FD 連 携
フォーラム

2018年 6 月16日 平成 30 年度 FD 推進ワークショップ「新たな時代にふさわ 日本私立大学連盟
しい高大接続の実現 - 学習意欲・学力向上の視点から -」

1名

2018年 7 月12日

2名

第 1 回教育の質保証に関する研修セミナー「教育の質保証
に向けた FD の方法」

名古屋大学高等教育研究セ
ンター

2018年 8 月28日 AP 中間報告会「学びとキャリアの接続から卒業時の質保証 東京薬科大学
を考える」

1名

2018年10月31日 第 20 回名城大学 FD フォーラム「学生の主体的な学びと学 名城大学
修ポートフォリオ」

1名

2018年12月 8 日 大学教務実践研究会第 6 回大会

1名

2019年 2 月22日

名古屋大学高等教育研究セ
ンター

愛知工業大学 FD フォーラム「学生の学びを促すシラバスの 愛知工業大学
書き方」

1名

2019年 2 月26日 AP 合同フォーラム
「第 3 期認証評価の先の FD を目指して」 大阪府立大学・大阪市立大
学・関西大学

1名

2019年 3 月 9 日 大学教育改革フォーラム in 東海 2019

13 名

⑤

大学教育改革フォーラム in
東海 2019 実行委員会

その他
名称

全国私立大学 FD 連携フォー
ラム（JPFF）関連

○ 2016 年 5 月に JPFF に加盟。
○ JPFF オンデマンド講義
・大学教員に求められる教育力量と職能の育成、高等教育に関する知識・知見を
高めるための、JPFF が提供する e ラーニング。教育企画課を通じて JPFF 事務
局に申請することで、約40の高等教育に関連するオンデマンド動画が視聴可能。
○ 2018 年度における学内のアカウント申請数：24 件
○ JPFF 主催の総会等に参加。
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⑵ 2018 年度の活動スケジュール
年
2018 年

月

活動内容

4月

◦『FD NEWS No.15』発行・WEB 公開（4/1）
◦ 中京大学 FD ワークショップⅠ（基礎編）開催（4/7）
◦ 春学期 FD 参観（授業公開）期間（4/12～7/13）

5月

◦「2018 年度における教育上の取組み・目標（年次目標）」公開

6月

◦『2017 年度 FD 活動報告書』発行（6/27）
◦『2017 年度 FD 活動報告書』WEB 公開（6/28）

7月

◦ 春学期「授業改善のためのアンケート」実施期間（7/2～13）
◦ 春学期「授業環境・学内環境に関するアンケート」実施期間（7/9～23）

8月

2019 年

9月

◦ 施設・設備、授業アンケート、LMS に関する意見交換会（9/12）
◦ 中京大学 FD ワークショップⅡ開催（9/14）
◦『授業改善のためのアンケート自己点検・評価報告書（春学期）』WEB 公開〔学内〕（9/19）
◦ 秋学期 FD 参観（授業公開）期間（9/28～1/11）

10 月

◦『
「授業環境・学内環境に関するアンケート」結果と振り返り（2018 春学期）』WEB 公開（10/1）

11 月

◦『FD NEWS No.16』発行・WEB 公開（11/5）

12 月

◦ 中京大学ルーブリック研修会開催（12/15）
◦ 秋学期「授業改善のためのアンケート」実施期間（12/17～1/11）

1月

◦ 秋学期「授業環境・学内環境に関するアンケート」実施期間（1/7～1/21）
◦ 中京大学ルーブリック実践報告会開催（1/25）

2月

3月
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◦『
「授業環境・学内環境に関するアンケート」結果と振り返り（2018 秋学期）』WEB 公開（3/1）
◦『授業アンケート WEB 化検討部会 活動報告書』・『学力の可視化検討部会 活動報告書』・『能
動的学修推進部会 活動報告書』公開〔学内〕（3/19）
◦『授業改善のためのアンケート自己点検・評価報告書（秋学期）』WEB 公開〔学内〕（3/29）

3．教育推進センターの2018年度の活動

2018
2018 年度専門部会の活動
⑶ 年度専門部会の活動
①

授業アンケートWEB 化検討部会全体報告

①授業アンケート WEB 化検討部会

全体報告
授業アンケート WEB 化検討部会長
山田 雅之

１．授業アンケート WEB 化検討部会における主要な取り組み
授業アンケート WEB 化検討部会（以下、
「部会」と言う。
）は、
「授業改善のためのアンケート」
（以
下、
「授業アンケート」と言う。
）の WEB での実施方法案を作成することをミッションと掲げ部会は、
このミッションを果たすべく、以下の活動を行ってきた。
（１） WEB システムを利用した授業アンケートの実施方法、授業アンケートの実施時期、および、回答
率を維持するための仕組みの検討
以下、これに関して報告を行う。
２．本年度の活動内容と成果
（１） WEB システムを利用した授業アンケートの実施方法、実施時期および回答率を維持するための仕
組みの検討
① ねらい
授業アンケートは、各セメスターの 13 週目または 14 週目の授業時間中にマークシートを配付
して実施している。これまでの実施方法では、(a)アンケート用紙の配付、回収に要する時間(b)
学生に用紙配付、回収を指示する負担（教員）(c)用紙の準備、教員への配布、回収後の処理作
業などの負担（職員）(d)アンケートの未実施や回答用紙の紛失等のリスク(e)アンケート用紙の
印刷および封入作業等の費用が発生するといった問題があった。これらの問題を解決するために、
実施方法の見直しが必要であり、WEB での実施を考える時期にきている。WEB で実施するメリッ
トとして考えられることは、まず費用面では、アンケート用紙の印刷費用およびアンケート用紙
を封筒に封入する費用などのランニングコスト削減が期待できる。作業面では、教員が、学生に
配付、回収を指示する必要がなくなり、職員はアンケート用紙の準備や教員へのアンケート用紙
の配付、回収後の処理作業などが不要となり、負担の軽減が期待できる。上記以外にも、学生は
授業時間以外に回答することが可能となり、回答時間の確保につながり、アンケートの正確性の
向上が見込まれる。このように効果的・効率的な運用を行うことにより、アンケート実施に関わ
る費用（経費）を削減することができ、その余剰分を教育システム改善に有効に活用することが
期待できる。
②ゴール
2019 年度春セメスターからの運用に向け、授業アンケートの WEB での実施方法案とシステム案
を教育推進センター委員会に提案する。
③実施内容
A) 他大学でのアンケート実施状況の調査
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WEB で実施した場合、マークシート方式に比べ回答率が低い傾向があり、現行の回答率（65%
～70%）を維持するための仕組みが必要であることを確認した。
B) MaNaBo 上での授業アンケート用機能の検討
学内の既存システム、MaNaBo、 CUBICS、 ALB0、を比較し、シラバス閲覧機能や Quiz 機能
を有する MaNaBo に授業アンケート用の機能を追加することがコスト・利便性の観点から最
適であると判断した。また、授業アンケート機能の仕様案と試作版により、MaNaBo 上で授業
アンケート回答に必要な表示・操作が実現可能であることを確認した。
C) WEB システムを利用した授業アンケートの実施方法案の作成
現行のマークシート方式からの円滑な移行および回答率維持のため、実施方法に関して次の
基本方針を定めた。(a)アンケート項目とその内容、対象科目の選定などは従来通りとする。
(b)授業時間内に学生の個人端末（スマホ等）により WEB に接続し回答するよう促す。(c)実
施時期および回答期間は授業 13～15 週目とする。(d)教員・学生への周知を徹底する。
また、システムに関しては、授業アンケートのための必須機能や匿名性を考慮し、次の基
本方針を定めた。(a)MaNaBo を利用する。(b)次の機能を有する。学生がアンケート回答を入
力・提出する機能、学生へ回答すべきアンケートの有無の明示する機能、教員が任意設問を
追加する機能、回答者数を表示する機能、アンケート担当職員がアンケートの作成、対象科
目の指定、統計情報の閲覧、回答データの抽出をするための各機能。(c)学生アカウントに
よる認証とし、匿名性を保証するためデータへのアクセス権限を設定する。
上記に加え、実施スケージュールや実施に係る費用試算を併せた実施方法案を作成し、第
5 回教育推進センター委員会に提案した。
D) 授業アンケートの WEB での実施に必要な情報通信環境の検討
作成した実施方法案では、授業時間にアンケート回答することから、2,000 以上のユーザに
よる MaNaBo への一斉アクセスが発生する可能性がある。このため MaNaBo ライセンス数の無
制限化やサーバ増設などの対応が必要である。また、一般教室内でアンケート回答すること
から、インターネットへの WiFi 接続または学生の携帯電話回線による接続を行うこととな
る。このため WiFi 設備を全学的に拡充しつつ、WiFi 設備のない教室については携帯電話回
線の安定化を進める必要がある。WiFi 設備のない教室（名古屋キャンパス 32 教室、豊田キ
ャンパス 20 教室）を対象に、教室中央付近にて、携帯電話端末（docomo、au、softbank）
から MaNaBo への接続を確認する通信状況調査を実施した。７教室（名古屋キャンパス 221、
231、34A、34B、811、921、豊田キャンパス AV スタジオ）を除き問題なく接続できることを
確認した。７教室について、情報システム課と共同で対応策を検討していくこととした。
E) 学生・教員への告知、案内方法の検討
アンケート実施時に、学生が回答方法について混乱しないように、事前に周知する必要があ
る。そのため、学生の MaNaBo 使用状況を把握するためのアンケートを、名古屋キャンパ
スの一部の学生を対象として行った。その結果を踏まえ、アンケート実施期間前に、ALBO、
MaNaBo、掲示により、次の内容を案内することとした：(a)アンケート実施時期、趣旨、匿
名性(b)MaNaBo へのアクセス方法(c)MaNaBo アプリ(d)アンケート回答方法。また、教員に対
しても、アンケート実施期間前に、次の内容を案内することとした。(a)アンケート実施時
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期、趣旨(b)任意設問項目の追加(c)学生への指示。
F) プレ実施方法の検討
学生・教員への案内の適切性および MaNaBo への接続やアンケート回答が円滑に行えるか否
かを検証するため、システム改修にあわせプレ実施を行うこととし、実施科目数、実施方法、
検証方法の具体案を検討した。
④振り返り（成果・結果）
計 8 回の部会を開催し、上記 A～F について、調査・検討を行った。部会で作成した WEB での授
業アンケートの実施方法案、学生・教員への告知、案内方法の案、プレ実施方法の案をもとに、
次年度の準備をスムーズに行えると考える。
上記 C で述べた実施方法案については、教育推進センター委員会での審議の後、各学部教授会
において意見聴取を行った。得られた意見の中に、
「WiFi 環境が完全に整備されてから授業アン
ケートを WEB 化したほうがよういのではないか」など、通信環境を不安視する意見があった。こ
れについては、BYOD の実施に伴い全学的に無線 LAN の整備が進められることや、学生の携帯電話
回線によるネット接続や授業時間外での学内 PC の利用等を併用することで対応していく。その
他、アンケート回答の匿名性に関する意見が得られたが、これについては、システム上では教員
は学生個人を特定できない旨をアンケートを実施する際に教室で案内をしてもらうとともに、
ALBO やアンケートシステム（MaNaBo）上でも学生に周知を徹底する。
⑤課題
WEB での実施により回答率が減少することが課題となる。これについては、授業時間中に実施
することで、ある程度回答率は維持できると考えているが、回答率が極端に低下した場合は、次
年度以降に対応策を検討する必要がある。教員が事前に任意質問項目をシステム上で入力するこ
とや、授業中に学生に WEB でアンケート回答を指示することを求めるため、教員が戸惑うことな
く実施できるようにすることが課題となる。これについては、任意質問項目をシステム上に入力
する方法や、授業中に指示する内容を、事前に教員に周知する必要がある。

３．申し送り事項及び次年度以降の検討課題
本年度の申し送り事項及び次年度以降の検討課題は、以下のように WEB での授業アンケート実施に
関連したものを部会において確認した。
（１） WEB での授業アンケートのために WiFi 等の情報通信環境が十分整備されているか否かの検証と、
十分整備されていないと判断される場合には、情報システム課、情報センター委員会、理事会等
へ提言すべき改善案の検討
（２） 動作確認と負荷実験を含むプレテスト
（３） 教員への事前説明並びに実際に実施にあたってのインストラクション
（４） アンケート実施に先立って学生への周知に関する具体的実施方法 (全教室でのポスター掲示等)
の検討
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（５） MaNaBo へのアクセスを確実なものとする改善案の検討
（６） 検証方法の検討
（７） 回答率が極端に低下した場合の対応策、回答率を上げるための仕組み・運用の検討
（８） 授業アンケートの点検・評価システムとの効率的連動の検討
（９） 授業アンケートに関連するシステム機能の改善の検討
上記（１）については、スポーツ施設や屋外など一般教室以外で授業を行う場合も考慮する必要が
ある。上記（６）についてはアンケートに関するシステムの使いやすさなども含め、検証対象と検証
方法を検討する必要がある。上記（９）については、利用者の声を聴取しながら改善を繰り返し、よ
りよいシステムにしていく必要がある。
最後に、部会メンバーへの感謝の意を示して部会の全体報告を終了することとしたい。
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2018 年度専門部会の活動
②

学力の可視化検討部会全体報告

① 学力の可視化検討部会

全体報告
学力の可視化検討部会長
松本 友一郎

１．学力の可視化検討部会における主要な取り組み
学力の可視化検討部会（以下、本部会）は、学生の学力の可視化について検討すると共に、次年度
以降の実行に向けて準備することをミッションと掲げ、このミッションを果たすべく、以下の活動を
行ってきた。
（１）ルーブリックの活用に向けた現状把握と検討
（２）ルーブリックに対する理解促進と課題の検討
（３）学修行動と学力の 3 要素（もしくは DP）の関連の検討
ただし、まずルーブリックに関する検討を重点的に行うという部会の方針転換のため、（１）、（２）
を拡充し、今年度は（３）について検討しなかった。以下、
（１）
、（２）に関して報告を行う。
２．本年度の活動内容と成果等
（１）ルーブリックの活用に向けた現状把握と検討
①ねらい
本学におけるルーブリック活用の可能性について検討する。
②ゴール
ルーブリック活用に関する学内・外の調査及び報告書の作成
③実施内容
1. 基本的知識や他大学における活用事例の収集・確認（4～5 月）
2. ルーブリックの意義、その導入と活用の考察（6～9 月）
3. 学内の現状把握を目的とした調査の実施、教育効果や妥当性等の考察（6～12 月）
④振り返り（成果・結果）
当初、本部会でルーブリックについての知識及び使用経験を有するメンバーは 1 名のみであった。
実施内容 1 により議論の基盤を構築した。実施内容 1 に基づいて実施内容 2 の考察、議論を行った
結果、まず本学においてルーブリックがどの程度関心を持たれ浸透しているのか検討する必要があ
るとの結論に至った。これにより実施内容 3 の調査、考察を実施した。調査報告書を付録 1 に添付
する。調査の結果、全体としてルーブリックへの関心は見られるものの、使用には至っていない教
員が多いことが示された。
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⑤課題
実施内容 3 の調査で示されたように、本学ではルーブリックに対しての関心はある程度見られる
が、その内容について理解され、活用されている例は少ないといえる。今後、教員及び学生の需要
に応じて導入できるよう検討を進めていくことがルーブリックの有効活用につながると考えられる。
（２）ルーブリックに対する理解促進と課題の検討
①ねらい
学力の可視化に向けてルーブリックに関する学内土壌を醸成する。
②ゴール
・各学部におけるルーブリックの試行的な活用
・ルーブリック活用に向けた実践活動
③実施内容
1. ルーブリックに関する研修会を企画・開催（6～12 月）
2. 課題ルーブリックの試行的活用によるモニター調査の実施（6～1 月）
3. ルーブリック使用者による実践報告会を企画・開催（6～1 月）
④振り返り（成果・結果）
実施内容 1 の研修会は、ルーブリックの使用経験が無い教員を対象に基礎を学んで体験すること
を目的として 12 月に開催した。参加者へのアンケート結果を付録 2 に添付する。理解度チェックの
結果より、ルーブリックの基礎について概ね理解が得られたと考えられる。実施内容 2 では、各学
部で数名の教員に実際の授業で課題ルーブリックを試用してもらい、ご意見・ご感想を伺うモニタ
ー調査を秋学期に実施した。モニター調査の結果を付録 3 に添付する。このモニター調査ではサン
プルのルーブリックを配付したが、参加した教員によって様々なアレンジが行われ、科目に沿った
使い方が可能であることが示された。実施内容 2 の参加者を対象に実施内容 3 の実践報告会を開催
した。実践報告会の内容に関する報告書を付録 4 に添付する。具体的には、実際の使用経験に基づ
いて主にルーブリック活用のメリットについて議論が行われた。それにより、直接的および間接的
なメリット、教員学生別のメリットなど、様々な次元で検討がなされた。また、メリットを確認す
る作業を通して、そのデメリットも改めて浮き彫りになるなど、多角的な検討がなされた。
⑤課題
いずれの実施内容も少人数を対象としていた。活動自体は成果があったといえるため、参加者を
中心とした部局内における展開が期待される。また、さらなる活用推進に向け、今後も同様の取り
組みが必要と考えられる。
３．申し送り事項及び次年度以降の検討課題
今年度の活動は、学力の可視化を目的としてルーブリック活用の下地作りを行ってきた。次年度以
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降はさらにルーブリック活用が進むと考えられるが、あくまで目的は教育の推進を目的とした学力の
可視化である。手段としてのルーブリックにどれだけこの目的を果たす効果があるのか検討していく
必要がある。最後に、本部会メンバーへの感謝の意を示して本部会の全体報告を終了することとした
い。
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知り，体験してもらう必要があるといえる。

ク活用の重要性が提言されている。この点について，教育推進センター委員会の下に「学
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スポーツ科学部

合計

17
18
20
46

総合政策学部
経済学部
経営学部
工学部
151

18

12
8
15
21

27
12
3
13
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19
13
14
9

72
18
17
20
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国際教養学部
心理学部
現代社会学部
法学部

文学部
国際英語学部

回答者の内訳 学部ごとの回答率

３．調査結果

46.2%
50.3%

70.6%
44.4%
75.0%
45.7%

37.5%
66.7%
17.6%
65.0%

回答率
68.4%
64.3%

9 月 28 日を締切りとして web 上で回答を求めた。回答は任意とした。

2018 年 9 月 12 日の定例教授会にて教育推進センター委員より全教員に案内し，2018 年

２．調査方法

けて，ルーブリックに係る本学の現状把握のためのアンケートを実施した。

にとってもメリットがある。そのため，本委員会では次年度以降のルーブリック導入に向

べき能力の可視化に役立つばかりでなく，適切に活用すると成績評価の負担軽減等，教員

ていくことが必要である。
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もらうこと，また，使用した際の意見・感想を集めて実態に即した使用方法などを検討し

19.2%にとどまった。したがって，今年度に実施したモニター調査のように実際に使用して

図 1 より 31.8%が使い方を知っていることが示されたが，図 2 より使用経験があるのは

設問２ ルーブリックを使用していますか。または、使用したことはありますか。

図 1 ルーブリックを知っているか

の前に，まずはルーブリックにはどのような使い道があり，どのような目的に適するのか

いて指示がなされた。答申では，質的評価基準の整備について言及がなされ，ルーブリッ

力の可視化検討部会」を設置し，検討を進めている。ルーブリックは，学生が身に付ける

図 1 より，ルーブリックの存在については周知が進んでいるといえる。しかし，使い方
を知っているという回答は 31.8%にとどまっている。そのため，ルーブリック導入の議論

その後，2018 年 4 月に学長より，教育推進センター委員会に対して答申内容の具体化につ

設問１ ルーブリックについて知っていますか。

49.3%

39.8%

55.6%

59.7%

回答率
33.3%

付録 1

がなされ，2018 年 3 月の教学審議会にて「学修行動改善について（答申）」が提示された。

2017 年度教育構想会議にて，学長より「教育力を向上させるための方策」に関する諮問

１．調査目的
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35

83
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60代以上

教育推進センター委員会 学力の可視化検討部会
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在籍者数 回答数
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回答者の内訳 年代ごとの回答率

2018 年 11 月

ルーブリック現状把握アンケート結果報告

付録 1
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図 3 使用経験があるルーブリックのタイプ

その他

４．使用したことがない

３．課題ルーブリック

２．科目ルーブリック

１．カリキュラムルーブリック

要すると考えられる。
120

140 （件）

クは組織として統一した見解が必要であるため，導入するとなると大がかりであり時間を

基準を示しやすくルーブリック初心者にも使いやすい。一方で，カリキュラムルーブリッ

われるのはレポートの書き方やプレゼンテーションのスキルなどであるため，一定の評価

図 3 より，課題ルーブリックの使用経験が比較的多いといえる。課題ルーブリックで扱

設問３ どのタイプのルーブリックを使用したことがありますか。（複数回答可）

図 2 ルーブリックの使用経験

１．現在使用している
２．現在は使用していないが、過去に使用したことはある
３．使用したことはない

80.8%

11.9%

付録 1

26.5%

7.9%

２．少し関心がある
４．関心がない

45.7%

19.9%
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リックについて情報を得る手段を用意し，簡単に試すことができる工夫が必要である。

修会に参加できない教員もいると考えられる。そのため，研修会以外にも普段からルーブ

することも 1 つの方法かもしれない。ただ，研修会の開催回数には限界があり，多忙で研

4 より関心があっても使用経験が少ないことが示されていることから，今後も研修会を継続

図 5 より，
ルーブリックに関する研修会への参加経験がある教員は少ないといえる。
図 2，

設問６ ルーブリックに関する研修会に参加したことはありますか。
（複数回答可）

合わせて必要な場合に導入を検討することが重要である。

にも共通して見られた。したがって，一律にルーブリックを導入するのではなく，目的に

でない科目があるという指摘は，関心があるとした理由，関心がないとした理由のどちら

この設問は自由記述により回答を求めた（別紙参照）
。ルーブリックに適した科目とそう

設問５ 設問４で関心がある（ない）とした理由についてご記入ください。

図 4 ルーブリックへの関心

１．関心がある
３．あまり関心がない

いて見積もる方がよい。

ンケートにあまり回答していない可能性もあるため，関心がある教員の割合は少し割り引

て，なるべく簡便に使用できるよう工夫する必要がある。なお，関心がない教員はこのア

ただし，図 2 において，実際の使用に至っている教員は少ないことが示された。したがっ

図 4 より，約 3 分の 2 の教員がルーブリックにある程度の関心を示しているといえる。

設問４ ルーブリックについてどの程度関心がありますか。

付録 1
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図 5 ルーブリック研修会への参加経験
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いと考えられる。

２．知らない

１．知っている

66.2%
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図 6 ルーブリック導入が検討されている経緯について

33.8%

緯が理解されていなければ，ルーブリック導入の検討について前向きな意見は得られにく

図 6 より，33.8%の回答者がルーブリック導入検討の経緯を知らないことが示された。経

っていますか。

ュール及び今後取り組むべきことについて」にルーブリックに関する記述があることを知

設問７ 2017 年度教育構想会議における「学修行動改善について（答申）」の「Ⅲ．スケジ

３．ない

２．ある（学外）

１．ある（学内）

0

付録 1
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ルーブリックには適さない科目等への対応も検討していく必要がある。

効な方法を採用している教員もいると考えられる。そのような方法について情報を収集し，

ばいけないというわけではない。設問 5 の自由記述より，学内にはルーブリック以外の有

なお，ルーブリックはあくまでツールの 1 つである。何が何でもルーブリックでなけれ

討を進めていくことがルーブリックの有効活用につながると考えられる。

有していくことが必要である。その上で，教員及び学生の需要に応じて導入できるよう検

がある。まずはルーブリックが何に適し，何に適さないのか特性を明らかにし，情報を共

教員が多いといえる。そのような段階で一斉にルーブリックの導入を検討することは無理

以上より，全体としてルーブリックへの関心は見られるものの，使用には至っていない

４．まとめ

20

図 7 研修会で聞きたい内容

無回答

その他

３．ルーブリックの活用方法について

２．ルーブリックの作成方法について

１．ルーブリックの基礎的知識について

0

であるのか，どういった条件に不向きであるのか，わからないことも多いと考えられる。

れた。ルーブリックの存在は知っていても，具体的にどのような使い道があり，何に有効

図 7 より，ルーブリックの活用方法について聞きたいという意見が最も多いことが示さ

（複数回答可）

設問８ ルーブリックに関する研修会を実施する場合、どのような内容を聞きたいですか。

付録 1

3．教育推進センターの2018年度の活動

ルーブリック研修会理解度チェックシート（コメント）

評価の観点

評価の観点

ルーブリックについて説明できる
S

B

C

31

2

26

8

2

Aの想定を超えている
簡単な課題ルーブリックを作成でき 理由：
１ (普段から使用している)
る
２ (多角的な視点で作成できる)

15

15

3

Aの想定を超えている
同僚の先生方とこの3時間を楽し
理由：
み、ルーブリック活用への興味関心
が高まった
１ (講師と楽しめたから)

24

10

1

S

Aの想定を超えている
ルーブリックを評価に利用する際に 理由：
おける効果と課題を説明できる
A

ルーブリックについて説明できる

A

１ (ルーブリック作成の説明が
できる)
B

ルーブリックを授業でどう活用できそうか
・複数教員が単一科目を担当する際の基準の統一
・同じ科目の教員グループの意志疎通
・プレゼン評価、レポート評価、卒論指導・評価、フィールドワーク、ゼミ、コメント用紙への評価、実験、
グループワーク、細かな課題の評価、初年次教育
・教員が課題について何を求めているかの提示
・教員と学生で評価の視点とレベルを共有
・授業の初回と最終回で使用し、成果を明確にする（学習の達成度の確認）
・授業の目標設定
・授業の質の向上
・学生にルーブリックを作らせる
・授業の最終単位（成績）との関係を評価する
・根拠に基づく評価

