
目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。

（責任部局：学務部） 

 

計画１－１：各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に検討を行う。 

 

評価大学では、各学部に教務委員会を置き、おもに学部専門教育の運営を行っている。また、

教養教育については、共通教育センターの教養教育実施委員会が担当している。 

学生への教育は、それぞれの責任部局が自律的に行うという大学の方針に則り、従来、全学の

教務委員会は年に２回しか開催されていなかったが（資料 1-1-1：全学教務委員会での主な審議事

項）、各学部共通の教育上の課題や大学としての教育成果などを把握するために、（全学）教育改

善委員会を平成 22 年度に設置した。 

教育改善委員会では、平成 22 年度中に当面行うべきミッションとして、以下のものを決定した。

１）学生の学習成果の把握、２）それを受けた適切な改善施策の検討及び実行、３）これらを継

続的に行う質保証システムの構築である。この決定を受けて、１）については、学生へのアンケ

ート調査の実施を平成 22 年度に検討し、平成 23 年度から実施した［計画１－２参照］。２）に

ついては、FD 研修会の受講機会拡大を図るため、平成 22 年 6 月から各学部で実施している FD

研修会に、どの学部の教員でも参加できるようにした（資料 1-1-2：FD 研修会の参加者数の推移）。

以上のことから、各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に十分な検討が行われた

と言える。 

 

資料 1-1-1 全学教務委員会での主な審議事項 

１．学年歴について、２．教養教育について、３．非常勤講師枠の配分について、４．退学者、休学者の増減と対応について 

［これら以外は、原則的に報告事項である。］ 

 

資料 1-1-2 FD 研修会の参加者数の推移（名） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

FD 研修会の実施回数* 5 (2) 6 (1) 5 (2) 7 (2) 

FD 研修会の参加者数** 205 212 232 228 

* 括弧内は、全学の FD 研修会（内数）。  ** 大学および各学部で開催した FD 研修会の参加者の延べ人数を示す。 

 

 

計画１－２：学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確認す

る。 

 

学生へのアンケートは、授業アンケートがほぼ半数の授業で行われているものの、例えば、４

年間を通して得られた学習成果などに関する調査はこれまで行っていなかった。 

そこで、平成 23 年 8 月から 9 月にかけて、4 年生のうち 50％の学生（449 名）を対象に、学

習成果に関するパイロット調査（アンケート）を実施した。本学は、成績表交付を行う際に担任

と学生との面談（年２回）を実施しているので、その際に対象学生に調査表を渡し、２週間後に
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回収した。回収率は 89％だった。設問及び結果は、資料 1-2-1（学習成果アンケートの設問とそ

の結果）に示す。 

学習成果を獲得できなかったと回答する学生は少ないことから、本学においても各学生は概ね

意図した学習成果を得ていることが示唆された。計画の 終年度である平成 24 年度には、教職員

向けのアンケートを実施する予定である。 

 

資料 1-2-1 学習成果アンケートの設問とその結果（平成 23 年度実施） 

実施時期：平成 23 年 8 月から 9 月 

実施対象：４年生のうち 50％に相当する者（449 名）［正規修業年限を過ぎて在籍している学生を含む］ 

有効回答：400 （回収率 89％） 

問１：あなたは所属する学部の教育目標（概要 4 ページ）を知っていましたか。 

知っていた 今知った 無回答 

25％ 70％ 5％ 

問２：それらの目標に掲げられた学習成果を獲得できそうですか。 

獲得 

できそう 

概ね獲得 

できそう 
わからない 

あまり獲得で

きなさそう 

獲得できな

さそう 
無回答 

5％ 10％ 45％ 25％ 10％ 5％ 

問３：あなたが学びたかったことは教育目標と一致していましたか。 

一致してい

た 

ほぼ一致し

ていた 
わからない 

あまり一致し

ていなかった

一致してい

なかった 
無回答 

5％ 2％ 58％ 20％ 10％ 5％ 

問４：自由記述 

教育目標は、入試のパンフレット、履修の手引きや大学概要にあったような気がしたが、あまり意識するこ

とがなかった。（同様 170 名） 

大学や学部の教育目標について、あまり先生から説明がなかった。（同様 150 名） 

正直、授業と教育目標があまりつながっていると思えない。（同様 65 名） 
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［目標１：説明］ 

