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　“東日本大震災の被災者にあてたボランティア絵手紙”

　平成23年３月11日三陸沖を震源としたM9.6の東日本大震災が起きまし

た。地震・津波・福島第一原発の放射性物質の外部への漏れ出しと続いた

被害は想像を絶する大きさで、いまだ避難生活を余儀なくされている方々

が沢山います。被害にあって亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げ

ます。また、被害にあったり避難されている方々の生活が元のような生活

に戻れますことを心より願っております。

　上武大学では、看護学部１年の選択科目「美術」の時間に絵手紙をとり

入れています。今年で三年目になります。今回のこの震災にあわれた方々

の心を少しでも慰めたいと１年の受講者38名全員で絵手紙を描きました。

すでに結成された絵手紙サークルの学生たちもそれに参加して、合計60枚

以上の絵手紙を被災地のひとつ、石巻に届けに行ってまいりました。

　その後、硬式野球部、テニス部の部員約80名もこのボランティア絵手紙

に参加して、90枚ほどのハガキサイズの絵手紙を描きあげました。さらに

絵手紙サークルの皆が今度は大きな書道用の画仙紙の全紙２枚いっぱいに

描いてくれました。これらを気仙沼にお届けにあがりました。石巻のとき

と同様、学生たちが描いた絵手紙は大変喜ばれ感謝をされました。

　絵手紙ボランティアに参加した学生たちは、「私たちは授業があるので現

地に行ってボランティアをすることが出来ないが、こういう形のボラン

ティアも出来るのですね。」と満足そうでした。私が一番驚いたことは、学

生一人ひとりが被災地の方々のことを思い、心を込めて絵手紙の絵や言葉

をかいていたことです。ボランティア絵手紙を描いてくれた学生全員を誇

りに思いました。

　今後も何らかの形で被災地の皆様のお役に立ちたいと切に願っておりま

す。
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　大学を取り巻く諸情勢が大きく変化していく流れは、過去10年を振り返

ると予想以上に速かった。今大学は目前の状況に的確に対応すると同時に

独自の理念を一層輝かせて中・長期計画を具体的に明確に提示して、未来

の人材を育成する姿勢を常に社会に示していくべき時代に立たされてい

る。現在日本には86の国立大学法人と77の公立大学（３分の２が法人化し

た）を含め、780校に及ぶ大学が設置されている。日本における少子化が顕

著となっていくため、各大学は設置形態いかんを問わず、経営上の不安を

覚えざるを得ない状態にある。特に日本の大学の80％を占める私立大学は

学生より徴収する受験料、入学金、授業料などが大学経営の基本的原資と

なっているため、入学定員の減少は直接大学の経営に深刻な影響を及ぼす

ことになる。法人化した国立、公立大学も、国や自治体からの交付金の支

給は年々削減されていくので少しでも自己努力による原資の拡大をはかる

ことを余儀なくされている。このような状況下において、学生募集を中止

した大学も毎年数校を数えるようになってきた。こうした時代に各大学は

どのような理念をもとに、どのような取り組みを具体的に進めていくべき

か。その答えはそれぞれの大学自身が自ら用意していかなければならない。

大学にはそれぞれに建学の理念、歴史があり、立地条件、入学してくる学

生の特質などが異なっていて十把一絡げに論じることが出来ないからであ

る。各大学は建学の精神を中核としてその精神を具体的に実践していくた

めの独自の取り組みを自らの責任において自ら展開させ、特徴を明白に打

ち立てて実践活動を進めないと崩壊に向かう時代にわれわれは今いるわけ

である。

　現在大学の認証評価をおこなう機関は、各大学が建学の精神を中心に据

えてPDCA（Plan Do Check Action）のサイクルを積極的に推進させ、自

らの力で自律的に目的に向かう力学が作動すべきことを提唱している。平

成16年に認証評価制度がスタートしたが、16年から22年まで第１期の７年

間にあっては、評価を行う側も受ける側も緊張と戸惑いがあり、評価項目

が増えて「大学が評価疲れ」を起こすこと、そのため本来の大学の業務に

影響があり得ることなどが指摘された。評価する側も、作業が膨大になり

すぎることや評価の専門家が手薄であることなどが問題となった。そのた

め、大学評価第１期の最中にあっても評価の中心課題・項目の絞込みにつ

いての論議は常におこなわれ、作業全体のスリム化を計る工夫が検討され

た。その結果、各大学において自ら構築したPDCAサイクルの機構が具体的

な運動を維持し続け、その結果が目に見える成果として生まれているかど
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うか、その評価を中心にすえるべきである、極言すれば評価はそれだけでよいとの結論に達したの

であった。

　上記の課題に真剣に取り組み、社会からの評価を高めていかなければならないことは、本学にお

いては教育研究センター会議（以下センター会議）を通じて繰り返し認識されてきた。その成果を

もとに、次のステップでは、具体的に何をしていくべきか。その目標を今から明白にしておくため

日々学生一人ひとりと向かい合い、きめ細かい工夫を凝らし、考えを練っておられる教員各位、そ

のための屋台骨を構成している事務職員各位の志すところを把握しておくことが今最も必要なこと

であろうと思われる。本学は、教員が学生一人ひとりと密接なコミュニケーションを維持して修学

指導にあたることを基本方針としてきた大学であることを植原相談役はセンター会議などにおいて

常に主張してこられた経緯がある。大学創立時に強く意識されていたというこの方針が真に本学に

根付き、常に生きた形で進められているならば、それはとりもなおさず本学の建学の精神、大学運

営の理念を具現化させた特徴となる。この方針を受け継いで円滑に進めるためには、学長が教員各

位の専門分野を理解し、教育方針を知ることが必要になる。そこで専任教員全員から例年提出され

ている「教育計画と実施の結果・評価および改善」を読んで全教員と面談する計画を常任理事会で

話をし、学長と教員との都合を合わせて進めることとした。副学長、事務局長が同席しお話を伺う

機会もあった。ビシネス情報、経営情報、看護の３学部の内、看護を除く２学部の専門分野は、私

の専門としてきた医学分野と大きく異なっている。教員お一人おひとりをお部屋にお訪ねして経営

情報、ビジネス情報等に係る学術分野について直接学ぶことも楽しみの一つであった。学長が教員

一人ひとりと漏れなく面談することは大規模大学では実施不可能であり、上武大学の規模がその境

界にあるように判断された。以下に平成23年７月から10月までに本学の専任教員の先生方を研究室

にお訪ねして得た結果を私なりにまとめて平成22年度教育研究センター年報「大学の質の向上を目

指して」に寄稿することにした。今回は紙面の都合もあって各教員との面談をそのまま記すことを

避け、把握した結果を一括して記載することにした。

　創立44年を迎える上武大学は群馬県内の私立大学の中でもっとも古い大学にあげられる。創立以

来培われてきた伝統は、いま地元群馬県民にも勇気と希望、そして力を与える具体的実りをつける

ようになってきた。

【スポーツ・文化等の部活動ほか】本学の学生による課外活動の中で、スポーツに関する活躍はあ

たらめて述べるまでもない。箱根駅伝４年連続出場、23年度の熱田神宮～伊勢神宮間の全日本学生

駅伝初出場で６位と同時にシード権獲得という快挙を筆頭に、毎年の硬式野球部、軟式野球部の全

国的レベルにおいての活躍は定番となって久しい。硬式テニス部、柔道部などの全国大会・国体へ

の出場と活躍など大学の規模から考えて異例の実績といえるだろう。そしてその実績は大学はもと

より地元群馬県民の希望と元気そして自信の源ともなっている。文化部活動では部員数が20名の吹

奏学部が青森で行われた全国大会で銀賞に輝いた。絵手紙サークルが東日本の災害地に励ましを与
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えてきたことは後述するとおりである。本学運動部の活動はいずれも学生によるアマチュア精神を

遵守して進められていることを特に強調しておきたい。アマチュア精神はオリンピックの基本精神

であったが、現在それが大きく失われている事実を考えると本学の運動部学生の全国版の活躍は貴

重である。運動部の快挙について「良い宣伝になりますね」という評価を巷間で耳にするが、この

言葉にいささか抵抗を感じないわけではない。結果的に上武大学という名前が全国に知られるよう

になったことはめでたいが、かといって運動部員は宣伝部員ではない。アマチュア精神を基盤にし

た新しい時代のスポーツの在り方を本学は今努力して築いていこうとしていることを本学の教職員

はさらに認識し、全学による支援をもりあげることが必要と思われる。

　教員各位との面談においては、運動部の活躍以外に、今の上武大学生に見られる優れた点もしば

しば具体的に指摘された。学生の負の部分については後述するが、そこに意識を集中させるよりは

学生の優れた面をみつめ、それを伸ばすことを積極的に考えていこうといわれた先生方も少なから

ずおられる。学生のよい面を発掘して伸ばし大学全体に広げる努力こそPDCAサイクルの基本概念

となるはずである。それによって教員が若い学生から学ぶことも決して少なくないはずである。以

下に教員各位からの指摘のあった本学の学生の「良い特徴」を記述してみる。

（１）構内にごみが散らかっていることは殆どない。落葉の時期には運動部の学生が自ら箒を手に

して構内を清掃している。

（２）本学への来訪者の多くは、学生が気持ちよく挨拶をすることを指摘する。近年一般的に大学

で余り例がないことだそうである。

（３）東北大震災の罹災地に自ら赴いてボランティア活動を進めることを強く志した学生が白井晴

男教授のご指導のもと５月の連休に現地に赴き罹災した家屋内の泥の撤去作業にあたった。

罹災地への訪問活動はその後も維持され、神戸大学の学生グループと現地で共同作業を行う

などの展開もあった。ボランティアとして復興支援に参加したいと潜在的に意識している本

学の学生はおそらく過半数に達しているものと思われる。神戸大学の学生は本学の学園祭に

来訪し、罹災地に状況とそこにおける自分達の共同活動の報告に参加した。

（４）現地に行くことのできなかった学生は、高崎駅で何回かイベントを開催し、募金活動を進め

た。日本私立大学団体連合会等を中心に今後学生によるボランティア活動を積極的に推進さ

せようという課題をタイトルとしたシンポジウム、パネルディスカッションなどがくり返し

開催されたが（11月２日125大学が集まり、災害復興をこの先30年間の私立大学の基本方針

とし、特に平成24年からの３年間は具体的な計画を企画実践することを参加大学で申し合わ

せるなど）本学の学生の積極性は指導の如何によっては日本の大学のリーダーシップを託さ

れる可能性をもっている。

（５）学生による罹災地の人々に宛てた絵手紙は、指導にあたった渋谷理事長が現地にでかけて関

係者に手渡しした。その後、予想を超えた感謝の気持ちが伝えられてきた。若さならではの

感性とエネルギーとが思わず知らず一枚の絵手紙に表現された結果が罹災者の心に強く響い
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た結果と思われる。罹災地の高校を訪問し高校生と一緒に部活動をやって元気づけようとし

ている運動部もある。期せずして本学学生が先導してその先駆けの役割を果たしたように思

われる。

（６）一般的に今の学生の文章力の不足が問題となることは、本学に限った訳ではない。しかし、

スーダンで医療活動を進めているNPO法人ロシナンテスの川原尚行医師が本学で講演した

時、感想文を全員に提出させてみると、構成、流れともしっかりした文章が読みとれた。課

題をうまく選択することによって学生は自ら文章力を開発していくのではないだろうか。

（７）看護学部の１学生が病院実習後、重症入院患者からその学生の介護に対し、感謝の手紙がよ

せられたが、これは看護系大学全般を見ても稀な事例である。その学生は卒業後地域の病院

に就職し、今生きがい感と達成感を漲らせて働いている。

（８）あまり宣伝されていない事実であるが、公務員として採用される本学の学生は年々上昇の趨

勢にある。平成20年においては９名が公務員試験に挑戦し一次合格を含めて19件に合格して

いるが、21年には17名が受験し一次合格を含めて57件に合格した。22年には21名が試験をう

けて58件の合格者を記録している。政令指定都市の行政職についている例や、消防士に志願

した168名中18位で合格し極めて難しいレスキュー隊の受験資格を獲得した例もあり、年々

実数、内容とも充実している。公務員試験コースを敢えて設けずにこのような実績をあげて

いる大学はあまり例がないことと思われる。

　以上の事実には、本学の学生の特徴が顕著にでている。これらの事実を参考にして、今後本学の

学生の「正」の側面がさらに光る方向を皆で考え実践していくことにより、本学はその特徴を今ま

でにも増して社会に示すことができるようになることと思われる。

【外国語の学修】県下の企業人は、大学卒業生の語学、特に英語の実践的実力に期待をよせている

事実があるので、本学における外国語学修について触れておきたい。TPP等が推進され、海外との交

流・提携が企業の将来の命運をわける時代を前にして大学卒業生に対しての外国語能力は今後益々

期待が高まることであろう。また英語が共通語として活用される時代は今後も続くことだろう。し

たがって在学中に学生の英語の実力がどの程度まで伸びるかは今後の大学の評価においても重点的

項目となるはずである。英語の専任教員のご意見を主体に以下にまとめてみる。

「身につけている英語の語彙数が非常に少ない学生もいる。英語教育にあたっては語彙数を増やす

ことを第一の目標とし、最終的にself paced studies に各自が取り組むことを目指している」「英語

力は入学後でも充分のばすことは可能である。そのためには具体的な達成目標を設定することが必

要と思われる」「少人数制の英語クラスを構成しadvanced classをもうけていた時代もあった。その

頃と比べて今、大幅に学生の実力が落ちているとは考えていない。時間割を工夫して４～５名を特

別に訓練することが可能であれば有り難い」「テストの結果が非常に優れている学生もいる」「日本
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人学生は英語の実力が大体横並びと見てとれるが、留学生はトップと底辺の差が大きい」「日本で生

活してみると、日本語に混じって英語が使われる例が多いことに気付き、日本では英語の習得が必

須であると理解する留学生もいる。この辺から英語に対する興味を持つ学生もいる」

　本学では学生が語学学習の必要性を認識し、モティベーションをあげていくための契機となる企

画として「海外事情」、「海外研修」が設けられているが、参加した学生の提出レポートを参考とし

て、今後全学に語学力を強化させていく環境をどのように整備すべきか解析を進める必要があるよ

うに思われる。

【学生と教職員の関係】最初に述べた学生一人ひとりと教員との向かいあいの姿勢は、本学の最も

重要な特性として今も確かに存在し、今後さらにその密度を深めていくことであろう。教員相互評

価（ピア・レヴュー）にも参加してみて本学の教員の教育に対する熱意の深さと高さに敬意を覚え

た。熱意余って講義中に学生に強い注意をされる先生がおられて不思議はないが「たった一言が学

生を深く傷つける、逆に、唯一言が学生の一生の基を築く」ことがあることを私達教員は常に心し

ていなくてはならないだろう。学生に対する叱責や注意の言葉は時代とともに変化しているので、

それを感じ取る教員側のセンスも必要になる。いうまでもない事であるが、教員は感情的な怒りを

控えることを是非とも心がけて頂きたい。

　本学の卒業生が卒業後も時折「大学の近くまで来たから」ということで特に用事はなくても大学

に立ち寄ってくれることがある。本学が卒業生の心の故郷となっていることの証であり、嬉しい事

実である。その背後には日常的に学生との接点を密にして学生の面倒をみている事務職員各位の姿

勢が反映されているものと思われる。

【問題点】教員各位のほぼ一致した意見として、最近学生の学力・意欲・気力に低下傾向がみられ

るとの指摘があった。いわゆる「ゆとり教育」の世代にはいってからこの傾向が顕著となったとい

うお考えの先生方も多かった。本学の基本姿勢である、「一人ひとりの学生にキッチリ対応する」こ

とを真剣に実践しておられる某教員は、入学後の授業の態度や試験解答などに見られる問題点とど

う取り組むかを真剣に考えておられた。教員のご意見と訴えを列記すると以下のようになる。

「授業中寝てしまうことをあまり悪いことと思っていない学生もいるようである」「欠席もなくノー

トもよく取っていながら試験の出来が不十分の学生がいる。甘えがあるのではないか」「レポートが

メモ、箇条書きにとどまり、文章化されていない例もある。ここにも甘えがあるようだ。情報収集

にITシステムを使った場合、内容を消化しないまま取り寄せた情報をレポートに使っている例も見

受けられる」「時間を守ることが不得手な学生もいる」「実習グループ内の学生間の学力差に悩むこ

とがある」「就職時の面接を考えると日常の授業において常に話すことの訓練の必要性を感じる」「就

職に向けての指導は常に意識していかなければならない」

【問題にどのように対処すべきか】以上の指摘にあるような現実は、本学特有のものではなく広く
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今の日本の学生の間に浸透している傾向である。そして、そのような学生の状態は、大学入学後俄

かにでてきたものではなく、初等・中等教育時代の教育環境、各家庭の事情、生徒をとりまく社会、

さらに大きくは日本全体の状況などが複合化されて出来上がった結果とみることができる。大学が

その最終的なツケを負わされるのは酷であるという考えもある。しかし、われわれは、そのような

現実を前にして手をこまねき、失望、嘆息、いらだちに終始してはいられないはずである。たとえ

問題のある学生は一部であっても自分達でいかに訓練し、卒業までにどのような人材に仕上げるか

は、大学に籍をおく教職員すべてが常に考え工夫していなければならない課題である。したがって

特に教員にお願いしゼミを選択している学生一人ひとりのプロトコールを用意し、学長、副学長、

学部長が必要に応じてその記録を見て活用し、学生一人ひとりに対するきめ細かい学習指導等を共

に進める体制を構築する必要がある。就職に関しての紹介活動なども一人ひとりの学生記録をもと

に進めることが有効であろうという理事長のご意見があったが、これはもっともと思われる。

【喫緊の課題】平成24年度からわれわれは何を新しく進めるべきか。教員各位の面接に際して年度

始めに提出をお願いしている「教育計画と実施の結果・評価および改善」の書式の中に、年度初め

に今年はかくかくの点を推進したいという目標を短く書く欄を加え、年度の終わりにその目標に向

かっての達成度を自己評価して再提出していただくことを提案してご意見を伺った。これに対して

否定的な見解はなかったので24年度から実施できるよう検討を進める予定である。この書式が軌道

に乗った段階で学生一人ひとりの所見を記載するプロトコールを作成するための相談を始めたいと

考えている。
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１．はじめに
　現代日本の若者は海外にあまり行こうとせず、消極的だ、との話もある。

でも私はそうは思わない。スポーツでは、ゴルフの石川遼、宮里藍が世界

で堂々と活躍し、サッカーヨーロッパ・ロシアリーグでは長谷部、本田、

長友、香川などが有力選手として注目されている。また、なでしこジャパ

ン・FIFAワールドカップ優勝の立役者・澤は多くの苦労のあとアメリカの

女子サッカーリーグに入り、中心選手として活躍していた時期がある。こ

れらの若者はスポーツの実力とともに英語力も身につけている。３月の東

日本大震災のあと、石川遼が、アメリカで「スポーツをしている場合では

ないかもしれないが、ゴルフを愛するから国際試合への出場は続けたい。

そのかわり今年得られた賞金は全て義援金として寄付する。」と宣言したこ

とを聞いて、アメリカの（すなわち世界の）トップゴルファーのひとりが

「自分は彼（石川）を尊敬する。」と言ったという。このようなコミュニケー

ションは、やはり実力と英語力の両方があって初めて成り立つものと思う。

　本学の学生諸君は英語力を十分付けているだろうか？本学は、スポーツ

では日本の大学生のなかでもかなり上位を目指せる力を持っている。また、

吹奏楽部などの文化サークルの実力も高い。中国を中心とするアジア諸国

からの留学生も大変多い。看護学部もほとんどの学生が国家試験を突破す

る力を備えていることから、私は潜在的にかなりの語学力をもっているは

ずだと確信している。ただ、英会話をマスターして使ってみるチャンスが

学内ではまだとても少ない。学生諸君はそのような機会を受け身で待って

いないで、自分からそのようなチャンスを積極的に作り、人生でもっとも

自由で夢のある学生時代に、世界へ眼を向けてほしい。21世紀のビジネス

も、英語力の上に成り立っていくであろう。以下に私の経験と、世界を目

指す楽しさ、ただし世界は甘くない、それらを雑談風に書かせていただく

ことにする。

２．私の英語会話力　----- 幼少時に少し発音の基礎を習ったが -----
　私自身は小学校３年くらいから、英会話の基礎を少し習う機会があった。

私の叔母は大学で英語を学び、実際に英会話を仕事にもしていたので小学

生向けの英会話教室を仙台で開いた。そこへ私も通い、［the］の「ザ」は日

本語には無い音で、舌を上下の歯の間に挟んで発音すること、［what］の

「ハット」はロウソクの火を消すような勢いで息を吹き出す力強い「ファ」

なのだということなどを学んだ。しかし耳から聞く英語のヒアリングは、

どうにも苦手であり、50数年以上も英語を使っているのにいまだになかな
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か正確に聞き取ることができないのは、残念としか言いようがない。今から考えると、10代から20

代にもっとヒアリングを鍛えておくべきだったように思う。高校時代にテープで英会話を若干は聞

いたのだが、互いに話し合うという 会話 になっていなかったため、なかなか身に付かなかった。

　海外に出たのは、34歳の米国留学の時が最初であった。ただし、正確には 国の外 へ出たのは20

歳のころ、アメリカを中心とする連合軍の管理下にあった沖縄である。友人と沖縄にいってみたい

と計画したが、米国領事館へ行ってビザを得なければならなかった。しかし、沖縄は日本語圏であ

るため、英会話力の鍛錬にはならなかった。

３．アメリカ留学へ　----- 友人が多くできた。しかし、研究は実力の世界 -----
　さて、1979年、30代の半ばに差し掛かる時にニューヨーク・ロックフェラー大学へ留学した。３