ルーブリックの課題
・第三者に理解できるように示すためには時間がかかる（ルーブリックに係る説明を含む）
・複数教員間で利用する場合は、摺合せに時間がかかる
・評価に時間がかかる（実際の判定は難しそう）
・記述語について、あいまいな表現となる可能性がある
・観点、評価ともに細かくなりすぎず、具体的であることについては、表現することが難しい
・資料として示されていた「過不足なく」や「明確でない」は、客観的な評価ができない可能性がある
・学生側の自己評価の難しさ（自己評価が可能な具体的な項目設定）
・オンライン形式の充実化（集計の利便性）
・評価の観点や達成度等を学生に分かりやすく伝えることができるのか
・尺度におけるSとAの差は曖昧であったり主観が入る可能性がある
・ルーブリックが効果的でない科目への対応（数学系の科目、文章読解や内容理解が求められる科目）
・明確な基準が設定できない科目には不向き
・全ての人が納得できるルーブリックの作成は困難（評価の観点等の抜けなど）
・事前にルーブリックで示したことしか評価できなくなる
・学生が授業を通して、自由に考えることが阻害されないだろうか（固定的な評価になりがち）
・ルーブリックそのもののバラつきをどう統制していくべきか（大学間、学部間、教員間）
・ルーブリック評価について、学生が成績開示を要求するケースが想定される
・評価項目の作成や評価のランク付け（スケーリング）が難しい
・学生に対する周知徹底（意義と利用方法の理解度を高めることが必要）
・単なるチェックリストにならないような運用の工夫
・ルーブリックの項目にあわせた画一的なプロダクトになることへの懸念（オリジナリティや個性への対応）
・学生のレベルが低い場合、ルーブリック評価にあてはまらない可能性がある
・履修者の多い科目での利用方法

ルーブリックの効果
・評価基準の可視化（学生・教員ともに）、明確化できる
・学生との共通認識を持つことができる、動機づけができる
・学生も教員も期待と結果のずれを最小限にできる（ギャップの解消）
・授業デザインの際に目標を意識でき、内容の向上が図れる（改善の手がかり）
・効果的なフィードバックができる（少人数授業）
・他者評価と自己評価の両方から検討できる
・客観的な評価ができる
・形式知化できる
・評価の均質化ができる
・評価の再考、講義やテストの計画に有効である
・レポートやプレゼンテーションの採点ができる
・多様な観点から評価できる
・学生と教員との信頼関係が構築できる（学生とのコミュニケーションが深められる）
・学生の理解度を高めることができる（少人数授業）
・学生の苦手とするところを教員が把握できる（少人数授業）
・ボーダーライン上の学生の評価を適切に振り分けられる
・ピアレビューに活用できる
・学生にとり、効果的に学習することができる（学生の学びを促進させることができる）
・学生がレポートを作成する際のチェックリスト、ガイドラインとして活用できる（また振り返りも可）

付録２

3．教育推進センターの2018年度の活動

ルーブリック研修会理解度チェックシート（結果）
付録２

C

ルーブリックの説明ができる
ルーブリックの説明ができない

Aの想定を超えている
ルーブリックを評価に利用する際に 理由：
おける効果と課題を説明できる
ルーブリックの効果と課題を説明で
き、自身が担当する科目への活用場
面を想定できる
ルーブリックを評価に利用する際に
における効果と課題を説明できる
ルーブリックを評価に利用する際に
おける効果と課題の説明に不十分な
点がある

Aの想定を超えている
簡単な課題ルーブリックを作成でき 理由：
る

自身が担当する科目の課題ルーブ
リックを作成できる

簡単な課題ルーブリックを作成でき
る

課題ルーブリックの作成に不十分な
点がある

Aの想定を超えている
同僚の先生方とこの3時間を楽し
み、ルーブリック活用への興味関心 理由：
が高まった

同僚の先生方と3時間を楽しみ、今後
同僚の先生方とこの3時間を楽しむこ 同僚の先生方とこの3時間を楽しむこ
ルーブリックを実際に使ってみよう
とができた
とができなかった…
と考えている
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1

小論文作成の添削指導の一環

1

1

1

1
3

6回

7回

8回

10回
回答なし

回答数
10
4
1
1

1

1

グループ発表の箇所を削除した

学部で昨年試行したものを改訂

10

回答数

4

項目

２．改訂しなかった

１．改訂した

設問４ サンプルルーブリックを改訂して使用しましたか。

項目
１．役に立った
２．少し役に立った
３．あまり役に立たなかった
４．役に立たなかった

設問３ サンプルルーブリックは役に立ちましたか

1

3回

設問２ 学期内でルーブリックを何回くらい使用しましたか。
回答数
項目
1回
8

1

回答数
10
6
1

卒業論文

項目
１．プレゼンテーション
２．レポート
３．両方

1回

1/4

6回

6.3%

62.5%

6.3%

回答なし

12

学部で昨年試行したものを改訂

グループ発表の箇所を削除した

62.5%

10

４．役に立たなかった

10回

50.0%

8

２．改訂しなかった

25.0%

8回

6

３．あまり役に立たなかった

6.3%

6.3%

4

7回

6.3%

２．少し役に立った

25.0%

3回

6.3%

6.3%

6.3%
6.3%

18.8%

2

１．改訂した

設問４

１．役に立った

設問３

設問２

小論文作成の添削指導の一環

卒業論文

３．両方

２．レポート

１．プレゼンテーション

設問１

0

ルーブリック モニター調査結果まとめ

設問１ ルーブリックを使用した課題を選択してください（複
数回答可）。

付録3

1

1

1

1

1

5
12

回答数

回答数
5
3
7
1

項目

回答数

1

1

7

3

4

１．減少した
２．増加した
３．変わらない
採点には用いていない
これからのため、不明

項目

回答数
2
3
8
2
1

設問８ ルーブリックを使用したことにより採点の時間等は
短縮されましたか。

４．その他（人によって気づきがあり，卒業研究で本来学びとることの一端を理解した

４．その他（1月の最終プレゼンの成果による）

３．わからない

２．変わらない

１．変わった

設問７ ルーブリックを使用したことにより学生の課題に対
する取り組み（成果）は変わりましたか。

１．変わった
２．変わらない
３．わからない
４．その他（人による）

項目

設問６ ルーブリックを使用したことにより学生の
課題に対する理解は変わりましたか。

振り返り後の面談
添削指導におけるチェックポイントの
事前通知

学生に卒業論文の評価のポイントを
事前に知ってもらう
学生同士の評価に使用した

学生が事前に準備してきたものを発表
し、その内容の理解、発表の仕方を注
意して評価し、指導しようとした。

１．採点
２．学生自身の振り返り

項目

設問５ ルーブリックを使用したシチュエーションを教えてく
ださい。複数回答可

２．学生自身の振り返り

１．採点

43.8%

２．変わらない

2/4

0

6.3%

4

6

10

12

12.5%

３．変わらない

18.8%

４．その他（1月の最終プレゼンの成果による）

18.8%

25.0%

8

４．その他（人による）

31.3%

18.8%

２．増加した
これからのため、不明

50.0%

12.5%

6.3%

３．わからない

2

３．わからない

6.3%

43.8%

6.3%

２．変わらない

１．減少した
採点には用いていない

設問８

１．変わった

設問７

１．変わった

設問６

添削指導におけるチェックポイントの事前通
知

振り返り後の面談

学生同士の評価に使用した

学生に卒業論文の評価のポイントを事前に
知ってもらう

学生が事前に準備してきたものを発表し、そ
の内容の理解、発表の仕方を注意して評…

設問５

14

付録3

3．教育推進センターの2018年度の活動

回答数
10
0
6

２．メリットがなかった

３．どちらでもない

62.5%

1

回答数
12
3

設問１１

１．思う

18.8%

3/4

２．思わない

6.3%

そもそも、ルーブリック自体に一長一短があるように思われるから。

３．わからない

75.0%

採点基準を自分で明確化できたが、各項目をつぶさに検証する手間が多くなった、

明確には良く分かりませんでした。同時に配布しているチェックリストには、効果があるように見えま
した。ルーブリックの自己チェックすら忘れる学生も多く、学生が意識して課題を遂行していたかどう
か微妙なところです。

実際にひとりひとりの学生が様々な反応をしているので、こちらも臨機応変に対応しなければならない
ので、ルーブリックを活用するのは簡単ではない。

今回は試用のため、成績評価には繋げなかったが、学生の反応はさほど変わらなかった。成績評価に繋げてみな
いことには効果の有無はわからない。

課題を課す教員の自覚が高まった。

プレゼンの際に注意すべき点を手短に説明することができたから。

教員と学生の間で卒業研究に対する評価認識を共有できた

学生が他の学生をどのように評価しているかを客観的に知ることができた。その他、学生が他の学生を
ポイントを絞って評価することで、自身の発表を客観視することができ、注意すべき点を意識できるよ
うになったと考えられる。

評価ポイントの明確化、学生の相互評価によるフィードバック

ゼミナールの授業の意義や、社会人としての立ち居振る舞い（卒業後のプレゼンテーションやレポート
の書き方等）を、教員から指導されての「やらされ感」ではなく、自ら考え、自分自身のチェック、ゼ
ミ生同士での相互にチェックする等、主体的に取り組むことができました。その意味で、キャリア教育
としても意義深かったように感じました。

学生が卒業論文作成時にポイントを押さえたうえで作成することが可能となった。

発表に課している基準が明確になり、学生の意識が変わった

設問１２ ルーブリックに対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。

３．わからない

１．思う
２．思わない

項目

37.5%

理由は2点ある。1点目は，学生自身が自らの課題点に気付く手がかりとして機能したためである。2点
目は，ルーブリックが指導方針を見直す材料となったためである。もともとできていない学生の方がで
きている学生よりも自己評価が甘かった。面談をしてみると，できている学生は自ら課題点を洗い出し
ているのに対し，できていない学生はその自覚が無く，むしろそこそこできていると思っている傾向が
伺えた。そのため，できていない学生にはプレゼンのスキルよりも前に自分の課題点を認識できる能力
が身につくよう指導する必要があると考えられる。以上のように，ルーブリックによる自己評価とそれ
を利用した面談を組み合わせることでより適切な指導を考える材料を得ることができた。

同じ指摘事項を繰り返して伝える手間が省力できた

設問１１ 今回の使用した科目において、これか
らもルーブリックを使用してみようと思いますか。

どちらでもない

メリットがあった

0.0%

１．メリットがあった

設問９

設問１０ ルーブリックに対して前問のように回答した理由をお書きください。

項目
１．メリットがあった
２．メリットがなかった
３．どちらでもない

設問９ ルーブリックを使用したことでメリットはありましたか。

付録3

どちらでもない

メリットがあった

4/4

ルーブリックの内容は主観的でなく、より客観的な内容のほうが良いと思います。

今後の活用を推進するなら、もっと簡便化された形式を検討すべきだと感じた。

学生へルーブリックがどういうものか簡単に説明してから、ルーブリックを使用しました。しかし、前
述のように初めて見る学生も多いせいか、学生側がルーブリックを利用する意識が低い傾向がみられま
した。学生と教員の両者にメリットがないと、ただ使うだけになりそうな気がしました。

教育における指導が授業では中心になるので、ルーブリックをいちいち考えるのは難しい。

ルーブリックは教育や意思疎通の見える化であり，最初項目の書き出しは辛いが，それを活用する集団の資産に
なりうると考える．
学生の学習効果向上に結びつけるように授業設計と活用方法を改善したい。

十分な検討をせずにいただいたルーブリックを使用してしまったため、学生の評価等を見ながら、変更したいという
点が出てきました。今後、できるだけ多くのルーブリックを参照できれば、自身の授業等に応用しやすいものにアク
セスできるのではないかと感じました。自分でも作成してみたいと思います。

学生の相互評価における評価のばらつきへの対応が課題

授業に当たり、学生の目を見ている時間、話を聞いている時間が少しだけ減少し、ルーブリックやパソ
コンに目を落とす時間が増えてしまうことへの工夫を検討中です。

ルーブリックで授業がより良くなるわけではないというのが試用した感想です。重要なことは，授業を
どう見直したいのか目的を明確にして，必要に応じてツールを取り入れることにあると考えられます。
どういうツールが必要だという明確なイメージがなければ，またそのイメージに合致していなければ，
ルーブリックは何の機能も果たさないただの一覧表になると思います。そのため，ルーブリックの機能
は使用者のモチベーションやビジョンにかなり依存するといえます。必要とする人がそれぞれの使い方
で取り入れるのが最も良いかもしれません。

新規課題に対して、予めルーブリックを作成するの大変と感じている。今回は、過去の指摘事項を集約してルーブ
リックを作成している。

付録3

3．教育推進センターの2018年度の活動
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発表 を行った。

することは好ましくないのではないか。

森 有礼

鬢櫛 一夫

松本 友一郎

亀井 哲也

檀上 弘文

中村 将人

鈴木 崇児

中村 雅章

浅井 紀子

津村 将章

石原 彰人

清水 優

杢子 耕一

国際英語学部

心理学部

心理学部

現代社会学部

法学部

総合政策学部

経済学部

経営学部

経営学部

経営学部

工学部

工学部

スポーツ科学部

各グループのディスカッションおよび発表内容は、別添①～③を参照

カッション → カテゴリー分け → 発表 を行った。

・グループワーク： 個人で書き出した付箋をグループ内で共有し、様々な視点からディス

・個人ワーク： 良かった点を中心に付箋に書き出す

＜試用の振り返り＞

３．ルーブリック実践報告会の実施

宮澤 太聡

文学部

各学部からの参加者は、以下の通り。

た。

ン、発表、全体共有を行った。また、全学的な展開に向けた施策やアイデア等についても議論し

ワークをベースに、課題ルーブリックのメリットを中心に手法や効果等についてディスカッショ

本報告会は、国際教養学部の齊藤公輔先生がファシリテーターを務め、個人ワークとグループ

２．ルーブリック実践報告会の概要

いくための方策について十分な検討が必要である。そのため、一方的に結論づけて推進

告会」を開催した。

ていくのではないかと考えている。
以上

ど、少しずつ裾野を広げる活動を継続することで、ルーブリックを利用する学内文化が形成され

教員が中心となった報告会であったが、ルーブリック利用経験のない教員も参加していただくな

今後、このような機会を継続して設けることは非常に重要である。今回はモニター参加された

常に貴重なことであった。

見や経験を持つ教員が一堂に会し、充実した時間を過ごすことができたことは、一教員として非

意に触れあう機会は残念ながら決して多くはない。ルーブリックというツールのもと、様々な知

実践報告会の大きな成果である。多忙を極める中、自身の経験を共有しあい、互いの教育への熱

このように、ルーブリックについて教員同士が胸襟を開いて話し合う機会となったことは、本

れた。

いても、直接的および間接的なメリット、教員学生別のメリットなど、様々な次元で検討がなさ

て、そのデメリットも改めて浮き彫りになるなど、多角的な検討がなされた。またメリットにお

議論は非常に白熱し、活発な討論がみられた。ルーブリックのメリットを確認する作業を通し

践報告会の実施」および別添①～③に書かれたとおりである。

有する基盤を作る、の 2 点であった。この場で提出された具体的な意見は、
「３．ルーブリック実

今回の実践報告会の狙いは、①ルーブリックのメリットを確認する、②ルーブリックを学内共

４．ルーブリック実践報告会の振り返り（ファシリテーターの視点で）

簡単なものから始められる段階的なプロセスも必要と思われる。

アーカイブ（事例集）を示すことで、省力化を全面に打ち出すことが重要である。また、

グループ③

ルーブリックそのものをデータベース化することが必要である。授業運営に結びつけて

ブリック試用実践から得た経験等を振り返り、共有することを目的とした「ルーブリック実践報

グループ②

化していく（形にしていく）ことの必要性を説明していく。

報を正確に伝えることが大切である。また、現状の授業運営を肯定しつつ、授業を可視

ルーブリックを正確に使用するために、それが持つ機能や科目との相性等についての情

グループ①

各グループから発表内容は、以下の通り。

・グループワーク： 全学的な展開に向けた方策等のアイデア出し →

＜共有に向けた検討＞

付録 4

各学部により選出されたサンプルルーブリックを用いたモニター調査協力者を対象に、課題ルー

教育推進センター委員会は、ルーブリックの全学的な導入・活用の土台づくりの一環として、

１．ルーブリック実践報告会の目的

場所： 522 教室（名古屋キャンパス）

日時： 2019 年 1 月 25 日（金）17:00～19:00

ルーブリック実践報告会 報告書
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メンバー： 森有礼○、松本友一郎、檀上弘文、中村将人、浅井紀子

付録 4

メンバー： 鬢櫛一夫、中村雅章、鈴木崇児〇、清水優

付録 4

上記の内容を確認し、全体会議でそれらの意見を発表し、報告会を終了した。

価尺度とすることについては一定の留保を置くべきことが確認された。

②ルーブリックはあくまで成績評価の一部として用いられるべき基準であり、総合的な評

うな評価を行うかという判断のゲージとして機能する側面があること

が必要であろうとの認識で一致した。

化が必要であり、多くの授業で導入するためには、ある程度の自由度を残した画一的でない運用

ルーブリック評価の学内利用を拡げていくための方策として、データベース化やテンプレート

組んでいく必要性が感じられた。

リック評価自体に何か特定の問題があるという結論には至らず、今後の課題として引き続き取り

ブリック評価の限界であるのか？様々に考えることはできるものの、この部分についてはルーブ

いというものであった。メンバーの技量や課題内容の問題であるのか？教育ツールとしてのルー

が実感できたものの、ルーブリック評価のみでは、学生の学習意欲を高めるほどには至っていな

このグループの教員の共通認識としては、ルーブリック評価の実施によって、さまざまな効果

が多く、議論が成り立つほど意見の違いをお互いに認識できていなかったことが分かった。

昧な部分があり、また、評価項目やその重要性が学生・教員ともに十分に意識されていないこと

交わす機会が得られたことである。ルーブリックなどを使っていない場合には、教員の評価も曖

3 つ目の効果は、教員と学生の評価の違いや相互評価時の学生間の評価の違いについて意見を

が増える傾向にあるようであった。

内容や評価について学生とのコミュニケーションが増加し、教員と学生の間でインタラクション

を実施することが可能になるという意見もあった。いずれにしても、実践の結果からは、課題の

があった。また、評価項目や基準を可視化することによって首尾一貫した筋の通った授業や学習

が必ずしも高くない学生についても、ある程度自分がやるべきことを認識できていたという指摘

なからぬ教育・学修効果を齎すと考えられる。特にルーブリック評価の実施によって、学修意識

めて認識された。教員と学生の間で評価項目とその基準を可視化し、共通認識を持つことは、少

のか？また、学生はそれらを実際に認識しできていたのか？という問題をクリアする必要性が改

程度反映されていたのか？という最終評価段階に至る前に、常にこれらを提示・伝達できていた

①ルーブリックが大きく評価対象集団に基づく評価基準としての側面と、評価者がどのよ

るものの、ルーブリック評価の要件として書き出してみると実に多く、卒業論文の書き方にどの

いよう検討と意見交換を行った。その結果、

も伝えていることを整理して明文化できた。教員は何気なく、いくつもの条件を学生に言ってい

った。卒業論文の書き方について、満たすべき条件を項目別に学生に提示でき、普段口頭で何度

そののち、他のグループによるルーブリック活用のプレゼンテーションを聴講し、そこでな

確認した。

2 つ目の効果は、授業内容や評価に関する学生とのコミュニケーションに関する改善効果であ

しによって課題内容だけでなく、授業内容を考え直す契機になったという報告があった。

対象者及び評価者の主観に基づく相対的尺度としての運用をすることがありうることを

素が明確になること、また、評価項目をそれらの要素をもとに定量的に測る方法、これらの見直

①学生の理解度を測るツールとして有効であること

②本来は客観的な can-do 評価基準であるルーブリックも、対象集団のレベルに応じて評価

て客観的に考えることによって生じる教育面での効果であった。課題について評価する項目と要

１つ目の効果は、ルーブリック評価を計画・実施することによって、教員が自身の授業に対し

作業では、主としてルーブリックが、

グループディスカッションの中で共有された課題ルーブリックの効果は大きく 3 つに分けられた。

互に意見聴取を行いながら書き出した。それを模造紙の掲示板に張り付けて分類した。この

集中することになった。メンバーの半分の 2 人が卒業論文の評価にルーブリックを利用した。

ったため、自ずと関心も少人数の演習科目内でのプレゼンテーションやレポート（卒業論文）に

本グループのメンバーがルーブリック評価を導入したのは演習科目の課題ルーブリックであ

グル―プ２

ルーブリック実践報告会（グループワーク）

別添②

した表示形式に基づき、授業におけるルーブリック活用の印象や感想について、メンバー相

簡単な自己紹介とアイスブレイキングの後、統括司会の方の指示に従って、KJ 法を参考と

グループ１

ルーブリック実践報告会（グループワーク）

別添①
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メンバー： 宮澤太聡、亀井哲也、津村将章、石原彰人、杢子耕一○

複数教員で担当する科目や評価を行う課題について、共通の評価基準で行うことができ

成績評価の問い合わせを行う場合にも、評価の観点別に妥当性について確認することが

•

課題作成時に、同時に評価の観点を検討しておくことは、結果的に省力化につながる。

教員としての自分の立場を守ることにもつながる。

成績評価が相対評価から絶対評価に変更されてきた中で、説明責任を果たすことができ、

•

ィメイド」のルーブリックをアーカイブした事例集があると有効である。

いきなり「オーダーメイド」のルーブリック作成に取り組む前に、汎用化された「レデ

3. その他特記事項

•

•

2. まとめ・発表された内容

できるのではないか。

成績評価について、評価基準が明示されているので信頼性が高まるのではないか。

できるのではないか。

課題の評価の観点が予め明示されているので、効率的に意欲的に学修に取り組むことが

•

•

学生（クライアント）の観点から

高めることができる。

課題提出時に、学生自身が採点者の立場で自己評価を行うことができ、批判的思考力を

る。

課題掲示の際に、教員と学生のコミュニケーションツールとして役立つ。

•

•

同じコメントを繰り返し伝える必要がなくなる。

•

付録 4

•

教員（サプライヤー）の観点から

1. ディスカッションで示された内容

グループ３

導入した場合のメリットを中心に

ルーブリック実践報告会（グループワーク）

別添③
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2018 年度専門部会の活動
③

能動的学修推進部会全体報告

①能動的学修推進部会

全体報告
能動的学修推進部会長
坂田 隆文

１．能動的学修推進部会における主要な取り組み
能動的学修推進部会（以下、本部会）は、
（１）アクティブラーニングの学内推進のためのイベントの
開催、
（２）
「高大接続模擬講義教員紹介ガイド（2017 年度作成）
」の成果検討という２つのミッションを
掲げ、それらのミッションを果たすべく、以下の活動を行ってきた。
まず、アクティブラーニングの学内推進のためのイベントの開催については、４月７日（土）に新任
教員を中心にアクティブラーニング醸成のための研修「FD ワークショップⅠ」を開催した。また、春学
期中には、より幅広くアクティブラーニングを用いた教員を増やすべく「FD ワークショップⅡ」を企画
し、９月 14 日（金）に同研修を実施した。
次に「高大接続模擬講義教員紹介ガイド（2017 年度作成）
」の成果検討については、入試センターの協
力のもと、春学期中に前年度までの高大接続模擬講義の実施状況を把握・分析したうえで、東海圏の各
高校に同ガイドを配布し、夏～秋にかけて同ガイドの配布からどのような効果が見込まれるのかについ
て調査・検討した。
以下、それぞれに関して報告を行う。
２．本年度の活動内容と成果等
（１）アクティブラーニングの学内推進のためのイベントの開催
①ねらい
前年度までに新任教員を対象にアクティブラーニング研修（
「FD ワークショップⅠ」
）を行い、アクテ
ィブラーニングを用いた教育手法が学内で広まるようにしてきた。それに対して「新任教員だけでなく
既存教員にも同じような研修を行って欲しい」という要望や、
「年配の教員の方がそういった研修が必要
である」という指摘を受けていたことから、本年度は、概ね 30 代・着任 10 年未満の教員を対象とした
アクティブラーニング研修（
「FD ワークショップⅡ」）の企画・実施を行うことをねらいとした。
②ゴール
最終的なゴールは本学全教員がアクティブラーニングに関する理解を深め、実際にそれを講義に取り
入れられるようになることである。しかし、そのようなゴールを単年度で達成することは不可能であり、
本年度は比較的若手（概ね 30 代・着任 10 年未満）の教員向けにアクティブラーニングに関する研修を
実施することをゴールとした。
③実施内容
４月に「FD ワークショップⅠ」
（新任教員向け）を実施、春学期中に「FD ワークショップⅡ」
（概ね 30
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代・着任 10 年未満の教員向け）を企画、９月に実施した。
④振り返り（成果・結果）
「FD ワークショップⅠ」には 15 人（うち１名は希望参加による既存若手教員）が参加した。本ワーク
ショップの内容及びアンケート結果に関しては、
【参考資料１】として添付している。
次に「FD ワークショップⅡ」には 30 代の教員９名が参加した。本ワークショップの内容及びアンケー
ト結果に関しては、
【参考資料２】として添付している。
⑤課題
アクティブラーニングを学内に推進するという観点から見たときに、新任教員に対しては「FD ワーク
ショップⅠ」への参加を比較的強制力を働かせながら参加してもらうことができるが、中堅以上の教員
に対しては参加を促すことが困難である。本年度の「FD ワークショップⅡ」においても、学長名での案
内状を送ったにも関わらず参加者が９名と、予想をはるかに下回る参加者数であった。そのため、今後
の課題としては、
（１）本研修への参加をどのように促すか、（２）本研修は講義にアクティブラーニン
グを取り入れることのきっかけに過ぎず、実際に講義で活かすためのワンステップが必要である。その
工夫・しかけをどのようにするかを別途検討せねばならない、という２つが挙げられる。
また、年度途中に井口センター長から依頼された「ICT を活用したアクティブラーニングを推進するた
めのきっかけづくり」に関しては、
「FD ワークショップⅡ」において触れたものの、十分な成果をあげる
ことができなかった。
（２）
「高大接続模擬講義教員紹介ガイド」の成果検討
①ねらい
前年度までの高大接続模擬講義の実施状況を把握したうえで、2017 年度に作成された「高大接続模擬
講義教員紹介ガイド」を東海圏の高校に配布し、その効果を前年度までの実績と比較したうえで分析・
検討することをねらいとした。また、それを踏まえ、次年度以降の高大接続模擬講義の運営プランを立
案することもねらいとした。
②ゴール
本学における高大連携事業に関する提言あるいは実施を行うことをゴールとした。
③実施内容
広報部入試広報課・入試センターの協力のもと、2018 年度春学期初頭、それまでの高大接続模擬講義
の実施状況を把握・分析した。
その後、４月～６月にかけて愛知・岐阜・三重の高校を訪問した際に本学の高大接続改革に対する取
り組み状況の説明と合わせて、
「高大接続模擬講義教員紹介ガイド」を見せながら、本学への模擬講義依
頼を検討してもらうよう伝えた。
2018 年度末には、これらの取り組みによって高大接続模擬講義がどのように増えたのかを分析・検討
した。
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2019 年度以降については、引き続き広報部入試広報課・入試センターの協力のもと、高大接続模擬講義
の実施拡大に向けて、高校教員に働きかけを行うこととした。
④振り返り（成果・結果）
2018 年 4 月から 6 月にかけて、志願が多い東海 4 県の高校約 200 校に対して「高大接続模擬講義教員
紹介ガイド」を配付したところ、高大接続模擬講義が合計 14 校・17 学部系統で増加したことが報告され
た。
⑤課題
高校が模擬講義を依頼する場合、水曜もしくは木曜の午後の設定が多く、本学の会議日であったり、
授業日と重なったりするため断ることもあった。
入試広報課・入試センターが高校訪問の際に直接高校教員に説明をしながら「高大接続模擬講義教員
紹介ガイド」を配付してきたが、高校教員側にはこの紹介ガイドに掲載されている教員しか派遣できな
いと勘違いすることもあった。
高大接続模擬講義教員紹介ガイドに記載されている模擬講義テーマが、高校側が設定しているテーマ
と合わない場合、依頼がされない可能性があるため、高校側の依頼内容に合わせた表記に変更する必要
がある。
３．申し送り事項及び次年度以降の検討課題
本年度の申し送り事項及び次年度以降の検討課題は、以下の通りである。
（１）FD ワークショップの継続的実施
新任教員向けの FD ワークショップは比較的参加者を募ることが容易であるが、既存教員向けの研修に
いかに参加を募るのか、そして、この研修での学びを実際の講義にどのように活かしてもらうのかにつ
いては、次年度以降の検討課題として申し送りたい。
（２）
「高大接続模擬講義教員紹介ガイド」の成果検討
「高大接続模擬講義教員紹介ガイド」の成果検討自体は今年度行ったもので十分であると考えられる。
しかし、次年度以降の運営計画に関しては、全学的な流れの中で判断されるべきものであり、その動
向を踏まえる必要がある。そのため、本部会としては、申し送り事項として伝えられるものはないと判
断した。

