
目標２：グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語によるコミ

ュニケーションスキルの向上を進める。（責任部局：学務部） 

 

計画２－１：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な授業を実施する。 

 

本学では、クラスサイズをそれほど大きくせずに（資料 2-1-1：クラスサイズ）、単に出席のみ

や試験だけで成績を付与することがないようにし、双方向的な授業を展開することでコミュニケ

ーション能力の涵養を図っている（資料 2-1-2：成績付与に用いる要素）。 

授業内容については、各学部ではどのような工夫をしているのかを照会したところ、資料 2-1-3

（各学部でのコミュニケーション能力の涵養を図るための工夫）に示すような取組が実施されて

いることから、コミュニケーション能力の涵養が図られていると思われる。 

 

資料 2-1-1 クラスサイズ（卒業研究関係、教育実習を除く）［平成 23 年度］ 

1-10 人 11-30 人 31-70 人 71-120 人 121 人以上

5％ 22％ 20％ 21％ 32％ 

 

資料 2-1-2 成績付与に用いる要素（卒業研究関係、教育実習を除く）［平成 23 年度］ 

各学部、共通教育センターのシラバスを調査し、以下の分類の成績評価がどのように用いられているかを整理した。 

要素（分類） 

A：試験・レポート（期末時のみ） 

B：授業への参加（発言、出席等） 

C：小テスト・中間レポート（期末時以外の提出物等） 

  

A のみ B のみ C のみ A＋B B＋C C＋A A＋B＋C 

48％ 5％ 0％ 11％ 3％ 31％ 2％ 

出典：『全学授業分析報告書 2011』（共通教育センター） 

 

資料 2-1-3 各学部でのコミュニケーション能力の涵養を図るための工夫 

学部 工夫の内容 

文学部 ゼミ形式の授業を多く配置して、ディスカッションをさせている。 

経済学部 ゼミや演習形式の授業を１年生から受けさせ、発表や質疑応答をしっかりやらせている。 

経営学部 フィールド実習として企業を訪問し、インタビューを行う授業「経営実践論演習」を必修にしている。 

工学部 グループでの実験、実習でコミュニケーション能力の涵養を図っている。 

 

 

計画２－２：習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上させる。 

 

本学では、平成 16 年度から、英語において４段階での習熟度別学習を行っている。入学後にプ

レイスメントテストを行い、学生を各レベルに振り分ける。振り分けられたレベルの授業（週２
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回で半期で２単位）に合格すると 1 つ上のレベルの授業を受講することができる。各学部の卒業

要件としては、英語４単位の取得が定められており、かつ、中級までの取得が求められている。

しかし、学外からみたレベルごとの到達目標が曖昧だったため、平成 22 年度に共通教育センター

英語部会の教員が、具体的なスキルレベルを踏まえた到達目標を定義した（資料 2-2-1：各習熟度

段階別の到達目標）。 

平成 23 年度には、実際に、この到達目標の有効性を検証するために英語の教員や各学部の教務

委員にアンケートを実施したところ（資料 2-2-2：到達目標に関する関係教員の意見）、改善すべ

き点が判明したので、平成 24 年度中に改善を図る予定である。 

 

資料 2-2-1 各習熟度段階別の到達目標 

段階 到達目標 

プレ初級 高等学校レベルの英語力を確実なものにする。 

初級 一般的な企業で概ね活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

中級 一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

上級 国際的に活躍できるレベルの英語力を身に付ける。 

 

資料 2-2-2 到達目標に関する関係教員の意見（平成 23 年度実施） 

・TOEIC や TOEFL 等で示してもらわないと英語力が分からないのではないか（経済学部教務委員ほか 5 名）。 

・TOEIC 等の対策をして欲しい。（経営学部教務委員ほか 4 名）。 

・結局のところ具体的な到達目標にはなっていないのではないか。（英語教員ほか 8 名） 

・今後 GPA を導入する際に、上級の悪い成績と初級の良い成績をどのように扱うのかを考えておくべきではないか（文学部教

務委員ほか 3 名） 

・英語の論文が読めるように教育して欲しい（工学部教務委員ほか 3 名） 
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［目標２：説明］ 