年間、花房秀三郎教授（Prof． Hidesaburo Hanafusa）の研究室において「がんウイルスの解析と

がん発症の分子機構」の研究に従事した。花房先生は大阪出身であったが、既に20年位米国で活躍

され、この研究領域では世界のリーダーであったため、米国内はもとより、ヨーロッパやアジアな

ど世界中から優れた研究者が集まってきた。文字通り国際的な研究室であり、人種差別的な雰囲気

は誰ももたず、大変心地よく過ごすことができた。ただ、人種差別の感じが全くないのはむしろ極

めて珍しく、世界の多くの場所、特に欧米ではそのような差別の感覚をまだ残しているとも聞いて

いる。

　朝は８時30分過ぎから夕方７時ごろまで実験をし、いったん、夕食のために近くの職員宿舎（27

階ほどのビル）に戻って食事と休憩をしたあと、また夜の９－12時（時には午前１時近く）まで研

究を続ける、という毎日であった。ランチタイムを除いて１日12～13時間ほど仕事をしたことにな

る。

　研究室内はメンバーが各国から来ているため、当然、全て英語であったが、研究に集中している

ため英会話はそれほど大幅に上達しなかった。しかし、英会話は重要だが、もっと重要なのは実力

を身に付けることだ、ということにも気が付いた。どれほど私の英語がトツトツとしていても、私

の方で、より高度な技術などを身に付けていると、パリやローマからやってきた研究者も、私から

教わりたいとのことで、聞きに来ざるを得ないということだった。

　また、留学中は自らが日本人であることを嫌でも自覚せざるを得ない。他国出身の人々と話し合

うには、日本の歴史の良い面も悪い面も、日本人としてある程度の責任を持った上で付き合わざる

を得ないからである。このことは日本の中にのみ住んでいたのでは全く得ることのできない体験

だった。そのように日本の歴史に責任をもつこと（間違ったことは明確に批判するような、自分の

考えをしっかりもつこと）、また、こちらの誠意が相手に伝わり、それを認めてもらうこと、これら

によって初めてお互いのコミュニケーションの土台が築かれる。これらを背景に生活し、幸い、留

学を一つの機会として世界中に多くの友人をもつことができた。これらの友人は、私のもつ大変大

きな宝物ということが出来る。
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４．お隣の国、韓国　----- 英語力向上の政策は見習うべき -----
　今後の日本を考える上では、どうしても英語力、英会話力の向上を欠かすことができないと私は

考えている。英語は今や完全に国際公用語となっており、自分の意見や意志を日本の外の人へ伝え

るには、英語力は最低限必須のものとなっている。日本の社会、技術を立て直し、知的財産権も守

るべき正当なものはきっちり守り、不当と思われる要求には断固として 英語 で反論する必要があ

る。これらが日本の基礎にしっかり据えられて、その上でアジアにおいては中国やインドと対等な

ビジネスを進めていかないと、日本は長期低落していくように思えてならない。

　その点、お隣の韓国については、我々はもっと見習う必要がある。2008年に当選した現大統領・

イミョンバク氏は、韓国全体の英語力向上を訴えた。その一つとして始まったのが、大学における

英語による授業 である。すなわち、英語を学ぶのではなく、英語の基礎力は既に持っていること

を前提に、英語を使った講義を進めることである。これは確実に成功しつつあるように私には思わ

れる。韓国で開かれた国際会議に参加しても、韓国の若者は自信をもって英語を使いこなしている

ように見える。ただし、私の友人である何人かの大学教授は、英語の授業をするのはとても大変だ、

とこぼしていた。しかし、最近は次第に慣れてきた、とも言っている。若者から中年まで、着実に

英語力が伸びてきているようであり、それが最近、韓国企業が積極的に海外進出を計っている背景

にあると思える。日本でもいくつかの大学で同様の授業が試みられ始めているが、まだかなり不十

分と言わざるを得ない。

５．世界へ　----- ただし、日本と違うリスクにも気をつけよう -----
　世界にはリスク（盗難など）が多いのか 　確かに、それを否定することはできない。しかし、

その一部は我々の問題でもあると言える。日本は現在、世界的にみて比較的安全で清潔な国となっ

ている。これ自身は大変誇るべきことではあるが、そのためリスクを予防する訓練ができていない。

世界へ飛び出す時には、全て自己の責任で身の安全をしっかり確保しなければならない。

　私自身、かなりの回数、海外出張を経験したが、一人で行くときには、しばしば不審な人物と出

会うことが多かった。２回に１度以上、そのような人物が近付いてきた。米国のケネディ国際空港

では、何度も一見 親切な 人物が現れた。いわゆる白タクに案内されそうになったが、万一乗って

いれば正規料金の５－10倍を要求されていたかもしれない。相手はこちらが日本人であること、ま

た、リスクの防衛には甘いことを瞬時に見抜いているようであり、その意味ではこちらの無警戒な

態度に問題があると言っても良い。

　ヨーロッパでも何度も危険の一歩手前を体験した。これまでの人生で スリ に対面したのは一度

だけ、ヨーロッパの中心都市の一つの地下鉄であった。友人と話しながら乗っていると、ある駅で

私を押しながら乗り込んでくる乗客がいる。電車が混雑していて押されるのは、日本では日常茶飯

事である。しかし、何となく異常を感じて振り返り、驚いた。彼の手が私のショルダーバッグのチャッ

クを開け、中に差し込まれていたのだ。そのスリの 予定 より一瞬早く私が気付いて振り向いたた

め、彼は瞬時に手を抜き取り、ホームへ飛び降りた。ドアが閉まったあと、私とスリはドアのガラ
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スごしに睨み合った。そして理解した。スリは男女二人組だったのだ。私が財布などを取られてス

リを捕まえても、多分、開き直られるだけであろう。その時は私の財布は既に女に渡されて、遠く

へ運ばれてしまっているからだ。

　我々日本人は、日本の中で安全というものに慣れているために、リスク管理の発想が極めて薄い。

周りを疑ってばかりいるのは良くないが、そうかと言って世界は甘くない。日常生活のみならず、

経済、ビジネス、また、政治も同じことであろう。リスクを事前に回避した上で、日本の若者が世

界で実力を磨き、さらに活躍することを心から期待している。





［第1部］

教 育 研 究
センターの
活 動 及 び
自 己 点 検
　　Activities and

Self-assessment　　





教育研究センター長　一戸　真子

【はじめに】
　高等教育の質は多義的な概念であり、高等教育の利

害関係者が、学生及びその保護者、将来の雇用者、教

職員など多様であるため、それぞれの利害関係者に対

する質を一概念で図ることは容易ではない１）と定義さ

れているが、まさにその通りである。立場が異なるこ

とにより求めるものが異なることがあるからである。

学生にとっては学生時代が充実しており、その後の人

生にプラスの作用をもたらすことが期待される場が高

等教育機関であり、保護者にとっては学生と類似する

ものの、コンシューマーとして賢い買い物をしたと思

える場に自身の子どもを預けていることが望ましい。

また将来学生達の雇用主になるべく企業をはじめとす

る社会では、より発展・貢献しうる人材を輩出してく

れる場こそ質の高い高等教育機関であり、教職員に

とっては、自身の職場としてのやりがいやモチベー

ションがアップすることが望ましいと言えよう。これ

らの利害関係者については、学生と教職員については

通常学内が主な活動拠点であり内容のチェックもある

程度可能であるが、学生の保護者や将来の雇用者は、

大学をはじめとする高等教育機関の実態については外

部からのチェック情報などからしか確認できないとい

うことになる。

　評価は、様々な立場のものが行うことが可能である

が、第一に自己評価（Self-assessment）があげられる。

本自己点検もこの自己評価と類似のものであるが、今

年度は第三者評価（Third-party evaluation）としての

認証評価（Certified evaluation and accreditation）を

受審した年であったことが他の年度と異なる最も大き

な相違点であった。この他評価には機関自身が依頼し

て独自の評価項目や評価者を選定し行われる外部評価

（External evaluation）があるが、本学ではまだ実施に

至っていないので、ここでは触れない。後に教育研究

センターの活動で述べられているように、全学をあげ

て報告書をはじめとする各書類の整備、および実施視

察の受け入れなどを行った。以下本稿では、自己評価

と第三者評価という両方の視点からの点検を行ってみ

たいと思う。

【自己評価と第三者評価の関係から】
１．エビデンスベースが求められ、結果としてデータ

ベース化が推進されたこと

　第三者評価の受審には自己点検報告書および基礎

データをはじめ、多くの書類が求められる。第三者は

根拠がなければ正しい評価を行うことが困難になる。

何を根拠に評価が高いのか、何がなされていないこと

を根拠に評価が低いのか、いずれの場合にも具体的に

実態を指し示す種々の根拠資料が必要となる。第三者

評価の受審準備により、結果として色々なデータベー

ス化が進み、様々な活動が整理されたことは大きな前

進である。今後は、IR（Institutional Reseach）的な機

能を果たせるよう目指したい。

２．アウトプットが求められ、結果として諸活動が活

性化したこと

　上記で述べたエビデンスのためには、具体的に実施

したり、実行したりとアウトプットが必要となる。何

も活動がなされていない場合、当然エビデンスも乏し

く評価の根拠が提示できないこととなり、信頼性が極

めて低くなる。根拠資料となるべく評価項目ごとの達

成に向けた取組が求められることにより、結果として

学内における教育および研究の活性化が推進された。

このことも第三者の受審により得た効果と言えよう。

３．公開に耐えうる内容が求められ、結果として質的

向上が促進されたこと

　様々な取組は第三者によりチェックされ、結果が公

表されることにより、曖昧な内容ではなく、公開に耐
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えうるべく、すなわち丁寧でしっかりした活動が展開

され、まとめられることになった。その結果として内

容が吟味され、参加が促進され、真剣さが伝わる内容

が展開されることになり、結果として大学全体の質的

向上が促進されたことと思われる。ただし、この点に

関しては、十分な検証がなされなければならない。最

終的な評価としては、アウトカム評価が考えられなけ

ればならないが、具体的にどんなところが改善された

のか、どのようなことに効果が見られたのか、どのよ

うな変化をもたらしたのかなどが確認されなければな

らない。本学においても第三者受審後の次年度が検証

の年となるであろう。

【海外の評価システムから学べること】
　ここで次年度に向けた課題の抽出を含めて、海外の

評価システムに関する文献を分析してみたい。

１．英国における質保証システム２）

　英国における内部質保証しのしくみとして特徴的な

こととして「学外審査員（External examiner）」の存在

がある。この学外審査員は、独立・公正の学識者ネッ

トワークであり、自治権をもつ高等教育機関間におい

て、大学が活用する独立・公正な外部アドバイザーの

一形態である。外部評価委員会とは異なり、個々人の

外部アドバイザー制を活用しており、参考になると思

われる。学外審査員の具体的な活動内容としては、一

定の水準からみた学生の到達状況について見解が述べ

られる（学生へのアセスメント）。確かに学内の教員間

においては、いつの間にか客観性を失っている可能性

が高く、学外審査員の活用により、学生の達成度の評

価をしてもらう仕組みは大いに参考になる。

　英国におけるもう一つの特徴としては、第三者評価

実施の際の提出書類の中に、「学生からの提出書類」が

ある点である。具体的には、学生代表が、当該機関が

作成する報告書とは別に、彼ら自身の手による意見書

を提出することが期待されているというのである。わ

が国における第三者評価においては、実施視察の際に、

評価者による学生に対するインタビューが実施される

が、学生自身による報告書の提出は行われていない。

冒頭に述べたように大学の直接的な当事者は教職員の

みではなく、学生も中心人物であり、学生による自己

評価は重要なエビデンスということになる。とても重

要な視点であると思われるが、学生が大学の教育や研

究に積極的に関心をもつことがまずは必要である。

　もう１点特徴としてあげられることとしては、2005

年から毎年実施されている全国的な取組である全国学

生調査（National Student Survey : NSS）がある。同

調査では、各教育課程に対して学生のフィードバック

を行うことを目的として、最終学年の学部生、および

学部の単位または資格につながる教育課程の最上級生

を対象に、全国統一の質問紙により実施するものであ

る。具体的な質問項目は、①教育内容（Teaching on 

his/her course）－質問例：教員は解説がうまいか、②

試験およびフィードバック（Assessment and feed-

back）－質問例：成績評価の基準があらかじめ明確に

示されていたか、③学習支援（Academic support）―

質問例：学習を進めるうえで十分な助言と支援を受け

たか、④組織・管理（Organization and management）

－質問例：学習生活は時間通りに進められたか、⑤学

習リソース（Learning resources）－質問例：図書館は

蔵書やサービスが充実していたか、⑥個人の能力開発

（Personal development）－質問例：コミュニケー

ション能力が上がったか、⑦全体的な満足度（Overall 

satisfaction）－質問例：総評として、履修コースの質

に満足したか、である。本学においては、学内におい

て個々の教員の授業ごとに学生の授業アンケート評価

を行い、また全学的には定期的に学生満足度調査を実

施、分析しており、両者が該当すると思われるが、英

国においては全国一斉に同一内容で実施されていると

ころが特徴的であり、大学間比較が可能である。上述

した学生による意見書と同様、学生の声をとても重要

視していることが重要な視点であると思われる。

２．オーストラリアにおける質保証システム３）

　次にオーストラリアについて見てみたい。オースト
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ラリアは教育サービスの輸出に力を入れていることで

有名であり、過去10年間にオーストラリアの高等教育

の現場で海外留学生（overseas students）が重要な位

置を占めてきており、2007年現在、オーストラリアの

大学に登録している海外出身の学生数は総登録者の

27％を占めるまでになっている。オーストラリアでは

国境を越える高等教育が展開されており、その内容に

合わせた評価が展開されているのが特徴である。さら

に、現在、オーストラリアの教育機関は、シンガポー

ルや中国、モーリシャス、香港、マレーシア、スリラ

ンカ、その他世界各地で、多くの高等教育機関が機関

独自あるいは現地の教育機関とのパートナーシップの

もとにオフショア・プログラムを提供している。これ

らの国際的な教育の質保証については、直接州、準州

政府および連邦政府において所管している。2005年、

国外で提供されるオーストラリアの高等教育・職業訓

練教育の質の保護・向上を目的とした「国境を越える

教育の質保証戦略（Transnational Quality Strategy : 

TQS）」という枠組みが政府によって確立されている。

教育のグローバル化に拍車がかかるわが国に比較して

すでに一歩先んじているので今後大いに参考になる。

　また、オーストラリアもイギリス同様、全国学生調

査が一斉に実施されていることである。具体的には、

オーストラリアの学生および卒業生を対象とした全国

レベルの学習成果調査の代表的なものとして、①卒業

生能力調査（Graduate Skills Assessment : GSA）、②

コース調査（Course Experience Questionnaire : 

CEQ）、③卒業生追跡調査（Graduate Destination Sur-

vey : GDS）の３つがある。学生の実態調査が重要であ

ることは国際的にも認められていることと思われる。

【終わりに ―内部質保証システムの充実に向けて】
　第三者による評価を受審終了できたということは、

大学全体にとって大きな成果の年であったと思われ

る。教育研究センターの活動にとってもこれまでの諸

活動を総点検するよい機会となった。しかしながら、第

三者評価のサイクルは途中での報告はあっても、基本的

にはわが国では７年サイクルとなっており、昨今の激し

い社会の流れに順応しながらも高等教育機関としての

質的改善をめざすには、やや長いと言わなければならな

い。第三者評価はあくまでこれまでの総点検的な役割を

期待するものであり、不断の改善に向けた具体的な評価

システムにはやはり諸外国にてすでに求められている

内部による質保証システムが重要であると思われる。

　また、自己点検・評価の信頼性を高める方法として

は、外部評価制度を導入することが有効であるとされ

ているように４）、本学においても導入を検討する時期

に来ていると思われる。外部評価とは、認証評価など

の第三者評価とは異なり、自己点検・評価の信頼性・

妥当性を他者の目を通じて客観的に検証する目的で行

われるもので、内部質保証システムの仕組みの一つと

して位置づけることができる。近い将来、自己点検・

評価の中に外部評価を組み込むことは、必要不可欠な

要件となると予想されており５）、今後は外部評価の積

極的活用による種々の改善による質的向上を目指すこ

とが可能となると思われる。ただし、外部評価委員の

選定方法や依頼する評価対象事項や評価基準の明確化

など、さらに工夫と改善を重ね、学内における質保証

システムとして定着させていくことが望まれるとして

おり６）、しっかりと積み上げ式の質向上のサイクルを

回すことにより有効となると思われる。

【引用文献】
１）大学評価・学位授与機構　高等教育に関する質保

証関係用語集　3rd Edition　67頁、2011．

２）大学評価・学位授与機構　諸外国の高等教育分野

における質保証システムの概要―英国、2010．

３）大学評価・学位授与機構　諸外国の高等教育分野

における質保証システムの概要―オーストラリア　

2010．

４）大学基準協会　内部質保証システムの構築　20

頁、2009．

５）大学基準協会　前掲、20頁、2009．

６）大学基準協会　前掲、20頁、2009．
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The 2010 fiscal year Self-Assessment of
Jobu Education and Research Center

Shinko Ichinohe

Director of Jobu Education and Research Center

Abstract

All higher education organizations have to select from the certified organizations and be assessed in each 7 

years.　We have experienced the certified evaluation and accreditation this year by JUAA (Japan University 

Accreditation Association).

JUAA contributes to the qualitative improvement of Japanese higher education through accrediting activities.

The following three points were promoted or examined by third party evaluation.

One is that database creation was promoted by having strengthened the evidence base.

Second is that activities were promoted by having needed for output.

Finally, quality improvement was promoted as a result of calling for opening to the public.

From comparison of the assessment system of Britain and Australia, we could obtain many suggestions.

We would like to continue to improve through these suggestions.

Internal quality assurance system by introduction of external valuation is called for from now on.
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教育研究センター長　一戸　真子

【はじめに】
　本学においては、教育力の改善による質的向上を目

指した全学的な取組として、①学生による授業アン

ケートの実施、②授業参観によるピアレビューの実施、

そして③教員による授業に対する自己評価を実施して

いる（図１）。井上１）は、カナダビクトリア大学におけ

る教員評価について紹介しているが、その中にはすべ

ての専任教員に義務付けられた教育活動調書（teach-

ing dossier）が、①授業のコマ数と指導する院生の数

などの教育負担責任、②教育目標と教育方法の明確化、

③教育方法改善の努力、④学生の学習支援への積極的

貢献、⑤教員評価の５項目で構成されるとしている。

さらに最後の項目である教員評価の中には、「授業に対

する学生からの評価」、「同僚教員からの評価」、「自己

評価」などが含まれるとしており、まさに本学におい

て取り入れている教育力の改善による質的向上に向け

た取組と一致している。本稿では、平成22年度に実施

された教員による授業に対する自己評価結果、および

同一科目についての学生による授業アンケート結果を

マッチングさせ、分析することにより、教育の現状お

よび課題の抽出、今後に向けた在り方について検討す

ることを目的とする。

【分析結果】
１．教員による自己評価、学生による授業評価単純集

計分析

　表１は、平成22年度前期授業アンケート結果で、表

２は平成22年度後期授業アンケート結果である。本調

査票は５点満点で評点をマークする方法のものであ

り、平均が５点に近づくほど評価が高くなっている。

設問９および10の２項目のみは、授業の難易度および

進行度に関する設問であり、評点 ３ がちょうどよい

構成となっている。まず本各表から言えることは、全

体的に各項目においては、教員による自己評価の方が

学生による授業評価点よりも高い傾向にあることが伺

える。教員による自己評価の最も高かった設問は、前・

後期とも全く同様の結果となっており、設問16「熱意

を持って授業できましたか」前期においては、５点満

点中平均4.33、後期においては、平均4.30であった。

２番目、３番目に自己評価の高得点だった項目は、前・

後期とも同じく同様で、設問15「質問に適切に答えら

れましたか」（前期平均4.28、後期平均4.28）、設問12

「聞き取りやすい声で話せましたか」（前期平均4.27、

後期平均4.20）という結果となった。逆に平均点が低

い傾向が見られたのは、設問18「学生はこの授業に

よって刺激を受け、さらに勉強したくなったと思いま

すか」（平成22年度前期　3.47、平成22年度後期　

3.41）、および設問６「学生はノートやメモを取ったと

思いますか」（平成22年度前期　3.53、平成22年度後期　

3.36）という結果となっている。

　次に学生による授業アンケート結果の傾向である

多面的アプローチによる教育力の質的向上を目指して
―学生による授業アンケート結果と教員による授業自己評価結果とのマッチング比較を中心に
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が、まず基本的な調査票は教員と対比できるよう同様

の設問内容となっている前提で見ていただきたい。問

９および問10については、教員調査票と同様、授業の

難易度および進行速度についての問いであり評点 ３

がちょうどいい得点となっている。実際の調査票では、

後ろに掲載しているように、例えば問11の設問を見て

みると、学生版では「教員の説明はわかりやすかった

ですか」となっており、教員版では「授業をわかりや

すく説明できましたか」というようにすべての項目が

マッチング比較できるようになっている。学生からの

教員に対する評価で平均が最も高かった設問は、問16

「教員の熱意を感じましたか」という項目であった。逆

にやや低い傾向がみられた設問は問18「この授業に

よって刺激を受け、さらに勉強したくなりましたか」

（平成22年度前期　3.35、平成22年度後期　3.42）で

あった。

２．教員による授業に対する自己評価と学生による授

業評価マッチング分析

　次に図２および図３をご覧頂きたい。各図は、教員

による自己評価結果と学生による授業アンケート結果

とを設問ごとにマッチングさせ、差を見たものである。

図２は平成22年度前期、図３は平成22年度後期であ

り、３学部すべての合計について比較したものである。

まず全体として言えることは、前述したように設問９

と設問10は評点 ３ が最も適切であり、点数が高くな

るほど授業の難易度が高いと感じており（設問９）、授

業の進行速度が速いと感じている（設問10）ことから

すると、前後期ともほぼすべての項目において教員の

自己評価の方が学生による授業アンケート結果よりも

高い傾向が見受けられる。このことは言い換えれば、

学生が授業に対して感じている評価よりも、教員自身

による授業の振り返りの方が よい と自己評価してい

る傾向が伺えると言える。具体的には、前後期とも特

に差の大きかった設問12：教員用「聞き取りやすい声

で話せましたか」、学生用「教員の声は聞き取りやす

かったですか」、および設問15：教員用「質問に適切に

答えられましたか」、学生用「教員は質問に適切に答え

ていましたか」については、教員が聞き取りやすい声

で話し、質問に適切に答えていたと思っている一方で、

学生は教員の声は聞き取りにくく、質問に適切に答え

られていないと評価していることが示唆された。また、

設問17は教員用「学生が教養や専門の知識を深めたり

技能を身につける上で、この授業は役立ったと思いま

すか」、学生用「教養や専門の知識を深めたり、技能を

身につける上で、この授業は役に立ちましたか」とい

う重要な項目であるが、本項目結果についても他と同

様、教員と学生の受け取り方にはギャップが存在して

おり、教員が自身の授業が学生にとって役立ったと感

じている一方で、学生はあまり授業が役立たなかった

と感じている傾向が見受けられた。今後何らかの改善

に向けた検討が必要と思われる。

３．学部ごとの教員の授業満足度結果分析

　ここでは教員の授業に対する自己評価項目の最後に

ある設問20「満足のいく授業ができましたか」という

教員の満足度について学部ごとに比較してみる。図４，

５はビジネス情報学部、図６，７は経営情報学部、図

８，９は看護学部、のそれぞれ前・後期の設問20の結

果である。まず、ビジネス情報学部についてであるが、

評点 ４ が前・後期とも最も多い割合となっており、

約半数を占めている（前期：42％、後期：46％）。また、

最も評価の高い評点 ５ については、前期30％、後期

18％とやや違いが見受けられる。一方、低い評価を示

す評点 ２ 、 １ を合わせると、前期３％、後期５％

となっている。次に経営情報学部についてであるが、

ビジネス情報学部と同様に評点 ４ が最も多く（前

期：56％、後期57％：）、全体に占める割合は前・後期

とも半数を上回っており、ビジネス情報学部に比べや

や多い傾向が見受けられる。同様に評点の低い １ 、

２ については、前期６％、後期７％となっておりや

やビジネス情報学部より高い傾向が見られる。逆に高

い評価である ５ については、前期10％、後期７％と

ビジネス情報学部に比べ少なく、全体として自己評価
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が低い傾向が見受けられる。最後に看護学部であるが、