最後に、迅速な会議の進行に積極的に協力して下さった部会メンバーへの感謝の意を示して本部会の
全体報告を終了することとしたい。
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FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

＊内容が変更となることがあります。

2017 年度開催ワークショップの様子

教育推進センター

＊ワークショップでは、アクティブラーニングに関する基礎知識（有用性、技法等）を習得するだけでは
なく、実際にアクティブラーニングを取り入れた模擬講義の体験、グループワークやその後の振り返り
を通じて、より効果的な授業づくりを考察する契機としていただきたいと考えています。

１．挨拶
２．プログラムの説明
３．アクティブラーニングを取り入れた
授業実践に向けての講義
４．模擬講義Ⅰ（大人数向け「マーケティング」
総合政策学部・坂田隆文教授）
５．アクティブラーニング体験Ⅰ（Think-Pair-Share）
６．模擬講義Ⅱ（少人数ゼミ等向け「ディベート」
総合政策学部・坂田隆文教授）
７．アクティブラーニング体験Ⅱ（グループワーク）
８．全体の振り返り

内容

主催：教育推進センター（教育企画課）

5 号館 522 教室

4 月７日（土）9:00～12:30

場所：名古屋キャンパス

日時：2018 年

ルの定着を目的としたワークショップです。

＊大学での指導・教授法、クラス運営等に関する基礎的スキ

新任教員の基礎的スキル（教授法）
【ご案内】
の定着を目指して

2018 年度 中京大学 FD ワークショップⅠ（基礎編）

2018 年度採用の専任教員の皆様

「人に教える」と振り返り

9

7

6

13

14

60.0%

46.7%

40.0%

86.7%

93.3%

46.7%

回答
なし

4

7

8

2

1

7

26.7%

46.7%

53.3%

13.3%

6.7%

46.7%

1

1

1

6.7%

6.7%

6.7%

3

7

どちらでもない

5

4

非常に有意義

1

1

全く有意義でない

6.7%

2

③
1

②
8

1

④
1

⑤

3

⑥

1

回答なし

⑥

④

③、⑤

②

設問 2.回答

その重要性を実感できた。

・意見を人前で発言することは難しかったが、ファシリテーターに誘導されたり、助けてもらうという体験ができ、

・理解を深めるための試みとして採用しようと思った。

・最後に今日の講義内容を人に話すことで、学習内容を定着させるということは、非常に有効だと感じた。

・大学における「教育」の位置についてのご見解

・これまでにディベートを実践したことがなく、参加することでの難しさなど多くのことが学べた。

・実体験を通して大切なポイントを知ることができた。

展開したいと思いました。

・専門分野外にも関わらず、自然と引き寄せられる様な感覚でマーケティングに興味を持ち、こういう授業を

・学生をどのようなにひきつけるのかがとても大切であると思った。また、その手法についても学べた。

・授業進行のテクニック（話し方、発問、距離感、間など）非常に参考になった。

・明日からでも授業に取り入れることのできるスキルが散りばめられていた点

・学生への質問の投げかけと興味を引く内容

り、生徒に Discussion をさせたりして、内容に引き込むスキルを少し盗むことが出来た。

・自分自身が実際に生徒の立場に立って考えることが出来、また、ユーモアを交えながら、質問をしていった

設問３．設問２の回答について、どういう点が印象に残りましたか。

①

設問 2．設問 1 の①から⑥の中で、特に印象に残ったのはどのプログラムでしたか。該当のプログラム
（①から⑥）に○を付けてください。（1 つのみ）

アクティブラーニング体験Ⅱ

⑥

ベート」）

模擬講義Ⅱ（少人数向け「ディ

アクティブラーニング体験Ⅰ

ケティング」）

模擬講義Ⅰ（大人数向け「マー

業の実践に向けての講義

⑤

④

③

②

①

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞを取り入れた授

プログラム

設問１．各プログラムについてお聞きします。各プログラムは、あなたにとって有意義な（参考になる）も
のでしたか。該当する数字（１から５）に○を付けてください。

2018 年度「FD ワークショップⅠ（基礎編）」に関するアンケート集計結果まとめ

3．教育推進センターの2018年度の活動

2

13

3

2

どちらでもない

1

全く有意義でない

5

9

3

1

2

どちらでもない

1

全く有意義でない

・新任教員に限る必要はないと思うから。

のスキルが求められ、導入のイメージをつかむことができませんでした。

・大人数向けの内容は参考になることや、意識を変えればすぐに実践できるものが多くあった反面、少人数向けの内容は熟年

・多くの教員がぶち当たる壁の壊し方はないように感じたため。

・理念的なところに限定されることなく具体的に役立つことが多かった。

ました。また、新人の先生方と授業について意見を交わすことができ、非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。

・アクティブラーニングの意義を知り、模擬授業を拝見させていただくことで、授業をする上での様々なテクニックを学ぶことが出来

・このような機会は初めてで、これから授業を行う上でとても役に立った。これからを想定すると非常に良いものだった。

・今後自分が授業をしていく上で勉強になりました。

・授業を他の大学で経験していても、発見できることが多かったから。

なった。教授法をもっと学んでみたいと感じた。

・受講して、非常に面白いと感じた。様々なスキルについて学ぶことができた。自分の足りない部分を客観的に見直すキッカケと

・講義の進め方について学ぶことができる機会がないので貴重であるから。

夫に関するポイントやスキルを教えていただけるのは本当にありがたいです。

・これまで研究を中心に行ってきた新任教員にとっては、初めて多くの講義を持つことになるので、この時期に様々な授業の工

・いろいろと細かいテクニック的なもの（身近な話題からはじめる、歩き回る、質問を小刻みに入れる）など、学習できた。

授業プランのスムーズさが全然違います。教員の負担軽減にも貢献してます。

学ぶべきだと思います。90 分という限られた時間を最大限に生かすコツが凝縮されていて、先生の授業を受ける前と今では

・坂田先生の教授法は、新任の先生に限らず、"passive learning"が主体だった頃、高校生・大学生だった世代がみんな

た。

・授業開始に向けた準備で疑問に思っていたことや、誰に聞いたらいいかわからなかったことを、良いタイミングで聞くことができ

・具体的な事例をあげられつつ、臨機応変に質問に答えられて、より身につく講習だと感じられたから

設問 6．設問 5 の回答について、なぜそのように受け止めたのかをお聞かせください。

4

5

非常に有意義

設問 5．当ワークショップの目的と内容は適切なものでしたか。該当する数字（1 から 5）に○を付けてく
ださい。

4

5

非常に有意義

設問４．当ワークショップ全体についてお聞きします。当ワークショップは、あなたにとって有意義な（参考
になる）ものでしたか。該当する数字（1 から 5）に○を付けてください。

・平日に開催してもらえるとありがたいです。

・授業をするようになって 5 年目ですが、もっと早くに受けたかったという想いと、今年受けさせて頂けてよかったと感じております。

・豊田キャンパスで実技についてもやってほしい。

・年数によらず、様々な世代の教員に門を開くべき。

・お互いのディスカッション、ディベート時間をもう少し長くとっていただけるとより体験が深まると思います。

・同上。大規模授業に特化して複数の講師を招くなども面白そう。

・考える時間と質問の時間にゆとりがあればよりいいと思う。

・有意義な研修に参加させていただき、ありがとうございました。

ろしくお願いします。

入を積極的に取り入れている先生がいらしたら、テクニック等見てみたいです。もっと質問できる時間を作ってほしい！です。よ

・開催時期は今ぐらいでよいと思います。講師もまたぜひ坂田先生にお願いしたいですが、もしもほかにアクティブラーニングの導

・時期、時間ともに適切と感じました。

設問 8．当ワークショップに関して、ご意見や次回以降へのアドバイス等があればお聞かせください。
例）案内時期、開催時期、会場、講師、プログラム内容等

数向けの内容と同等の収穫を得られたかもしれません。

・私自身が未熟であるため、少人数向けの内容では大きな収穫を得ることができませんでした。もう少し時間があれば、大人

・自分が研修をふまえて授業をやってみることが出来ると良い。

・理系でも取り入れられるアクティブラーニングを紹介してほしい。

・年数によらず、様々な世代の教員に門を開くべき。

・初週の土曜日は時間的に厳しいかもしれません。

・ディベートの時間がもう少し長ければ嬉しいなと思いました。

・講師相手の自由形式の質疑応答の時間がもっと長ければなおよかった。

をまとめにくい講義などの講義における細かい工夫なども知りたかった。

・質問の時間がもう少しほしかった。あまりアクティブラーニングに適さない身近な話題から入りにくい、大人数でディベート、結果

ラーニングとは何か）などは、省略してもよいのではないかと思いました。

・新任教員とは言え、非常勤講師などで、教員経験のある方が多くいらっしゃると思うので、あまりにも基本的なこと（アクティブ

げ方、総括の仕方、導き方など、課題が多いと思ったためです。

・坂田先生にもっと質問したかったです。特にディベートは私自身授業の中で取り入れてことが数回あり、モーティベーションの上

・一つ一つのプログラムにもう少し余裕のある時間設定だとより嬉しい。

・「みんなで昼食」は前年のようにあってもよかったかと。（仲間意識の醸成という意味で）

設問 7．当ワークショップに関して、改善すべき点があればお聞かせください。

3．教育推進センターの2018年度の活動
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＊内容が変更となることがあります。

教育推進センター

＊ワークショップでは、アクティブラーニングに関する知識（有用性、技法等）を確認するだけではなく、
実際にアクティブラーニングを取り入れた模擬講義の体験、グループワークやその後の振り返りを通じ
て、より効果的な授業づくりを考察し、実践においての悩みを解決する契機としていただきたいと考え
ています。

１．挨拶
２．プログラムの説明
３．アクティブラーニングを取り入れた授業を実施
する上でよくある悩み
４．模擬講義Ⅰ（大人数向け「マーケティング」
総合政策学部・坂田隆文教授）
５．アクティブラーニング体験Ⅰ（Think-Pair-Share）
６．模擬講義Ⅱ（少人数ゼミ等向け「ディベート」
総合政策学部・坂田隆文教授）
７．アクティブラーニング体験Ⅱ（グループワーク） 2018 年度開催ワークショップⅠの様子
８．全体の振り返り

内容

主催：教育推進センター

5 号館 522 教室

1４日（金）10:00～14:30

場所：名古屋キャンパス

日時：2018 年９月

においての悩みの解決を目的としたワークショップです。

ル、特にアクティブラーニングスキルの定着ならびに実践

＊大学での指導・教授法、クラス運営等に関する基礎的スキ

若手教員の教授法の向上
を目指して 【ご案内】

2018 年度 中京大学 FD ワークショップⅡ

アクティブラーニング体験

「人に教える」と振り返り

11.1%

0.0%

0
1

22.2%

33.3%

88.9%

0.0%

2

3

8

0

5

非常に有意義

4

2

3

4

1

6

4

44.4%

22.2%

33.3%

44.4%

11.1%

66.7%

2

6

4

2

0

2

3

13.3%

40.0%

26.7%

13.3%

0.0%

13.3%

どちらでもない

1

1

0

0

0

0

2

6.7%

6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

0

0

0

0

1

全く有意
義でない

1

0

0

0

0

1

回答
なし

0

①
8

②
0

③
1

④

0

⑤

0

⑥

6
40.0%

2
13.3%

0.0%

0

3

5
回答

どちらでもない

4

非常に有意義

0.0%

0

1

全く有意義でない

6.7%

1

2

設問４．当ワークショップ全体についてお聞きします。当ワークショップは、あなたにとって有意義な（参考になる）もので
したか。該当する数字（1から5）に○を付けてください。

②

・内容に入りやすいお話の進め方だと感じました。自分の科目にも取り入れることができそうな部分もあり、と
ても印象に残りました。
・実践例を拝見することで、自分の中で、多くの気づきがあり、アクティブ・ラーニングへの応用可能性が感じら
れた。
・模擬講義を受講することで、学生と関わりを持ちながら講義を進行する方法を学生目線で体験することが出
来た点。
④ ・フリーディスカッションすると様々なひらめきがありよかった。

・大人向けの講義として、テンポよく分かりやすく実践されており、学習者の立場から「当てられる者の気持ち」
などが分かって興味深かった。

設問３．設問２の回答について、どういう点が印象に残りましたか。

回答

設問2．設問1の①から⑥の中で、特に印象に残ったのはどのプログラムでしたか。該当のプログラム（①から⑥）に○
を付けてください。（1つのみ）

⑥

グループワーク（ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ実
④
施の悩み等解決）
グループワーク(CHUKYO MaNaBo
⑤
を通じた授業運営）

③

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞを取り入れた授業を
①
実施する上でよくある悩み
模擬講義Ⅰ（大人数向け「マーケ
②
ティング」）

プログラム

設問１．各プログラムについてお聞きします。各プログラムは、あなたにとって有意義な（参考になる）ものでしたか。
該当する数字（１から6）に○を付けてください。

2018年度「FDワークショップⅡ」に関するアンケート集計結果

3．教育推進センターの2018年度の活動

5

1
0.0%

0

1

全く有意義でない

0.0%

0

2

・数年に一度全教員がこういったプログラムを受ける機会があればいいと思いました。

・時期をあと2週ほど早めて欲しい。ＯＣと時期が近いのが．．．

・9名と少人数のプログラムであったのは良かったと思う。

・MaNaBo活用の実践 様々な機能と例を挙げて実際に使ってみたい。

・いくつかのアクティブラーングの手法をたくさん体験できる場にすると良いと思います。

設問8．当ワークショップに関して、ご意見や次回以降へのアドバイス等があればお聞かせください。
例）案内時期、開催時期、会場、講師、プログラム内容等

・出席すべきなのは若手教員ではないのではないでしょうか。若手教員は意識が高いように思います。

・MaNaBoは別にワークショップを行うべきだと思います。

以上

設問7．当ワークショップに関して、改善すべき点があればお聞かせください。
・ワークショップ自体をもっと「アクティブ・ラーニング」な場にして、様々な方法を体験できるようにしたらよいのではな
いか。
・MaNaBoの機能の説明を実際ＰＣを使って体験したかった。

・時間の限りはあるが、受講者自身の模擬授業を見てもらう機会があればなおよかった。

・自分の考えがある程度正しかったことの証明にもなりました。しかしながら、プログラミング科目に活用できることば
かりではないので、もう少し近い形式の科目を担当している先生と深くディスカッションできる機会があるとよかったと
思いました。
・模擬講義やアクティブラーニング実践等は、フィードバックや新たな知見が得られたが、MaNaBoについては事例報
告のようで、新たな知見が得られなかった。

・実際に直面するであろう問題に対して実体験に基づいた対策を聞くことができた。

・個人的な悩みのタネであった大講義でのアクティブラーニングについてヒントを得られたから。

・アクティブ・ラーニングスキルではないということが一日を通して発見できた。土台となるのは教員1人1人の教育に
対するモチベーションと準備かと感じた。

設問6．設問5の回答について、なぜそのように受け止めたのかをお聞かせください。

6.7% 33.3% 20.0%

3

3

5
回答

どちらでもない

4

非常に有意義

設問5．当ワークショップの目的と内容は適切なものでしたか。該当する数字（1から5）に○を付けてください。

3．教育推進センターの2018年度の活動
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3．教育推進センターの2018年度の活動

⑷ イベント・刊行物・ホームページ
① イベント
1 ．FDワークショップⅠ ～新任教員がアクティブラーニングを学ぶ～
新任教員が就任当初に直面する大学での指導・教授法、クラス
運営に関する基礎的スキルの定着を目的に実施
実施時期：2018 年 4 月 7 日



2 ．FDワークショップⅡ
大学での指導・教授法、クラス運営等に関する基礎的スキル、
特にアクティブ・ラーニングスキルの定着ならびに実践において
の悩みの解決を目的に実施。
実施時期：2018 年 9 月 14 日


3 ．ルーブリック研修会
専任教員を対象として、ルーブリックの導入・活用に向けた契
機とするため、①ルーブリックの理解、②ルーブリックを活用し
た課題評価、③ルーブリックの作成について、ワークショップ形
式で実施。
実施時期：2018 年 12 月 15 日


4 ．ルーブリック実践報告会
学部から選出されたルーブリックモニター調査実施者を対象
として、課題ルーブリックを授業で試用し、試用から得た経験等
を全学的に共有することで、今後のルーブリック活用推進に向け
た足がかりとしていくことを目的とし個人ワーク・グループワー
ク形式で実施。
実施時期：2019 年 1 月 22 日
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3．教育推進センターの2018年度の活動

②

刊行物

1 ．FD 活動報告書（冊子・WEB 掲載）
本学における FD 活動を年度ごとにまとめた冊子です。
発行時期：該当年度の翌年度の 6 月頃
主な内容：センター・委員会の組織構成、今年度の活動
各学部・研究科の FD 活動報告
授業改善のためのアンケート結果データ

等



2 ．FD NEWS（冊子・WEB 掲載）
本学が行うさまざまな FD 活動について、学生や保
護者、教職員が情報共有することを目的として発行し
ている冊子です。
発行時期：
【春号】 4 月
【秋号】10 月～11 月頃



③ ホームページ
URL

http://www.chukyo-u.ac.jp/information/fd/

教育推進センターで行う取り組みやイベント、刊行物等について情報発信しています。
■項目
・更新情報・お知らせ
・センター長挨拶
・概要・規程
・活動・取り組み
・授業改善のためのアンケート
・刊行物
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＊内容が変更となることがあります。

教育推進センター

＊ワークショップでは、アクティブラーニングに関する知識（有用性、技法等）を確認するだけではなく、
実際にアクティブラーニングを取り入れた模擬講義の体験、グループワークやその後の振り返りを通じ
て、より効果的な授業づくりを考察し、実践においての悩みを解決する契機としていただきたいと考え
ています。

１．挨拶
２．プログラムの説明
３．アクティブラーニングを取り入れた授業を実施
する上でよくある悩み
４．模擬講義Ⅰ（大人数向け「マーケティング」
総合政策学部・坂田隆文教授）
５．アクティブラーニング体験Ⅰ（Think-Pair-Share）
６．模擬講義Ⅱ（少人数ゼミ等向け「ディベート」
総合政策学部・坂田隆文教授）
７．アクティブラーニング体験Ⅱ（グループワーク） 2018 年度開催ワークショップⅠの様子
８．全体の振り返り

内容

主催：教育推進センター

5 号館 522 教室

1４日（金）10:00～14:30

場所：名古屋キャンパス

日時：2018 年９月

においての悩みの解決を目的としたワークショップです。

ル、特にアクティブラーニングスキルの定着ならびに実践

＊大学での指導・教授法、クラス運営等に関する基礎的スキ

若手教員の教授法の向上
を目指して 【ご案内】

2018 年度 中京大学 FD ワークショップⅡ

＊内容が変更となることがあります。

2017 年度開催ワークショップの様子

教育推進センター

＊ワークショップでは、アクティブラーニングに関する基礎知識（有用性、技法等）を習得するだけでは
なく、実際にアクティブラーニングを取り入れた模擬講義の体験、グループワークやその後の振り返り
を通じて、より効果的な授業づくりを考察する契機としていただきたいと考えています。

１．挨拶
２．プログラムの説明
３．アクティブラーニングを取り入れた
授業実践に向けての講義
４．模擬講義Ⅰ（大人数向け「マーケティング」
総合政策学部・坂田隆文教授）
５．アクティブラーニング体験Ⅰ（Think-Pair-Share）
６．模擬講義Ⅱ（少人数ゼミ等向け「ディベート」
総合政策学部・坂田隆文教授）
７．アクティブラーニング体験Ⅱ（グループワーク）
８．全体の振り返り

内容

主催：教育推進センター（教育企画課）

5 号館 522 教室

4 月７日（土）9:00～12:30

場所：名古屋キャンパス

日時：2018 年

ルの定着を目的としたワークショップです。

＊大学での指導・教授法、クラス運営等に関する基礎的スキ

新任教員の基礎的スキル（教授法）
【ご案内】
の定着を目指して

2018 年度 中京大学 FD ワークショップⅠ（基礎編）

2018 年度採用の専任教員の皆様

3．教育推進センターの2018年度の活動

① イベント
1 ．2018 年度 FDワークショップⅠ（基礎編）

2 ．2018 年度 FDワークショップⅡ

⽉ 15 ⽇（⼟）13:00〜16:00

＊内容が変更となることがあります。

昨年度の研修会の様⼦

教育推進センター

★ルーブリックに関する基本的知識を学び・深め、またその作成と活⽤⽅法を
実際に体験することで、授業内での積極的な活⽤につなげていくことを⽬的
としています。

１．挨拶
２．趣旨・全体の流れの説明
３．講義「ルーブリックに関する基礎知識」
４．ワークⅠ「ルーブリックの作成」
５．ワークⅡ「ルーブリックの活⽤」
６．発表
７．全体の振り返り

内容

主催：教育推進センター

場所：名古屋キャンパス 図書館・学術棟 172 教室

⽇時：2018 年 12

＊学⽣に提⽰した課題を評価する際に、教員は必ず何かしらの観点や基準に基づ
き、評価をしています。しかし、この評価の観点や基準が明確に提⽰されていない
場合や、教員の意図が学⽣に⼗分伝わっていない場合、公正かつ⼀貫性のある
評価ができていないと思われる可能性があります。ルーブリックは、こうした問題を
解決する⼀助となるツールです。今回の研修会の講義において、ルーブリックに関
する基本的知識を学び、その後のワークで評価の観点と基準を可視化し、次にサ
ンプルエッセイを実際に評価することで、評価の観点と基準の最適化とその伝達の
仕⽅などが了解できることでしょう。

〜ルーブリックの利点を実感する〜

2018 年度ルーブリック研修会

3．教育推進センターの2018年度の活動

3 ．ルーブリック研修会
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教育推進センターの主な活動（2018年度）

授業改善のためのアンケート結果

教育に関わる学生団体

❷

❸

❹

ルーブリック

ルーブリック活用推進に向けた今年度の活動

ルーブリックの実践事例

［特集］ルーブリック

1

❽

❼

❻

1 ．FD NEWS

FDとは、授業内容・方法や広く大学の教育に係る活動を改善し向上させるための組織的な取り組み
（Faculty Development）
のことを意味します。中京大学では、
ＦＤを 大学のすべての者の幸せのため
と位置づけ、それを目指して学生・教員・職員
（三者）
がベストを尽くすもの
（For Doing our best）
と
とらえています。

②

CONTENTS

中京大学の
ＦＤとは

16

2018.11.1 No.

For Doing our best!