４班 上條 泰（信州大学）、橋川 洋一郎（徳島大学）、下大田 真一（東京大学）、相澤 秀樹（株

式会社ＳＲＡ東北）、鶴崎 淳司（福岡教育大学）、宮浦 崇（九州工業大学：発表・まとめ） 

４班は、国際化に関連した英語によるコミュニケーションを掲げた計画に対して、どのように

評価を進めていくか、というところについて話を進めました。計画２－１には、「コミュニケーシ

ョン能力を涵養するために双方向的な授業を実施する」とありますが、まず、そもそものところ

で肝心なところは、使用する用語がしっかり定義されることだと考えます。計画を実施するセク

ション、あるいは大学が、組織としてのそれぞれの用語の意味・位置付け方についてコンセンサ

スを持っているかどうかということです。例えば大学として「コミュニケーション能力」をどう

位置づけるのか、学部・学科レベルでどのように定義付けをするのか、それらを明確にした上で

なければ、成果の測定は当然のこと目標設定もできないことになります。当班で取り上げた計画

を評価するにあたって、この問題が、たとえば「コミュニケーション能力」や「双方向性」とい

ったよく使われる文言において、「具体性」の欠如、「指標・基準」の不在の指摘へとつながって

いきます。 

次に、資料には自己評価のなかで単発のデータ（数値）提示がいくつかありますが、このデー

タをどう読んで欲しいのか（多いのか少ないのか・良いのか悪いのか、現状を単に説明したいの

か成果として示したいのか等）記述においてはっきりさせる必要があるという点です。そしてそ

れらを評価するための指標と基準が必要になります。当班では、資料中のデータ提示部分につい

て、経年のデータ提示とそれらとの比較が必要ではないかという意見が出されました。一見する

と単年度では悪いデータに思えても、それが前年度もっと低調であったものがここまで改善した、

ということを説明するために使うのであるならば、それはそれで使い道はあるだろうという話に

もなります。 

後に、計画２－２について、「習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上さ

せる」というところでは、ありがちな現状説明中心の報告になっているのですが、これでは評価

されることを前提とした文章としては不十分と考えます。 後の一文「改善すべき点が判明した

ので、平成２４年度中に改善する」とだけ記述があります。具体的にどういった課題にどのよう

な施策を講じ、どのレベル・水準に達して目標達成となるのかについて、具体的記述が見られま

せん。現状把握は当然大切ですが、次にどうつなげたいのかということが読み取れませんので、

それらの点を中心に修正要求をしていくことにしました。 

 

 

（報告内容以外のポスターの説明） 

４班の着目点 

・具体的な指標・基準を導き出すための用語定義の重要性 

→コミュニケーション能力／英語コミュニケーション力／双方向的な授業 等 

・データを用いる際の「経年変化」→資料２－１－１、２－１－２ 等 

他に、資料２－１－２を「双方向的な授業展開」の根拠とするには、具体的実施状況（内

容・数的なもの両面）の資料提示が必要である。 
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目標２

計画２－１

計画２－２

：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な
授業を実施する。

：習熟度別学習を充実させて
英語コミュニケーション力を向上させる。

課題 修正指示

●クラスサイズ
設定目標の提示
・今までのクラスサイズと
目標のクラスサイズの
具体的な数値

資料２－１－１でクラス
サイズが大きくないと
いえるのか？

グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視
し、特に英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。