他の２学部と比較してみると、まず、特徴的なことは、

前期と後期では異なった傾向が見られる点である。評

点 ４ の割合については、前期47％、後期58％となっ

ており、また低い点数である １ 、 ２ を合わせた割

合は、前期11％、後期０％となっており、違いが見ら

れる。看護学部の傾向としては、前期に比べ後期の方

において全体的に自己評価が高まっていることが確認

できる。残念ながら本分析からは具体的な原因までは

確認できない。本設問回答の根拠について自由記載し

てもらっているが、全学的に評点 ５ をマークした教

員の理由としては、「学生が熱心に受講していることが

確認できた」、「学生の表情からよく理解してくれてい

ることが確認できた」など、学生の反応を実感するこ

とができたことが評点の高さの理由となっていた。本

自己評価結果については、全体の平均点を参照できる

ようなフォーマットになっており、全学の評点傾向と

自身の自己評価結果を比較できるようになっている。

教員へのフィードバックシートは後ろに掲載している

ので参考されたい。自身の自己評価と学生によるマッ

チング結果が一覧で示され、さらに学生からの自由記

載欄に書かれた結果もフィードバックされ、次回の授

業改善に役立つツールとしての役割を果たしている

が、自己評価の低い結果を回答した教員の根拠の中に

は、授業中の学生の反応はとてもいいのに、フィード

バックされる自由記載結果には厳しい意見が多く

ショックであるので、自己評価も下げたという意見が

見受けられ、クレームを言う学生の声のみを吸い上げ

ることには問題があるのではないかという意見がみら

れた。授業アンケートの開発を行う際には、考慮に入

れて検討する必要があると思われる。
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表１　平成22年度前期授業アンケート結果 表２　平成22年度後期授業アンケート結果
教員回答
（平均）

学生回答
（平均）

設問６ 3.53 3.51
設問７ 3.81 3.44
設問８ 3.54 3.52
設問９ 3.01 3.35
設問10 2.87 3.24
設問11 3.92 3.40
設問12 4.27 3.59
設問13 4.04 3.54
設問14 4.16 3.57
設問15 4.28 3.59
設問16 4.33 3.71
設問17 4.11 3.59
設問18 3.47 3.35
設問19 3.59 3.53

教員回答
（平均）

学生回答
（平均）

設問６ 3.36 3.50
設問７ 3.63 3.48
設問８ 3.40 3.50
設問９ 3.07 3.38
設問10 2.93 3.22
設問11 3.91 3.46
設問12 4.20 3.63
設問13 3.98 3.54
設問14 4.14 3.59
設問15 4.28 3.61
設問16 4.30 3.75
設問17 4.03 3.66
設問18 3.41 3.42
設問19 3.54 3.59
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図２　平成22年度前期授業アンケートマッチング

図３　平成22年度後期授業アンケートマッチング
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図４　平成22年度前期　授業満足度
ビジネス情報学部

Ｎ＝189

図５　平成22年度後期　授業満足度
ビジネス情報学部

Ｎ＝180

図６　平成22年度前期　授業満足度
経営情報学部

Ｎ＝105

図７　平成22年度後期　授業満足度
経営情報学部

Ｎ＝107

図８　平成22年度前期　授業満足度
看護学部

Ｎ＝55

図９　平成22年度後期　授業満足度
看護学部

Ｎ＝46



【考察および今後の課題】
　授業評価の機能としては、教育改善と説明責任の２

つが考えられるとしている２）。第一は教育・授業改善の

ために学生からのフィードバック情報として利用する

もので、大学の内部問題としての受け止めである。第

二の説明責任は、大学外部も含めた問題であり、教育・

授業の成果が得られていることの一つの証拠として、

直接的な関係者（ステークホルダー）に対する教育力

の指標の一部となるとされている。本学においては、

残念ながら授業評価結果の活用は、全体の分析結果は

公表しているが、教員の個別の結果については、学内

に留まっており、結果の公表には至っておらず、今後

の課題と言える。学内における教育改善のための機能

としての授業評価の役割は①教員の意識変革のツー

ル、②学生の学習促進のツール、③コミュニケーショ

ン（教員と学生、教員同士）のツールといえる。しか

しながら多くの大学において授業評価がどのように活

用されたかという問題になると、教員個人に任されて

おり、組織的な取組が行われている例は少なく、まだ

まだ教育実践の中で授業評価が適切に機能するまでに

至っていないとされている。今回の教員の自己評価結

果とのマッチング比較による、差異の抽出を試みたこ

とから見えてくる種々の問題点に対しては、授業アン

ケート内容の再検討、授業参観などとの結果の組み合

わせによる学生との意識のギャップを埋めるべく工夫

点の共有目的の検討会や研修の実施などにより、具体

的な改善に結びつくよう組織的なアプローチが重要で

あると思われる。

　学生による授業アンケートの有効活用については、

有意義となるための条件として、①実施組織の効率的

な運営、②専門家の意見を踏まえた調査計画とアン

ケート作成、③アンケート結果の分析と、それを改善

に結びつけるための検討、④担当教員に対する適切な

フィードバック、⑤学生への情報開示が必要であると

されている３）。ただし、問題点も指摘されており、①担

当教員が授業改善を行っても、結果が反映されるのは

次学期以降の授業となる、②アンケート結果の情報が

開示された時点では次学期が始まっている、③協力し

た学生自身が有効性を実感しにくい、④協力した学生

に徒労感が残り、回答の質の低下、学習意欲の低下を

招く恐れがある、⑤実施するためのコストがかかり費

用対効果が問題であるなどがあげられている。本学に

おいては、まだ学生への情報開示が十分に行われてい

ない状況であることがまず問題であり、できるだけ早

急に検討する必要がある。また本学においてもタイム

ラグの問題は生じており、改善に向けては、コストを

かけるあるいは人的資源の投入などが不可欠となり今

後の課題である。

　最後に、「教員の視点にたった教育（teacher-centered 

education）」から「学生の視点にたった教育（student-

centered education）」への転換が国際的な流れとなっ

ている今日、大学は学生が習得すべき学習成果を明確

に示すことにより、「何を教えるか」よりも「学生がそ

のカリキュラムによって、どのような能力が身に付く

のか」が最重要視されている４）ことに照らして、本学

においても教育の質的向上を目指さなければならな

い。教員による自己評価は、「何を教えたか」に対する

満足によって評点が高くなるかもしれない。しかしな

がら「学生がどのような能力を身につけたか」につい

ての検証には、学生による意見の分析は欠かせない要

素である。これまで教員による自己評価と学生による

授業アンケート結果についてのマッチング比較を通し

て、問題点や違いなどについて抽出を試みてきた。今

後は本結果を踏まえて、各学部および全学におけるFD

活動の活性化に大いに活用されることが期待される。

【引用文献】
１）井上智義　カナダとオーストラリアにみる教員評

価と教育方法改善のための支援体制、山田礼子編　

転換期の高等教育における学生の教育評価の開発

に関する国際比較研究　133－137頁、2007．

２）大学評価・学位授与機構編　大学評価文化の定着

―日本の大学教育は国際競争に勝てるか、ぎょう

せい、91－99頁、2010．
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３）川口昭彦　大学評価文化の定着―大学が知の創造・

継承基地となるために　ぎょうせい、162－164

頁、2009．

４）大学評価・学位授与機構編、高等教育に関する質

保証用語集　3rd Edition、49頁、2011．
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教員へのフィードバックシート



Aim at the quality improvement of
education through multiple approaches

―Focus on the matching comparison with questionnaire
about a lesson by a student and self-assessment by a teacher

Shinko Ichinohe

Director of Jobu Education and Research Center

Abstract

The purpose of this study was to find differences and consider the quality improvement of education.

The data which made the self-assessment result by a teacher and the class questionnaire result by a student 

about the same subject in 2010 was used for analysis.

It was suggested that it is tendency for a teacher s self-assessment to be higher than the assessment of the 

teacher by their students.　In other words, the result of assessment of the lesson by the teacher tends to be 

“good” rather than the evaluation which the student feels to the lesson through the year.

Assessment of a lesson by their students has two functions, an educational improvement and accountability.

As for the self-evaluation result by a teacher, result of marks may become high by his/her satisfaction.　How-

ever, analysis of the opinion by a student is indispensable to verification about “what kind of capability the stu-

dent learned.”　The improvement of the skill of the further educational method which utilized the feedback 

sheet by each teacher is expected.

Shifting from the teacher-centered education to the student-centered education is expected.
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大学院FD委員会　中村　宗之

１．実施の目的、実施方法等について
　大学院経営管理研究科では、初めての試みとなる教

員相互（ピアレビュー）の授業参観を平成22年12月に

行った。実施の目的は、大学院教員会議での検討を経

て、大学院における教員の教育力の充実を通じて、大

学院生の学力や研究能力の向上をはかり、また高度な

職業人の養成に資することと定められた。初めて実施

するということもあり、対象となる授業科目をあらか

じめ指定する形をとり、次の２科目が選ばれた。

　　　小森教授「経営戦略特論Ｂ」、12月15日（水）

　　　７限（19：30～21：00）

　　　柴川教授「経営管理演習Ⅱ」、12月16日（木）

　　　６限（17：50～19：20）

　実施の方法は以下の通りである。対象となった授業

を担当する教員に、事前に「指導案」（別添資料１）と

当日の配付資料等を用意してもらい、それらに加えて

シラバスの該当箇所や「授業観察表」（別添資料２）、

「観察の視点」（別添資料３）をイントラネット上にアッ

プロードしておき、参観する教員はそれらの資料を各

自プリントし、当日持参した。そして参観に臨み、「観

察の視点」に挙げられた項目を参考にしながら「授業

観察表」に記入し、それをFD委員に提出した。また授

業後に10分程度、授業担当者と参観者とで感想を述べ

る検討会を開いた。

　FD委員は、参観者が記入した「授業観察表」の内容

と、検討会で出た意見をまとめ、翌週に開催された大

学院教員会議で配付し、それらをもとにあらためて教

員全体で授業の検討が行われた。

２．授業観察表の記入内容、
検討会での議論について

　上述のように、「授業観察表」に記入された内容や、

授業終了直後の検討会で出された意見はまとめられ

て、教員会議の際に配付された。その内容や教員会議

内での議論について簡単にふれると、次のようなもの

であった。小森教授の「経営戦略特論Ｂ」については、

受講生との質疑応答のやりとりが活発でよい、受講者

に考えさせる授業となっている、といった意見・感想

が多かった。また、柴川教授の「経営管理演習Ⅱ」に

ついては、パワーポイントを用いたプレゼンテーショ

ンが効果的であった、特定課題研究の教育的な効果の

高さが理解できた、などの意見・感想が出された。

３．実施の結果について
　授業参観の企画はおおよそこのように行われたが、

実施方法などには全体として大きな問題はなかったと

思われる。実施目的の達成については、授業観察表の

記入内容や検討会での議論をみると、ふだん他の教員

の授業について知る機会があまりない中で、授業を参

観することにより刺激を受け、各自の授業内容の改善

をはかるきっかけになったと言ってよいだろう。むろ

ん実際の改善に結びついているか否かは、また別の調

査等により確かめていく必要があるとしても、参観の

効果は前向きにとらえることができよう。しかしなが

ら他方では、授業参観の企画は、各教員への相応の負

担を伴うものであり、今後実施を継続する際にも、そ

のような負担とプラスの効果とのバランスに気を付け

ていくべきだという意見もあった。以上、今後の授業

参観実施の参考としていただければ幸いである。

平成22年度大学院授業参観（ピアレビュー）の実施および結果に関する報告
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（別添資料１）

指　導　案

授業タイトル

授業者

本時の学習目標

授業観察の観点
（参観者にとくに
見てほしい点）

時間経過（分） 学習内容 教員の活動や指導、使用教材等

〈導入〉

〈展開〉

〈まとめ〉

（別添資料２）

授業観察表

授業科目名 月　　　　日　　　

授業者

観察の視点 参考になった点と、その判断根拠

１．授業技術に関して

２．授業運営に関して

３．授業の構成と教育
方法

４．その他
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（別添資料３）

観察の視点

＊観察表への記入にあたって、参考にしてください。

１．授業技術に関して
　① 説明のわかりやすさ
　② 音声等の聞き取りやすさ
　③ 板書、配付資料、視聴覚資料などの有効性
　④ その他

２．授業運営に関して
　① 院生とのコミュニケーションを通じた勧果、一方的でない説明等
　② 理解度向上のための取り組み
　③ 注意力を継続させるための工夫等
　④ 留学生、社会人等への授業運営上の配慮
　⑤ その他

３．授業の構成と教育方法
　① 本時の目標達成について
　② 授業の構成について
　③ 院生の研究能力の向上に向けた取り組み等
　④ 高度職業人養成の視点等
　⑤ その他

４．その他



教育研究センター兼担　竹内　成生・堀込　由紀

はじめに
　本調査は、上武大学が地域との連携を通じて、地域

社会と共に発展を遂げることが重要であるとの視座か

ら、本学卒業生の既採用先および採用意図を有する企

業・施設等を対象とし、本学との連携希望、望まれる

人材と本学卒業生の印象等の実態把握を主たる目的と

して実施された。本調査によって、地域社会が望む大

学連携、望まれる人材像と本学卒業生への評価との差

異を明らかにし、地域社会との連携を踏まえた教育活

動を検討する一材料として利用するものとする。

アンケート実施方法ならびに回収率
　本調査は本学の会報誌である「Fine」送付先の企業、

病院、行政機関、高校等の約3000施設（卒業生の就職

企業・施設を含む）を対象として、Fine送付時に添付、

依頼形式にて実施された。アンケートの回収方法は

Faxとした。会報の送付先が、地域連携等を目的にした

対象であり、必ずしも本アンケート実施目的に合致し

ていないため、平成22年５月14日の締め切りにおける

最終回収率は117件（約４％）に留まったものの、本調

査の趣旨に賛同頂いた企業・施設からの意見・要望を

得た貴重なデータであり、その検討意義は高いものと

思われる。

アンケート項目
　アンケート項目は、１．企業・施設の詳細、２．本

学との連携希望、３．望む人材と本学卒業生の印象、

４．本学への要望に関する事項の４項目から構成され

ており、下位項目を表１に示す。下位項目は選択肢に

よるものを主とし、一部を自由記述方式とした。

平成22年度　企業アンケート　集計結果報告
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表１　アンケート項目

１．貴社・貴施設に関して ２．上武大学との連携について

（１）業種 希望の有無
（２）従業員数 連携テーマ・連携方法（自由記述）
（３）上武大学卒業生の現在職者数

３．社員や職員に対して重視していることや、上武大学卒業生の印象について
＃各項目について、望む人材と卒業生の印象を回答

（１）協調性がある （11）部活動などで活躍している
（２）コミュニケーション能力がある （12）地域での活動やボランティア活動に取り組んでいる
（３）問題を解決していく能力がある （13）ITの能力に優れている
（４）実行力がある （14）語学の能力に優れている
（５）責任感がある （15）経理や会計の能力に優れている
（６）忍耐力がある （16）専門能力やスキルがある
（７）自己研鑽に努める姿勢がある （17）プライバシーや情報管理の重要性を意識している
（８）一般常識や教養がある （18）安全に配慮する姿勢がある
（９）礼儀や社会人としてのマナーをわきまえている （19）自然環境問題に配慮する姿勢がある
（10）在学中の学業成績が優れている （20）その他特に重視していることがあれば記入（自由記述）

４．上武大学に今後充実や改善を希望することについて

選択肢による希望事項と自由記述



アンケート集計結果
１．企業・施設の詳細

　業種別によるアンケート回収結果は「医療・福祉」

「学校教育」「卸・小売業」「製造業」が主なものであっ

た。本学の経緯と卒業者数を考えた場合、経営情報学

部・ビジネス情報学部の卒業生が主に就職している企

業からの回答が少なかったと考えられる（表２，図１）。

　従業員数別内訳では、300名以上の従業員を有する

企業・施設からの回答が最も多く（47件）、次いで50－

100名（28件）であった。また、上武大学卒業生の在職
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表２　アンケート参加企業・施設の業種別回答数
業　　　種 企業数 割合 業　　　種 企業数 割合

①農業・林業／漁業／鉱業／採石業・砂利採取 0 0％ ⑪宿泊業・飲食サービス業 3 3％
②建築業 4 3％ ⑫生活関連サービス業・娯楽業 5 4％
③製造業 11 9％ ⑬教育・学習支援業（学校教育） 20 17％
④電気・ガス・熱供給・水道業 0 0％ ⑭教育・学習支援業（その他） 1 1％
⑤情報通信 4 3％ ⑮医療・福祉 30 26％
⑥運輸業・郵便業 0 0％ ⑯複合サービス事業／サービス業 5 4％
⑦卸業・小売業 15 13％ ⑰公務（他に分類されないもの） 11 9％
⑧金融業・保険業 2 2％ ⑱その他 1 1％
⑨不動産業・物品賃貸業 1 1％ 無回答 3 3％
⑩学術研究・専門・技術サービス業 1 1％ 合計 117 100％

＊複数回答は最初に記入されている業種を使用

図１　アンケート回収結果の業種別件数



者数では、在職者なし（60件）を除くと１－５名が最

も多く37％（43件）、次いで５－10名が７％（８件）で

あった（図２）。

　卒業生に関するイメージは現職者がいる企業・施設

からのみ回答が得られており、卒業生を有する企業・

施設からの回答数は57件であった。そのうち、無回答

を除いた卒業生のイメージに関する回答は、各項目に

よって変動が見られたものの、概ね37件程度であった。

２．本学との連携希望

　本学との連携希望では、希望するは25％（29件）で

あり（図３）、その主な内訳は表３に示すとおり、「経

営・ビジネス分野」ではバリアフリー施設、e-Learning、

住民参加の街づくり、「スポーツ分野」では運動部の指

導・交流、「看護・医療分野」で実習先希望や研修・研

究協力といった連携希望が得られた。また、その他項

目としては授業連携・編入学の希望、就職、学内合同

説明会、人材育成といった連携希望が得られた。一方、

連携希望を望まない回答のうち、理由の記述があった

ものでは立地問題、テーマが無い、検討中といった回

答が得られた。
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図３　連携希望の内訳

図２　従業員数と上武大学卒業生在職者数の内訳



３．望む人材と本学卒業生の印象

　企業・施設が望む社員としての資質と上武大学卒業

生に関するイメージは４段階の評価で回答を得た。社

員・職員に対する資質では、「重視している（４点）」

－「重視していない（１点）」とし、本学の卒業生のイ

メージでは、「強くそう思う（４点）」－「そう思わな

い（１点）」とする４段階の評価で回答を得た（項目ご

とに評価が困難な場合には未回答を選択可能とした）。

　企業が望む社員としての資質に関する調査項目の平

均有効回答数は96.1（±2.9）件であった。一方、本学

卒業生に関するイメージに関する調査項目の平均有効

回答数は36.6（±5.2）件であった。

　各項目は平成20年12月の中央教育審議会において

『「学士課程教育の構築にむけて」（答申）』で提起され

た学士課程で育成する21世紀型市民の内容（日本の大

学が授与する学位が保証する能力の内容）を参考とし

て独自に定義した「人間力」、「スキル」、「社会性」の

３分類の下位項目として再配置された（表４）。

ａ．全体集計結果

　全集計結果の全体傾向を把握するため、分類間の平

均値による検討を実施した。その結果、企業・施設が

望む社員としての資質のうち、最も重視しているのが

「人間力」（平均3.3点）であり、次いで「社会性」（平均
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表３　連携希望分類とその内容/連携を希望しない理由

経営・ビジネス

バリアフリーについて（どのような施設（ホテル）が障害者の方に喜ばれるか）
ビジネスライフ・キャリアデザイン・ライフ・バランスについて
ｅ-learning（学業・教養など全般）における本学とのカスタマイズ製作
住民参加のまちづくりについて

スポーツ
出身者が野球部を中心にほとんどが体育会経験者ということで配属される営業職に
おいて力を発揮している社員が目立ちます。
運動部における指導・交流

看護・医療

医療業界についての経営　看護部の実習先・見学先
奨学金制度・他校からの実習の受け入れも行っています。（看護師）
①看護師の新人教育に先生および学生の意見を取り入れたい。
②看護学生のインターンシップ
看護・医療の質向上（職員研修・研究活動）
看護部門（患者とのコミュニケーションと訴訟対応のデューデリジェンス）