3．教育推進センターの2018年度の活動

刊行物
No.16
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8

法学部の学生がより
大学生活を過ごしや
すくなるよう様々な
支 援 活 動を行う、法
学部教授会公認の学
生団体。教育に関わ
るイベントとしては、
これまでに
●法学部ゼミ対抗
プレゼン大会（各ゼミの学生が研究成果を発表）
●法学部ゼミナール相談会（ゼミの実際の活動内容を先
輩学生から聞けるイベント）
を主催・開催し、好評を得ている。
その他にも、
ゼミ内やゼミ同士の親睦を深めるための「ゼ
ミ対抗スポーツ大会」
や、法学部同窓会との連携企画とし
て同窓生と就職活動等についてじっくり話し合うためのイ
ベントを開催している。
今後も、上記の活動を継続し、法学部生の直の声を聞き
ながら、
よりよいサポートに努めていく。

One World Collective
（通称：ワンコレ）
は、
経営学部の
国際化を進めるための学生コミュニティとして2015年に
誕生。
現在の活動は、
経営学部生向けの
●留学生との企業施設見学会
●ネイティブ講師との交流会
●アメリカの大学生との交流会
などを企画・運営し、同学部のグローバル化を推進する。
また、オープンキャンパスなど他の学内行事への参加協
力を通じて、学内外に向けた経営学部のグローバル化PR
活動に携わる。
これらの活動を通して、グローバル化に関
心を持つ経営学部生同士の関係も強化。設立から3年と
若い団体のため
手探りの活動も
少 な くな い が 、
自分たちで新た
ものを作り上げ
ていく活動が学
生達の成長につ
ながっている。

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
URL： http://www.chukyo-u.ac.jp/information/fd/

発行：中京大学 教育推進センター

Ｃｌａｒ
ｉ
ｓ

ワンコレ

Email： fd-oﬃce@ml.chukyo-u.ac.jp

新入生オリエンテーションの企画・運営を中心に活動する
経営学部公認の学生団体。月1回の全体会議を通して新
入生を迎え入れる準備を行う。新入生オリエンテーション
では、
●履修登録の方法に関するプレゼンテーションと個別履
修相談
●名古屋キャンパスの利用方法を知るためのキャンパス
ツアー
●資格取得に向けた相談会の開催
などの活動を通し、
新入生に本学での学び方と過ごし方を
アドバイスする他、身近な先輩としてとても心強い存在と
なっている。
また、
教育懇談会にて
学生代表として
のプレゼンテー
ションやオープ
ンキャンパスの
相談コーナーの
担 当など、経 営
学部のイベント
もサポートする。

本学のFD活動の
成 熟を目指し、大
学の主たる構成員
である学生が主体
的に学びについて
考え、全学的なFD
活動に貢献するこ
とを目的に、2012
年度より始動した
のが「SearCH（学
生の声に耳を傾ける中京大学を目指し、Student ear
CHUKYOを略して命名）
」
。
これまでにSearCHでは、
●授業内容の向上…授業方法等の改善に係る取り組み
●学修環境の向上…授業を取り巻く環境の改善に係る取
組み
●交流での気づき…学生間交流による学生の自己成長、
能力向上に係る取り組み
を中心に幅広な活動を展開してきた。今後も学生の声や
学内外の活動における意見などを取り上げ、さらに良い
大学を目指して活動をしていきたい。

（正式名称：中京大学法学部改革向上学生委員会）

ＪＪスタッフ

ＳｅａｒＣＨ
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4．各学部・研究科
教育上の取り組み・目標シート

4
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1

カリキュラム改定により新たに設置された科
目を、①授業評価アンケート、②担当教員との情
報交換を通じて、2019年度より、カリキュラム
マップの記載内容により的確に到達できるよう
な内容のシラバスにする。

カリキュラム改定により新たに設置された科
目を、①授業評価アンケート、②担当教員との情
報交換を通じて、適宜関係科目間で調整と修正
を行う。2019年度よりカリキュラムマップの記載
内容により的確に到達できるような内容のシラバ
スにする。

日本文学科「カリキュラム
改定による学科教育の充
実」

言語表現学科「カリキュラ
ム改定による学科教育の
充実」
■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

Ⅲ．新規／継続

2019年 4 月

2019年 4 月

2019年 3 月

2019年 3 月

Ⅳ．達成予定時期

文学部 3 学科共通
「卒業研
卒業研究に関して基準を設けることによって、 ■新規
2019年 4 月
究の字数等基準の明確化」 学習成果が計りやすくなる。
□継続
L（
）年度から
の継続

「踏査基礎演習Ⅰ・Ⅱ」は、歴史文化学科の 2
年生の必修科目で、専任教員全員で同じ目標で
取り組んでいる。この授業の目標は、特定の地域
を対象として学生自身グループで踏査をしつつ、
当該地域の歴史文化に関する情報を集めて論理
的考察に基づいて報告することにある。調査した
内容は、合同発表会で全員が報告する。この授業
で、文献調査能力・計画能力・現地調査能力・
プレゼンテーション能力が身につくようにする。
昨年度の「振り返り」で、Ⅰ・Ⅱで分かれるため
継続性の困難さを述べたが、カリキュラム上での
通年化は来年度以降になるので、今年度は従来
通りのⅠ・Ⅱとなる。そのため、各教員ともに、
夏休みの課題設定などをして、Ⅰ・Ⅱの継続性を
はかるようにする。

歴史文化学科
「踏査基礎演
習Ⅰ・Ⅱ」での実証的・体
験型学習の取り組み

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

史料読解力育成のため、1 年次からくずし字で
書かれた古文書の読解を行なう授業を必修科目
として実施している。目標は、文書読解能力を身
につけるようにし、自らも積極的に古文書史料へ
の関心を高めることである。そのため , 昨年度と
同様に、①毎回くずし字の古文書を全員に読ま
せ、宿題文書も配布して文書読解能力の促進、②
自主的学習ができるように、テキスト以外の自主
教材史料の配布。③古文書室所蔵の史料にふれ
たり、名古屋市博物館所蔵文書の見学を行なっ
て、古文書への関心を高める、という取り組みを
行なうが、昨年度の「振り返り」
「改善策」で述
べたように、今年度から TA を入れてより丁寧な
指導を実施して、学生各人の読解能力を高めるよ
うにする。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

歴史文化学科
「古文書読解
入門」での読解力獲得のた
めの自主的学習

文学部

①

この授業は、歴史学におけるアカデ
ミック・スキルズを身につけるものであ
る。毎年積極的でない受講生も少しはみ
えるが、その積極性は成績に結び付いて
いる。次年度は、史料を読む意味などを
周知し、より古文書への関心を高める取
り組みをとりいれていく。また、昨年同
様、TA を導入していくが、積極的でな
い学生への指導の強化をはかる。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

言語表現学科では、隣接する日本文学科とともにに
2018年度よりカリキュラムを改定した。今年度はその改
定により新たに設置された科目（名称変更も含む）につ
いて、授業評価アンケートを実施してカリキュラム改定
の効果の把握を行い、授業方法の改善に利用した（言語
表現学科会議（2018年 8 月24日）
・言語表現学科会議資料
（2018年 8 月 1 ・24日）
）
。他に学科内に自己点検評価活動
を行う小部会を設置、授業担当者間で自己点検・評価活動
を行い、シラバス改定に反映させた（言語表現学科新カ
リキュラム自己点検・評価日本語学小部会議事録（2019
年 2 月13日）
）
。

日本文学科では、言語表現学科に合わせて2018年度よ
りカリキュラムを改定した。今年度はその改定により名称
変更された科目について、授業評価アンケートを実施し
カリキュラム改定の効果の把握を行い、シラバス改定に
反映させた（日本文学科会議議事録（2019年 2 月13日））。

共有したアンケート結果を授業の
フィードバックに利用し、授業評価アン
ケートにより引き続き効果測定を行い、
適宜授業方法等を改善、シラバスを改定
する。卒業時自己成長評価アンケートで
の学生の自由記述意見を踏まえて、卒業
研究合同中間発表会の実施について検討
する。

共有したアンケート結果を授業の
フィードバックに利用し、授業評価アン
ケートにより引き続き効果測定を行い、
適宜授業方法等を改善、シラバスを改定
する。

踏査の成果は12月 7 ・14 ・21日の合同発表会での報告
次年度からカリキュラムが改訂され、
にあらわれた。各班の差はあるが、各教員の指導により、「踏査基礎演習」は通年授業となり、継続
文献調査能力・計画能力・現地踏査能力・プレゼンテー 性がはかられる。また、次年度から、授
ション能力が定着した成果がみられた。ただ、文献調査 業計画内に研究倫理教育をとり入れる。
が不十分で、ネット情報に頼るなども安易な発表もあっ より研究上のルールを踏まえた文献調査
た。Ⅰ・Ⅱに分かれているため、継続的な取り組みが行 法の指導を行い、資史料やネット情報の
ないにくかったものの、夏休みの課題設定を生かした班 扱い方も周知させる。
もあり、継続性の改善もみられた（別添資料臨時歴史文
化学科会議議事録（2019年 3 月 7 日）
・別添資料「踏査基
礎演習を終えて」
「中京大学文学部歴史文化学科 踏査基
礎演習Ⅰ・Ⅱ 調査発表記録 2018年度 N 班（小早川ゼ
ミ）
」
）
。

今年度も、①毎回テキストを配布による古文書学習の
実施、②自主的学習のための教材配布、③古文書にふれ
る機会の設定、以上のことを実施し、TA を入れて一定
程度の効果をあげた。TA 導入によって、より丁寧な指
導を行ったため、古文書に関心のある学生や積極的な学
生には向上がみられた。一方、積極的ではない学生への
効果は不明である。今回は試験問題が少し難しかったこ
ともあり、平均点は下がり、昨年同様、成績の差がみら
れた（別添資料臨時歴史文化学科会議議事録（2019年 3
月 7 日）
・別添資料「
「古文書読解入門」授業内容案）。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

3 学科で相談しながら、卒業研究の字数等に関して共
日本文学科・言語表現学科・歴史文化学科主任が「卒
2019年度新入生卒業時の2022年度に卒
通基準を定める。議論の進捗次第であるが、可能であれ 業研究」の提出要件を明確化するため、2019年度新入生 業時自己成長評価アンケートを実施し、
ば次年度の『学生便覧』に基準を記載する。
向けの『学生便覧』に卒業研究についての記述を追加し 「卒業研究」の提出要件の明確化について
た（文学部教授会議事録（2019年 2 月13日））。
効果測定を行う。

言語表現学科では、隣接する日本文学科とともにに
2018年度よりカリキュラムを改定した。今年度はその改
定により新たに設置された科目（名称変更も含む）につ
いて、①授業評価アンケート、②担当教員との情報交換
を実施してカリキュラム改定の効果の把握を行う。そし
てその結果を2019年度シラバスへと反映させる。

日本文学科では、言語表現学科に合わせて2018年度よ
りカリキュラムを改定した。今年度はその改定により新
たに設置された科目（名称変更も含む）について、①授
業評価アンケート、②担当教員との情報交換を実施して
カリキュラム改定の効果の把握を行う。そしてその結果
を2019年度シラバスへと反映させる。

「踏査基礎演習Ⅰ・Ⅱ」
（歴史文化学科 2 年生・必修科
目）で、専任教員全員で同じ目標で取り組む。実行事項
は、特定の地域を対象として学生自身グループで踏査を
しつつ、当該地域の歴史文化に関する情報を集めて論理
的考察に基づいて報告することである。調査した内容は、
合同発表会で全員が報告する。この授業で、文献調査能
力・計画能力・現地調査能力・プレゼンテーション能力
が身につくようにする。昨年度の「振り返り」で、Ⅰ・
Ⅱで分かれるため継続性の困難さを述べたが、カリキュ
ラム上での通年化は来年度以降になるので、今年度は従
来通りのⅠ・Ⅱとなる。そのため、各教員ともに、夏休
みの課題設定などをして、Ⅰ・Ⅱの継続性をはかる。

史料読解力育成のため、1 年次からくずし字で書かれた
古文書の読解を行なう授業を必修科目として実施する。
実行事項は、文書読解能力を身につけるようにし、自ら
も積極的に古文書史料への関心を高めることである。そ
のため , 昨年度と同様に、①毎回くずし字の古文書を全員
に読ませ、宿題文書も配布して文書読解能力の促進、②
自主的学習ができるように、テキスト以外の自主教材史
料の配布。③古文書室所蔵の史料にふれたり、名古屋市
博物館所蔵文書の見学を行なって、古文書への関心を高
める、という取り組みを行なう。が、昨年度の「振り返
り」
「改善策」で述べたように、今年度から TA を入れて
より丁寧な指導を実施して、学生各人の読解能力を高め
る。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑴ 文学部・文学研究科

4

3

2

1

①非常勤講師に委嘱している科目を担当する
専任教員の補充。
②女性教員の増員。
③博士後期課程担当教員の増員。

両専攻において受講生の満足度の高い授業・カ
リキュラムを展開し、修了時に高い達成度を示す
成果が提出されるようになる。

協定校であるヴェネツィア大学との交流を継
続する。

授業担当教員の補充

授業内容等の改善

海外の大学との交流

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

2018年 4 月に歴史文化専攻を開設し、二専攻
体制がスタートした。新体制のもと教育研究を一
層充実させて本研究科の競争力を高め、合わせて
定員充足率を高める。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

Ⅲ．新規／継続

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

2019年 3 月

2017年 3 月、2018年 3 月に続き、2019年 3 月にも本研
今年度は文学研究科からの参加はなかった。以降も継
究科教員がヴェネツィア大学を訪問して、講演する予定 続する効果があることを確認した。
である。

従来より行ってきた修了時授業アンケート、昨年度よ
アンケートやミーティングの結果、授業やカリキュラ
り実施している院生とのミーティングを行い、その結果 ムについて概ね満足しているとの結果を得た。
を踏まえて、専攻ごとに、あるいは研究科 FD 委員会や
また、学生とのミーティングによる聞き取りの結果、院
同自己点検評価委員会を中心に議論して研究科委員会に 生室の学修研究環境の改善と充実、学会・資料調査参加
報告、授業内容の改善・充実を図る。さらに必要があれ の自己負担軽減が求められた。
ば、カリキュラムや三つの方針の改定についての議論を
開始する。

2021年 3 月

院生室の研究環境については、備品整
備等改善の余地があるので、要望を聞き
ながら対応してゆく。
歴史文化専攻は良好な志願状況を維持
しており、日本文学・日本語文化専攻も
入学者・奨励学生とも増加しており、定
員充足率ので上昇が期待される。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

今後も交流を継続する。

現状をそのまま肯定するのではなく、
例えば授業相互の連携を模索するなど、
さらに満足度を高め、優れた成果を示せ
るような工夫を進めたい。
設備備品の調達の改善と、学会等参加
補助費の増額など、次年度の予算計上に
反映したい。

①②③とも年度当初から執行部において議論を開始し
継続中の議論を早めに取りまとめ、遅
たが、研究科再編の動きがあることに鑑みて中断、 1 月 くとも春学期中には研究科委員会、後期
28日に再編案が示された後に議論を再開した。再編案と 課程委員会に原案を提示できるよう努め
齟齬を来さない形で研究科委員会に諮れるよう、議論を る。
継続中。

③について最低 1 名の増員。
②および③について、2019年度中の達成を目指した議
論の開始。
①について、カリキュラムの検討を行うが、開講科目
の削減は専修免許の取得や競争力維持のため望ましくな
いので、必要に応じて担当部局と人的補充の交渉を開始
する。

授業アンケート等により、受講生の満足度や要望を把
授業内容やカリキュラムについて、受講生は概ね満足
握し、研究科 FD 委員会や同自己点検評価委員会の議を しており、特段の不満や要望はなかった。
経て研究科委員会に報告、授業内容の改善・充実を図る。 審査報告に基づいて研究科委員会で審議し、 1 名の学
学生の研究成果を共有し（学位論文等）
、研究指導のさ 位認定（修士）を行った。
らなる充実を図る。
以上の結果、必要があれば、カリキュラムや三つの方
針の改定についての議論を開始する。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

2020年 3 月

2021年 3 月

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

二専攻体制の整備と充実

文学研究科

②

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

For Doing our best!! 51

52 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

7

6

5

4

3

2

1

英語圏文化専攻では、国際化に即した多様で
有能な人材を輩出すべく、専門科目の内容充実
を目指してカリキュラム・レビューとそのフィー
ドバックを継続する。具体的には、毎年度末に専
任・非常勤教員が合同でその年度のカリキュラ
ム運営についての検討会を実施し、それに基づ
いて特に語学関連科目の内容を充実させるべく、
適宜科目内容や指導方法等を改善する。

カリキュラム・レビューに
基づく語学関連科目の拡
充（英語圏文化専攻）

国際学専攻は2018年にカ
英語科目の強化と必修化で英語力がバランス
リキュラムを大幅改定し、 よく向上し、ビジネス科目の必修化でキャリア意
英語科目の強化と必修化、 識が向上し、国際系科目の増強によって学術的
ビジネス科目の必修化、国 実務的専門知識が向上する。
際系科目の増強を行う。
□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

2022年度 3 月中

国際学専攻の英語科目については、必修科目を ■新規
2019年度中
増やすことで少人数科目解消、低位層の底上げ
を、英語科目だけでなく国際系科目とビジネス系 □継続
科目でも連携して行う。
L（
）年度から
の継続

英語科目カリキュラム運
営の拡充と他科目との連
携推進（国際学専攻）

2022年度 3 月中

2019年度中

2019年度中

2019年度中

Ⅳ．達成予定時期

国際学専攻では、国際系科目やビジネス系科目 ■新規
2019年度中
のカリキュラム上の位置づけは現状維持しつつ、
より効果的な教育方法を模索してゆくことを確 □継続
認する。
L（
）年度から
の継続

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

国際系・ビジネス系科目運
営の拡充（国際学専攻）

英語圏文化専攻では、現代の社会状況に適応
した国際的で有能な人材の育成を目指すべく、新
規作成の『学修・キャリア形成実践マニュアル』
に基づく 4 年一貫のアカデミック・キャリア形成
教育の展開を実施する。具体的には、従来初年度
教育で活用してきた『英語圏文化ハンドブック』
による指導と連結する形で、 2 年次以降に上記
『実践マニュアル』を援用した英語スキル系科目
とコンテンツ科目との連携教育を実践してゆく。

新規作成の
『国際英語学部
英語圏文化専攻学修・キャ
リア形成実践マニュアル』
に基づく 4 年一貫のアカ
デミック・キャリア形成教
育の展開（英語圏文化専
攻）

国際英語キャリア専攻においては、プレゼン
テーションを始めとした英語発信能力の向上に
努め、対外的なものも含め一定の成果を挙げてき
たが、これについて更なる充実を図る。到達目標
として、以下のことを掲げている。
・臨機応変なプレゼンテーションができる。
・対外的なプレゼンコンテストで評価される。

英語によるプレゼンテー
ション能力の強化

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

従来の海外研修の充実を図るとともに、不開講
となっていたハワイ研修を内容も一新して復活
させる。さらに現地でのトラブル等にたいする支
援体制を強化する。到達目標として、以下のこと
を掲げている。
・ハワイ研修の実施
・専攻内における現地支援体制の強化されてい
る。
・実効性のある事前準備が徹底されている。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

海外研修の拡充と強化
（国
際英語キャリア専攻）

国際英語学部

①

左記マニュアルの活用について、①については 1 年次入
門ゼミでの解説に用いたが、 2 年次「海外大学研修1/2」
が開講されなかったため、充分な活用とは言えなかった。
②及び③については、実験的に一部教員が活用し。これら
をテキストとした演習（ 3 ・ 4 年ゼミ）を運営した。④
については、 1 年次入門ゼミの日本人教員クラスで実施
し、初学者向け指導に活用した。

2018年度入学生が、新マニュアル導入
の 1 期生であり活用 1 年目となる。これ
から学年進行に併せて適宜活用の頻度や
範囲を拡大してゆきたい。特に 2 年次以
降、アカデミックコンテンツの増加に
伴って、より多くのフィードバックを得
られるかどうかが、現状での課題である。

2019年度を以て国際英語学部が募集停
止となるため、現行カリキュラムの改訂
は今後頻度を減らしてゆく。しかし、カ
リキュラム・レビューは学生の学習状況
について指導教員のフィードバックを受
ける貴重な機会であるので、学部の存続
する限り実施し、適切な指導を心がける。

国際学専攻は2018年にカリキュラムを大幅改定し、英
語科目の強化と必修化、ビジネス科目の必修化、国際系
科目の増強を行う。

学生から系統的なフィードバックは得ていないが、専
2020年度に学部再改組が控えており
攻教員での FD 会議での話し合いや、授業等で学生から 2019年度以降のカリキュラム変更は原則
聞く限り、初年次教育、低学年のビジネス系科目・国際 できないが、授業方法や授業内容の改善
系科目担当者それぞれがカリキュラム改訂を期に授業改 には継続して努める
善のために一層努力するようになった。

2018年 4 月にカリキュラムを一新し、低学年での英語
特に初年次教育と 2 年次のビジネス科目で英語学習要
2020年度に学部再改組が控えており
科目の拡充と必修化をおこない、ビジネス系科目及び国 素を強化した。授業アンケートでのも評価で、TOEIC の 2019年度以降のカリキュラム変更ができ
際系科目も必修科目を増やして英語科目との連携を図っ 平均点が前年度よりも高くなり、それなりに機能してい ないため改善策は特に不要だと考える
た。2018年度は実際にそのカリキュラムを運用しつつ、そ ると考える。
の妥当性や有効性を検討したい。

2018年 4 月にカリキュラムを一新し、ビジネス系科目
専攻教員での FD 会議での話し合い、授業アンケー
2020年度に学部再改組が控えており
も必修に加え英語科目や国際系科目との連携を図った。 ト、授業等で学生から聞く限り、カリキュラム全体に関 2019年度以降のカリキュラム変更ができ
2018年度は実際にそのカリキュラムを運用しつつ、その する満足度が高まったと考える。また、専攻専任教員の ないため改善策は特に不要だと考える
妥当性や有効性を検討したい。
MaNaBo 等の利用率も高まり、授業の効率化も進んでい
る。

①海外留学プログラムについての指導での活用
②2 ・ 3 年ゼミのアカデミック・ライティング指導での
活用
③ 4 年ゼミ卒論執筆指導での活用
④1 年次入門ゼミとの連携（複数マニュアルによる展開
と、包括的なアカデミック・キャリア教育の説明）

①については学部が募集停止になるこ
とを踏まえ、催行の可否も含め再検討す
る。
②については、Wifi ルーターの常時携
行など、引率教員との連携が途切れない
ように今後とも然るべき体制を整えた
い。
③については、現地情報の把握にさら
に務め、事前指導の充実を図りたい。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

①②③については専攻内プレゼンテーション大会に 1 、 引き続き①～⑤のさらなる強化に努め
2 年生を全員参加させたほか、上級生が審査員に加わる たい。
などした結果、学外のコンテストに参加する学生も増え
た。
④大半の研修で何らかの形で実施され、相応の上達が
見られた。
⑤についてはオープンキャンパスや、海外研修時の他
大学との交流などで実施した。

①については、参加希望者が最低催行人数に届かず催
行できなかった。
②については、特に学習障害を抱えた学生を含むグ
ループについて、引率教員を増員するなど、体制強化を
図り、帰国まで無事に研修を行うことができた。
③については、旅行会社を含む事前指導を複数回行い、
トラブルなく研修を行うことができた。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

例年通りカリキュラム・レビューを開催し、2018年度
2018年度のカリキュラム・レビューを2019年 1 月12日
授業運営についての反省会を実施するとともに、そこで （土）に、L.S.Wing で開催し、今年度の振り返りと新年
得られた情報や意見交換を基に、2019年度に向けた科目 度に向けたカリキュラムの改訂検討を行った。専任・非
内容や指導方法等を改善してゆく。
常勤講師20名余の参加があり、BYOD に伴う授業形式の
再検討（ 1 年生）
、スピーチコンテスト・プレゼンコンテ
ストの拡充（ 2 ・ 3 年生）
、留学準備支援のための補習ク
ラスの増設等、新年度に向けた対応案を実施することと
なった。エビデンスは開催案内と議事録。

①専攻内プレゼンテーション大会の開催
②プレゼンテーションコンテストへの参加奨励
③上級生によるプレゼンテーション指導
④海外研修の内容にプレゼンテーションを盛り込む
⑤オープンキャンパス等、対外的にプレゼンテーション
を行う場を設ける。

①ハワイ研修の周知活動
②現地支援強化についての協議、成果の確認
③旅行会社を含めた事前指導の開催

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑵ 国際英語学部・国際英語学研究科

6

5

4

3

2

1

2018年度に新たな入学生を受け入れたことを
踏まえて、課程修了後の明確なキャリアパスを提
示した上で 2 年間の在籍期間の研究指導を行う
ことが重要だという見地に立ち、国際英語学研究
科として、研究科全体でキャリアパスを重視した
カリキュラム履修モデルの包括的な作成を行い、
同年度よりそのモデルに従った指導を行う。特に
両専攻間での乗り入れ科目の活用を目指した新
たなモデルを検討作成する。加えて、学部・修士
課程を 5 年間で修了する 5 年一貫教育モデルの
創設についても検討する予定である。

国際英語学専攻では、中学校及び高等学校の
現職英語教員対象のリカレント教育プログラムを
見直し、既に廃止した夜間教育に代わる新たな目
的別履修モデルを作成して、現職教員がキャリア
アップを図る目的で入進学することを目指す。