●コミュニケーション
涵養の工夫
・具体的な実施状況
を示すデータがな
い

●コミュニケーション
能力
・そもそもの指標が
ない

●双方向的な授業
・具体的にどのような
授業

●成績要素（双方向
性）

・演習科目の量を
示すデータがない

２－１－３

「示すような取組が実施さ
れている」 →根拠必要
↓
「図られていると思われ
る」

計画２－１

コミュニケーション能力
を計る指標が明確に
なっていない

「双方向的な授業」を行う
のに、どのような工夫を
図ったのかが明確でない。

２－１－２

成績付与に用いる要素と
して「Ｂ：授業への参加（発
言、出席等）」を用いる

授業の割合が低く、双方
向な授業を展開していると
いえない

・過去のデータを出して、改善
の度合い（経年変化）がわか
るようにしていただきたい。

・「○人以下にする」というよう
な指標を確定していただきた
い。

・具体的な取り組み
を表す根拠データ

・コミュニケーション能
力獲得を説明するた
めの指標明示

・演習科目の実施数
を示すデータの開示

・経年データ等を用い
た計画の必要性・妥当
性への言及

・双方向的な授業として、

従来型の演習授業等の
実践内容についての言及。

・具体的な工夫および目
標数値の提示

・一般に双方向性が認
められる演習系授業の
具体的実施状況（クラ
ス数等）のデータ開示

コミュニケーション能力を
成績評価で重視している
ことが分かるデータを（経
年比較、どう重視している
か）

演習科目の実施状況（授
業数）

課題 修正指示

２－２

英語のスキルレベルの指
標の検討（検証）は行って
いるが、コミュニケーション
能力を向上させる施策（計
画）となっていない

コミュニケーション
能力向上の施策が
未提示
改善方法がない
：検討のうえ明示

資料２－２－２

に対して、具体的な
改善方法（目標）の
提示がない

４班
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［目標２：コメント］ 

３班 澤登 秀雄（創価大学：まとめ）、加賀 悠貴（熊本大学）、有馬 定昭（宮崎大学）、 

吉田 恵（神戸大学）、木村 渉（株式会社ＳＲＡ東北）、犬塚 信博（名古屋工業大学：発表） 

計画２－１の経年変化については、我々はあまり議論しませんでしたので、勉強になりました。

計画２－２のほうで、４班さんのポスターに書かれていないことで、我々が議論したのは、計画

なかで「向上させる」と書いているのに、そのことについての記述があまりないね、ということ

でした。 

 

（ポスターの説明） 

・計画２－１ 

・本計画が何年度から開始されたのか、どの様な年度計画を踏まえて２３年度の成果とな

ったのかが見えない。 

・資料についても、単年度のデータだけでは改善が成されているのかが見えない。 

・コミュニケーション能力とは何かが見えない。 

 

計画２－２ 

・英語コミュニケーション力の向上の目標・目的が見えない。 

・習熟度別学習（４段階）内容についての記述がない。 

・当計画の実施期間（H16～23）までの数値的資料（学生数：段階別の数値）、（卒業要件：

単位取得、中級取得者数）が必要である。 

・資料２－２－１の到達目標は、具体的なスキルレベルを踏まえた到達目標といれるのか。

・資料２－２－２はあくまでも関係教員の意見であり、改善すべき点として精査されたも

のでない。また、改善を図るための具体的方策・計画を策定すると良いと思う。 
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目標２

計画２－１

計画２－２

コミュニケーション能力を涵養するために
双方向的な授業を実施する。

習熟度別学習を充実させて英語コミュニ
ケーション力を向上させる。

問題点

必要な
資料

不適切
な記述

問題点

必要な
資料

クラスサイズ
の基準がない

双方向授業の
根拠資料不足

Ｃ能力涵養の
証拠がない

大学が考える
基準

ゼミなどの数 ＦＤ活動の実
績

学生へのアン
ケート

カリキュラム
（必須であるか？）

クラスサイズ
121人以上 32％

成績付与

試験・レポートのみ
48％

到達目標の数
値化

学習（方法）等
に関する記述
なし

向上した学生
の数（段階別）

改善すべき点
が不明確

数値が必要 授業のシラバ
スを提示する

到達した学生
の数

判明した改善
点の提示

３班
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