その他

授業連携・編入学
就職連携
学内合同企業説明
人材育成について教育現場と企業の連携

連携を希望しない
理由

立地上連携が難しい
テーマが湧かない
すでに指定校連携をしている
現在検討中

表４　アンケート項目の分類と各下位項目
分類 質問項目 分類 質問項目 分類 質問項目

人間力

①協調性

スキル

②コミュニケーション能力

社会性

⑨マナー・礼儀
④実行力 ③問題解決能力 ⑰プライバシー
⑤責任感 ⑧一般常識・教養 　・情報管理の重要性の認識
⑥忍耐力 ⑬ITスキル ⑱安全への配慮
⑦自己研鑽 ⑭語学能力 ⑲自然環境への配慮
⑩学業成績 ⑮経理・会計スキル ⑫地域活動・ボランティア参加
⑪部活動参加 ⑯専門的能力



3.2点）、そして「スキル」（平均2.9点）であった（図4a）。

この３分類に統計的な差があるかについて、卒業生が

在職している企業・施設で全項目の回答が得られた38

件において各分類の平均値を用いて分散分析で解析し

たところ、分類間にそれぞれに有意な差異が認められ

（ ＜.05）、企業・施設が重視している人材像は「人間

力」〉「社会性」〉「スキル」であることが明らかとなっ

た（図4b）。

　また、学生に対する評価イメージが企業の理想とす

る人材像との間に差異があるかについて検討した結

果、企業が望む人材像との間に差異が認められ（

＜.05）、向上の余地があることが明らかとなった。
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図4a　３分類による平均値比較（全集計）

図4b　３分類による平均値比較（在職者を有する企業・施設　38件）



ｂ．各分類ごとの集計結果

　各分類による全集計結果は図５－図７に示す結果と

なった（統計的調査対象である38件も同様な傾向で

あったため、図は省略する）。全体平均による評価では

統計的差が、望まれる人材との間に認められたものの、

図に示されているように、本学の卒業生は理想とする

人材像と比較して、極端に劣っている項目が無いこと

が示された。

　分類毎の詳細検討結果を以下に示す。尚、本学卒業

　同様に『スキル』について詳細検討したところ、「語

学能力」「会計・経理スキル」「ITスキル」では望まれる

人材像に合致していたが、他の４項目において改善の

余地が認められた（ ＜.05）。

　最後に『社会性』について詳細検討したところ、「地

域活動・ボランティア」では望まれる人材像に合致し

ていたが、他の４項目において改善の余地が認められ

た（ ＜.05）。

生の在職者を有する有効回答が得られた38企業・施設

のうち、項目毎の「望まれる人材」－「本学卒業生の

イメージ」のｔ検定を実施したが、項目間で有効回答

数の変動（26－38件の範囲）が認められており、統計

的な検討対象はさらに絞られる結果となった。

　『人間力』について詳細検討したところ、「学業」で

は望まれる人材と合致しており、「部活動参加」では望

まれる人材像を上回っていた。しかし、他の５項目に

おいては向上の余地が認められた（ ＜.05）。

　全体的な評価の特徴として、本学卒業生は「望まれ

る人材」という地域の企業・施設の理想像に届いてい

ない項目自体は複数あるものの、非常にバランスに優

れており、理想に到達している項目や理想を上回る項

目が散見された。今後注力すべき点としては「実行力」、

「自己研鑽」、「コミュニケーション」、「問題解決能力」

の４点が挙げられるものと考えられる。
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図５　「人間力」の各項目比較
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図６　「スキル」の各項目比較

図７　「社会性」の各項目比較



４．本学への要望に関する事項

　本学への充実・改善希望の複数回答の選択を可とし

た回収結果は、回答数53件であった。このうち、「資格

取得支援」が39％（21件）と最も高く、次いで「地域貢

　具体的なコメント内容の特徴を表５にまとめた。各

要望の詳細は、「資格支援」では介護・看護、病院経営

などをはじめ、複数資格の取得に関する意見がみられ

た。「教育内容」では、問題解決能力の向上に関する意

見が見られた。「地域貢献」では、ボランティアや駅伝

に関するコメントが寄せられた。そして、「その他」で

は、地域への看護人員の安定供給への要望・中小企業

からの情報交換が寄せられたことに加え、コミュニ

ケーション能力、人間力、ストレス耐性といった人材

育成への要望が寄せられた。

おわりに
　以上のアンケート回収結果から、地域社会との連携

においては本学の各学部に応じた要望が一定数得られ

献」と「その他」が各19％（10件）であり、教育内容が

13％（７件）といった順であった（図８）。特に資格取

得支援への要望が高い理由の一つとしては、本調査看

護・医療分野からの回収が高かったことが挙げられる。

たものの、希望数ではこれからといった現状であり、

今後は地域連携の要望を地域が具体的に提案し易い環

境を整えることも検討する必要があると思われる。

　地域の企業・施設が望む人材像と本学の卒業生の比

較では、「理想」に比べると劣るものの、全般的にバラ

ンスに優れ、好評価を得ているものと考えられる。こ

れからの課題としては、「実行力」、「自己研鑽」、「コミュ

ニケーション」、「問題解決能力」の向上が挙げられる。

　本学への要望では資格要望が最も高く、資格取得に

注力している本学はこの要望に応えることが出来るも

のと思われる。また、駅伝部をはじめとした運動部と

の交流が寄せられ、本学の姿勢が地域に受け入れられ

ていることを反映しているものと考えられる。そして、

人材に関する地域社会からの要望として看護人員の安
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図８　本学への充実・改善希望



定確保や、中小企業からの情報交換の希望が寄せられ

たことは、地域との連携をさらに推進していく必要性

を示している。これに加え、地域企業・施設が望む人

材と同様に、問題解決、コミュニケーション、人間力、

ストレス耐性といった人材育成への要望が寄せられた

ことから、この点に一層注力した教育・育成活動が地

域社会と大学の発展に重要であるものと考えられる。
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表５　充実・改善希望の具体的コメント（抜粋）

教育内容

貴校の卒業生は責任感や、忍耐力があり、大変真面目に業務に取り組んでおります。資格の取得までは望
まないでも、IT系にプラスになる内容でしたら幸いでございます。
１．問題解決能力の向上に期待したい。
２．看護の厳しさもご指導頂きたい。
問題発見・解決能力を高められる様な教育内容。

教　員 卒後教育に対する講師派遣、専門看護師の育成

資格取得支援

病院経営のスペシャリスト（財務・人事・経営）
資格は、どの企業でも、あれば有利だと思うので、たくさん取得された方が良いと思います。
いろいろな資格取得をすることで、仕事の基本を身に付ける事ができる。また専門分野の知識を身に付け
ていること、説明をした時の理解力や良い企画、提案もできる。
介護分野の資格取得

地域貢献

学生の時にしかできないボランティアなどを多くやらせたら良いと思う
充実・改善は自信も常に必要だと考えています。貴学の箱根での勇姿に元気づけられました。
応援しています。
行事等のボランティア活動を行っていただけるとありがたいです。
例　応援団の演舞等

その他

毎年（2009年より）２名ずつ、駅伝部のメンバーが入社していただき、会社の活性化につながっています。
花田監督からご推薦いただいた生徒は、間違いないというのが印象です。
明るく、元気よく、ユーモアのある人材
人間力・社会への適合性の向上
コミュニケーション能力の向上を図って貰いたい。
働くということの意義、社会人としての意識など
一般常識や教養もある程度必要ですが、営業職で活躍するための柔軟性やストレス耐性も必要
地域への安定した看護人員の供給をしていただけること。
中小企業の採用は厳しく、人材の確保に苦慮しています。年間を通してお互いの門戸を広くして情報交換
をさせていただければ幸いです。



教育研究センター　係長　福嶋　亘子

点検評価
◇認証評価

　平成22年度に大学基準協会の大学評価を受審した。

点検・評価報告書や基礎データに関する問い合せや実

地視察等に関する対応を行った。

　　３月末 大学評価用の書類一式提出

　　４～７月 書類追加・修正等対応

　　８月下旬 分科会報告書（案）及び実地視察の

連絡

　　９月 実地視察準備

　　９月30日 実地視察

　　11月２日 大学財務評価におけるヒアリングの

実施（大学基準協会にて）

　　12月 大学評価結果（委員会案）及び分科

会報告書の受領

　　１月 意見申立の回答

　　２月下旬 評価結果（最終案）内示

　　３月 大学評価（認証評価）結果

「適合」認定

◇自己点検

　本学では「評価という手法を通してのスパイラルな

教育力の向上」を目指している。いろいろな評価を複

合的に取り入れながら、螺旋状に教育力をあげていく

ことを目的として、自己点検に活用できるような素材

を提供している。

・学生の授業評価（前期・後期）

・教員自身による自己評価（前期・後期）

・教員と学生の授業評価のマッチング（前期・後期）

・教育計画と実施の結果・評価及び改善

・研究計画と実施の結果・評価及び改善

・全学合同ピアレビュー

・大学院授業参観（ピアレビュー）

　ピアレビューについては、平成21年より学部の垣根

を取り払い、合同でピアレビューを行っている。今年

度はピアレビュー週間を設け、全教員が１科目ずつ授

業を公開した。大学院についても、今年度より授業参

観という形でピアレビューを開始した。

　地域社会に向けては、本学との連携や卒業生の印象、

今後充実や改善を希望することなどについて企業アン

ケートを実施した。

　また、平成21年度以前に実施したアンケートについ

ては、改めて分析を行い平成21年度教育研究センター

年報（平成23年３月31日発刊）に掲載した。

教育・研究支援
◇教育討論会

　平成22年６月28日（月）13：30～17：15高崎キャン

パス３号館305教室において、平成22年度上武大学教

育討論会～教育の連続性～が開催された。80名を超え

る教職員が参加した。

　第一部は『中等教育と高等教育の連続性による教育

の質保証』というテーマで、伊勢崎市立四ツ葉学園中

等教育学校の三村国宏副校長をお迎えし、中等教育の
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現状や伊勢崎市の取組、四ツ葉学園の独自性のある教

育についてご紹介いただいた。

　続いて、本学の入試連絡会議議長の栗原信征経営情

報学部長からの、上武大学の入学前教育及び高大連携

についての報告があり、それを踏まえて三村副校長も

交え全体ディスカッションを行った。

　第二部は『学士課程教育と大学院教育の連続性と専

門性』と題して、大学院教育と学部教育からお互いに

求めるものや教育の連続性について、経営管理研究科

の柴川林也研究科長とビジネス情報学部の星野為國学

部長より報告があり、研究科に所属する先生方からの

各コースの特徴の説明の後、全体ディスカッションが

行われた。

　第三部では『教育における横の連携』をテーマに、

看護学部の安部まゆみ学部長より、「学部連携における

教育の質的向上への提言」、教育研究センター兼担の相

馬朝江教授と中村光一教授より全学合同ピアレビュー

の実施についての報告、更に各学部・研究科のFD委員

会と事務職員からFD活動・SD活動についての報告が

行われた。続いて指定討論者である教育研究センター

兼担の竹内芳衛講師から教育やFDに関する参考資料

の紹介があり、伊勢崎キャンパスの信澤栄次事務長か

らは、学部の垣根を取り払った学生・教員・事務職員

によるプロジェクトの推進や、それに向けたシステム

の整備についての提案があった。

◇学内研究会

　平成23年２月28日（月）13：00～17：15高崎キャン

パス３号館305教室において、平成22年度上武大学学

内研究会が開催された。今回は『グローバル化に伴う

国際的視野に立った研究の推進と地域連携』という

テーマで、100名を超える教職員及び大学院生・学部学

生が参加した。

　第１部と第３部では、オーストラリア大使館マーケ

ティング事務所商務官の市川智子氏と、高崎キャンパ

スの所在地である高崎市新町商工会より小林修氏、金

井正敏氏を招聘しそれぞれの活動を紹介していただい

た。

　市川氏は「オーストラリアのビジネス・教育事情」

と題してオーストラリアの自然や産業、環境ビジネス

や看護事情、スポーツ産業や留学生の受け入れ、研究

者への奨学金など幅広くご紹介くださった。

　小林氏はよみがえれ！新町紡績所の会の幹事で、明

治10年に内務省勧業領　絹糸紡績所として開設され

た新町屑糸紡績所の保存のための運動と、その活用を

推進することを目的とした活動をされており、今回は

新町屑糸紡績所の歴史と絹糸紡績製造工程についてご

紹介いただいた。

　金井氏は新町の商店会の代表者を中心に〈住民参加

によるまちづくりを目ざす〉ことを目的として設立さ

れた、新町まちづくり塾の塾長をされている。これま

で実施された電線地中化・自動車スピード防止などの

道路整備や花いっぱい運動、新町ひなまつり事業、ま

た他団体の事業として、防犯街路等の設置や駅前通り
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のイルミネーション事業など、新町のまちづくりの活

動についてご紹介いただいた。

　第２部の研究発表および産学連携では、ビジネス情

報学部スポーツマネジメント学科の関口浩文准教授よ

り、現在手がけている「片手運動と両手運動の違い」

について、産学連携では経営情報学部メディアマネジ

メント学科の樽井勇之准教授から、産学官連携事業の

「いせさきものづくりネット」についてそれぞれ報告が

なされた。

　第４部は大学院生・学部生の研究発表が行われ、大

学院２名、各学部より１名ずつが発表を行った。

　今回の研究会では参加者より、オーストラリアにつ

いて教育・研究・留学の受入れなどとても参考になる

内容であった、十分に同国の魅力をお伝えいただいた、

新町屑糸紡績所については紡績所の跡地の見学をする

機会があれば参加してみたい、新町まちづくり塾に関

しては新町に住みやすいまちづくりへの活動の成果や

ご苦労について再認識したなどの意見が寄せられた。

また、研究発表では各分野におけるさまざまな課題へ

の取り組みを伺うことができ充実した研究会であった

との意見が寄せられた。

連携・その他
◇伊勢崎市との連携・協力

　「教育改革・いせさき未来会議」連絡協議会委員とし

て看護学部の一戸真子教授が参加した。

　カリキュラムパートナーとして伊勢崎市の幼稚園、

小・中・高各学校関係者に対し、健康教育に関するさ

まざまな助言、指導を行った。学校保健発表会では教

員のメンタルヘルスについてのアドバイスを行った。

◇ぐんま地域・大学連携協議会

　地域・大学モデル事業では、経営情報学部の樽井勇

之准教授が伊勢崎市経済部商工労働課と株式会社

GMKと連携し、「ものづくり企業の販路拡大のための

インターネット活用策の研究」についての取り組みを

行った。

　取り組みの内容については、平成23年２月に開催さ

れた学内研究会にて報告がなされた。

◇上武大学公開講座に関するアンケート調査

１）上武大学公開講座に関するニーズ

　　アンケート調査

　今回は伊勢崎キャンパスの所在地である伊勢崎市戸

谷塚町の住民の皆さんにご協力いただき上武大学公開
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講座に関するニーズアンケート調査を行った。

　調査期間は７月３日～16日で、対象者は167名で有

効回答数は125であった。

　アンケートの内容は、開催時期や曜日・時間・講座

のスタイル、希望するテーマについてなどで集計結果

は下記の通りである。

　具体的には、株式投資に関すること、中国語や韓国

語、手話や医療に使う英会話の講座、パソコン講座、

地域の子ども達に野球やサッカーなどのスポーツ、地

元の歴史についてなどの講座の希望があった。

２）平成22年度上武大学公開講座受講者

　　アンケート調査

　昨年度に引き続き、本年も本学公開講座を受講して

くださった皆さんに受講者アンケート調査を実施させ

ていただいた。

　本年度は伊勢崎キャンパスで３講座、高崎キャンパ

スで５講座が実施された。複数回のシリーズで開催さ

れた講座もあったため、受講者数は延512名でアン

ケートの回答数は144であった。

　講座のプログラムは医療・介護、歴史、パソコン教

室、及び伊勢崎市教育委員会との共催の３級簿記検定

等である。これらの講座は公開講座ニーズアンケート

調査でも関心の高い分野である。

　高崎キャンパスでは昨年度も実施しているためか新

町周辺の方々の参加が増え、本学の公開講座を受講さ

れたことのある人が半数を超えた。年齢層は50代～70

代、職業は主婦や無職が大半を占めた。受講のきっか

けは、知識教養を高めるため・日常生活に役立てるた

めが多く、受講内容については９割以上が役に立った

と回答している。特に介護やAED、パソコン入門につ

いては体験できて分かりやすかった、また実際に役に

立ったなどの回答が寄せられた。

　今後開催してほしい講座については文化・教養、医

療・福祉が多く、具体的には歴史や文学、古文・古典

講座、福祉用具レンタル及び購入の第２弾やパソコン
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でインターネット・メール・エクセルなど、また政治

や経済・社会問題についても要望が寄せられた。

　全体的には、楽しかった・続きをお願いしたい・次

回の開催も受講したい・教職員の対応がよかったなど

の好意的なご意見が殆どであったが、開催時期が平成

23年１月～３月で開講時間が夜であったため、構内が

暗い・寒かった、時間について再考されてはなどのご

意見もいただいた。貴重なご意見として今後の公開講

座をより良くするための参考とさせていただきたい。

出版物等
　◇平成20年度　教育研究センター年報

　◇平成21年度　教育研究センター年報

教育研究センターホームページ

　http://www.jobu-erc.jp/
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平成22年度教育研究センターの活動内容

2010年４月～2011年３月 認証評価　関連作業及び自己点検推進委員会業務

2010年４月～５月 平成21年度　教育計画・研究計画と実施の結果・評価及び改善報告書の収集

2010年４月～６月 企業アンケート実施・集計・分析

2010年４月～６月 平成21年度後期　学生・教員授業アンケート結果　集計・分析

2010年４月～６月 平成21年度　クラブ活動報告書の収集

2010年５月 大学基準協会　大学評価説明会参加

2010年５月 平成21年度　公開講座受講者アンケート集計

2010年６月28日 平成22年度　教育討論会開催

2010年７月 上武大学公開講座アンケート実施（伊勢崎市戸谷塚町）・集計

2010年７月 平成22年度前期　全学合同ピアレビューの実施

2010年７月 平成20年度後期　授業アンケートマッチング結果作成・配付

2010年７月～2010年８月 平成22年度前期　学生・教員授業アンケート実施

2010年８月～2010年10月 平成22年度　前期全学合同ピアレビュー検討会の実施・まとめ

2010年９月 平成20年度　教育研究センター年報発行

2010年10月～ 授業アンケート（ゼミ用）開発

2010年10月～2010年12月 平成22年度　後期全学合同ピアレビュー実施についての検討

2010年10月～2011年２月 平成20年度　学生満足度調査結果　集計・分析

2010年10月～2011年２月 平成21年度　ピアレビュー分析

2010年10月～2011年２月 平成20年度　卒業生アンケート分析

2010年10月～2011年２月 平成20・21年度　授業アンケートの比較分析

2010年12月 平成21年度前期　授業アンケートマッチング結果作成・配付

2011年１月 平成22年度後期　学生・教員授業アンケート実施

2011年１月～ 平成22年度　上武大学公開講座　受講者アンケート実施

2011年２月 平成22年度　学内研究会開催

2011年３月 平成21年度　教育研究センター年報発行

2011年３月 平成21年度　教育計画・研究計画と実施の結果・評価及び改善報告書の収集
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平成22年度教育研究センター運営委員会

４月26日（月）１ 認証評価について
２ その他

平成22年度　教育討論会について
平成21年度　学内研究会　アンケー
ト結果について

５月31日（月）１ 認証評価について
２ その他

平成21年度　上武大学公開講座
　受講者アンケート結果について
平成22年度前期　全学合同ピアレ
ビューの実施について
平成21年度地方の元気再生事業「高度
医療拠点を契機にした健康ツアー
（ウェルネスツーリズム）整備事業化プ
ロジェクト」について

６月21日（月）１ 認証評価について
２ その他

大学教育振興施策要項について
平成22年度前期　全学合同ピアレ
ビューについて
企業向けアンケート集計結果
平成21年度　授業アンケート集計結果
文部科学省の動きについて

７月26日（月）１ 認証評価について
２ その他

平成22年度前期　全学合同ピアレ
ビュー　検討会について
平成22年度　上武大学公開講座アン
ケート（戸谷塚町）について
平成22年度　第１回「教育改革いせさ
き未来会議」について

９月27日（月）１ 認証評価・自己点検について
２ その他

ぐんま地域・連携協議会より
サンデンとの連携について

10月25日（月）１ 認証評価・自己点検について
２ その他

平成21年度　教育研究センター年報
について
平成22年度　学内研究会について

11月29日（月）１ 認証評価・自己点検について
２ その他

平成22年度　学内研究会について
平成22年度後期　全学合同ピアレ
ビューについて
大学院経営管理研究科　ピアレビュー
について
授業アンケートの開発について
サンデンとの連携について

１月31日（月）１ 認証評価自己点検について
２ その他

平成22年度　学内研究会について
平成23年度　全学合同ピアレビュー
について
平成22年度後期　大学院授業参観（ピ
アレビュー）実施について
本学における授業アンケートの信頼性
妥当性の検討について
Ciniiへの登録について
教育研究センター年報の査読について

２月21日（月）１ 認証評価・自己点検について
２ その他

学生授業アンケート（ゼミ）開発について
平成20年度　全年度卒業生一斉アン
ケート　集計結果報告
伊勢崎市との連携について
平成22年度　教育計画及び研究計画
と実施の結果評価及び改善の提出依頼
について
平成22年度　各委員会報告の依頼に
ついて

３月28日（月）１ 認証評価・自己点検について
２ その他

平成23年度　全学合同ピアレビュー
実施の日程について
平成23年度　スケジュールについて
教育研究センター英語ホームページに
ついて
学士課程教育における経営学教育の在
り方
―経営学教育の質保証に向けて―
学生主体型授業開発共有化　FDプロ
ジェクト
「岡山オルガノン」の構築
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平成22年度教育研究センター兼担会議