2018年度に新たに受講生を受け入れたことを
受け、既存及び2018年度新設の語学プログラムの
包括的な運用を進めるため、学期ごとに受講生の
語学運用能力調査を行い、適切な語学プログラ
ムの履修を勧めるよう指導する体制を確立する。
また、受講生に応じた柔軟な時間割の運用を進
める。

英米文化学専攻では、新たに修了後のキャリア
パスについて、高度専門職業人、大学院博士課程
進学もしくは海外大学院留学をそれぞれ前提と
した新たな履修モデルを作成して、キャリアパス
の明確化や教育内容の透明化を推進すると共に、
大学院教育の実績に関する広報活動をさらに徹
底する。

2018年度に新たに入学生を受け入れたことを
鑑み、既存及び2018年度新設の語学プログラムの
包括的な運用を進めるため、学期ごとに受講生の
語学運用能力調査を行い、適切な語学プログラム
の履修を勧めるよう指導する体制を確立する。

キャリアパスを重視した
研究科カリキュラム履修
モデルの包括的な作成（国
際英語学研究科）

中学校及び高等学校の現
職英語教員対象のリカレ
ント教育プログラムの見
直し（国際英語学専攻）

語学プログラム運用に関
する包括的指導の展開と
実施（国際英語学専攻）

履修モデルに基づくキャ
リアパスや教育内容の明
確化と広報
（英米文化学専
攻）

語学プログラム運用に関
する包括的指導の展開と
実施（英米文化学専攻）

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

国際英語学研究科全体の問題である、受験生
の不在を解消するため、受験生に対する訴求力の
ある学生募集活動を継続する。具体的には、内部
学部生に対する進学奨励制度の周知徹底を図り、
また内外部からの受験生に対しては研究科 HP で
の案内や進学説明会を開催することで、本研究科
の存在と意義を広報する。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2018年度中

2020年度中

2019年度中

2019年度中

2019年度中

2018年度中

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

受験生に対する訴求力あ
る学生募集活動
（国際英語
学研究科）

国際英語学研究科

②

①語学運用能力調査の実施
②語学プログラムの履修指導

①新規履修モデルの検討

①語学運用能力調査実施のための検討

①履修モデルのプラン検討

①履修モデルのプラン検討
② 5 年一貫教育モデルの検討

①進学奨励制度の周知（学部ゼミでの案内）
②研究科 HP の更新と内容の充実
③進学説明会の開催

Ⅴ．2018年度に実行する事項

現時点では入学志望者・実入学者とも
少なく、一般化された履修モデルを検討
する段階にはない（入学した学生個人の
事情や専門に応じた履修モデルを、学生
の指導の中で検討している状態）。より
一般化されたモデルをどう構築し、志望
者に対して提示するかが今後の課題であ
る。
5 年一貫教育モデルは、該当候補者と
なる学部学生が極めて少ないため、具体
案の検討に至っていない。これも上記と
同様の課題がある。

大学院入試出願者の獲得に向けて、ど
の様に周知広報するかが課題である。次
年度入学予定者が、学部で留年したため
に入学しなくなったため、来年度中に
2020年度入学生の確保に向けて、どのよ
うに広報を拡充するか、更に検討する必
要がある。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

①については、2018年 7 月20日及び2019年 1 月22日に
開催した、担当教員による学修指導会議において、科目
担当者による授業内アセスメントの結果を相互に照会し
評価を行った。
②については、間接的にではあるが「履修モデルの検
討」において、秋学期に英語ワークショップ科目の履修
指導を行い、同科目の履修を推奨した。

今 後、 公 的 な 語 学 運 用 能 力 試 験
（TOEFL や IELTS 等）を援用するかの
検討が必要である。また語学プログラム
自体を、研究科の学修コンテンツとして
組織化することを検討する必要がある。

①については、現在海外の大学院への滞在型学修プロ
今後の改組の可能性も見据えたうえ
グラムを検討しているが、提携候補先との連携は現在の で、より広範な対象に対しても応用可能
ところ進展していない。
な海外での滞在型学修プログラム（短期
留学を想定）の検討が課題である。

①については、2018年 7 月20日及び2019年 1 月22日に
開催した、担当教員による学修指導会議において、在籍
生の履修モデルを検討し、適宜履修指導を行った。
②については、2019年 2 月20日の主任会議において、進
学奨励学生の候補者を想定して検討し、候補者に 5 年一
貫教育モデルを援用する形での進学履修制度の活用を提
案した。

①については、 4 月18日の研究科委員会にて、学部ゼ
ミでの案内周知を、研究科構成員に依頼した。
②については、担当者による更新作業を行った。
③については、2018年 7 月12日、 9 月18日、12月13日
及び 1 月15日に、中京大学学部生向けの進学説明会を開
催し、延べ 4 名の参加者を得た。うち 1 名が国際英語学
研究科英米文化学専攻を受験し、合格した。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

従来から、学生の学生間の交流が必ずしも十分
ではないという指摘がなされていた。特に同一言
語の履修者、同一分野の演習履修者の、学年を超
えた交流がまだ十分とは言えない。
・同一言語の履修者の学年を越えた交流を促進す
るための場や機会を継続的に保証する。
・同一分野の演習履修者の学年を越えた交流を促
進するため、合同卒論発表会等の機会を継続的
に設ける。

例年行っている各種活動について、よりよいも
のとなるよう継続して検討する。
・学生向け講演会を継続して実施する。
・経験交流会を継続して実施する。
・卒業時の学部独自のアンケートを継続して実施
すると同時に、回収率をより高めるための方
式、およびアンケート結果を有効に活用する方
法を検討する。

学年間の学生交流の推進

教育研究推進に関する取
り組み

他大学との連携を推進し、
本学部と蘇州大学間のダブルディグリー制度
特に蘇州大学とのダブル により、蘇州大学からの最初の学生を受け入れる
ディグリー制度安定的に こととなった。今後は本学から蘇州大学へも学生
発展させる
を送り出したい。そこで、以下のような点を検討
する。
・受入学生に対するきめ細やかな指導・支援を行
い、安定した学修・生活環境を整える。
・蘇州大学への留学に関する説明会を実施し、希
望する学生に対して十分な説明を行う。
・併せて他の大学との連携の可能性がないかにつ
いても検討する。

学生の英語運用能力をよ
英語の科目数やカリキュラムの在り方英語の
り高め、学生の満足度も 科目数が十分でないと感じる声もあり、また
高めるために英語科目を TOEIC 受験の意欲も十分ではないとの意見もあ
整備する
る。そこで、以下の点を中心に継続して検討す
る。
・今後のカリキュラムの在り方を大学全体のカリ
キュラムの在り方と連動しつつ検討する。
・TOEIC 受験の促進を継続して検討する。

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2014）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2015）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2019年度中

2019年度中

2019年度中

2019年度中

2019年度中

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

学部固有科目の演習（I ～ VI）は、過去に於い
て受講者数が過大であったことを考慮し、現在は
1 クラスの定員14名、1 学年12クラスの体制で運
営している。さらに以下の点を中心に継続して検
討する。
・状況に応じたクラス数や 1 クラス受講定員の設
定
・学生の様々な卒論テーマに細かく対応できる体
制
・留学終了後帰国した学生が希望する卒論テーマ
を学べるような演習選択の体制

Ⅰ．取り組み・目標

No.

学部固有科目の演習（I ～
VI）の改革を通して、学
生のニーズに応えられる
体制を整える

国際教養学部

①

本制度を利用した蘇州大学からの最初の留学生に対し
ては、受け入れ当初より教務課の協力を得て指導・支援
を行ったほか、演習の選択においても前年度の取り決め
に従って適切に所属手続きがなされた。また、今年度秋
にも蘇州大学からの留学生 1 名を新規に受け入れており、
次年度春より 3 年次に編入予定である。一方、本学からの
送り出しについては、 4 月に説明会を実施し、 5 月に募
集期間を設けたものの、応募者はいなかった。なお、こ
れまでの受け入れ・送り出し双方への取り組みについて
は、
〈根拠資料〉
「ダブルディグリー・プログラム」
（中京
大学『教養教育研究』28）を参照。

TOEIC の受験者数が近年横ばい状況にあることは前年
度にも報告されていたが、受験意欲を高める抜本的な方
策は立てることができなかった。学部固有科目運営委員
会を通じて試験実施日が他の学内行事や競合する 5 言語
の検定試験日と重ならないように調整し、学生に対して
は速報版として日程を早めに通知したものの、今年度も
在学生の約半数が受験するという、ほぼ例年並みの結果
となった。
（
〈根拠資料〉
「第 2 回学部固有科目運営委員会
議事録」
）

2018年度の演習ⅠおよびⅡは昨年度にくらべて 1 クラ
ス少ない11クラス開講となったが、演習 1 クラスの定員
を14名以下とする方針は保たれており、少人数による指
導を維持している。昨年度期末に改善点として、留学終
了後帰国した学生に対する細やかな対応が期待されてい
たが、とくに2017年度に海外への留学生が多かった国際
社会系の演習Ⅴ・Ⅵを 1 クラス増設することによって、適
切に対応することができた（
〈根拠資料〉
「第 5 回学部固
有科目運営委員会議事録」
）
。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

本制度を利用した蘇州大学からの留学
生については、継続的に受け入れができ
ている反面、本学からの送り出しについ
てはいまだ制度の利用者がおらず、何ら
かの対策が求められる。とくに課題の一
つとして、本制度を利用する際に要求さ
れる GPA 値の基準の高さがあり、留学
を希望する学生がその基準をクリアでき
るようにするために、新入生の入学直後
の段階で、間を置かずにこの点の注意喚
起を徹底することで留学へのより強い意
識づけを行っておく必要がある。

大学全体の今後のカリキュラムの推移
を見極めながら、英語教育のカリキュラ
ムの在り方が TOEIC の受験意欲と結び
つく形となるように模索する。学生に対
しては授業や演習時における積極的な指
導を心がけ、また英語系列、関係各委員
会と教授会で十分に連携をとりながら、
受験者増加のための有効な方策を引き続
き検討する。

受講者の多様な卒業研究テーマにより
細かく対応できる教員の布陣を検討する
必要が指摘されており、本年度にもこれ
までに演習を担当していなかった教員に
よる新規担当があったが、次年度もその
継続が望ましい。一方、 1 年次秋学期試
験期間における演習変更の具体的な手続
きに関して、学生にとって若干わかりに
くい部分があるため、周知方法を含めた
改善が期待される。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

教育事業推進委員会および教授会を中心に、講演会・
学生向け講演会、経験交流会については予定通り実施
学生へのアンケートの分析結果を有効
経験交流会を企画する。実施に際しては学部全体で協力 した。学部独自のアンケートは、今年度から対象を広げ、 に活用する方法について、学部固有科目
する。教育事業推進委員会と演習担当者の連絡会議を通 全学年で学習成果把握のためのアンケートを行った。昨 運営委員会、演習担当者の連絡会議、関
して、卒業時アンケートの実施と集計・分析を行う。
年度の卒業時アンケートの分析は、教育事業推進委員会 係系列などを中心に議論し、検討する必
にて行ったが、アンケート結果を活用する方法について 要がある。
は更なる検討が必要である。
（
〈根拠資料〉
「第 4 、 6 、 8 、 9 回教育事業推進委員会
議事録」
「学習成果把握のためのアンケート」「卒業時ア
ンケート分析結果」
）

学部固有科目運営委員会および演習担当者の連絡会
学部固有科目運営委員会を通じて、演習科目での学年
左記のような機会を維持するととも
議、関係系列などを中心に、学生間の交流を促進する場 を越えた交流の可能性について議論し、一部の演習にお に、演習においては、学年横断的な発表
や機会の在り方について検討を行う。
いては学年横断的な卒業研究発表会が実施された。また、 の機会をもつ演習の数が増えることが望
海外課題研究の言語ごとの報告会においては、帰国して ましい。また、自らの留学経験を未留学
間もない 2 年次生と次年度に留学を希望する 1 年次生を の下級生に伝えるという点で特に学年横
中心に、質疑応答も含めて活発な交流も見られた（〈根拠 断の意義が大きいと思われる言語ごとの
資料〉
「2018年度中国語海外課題研究報告会」）。例年開催 海外課題研究報告会については、より多
されている学生組織主催の新入生歓迎会と学部全体の海 くの学生を巻き込んだ形で充実化を図る
外課題研究会終了後の懇親会は今年度も実施され、学年 余地もある。そのほか、さまざまな機会
を越えた広範な交流が行われた。
や場所を設定して、学年間の交流をはか
れるように検討したい。

教務課の協力の下、受入学生に対するきめ細かな指導・
支援を行う。蘇州大学から継続的に学生を送り出しても
らえるよう、適切な情報提供と連携を行う。本学部から
蘇州大学へも継続して学生を送り出せるよう、ガイダン
スや支援を行い、留学中に十分な学修が行えるよう、日
常的な指導に努める。

英語系列を中心に、学部固有科目運営委員会・将来計画
委員会・教授会を通じて常に状況を把握し、大学全体の今
後のカリキュラムの在り方を見据えつつ、英語カリキュ
ラムおよび英語教育について検討を続ける。特に TOEIC
受験の意欲を高めるために有効な方策はないか、関係部
署と連携して検討する。また必要なことの周知には教授
会全体で協力する。

学部固有科目運営委員会および演習担当者の連絡会議
などを通じて常に状況を把握し、クラス数や定員数、教
員の配置について継続的に検討する。必要に応じて教授
会でも検討を行う。学生の個別の要望が出てきた場合に
は、関係部署の連携をとりながら速やかに対応する。特
に様々な留学のケースに対応できるような演習選択の方
式を整える。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑶ 国際教養学部

4

3

2

1

Ⅰ．取り組み・目標

No.

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

◎卒業研究の質向上
心理学は学生だけで実施するのが困難な研究
テーマもある。しかし、卒業研究においてそのよ
うなテーマを希望する学生も毎年おり、ゼミだけ
でそのようなニーズに対応するのは困難であっ
た。そのため、学部全体のシステムとして卒業研
究を支援できる体制を昨年度整備した。

心理学部では、最新の学術雑誌が配架されてい
る資料室やパソコンで解析やレポートの執筆が
できる資料解析室等の自習環境を整備してきた。
たとえば学生が使いやすい場所に部屋を移動す
る等の取り組みをしてきたが、まだ整備の余地が
ある。そのため、さらに使いやすく初年次にも入
りやすくするための工夫をする。

今年度、初年次春学期に、新入生向けの「学
習・研究のスキル」習得のための、科目「アカデ
ミック・スキルズ」を開始する。このアカデミッ
ク・スキルズの実施を通じて、初年次教養教育の
効用について検証をし結果を学部で共有する。

卒業研究支援体制の拡充

自習環境の整備

初年次教養教育科目「アカ
デミック・スキルズ」の開
始と内容の検討
□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2018）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2020度中

2019年度中

2018年度中

2018年度中

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

DP、CP、AP の安定的な ◎ DP、CP、AP の検証
達成に向けての基盤作り
心理学部では一昨年度に DP、CP、AP の大幅
な見直しを実施した。これらに基づく教育は今年
度が 2 年目となる。昨年度、抜本的に改正された
新カリキュラムと、現行の DP、CP、AP との照
合をはかる。

心理学部

①

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

以下の点を引き続き検討する。
・本 卒業研究支援制度を継続運用して、
その意義と改善点について検証する。

以下のことを実施する。
①アカデミック・スキルズを開講し実施する。
②担当教員で振り返りを行う。
③ルーブリックを作成する。
④開始 1 年目時点の報告書を作成する。

アカデミック・スキルズを開講してその実際と効用と
改善点を振り返り検証した。
〈根拠資料〉
①教授会資料

以下の点を引き続き検討する。
アカデミック・スキルズを引き続き開
講し、その結果からより有益な授業方法
へ向けて改善充実をはかる。

適宜、広報活動を行う。
資料室と、資料解析室の稼働率の向上を目指して、議
以下の点を引き続き検討する。
適宜、必要な基本リファレンス資料を配架する。
論した。より利用しやすい資料室、資料解析室のあり方
引き続き、初年次生・二年次生の資料
年度末時期に、本課題のワーキング・グループにおい について方向性の案を作成した。
室等の利用率の向上を目指して、整備の
て、このプログラムの効果・効用について検討する。
〈根拠資料〉
充実をはかる。
①教授会資料

年度末時期に、本課題のワーキング・グループにおい
ゼミ横断的に研究支援制度（卒業研究用心理調査プロ
て、このプログラムの効果・効用について検討する。
グラム）を運用し、その内容と結果を精査した。その意
義を共有し本制度を続行することとした。
〈根拠資料〉
①教授会資料

秋学期時期に、学部内の教務委員等で、新カリキュラ
公認心理師関連のためのカリキュラム改正に応じ、DP、 以下の点を引き続き検討する。
ムと DP、CP、AP の照合を検討する。
CP、AP の照合をし、現段階では問題ないことを確認し ・公 認心理師科目の開講年次に合わせ、
た。
DP、CP、AP についてカリキュラム
〈根拠資料〉
での実態との乖離がないか検討をうな
・①教授会資料
がし実態との乖離がないように照合す
る。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑷ 心理学部・心理学研究科

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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4

3

2

1

先の認証評価では「大学院担当資格の確認が採
用時および昇任時には行われる。しかしその後は
研究業績の検証などは研究者データベースの更
新にゆだねられ、その内容吟味までは、継続して
は行われていない」という指摘があった。これに
関して、科目担当資格や研究指導資格の基準を
定め、継続的に確認する手段の検討を始める。

2017年度は院生に対する授業アンケートを行
い、学習成果などについての評価を収集した。今
後ともアンケートを継続的に実施してデータを
蓄積するとともに、アンケート以外の方法につい
ても検討する。

学会参加旅費などの助成を行っているが、より
直接的に院生の研究面への支援を行う。2017年
度は院生による WEB 調査実施に関する制度を策
定したが、その他にも可能な研究支援体制を追加
していく。

教員組織の編制方針策定

授業による効果に関する
検証方法の検討

大学院生への研究支援体
制の拡充

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

新設された公認心理師受験資格を大学院にお
いて取得する場合、学部生の時に指定の学部科
目を履修しておく必要がある（後から科目等履修
などにより追加することはできない）
。そこで、
研究科の学生受け入れの方針として資格取得を
希望する場合、学部での必要単位修得を明記する
必要があると思われる。この点についてアドミッ
ションポリシーに追記する。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

Ⅲ．新規／継続

2019年 3 月

2019年 3 月 1 日

2019年 3 月

2019 年 3 月
（2019
年度入試要項に盛
り込む）

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

研究科アドミッションポ
リシーの改訂

心理学研究科

②

院生個々人に対する研究支援はもちろんであるが、継
続実施中の修論構想発表会、中間発表会について、より
充実させる方策を考える。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

2018年度には十分な議論ができなかったので継続課題
研究科科目担当資格については、全学
としたい。
的な議論もあるようなので、その動向を
ふまえて対応していきたい。

左記の旨をアドミッションポリシーに追記した。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

学会参加助成については、より院生が利用しやすくな
るようにマイナーチェンジを繰り返している。

FD 担当教員を中心に授業アンケートの改善をはかる。 M 1 ・M 2 全員を対象とするアンケートを今年度も実
また、座談会方式など、アンケート以外に院生の意見を 施した。アンケート以外の方法について定式化したもの
聞く方法を検討する。
はないが、授業を含め、いろいろな場で院生の要望や教
育効果について聴取するように教員全員で申し合わせた。

具体的な基準の確定には困難があるが、少なくとも研
究科内で必要性の認識を共有し、議論を開始する。

研究科委員会にて議論を行い、成文化する。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

2

1

Ⅰ．取り組み・目標

No.

現代社会学部の 1 年次必修科目を核として、
初年次教育を体系化し、その成果を総合的に
ルーブリックで表示できるようにする。社会学入
門は「読む」
「話す」
、現代社会学は「読む」
「聴
く」
、キャリア構想レクチャーとキャリアデザイ
ンは「聴く」
「話す」に重点を置き、連携して、
初年次の学修成果を向上させる。

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

Ⅲ．新規／継続

2022年度

2022年度

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

2019年度からの入試改革
2015年度からの専攻制の導入の評価、ならび
の検討
に、高大接続入試導入の要請に対応するための検
討を、やはり学部内将来構想委員会を中心に行
う。入試センターによる、入試区分ごとの GPA
平均値等の追跡資料等に加えて、上記の「教育
目標の達成度の評価」
「学生の履修パターンの調
査」の結果が活用される。

初年次教育の体系化

現代社会学部

①

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

2018年度は、高大接続入試の件に重点を置く。将来構
2020年度から高大接続入試を実施することになった。
高大接続入試の円滑な実施をめざし、
想委員会を中心に、入試区分ごとの GPA 平均値等の追跡 これは、これまでの入試方法からもれている可能性のあ それを踏まえて、次年度以降の改善方法
資料等を用いて、高大接続入試について検討する。入試 る意欲的な受験生を新入生として迎えられるよう、これ を検討する。
センターなどと調整して、具体案を作成する。
までのデータを踏まえて、検討した新たな入試区分であ
4 専攻制の 1 期生が卒業したので、彼
る。また、これまで通り、卒業時アンケートを実施した。 らの卒業時アンケートを組み込んで、入
試区分ごとの成績等を分析し、入試方法
の改善に努める。

7 月までに、初年次教育の採点指針ルーブリック（案） 現代社会学部のルーブリックを作成し、教務委員会に
ルーブリックを試行し、採点指針の改
を教務委員会を中心に作成する。運用及び改善方法の検 提出した。これにもとづいて、2019年度のシラバス作成 善と、シラバスへの反映方法を、検討す
討は、科目担当者を中心に行う。
を一部の科目で始めた。
る。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑸ 現代社会学部・社会学研究科

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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Ⅰ．取り組み・目標

No.

院生を確保するための方
策

カリキュラムの体系性の
検証

社会学研究科

②

社会学研究科の紀要である『社会学論集』の発
刊、そのための編集作業、その前提となる研究会
の開催など、院生や卒業生らが自らの研究成果を
積極的に公表していく場面をさらに検討してい
きたい。また、
『社会学論集』を「査読付き論文」
という研究成果公表の場としても整備すること
を検討する。こうした活発な研究活動をアピール
することを通して、大学院の定員充足率の向上に
努める。全学的な大学院再編の動きも踏まえなが
ら、高度な研究教育機関としての向上をめざす。

教員構成の多様性に充分配慮しつつ、学部のカ
リキュラム構成との整合性、および学部と大学院
の AP、CP、DP を念頭に置いて、体系的なカリ
キュラムを構築する

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2023年度

2023年度

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）
Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

「院生を確保するための方策」を最優先課題としたた
大学院再編に関する全学的な検討を踏
め、カリキュラム体系化の検討に着手することができな まえつつ、カリキュラムを含む社会学研
かった。なお、大学院への進学者は毎年おり、進学先の 究科のあり方に関する検討を続ける。
選定や大学院入学試験等の進学準備には、指導教員が中
心となって、ていねいに行っている。今年度は、大学院
進学者が 3 名で、社会福祉学専攻の学生が日本福祉大学
の大学院へ、国際文化専攻の学生が北海道大学大学院へ、
おなじく国際文化専攻の学生が南山大学大学院へ進学す
る。いずれも自宅から通いやすく、必要であれば、ゼミ
担当教員など、現代社会学部の教員の研究上のサポート
が受けやすい進学先（ゼミ担当教員とともに研究してい
る教員がいる大学院、あるいは、ゼミ担当教員が非常勤
をつとめている大学院）を選んだ。社会学研究科が八事
にあれば、ある程度院生を確保できると考えている。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

研究会の開催等による研究成果の充実と学部生への進
今年度も研究会等を積極的に開催して、その成果を『社
大学院再編に関する全学的な検討を踏
学相談会等の大学院入学者確保の努力を継続しつつ、紀 会学論集』にまとめた。上記のように、院生を確保する まえつつ、院生を確保するための方策と
要の査読誌化を検討して、研究力の向上を図る。教育面、 うえでネックとなっているのは、場所の問題が大きいと 社会学研究科の中京大学における位置づ
社会学研究科の中京大学における位置づけ等については、 考えている。
けについて、検討を続ける。
全学的な議論を踏まえつつ検討する。

カリキュラム体系化の検討を継続する。ただし、
「院生
を確保するための方策」を優先し、それとの関連で、必
要性及び方向性を検討する。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

Ⅰ．取り組み・目標

No.