12 班 杉森 亮介（甲南大学）、岩崎 保道（高知大学：発表）、中村 優（京都市立芸術大学）、 

松永 雅弘（長崎国際大学）、南 雅登（東京大学）、冨永 裕之（山口大学：まとめ） 

目標１では「人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成

する。」という目標だったのですが、いくつか課題がありましたので、それに対する改善点も含め、

議論が進められました。主だったものだけ、紹介させていただきます。目標と実際やっている内

容とにミスマッチがある、ということがいくつか挙げられました。それと共にエビデンスが不足

している。なので、目標を達成させるための追加のエビデンスを出してください、ということで

まとめて行きました。 

例えば、計画１－１をご覧いただきたいのですが、教育改善委員会のミッションのうち、「１）

学生の学習成果の把握」については、データを追加すべきという意見が出ました。「３）これらを

継続的に行う質保証システムの構築」については、これ自体のデータがない、しかもフィードバ

ックとして目標が達成できない、つまり必須項目であると、というような問題点が計画１－１で

挙げられました。 

計画１－２ですが、これに入る前に一番大きな問題として、平成２３年度に行った「資料 1-2-1 

学習成果アンケートの設問とその結果」という調査があるのですけど、やはり計画を５年間にわ

たって行うわけですから、まず平成２０年度に調査を行って、さらに継続して同じ調査を平成２

３年度にも行うべきだったと。つまり、過去のものと現在のものを比較して、良くなったのか、

その逆だったのか、ということを検証しなくてはならなかった、ということですが、それがぜん

ぜんできていなかったところが問題ではないか、と考えられます。また、実際に計画の１－２で

挙げられている「知識、技能、態度について確認する」ということが、実際に設問に反映されて

いないわけです。つまり、計画と調査の設問がミスマッチである、という問題点もあります。 

これの改善の方策ですが、調査は平成２３年度に行ったわけですが、計画期間は５年なので、

まだ平成２４年度が残されています。ですので、２４年度中に調査をきちっとした形で再度行う、

ということが改善の方策として考えました。 

後に、もう 1 点、大きな問題点を申し上げますと、アンケート調査結果からは「学習成果を

獲得できなかったと回答する学生は少ないことから...」という文章があるわけですが、データを

見ると全くそうではなくて、例えば、問２で目標に掲げられた学習成果を獲得できそうかどうか

訊いているわけですが、「獲得できそう」が 5％、「概ね獲得できそう」が 10％で、15％しかいな

いわけですから、まったくそういうことは見えないわけです。また、「本学においても各学生は概

ね意図した学習成果を得ていることが示唆された。」と言っているわけですが、これもこのデータ

からは全く確認できません。逆に「わからない」というのが 45％もあって、選択肢の中では も

多いわけで、このデータ自体はマイナスエビデンスになるのではないか、ということで使えない

データということで、やはり平成２４年度にきちっとした形で調査をする必要があるのではない

か、ということです。 
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計画１－１ 計画１－２

（１）
•教育改革改善委員会のミッションのうち、

１）のデータを追記すべき（計画1‐2関
連）

３）のデータがない。フィードバックとし
て必須。

•FD研修会の実施回数・開催数だけでは、
データとして不十分

•学部ごとの状況を説明できていない。

（２）

・「適切な教育が行われているか」の記
述・説明がない

３）継続的に行う質保証シス
テムの構築への対応につい
て記述もれ

教育改善委員会の審議事項
がわかる資料

計画１－１

専門教育の取組状況を教え
てください

FD研修会の内容がわかる資
料

計画１－１

各学部（４学部）の取組状況
を示してください

計画１－１
FD研修会の受講機会拡充を

したのに、参加者数が減って
いる。

（１）
•アンケート結果からは、

「学習成果を獲得できなかったという

回答が少なかった」、「各学生が意図し
た学習成果を得た」とは書けない

•教職員向けアンケートを実施する趣旨
がわからない

（２）

・アンケートの結果からは獲得できた知
識・技能・態度はわからない。

アンケートの結果と記述
内容が矛盾している。

知識・技能・態度について確
認できる他のデータを示して
欲しい

計画１－２
平成24年度に適切な内容で

「学習成果アンケート」を実
施する。

目標１ １２班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

・（計画１－１の問題点）全学教育改善委員会の審議事項がわかる資料がない。 

・（計画１－１の問題点）FD 研修会の実施回数・開催数だけでは、データとして不十分で

ある。ＦＤ研修会の内容が分かる資料が必要である。 

・（計画１－１の問題点）「各学部で適切な教育が行われているか」の記述・説明がない。

各学部（４学部）の取組状況を示す必要がある。 

・（計画１－２の問題点）アンケートの結果からは獲得できた知識・技能・態度はわからな

い。知識・技能・態度について確認できる他のデータを示す必要がある。平成 24 年度に適

切な内容で「学習成果アンケート」を実施する必要がある。 

・（計画１－２の問題点）教職員向けアンケートを実施する趣旨がわからない。 
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［目標１：コメント］ 

５班 田中 一平（法政大学）、北村 繁樹（株式会社プロキューブ）、砂田 吉史（関西大学）、 

濱平 幸典（鹿児島大学）、百瀬 郁男（信州大学）、横山 淳一（名古屋工業大学：発表・まとめ） 

概ね１２班の方と同じ結果でしたので、ここでは、FD（計画１－１）について言及したいと思

います。FD をやる理由というものが、この資料（自己評価）の中ではきちんと説明できていな

いのではないか、ということがあります。また、文末で、「各学部で適切な教育が行われている」

とまとめているのにもかかわらず、学部ごとの分析は示されていない、という点を追加の点とし

て挙げたいと思います。 

 

 

（ポスターの説明） 

作業１では，「計画１－１」について 4 点，「計画１－２」について 2 点指摘しました。 

「計画１－１」 

・質保障システムの構築状況が不明（行われていない？） 

・ミッション１「学習成果の把握」とミッション２「適切な改善策の検討および実行」と

あるが，その関係性が不明 

・全学的に十分な検討がされているといえない 

・各学部（単位）で検証がされていない 

「計画１－２」 

・アンケートの結論が提示されているデータから支持できない 

・表記されている目的に対して，アンケートの設問が不適切 

 

作業２では，上記について「修正の指示」および「必要なデータ」等を指摘しました。 
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目標１

計画１－１

作業１

①

３）質保証システム
の構築が行われて
いない

①

質保証システム構
築の進捗状況を説
明して下さい。

計画１－２

作業２－１ 作業２－２（１）

（２）

②

ミッション１）と２）が
連携していない

③

全学的に十分な検
討がされていない

④

各学部で検証がな
されていない

③‘
平成22、23年度開
催状況、議題等
検討結果

④‘

各学部の検証結果
を示す

ＦＤ研修会の対象
者について説明さ
れていない

作業１

アンケートの結果を
正確に記載してい
ない

作業２－１ 作業２－２

（１）

アンケートの設問が
不正確

アンケート結果を正
確に記載すること

改善

アンケートを受けて、
ＦＤ研修会を実施す
る

成績の分布等デー
タとつきあわせる必
要がある

５班
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