５月24日（月） 教育討論会について

全学合同ピアレビューについて

企業向けアンケートの分析について

平成21年度　授業アンケートの分析について

その他

６月14日（月） 全学合同ピアレビュー検討会について

全学合同ピアレビューについて

企業向けアンケートの分析について

平成21年度　授業アンケートの分析について

その他

８月２日（月） 平成22年度前期　全学合同ピアレビュー授業検討会

10月25日（月） 全学合同ピアレビューについて

平成21年度　教育研究センター年報について

平成20・21年度　授業アンケート比較分析について

授業アンケート票の開発について

その他

11月15日（月） 全学合同ピアレビュー後期実施について

その他

１月24日（月） 平成23年度　全学合同ピアレビューについて

平成20・21年度　授業アンケート比較分析について

授業アンケート（ゼミ・体育実技等）の開発について

教育研究センター年報　査読について

平成22年度　学内研究会　役割分担について

その他
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［第2部］

教 育 研 究
及 び 連 携
　　Education, Research

and Collaboration　　





中等教育と高等教育の連続性について

伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校　副校長 ● 三村　国宏

１．はじめに
　教育は、まちづくりの基盤である。社会のグローバ

ル化がますます進み、政治・経済・文化をはじめとす

る社会の状況が不透明である今日、将来の郷土及び日

本を担う人づくりは大変重要である。そこで、本市で

は、伊勢崎市の未来をつくるのは子どもたちであると

考え、学校教育の柱として「確かな力を育てる伊勢崎

式教育力向上『徹底』構想2010」を策定し、小中９年

間の一貫した教育活動等を重点方針として、子どもの

確かな学力と豊かな人間性を育んでいる。また、カリ

キュラムパートナー制度として、上武大学をはじめと

する地元大学・企業と相互の連携協力関係を結んでお

り、本市の学校教育おいては、教育の様々な面でご支

援、ご協力をいただいている。

　さて、本校は、平成21年４月に仙台市立仙台青陵中

等教育学校、新潟市立高志中等教育学校とともに、全

国で初となる市立の中等教育学校として、伊勢崎市民

の大きな期待のもと四ツ葉学園中等教育学校（参照　

写真１）を開校した。児童・保護者の多様な教育的ニー

ズに応え、本市の教育全体のレベルアップを図る取り

組みとして、新しい教育制度である中等教育学校を設

置する意義は大きいと考える。

　このような、小中の連携、地元大学・企業との連携、

中高の連携（中等教育学校）の在り方を視点にした本

市の教育施策は、地域の中で初等教育から中等教育と

いう連続性の中で系統的継続的に子どもを育むことに

その重点がある。本日は、中等教育の現状、本市の教

育システム、本校の教育概要を述べるとともに、中等

教育から高等教育への連続性について中等教育に携わ

るものの立場から話をしたい。それぞれが相互に連携・

協力し合い、よりよい人材育成に努める一助になれば

と期待している。

２．中等教育の現状について
（1）学力面から見た現状

　新学習指導要領が、平成24年度から中学校で、平成

25年度から高等学校で全面実施される。これまで文部

科学省は、「学力低下はない」と主張して来たが、その

ことを証明する明確なデータは持ちあわせてなく説得

力を欠くものであった。そして、「ゆとり教育」をうたっ

たこれまでの学習指導要領は、「分数のできない大学

生」（東洋経済新報社出版）に象徴されるような理系大

学生の学力の実態、OECD（経済協力開発機構）生徒の

学習到達度調査（PISA調査）の結果、大学受験生の学

力低下などから論じられた批判を受けてきた。新学習

指導要領は、基礎的・基本的な知識技能の習得や思考

力・判断力・表現力等の育成などを重視した「確かな

学力の確立」を目指したものへの路線変更をした感が

ある。

①PISA調査

　PISA調査の対象学年は義務教育終了段階の15歳の

生徒であり、中等教育の国際学力の比較を捉えること
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ができる。日本の2006年の同調査の結果は、科学リテ

ラシー６位、読解力15位、数学リテラシー10位であっ

た。そして2000年の同調査では、数学リテラシー１位、

科学リテラシー２位、読解力８位であった。文部科学

省は、当初学力低下はないと主張していたが、それを

示す客観的なデータを持ち合わせておらず、このPISA

調査の結果によって、世界に誇っていた日本の学力が

急激に落ちていることが衆目にさらされることになっ

た。

　また、それに合わせたように日本の経済における国

際競争力も、一人当たりのGDP（国内総生産）で見る

と、2000年の世界３位から2006年の18位と急激に順

位が落ちていることがわかり、学力低下の問題と経済

力の低下の問題が合わせて語られるようになった（参

照　グラフ１）。

　世界的な視野から見れば、教育問題は「労働力をつ

くる」という観点から経済問題の一つと認識されてい

る。OECD（経済開発機構）が、国際学力調査を実施す

る理由もそこにある。日本の経済界の危機感が、学力

低下問題を政治問題へと変え、「ゆとり教育」を推進し

た旧学習指導要領を改訂する流れをつくった原因の一

つになったと考える。

②英語教育

　新学習指導要領では、その改訂の経緯に「このよう

な知識基盤社会やグローバル化は、アイディアや知識

そのものや人材をめぐる国際競争を加速させる……」

と書かれている。中国、韓国、台湾、シンガポール、

インドなどのアジア諸国では、教育の国際競争が顕著

であり、PISA調査において日本より上位に位置してい

る国がたくさんある。特に英語教育においては、日本

は、新学習指導要領で英語活動を小学５年生から週１

時間導入するなどしているが、先にあげたアジア諸国

の多くの国では、すでに一部もしくはすべての学校で、

小学１年に該当する学年から英語の授業を導入してい

る。日本は英語教育においても遅れをとっている状態

にある。

③大学進学率の上昇と大学生の学力低下

　少子化の影響もあるが、25％程度であった４年生大

学への進学率が、2000年には、40％程度となり、2009

年には50％を超えるようになった。中等教育の学力が

低下している状況の中で、大学進学率が急激に上昇し

ているということは、学力が低い層の生徒が大量に大

学に進学しているということである。中には、大学の

入試選抜の在り方の多様化と相まって、「分数のできな

い大学生」が大学に入学していても当然な状況にある

のかもしれない。そして、このような状況を大学が危

惧するのであれば、傍目には入学させなければよいと

思うがそれでは大学の経営が成り立たなくなるのであ

ろうか、そうせざるを得ない状況があると推察される。

また、大学受験を生業とする学習塾や予備校関係者か

らも、模擬試験の得点の低下が示されるとともに「ゆ

とり教育」のもと学習時間や学習内容を削減したのだ

から学力が低下して当然の声が上がっていた。

（2）生活面から見た現状

　PISA調査では、学力面だけが注目されていたが、同

調査では質問紙による調査も行われていた。その中で

日本の生徒の学校での生活については、「授業妨害が少

ない」１位、「いじめが少ない」１位、「遅刻が少ない」

１位と、日本の学校は、他の国々と比べて生徒の学習

に対する真面目な姿勢と秩序のある学校生活（参照グ

ラフ２）において優れていることがうかがえる。

　しかし、新学習指導要領の総則にも記述されている
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ように、読解力では成績分布の分散が拡大しており、

「できる子とできない子がはっきり分かれてきている

傾向」がある。その背景には家庭での学習時間などの

学習意欲、学習習慣、生活習慣に課題があると指摘さ

れている。

①家庭での生活習慣

　学校外での一日の過ごし方は、TIMSS2003（国際教

育到達度学会 国際数学・理科教育調査）の中学２年生

の結果を見ると、日本は国際平均に比べて、「宿題をす

る時間」や「家の仕事（手伝い）の時間」が少なく、

「テレビやビデオを見る時間」が多いことが分かる（参

照　グラフ３）。さらに、2005年の文部科学省「小・中

学生の学校外での生活」の調査結果から、８割を超え

る生徒が、23時過ぎに就寝している実態が明らかに

なっている。日本の生徒は、家で勉強をせずにテレビ

やビデオを見て夜遅くまで起きている実態がわかる。

②規範意識

　日本青少年研究所が行った2009年の調査では、「学

校で起こっている（中高生の）不良行為について、日

本は他の３ヶ国（アメリカ、韓国、中国）と比べて割

合の高い項目が見られない」と報告されている。ただ、

非行や不適切な行為に対する認識については、日本の

中高生は、「家出をする」「学校をさぼる」「アダルトビ

デオ（DVD）や雑誌を見る」などの質問について、「そ

の人の自由でよい」とする割合が、他の３ヶ国より高

い。モラル（良心）は自由で良いが「ルール」は自由

でなく、「してはいけないこと」も、個人の問題として

捉えている傾向が高いことがうかがえる。また、警察

庁の調査「不良行為少年の態様別補導人員の推移」を

見ると、この20年間で「暴走行為」「不良交友」「飲酒」

などの非行は減少しているが、夜間徘徊、喫煙が増加

している。

③体力

　文部科学省平成20年度資料「新体力テストの合計点

の年次推移」から見ると、昭和の時代に比べると体力

は大きく低下しているが、この10年間でみると緩やか

に向上していることがわかる。

　以上、中等教育の現状を学力面及び生活面から、国

際比較調査や文部科学省の調査等をもとに考察してき

たが、その課題として①学力の向上、②英語教育、③

基本的な生活習慣、④規範意識が浮かび上がってくる。

３．伊勢崎市独自の教育システム
―伊勢崎式教育力向上『徹底』構想2010―

　伊勢崎市教育委員会では、前記の課題の解決を図る

とともに、子どもたちが、将来を生き抜く力と、夢や

希望をもち、堂々と生きていくことができるよう、一

人ひとりの子どもたちに確かな学力と豊かな人間性を

身に付けさせたいと考えている。そのために、本市の

学校教育の共通性として「伊勢崎式教育力向上『徹底』

構想2010」を柱にした三つの方策、①学力パワーアッ

ププラン、②「愛」燦々プラン、③地域の学校いきい

きプランを策定した。そして、その三つの方策を具体
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化するための方針は、①連携方式による小中９年間の

一貫教育、②子どもの汗、教師の汗、保護者の汗の３

つの汗の相乗効果による協働活動（参照　図１）、③大

学・企業や地域の教育力の活用であり、これらをもと

にそれぞれの学校が独自性を生かした取り組みをして

いる。

（1）学力パワーアッププランとは

　学力パワーアッププランは、確かな学力の向上を目

指す方策であり、「分かるまで徹底して教えます」を方

針に三つの具体的な活動から構成されている。その一

つ目は、「基礎学力づくり」として、週時程に130分以

上の補充発展的な学習の時間を位置付ける「学力パ

ワーアップタイム」である。月曜日から金曜日まで毎

朝15分の読書タイムを位置付けたり、お昼の時間や放

課後に計算や漢字、英単語の習得の時間を位置付けた

りするなど、毎日こつこつと繰り返し学習することで

基礎的基本的な事項の習得を目指している。

　また、その教材として本市の教師手作りの「小中一

貫学力向上プリント」を徹底して活用し、国語の漢字、

数学の計算、英語の基本文法などを身につけられるよ

うにした。さらに、教師の指導の在り方としては、

「5words」活動を視点にした徹底指導を行っている。日

常の授業の中で現れる「読む」「聞く」「考える」「書く」

「話す」の５つの活動を視点に指導の徹底を図り、より

よい授業づくりを目指すものである。

　二つ目は、「英語力づくり」として、本市の小学校１

年から小学校６年生まで英語活動を週１時間導入し、

中学校との接続を図った。さらに、小学校英語支援助

手や中学校英語支援助手を配置し、英語が楽しく分か

りやすく学べる授業や定期的な振り返りの時間を設定

するなど、小学１年生から中学３年生まで系統的継続

的に英語教育を行うことができるような体制を整えて

いる。

　三つ目は、「家庭学習づくり」として、授業との連携

を図った宿題を提示したり、発達段階に応じて１日の

家庭学習時間の目当てを全市共通で設定したり、家庭

と協力して行う宿題を設定したりするなど家庭学習の

習慣化と意欲化をねらった取組である。なお、家庭学

習の目標時間は、小学１・２年生は30分、小学３・４

年生は60分、小学５・６年生は90分、中学生は120分

である（参照　グラフ４）。

　このような取り組みの結果、子どもの学校外の生活

が改善されるとともに、全国標準学力検査（NRT）に

おいては、毎年小学校の国語・算数、中学校の国語、

社会、数学、理科、英語のそれぞれの平均偏差値が全

国平均を上回るなど確かな成果が表れている。

（2）「愛」燦々プランとは

　「愛」燦々プランは、３つの具体的な活動から構成さ

れている。一つ目は、「生活・学習習慣づくり」である。
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小中一貫生活・学習ルールを全小中学校で共通実践さ

せ規範意識を高めたり、「じっくり話そう会議」として

子ども同士、子どもと教師など、それぞれのきずなづ

くりを充実させたり、家庭との連携を深めて、いじめ

や不登校の防止・改善を目指す。

　二つ目は、5S（「整理」「整頓」「清潔」「清掃」「しつ

け」）で、きれいな心と学習環境を整える「きれいな学

校づくり」である（写真２参照）。毎日の生活をいかに

過ごすかが大切と考え、全ての小中学校できれいな学

校づくりの時間を週時程に位置付けた。身の回りの整

理・整頓で学習環境を整え学ぶ態度を培ったり、心の

こもった挨拶や礼儀で人と人との関係を美しいものに

したりする。

　三つ目は、「家庭生活の基盤づくり」である。地域行

事や地域クリーン作戦（子ども・保護者・地域の人が

協力した清掃活動）に参加し地域への愛着心やモラル

の向上を図る。

　また、いせさき親子で「いただきます」の日、「親子

の会話」をPTAと連携して推進する。さらに携帯電話３

つの基本ルール（①携帯電話を持たせないことを原則

とする。②持たせる場合には、親が責任を持つ。③携

帯電話利用ルールを守る。）を徹底する。

　以上の三つの活動を通して、生徒の基本的な生活習

慣や規範意識を育むことをねらいとしている。

（3）地域の学校いきいきプランとは

　学校の教育は、学校だけで行うものではなく、学校、

家庭、地域が協働して教育活動を行うことにより、そ

の効果は一層上がるものと考える。この三者による教

育活動を充実させる施策として、三つの活動から構成

されている地域の学校いきいきプランを策定し、保護

者、地域、企業、大学の力を学校の教育活動に生かし

た学校づくりを進めている。

　具体的な活動の一つ目は、保護者や地域人材を積極

的に生かした学校運営により、子どもにやる気と元気

を培う「指導体制の充実」である。保護者や地域人材

を生かした教育活動をカリキュラムに位置づけたり、

「未来力」学習講座で夢や希望を目標に変えたりするな

ど、子どもたちの主体的な学習活動を展開できるよう

にする。

　二つ目は、学校の教育活動を支援するボランティア

の方々を「スマイルサポーター制度」として活用する

ものである。読み聞かせや、昔遊び支援、教材・教具

づくり、安全パトロールなど学校の補習的な活動や郊

外活動で地域人材が活躍し、子どもの笑顔をつくるこ

とを目的とする。三つ目は、企業・大学と連携し最先

端の知識・技能に触れる「カリキュラムパートナー制

度」である。企業・大学の施設の活用、専門性の高い

講義や体験などを学校の教育活動に導入し、教育の質

を高め子どもの夢や希望を育み、主体的な学びを促進
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するものである。

　現在、スマイルサポーターとして登録をしている地

域人材は、平成21年度は7,097人であり、活動のべ人数

は197,660人である。保護者や地域の教育への関心の

高さと期待の大きさがうかがえる。さらに、全国でも

珍しいカリキュラムパートナー制度には、上武大学、

群馬大学、東京福祉大学、前橋国際大学、早稲田大学、

サンデン、ザスパ草津が参加し相互の連携協力体制を

構築している（参照　図２）。この体制の推進役を果た

すのが、「教育改革・いせさき未来会議」であり、市教

育委員会と各企業、各大学との連絡調整をするととも

に、本市の新しい教育づくりへの提言をいただいてい

る。これらは伊勢崎市の教育的な財産であり、今後一

層充実させていきたい。

４．四ツ葉学園中等教育学校の教育
― 未来にはばたけ、世界にはばたけ ―

　学力問題、教育的なニーズの多様化、大学入試、地

域社会との連携など教育に関わる問題が複雑化するな

か、中等教育の在り方が見直され、平成３年度中央教

育審議会第29回答申で、総合学科の設置や専門学科の

見直し、新しいタイプの高校の設置、高校入試制度の

改善などが提言された。その後、平成９年に「21世紀

を展望した我が国の教育の在り方について」の中で、

学校制度の複線化を進める観点からも中高一貫教育の

選択的導入が提言され、平成11年度から６年制の中等

教育学校が制度された。中高一貫教育は、６年間を見

通した計画的継続的な教育活動ができるとともに、高

校受験がないのでのびのびと学習や生活ができるメ

リットがある。平成11年度からこの10年間、地方自治

体や私立学校において、特色ある教育活動の実現や地

域を支えるリーダーの育成を目指し、中高一貫校を新

たに設置したり中学校や高校を改編したりする動きが

全国で起こっている。このような状況の中、本校は、

平成21年４月、全国で初となる市立の中等教育学校と

して設置された。

　児童や保護者の多様な教育的ニーズに応えるととも

に、「未来にはばたく」「世界にはばたく」をコンセプ

トとして、生徒一人ひとりの夢や希望の実現を目指し、

グローバル化が一層進む世界に向けてたくましく生き

抜く力をもった生徒の育成のため、本校独自の特色あ

る教育を展開していく。そして、本市の学校教育の牽

引役として、全国に誇れる教育を創造したいと考えて

いる。

（1）四ツ葉学園とは

①教育理念

　健康で高き知性と道徳性を身に付けた教養人

②教育目標

　○「自学」　高い志をもち、自ら考え、自ら探究する。

　○「自律」　自らを律し、強い気力をもち、豊かな道

徳性を身に付ける。

　○「共同」　大学・企業から学び知識を深め、創造性

を高める。

　○「共生」　集団の一員としての自覚をもち、共に認

め、共に磨く（参照　図３）。
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図３　四ツ葉学園教育構想図



（2）中等教育学校のメリットを

最大限に活用するシステム

①６年間の一貫教育で夢と希望を実現

・６年間一貫して計画的継続的に教育を行うことがで

き、生徒の個性の伸長や優れた才能の発見が一層可

能となる（参照　図４）。

・発達段階に応じた三つの学習ステージ（「基礎期」「充

実期」「発展期」）により、確かな学力と人間性を着

実に高める。

②高校入試の影響を受けない教育活動

・中学校と高校とに教育活動が分断されることがない

ので、学習、生活、部活動等を継続的に行うことが

できる。

・前期課程（１～３年）から高校の学習内容を授業で

発展的に取り入れたり、大学進学や将来の職業等を

見通したキャリア教育を行ったりすることで、生徒

の進路の実現に向けた教育活動が充実できる。

③上級生と下級生の交流

・中等１年生から中等６年生の生徒が、同じ学校で生

活・学習するよさを生かすことで、通常の中学校や

高校では経験できないコミュニケーションが生ま

れ、社会性や人間性が一層育まれる。

・学校生活の様々な面において、上級生が下級生を教

え導いたり一緒に活動したりする「サポートリー

ダー制」を設け、共に成長ができるようにする。

④通常の中学校にはない高校の充実した施設の活用

・運動部の合宿や学習合宿で利用できる宿泊室や浴室

などが設置されているセミナーハウス、身体の鍛錬

に利用できるトレーニングルーム、大学進学を見据

えた資料が整理されている進路指導室など、通常の

中学校にはない施設を前期課程から活用できる。

（3）独自性のある教育

①夢と希望を具体目標に変え「志」を実現できる力の

育成

　「子どもたちが、夢や希望を持たなくなった。努力を

しなくなった。」とよく言われる。しかし、学校は勉強

をするところである。努力を継続し夢や希望を積み上

げるところである。生徒一人ひとりが、夢や希望を実

現できるよう、確かな学力と豊かな人間性をしっかり

育む教育活動を推進したい。

　具体的には、英語や数学の時間で15人程度の少人数

学習を実施したり、探究的な活動を取り入れたりする

など、授業の質的向上を図るとともに、朝・放課後・

土曜日に行う補充発展的な学習を行うSUP（参照　図

５）などを週時程に位置づけ、生徒一人ひとりに確か

な学力を身に付けさせる。また、生徒自身に考えさえ

る指導を徹底するとともに、四ツ葉生としての誇りを

持たせるなど、生徒が「志」をもって未来を生き抜く

力を育んでいく。
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図４　計画的・継続的な教育

図５　週時程（１週間で最大345分の授業増）



②知的好奇心を高め、学ぶ意欲や喜びをつかみとる

チャレンジ学習

　学校の教育は、学校の中だけで行うものではないと

考える。伊勢崎市とカリキュラムパートナー関係にあ

る企業・大学や地域の方々と連携し、学校では学ぶこ

とのできない専門的な知識や技能の習得にチャレンジ

する授業の実施など、特色ある教育活動を展開しなが

ら生徒の知的好奇心を高め、学ぶ意欲や喜びをつかみ

とることができるようにする。

　例えば、１年生は、サンデン株式会社と連携し「環

境」について探究学習を行っている。２年生の早稲田

大学と連携した「アカデミックキャンプ」では、「環境」

「ものづくり」「多文化理解」「伝統文化」のそれぞれの

領域で最先端の知識・技能や本物に触れる活動を行っ

ている。

③グローバル社会を見据え、四ツ葉から世界を目指す

人づくり

　これからの世の中は、グローバル化が一層進み視野

を世界に広げ国際社会で活躍できる生徒を育成するこ

とが求められている。日本の伝統文化を理解するとと

もに、異文化に対しても興味を持ち尊重し、外国の人

とも積極的に交流できる態度を養いたい。そこで、本

校では、グローバル総合として、１年生から総合的な

学習の時間に、日本の伝統文化（参照　写真３）や海

外の文化に触れる活動を導入している。また、中国馬

鞍山市立第二中学校との交流や、韓国や台湾の方を講

師に招いてその文化に触れる学習も行っている。

　さらに、米国ミズーリ州スプリングフィールド市（本

市姉妹都市）にあるミズーリ州立大学附属の語学学校

（ELI）において語学研修を実施する。具体的には、３

年生では希望者30人を募り夏休み中に２週間の語学

研修を実施する。さらに５年生では、全生徒を対象に

２週間の語学研修を予定している。このような活動に

より生徒の視野を世界に広げ、英語力の向上及び自他

の文化理解を進め、グローバル化する世界の中でたく

ましく生き抜く力を育成したい。

（4）学校教育の基盤

①心の教育は日常の生活から

　四ツ葉学園の１日は挨拶から始まる。正門前に立つ

教師に、登校する生徒は「おはようございます」と大

きな挨拶をする。教師も大きな声で「おはよう」と返

す。礼儀や言葉遣いなど場に応じた言動がしっかりで

きるように指導している。また、自転車置き場も、き

れいに整列している。後から来る人のために、自分の

置き場に丁寧に自転車をとめるなど、細やかな心遣い

ができる生徒が多いと感じている（参照　写真４）。

　社会全体や家庭・地域の変化に伴い、日常の生活体

験の場が極めて希薄になっている。学校教育において

もその機会を確保・充実することが必要である。他者

とのかかわり、社会とのかかわり、自然とのかかわり、

そして自分自身とのかかわりを見つめ直すことが、子

どもたちの「生きる力」を培うことにつながる。特に、

子どもたちの毎日毎日の生活は、最も基本的な体験活

動であり、その中で生活習慣や生活規律を身に付ける

ことが、「人間力」を育む基盤となると考える。言葉遣

い、挨拶、身の回りの整理・整頓、チャイムで授業ス

タートなど、学校生活の基本的なこと、当たり前のこ

とがしっかりとできることが最も大切なことであり、

そのことなくして、確かな学力や豊かな道徳性は養え

ない。一人ひとりの生徒が、自分の言動をしっかり考

え、自らを律することができるよう学校目標である「自

律」を合い言葉に、生徒の日々の生活を見つめ直し、

教職員全員が同じ意識で指導をしていけるように努め
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写真３　華道の授業の光景