5

キャリア教育の一層の向上。
■継続
L（2014）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2014）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2015）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2013）年度から
の継続

法学部学生の学修意欲と達成感の一層の向上。 □新規

「法学部 FD 推進委員会」
授業内容や授業方法の改善に伴う学生の学修
を拡充し、
「授業アンケー 成果の一層の向上。
ト」
の分析と意見交換を入
念に行い、授業内容・方法
の改善を実施

「初年次教育」
・
「キャリア
形成の基礎」
の一層の向上
を図る。

Ⅲ．新規／継続

Ⅳ．達成予定時期

継続検討

継続検討

継続検討

継続検討

2020年度新入学生を対象とする新カリキュラ □新規
2019年度中
ムが完成する。
■継続
L（2016）年度から
の継続"

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

「法学部 FD 推進委員会」
教育活動の改善による学修到達度・学生の満足
で、2017年度「卒業時アン 度のさらなる向上。
ケート」
の入念な結果分析
4
を行い、教育活動の改善
を目指す。

3

2

「法学部改革向上学生委
員 会（Claris: Chukyo
Law Reformation and
Improvement Student
Committee）
」の主導体制
の下でプレゼン大会の一
層の充実化を図る。

「法学部将来構想検討委員
会」
・
「同委員会のワーキン
ググループ」において策
1 定し、
「法学部教授会」で
決定した2020年度新入生
を対象とする抜本的カリ
キュラム改正案の具体化

法学部

①

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

①．新カリキュラムの具体化作業を行う新組織・
「キャリ
ア教育・支援委員」
・
「法学部生の将来を考え支える会
幹事会」を中心に、初年次教育の方向性を検討する。
②．新カリキュラムの具体化作業を行う新組織・
「キャリ
ア教育・支援委員」
・
「法学部生の将来を考え支える会
幹事会」を中心に、継続的なキャリア教育の向上・方
向性の検討を進める。

①．
「法学部 FD 推進委員会」の組織的拡充を実施。
②．
「教育力の診断（学修成果の把握）
」に関する全学的
な議論のプロセスも踏まえつつ、
「法学部 FD 推進委員
会」で「卒業時アンケート」の入念な結果分析と意見
交換を実施し、教育活動のさらなる改善を図る（2018
年 5 月実施予定）
。

次年度以降は、カリキュラム・マッ
プ、2020年度新入学生を対象とする新カ
リキュラム作業部会での議論を踏まえつ
つ、継続的に、「法学部 FD 推進委員会」
において、授業アンケートの分析及びシ
ラバスについての意見交換に基づく授業
内容・方法の改善を行っていくことが必
要である。

次年度以降は、「法学部改革向上学生
委員会
（Claris: Chukyo Law Reformation
and Improvement Student Committee）
」
主導体制を維持しつつ、「法学部生の将
来を考え支える会幹事会」を中心に、
「法
学部教授会」や「法学部 FD 推進委員会」
の連繋とサポートを拡充しつつ、さらな
る学生の学修意欲と達成感の向上を図る
必要がある。

全学的な初年次教育の方向性も踏まえつつ、2020年度
次年度以降は、2020年度新入生対象カ
新入生を対象とする新カリキュラム作業部会、
「キャリア リキュラム及び全学的な初年次教育の方
教育・支援委員」並びに「法学部生の将来を考え支える 向性を踏まえてのキャリア教育のあり方
会幹事会」を中心に、
（ⅰ）初年次教育の方向性、及び、 について継続的な検討が必要である。
（ⅱ）継続的なキャリア教育の向上・方向性の検討を行っ
た。

2017年度卒業生を対象に実施した「卒業時アンケート」 次年度以降も、継続的に、
「法学部 FD
結果に基づき、各パート代表の教員で慎重に検討を行っ 推進委員会」において検討し続けること
た。出席者からは様々な意見が示されたが、今回の分析 が必要であると思われる。
及び検討を充分に踏まえた上で、本学部における教育・
研究活動の更なる改善および今後の検証作業の進め方に
ついて確認を行った（2018年 5 月16日）。

①．
「法学部 FD 推進委員会」の組織的拡充を実施。
「法学部 FD 推進委員会」において以下の諸点を実施し
②．
「法学部 FD 推進委員会」で、春・秋学期の二度（ 9 た。
月・ 3 月実施予定）
、
「授業アンケート」の入念な分析・ ①．2018年度も引き続き、各パート代表に加えて執行部
意見交換を行い、今後の授業内容・方法の改善を実施。 委員にも「法学部 FD 推進委員会」に出席してもらい、
③． 全学的シラバス第三者チェックとは別途、
「法学部
幅広く議論を実施した。②．2018年度春学期の「授業
FD 推進委員会」で入念なシラバス検証を行い、授業内
アンケート」の結果分析と意見交換を踏まえ、秋学期
容・方法の改善を図る（2019年 1 月実施予定）
。
の授業内容・授業方法の改善、ならびに今後の検証作
業のあり方などを確認した（2018年 9 月12日）。また、
2018年度秋学期の「授業アンケート」の結果分析と意
見交換を踏まえたうえで、
「カリキュラム・マップ」及
び2020年度新入学生を対象とするカリキュラムの導入
に向けた、授業内容・授業方法の改善について検討し
ていくことを確認した（2019年 3 月 5 日）。③．来年度
シラバスに対して詳細な分析・検討を加えたうえで、こ
れに基づいて幅広く意見交換を行い、今後の授業内容
および授業方法の改善ならびに今後の検証作業の進め
方について確認し、その必要に応じた来年度シラバス
の修正をしていくことを確認した（2019年 1 月16日）。

「 法 学 部 改 革 向 上 学 生 委 員 会（Claris:
①．
「法学部改革向上学生委員会（Claris: Chukyo Law ①． 今 年 度 は、
Reformation and Improvement Student Committee）
」 Chukyo Law Reformation and Improvement Student
Committee）
」もプレゼン大会の運営等を主導しての開
主導・企画の下でプレゼン大会を実施。
催となった。2018年12月19日（水）に「プレゼン大会
②． 従前の成果・課題を、
「法学部改革向上学生委員会
（Claris:Chukyo Law Reformation and Improvement
（研究部門・パフォーマンス部門）
」が行われた。前回
Student Committee）
」で共有し充実化のための議論を
は、初の学生主導の試みであったため一定の課題も見
実施。
受けられたが、今回は昨年度の反省を充分に活かした
ものであったと評価でき、全体的に、法学部学生の学
③．
「法学部生の将来を考え支える会幹事会」を中心
に、
「法学部改革向上学生委員会（Claris:Chukyo Law
修意欲と達成感の向上は達成できたものと考えられる。
「法学部ゼミ対抗プレゼン大会」改革会議で改革案を
Reformation and Improvement Student Committee）
」 ②．
のサポート体制を拡充し、学生の学修意欲と達成感の
議論したうえで、改革案に基づいて本年度大会を開催。
一層の向上を図る。
③．
「法学部生の将来を考え支える会」幹事の教員も出席
するかたちで、2018年度「第 6 回 法学部ゼミ対抗プ
レゼン大会」第 1 回幹事会（両部門合同開催）を開催
することで、サポート体制を充実化。

①．2020年度新入学生を対象とする新カリキュラムの実 ①．2020年度新入学生を対象とする新カリキュラムの実
今後は、2020年度新入生対象新カリ
現に向けた新組織の設置。
現に向けた新組織（作業部会構成メンバー：小坂田裕 キュラム実現に向けて、作業部会を中心
②．新組織における具体化作業の推進と「法学部 FD 推
子教授、京俊介准教授、土井崇弘教授、土岐孝宏教授） とした詰めの事務的作業等を行っていく
進委員会」での各パート代表による意見交換の実施。
を設置した。
ことを予定している。
②．前記新組織（作業部会）において必要な作業を行い、
教学審議会において承認を得た。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑹ 法学部・法学研究科
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3

2

1

TA 制度のあり方に関す
る検討

■継続
L（2015）年度から
の継続"

□新規

■継続
L（2015）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2019年 2 月

2019年 2 月

Ⅳ．達成予定時期

院生が有為な教育経験を積むことのできる TA □新規
2019年 2 月
制度が実施されていること。
■継続
L（2015）年度から
の継続

カリキュラムの体系性および各科目担当の専
任教員の科目適合性が担保されていること。

カリキュラムの検証

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

院生が教員からの指導に基づいて院生の論文
の質が段階的に向上していること。具体的には、
春学期の講義での指導に基づいて 7 月の論文報
告会の報告の質を向上させ、そこでの指導および
秋学期の講義での指導に基づいて11月の論文報
告会の報告の質を向上させ、さらにそれに基づい
て修士／博士論文の質を向上させる。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

授業内容・方法および論文
指導方法の改善

法学研究科

②

今年度提出された 3 本の修士論文がいずれも論文報告
会での質疑応答およびその後の指導教員による指導を踏
まえて段階的に向上していったことを、 2 月に開催され
た院生との意見交換会および12月と 2 月に開催された定
例の法学研究科 FD 推進委員会において確認した。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

次年度も院生論文報告会の実施によっ
て組織的な指導体制を確保するととも
に、その成果を院生との意見交換会およ
び定例の法学研究科 FD 推進委員会にお
いて検証する。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

TA としての業務を通じて院生が教育者としての経験
2 月に開催された院生との意見交換会およびその結果
を積むことができるよう、TA 制度のあり方について検討 を踏まえ、 2 月の定例法学研究科 FD 推進委員会におい
し、必要に応じて教育推進センター委員会に提言を行う。 て検討した結果、TA としての業務を通じて院生が教育
者としての経験を積む機会になっているという点で現状
の TA 制度に特段の問題がないことを確認した。

次年度も院生との意見交換会および定
例の法学研究科 FD 推進委員会において
TA 制度のあり方について検討する。

定例の法学研究科 FD 推進委員会において、現行カリ
12月と 2 月に開催された定例の法学研究科 FD 推進委
左記 3 つの課題について、次年度も定
キュラムについて、体系性と科目適合性の観点から現状 員会において、現行カリキュラムについて、体系性と科目 例の法学研究科 FD 推進委員会において
を詳細に分析したうえで幅広く意見交換を行うことを通 適合性の観点から現状を詳細に分析したうえで幅広く意 解決策の検討を継続する。
じ、カリキュラムの検証を行う。
見交換を行った結果、
（1）
「民事訴訟法」の開講、（ 2 ）
秋学期の履修修正制度の整備、
（ 3 ）研究の方法論につい
て体系的に修得するための教育方法、が継続的に検討す
べき課題であることを確認した。

通常の講義で個々の教員による指導を行うのに加え、
7 月と11月に開催される院生論文報告会で研究科所属教
員による指導を行う。その成果は、11月の院生論文報告
会後と 2 月の院生との意見交換会後に開催される定例の
法学研究科 FD 推進委員会において検証する。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

4

カリキュラムの見直し

定年退職等により教員数が減少するため、学生 ■新規
2018年度
の利益に最大限に配慮しつつ担当科目を整理し、
カリキュラム全体の見直しを行う
□継続
L（
）年度から
の継続

■継続
L（2017）年度から
の継続

既に定年退職し、またはその予定のある教員の担当科
目の廃止、事後措置等、開講科目の必要な整理を行う。

既に定年退職し、または退職予定のある教員の担当科
目の廃止、調整を行った。

新たに策定された DP、CP、AP に基づき、カリキュラ
DP、CP、AP に基き、カリキュラムマップの検証を
引き続き、カリキュラムマップの必要
ムマップの作成および修正を行う。
行った。
な検証を行う。また、それに伴い、授業
方法・内容の検討を行う。

専門分野の異なる教員が一つの講義を行うにあたり、 「総合政策概論」を総合政策学部の全教員によるオムニ
総合政策概論の講義については、総合
ある程度の統一性を担保するため、
「総合政策学」とは何 バス形式で開講するに当たり、事前に授業計画と各内容 政策学部が擁する学問分野の多様性・特
かという課題についてより教員各自が常に意識しておく を全教員間で共有することにより、授業の統一感を高め 色を際立たせつつ、全体として一定の統
必要がある。
ることに努めた。また、教員個人同士で「総合政策学と 一感を維持する必要がある。引き続き
は何か」について議論するよう努めた。
「総合政策学とは何か」について教員各自
が随時模索する必要がある。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

新しい教育のポリシー
2017年度に策定した新しい教育のポリシー □新規
2020年度
（DP・CP・AP）に基づく （DP・CP・AP）に基づくカリキュラムマップの
3 カリキュラムの検証と改 作成を行い、必要に応じて現行カリキュラムの検 ■継続
善の検討
証と現行カリキュラム改善の検討を行う。
L（2017）年度から
の継続

2

□新規

2020年度

Ⅳ．達成予定時期

学生同士が、異なる分野や多面的視点から活発な議論
プロジェクト研究報告会においては、各報告について、 同一の問題であっても、学問分野が異
を展開できるよう、壇上に立つ発表者に加え、コメンテー 学生同士でコメントを出し合うことができ、活発な議論 なれば、導かれる結論も異なる場合があ
ターを擁立するなど、議論の深化のための工夫について が展開された。また、異分野でありながらも、共通する るなど、総合政策学部ならではの気づき
検討する必要がある。
問題意識が存在することを改めて認識する貴重な機会と があることが望ましい。学生同士が活発
なった。
な議論を展開できるよう、引き続き工夫
する。

3 年生秋学期に学部行事として開催するプロ
ジェクト研究報告会に関して、それまでに「プロ
ジェクト研究」を履修し研究に取り組んできた内
容を、各々の研究分野に相応しい手法で報告発
表する機会を学生に提供する。同時に、個別の
研究分野としては多様性を有しながらも、
「政策
学」という観点から、全体が統一性・一体性を備
えた研究報告会を目指す。

プロジェクト研究報告会
の見直し

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

2020年度

1

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

「総合政策概論」を総合政策学部の全教員によ
るオムニバス形式で講義を行う。学生は総合政策
学部で何を学ぶのかについてより具体的に知る
ことができ、 2 年次より始まる「プロジェクト研
究」を選定するための必要な素材を段階的に提供
する。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

「総合政策概論」の授業方
法の改良

総合政策学部

①

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑺ 総合政策学部・経済学研究科総合政策学専攻
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Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

博士課程後期課程に社会人院生が他大
学より入学したため、仕事との両立をし
ながら、博士論文を書ける環境づくりに
取り組みたい。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

2

Ⅴ．2018年度に実行する事項

全学の任用資格制度が導入されるに備えて、全学制度
全学的な任用資格制度が明らかにされなかったため、導
大学院再編により、本専攻は消滅する
に基づいた、総合政策学専攻の任用資格制度の導入を検 入の検討には至らなかった。しかし、博士学位を保有し が、教員は他専攻の配属となる。そのた
討する。
ていない教員には全学委員の割り当てなどで配慮し、研 め、任用資格が得られるように専攻内で
究時間を増やせるように取り組んだ。
の研究環境の改善に取り組んでいく。

Ⅳ．達成予定時期

大学院教員任用資格審
教員の学位および研究業績に基づく、大学院教 □新規
2020年度
査に向けた基準の検討
育を行うことによって、院生の研究能力を高め、
未だ授与していない博士（総合政策学）を授与で ■継続
きる研究教育体制の充実。
L（2017）年度から
の継続

Ⅲ．新規／継続

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

1

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

①社会人院生が修士論文を作成から提出するまで、指導
該当の社会人院生が退学してしまうだけでなく、修士
教員を中心とした集団指導体制の確立。
1 年の学生も退学してしまったために、指導体制の充実
②仕事との両立でできるように、長期履修制度を導入す が実現化しなかった。
るなどの社会人院生に対する新たな履修制度の検討。

Ⅰ．取り組み・目標

経済学研究科総合政策学専攻

修士論文作成に向けた
社会人院生が仕事と両立しながら、修士論文が □新規
2018年度末
指導体制の充実
提出できるよう、指導教員と学内外のアドバイ
ザーの複数教員の指導を充実させた教育体制を ■継続
構築していきたい。
L（2017）年度から
の継続

No.

②

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

3

2

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

2021.3

学力試験以外の評価の導入を通じて時代に見
合った入試制度を確立し、より一層の入学者の
質の向上を図る

高校生参加型講義と高大
接続を意図した入試の実
施

2019.3

Ⅳ．達成予定時期

学生が学修成果を把握できるように可視化し、 ■新規
2020.3
自らの学修を改善できるようにする
□継続
L（
）年度から
の継続

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

Ⅲ．新規／継続

学習成果の把握と可視化

教員定員を充足するとともに、教員編成上にお
いて年齢別・男女別の偏りを緩和する

採用人事による教員の充
足と教員編成の是正

1

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

経済学部

①

修得単位状況を可視化するグラフを授業支援システム
の機能として開発し、学生に公開した。
教授会と学部の FD 研修会を通じて、入門ゼミ（アカ
デミックスキルズ）でのルーブリックの導入を可能にし
た。
学部内 FD 委員が演習科目にルーブリックを導入し、そ
の経験を学部の FD 研修会で共有した。

審査委員会では教育編制方針に沿って審査を実施し
た。本年度の採用人事によって、金融論、国際経済学、
社会保障論を主として担当する 3 名の新任教員を充足し
た。教員編成に関する年齢構成及び男女比率の偏りは一
定程度是正された。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

授業支援システム拡張に対する予算執
行が凍結されたため、全学システムが利
用可能になるまで現状維持を目指す。
入門ゼミでのルーブリック導入の効果
をモニタリングし、一層の有効活用を図
る。
学部固有科目へのルーブリックの導入
を継続する。

採用人事に関する旅費を申請すること
になった。本年度、充足できなかった労
働経済学を主として担当する教員を次年
度の採用人事計画に含め、引き続き年齢
構成及び男女比率の偏りの是正に努める
こととなった。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

高大接続型入試の一環として実施している集中講義へ
高大接続型入試の一環として、夏休みの 2 日間で 8 コ
" 高大接続型入試の一環として実施し
のアクティブラーンニングの導入
マの授業を集中講義で実施しており、本年度はアクティ ている集中講義では SA 等の積極的な活
高大接続型入試に関わる広報活動の改善
ブラーニング型のゲーミングシミュレーションを含む科 用によって、さらに高校生が魅力を感じ
複数入試制度間の調整による推薦 AO 比率の抑制
目を導入した。
る授業内容を目指す。
広報活動については受講者数が過多になる懸念があっ
広報活動については、引き続き HP を
たため、HP の情報提供を見合わせた。
利用して積極的にアピールする。
推薦 AO 比率については、高大接続型入試の合格者数
推薦比率については指定校入試の改善
を抑制することにより、一般入試の比率を上昇すること により、一般入試比率を上昇を目指す。
に成功した。

修得単位状況の可視化
初年次教育におけるルーブリックの導入
学部固有科目へのルーブリックの試験的導入

審査委員会における教員編制方針の確認
採用人事を通じた教員定員の充足
教員編制に関する偏りの是正

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑻ 経済学部・経済学研究科経済学専攻

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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4

3

2

1

No.

②

・リサーチワークを中心措置多博士課程のカリ
キュラムの、
「研究基礎（仮称）
」という科目の
導入を図る予定である。なお、
「研究基礎」は、
研究倫理、学術論文作成などの研究の基盤部
分に資する内容を検討している。

・経済学専攻では、現在まで多数の税理士を輩出
してきたが、特定の教員の力に負う部分が大き
く、その教員の退職を控えた現在、存続への対
応が急務である。組織としての維持、対応を十
分に検討する必要がある。また、税理士志望の
学生の集客方法も検討課題である。

・経済学研究科経済学専攻の「教育上の目的（理
念・目的）
」および「学習成果（教育目標）
」を
実現するため作成した方針案に基づき、経済学
専攻の教員の任用資格の具体的検討を行う。

・教員、大学院在籍者に向けての修士論文・博士
論文発表会の実施を検討する。

税理士コースの指導体制
に関する検討

大学院教員任用資格審査
に向けた基準の検討

修士論文・博士論文発表会
の実施

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

□継続
L（
）年度から
の継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2019年度中

2019年度中

2019年度中

2019年度中

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

博士後期課程のカリキュ
ラムの見直し

Ⅰ．取り組み・目標

経済学研究科経済学専攻

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

・経済学専攻独自の基準を設けるか、特
に、税理士コースに関しては、検討が
必要である。

・論文審査と発表会の位置づけ、タイムスケジュール等 ・論文審査と報告の際、審査員以外の参加も認めてはい ・発表会を、在籍する大学院生を対象に
を検討し、2019年度から実施できるよう検討する。次
るが、現状では審査員のみの参加となっている。修士論
実施することを検討している。2019年
年度実施へ向けての広報も行う。
文の発表会を今年度、実施する予定ではあったが、修
度から実施できるよう、計画する予定
了者が少ないため、見送った。
である。

・他大学、他研究科の任用審査基準等を参考にしつつ、基 ・本学全体での任用審査基準が来年度中には整備される
準を具体的に作成する。ただし、総合政策専攻とも齟
と思われる。そのため、総合政策専攻とともに、その
齬のない基準を設定する。
審査基準の公表を待って、その基準に見合ったものを
検討する予定である。

・税理士志望の学生の潜在的需要、大学院修了者一部免 ・税理士志望の学生の潜在的需要があることは、他大学 ・ホームページや入試要項、リーフレッ
除制度の方向性と照らしながら、組織としての対応を
出身者からの少なくない問い合わせによって確認され
トなどを活用し、広報活動を積極的に
検討する。同時に、税理士志望の学生への広報活動を
る。現在、税理士として活躍している本大学院出身者
行いたい。
いかに進めるかも検討する。
を、次年度より非常勤講師として採用した。これで、出
身者の非常勤講師は 2 名となった。在学生にも出身者
の講師は、実務や修士論文に関する疑問にも応えても
らえると高評価である。

・
「研究基礎（仮称）
」の具体的内容を検討し、担当者を ・博士前期課程を修了した研究者志望の学生を対象に、 ・次年度入学者より適用され、入学予定
探し、依頼する段階までは進めたい。
経済学における様々なトピックスを概説する「経済学
者が履修した場合には、次年度の経過
研究概論Ⅰ・Ⅱ」を2019年度に新設する。指摘されて
を踏まえ、改善すべき点を検討する必
いたコースワークの不備も、この科目の新設によって
要がある。
改善できた。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

7

6

5

4

3

2

1

Ⅰ．取り組み・目標

No.

紀要のオンラインジャー
ナル化

短期留学生受け入れ体制
の整備

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続
2019年度

Ⅳ．達成予定時期

2018年度

紙媒体の紀要の発行を中止し、オンライン
ジャーナル化する。

海外大学との提携による短期留学生を受け入
れる体制の構築がされている。

□継続
L（
）年度か
らの継続

■新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

2018年度

2019年度

2019年度

・ 1 年次10月のゼミ決めに向けて、学生がなるべ □新規
2019年度
く早い時期からゼミ決めを意識できるような
制度改善を図る。
■継続
L（2017）年度から
の継続

□継続
L（
）年度から
の継続

カリキュラム・マップと DP が整合的になる。 ■新規

受験生および在校生のニーズにマッチした ■新規
2018年度
HP、教員の研究成果をオンラインでより積極的
に公開できる HP になる。
□継続
L（
）年度から
の継続

全科目における履修生が250名を超えないよう
になる。

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

学生の自主的活動の支援 ・JJ スタッフ（学部公認学部行事支援学生団体）
強化
や One World Collective（学部公認国際交流学
生コミュニティ）などの、既存の学生活動への
支援をさらに強化する。
・新たな学生の自主的活動を教員サイドから積極
的に提案し、新たな学生組織を立ち上げる。

ゼミ募集方法の改善

カリキュラム・マップと
DP の整合性の向上

学部 HP の改善

大人数講義への対応

経営学部

①

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

・本年度は、アカデミック・スキルズ科目の設置などに ・本件は、学部改革プロジェクト（2019年
追われ、予定していた見直しを行うことができなかっ
4 月設置）によるカリキュラム見直し
た。
作業に包含して取り扱うことにする。

・社会連携プロジェクトの関連ページの
充実を行う。
・ABE など、グローバル教育・留学の
ページの作成と追加を行う。
・ディスカッションペーパーなどの研究
ページの作成と追加を行う。
・Google アナリティクスにて、新サイト
の閲覧ページの分析を行い、その結果
からよく閲覧されているページについ
ての内容を厚くする。

・学部長と図書委員が中心になって、オンラインジャー ・経営学部紀要「中京経営研究」のオンラインジャーナ ・特になし。
ナルとして ISSN の登録を行う。
ルとしての ISSN の登録（09199209）を完了した。

・海外大学との提携による短期留学生を受け入れる体制 ・今年度は、当該取り組みと関連した具体的な作業を行 ・本件は、学部改革プロジェクト（2019年
の構築に向けて、学部 FD 推進委員会が中心になって、 うことができなかった。
4 月設置）によるカリキュラム見直し
海外大学のニーズと本学の受け入れ可能な環境を精査
作業に包含して取り扱うことにする。
する。
・制度の新設に向けて、学部 FD 推進委員会などで検討
する。

・学部長、JJ 担当教員、ワンコレ担当教員が中心になっ ・経営学部第二共同研究室を整備し、JJ Staff、ワンコレの ・学部メディア委員会が中心になって、
て、学生の自主的活動のための場所の提供を検討する。
学生スタッフが教員の指導監督の下で利用できるよう
学部 HP の学生発信ニュースを担当す
・学部メディア委員会が中心になって、学部 HP の学生
に体制を構築した。
る学生組織の新設も含めて、更なる有
発信ニュースを担当する学生組織の新設を検討する。
効な方策を検討する。
・学部 HP の学生発信ニュースを担当する学生組織の新
設に向けて、具体化作業の推進する。

・新設する学部 HP のゼミ紹介ページに常時ゼミ募集要 ・新学部 HP のゼミ紹介ページに常時ゼミ募集要項を提 ・各ゼミの紹介と募集活動について、既
項を掲示するシステムを構築する。
示するシステムを構築した。
（https://manage.chukyo-u.
存のゼミ生の活用も含めて、更なる有
・各ゼミの紹介に既存のゼミ生を活用する方案を模索す
ac.jp/seminar/recruitment/ 参照）
効な方策を模索する。
る。

・学部 FD 推進委員会にて、カリキュラムと DP につい
て見直しを行う。

・学部メディア委員会が中心になって、①学部 HP の全 ・学部 HP の全体デザインを見直した。
（https://manage.
体デザインの見直し、②ゼミ紹介ページの新設、③紀
chukyo-u.ac.jp/ 参照）
要紹介ページの改善（レポジトリーとのリンク）
、④学 ・ ゼ ミ 紹 介 ペ ー ジ を 新 設 し た。（https:// manage.
部ディスカッション・ペーパー（オンライン）の立ち
chukyo-u.ac.jp/seminar/ 参照）
上げ、などを行う。
・紀要紹介ページを改善し、レポジトリーへのリンク
作 業 を 完 了 し た。
（https://manage. chukyo-u.ac.jp/
research/bulletin/ 参照）

・学部 FD 推進委員会にて、基幹科目履修要件の変更に ・本年度は、アカデミック・スキルズ科目の設置などに ・本件は、学部改革プロジェクト（2019年
よる受講者数の変化を注視しながら、大人数となる他
追われ、予定していた分析などを実行することができ
4 月設置）によるカリキュラム見直し
の要因についても分析を試みる。
なかった。
作業に包含して取り扱うことにする。
・学部 FD 推進委員会にて、基幹科目以外の大人数講義
について、適正な受講者数を維持するための方策を講
じる。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑼ 経営学部・経営学研究科

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

4

3

2

1

Ⅰ．取り組み・目標

No.