ている。

②生徒の授業アンケートによる授業改善

　学校は、勉強するところであり、その基盤は授業で

ある。授業の良し悪しによって、その学校の教育の質

が決まると考えている。生徒には、「自分の個性や能力

を伸ばすために主体的に努力をすること」と繰り返し

指導しているが、教える側の教師も当然のことである

が、自らの授業に責任を持つとともに、その指導力の

向上のため常に自己研鑽、授業改善に努めなければな

らない。そこで、本校では、「生徒による授業アンケー

ト（参照　表１）を１・２学期の途中に全教科、全教

師を対象にして実施している。結果は、ありのままに

教師に伝え授業改善に役立てている。安易でただ楽し

い授業でなく、生徒が何を学び、何ができるようになっ

たか、教えることの厳しさと楽しさを追求してほしい

と願っている。生徒自身もこの授業アンケートに記入

することで、自分の授業の受け方を見直す契機となり、

授業に取り組む姿勢や意欲の向上が図れるのではない

かと考えている。

③生徒が生徒を育むサポートリーダー制の導入

　平成23年度の段階では、１～３学年しか生徒は在籍

していないが、３年後は１～６年生までの年齢差のあ

る生徒が一緒に生活を送ることになる。そのよさを生

かすのが、「サポートリーダー制」である。

　この４月に国立赤城青少年交流の家で行った１年生

の「合宿オリエンテーション」では、２年生の代表８

名が一緒に宿泊し、１年生の学校生活への不安や学習

へのアドバイスをしたり、自らの夢や希望について語

り聞かせたりして、共に四ツ葉学園で頑張っていこう

とエールを贈った。また、夏休みの勉強合宿（学校に

宿泊して10時間勉強をするもの）では、２・３年生の

数学サポートリーダー30人が、学習中に１年生にわか

りやすく数学の解法のコツを教えてくれた。問題解決

のポイントを事前にノート数ページにまとめた生徒も

おり、１年生もその熱心さと姿勢に感激していた。そ

の他、部活動や専門委員会の活動でも２・３年生が１

年生を当然のことのようにリードしている。これらの

活動を通して、サポートリーダーの２・３年生も先輩

としての自覚が生まれ、人間的な成長を望むことがで

きると考える。さらに、後期課程まで生徒が揃った段
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写真４　整列された自転車置き場

表１　生徒による授業アンケート



階には、同じ進路希望をもつ先輩が、後輩をサポート

しながら進路を切り開いていけるような体制をつくり

たいと考えている。

５．中等教育と高等教育との連携への提言
　中等教育が抱える現状と課題、その解決を目指した

本市の小中学校や四ツ葉学園の教育実践、さらに実践

を進める過程での大学との連携・協力についてこれま

で述べてきた。初等教育、中等教育、高等教育のそれ

ぞれの段階において、それぞれが責任をもってその教

育を向上させるとともに、連携してそれぞれの教育を

繋げていくことが大切であると考える。そこで、次の

ような提言をしたい。

（1）大学がもつ施設・設備、人材を積極的に開放する！

　大学がもつ施設・設備、人材、教育システムは、小

中高等学校から見ると魅力的である。小中高等学校に

はない充実した教育施設・設備を活用したり、児童生

徒が憧れる大学生の教育力を指導に生かしたりするな

ど、大学との連携を図ることで小中高等学校の教育活

動を充実させることができる。逆に大学側から見れば、

小中高等学校は、学生にとって魅力的な実習の場にな

る。学校に学生を派遣したり大学構内で交流をもった

りするなどして、学生のスキルアップや実践学習の場

として小中高等学校を活用することができる。それは、

大学を知識の習得の場から、知識を活用する場へ変え

ることでもあると考える。

（2）大学のもつ最先端の知識や技能を

小中学校や高校の教育活動に提供する！

　大学のもつ専門性の高い学びを子どもたちに提供す

ることで、生徒の好奇心を高め「もっと学びたい」「もっ

と体験したい」という子どもの欲求に応えることがで

きる。また、それは小中学校から高等学校そして大学

への学びの連続性を生むことであり、生徒にとっては

大学をより身近な存在として認識することになる。さ

らに、大学が、地域貢献機関としてその存在価値を高

めることに繋がると考える。

（3）大学と様々な分野で共同研究を行い

新しい教育プログラムを創造する！

　小中高等学校には、理論的に教育実践を行う時間や

理論を創り上げるノウハウが少ない。一方大学には、

理論はあるが、それを実証する場をなかなか持つこと

がなかなかできない傾向がある。大学の学問的理論と

小中高等学校の教育実践を組み合わせ共同研究するこ

とにより、確かな教育理論に基づいた実証性のある教

育プログラムを創造することができると考える。

　これら提言のように中等教育機関と高等教育機関の

連携・協力体制を創造することで、互いに大きな教育

的なメリットが生まれると考える。さらに私は、これ

までの実践経験から、学生は大学の宝ではないかと

思っている。大学生は、小中高等学校の教育や地域社

会を活性化する大きな力となる。学生をこれまで以上

にどんどん地域社会に出したらどうであろうか。これ

は、大学生にとっても、大学で学んだことを地域社会

に出て実践することが、大学生自身のキャリア成長を

促す生きた教育の場となり、さらには、大学が地域に

あることの価値を高めることになる。本市には、大学

生のキャリア成長の場を提供する用意がある。上武大

学と本市教育委員会は、既にカリキュラムパートナー

の関係にあるが、今後この関係を一層強化していきた

いと考えているのでよろしくお願いしたい。

〈参考文献〉

１　OECD生徒の学習到達度調査（PISA）「2003年調査

国際結果報告書」　国立教育政策研究所　編

２　「学力低下論争」　ちくま新書　市川伸一

３　「中学校学習指導要領」総則編（平成20年９月）文

部科学省
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上武大学の入学前教育

入試連絡会議議長 ● 栗原　信征

要旨

　上武大学は平成23年度入学者予定者の一部を対象

に全学部で入学前教育を実施した。これは文部科学省

が大学入学までの高校生の学修意欲の維持・向上を目

的に23年度からの実施を求めていたことに加え、高

校、大学からの要望が合致する形で実現した。ビジネ

ス情報学部と経営情報学部は学科ごとに提示したテー

マに基づいたレポートの提出、看護学部は共通の課題

のほか、希望者に外部機関を利用した化学の基礎知識

の修得を要望した。対象者の大半が入学前教育に参加

したことで、本校の入学前教育について受験生からの

理解が得られたと考える。

　上武大学は平成23年度入学手続きを終了した受験

者の一部を対象に入学前教育をビジネス情報、経営情

報、看護の全学部で初めて実施した。３学部に共通し

た目的と、看護学部だけの目的が加わっているが、各

学部とも入学予定者の大半が参加した。

　各学部の入学前教育の内容をまとめると、ビジネス

情報学部と経営情報学部は学科ごとにテーマを決め、

それについてレポートを提出する。看護学部は生物の

教科書などを参考に人体の構造を模写する。また、希

望者に有料で、「学習準備講座」を受講してもらう。受

講対象は指定校入試、推薦入試、AO入試などによる合

格者で、22年12月までの入学手続き者である。

　それぞれの具体的内容について紹介する。

ビジネス情報学部

・会計ファイナンス学科

　以下のテーマのうち１つを選択し、手書きで1600字

にまとめなさい。

　（1）日本の文化的特徴（良い点、悪い点）について、

他の文化圏（南北アメリカ諸国、アフリカ諸国、

ヨーロッパ諸国、アラブ諸国および他のアジア

諸国）と比較して述べなさい。

　（2）日本の経済と企業経営の持つ強み（長所）と弱

み（短所）を述べたうえで、日本の経済と企業

経営の今後の課題について説明しなさい。

・アジア地域ビジネス学科

　アジアにおける日本の将来について、自由に思うこ

とを書きなさい。手書きですが、字数は特に制限しま

せん。

・スポーツマネジメント学科

　新聞記事の中から「運動・スポーツの活動」に関連

する記事を取り上げ、その具体的な内容を概説すると

ともに、社会における運動・スポーツ活動の在り方に

ついて、自分の意見を手書き、約800字で述べなさい。

経営情報学部

・経営デザイン学科

　次の２問のうち、１問を選択し、手書き、約1600字

でまとめなさい。

　（1）最近の経済不況で高校や大学の卒業生の中に就

職できない人が増えています。

　　①なぜ就職が困難になったのでしょうか。

　　②どうしたら就職しやすくなると思いますか。

　　図書館の本やインターネットなどを使って上記２

つの質問に答えなさい。参考にした本の名前、著者

名をレポートの最後に記入してください。

　（2）「生物多様性」に関する、次の２点について述べ

なさい。

　　①近年、野生生物の減少・絶滅が急速に進行して

いる原因について。

　　②生物多様性を保全するために、私たちができる
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ことについて。

　　参考図書

　　　a．井田徹治著『生物多様性とは何か』、岩波新

書（756円）

　　　b．鷲谷いづみ著『〈生物多様性〉入門』、岩波ブッ

クレット785（630円）

　　　c．根本正之著『日本らしい自然と多様性―身近

な環境から考えるー』、岩波ジュニア新書

（819円）

・メディアマネジメント学科

　新聞、テレビ、インターネットのメディアとしての

機能の特徴について説明しなさい。また、それぞれの

違いについて述べなさい。手書きで、約1600字でまと

めなさい。

看護学部（看護学科）

　（1）高校の生物の教科書あるいはそれに類するもの

を参考にして、人体の構造を模写する。内容は、

細胞、神経系、呼吸器系、循環器系、消化器系、

骨・筋肉系のいずれか１つを選ぶ。手書きで、

A4用紙を使用し、必要に応じて彩色すること。

　（2）外部の機関を通じて学習準備講座（基礎計算力

完成＋基礎化学ミックス）を希望者に対し実施

します。期間は１月中旬から３月初めまでで、

受講料は２万1000円です。

入学前教育実施までの経緯と目的

　上武大学で入学前教育への取り組みが始まったの

は、平成21年３月31日付で文部科学省高等教育局大学

振興課長名の「23年度大学入学選抜実施要項の変更に

ついて（通知）」が出されたことにある。この中で「合

格から入学までの学習喚起」として23年度入学者から

学習意欲を喚起するため、入学前教育を実施すること

が望ましいと、要請された。それ以前にも複数の高校

から「合格者の学習意欲を維持するために、入学前教

育を実施して欲しい」という要望が寄せられており、

入試委員会などで議論されていた。このため実施に向

けて３学部の入試委員会、教学委員会で検討を始めた。

ビジネス情報学部と経営情報学部の入試はすべて同じ

日に、同じ方法で実施される。これに対し、看護各部

の選抜方法は独自であり、生物・化学などの基礎学力

を求めている。このため、ビジネス情報学部、経営情

報学部は基本的には同じ教育、看護学部は独自に検討

することにした。

　検討に当たって入学前教育に関する外部の調査をみ

ると、ライセンスアカデミーの2007年調査では、高校・

大学の大半が入学前教育が必要としている。その理由

として、高校・大学とも「入学までの学習意欲の低下」

を挙げている。高校側では他に「入学後の学力の不安」

が高い。一方、入学前教育の目的としては、大学側は

「意欲維持」がトップで、高校側は「基礎学力の向上」

を挙げた。望ましい課題としては「小論文・レポート」

が両者とも高いが、高校側では「レポートの書き方」

「問題集の提出」などがこれに次いで比較的高い。

　上武大学では様々な形で高大連携を実施している。

出前授業、オープンキャンパス、高校の大学見学など

のほか、スムーズに大学生活に溶け込めるように新入

生の学外研修も開催している。こうしたことも踏まえ

て、各学部の入試委員会、教学委員会で検討した結果、

ビジネス情報、経営情報両学部では学習意欲の維持を

目的に、各学科でテーマを挙げ、それについてのレポー

ト提出にした。入学後多くの授業でレポート提出があ

り、一番基本的な学習方法を学んでもらう狙いもある。

看護学部では学習意欲の維持に加え、入学後の学習に

必要な計算能力及び化学の基礎知識について希望者に

学習してもらうことにした。

　上武大学の入学者のうち、推薦入試による合格者が

26％、AO入試合格者（ビジネス情報、経営情報学部）

が30％を占める。このうち実施時期の問題もあり、早

期合格者を対象とし、22年12月までに入学手続きを終

えた推薦入試、AO入試合格者とした。

実施結果について

　ビジネス情報学部、経営情報学部に関しては１月中

に課題の通知、２月上旬の解答で、３月初めに添削し

た解答をそれぞれに返却した。看護学部では解剖図の

模写については入学後提出とした。ビジネス情報、経
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営情報両学部ではほぼ100％が入学前教育に参加し

た。看護学部では全員が課題を入学後提出し、６割以

上が準備学習に参加した。その意味では第１回の入学

前教育に関しては、入学手続き者の賛同を得られたと

考えている。

　入学前教育の検討の過程で、入学前の大学講義の参

観などの案も出た。より早い段階から大学に興味を持

ち、学習意欲を高めていくためである。さらに基礎学

力の向上といった欲張った入学前教育としては何をす

べきか。今後も幅広く検討を続けたい。
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本学大学院の特徴　会計システムコース

大学院経営管理研究科　教授 ● 石井　　明

１．はじめに
　経営におけるグローバル化の進展、より高度な専門

職を求める我が国のニーズの変化に対応して、我が大

学の大学院の教育課程も微力ながらより効果的な体制

を構築し、また適宜改革を行い、ピア・レビューなど

も絶えず行って総合的な指導方式や教育効果について

の検証を続けている。

　上武大学はビジネス情報、経営情報および看護学部

という学部の教養・専門教育とともに大学院経営管理

研究科を設置している。そこでは、経営管理コース、

会計システムコース、経営情報システムコース、流通

経済システムコース、の４つのコースを設置しており、

大学院に入学した学生は目標とする専攻コースを選定

し、修士の学位を取得するために自らの研究計画に合

致する指導教員を入学時に選定する。

　そのような体制のうち会計システムコースは、特に

会計学や税法などの専門分野での知識を有し、またIT

化の進展した社会に対応できる専門性を身につけた人

材の育成を担っている。本学の大学院は本学学部から

の進学者のほか、留学生や社会人の入学も認め、また

昼間開講に加えて夜間開講も行って学生の利便性を高

めて修士学位取得の意欲をもつ多彩な社会人にも広く

門戸を開いている。

２．大学院の特徴
　大学院に関しては、研究者養成型と専門者（専門職）

養成型の２つがある。本学の大学院経営管理研究科は、

入学時、特定の専攻および指導教員を決定しその指導

教員のもとで研鑽を積んで関係科目の修得とともに、

修士論文または特定課題研究論文のいずれかを提出し

て学位を取得することを原則としているので、「研究者

養成型」といえるであろう。研究者養成型の大学院は、

院生の学部レベルを超えた深い知見の獲得、専攻した

専門的能力の向上、分析・応用能力の向上を目指すも

のである。本学では大学院２年次のはじめに、院生が

修士論文のテーマを提出した後、指導教員の指導のも

とで文献収集および読込み、あるいはフィールドワー

ク、システム構築等を実施する。次いで、後期に入っ

てからは、中間発表・審査を経て最終的に翌年の１月

に修士論文を提出し口頭審査を受け判定を受けるもの

である。

　一方、特定課題研究論文とは、院生が一人の指導教

員のもとで一定の論文課題をグループ（現在のところ、

最大５人）で設定したうえで、上記同様、文献収集お

よび読込み、あるいはフィールドワーク、システム構

築等を分担して実施する。後期では、上記同様ではあ

るが、グループとして中間発表・審査を経て最終的に

翌年の１月に特定課題研究論文を提出し口頭審査を受

け判定を受けるものである。なお、単位数については、

修士論文４単位に対して、特定課題研究論文は２単位

の取得となっている。

　例えば、経営管理コースに所属する院生の場合、一

人の指導教員のもとでこの特定課題研究方式が採用さ

れる場合がありうる。特定課題研究論文を選択した場

合、各自担当箇所について調査研究を行って論文を執

筆することになるが、年間を通じて絶えず他の箇所（他

の担当者）との討議を進める必要性があり、ディベー

ト能力、共同研究能力の向上に役立てるという趣旨も

含まれると解される。

　会計システムコースは、現行制度からいえば、修士

論文または特定課題研究論文のいずれかを選択し論文

を提出できることになろうが、通常、同システムに在
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籍する学生の特徴、すなわち税理士試験科目の免除申

請を意識した社会人の院生が多いこともあって、各自

修士論文の提出を入学最初から目標として設定してい

る。したがって、会計システムコースに所属する指導

教員も入学当初時より、指導学生の会計・税法関係の

基礎知識を確認するとともに論文執筆指導を行ってい

るのが常態である。

３．会計システムコースの特徴
　上記で述べたように、会計システムコースと国家試

験、特に税理士試験とは切っても切れない状況にある。

税理士試験は国家試験のひとつであって、戦後わが国

の経済の発展の一端を担ってきた会計および税務の専

門的職業人の登竜門であり、一定の試験制度の下で運

営されてきている。今日の試験制度では、会計科目で

２科目、税法科目で３科目の筆記試験を合格する必要

があるが、１年に１回のみ行われ、各科目とも合格率

10～15％程度の試験であって決して易しい国家試験

ではないために、通常、税理士の国家認定を受けるま

でに相当の年限を要する。その点で、税理士資格に関

して、国税審議会による大学院修士論文認定に基づく

一部試験科目の免除ルールが設定されていることも

あって、最近では多くの税理士志望の社会人が修士課

程に入学して研鑽を積んで会計学または税法に関する

修士論文を執筆して修士の認定を受けることがある。

因みに、平成23年４月現在における、本学大学院を修

了する者に関する会計および税法に関する一部試験科

目の免除は、以下となっている。

　・「会計」の一部免除を申請する者。

　１）財務会計特論、または制度会計特論の４単位、

　２）財務会計演習または制度会計演習の８単位、お

よび

　３）「会計」に関する修士論文の提出・認可による学

位の取得

　・「税法」の一部免除を申請する者。

　１）租税論特論の４単位、

　２）租税論演習の８単位、および

　３）「税法」に関する修士論文の提出・認可による学

位の取得

　本学の教員は、財務会計は石井明、制度会計は廣瀬

郁雄、租税論は石黒秀明である。一般に院生は、上記

教員の特論科目のすべてを履修することに加えて、経

営管理や流通経済システムコースに設置されている特

論科目の一部や指導教員の演習を履修（I．II．とも必

修）して、最低必要単位を取得している。それらの科

目を履修することにより、より広範な知識および専門

職や企業人としての素養を高めながら、修士論文の執

筆に必要不可欠な関連知識を取得することになる。

　税理士試験、特に財務諸表の理論問題についての合

格の要諦は、基礎学力に裏打ちされた財務諸表論の全

体像の把握、専門用語と通説の理解、および解答力に

あるといえるであろう。財務諸表論をはじめとした税

理士試験の理論問題については、出題者の意図を正し

く理解することが当然必要である。これは、普段の勉

学のプロセスにおいて、何を論点として議論が組み立

てられているかを意識して理解することが肝要であ

り、単に過去の問題に関する模範解答や予想問題の解

答案を暗記するだけの勉学姿勢では身に付かない。大

学院の会計・税法の特論や演習において指導教員や学

友等と積極的に質疑応答や議論を重ねることによっ

て、職業会計人や専門家としての本物の「会計マイン

ド」や「税法マインド」を身につけることができると

思う。

４．会計専攻の院生への指導
　院生生活については、学生の置かれている立場に

よって大きく３つの形態に分かれているように思われ

る。学部卒業生の多くは、大学院の図書館に昼間から

来て自習に励み、夕刻から夜間にかけて開かれる講義

に参加する者が多いであろう。留学生の多くは自らの

生活費を稼ぐ必要性から、大学院の授業の合間を縫っ

て定期的なアルバイトを行っており、その間に研究時
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間を捻出している。社会人は会計士事務所等に勤務し