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

・研究の方法論に関する科目を新設する．

定員確保と社会人対応の
充実

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

2020年度

2019年度

2019年度

Ⅳ．達成予定時期

・進学奨励学生制度を学部生に周知するととも □新規
2020年度
に、社会人入学生を広く受け入れるなど、入学
者増を目指して定員確保に努める．
■継続
L（2017）年度から
の継続

教員の研究・教育力向上の ・国内外のビジネススクールを中心とした現地視
ための研修
察を実施する．
・視察の成果については、
「中京経営紀要」に“視
察報告”として掲載し、研究科の教員・学生間
で情報を共有する．

カリキュラムの整備

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

教員による学術研究発表 ・教員間の研究成果を共有し、共同研究の可能性
会「 中 京 経 営 学 術 セ ミ
を模索する．
ナー」の開催

経営学研究科

②

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

2019年度から、大学院博士後期課程の教育課程に、必
3 つの方針の見直しを予定しており、
修科目である「経営学特殊講義Ⅰ・Ⅱ」を開講すること 見直し作業に包含して、カリキュラムの
とし、コースワークを取り入れた教育課程を編成した． 内容を検討する．

引き続き中京学術セミナーを開催する
とともに、その効果等を検証していく．

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

・社会人特別選抜の広報に力を入れる．シニア層の社会
社会人特別選抜に関しては、電話による問い合わせが
研究科の学内外への周知など、入学者
人入学者に対する、本研究科における学修への接続対 複数あったため、本研究科の特徴や入試制度の説明と併 増を目指して定員確保に努める．
応を検討する．
せて受験を勧めた．しかし実際の受験には至らなかった．
・日本語学校を念頭に置いた、入学試験における指定校
制度を検討する．

・他研究科や大学院事務課、教育企画課とも連携しなが
3 月に専任教員による実際の授業内容に基づく「教育
引き続き教育実施報告会を開催すると
ら、研究のあり方を検討する．
実施報告会」を開催し、教員間のノウハウの蓄積及び意 ともに、その効果等を検証していく．
識の共通化を図った．

・海外の先進事例視察を検討する．

・年に 2 回の開催を維持し、BI 研究科の教員による講演
本年度は中京学術セミナーを2018年 7 月及び12月に経
も検討する．
営学研究科の教員を講師に開催した．
・セミナーには、大学院生・学部生の参加を促し、論文
指導の際の一助とする．

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

3

2

1

No.

①

■継続
L（2017）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2013）年度から
の継続

2019年度

⑦電気の 1 研究室が中経連より提示された企業を選択し ⑧中経連人材プール活用は、ひきつづき
て検討した（電気11月学科会議）。
方法改善しながら継続する。大学院進
⑧大学院進学ガイダンス実施（機械 5 月学科会議）。中経
学に関するガイダンス等の情報提供は
連の企業人材プールを活用した工場見学の実施を検討
継続する。
した（機械11月・ 3 月学科会議）。
⑨卒業時アンケートは継続実施する。就
⑨卒業時自己成長評価アンケートを実施し、内容を確認
職先企業へのアンケートについては実
した（情報11月、メディア11月学科会議）。
効性の議論とともに、実施可能性を検
討する。

⑦就職先を想定した企業人によるセミナー講演会の開催
と関連アンケートの実施
⑧大学院進学（意義・価値など）に関する情報提供
⑨卒業生あるいは、その就職先企業に対する、サンプリ
ング的アンケートの実施

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

出 口 を 明 確 に 意 識 し た ・学生の職業観や仕事観の醸成
キャリア教育の実効性向 ・工学部としてのキャリア教育の再検討、学外講
上
師等による技術セミナー開催、企業等との共同
研究や学外プロジェクトへの参画、インターン
シップ等を通じて、実社会のニーズと向き合
い、自らの学びに活かす機会の増大を狙う。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

④学部内で実施しているプロジェクト活動の成果広報お ④プロジェクト活動成果報告会を開催した。
④アンケート調査を実施していく。
よび同参加学生を対象としたアンケート調査
⑤および⑥卒業研究および優秀研究者発表会を開催し、 ⑤学会発表は多数実績があるが、具体的
⑤学会発表による能力向上に関するサンプリング的アン
教育効果を確認できた（機械12・ 1 月、電気 6 月学科
なアンケート調査は未実施．今後実施
ケート調査
会議）
。イルミネーションストーリー in とよた実行委員
していく。
⑥他組織との連携による研究や制作・展示等の活動によ
会との連携での展示活動を実施した（メディア工、中 ⑥卒業研究等の発表会における学長賞推
る教育効果の確認
京大学ホームページ）
。 2 年秋学期から研究室（ゼミ）
薦の導入や関連学会学生賞推薦の導入
配属を行い、研究への意欲促進を図っている（情報工、 が考えられる。
2018年度ゼミ配属用のための Wiki 画面 sistwiki）。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

能動的な学びの充実化お ・学生たちによる自主的な活動を促進する目的で □新規
2019年度
よび、研究活動を通じた
実施しているプロジェクト活動の活発化と効
実践的工学教育
果検証
■継続
・学会発表による、コミュニケーション力等の教 L（2013）年度から
育的効果の把握
の継続
・他組織との連携による、研究、制作、展示等に
よる実践的教育の効果を調査

Ⅳ．達成予定時期

①入学時のプレースメントテスト
①プレースメントテスト結果を振返り、iLS 実施方法の具 ①プレースメントテストは継続する。入
②入学時ガイダンス、オリエンテーション合宿等の機会
体案を検討した（機械 4 月学科会議）。
学時の学科ガイダンス時に、学修の動
を利用した技術習得に対する動機付け
②ガイダンスおよびオリエンテーション合宿の内容を振
機付けを深める機会を設ける。
③電気電子工学科および機械システム工学科において新
返り（機械 4 ・ 5 月、メディア 3 月学科会議）、次年度 ②入学時ガイダンスとオリエンテーショ
規開講したリメディアル教育科目の効果に関する確認
内容を検討した（機械 3 月学科会議）。補習的活動「勉
ン合宿は継続する。
強 Café」を実施した（2018年度情報工学科新入生ガイ ③ iLS は2018年度実施結果をもとに、同
ダンス配付資料 勉強 Cafe 説明用）。
様に進める（機械、電気）。
③各期末の iLS 実施報告と次年度進め方を検討した（機
械 9 ・ 3 月学科会議）
。

□新規

Ⅲ．新規／継続

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

2019年度

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

学修目標への円滑な到達 ・学生の基礎学力把握と教員間での情報共有
のための方策
・学生に対する技術習得に関する動機付けの強化
・専門科目への興味の向上
・2018年度より正規科目として開講したリメディ
アル教育科目の状況精査および効果検証の方
法に関する議論

Ⅰ．取り組み・目標

工学部

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑽ 工学部・工学研究科／情報科学研究科

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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4

3

2

1

No.

②

大学院への進学者数を安定的に確保するため、
学部 3 年次生を対象にした進学ガイダンスなど
を定期的に開催する。とくに、現役大学院生や大
学院修了生による体験談などを積極的に取り入
れ、ガイダンスの効果を高める。

大学院生に社会的経験を積ませるため、彼ら
を学外機関や企業と連携した研究活動に積極的
に参加させる。そのために、学外機関と連携し
た各種講演会やワークショップなどを積極的に
開催し、大学院生に参加の機会を与える。また、
この目的のために、附置研究所や先端共同研究機
構などとの連携も図る。

国内外の学会や展示会等で研究発表や制作発
表を行う大学院生を経済的に支援する制度を確
立する。とくに、博士後期課程の学生に対する経
済的支援をより強化するため、現行の RA 制度の
拡充を図る。

大学院生に対するキャリア・パスの明確化を
目的として、研究科の CP（履修モデル）や DP
（養成する人材像）に基づく新しい進路指導体制
を確立する。また、その基礎として、キャリアセ
ンターと協力しながら、すべての修了生の就職先
情報を把握・追跡し、研究科内で共有する。

学外機関と連携した研究
指導

大学院生への経済的支援

キャリア・パスの明確化

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

■継続
L（2016）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続

2022年度

2021年度末

2020年度

2020年度

Ⅳ．達成予定時期

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

進学者数の安定的確保

Ⅰ．取り組み・目標

工学研究科／情報科学研究科

名古屋市科学館・人工知能高等研究所と連携して、小
学生等を対象にした連携講座（ 9 月 1 日）、および、一般
市民を対象にした公開講座（10月30日）を開催し、大学
院生を参加させた（http://www.iasai.sist.chukyo-u.ac.jp/
ncsm-school/2018.html）
。
また、情報工学科と連携して、第39回、第40回コロキ
ウム（それぞれ12月11日、12月14日）を開催したほか、
橋本研究室と共催で「知的センシングセミナー」も数回
（10月24日等）開催し、大学院生にこれらへの参加を奨励
した。

学部 3 年次生を対象にした進学ガイダンスを両キャン
パスで実施した（ 5 月29日実施、 6 月研究科委員会で報
告）
。例年通り、現役大学院生による体験談は好評であっ
たが、大学院修了生（社会人）の体験談は日程が合わず
実施できなかった。
なお、次年度の修士課程進学者は、例年より多い27名
（定員22名）を確保できたが、進学ガイダンスがそれにど
の程度貢献したかの調査は行っていない。

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

アンケートなどを活用しながら、大学院生や研究室か
キャリアセンターと連携しながら、キャリアパスの明
ら現状の支援に関する要望を収集し、支援方法の改善を 確化、履修モデル・養成する人材像に基づく進路指導の
進める。また、専門性の高いインターンシップや就職活 在り方、院生の就職先・転職先のトレース方法について
動体験の収集と利用の方法について検討を行う。
具体的な検討を行った（ 2 月研究科委員会にてキャリア
パス検討 WG より報告）
。
また、院生の就職先情報を研究科内で共有するととも
に、院生の就職意欲向上に役立てるため、過去数年間の
主な就職先を次年度研究科紹介パンフレットに掲載した。

大学院生が学会や展示会等で研究発表や制作発表を行
現行支援制度の積極的な利用を呼びかけた結果、部門
う際、現行の支援制度をより積極的に活用するよう呼び 還元費および研究科予算による支援制度はともに利用者
かける。また、博士後期課程の大学院生に対する経済的 が増加し、院生の研究発表活動に貢献した（ 2 月工学部
支援をより充実させるため、研究所予算、研究科予算を 教授会報告資料）
。
ベースにした RA 制度の導入を検討する。
なお、研究所予算をベースにした RA 制度については、
研究所が大学附置化され別組織となったため、当研究科
での検討は中止した。

大学院生に対して、学外機関や企業と連携した研究活
動に積極的に参加することを奨励する。そのために、学
外機関との連携講座や共同ワークショップ、企業研究者
らを招いた講演会などを研究科主催又は協賛の形で開催
する。また、人工知能高等研究所や先端共同研究機構と
の共催も検討する。

大学院への進学者数を確保するため、学部 3 年次生を
対象にした進学ガイダンスを入試日程に合わせて年 2 回
実施する。ガイダンスの効果を高めるため、従来の現役
大学院生だけでなく、大学院修了生の体験談も取り入れ
る。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

転職先のトレースは時期的なタイミン
グや個人情報保護の観点から現実的に難
しい面があるため、今後は修了時就職先
情報の収集に注力し、その精度を上げる
ことに努力する。
また、引き続き大学院生や研究室から
現状の支援に関する要望を収集し、支援
方法の改善を進めるとともに、専門性の
高いインターンシップや就職活動体験の
収集と利用の方法についても継続的な検
討を行う。

部門還元費および研究科予算による支
援制度はこの 3 年間でほぼ定着し、修士
学生に対して期待通りの成果を確認でき
たので、取り組みとしては今年度で終了
する。
博士後期課程の院生に対する支援につ
いては、今後学生数が増加した時点で改
めて検討する。

研究科主催によるコロキュウム講演を
さらに計画し、そのための予算の確保を
検討する。
なお、人工知能高等研究所は大学附置
化されたため、同研究所との新しい協働
のやり方を考える必要がある。また、先
端共同研究機構との連携の可能性も引き
続き検討する。

進学ガイダンスの効果を測るためのア
ンケート調査の実施と利用法を検討す
る。
電気電子工学専攻への進学者が少ない
ため、より効果的な改善策を検討する。
新設された博士後期課程工学専攻への
進学者を増やすため、修士課程 1 年生を
対象にした進学ガイダンスを新たに検討
する。

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

4

3

2

1

No.

□継続
L（
）年度から
の継続

2021年度

毎回出席を取っている科目の中から選
んで科目を定め、科目担当者から途中の
段階で一度、欠席回数の多い学生を、学
生・就職委員会と教務課に知らせてもら
い、学生・就職委員会と教務委員会がそ
の学生と連絡を取って、学習状況につい
て話を聞くようにする。また、ここで名
前が挙げられた学生のその後の単位取得
状況についても確認する。

・2018年度より導入した、幅広いレベルの選手たちから ・スポーツ科学部の教育課程が、「モデル・コア・カリ ・卒業時アンケートの項目の中に、コー
彼らを支える人々までを包括し指導できる高い意識を
キュラム」と「運動部指導者養成カリキュラム」と一
チ育成に関連する能力が向上できたか
持ったコーチ（グッドコーチ）育成のための「モデル・
致し、その内容が保証されていることが確認された。
否かを問う項目を設け、将来カリキュ
コア・カリキュラム」と「運動部指導者養成カリキュ ・卒業時アンケートの項目の中に、コーチ育成に関連する
ラム導入前のアンケート結果と比較で
ラム」の内容がシラバスに反映されているか確認する。 能力が向上できたか否かを問う項目を設け、カリキュ
きる基礎資料とする。
・ 2 つのカリキュラム導入の成果を評価するための方策
ラム導入前のアンケート結果と比較し、成果を検討す ・障害者スポーツに関する科目や指導の
を検討する。
る必要がある。
充実、履修機会の拡大を検討を継続す
・障害者スポーツに関わる指導力の育成について検討す
る。
る。
・幅広いレベルの選手たちから彼らを支
・今年度は本学から 3 名の教員がコーチ育成者養成講習
える人々までを包括し指導できる、高
会に参加し、12月 7 日に行われた体育会部長監督会議
い意識を持ったコーチ（グッドコーチ）
で情報を共有した【エビデンス】①系列会議議事メモ、
育成のための研修会参加の成果を共有
研修会参加実績、体育会部長監督会議資料。
し、学部構成員の能力を高める。

■新規

学生・就職委員会と教務委員会において、体育会に所
属していない学生やゼミを履修していない学生の学習指
導サポート体制について検討した。その結果、学期が終
わってから単位取得状況を把握するだけでなく、学期の
途中での出席状況を、必修等で毎回出席を取っている科
目について把握するようにすることを確認した。
【エビデ
ンス 3 ー①②】

文科省・日本体育協会と日 ・今後、学部カリキュラムに進展があったとして
本体育学会が推進するカ
も、導入した両カリキュラムの質が保証されて
リキュラムの質保証
いる。

■継続
L（2017）年度から
の継続

・学部内に学生・就職委員会、教務委員会が連携するワー
キンググループを設置する。
・ワーキンググループでは、担当を明確にし、特に体育
会に所属していない学生やゼミを履修していない学生
に対し、以下を検討する。
1 ）修学面における現状調査
2 ）対象学生の学修指導のサポート体制

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

学生への学修指導サポー ・全学部生の就学状況を把握し学修指導すること □新規
2019年度中
ト体制の検証
で、修学につまづくことなく 4 年間で卒業して
いく学生の割合がより高くなる。
■継続
L（2015）年度から
の継続

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

・ 3 つのポリシーを考慮した内容の卒業時アンケートを ・学位授与方針に適合したカリキュラムマップを作成し、 ・2021年度に向けた学部改組と併せて、
継続し、カリキュラムマップに基づく学生の修得科目
それを実際の科目（シラバス）とを点検し、カリキュ
引き続き検討していく。
割合のデータを合わせ、学生が卒業時に本学部が求め
ラムマップと実際の科目（シラバス）との整合・一致
る学位授与方針に基づく能力に対しどの程度身につい
していることを確認した。
たかを検証する資料とする。
・検討部会を開催し、入学時アンケートの作成と、初年
・入学時の目標や志がどの程度達成されたか（達成度）
次教育の在り方について議論した。
【エビデンス 2 】①
について、卒業時アンケートをもって検証できるよう、
2017年度スポーツ科学部卒業時アンケート集計及び分
新入生を対象としたアンケートを実施する。
析結果②2017年度卒業生のカリキュラムマップに基づ
・継続している外部委託科目を対象とした「授業改善の
く学生の習得科目の割合③授業アンケート結果シラバ
ためのアンケート」結果を検証し、学部としての初年
スについて学部教授会で審議し、多くの意見が出され
次教育科目の在り方や取り組み方を検討する。
た。
・検索システムについて、授業内容や、学部横断的に検
索ができるように改善。
・シラバス第三者チェックを行うことによって、シラバ
スの共通性に改善が見られ、チェックの成果が表れて
いる。
・科目履修に際してシラバスの閲覧を必須とする、もし
くは初回授業のガイダンスで必ず閲覧するなど、学生
がシラバスに目を通す機会を積極的に創出し、より良
い活用に繋げる、など（10/10教授会）
・2021年度の学部改組に向け、現行のカリキュラムの課
題を洗い出した。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

学位授与方針にのっとっ ・学位授与方針にのっとった人材の育成がより高 □新規
2018年度中
た人材育成のためのカリ
いレベルで達成される。
キュラム編成の検証
・初年次教育の運営に関して、学部としての係わ ■継続
りが明確に位置付けられている。
L（2015）年度から
の継続

Ⅳ．達成予定時期

・アセスメントポリシー体育実技評価基準作成のための ・全学・学部自己点検評価委員会の動きに併せて、学部内 ・実技評価基準の作成の試みとして、4 つ
ワーキンググループを設置する。
の実技評価検討委員会が設置された。委員会は、実技
の実技系列の種目を対象に実技評価の
・ワーキンググループにて、実技教員会議と連携し、2017
種目の球技系、武道系、個人スポーツ、芸術系の 4 系列
項目と内容、基準の作成を試みた。ま
年度に提示された採点指針ルーブリック原案を基に各
の委員から編成された。検討の実技評価について、DP
だ、2018年度については予備調査段階
種目における採点基準について検討する。
に基づく実技力（技能と知識）
・指導力・態度などにつ
であり、今後は学部専任が担当する実
いて実技種目に共通する項目と内容の検討を行い、併
技種目に対応した基準の作成を行い、
せて種目の固有の項目などについて検討した。また、項
より汎用性のある実技基準の作成を試
目に対する評価基準、総合評価と単位認定の関係など
みる予定である。現段階では、講義科
について検討を行った。その上で、各列の代表の担当
目との互換性、DP との項目の関連性
種目の数クラスを対象に秋学期終了時に作成した実技
など今後検討すべき課題が多くあるこ
評価の予備調査を行った。その調査結果を集計しデー
とから、次年度以降も継続して審議す
タをもとに項目と基準の再検討を進めている。
【エビデ
ることとする。
ンス 1 －①②】

□新規

Ⅲ．新規／継続

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

2018年度中

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

アセスメントポリシー体 ・体育実技種目の技能を評価するために、最低限
育実技評価基準作成
必要とされる具体的な実技技能の基準が提示
される。
・提示された実技技能基準以上の技能を目指す
ことで、体育実技技能と指導能力の質向上を
目指すことができる。

Ⅰ．取り組み・目標

① スポーツ科学部

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑾ スポーツ科学部・体育学研究科

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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3

2

1

Ⅳ．達成予定時期

Ⅴ．2018年度に実行する事項

Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

（ 1 ）進路や活躍分野の経年的変化を示したデータの蓄積
（ 2 ）大学院進学説明会における上記（ 1 ）の提示
（ 3 ）修了生に協力を得てロールモデルを明示するための
機会を設定する。

年度毎継続見直し （ 1 ）ゼミ・卒業研究を担当する教員に対する大学院進学
奨励制度の周知
■継続
（ 2 ）制度利用大学院生の教育・学修効果の検証
L（2015）年度から
（ 3 ）上記（ 2 ）にもとづく履修モデルとキャリアパス明
の継続
示のための情報の蓄積

□新規

・入学前の段階で大学院修了後の進路イメージ □新規
2019年度中
を一定程度確立することができる。
■継続
L（2015）年度から
の継続"

大学院への内部進学希望 ・大学院進学奨励制度の周知
者に対する学部・研究科を ・上記制度利用者の増加と大学・大学院教育の連
通じた履修モデル・将来ビ
続性確保による教育効果の向上
ジョンの明示

キャリアパス明示に向け
た卒業後進路の再確認

研究科名称変更に係る手続きを進める
とともに、学部改組の動向および体育研
究所との連携の観点から、より柔軟かつ
迅速に社会の要請に応え得る大学院教育
および研究を進めるために、研究系の再
編、高度な専門職につく人材の養成等に
関する将来構想を検討する。教職専修免
許取得希望者対象の新設科目に関する周
知は、引き続き実施する。

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

スポーツ科学部教授会において、進学奨励制度、進学
説明会、入学志願者・合格者状況に関する告知を行った。
その結果、前期入試では修士15名（うち進学奨励学生 2
名）
、博士 5 名、後期入試では修士10名、博士 4 名が出願
した。最終合格者は修士23名（うち社会人 3 名）、博士 9
名となり、定員を上回る合格者を得た。
【エビデンス⑧−
⑩】

進路や活躍分野について、2015年からの作業を継続し、
蓄積した。また、この結果をもとに、特に近年の修了生
の多様な進路を提示するとともに、具体例をあげながら
進学説明会で情報提供を行った。
進路に関しては、多様なキャリアを提示した結果、従来
の進路では進学・教員が多数を占めたが、公務員・一般
企業等に就職する大学院生もみられるようになった。
【エ
ビデンス⑦】
過去10年間の入学志願者および合格者
の推移について検討し、定員の見直しを
図る。また、定員を増やした場合に生じ
る可能性がある、教育・研究環境上の課
題を明らかにする。

年度毎継続見直し （ 1 ）各科目・口頭試問等の配点や合格最低点等の基準の
科目および口頭試問等の配点、AO 型入試の必要性、学
2 年間継続してきた選抜基準の再検討
あり方について再検討する。
内推薦制度の観点から検討した。入試委員会および研究 を完了し、教育・研究レベルが近い他大
■継続
（ 2 ）在籍する院生の入学試験時の得点と、入学後の研究 科長が他大学における現状調査を行い、複数の改革案も 学の現状も把握することができた。当面
L（2017）年度から
成果や卒業後の進路等との関係について検討する。
提示して審議した結果、現行の入試は AP に最適である は、2018年度に確定した入試制度により、
の継続"
との結論に至った。
【エビデンス⑥】
AP に合致した学生を選抜できているか
どうかモニタリングする。

□新規

・アドミッションポリシーに合致した学生をより
適切に選抜できる入学試験になっている。

□新規

Ⅲ．新規／継続

入学者選抜基準の再検討

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

博 士 前 期 課 程 は （ 1 ）2017年度から実施した改正後カリキュラムについて、（ 1 ）改正後カリキュラムについて、 3 つの観点からの検
2019年度
以下の観点から検討を行い、妥当性と有効性を検証
証を行ったことを踏まえ、より効果的な教育・研究・
■継続
博士後期課程は
する。
社会への還元をめざして学部および関連研究所との
L（2017）年度から 2020年度
①科目名称・内容・授業形態等の見直し
連携を強化するために研究科の名称変更の申請を行
の継続
②非常勤教員による担当科目の整理による過密な時
うこととした。また、体育・スポーツ科学に対する
間割の緩和
社会的要請と国内外の学術的動向を踏まえ、 2 科目
③配当年次の変更および完全セメスター化
の新設および 1 科目の系移動を行った。
【エビデンス
（ 2 ）博士前期課程（修士課程）新設科目「スポーツ科学
①−④】
研究総論」
（オムニバス形式）を修士課程全員が履修 （ 2 ）当該科目の履修者は修士課程 1 年生14名全員であっ
することをめざし、高等教育機関におけるハラスメ
た。また、この科目にはハラスメント防止に関する
ント防止に関する教育内容を含める。
教育内容を含めた。
【エビデンス⑤】
（ 3 ）博士前期課程（修士課程）新設科目「保健体育授業 （ 3 ）教職専修免許取得希望学生に向けた新設科目の履修
研究法」を教職専修免許取得希望学生全員が履修す
者は11名中 3 名であった
るよう周知する。

Ⅰ．取り組み・目標

No.

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）

改正後カリキュラム（2017 ・ディプロマポリシーの実現に向け、既存科目の
年度施行）
の学修効果検証
名称・内容・授業形態等を見直し、教育効果を
高めるための教授内容・授業形態・配当セメス
ターによるカリキュラムで運営がなされてい
る。
・大学院教育として必要不可欠な内容が時代と
社会の変化に応じて教育内容に含まれている。

体育学研究科

②

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

2

1

Ⅰ．取り組み・目標

No.