ている者が多く、ほぼ６時限、７時限目の夜間講義に

出席して疲れた体に鞭を打ちつつ研鑽に励む。

　特論や演習に関しては、教員の担当する専門領域や

指導教員の教育哲理、研究対象、および方法論によっ

て大きく相違がみられるであろうが、ここでは自らの

会計関係講義・演習を素描することにより、大まかな

イメージを紹介することにしたい。因みに、私が担当

する講義は２つの「財務会計特論」と「財務会計演習

I．II．」である。

　私が担当している財務会計特論では、会計の目的観、

基礎概念のレビューのほか、その時点での新規な会計

テーマを研究したり、あるいは国際財務報告基準（特

に米国財務会計基準審議会と国際会計基準審議会の進

めているコンバージェンス・プロジェクトのテーマ）

を中心とした会計問題を研究する。因みに、2010年度

では、前期はペートン・リトルトン『会社会計基準序

説』の輪読、後期は、企業会計原則と税務の関係を探

る著名な論文、有名な米国会計学者が執筆した無形資

産会計の本の質疑応答、および院生による修士論文の

構想プレゼンテーションおよび討論・助言、を行った。

次いで、「財務会計演習I」では、論文の書き方の説明、

全般的な会計テーマの一通りのレビューを行った後、

自ら指導する院生の研究テーマであった「のれん」会

計についての文献研究を行って、「のれん」の推定計算、

会計処理法、企業価値評価方法を深く検討した。なお、

特論および演習は制度上は、１コマ90分であるが、修

士論文を院生が実際に執筆開始した以降では、私は、

別途隔週１時間以上を基礎知識の確認、調査方法およ

び細かな執筆ノーハウの指導に時間を割いている。特

に留学生の場合、日本語の正しい表記法を体得させる

必要があり、非常に骨の折れる論文執筆指導となって

いる。

５．おわりに
　本学大学院の会計システムコースは、経営における

グローバル化の進展のなか、より高度な専門職を求め

る社会的ニーズの変化に対応して、より高度な知識を

もった会計専門職を育成・輩出し、社会に微力ながら

貢献していると自負している。本学大学院の会計シス

テムコースは徐々にではあるが、群馬県を中心とする

地域社会に根ざして、利便性があって充実した専門教

育が行われるように整備・拡充を果たしてきている。

私は、本年より国際会計研究学会の理事のひとりに選

出されたり、私的な研究団体であるIFRS研究会の協力

者になったこと等から、外部の公的な仕事が増加する

点で一定と制約がでるかもしれないが、さらに情熱を

もって本学院生、特に会計システムコースに在籍する

受講学生のレベルアップをはかったり、またできるだ

け高い水準の修士論文の完成に向けて院生の指導を強

化し成果を挙げる所存である。

　関係者の皆様にも、ご指導・ご鞭撻あるいはご協力

を切にお願いする次第である。
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本学大学院の特徴　経営情報システムコース

大学院経営管理研究科　教授 ● 瀬川　　清

１．本コースの特徴 ―学部との関係
　本学経営情報学部は、経営系と情報系の２つの系列

に分かれており、本コースはその情報系の影響を当初

から受けている。例えば、設立時の担当者（２名）は、

経営情報学部の情報系に属していた（これは、現在の

担当者についても言えることである）。また、院生の多

くは経営情報学部情報系の卒業生である。

　このような背景のため、必ずしも経営関連のテーマ

を取り上げて、院生の指導を行っているわけではない。

これは、後述する修士論文のテーマにも反映している。

そして、このことが本コースの特徴にもなっていると

思われる。

２．卒業生
　本コースを平成22年度までに修了した者は11名で

ある。そのうち９名が経営情報学部出者で、ビジネス

情報学部及び他大学出身者はそれぞれ１名ずつであ

る。また、８名（他大学出身者を含む）が留学生であ

る。なお、社会人大学院生はいない。

３．研究指導の内容
　本コースで行われている研究指導の内容を具体的に

紹介するために、修了者の修士論文題目を挙げる（順

不同）。なお、すべて単著である。

　①ファイル圧縮に関する考察

　②オペレーティングシステムLinuxの国際化・多言

語化についての研究開発

　③ユーザ管理ツールの一考察

　④個人用簡易バージョン管理システムの一考察

　⑤オンラインマーキングに関する研究

　⑥ウェブサーバにおけるデータベースの活用の研究

　⑦Webによる教育支援ツールの開発に関する研究

　⑧Webページの高速表示の一考察

　⑨Webサイトにおける情報推薦システムに関する

研究

　⑩Ajaxによるユーザビリティ向上に関する研究

　⑪電子コミュニケーションツールに関する研究

　①～④は計算機科学やオペレーティングシステムに

関連したテーマであり、⑤～⑪はWeb関連のテーマで

ある。先に指摘したように、経営に直接関係したテー

マはない。このように本コースは文系の経営管理研究

科に属しているが、理系の情報関連の研究科に近い指

導が行われている。この点が、本コースの特徴である。

４．問題点
　設立時から、本コースの担当教員は２名である。院

生の数がそれほど多くないために、研究指導に大きな

支障はない。しかし、開講される講義（特論）の数が

少なく、院生は他コースの特論を履修するなどの負担

がある。この点の改善が望まれる。

71

上武大学教育研究センター年報　2010　No.4



学部連携による教育の質的向上への提言

看護学部　学部長 ● 安部まゆみ

１．はじめに
　1992年（平成４年）、わずか20年程前には10校程度

であった４年制の看護系大学は、少子高齢化、医療の

先進化にともなう看護業務の高度・専門化といった時

代の背景や要請もあり、飛躍的に増加して、現在は194

校である１）。約20年間で20倍近いという驚異的な増加

を示すが、さらなる設置計画もあると聞く。同様に新

設ラッシュがあった歯学系ならびに薬学系大学は、少

子化問題と歯科医師・薬剤師数の過剰も相まって、今

年度は私立歯大・歯学部で17校のうち10校が定員を満

たさなかった。国立大学でも１校、東北大学が定員割

れした２）。昨年度は薬学系大学・薬学部でも74校のう

ち定員割れは22校に上り、定員削減した大学は４校で

あった３）。歯科・薬科系大学に起こったことが、看護系

大学においても起こらないという保証はない。本学の

ある群馬県は人口約200万であるが、４年制の看護系

大学が７校もある。ほぼ同じ人口の栃木に３校、福島

には１校ということから見ても、本県は突出してい

る４）。中長期の観点を持ち、今から何らかの対策・検討

を立てて行くことが必要だと考える。それには、一に

も二にも教育の質の向上ということに尽きるのではな

いだろうか。その教育の質の評価は、本校の卒業生が、

医療の現場において適切に考え、行動し、自省する能

力を養成できるかに懸っていると思う。さらに、卒業

生が群馬県を始めとした国内あるいは国外でいかに活

躍するかにも現れるであろう。2004年（平成16年）に

開学部した上武大学看護学部は、2008年（平成20年）

３月に最初の卒業生を送り出し、今年の春には４回目

の卒業生が巣立っていった。我々教職員一同は、教え

子達が、本学部で学んだことを活かして職務を十二分

に果たすことを期待し、誠心誠意、仕事をしている。

しかしながら、上記のような評価は、すぐには教育の

現場にフィードバックできるものではない。そこで、

ピアレビューや学生へのアンケート、国家試験合格者

数などで学部教育の質の評価が図られているのが現状

である。今後は、現行の評価方法が適切か、改善する

点があるかなどを含め、常に自己点検を行うべきであ

ろう。一方、本学部の教育の質の向上に関しては、今

年度前期を通じて行った2012年度（平成24年度）から

の新カリキュラム改正のなかでも検討してきた。筆者

が赴任した2010年度（平成22年度）から、鈴木守学長

の指導のもとで採用された学部教育のキーワード、「医

学に強い看護師」を更に強化する内容にしたほか、

2012年度（平成24年度）から本学部の看護教育に

OSCE（オスキー）法を取り入れることを決定した。

２．オスキー法
　OSCE（オスキー）とは、「Objective Structured Clini-

cal Examination」の頭文字を取ったもので、「客観的臨

床能力試験」と訳される。医・歯・薬学部の学生が臨

床実習を行う臨床能力を身につけているかを試す実技

試験である。1975年に英国で提唱されて以来、臨床能

力を客観的に評価する優れた方法としてヨーロッパと

北米を中心に普及し、現在は世界数十ヶ国で導入され

ている。日本では1994年（平成６年）川崎医科大学が

初めて導入し、2001年（平成13年）より医学部歯学部

においてOSCEトライアルが開始され、2005年（平成

17年）12月より正式に実施された。薬学部においては、

２薬学部によるミニトライアル、10薬学部によるトラ

イアルを経て、６年制薬学部の学生が初めて５年次に

進級する前の2010年（平成22年）から実施されてい

る５）。このように医・歯・薬学部では制度として教育に
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組み込まれている。看護学部では、2004年（平成16年）

の開学当初から「質の高い大学教育推進プログラム（教

育GP）」としてOSCEを取り入れている札幌市立大学

看護学部を始めとして各地で導入され始めているが、

その実態は正確には把握できていない。人口が約200

万人の群馬県に４年制看護系大学が７校もひしめく状

況や、少子化に起因する歯・薬学部の入学者減少の実

情を考えると、教育の先進性・独自性といった本学部

ならではの特色を打ち出す必要があると思われる。

チーム医療である現代医療に従事する看護師の育成に

は、看護学の基礎となる医学の知識をしっかりと教育

するほか、看護学の理論と連動した看護実践能力の習

得が必須であると考える。OSCEは、看護実践能力の習

得のために必要な、臨床能力の評価とそれに基づく教

育に極めて有用な手法であることは、全国の医・歯・

薬学部ならびに札幌市立大学看護学部看護学科などの

実施報告例からも明白である。本県の他の看護系大学

もOSCEの導入を決定あるいは開始したところもある

と推察されるが、未だ大々的には喧伝されていない。

今が、OSCE教育の本県における先駆け校としてス

タートする時であると思う。それを踏まえて、2011年

度（平成23年度）第２回特別研究費に４名の教員が

OSCE関連の研究課題を申請し、採択された。今後は各

領域の連携を深めて、OSCEの研究、導入の検討、トラ

イアル、そして検証を経て、教育の一制度として組み

込みたいと考えている。

３．学部連携による教育の質の向上
　本学部は単科大学でも、医療・福祉系大学でもなく、

ビジネス情報学部、経営情報学部といった文系学部を

有する総合大学である。病院や医療施設の経営・管理

に看護師が関与・活躍する現状では、看護学部におけ

る教育にも経営・経済などの科目が必要であると思わ

れる。本学の強みは、経営・経済の専門の教員による

講義を受けることができる点にある。また、経営情報

学部のメディアマネジメント学科やメディアセンター

もあることから、AV（audio/visual）などの設備が整っ

ていて、映像作成・処理などの技術のノウハウがある

という優位性がある。平成21、22年度には看護学演習

用のビデオ教材製作が、経営情報学部の協力を得て行

われた（図１）。また、2010年（平成22年）６月に筆者

が、看護学部の本江朝美教授、古市清美助手、経営情

報学部のメディアマネジメント学科、メディアセン

ターの石井規敬課長補佐の協力を得て、ナーシングス
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図１　看護学演習用ビデオ教材製作の研究



キルトレーニングセンターを使用し、AV を利用した

OSCE教育のミニトライアルを行った（図２）。参加学

生の感想は、「自身を客観的に見られて良かった」「そ

の場では気が付かなかった点も、映像を見ながら指摘

されるとよくわかった」といったものが多く、良い評

価が得られた。教員側からは、「指導に説得力が出る」

「ポートフォリオとしても有用」などといった意見が出

た。これらについては、平成22年６月28日の上武大学

教育討論会で発表した。OSCEでは、教員が判断力・技

術・マナーなどの基本的な臨床技術を客観的に評価す

る。その際、教員から口頭、あるいは成績・チェック

リストによる文章による指導・指摘が行われるが、こ

れを補い、かつ学生自身による自己評価、あるいは当

該学生以外からの他者評価に極めて有効なのが、臨床

技術の画像ならびに音声（AV）を記録することである。

当該学生を含む学生と教員で、その場で、あるいは後

日に繰り返しその記録を見直し、臨床技術の習得に努

めることができる。さらにその記録を保存すれば、個々

の学生の経年的変化の記録（ポートフォリオ）となる。

このように、看護学部における教育には学部連携（メ

ディアセンターを含む）は非常に有用であり、今後さ

らに進めて行きたいと考えている。
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図２　OSCEにAVを利用する試み
協力：上武大学経営情報学部メディアマネジメント学科・メディアセンター



Overtures for the advancement in nursing education
in cooperation with other faculties

Mayumi Abe

Dean of Nursing Faculty

Abstract

There are seven nursing colleges and universities in Gunma prefecture whereas one in Fukushima and three in 

Tochigi, although the population of these three prefectures is similar and around two million.　Considering the 

situation and a decline of birth rate, it is very important to have a strategy for survival as an institution of higher 

nursing education.　The key point is whether we can raise the quality of education as high as needed.　From 

2010 when the author started for the dean, our faculty strengthened education of medicine.　Now we are plan-

ning to start a new education method, OSCE (Objective Structured Clinical Examination), which is an examina-

tion to check judgment, skill, and manners other than knowledge.　OSCE is formally introduced in medical, 

dental, and pharmaceutical colleges and universities.　However, OSCE has not spread in nursing education as 

much as these faculties.　Jobu University has faculties other than nursing and Media center, enabling us to uti-

lize AV (audio/visual) system useful for OSCE.　The author conducted a mini-trial of OSCE in the corporation 

with Faculty of Management and Information Science, and Media center in June of 2010.　We would like to 

promote our plan in order to introduce OSCE to nursing education.
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平成22年度全学ピアレビューについて

教育研究センター　兼担 ● 中村　光一

はじめに
　本学は、「教育の質の向上」を目指し、全学を挙げて

これまで様々な取り組みを行ってきた。平成22年度で

３年目を迎えたピアレビューも、一連の取り組みの一

翼をなすものである。

　その初年度である平成20年度に、それぞれの学部の

特性・専門性を活かす形で実施された各学部前後期の

ピアレビューでは、実施後のアンケート調査によると、

いずれの学部とも、参加者の多くから教育に関わる情

報の共有ならびに教育上の課題、改善点についての示

唆を得ることができたとの意見が多く寄せられた。

　この初年度の成果を受け、２年目となる平成21年度

は、その範囲を各学部から全学に広げ、「教員の教育力

の充実とそれを通じた学生の学士力の向上」を目的と

して、前後期の２回にわたってピアレビューが実施さ

れた。

　その目的、目標とするところは、以下の通りである。

（1）目的

　学部の特色や専門性を超え、上武大学全体の教育力

の向上・改善を図り、よりよい教育の実現をめざすこ

とを目的とする。

（2）目標

　①大学教員として、豊かな人間性を備え学習者の人

間的成長を育むことができる。

　②大学・学部の教育理念・目的を、個々の教育実践

に反映させることができる。

　③学生を成長する力を備えた人間として信頼するこ

とができる。

　④学生の主体的学習を育む教育を実践することがで

きる。

　⑤学習内容にふさわしい教育方法を実践することが

できる。

　⑥学生の学力を検証することができる。

　⑦より質の高い教育をめざし、教育上の課題を明確

にすることができる。

　本学が２キャンパスに分かれていることによる物理

的な課題もあり、よりよい実施形態を求めての試行錯

誤もあったが、この年度についてもやはり実施後のア

ンケート調査の結果によれば、概ね所期の目的を達成

することができたといえよう。

　このことについて、平成21年度のピアレビュー活動

前期部分を総括した相馬朝江（本学看護学部教授）（1）

は、「上武大学における第１回全学合同ピアレビュー

（平成21年度）の試行結果は、今後の課題を含め次のよ

うにまとめられる。

　①平成21年度前期ピアレビューの目的である上武

大学全体の「教育力」の向上・改善を図りよりよ

い教育の実現を目指すということについては第一

歩が踏み出せた。

　②学びの手段として用意した自由記述式の記録用紙

からは、多くの学びや改善点が把握されたが、記

録用紙は自由度が高く、参観者の一部に負担感を

与えたと思われる。今後は、自由な意見を出して

もらうと共に、負担感の少ないものを考えていく

必要がある。

　③授業終了後、記憶が新鮮なうちに討論の機会を設

定し学びを深めあえるようにしていく。

　④２つのキャンパスが離れているため、遠隔教室の

利用を取り入れ、参加しやすくする。

　⑤学習の主体である学生に視点を当て、教育の影響

が確認できるような企画を考える。」

と述べている。
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　以上を踏まえ、開始３年目となる22年度はさらに実

施方法について検討を重ね、３学部共通の２週間のピ

アレビュー期間を設け、専任教員全員がそれぞれ担当

科目を一つずつ公開するとともに、各学部ともそのう

ちの２科目を指定して、ピアレビュー期間終了直後に

日程を設定し全体検討会が行われた。

　また各教員がピアレビューに参加するにあたって

は、21年度に参観の観点として挙げた５つの項目（2）の

うちの「５．学生の人間形成に向けた工夫」の項目を

より具体化し、「学生の主体的学習意欲を育む工夫」が

授業においてどのようになされているか、そのことに

よって学生が刺激を受け、自律的学習を行う上での意

欲が高められているかに注目し、これらの点について、

授業を参観して参考になった部分を挙げることを観察

の中心に据えることにした。

１．実施の詳細
（1）ねらい

　前年度の成果・課題を生かし、今回はねらいを次の

点においた。

　①学習の主体者である学生の学びに焦点を当てる。

　②全体検討会で学びを深める。

　③参観授業の良いところから学びを深めることを基

本姿勢とする。

　④全学ピアレビューのルーティン化に向けた取り組

みとする。

　⑤全学ピアレビューと学部内ピアレビューとの有機

的な連携を図る。

（2）実施の手順

　実施の詳細は以下の通りである。

　①実施時期は、７月12日（月）～26日（月）〈前期13

週、14週の期間〉とし、３学部所属の専任教員は、

この期間内で、それぞれ担当する学部の授業科目

からピアレビューの対象となる１科目を選び教育

研究センターに申請する。同時期に授業アンケー

トが実施されることや、看護学部教員の実習指導

等に配慮してあえて２週間の期間を設けたが、そ

れでもこの期間に実施が困難な場合には各学部長

に申し出る。授業公開にあたって参観者にメッ

セージがある場合には、申請の際に一言コメント

を付して送る（40文字以内）。

　②申請は期間内に２回行われる同一科目のうちの１

回（１コマ）とし、科目の講義、演習の区分につ

いて特に制限を設けない。

　③教育研究センターは、全専任教員からの申請をも

とにピアレビュー週間のタイムテーブルを設定

し、イントラネット、掲示等の方法によりそれを

周知する。専任教員はタイムテーブルを見て、各

人最低２科目（他学部を含む）の参観を行う。な

お、兼任教員、事務職員の参観については、後期

に検討する。

　④全ピアレビュー対象科目から各学部２科目を選

び、合計６科目については授業検討会を開催する。

専任教員は、できるだけ支障のない範囲内で検討

会開催科目を優先して参観する。

　⑤すべての日程が決まった後、学部ごとに事務室内

に回収ボックスを設け、６月30日（水）を期限と

して専任教員は所定の様式（イントラネットに掲

載予定）により、参観の予定を提出する。

　⑥各科目の参観予定人数はイントラネットに教育研

究センターより掲載し、科目担当者は必要に応じ

て参加人数分の配付資料を用意する。

　⑦検討会の開催は、８月２日（月）の各学部定例教

授会終了後の16時半から17時半とし、遠隔教室を

利用して３学部合同で実施する。なお、定時に検

討会が実施できるよう、同日開催される教授会の

進行について３学部長に協力を要請する。

（3）実施上の留意点

　①今回のピアレビューでは、学生の表情を含む学生

の積極的な参加状況の評価については、専門性を

越えた視点で質向上に取り組むことが重要となる

ので、「A：参観して参考になった点を挙げる。」
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「B：授業に参加している学生の様子はどうで

あったか。」の２点を、観察を行う上での重点項目

とする。これは、昨年度の「授業観察の視点」５．

の５項目の意図が、参観者に十分伝わっていな

かったのではないかとの反省に基づくものであ

る。そのため、参観の際に記入する授業観察票は

昨年度のものに大幅な修正を加える。また、授業

観察表の回収は、学部ごとに事務室内に回収ボッ

クスを設け、参観後そのボックスにポスティング

する方法で行う。

　③講義担当者には、参観者が受講中の学生の様子を

観察できるよう、単に教室の後ろから定点で授業

を見るだけではなく、差し障りのない範囲内で教

室のサイド、あるいは前部まで移動しての参観を

認めていただく。

　④通常通りの講義が行えるよう、「参観者が講義担当

者に話しかける。」あるいは「参観者同士が会話を

する。」こと等は厳に戒めるものであることを、あ

らかじめ周知しておく。

（4）公開科目と検討会実施科目

　全学の各教員が公開した科目は、表１の通りである。
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　表1　平成22年度前期ピアレビュー日程表

　