FD 活動のより一層の充実

社会に求められる水準と
しての厳格な成績評価の
実施

法務研究科

①

■継続
L（2015）年度から
の継続

□新規

Ⅲ．新規／継続
2019年度中

Ⅳ．達成予定時期

法科大学院における FD 活動の充実により、法 □新規
2019年度中
曹養成にふさわしい質が担保された教育内容が
提供される。
■継続
L（2015）年度から
の継続

法科大学院における厳格な成績評価の結果、修
了者に司法試験受験資格が与えられる。

Ⅱ．内 容
（達成されたときの状態）

期 首
（2018年 3 月から 4 月に記述）
Ⅵ．2018年度の結果（エビデンス含む）・振り返り

Ⅶ．改善策
次年度以降の課題・展望等

引き続き、
「法科大学院 FD 委員会細則」 2 条、 3 条に
法科大学院 FD 委員会規程 2 条 1 項に従って、学生に
基づいて、①授業評価アンケート並び授業実施検討会の よる授業評価アンケート並びにこれに基づく授業実施検
実施、②指定授業による授業参観並びに授業参観実施検 討会を学期ごとに実施している（教授会議事録）。さらに、
討会を実施するものとする。
全専任教員の対して学期毎に少なくとも 1 科目毎につい
ては、授業参観を行うことを義務付け、参観後には参観
所見を提出し、これを資料として授業参観実施検討会を
開催している（ 4 月11日第 1 回法務研究科教授会議事録、
6 月13日第 3 回法務研究科教授会議事録、 7 月11日第 4
回法務研究科議事録）
。

上記に同じ

引き続き、試験問題や答案採点状況の点検を適切に実
2018年10月24日中京大学大学院法務研
法科大学院教務委員会規程 2 条 2 項並びに法科大学院
施しながら、
「法科大学院履修及び評価基準に関する規 定期試験等出題要領 6 条に従って、研究科内教務委員会 究科は廃止され、在籍学生はいない。
（10
程」第 4 章に定める評価基準（31条～33条）に基づいて、 において、①定期試験等問題の点検（ 5 月30日第 3 回教務 月10日第 6 回法務研究科教授会議事録）
厳格な成績評価を行うものとする。
委員会議事録、 7 月18日第 4 回教務委員会議事録）、②答
案採点状況の点検（ 8 月29日第 5 回教務委員会議事録）、
③成績判定案の点検を実施した（同）うえで、研究科教
授会で審議し、成績評価を確定した（ 9 月12日第 5 回法
務研究科教授会議事録）
。

Ⅴ．2018年度に実行する事項

期 末
（2019年 3 月から 4 月に記述）

4．各学部・研究科教育上の取り組み・目標シート

⑿ 法務研究科（法科大学院）

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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5．アンケート結果データ

5

5．アンケート結果データ

⑴ 授業改善のためのアンケート
① アンケート回答用紙

授業改善のためのアンケート
このアンケートは、学生のみなさんの視点を活用して、授業の改善に結びつけることを目的としています。以下の点をよく読み、無責任な記述は慎み、授業改善につながるよう誠実に回答してください。
●回答内容があなたの成績等に影響されることは一切ありませんので、
この授業について思ったことを率直に回答してください。
●アンケートは授業ごとに実施されます。以下の質問には、
このアンケートが配布された時間に、
あなたが受講している授業に関して回答し、他の授業については別途、他のアンケートで回答してください。
記入例

はじめに、科目名、教員名、曜日・時限を記入の上、在籍している学部と欠席回数をマーク
（○を塗りつぶす）
してください。

科目名

良い

教員名

学部

悪い

曜日・時限

文学部

国際英語学部

国際教養学部

心理学部

法学部

総合政策学部

経済学部

経営学部

現代社会学部

工学部・情報理工学部

スポーツ科学部

０回
３回以内

欠席回数

４回以上
※今学期
（セメスター）
中の欠席回数

【あなた自身に関する質問】
以下の設問について、
あなたに当てはまるものを選択肢の中から選んで回答してください。
1. この授業を履修した理由は何か。
（ 複数回答可）
A

必修・選択必修科目だから

B

シラバスを読んで興味をもったから

C

この先生の授業を受けてみたかったから

D

先輩や友人に良い授業だとすすめられたから

E

評価方法が自分に合っていると思うから

F

時間割を作る上で好都合だったから

G

単位取得が容易だと思ったから

H その他 （具体的に理由を記入してください ：

）

2. この授業1回分（90分間）
の受講に対して、事前事後学習（宿題、課題含む）
を合計すると、平均してどのくらいの時間をかけたか。
A

4時間以上

B

3時間以上〜4時間未満

C

2時間以上〜3時間未満

D

1時間以上〜2時間未満

E

30分以上〜1時間未満

F

30分未満
（0分も含む）

そう思わない

1 全く

そう思わない

2 あまり

3 どちらとも
言えない

3. 自分は、
この授業の「学修到達目標」
を達成した。
（ 学修到達目標とは、
シラバスに記載してあるものを指します）

4 やや
そう思う

5 強く
そう思う

以下の各文章の内容について、あなたがどう思うか、当てはまるものを選択肢の中から選んで回答してください。

学修到達目標を知ら
ない・理解していない

4. 自分は、
この授業を通して、新しい知識、技術、能力を得た。
5. 自分は、
この授業に満足した。

【授業内容・教授方法等に関する質問】
6. 教員の話し方は明瞭だった。
7. 教科書、板書、配付資料、視聴覚教材、実演などを通じて、授業の教育効果を上げる工夫がされていた。
シラバスを
読んでいない

8. 授業は、概ねシラバスに沿って進められていた。
9. 授業は、受講者の理解度を確認しながら進められていた。
10. 事前事後学習（宿題、課題含む）
に関して、担当教員から指示がなされていた。
11. 教員から受講者へのフィードバック
（質問への対応、課題へのコメントなど）
がなされていた。

以下は記述により回答してください。
なお、教室環境（机・椅子・空調・AV機器）
や本アンケートに関することは、別途Webシステムを通じて学生の皆さんにお伺いする予定としていますので、
この用紙への記述は不要です。
12. この授業で良いと思った点について記述してください。

13. この授業で改善した方がよいと思った点について記述してください。

任意設問1 この質問については、教員より別途指示があります。
（選択）
（記述）

任意設問2 この質問については、教員より別途指示があります。
（選択）
（記述）

ご協力ありがとうございました。
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”学生の声“と、今後の取り組み・計画について －

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

ます。

1

両キャンパスともに教室の定期点検（月１回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図ってい

他の教室の机・椅子においても随時点検を実施し、必要に応じて修繕を行っています。AV 機器については、

名古屋キャンパス 0 号館 8 階の机及び椅子については、2019 年度開講までに更新する予定です。また、

設問２「授業環境全般」に関して

も皆さんの率直な意見を聞かせてください。

ンケートの実施方法について検討しており、その際にこれらのコメントを参考資料として活用します。今後

ンケートを実施してほしい」といった要望については、現在教育推進センター委員会において、より良いア

にデータを集計し、HP で公開する予定にしております。またこの設問に対する回答で多かった「WEB でア

時に、評価段階を 4 段階から 5 段階へ変更しました。新しくした設問も含め実施したアンケートを設問ごと

自身に関する質問」と「授業内容・教授方法等に関する質問」の２つのカテゴリに分けて表示しました。同

さらなる授業改善に活かしていくことを目的に今回よりアンケートの設問を見直すとともに、
「あなた(学生)

設問１「授業改善のためのアンケートの実施方法や内容」に関して

■2018 年度春学期のアンケートで寄せられた主なコメントと今後の取り組み・計画

設問５ 学内におけるグループで自習するスペースに関する満足度および意見

設問４ 学内における一人で自習するスペースに関する満足度および意見

設問 3 実技授業関連スペースに関する満足度および意見

（照明、空調、机・椅子、視聴覚・情報通信機器、外の雑音等）

設問 2 授業環境全般に関する意見や要望

設問１ 「授業改善のためのアンケート」の実施方法や内容

＊今回のアンケートの設問は、次の 5 点です。

改善に向けての貴重な意見として受け止め、今後の環境整備や計画策定の参考資料として活用します。

の方から回答がありました。多くの協力をありがとうございました。アンケート結果は、授業環境や学内環境の

0%

20%

40%

60%

80%

100%

不満

やや不満

やや満足

満足

0%

全体
名古屋
豊田
20%

40%

60%

80%

100%

不満

やや不満

やや満足

満足

0%

全体
名古屋
豊田
20%

40%

60%

80%

100%

不満

やや不満

やや満足

満足

いきたいと考えています。

2

また、
「パソコンを接続できる電源が欲しい」とのコメントが有りました。関係部署と調整の上、検討して

ているので、活用してください。

ラーニングスクエアの他に、4 号館 2 階に 3 つのグループ学習室が利用できます。学生支援課が受付となっ

名古屋キャンパスで、
「グループ学習できる場所が少ない」というコメントが有りました。1 号館図書館の

回答者の約 85%以上は、肯定的な回答（満足、やや満足を選択）でした。

アンケート
結果
（満足度）

設問５「学内におけるグループで自習するスペース」に関して

8 号館 3 階の個人学習室、17 号館各階のエレベータホールを利用することができます。

豊田キャンパスにおいては、19 号館ラウンジ、図書館の学習スペースの他に、2 号館 2 階の学生ラウンジ、

ます。

ジ、図書館各館の学習スペースの他に、営業時間外の 0 号館 2 階と 1 号館 2 階の食堂を利用することができ

名古屋キャンパスにおいては、個人学習室の他に、0 号館各階のエレベーターホール、1 号館各階のラウン

名古屋キャンパス、豊田キャンパス共に、
「自習環境が少ない」というコメントが有りました。

回答者の約 80%以上は、肯定的な回答(満足、やや満足を選択)でした。

アンケート
結果
（満足度）

設問４「学内における一人で自習するスペース」に関して

たいと考えています。

体育館)の効果だと思われます。ロッカーの個数に関しては、関係部署と調整をしながら対応を検討していき

豊田キャンパスに関しては、
「満足」
、
「やや満足」が前回調査(2016 春)よりが大きく伸びました。3 号館(新

検討していきたいと考えています。

名古屋キャンパスに関しては更衣室が狭いというご意見を何件かいただきました。今後の改修計画の中で

回答者の約 80%以上は、肯定的な回答(満足、やや満足を選択)でした。

全体
名古屋
豊田

春学期

7 月 9 日から 23 日に ALBO 上で実施しました「授業環境・学内環境に関するアンケート」に対して、553 名

－

アンケート
結果
（満足度）

設問３「実技授業関連スペース」に関して

①

2018 年度春学期「授業環境・学内環境に
関するアンケート」の結果と振り返り

中京大学教育推進センター

5．アンケート結果データ

⑵ 授業環境・学内環境に関するアンケート
結果と振り返り

（AV 機器等）

他

本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられ

をしないこと」
「ゴミはゴミ箱に捨てること」を心がけてください。

るため、学生の皆さんの協力も必要です。公共の場でのマナーを意識し、「机上には落書き

指摘があった机上の落書き清掃に関しては、月２回実施しています。清潔で快適な環境を守

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、多くの

27℃、冬季は 20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。

れており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は

ています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年 1％削減する遵守義務が課せら

3

今後も「授業環境・学内環境に関するアンケート」への協力をお願いします。

（机上の落書き）

教 室 の 清 掃

（温 度 設 定）

省 エ ネ 活 動

■学生の皆さんへのお願い

・無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、寄せられた意
見を参考に、継続して無線アクセスポイント増設を計画、実施する予定で
す。今年度は、比較的人数が多い教室への無線 LAN アクセスポイントの増
設を実施します。また、設置場所(接続可能エリア)の本学公式サイト内で
の開示を計画しています。

・8 号館 823，843 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーン（更
新済）
・8 号館 84A，84B，84C，84D，85C 教室のディスプレイ（更新済）

・21 号館 2152，2153，2154，2155 教室（更新済）

マイク機器

の

・8 号館講義室の固定椅子の修理（実施済）

椅子の修理

そ

・12 号館 1211,1212 教室の空調更新
・定期メンテナンス・フィルター清掃

空調の更新

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

イス、マイク・
プロジェクター等

空調（冷暖房）

〔豊田キャンパス〕

・無線ネットワーク環境改善は 2016 年度に実施しましたが、寄せられた意
見を参考に、継続して無線アクセスポイント増設を計画、実施する予定で
す。今年度は、比較的人数が多い教室への無線 LAN アクセスポイントの増
設を実施します。また、設置場所(接続可能エリア)の本学公式サイト内で
の開示を計画しています。

・5 号館 541，543，551，553，562，571，572，573，574 教室のプロ
ジェクター，資料提示機器，スクリーン（更新済）
・5 号館 544，554，563，574 教室の天吊りディスプレイ（更新済）
・9 号館 923 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーン（更新済）
（AV 機器等） ・0 号館 8 階の教室のプロジェクター等の更新（2019 年度開講までに実施
予定）

他

・5 号館 571，572，573，574 教室（更新済）
・9 号館 926 教室（更新済）

マイク機器

の

・センタービル講義室の固定椅子修理（実施済）
・0 号館 8 階の教室の机及び椅子の更新（2019 年度開講までに実施予定）

椅子の修理

そ

・3 号館一部実験室の空調更新
・定期メンテナンス・フィルター清掃

空調の更新

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

イス、マイク・
プロジェクター等

空調（冷暖房）

〔名古屋キャンパス〕

＊皆さんから届いた声（アンケート結果）を参考に、環境整備や計画策定を行っています。

■2018 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画

5．アンケート結果データ

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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外の雑音等報）

ALBO についての意見

聞かせてください。

1

2019 年度より WEB（MaNaBo）を利用してアンケートを実施する予定です。今後も皆さんの率直な意見を

またこの設問に対する回答で多かった「WEB でアンケートを実施してほしい」といった要望については、

ります。なお、作成されたコメントとアンケート結果を学内閲覧システムにて公開しております。

れたアンケート結果をもとに、振り返りを行い、改善に向けたコメントを作成するという方法で活用してお

ケート回答を集計した後、授業担当教員へフィードバックしております。授業担当教員はフィードバックさ

や教職員の準備・実施の負担が極めて大きいことを想定しての配慮であること、また後者は、皆さんのアン

「実際に授業改善のためにアンケートは活用されているのか」といった疑問でした。前者は、学生の皆さん

この設問に対する回答で多かったのは、「全授業においてアンケートを実施して欲しい」といった要望と、

設問１「授業改善のためのアンケートの実施方法や内容」に関して

■2018 年度秋学期のアンケートで寄せられた主なコメントと今後の取り組み・計画

設問４ 体育施設・課外活動施設に関する満足度および意見

設問 3

（照明、空調、視聴覚機器、マイクの音量、通信・WiFi 環境、

設問 2 授業環境全般に関する意見や要望

設問１ 「授業改善のためのアンケート」の実施方法や内容

＊今回のアンケートの設問は、次の 4 点です。

学内環境の改善に向けての貴重な意見として受け止め、今後の環境整備や計画策定の参考資料として活用します。

の方から回答がありました。多くの協力をいただき、ありがとうございました。アンケート結果は、授業環境や

1 月 9 日から 21 日に ALBO 上で実施しました「授業環境・学内環境に関するアンケート」に対して、495 名

”学生の声“と、今後の取り組み・計画について －

全体
豊田

名古屋
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やや満足

満足

2

ることから、もう少し様子をみて頂きたいと思います。

※豊田フィットネスの更衣室に関する要望が数件ありましたが、今年度新設した体育館には設置されてい

した。こちらは学生支援課及びスポーツ振興課と協議しながら計画的に更新を進めていきます。

名古屋・豊田両キャンパスの共通課題として、アリーナ内やフィットネス器具更新に関する要望がありま

画しています。2019 年度は地下アリーナ、その後 1 階メインアリーナへの設置検討を進めていきます。

夏場の厳しい暑さや湿度対策を踏まえ、特に要望の多かった名古屋キャンパス体育館の空調設備新設を計

アンケート
結果
（満足度）

設問４「体育施設・課外活動施設」に関して

う、日々ALBO の確認を心がけるようにしてください。

性の高いシステムを提供できるように努めてまいります。学生の皆さんも、重要な情報を見逃すことのないよ

止め、今後の発信情報の記述やシステム改善の参考にさせていただきます。引き続き、有用な情報発信と利便

に関する要望や、スマートフォン対応などへのご意見が多く寄せられました。いただいたご意見を真摯に受け

ALBO に関する質問について、貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。画面のレイアウト

設問３「ALBO」に関して

2020 年度にはセンタービル、豊田キャンパスでも同様に教室エリアを中心として改善を進めていく予定です。

また多くの要望が寄せられたトイレ整備の改善については、名古屋キャンパスでは 2019 年度に 4 号館、

用できる多目的スペース、屋内走路を備えた建物を新設する計画を進めています。

豊田キャンパスでは、2018 年度新体育館とフィットネスを新設し、旧体育館の跡地には大教室や授業で利

改修により、近年改善の要望が多かった机やイス、AV 機器の更新が完了します。

名古屋キャンパスでは、2018 年度から 2 年計画でセンタービル教室内の改修工事を実施しており、今回の

て今後の参考にし、更新計画を考えていきます。

秋学期

－

施しており、故障物件の早期発見・解決を図っています。また、椅子等への要望については、貴重な意見とし

必要に応じて該当機器の修理・更新を行っています。両キャンパスともに教室の定期点検（月１回程度）を実

マイクのノイズやプロジェクター等の不具合が発生している教室については、随時調整を行っていますが、

設問２「授業環境全般」に関して

②

2018 年度秋学期「授業環境・学内環境に
関するアンケート」の結果と振り返り

中京大学教育推進センター

5．アンケート結果データ

結果と振り返り

マイク機器

・21 号館 2152，2153，2154，2155 教室

・8 号館の照明 LED 化

マイク機器

明

他

照

そ

（AV 機器等）

3

・授業での無線環境利用が見込まれる 8, 20, 21 号館を中心に 2018 年度末
に約 30 台の無線アクセスポイントを増設します。
寄せられた意見と授業での利用状況を考慮して、次年度以降も無線アクセ
スポイント増設を計画、実施する予定です。
・公式ホームページ内の情報センターサイトにおいて、無線電波が届く範囲
を 2019 年 3 月頃に公開予定です。

・8 号館 823，843 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーンの更
新
・8 号館 84A，84B，84C，84D，85C 教室の移動用ディスプレイの更新

・21 号館講義室の固定イスの修理

椅子の修理

の

・今年度大規模修繕の計画なし

空調の更新

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

椅子、マイク・
プロジェクター等

空調（冷暖房）

〔豊田キャンパス〕

・授業での無線環境利用が見込まれる 0, 1, 2, 5, 8, 9 号館を中心に 2018
年度末に約 60 台の無線アクセスポイントを増設します。
寄せられた意見と授業での利用状況を考慮して、次年度以降も無線アクセ
スポイント増設を計画、実施する予定です。
・公式ホームページ内の情報センターサイトにおいて、無線電波が届く範囲
を 2019 年 3 月頃に公開予定です。

・5 号館 541，543，551，553，562，571，572，573，574 教室のプロ
ジェクター，資料提示機器，スクリーンの更新
そ の 他
・5 号館 544，554，561，563，574 教室の天吊ディスプレイ，音響設備
の更新
（AV 機器等）
・9 号館 923 教室のプロジェクター，資料提示機器，スクリーンの更新

・センタービル 6 階・8 階教室の照明 LED 化

・5 号館 571，572，573，574 教室
・9 号館 926 教室

明

・センタービル 6 階・8 階の机椅子更新
・1 号館固定教室のイスの修理
・4 号館ゼミ室のイスのクリーニング

椅子の修理

照

・４号館西館（2～4 階）
、9 号館（講義棟）10 号館（地下 1 階）

空調の更新

ネ ッ ト ワ ー ク 環 境

椅子、マイク・
プロジェクター等

空調（冷暖房）

〔名古屋キャンパス〕

＊皆さんや、皆さんの先輩方から届いた声（アンケート結果）を参考に、環境整備や計画策定を行っています。

■2018 年度の授業環境・学内環境改善の主な取り組み・計画
本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付け

上には落書きをしないこと」
「ゴミはゴミ箱に捨てること」を心がけてください。

環境を守るため、学生の皆さんの協力も必要です。公共の場でのマナーを意識し、「机

くの指摘があった机上の落書き清掃に関しては、月２回実施しています。清潔で快適な

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、多

ます。夏季は 27℃、冬季は 20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。

が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としてい

られています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年 1％削減する遵守義務

4

今後も「授業環境・学内環境に関するアンケート」への協力をお願いします。

（机上の落書き）

教 室 の 清 掃

（温 度 設 定）

省 エ ネ 活 動

■学生の皆さんへのお願い

5．アンケート結果データ
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⑴ 中京大学教育推進センター規程
中京大学教育推進センター規程


2015 年 4 月 1 日制定

改正

2016 年 4 月 1 日

2018 年 10 月 24 日

（設置）
第 1 条 中京大学（以下「本学」という。
）の教育理念及び目的を実現し、教育活動の質向上を果たす
ことを目的として、中京大学教育推進センター（以下「センター」という。
）を設置する。
（事業）
第 2 条 センターは、次に掲げる事業を行う。
（ 1 ） 教育施策の企画及び実施
（ 2 ） ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」という。
）活動の支援
（ 3 ） その他センターの目的達成に必要な事業
（センター長）
第 3 条 センターにセンター長を置く。
2

センター長は、センターを代表し、センターの事業を総括する。

3

センター長は、本学の専任大学教員のうちから、学長の推薦により、理事長が任命する。

4

センター長の任期は、 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

5

センター長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

（センター員）
第 4 条 センターの事業を推進するために、センターに若干名のセンター員を置くことができる。
2

センター員は、専任の教職員のうち、教育活動の質向上に関する知識を有する者とし、センター長
の推薦により、学長が任命する。

3

センター員の任期は、 1 年とする。ただし、再任を妨げない。

4

センター員は、センター長がその職を辞した場合には、同時にセンター員の任を解かれるものとす
る。

（委員会）
第 5 条 センターに教育推進センター委員会（以下「委員会」という。
）を置く。
2

委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

（ 1 ） 第 2 条に規定する事業
（ 2 ） 学長の諮問事項
（ 3 ） その他委員会が必要と認めた事項
（委員会の構成）
第 6 条 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
（ 1 ） センター長
（ 2 ） センター員のうち、センター長が指名する者

2 人以内

（ 3 ） 各学部から選出された大学教員（以下「学部委員」という。
） 各1人
（ 4 ） 各研究科から選出された大学教員（以下「研究科委員」という。
） 各1人
（ 5 ） 教育機構から選出された大学教員
（ 6 ） 教学部長及び教育企画課長
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2

センター長は、委員会の委員長となり、議長となる。

3

センター員は、学部委員及び研究科委員を兼任することができる。

4

学部委員は、研究科委員を兼任することができる。

5

委員会は、委員の代理出席を認めることができる。

6

委員長は、必要と認めた場合、委員会の審議を経て、委員以外の者を出席させ、その意見を求める
ことができる。

7

第 1 項第 3 号、第 4 号及び第 5 号の委員の任期は、 1 年とする。ただし、再任を妨げない。

（委員会の招集）
第 7 条 委員会は、センター長が招集する。
（委員会の成立及び議決）
第 8 条 委員会は、委員総数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
2

委員会の議決は、出席委員の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

（専門部会）
第 9 条 委員会は、教育活動の質向上に関して具体的に企画及び検討するために、その下部組織として
専門部会を置くことができる。
2

専門部会の部会長は、委員のうちからセンター長が指名する。

3

専門部会の構成員は、委員のうちからセンター長が指名する。

4

センター長及び部会長は、必要と認めた場合、委員以外の者を専門部会に加えることができる。

（所管）
第 10 条 センターの運営及び委員会の業務は、教学部教育企画課が担当する。
2

前項の規定にかかわらず、第 2 条に規定する事業を推進するに当たり、必要に応じて関連する部署
が連携して実施するものとする。

（議事録等の取扱い）
第 11 条 委員会の議事録等の取扱いは、中京大学会議文書取扱いに関する規程（以下「規程」という。
）
に基づき、次に掲げるとおりとする。
（ 1 ） 議事録は、委員会の承認を得ることとする。
（2）
 議事録には、委員会の日時、場所、出席者、議事進行等の過程、審議内容及び決定事項を記録
するものとし、議長の押印又は議長及び書記双方の押印がなければならない。
（3）
 教育企画課長を議事録管理責任者とし、議事録及びその資料（配付、回覧、回収資料等）の管
理を行う。
（4）
 議事録及びその資料の原本は、紙媒体とし、必要に応じて、取扱注意、部外秘又は秘を明示し
て、規程に従って管理を行う。
（ 5 ） 議事録の原本を作成したときは、その謄本又は抄本を、学長へ直ちに送付しなければならない。
（6）
 議事録及びその資料の原本の保存場所は教学部教育企画課とし、保存期間は中京大学文書管理
規程に定めるとおりとする。
（ 7 ） 保存期間を経過した資料は、廃棄するものとする。
（8）
 原本、謄本又は抄本を問わず、議事録及びその資料の閲覧、複写、開示等の際は、委員長の許
可を得るものとする。
（ 9 ） 管理部署名称変更、統廃合等で議事録管理責任者が変更となる場合は、速やかに移管を行う。
（10） その他議事録及びその資料に関する取扱いは、規程に従うものとする。
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（規程の改廃）
第 12 条 この規程の改廃は、委員会及び教学審議会の審議を経て、学長が行う。
附 則
1

この規程は、2015 年 4 月 1 日から施行する。

2

この規程の施行に伴い、中京大学 FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会規程及び FD 小
委員会に関する内規は、廃止する。
附 則
この規程は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、2018 年 10 月 24 日から施行する。
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⑵ 2018 年度教育推進センター委員会議事録
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