日 曜日 時限 公 開 授 業 科 目 名 教　員　名 所　　　属

12 月 1 商学概論 小野澤隆司 経営情報学部

12 月 1 母性看護学概論 大槻　優子 看護学部

12 月 2 心理学概論 宮野　祥雄 経営情報学部

12 月 2 精神看護学方法論Ⅰ 高橋ゆかり 看護学部

13 火 1 ネットワークの基礎 宮原　隆行 ビジネス情報学部

13 火 2 環境経営論 別府　祐弘 ビジネス情報学部

13 火 2 地球科学概論 新井　健司 経営情報学部

13 火 2 プログラム言語Ⅰ 瀬川　　清 経営情報学部

13 火 3 日本文化概論 中村　光一 経営情報学部

13 火 3 地域看護システム論Ⅰ 山本千紗子 看護学部

13 火 4 初級簿記論 広原　雄二 ビジネス情報学部

13 火 4 情報社会とコンピュータ① 樽井　勇之 経営情報学部

13 火 4 医療情報学Ⅰ 豊田　修一 看護学部

13 火 34 母性看護学実習 岸田　敦子 看護学部

14 水 1 交通の発展と経済Ａ 旭　　仁一 ビジネス情報学部

14 水 1 必修英語Ⅰ ジェリー・ブッシュ 経営情報学部

14 水 1 健康相談活動 佐藤　敏子 看護学部

14 水 2 倫理学の基礎 田村　恭一 経営情報学部

14 水 2 統計学 竹内　芳衛 経営情報学部

14 水 3 日本経済再生論 田中　秀臣 ビジネス情報学部

15 木 1 日本的経営論Ａ 須藤　茂之 ビジネス情報学部

15 木 1 マクロ経済学 森　　　統 ビジネス情報学部

15 木 1 経済学概論 松崎　　昇 経営情報学部

15 木 1 人体の構造と機能Ⅰ 安部まゆみ 看護学部



79

上武大学教育研究センター年報　2010　No.4

日 曜日 時限 公 開 授 業 科 目 名 教　員　名 所　　　属

15 木 2 応用ソフトＡ 中村　孝一 ビジネス情報学部

15 木 2 経営学総論 柴川　林也 ビジネス情報学部

15 木 2 倫理学入門 橋本　　博 ビジネス情報学部

15 木 2 Webデザイン 植松　盛夫 経営情報学部

15 木 3 国際経営論 小森　　茂 経営情報学部

15 木 3 企業発展論 谷崎　敏昭 経営情報学部

15 木 4 経営情報論 白井　晴男 経営情報学部

16 金 1 アジアのグローバリスム 小川　　明 ビジネス情報学部

16 金 1 日本列島の自然Ａ 伊勢屋ふじこ ビジネス情報学部

16 金 1 グローバル経済と中小企業Ａ 星野　為國 ビジネス情報学部

16 金 1 アカウンティング基礎 廣瀬　郁雄 ビジネス情報学部

16 金 1 コンピュータ・リテラシＡ 小板橋　聰 ビジネス情報学部

16 金 1 必修英語Ⅰ ロバートG. ジェイムズ 経営情報学部

16 金 3 スポーツマネジメント論 小野里真弓 ビジネス情報学部

16 金 3 選択ドイツ語Ⅰ 小林　康彦 経営情報学部

16 金 3 ネットワークシステムⅠ 黒澤　廣宣 経営情報学部

16 金 3 産業保健論Ⅰ 川名ヤヨ子 看護学部

16 金 3 コンピュータ・リテラシⅠ 堀込　由紀 看護学部

16 金 4 健康心理学 竹内　成生 ビジネス情報学部

16 金 4 生理学 関口　浩文 ビジネス情報学部

16 金 4 グラフィック・デザイン 白井　雅人 経営情報学部

16 金 4 看護とコミュニケーション 本江　朝美 看護学部

20 火 1 コーチング論 花田　勝彦 ビジネス情報学部

20 火 2 教育実習Ｂ 髙德　　彰 ビジネス情報学部

20 火 2 プレゼンテーション 吉崎　浩二 ビジネス情報学部

20 火 2 中級簿記論Ａ 石井　　明 ビジネス情報学部

20 火 4 ビジネス英語Ｇ 姉川　邦彦 ビジネス情報学部

20 火 4 成人看護学方法論Ⅱ 須田利佳子 看護学部

21 水 1 租税法概論 石黒　秀明 ビジネス情報学部

21 水 3 国際取引法Ａ 吉田　一康 ビジネス情報学部

21 水 3 健康とスポーツＡ 小川　嘉孝 ビジネス情報学部

21 水 3 老年看護学方法論Ⅰ 高岡　素子 看護学部

21 水 34 基礎看護学方法論Ⅰ 滝沢美智子 看護学部

22 木 1 景気循環論Ａ 栗田　康之 ビジネス情報学部

22 木 1 成人看護学方法論Ｖ 森田　孝子 看護学部

22 木 2 経営戦略論Ａ 金　　玉仙 ビジネス情報学部

22 木 2 在宅看護論 渡部　洋子 看護学部

22 木 3 広告文化論 栗原　信征 経営情報学部



　また、全学検討会実施科目として、表２の科目が決

定した。なお、科目については、当初タイムテーブル

が決まった段階で、センター兼担でもある３学部の教

学委員長が合議の上テーマ性を持って設定し、各学部

の学部長を通じて該当教員に依頼する予定であった

が、詳細を詰める段階で参観者の参加しやすさを優先

して配置し、テーマ設定については次回以降に持ち越

すこととなった。

（5）観察票

　今回、３学部共通のものとして作成した観察票は本

稿末別添の通りである。前述のように、昨年度は記入

の自由度が高い書式であったため、記入に負担を感じ

た教員も少なくなかったようである。そこで、今回は参

観して感じ取ることができる受講生の動向をあらかじ

め17項目挙げて項目の前の□内にレ印でチェックで

きるようにするとともに、別にあらかじめ14行分の空

欄を作っておき、17項目では測れない学生の動向につ

いては、参観者自身の言葉によって綴っていただくこと

とした。

　さらに、先に17項目を挙げてしまうと、そこへの

チェックに終始してしまうことを想定し、空欄の14行

を先におくこととした。

２．ピアレビューの参加状況と
観察票の記入状況

（1）参加状況

　２週間にわたるピアレビュー週間の、各科目に対す

る参加者数は表３の通りである。

　表３からは、開設69科目のうち、参加者が０または

１という科目が28と全体のほぼ４割を占めているこ

とが分かる。しかし、のべ参観者数が164、それを全学

の教員数で割った場合の教員の参観数の平均2.38は、

専任教員に依頼した２コマのノルマを凌駕（3）してお

り、教員一人１科目という開設数の多さによって、参

観者が分散した点は否定できない。

　また、他キャンパスの講義を参観するためにはシャ

トルバスを利用しても前後のコマの時間を潰して移動

する必要があること。さらに、２、３時限に参観科目

が設定された場合には、参観すべき教員自体も同一時

限に自らの担当科目があることから、参観が困難で

あったという事情も考えられよう。

（2）観察票の記入状況

　前述のように、本年度の観察票は、既設の項目17の

前に、自由に記述できる14項目を置く形をとった。そ

の、既設の各項目のチェック数をまとめたものが表４

である（4）。

　授業の形態がさまざまであることから、軽々に論じ

ることはできないが、「17）ノート、メモを取りながら

授業を受けていた。」「21）真面目な態度で授業に臨ん

でいた。」にチェックを入れた教員が多かったことは、

本学学生の勉学の取組についての一端がうかがえると

言えよう。

　一方、自由記述の14項目に挙げられた学生の学習上

のプラスの反応の具体的事実としては、類似した記述
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日 曜日 時限 公 開 授 業 科 目 名 教　員　名 所　　　属

22 木 4 産業経済論 佐藤　　宏 経営情報学部

22 木 5 社会保障行政論Ⅰ 一戸　真子 看護学部

23 金 1 中国経済論 中村　宗之 ビジネス情報学部

23 金 1 生物科学 宮木　　晃 看護学部

23 金 2 中小企業論Ａ 八木　孝幸 ビジネス情報学部

23 金 2 看護学概論 相馬　朝江 看護学部

26 月 3 小児看護学概論 小林八代枝 看護学部



を合わせると、全体としては、

　〇学生は、姿勢を正していた。

　〇学生は、私語を話さなかった。

　〇学生は、教員の人間性に信頼を寄せていた。

　〇学生は、授業の内容に関心を示していた。

　〇学生は、課題に自発的に取り組んでいた。

　〇学生は、授業の進度を理解していた。

　〇学生は、教師の注意に素直に応じていた。

　〇学生は、のびのびと学習していた。

　〇学生は、自ら学ぶ意志表示をしていた。

　〇学生は、質問に対し一生懸命に答えようとしてい

た。

　〇学生は、遅刻を反省していた。

　〇学生は、楽しそうであった。

　〇学生は、余裕をもって受講していた。

　〇学生は明るかった。

　〇学生はリラックスしていた。

　〇学生は安心した様子で受講していた。

　〇学生は協力しながら発表していた。

　〇学生は他の学生と意見交換をしていた。

　〇学生は予習をしっかりしていた。

　〇学生は、教員の質問に正しく答えていた。
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　表2　全学検討会実施科目

　

ビジネス
情報学部

竹内成生 健康心理学 16日 金曜日4時限

関口浩文 生理学 16日 金曜日4時限

経営情報
学部

黒澤廣宣 ネットワークシステムⅠ 16日 金曜日3時限

栗原信征 広告文化論 22日 木曜日3時限

看護学部
豊田修一 医療情報学Ⅰ 13日 火曜日4時限

相馬朝江 看護学概論 23日 金曜日2時限

　表3　ピアレビュー参加者数 表4　既設項目へのチェック数

　

参観者数 科目数 参観者数 科目数

0 14 6 2

1 14 7 0

2 16 8 2

3 8 9 1

4 9 10 0

5 2 11 1

　　

15）学生は、授業の目的や意義を理解していた。 49

16）授業進行に合わせ資料やテキストを参照していた。 58

17）ノート、メモを取りながら授業を受けていた。 83

18）学生と教員とのコミュニケーションが円滑だった。 37

19）学生の表情が明るかった。 30

20）教員からの発問には根拠を示しながら答えていた。 18

21）真面目な態度で授業に臨んでいた。 72

22）集中力が持続できていた 32

23）メディア教材の使用中も集中していた。 55

24）授業に積極的に参加していた。 34

25）学生に適度な緊張感が感じられた。 47

26）与えられた課題に真剣に取り組んでいた。 53

27）授業のスピードについていけていた。 49

28）考える機会が与えられると生き生きしていた。 19

29）学生は、うなずくなどの反応をしていた。 29

30）学生は、自分の判断や考えを表現していた。 24

31）学生は、互いに活発な討議を行っていた。 14



　〇学生は、ホワイトボードが光って見づらい個所を

友人同士で確認していた。

　〇学生は、メディア教材に興味を持っていた。

　〇学生は、メディア教材の意図を理解していた。

等の記述がみられた。ただし、既設の14項目を兼担会

議で練って提示したこと、また、参観からそう時間を

おかずに参観票を提出することになっていたことか

ら、残念ながら自由記述欄の記述数は必ずしも多いも

のではなかった。

３．全学ピアレビュー後の授業検討会
　ピアレビュー週間が終了した１週間後の８月２日、

各学部の教授会終了後に、両キャンパスの遠隔授業教

室を使用して、検討会が実施された。その次第は次の

通りである。

　全体スケジュール　４：30～５：30

　　４：30　開式の言葉

　　４：32　検討会該当授業担当者から一言

　　　　　　（１人あたり、２分程度）

　　４：45　該当授業について自由討論

　　　　　　（１人あたり、５～６分を目安）

　　５：23　伊勢崎キャンパスから一言

　　５：25　教育研究センターによる総括

　　５：29　閉式の言葉

　教授会終了後の限られた時間ではあったが、理事長、

学長、副学長にもご出席いただき、２つのキャンパス

の遠隔教室を結んで検討会は行われた。

　次第としては、該当科目の担当者からピアレビュー

当日の振り返りをしていただき、続いて各科目につい

て検討会参加者からフリートークの形で質問、意見が

出された。

　両遠隔教室とも事務職員が各３台のカメラを駆使し

て検討会が行われたが、相互の映像、音声の到着まで

のタイムラグの点から、情報の共有が図られるまでに

やや時間がかかった点は否めない。しかしながら、各

科目について熱心な討議が行われたといえよう。

４．平成22年度ピアレビューを振り返って
（1）反省点

　①前期学期末に近い時期での実施であったため、教

員・学生ともやや「定期試験を意識した」中での

実施となった。各学部の教授会では、半期の授業

のまとめに入る段階であったことから、時期とし

てはいささか不適当との意見が出た。

　②事前には、「他学部参観を加える」との申し合わせ

が行われた。しかし、交通の便の問題があり、実

際には多くの教員にとって他キャンパスに移動し

ての参観は難しく、結果的に経営情報学部におい

ては看護学部、看護学部においては経営情報学部

の参観が多く、ビジネス情報学部は自学部の参観

が多くなったようである。

　③検討会での対象科目（各学部２科目設定）には比

較的参観者が多く集まったが、一方それ以外の科

目については必ずしも参観者数が多くなかった。

そのこともあって、観察票の記載について同一科

目内での比較を行うことは困難であった。また、

参観人数が少ないことから観察票記述者が特定し

やすく、ために忌憚のない意見を述べるというよ

りは、ソフトな表現の記載が多くなったのも事実

である。

　④両キャンパスを結んでの検討会は、モニター画面

を通しての意見のやり取りのため「隔靴掻痒」の

感があり、また参観していない科目については、

「担当者からの一言」も含めて検討会参加者にとっ

て状況の把握が極めて難しかった。

　⑤参観票記載の項目で、「学生は、表情が明るかっ

た。」など判断が難しい（この様子が伺えるのが一

人二人の学生でもチェックをしてよいのか、全体

の雰囲気を感じてチェックをすべきか、あらかじ

めすり合わせがなかったため、判断が個々の教員

に委ねられた形となったことなど。）項目が少なく

なかった。
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（2）平成22度後期ピアレビューについて

　前項の反省を踏まえ、本年度後期についてどのよう

な実施方法が適当か各学部の教授会で検討が行われ、

それを元にセンター兼担会議ですり合わせが行われ

た。

　その結果、

　①後期の前半については、認証評価の実地調査を控

え、教育研究センターの事務対応が難しい。

　②後期の後半については、看護学部の多くの教員が

実習対応にあたることから、参観・授業開示が難

しい。

　③観察票について再度、各学部で再考する時間がほ

しい。

等の意見が出され、22年度については後期はピアレ

ビューを実施せず、次年度に向けてさらに各学部にお

いてよりよい実施形態の検討を行うことが決定した。

５．平成23年度
全学合同ピアレビューに向けて

（1）実施の時期と回数

　ビジネス情報学部、経営情報学部からは、学期のは

じめと終わりの時期（各３週間程度）を避け、学期ご

とに１週間程度のビアレビュー実施期間を設けてはど

うかとの意見が出された。

　一方、看護学部からは参加をオープン（いつでも受

け入れ可能）とするのが理想だが、実習の日程等との

兼ね合いから、「検討会を設ける参観の期間としては、

後期の11月第３週での設定を希望したい。」との意見

が出された。

　この件について教育研究センター兼担会議では、３

学部が足並みを揃えて実施することが望ましいという

ことで意見の一致を見た。

（2）実施方法

　①ビジネス情報学部、経営情報学部からは、相互の

学部の科目は参考となるものの、看護学部の科目

はやはり科目設定が異質であることから、参考に

なりにくいとの意見が出された。教育研究セン

ター兼担会議では、今後ピアレビューを円滑に続

けていくためには教員間のコンセンサスが必要で

あり、その見地から他学部参観は義務とはしない。

しかし、参観の門戸を広げるという考えに基づき、

他学部参観の機会は継続して設けるということで

意見の一致を見た。

　②ピアレビュー週間の講義について、講義担当者が

参観教員用の授業概要・レジュメを用意すること、

また、受講者が参観する科目について事前にエン

トリーすることは行わない。あくまで「通常の授

業を互いに参観して参考とする。」というスタンス

でピアレビューを実施してはどうかとの意見が出

された。

（3）ピアレビュー実施の範囲

　各学部の開講科目のうち、ビジネス情報学部、経営

情報学部のゼミ科目は受講者が少人数で参観が学生に

及ぼす影響が大きいことから、当面参観の対象から除

外することで兼担教員の意見の一致を見た。

　また、専任教員以外の科目担当者（非常勤講師、客

員・特任教授）の参観は歓迎するが、専任教員以外の

担当科目をピアレビューの対象科目とするか否かは、

担当者が参観受け入れを希望した場合に限り行うとい

うことで兼担教員の意見の一致を見た。

（4）参観票の改訂

　経営情報学部からは、科目の形態の違いによって書

式を作るとめどなく細分化することから、観点をいく

つかのカテゴリーに分け、自由記述部分を増やしては

どうかとの意見が出された。本項目については、現行

の観察票をいかに改訂するか、各学部に対しさらなる

検討が依頼された。

（5）検討会の実施

　経営情報学部からは、学期ごとの実施ではなく、２

月の学内研究会の際に、各学部より「本年度のピアレ
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ビュー実施状況的」な短い報告を、各学部で集めた観

察票をもとに行ってはどうかとの案が出された。

　また、ビジネス情報学部からは、全教員が同一科目

を参観した後の検討会実施が難しいことから、一案と

して、専門領域が近い教員同士が参観、検討会を持つ

形で、小グループによるピアレビュー運営を考えては

どうかとの意見が出された。本項目については、有意

義な検討会のあり方について、各学部に対しさらなる

検討が依頼された。

まとめにかえて

　以上のように、平成22年度ピアレビュー終了後も、

さらなる改善を求めて各学部とも学部FD委員会、教授

会でこの取り組みについて熱心な議論がかわされた。

　平成23年度については、最終的には後期に１回の全

学ピアレビューを実施することが決定されたことか

ら、科目設定、観察票の改訂についてはさらに各学部、

兼担会議、教育研究センター会議で時間をかけて検討

することとなったことを述べてまとめとしたい。

注

（1）相馬朝江「平成21年度　上武大学全学合同ピアレ

ビューの試行」『上武大学教育研究センター年報』

３、2011年。

（2）平成21年度ピアレビューの授業観察票は、下記の

大項目５に分けて記述するものとし、記述にあ

たっては小項目28を観点とし、「参考になった点・

優れた点」、「改善の可能性のある点」と、それぞ

れの根拠を記述する形で作成された。

１．授業の構成に関して

　①学生に対して、本時の目標を明示し、学生と共有

している。

　②本時の目標達成のために、適切な課題を設定して

いる。

　③授業目標の達成度を評価する場面を設定してい

る。

　④授業目標の達成度を評価するために、適切な評価

方法が採られている。

２．授業運営に関して

　①学生の反応や理解度に合わせて、授業を進行して

いる。

　②学生にとって、声が聞き取りやすい。

　③学生にとって、板書や配布資料が見やすい。

　④メディア（OHP、スライド、ビデオ、DVD、コン

ピュータ等の提示資料）の利用が学生の理解に役

立っている。

　⑤学生の能力や学習状況に応じた課題を準備してい

る。

　⑥学生が遠慮なく自分の考えを発表できる環境を

作っている。

　⑦学生による失敗や間違いに対して、寛容な態度を

示している。

　⑧ユーモアのある話題を提供し、明るく楽しい雰囲

気作りをしている。

３．学生指導に関して

　①学生とのコミュニケーションを通して、人間関係

づくりに努めている。

　②私語や居眠り、無断退出、携帯電話等の携行品利

用者へ適切に対応している。

　③学生の人格を尊重している。

　④学生の個性を理解しようと努めている。

４．指導技術に関して

　①例示したり、演示したりして、学生にとってわか

りやすい説明をしている。

　②一方的な説明に終始せず、授業に適した発問を通

して議論をする場面を設定している。

　③学生が本時の内容を理解するために、授業のポイ

ントを提示している。

　④教員の説明を聞くだけでなく、学生が作業したり

活動したりする機会を設定している。

　⑤グループでの話し合い活動を取り入れている。

　⑥授業内容に対する学生の意欲向上への取組みをし

ている。

　⑦授業に対する学生の満足度向上への取組みをして
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いる。

５．学生の人間形成に向けた工夫に関して

　①学生のために、授業・学問に対する真摯な態度や

知的正直さを演示している。

　②学生が思考し、判断しなければならない課題や機

会を設定している。

　③学生が自分の考えを表現しなければならない課題

や機会を設定している。

　④学生が疑問を持ち、その疑問を自力解決する場面

を設定している。

　⑤学生が理論や知識の前提や根拠を探索する態度を

育成する場面を設定している。

（3）ピアレビュー期間の２週間の間に、看護学部の実

習対応等で学外に出る必要があり、参観の機会に

恵まれなかった教員も少なからず存在する。

（4）既設項目には、自由論述の14の次の15からの通し

番号をふっている。
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平成22年度前期全学合同ピアレビュー授業観察票
該当する項目の□にチェックを入れてください。

１．参観者の所属

　　　　　　□ビジネス情報学部　　　　　□経営情報学部　　　　　　□看護学部

２．参観授業の形態

　　　　　　□講義中心　　□演習（ゼミ含む）中心　　□講義と演習（ゼミ含む）　　□実技・実習

３．授業観察結果記入欄

　参観者は、授業中なるべく学生に注目し、学生の学習動機、主体的学び、理解状況、発想、信頼、協調、専心等々
学生の学習上のプラスの反応をできるだけ事実として捉え、それを下表左欄に具体的に記述して下さい。続いて例
示してある内容に該当する場合には□にチェックを入れてください。さらに、左欄の記述内容に結びついたと思わ
れる教員の関わり、指導等が把握できた場合は右欄にその事実を記述して下さい。

　参観授業科目名　　　　　　　　　　　　　　
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学生の学習上のプラスの反応（学生の表情、態度、行動など）の具体的事
実（参観者がプラスの反応と判断したもの）。全項目主語は「学生」です。

左欄にあげた事実に繋がったと思われる教員の関わ
り、指導等の事実（参観中に観察できたもの）。

□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□学生は、授業の目的や意義を理解していた。
□授業進行に合わせ資料やテキストを参照していた。
□ノート、メモを取りながら授業を受けていた。
□学生と教員とのコミュニケーションが円滑だった。
□学生の表情が明るかった。
□教員からの発問には根拠を示しながら答えていた。
□真面目な態度で授業に臨んでいた。
□集中力が持続できていた
□メディア教材の使用中も集中していた。
□授業に積極的に参加していた。
□学生に適度な緊張感が感じられた。
□与えられた課題に真剣に取り組んでいた。
□授業のスピードについていけていた。
□考える機会が与えられると生き生きしていた。
□学生は、うなずくなどの反応をしていた。
□学生は、自分の判断や考えを表現していた。
□学生は、互いに活発な討議を行っていた。



ビジネス情報学部FD委員会活動報告

ビジネス情報学部　FD委員会 ● 廣瀬　郁雄

　平成22年度は認証評価に向けてビジネス情報学部

FD委員会（以下、学部FD委員会と略する）活動を積極

的に展開することを目標につぎのような活動を実施し

た。

（1）学部FD委員会の開催

　教授会のある毎月１回（第一月曜日10：00～）開催

し、平成22年度は11回開催（５/10、６/７、７/５、８/

２、９/７、10/４、11/１、12/６、１/８、２/１、３/

１）した。会議内容は、教育研究センター議題及び学

部でのFD活動を主な議題とするが、詳細については別

紙１を参照されたい。

　メンバーは、星野学部長（学部FD委員長、アジアビ

ジネス学科長兼務）を中心に、廣瀬会計ファイナンス

学科長（センター兼務）、小板橋スポーツマネジメント

学科長、中村宗准教授（前センター兼務）、竹内講師（セ

ンター兼務）、及び宮嶋教学課員（議事録担当）の計６

名である。

（2）学部FD研究会の開催

　第１回　前期　平成22年６月21日（月）

　13：30～16：00　第一会議室

　第２回　後期　平成23年２月10日（木）

　10：00～12：00　第一会議室

　平成22年度の学部FD委員会は、認証に向けた学部

での活動を検討し、先生方のご理解を得て、FD活動を

有意義に実行することができたと思われる。とくに、

前期と後期の年２回開催した学部FD研究会において

は、ビジネス情報学部が現在抱えている問題を中心に

各先生から出していただき、意見交換を実行できたと

思われる。とくに後期に実施した第２回学部FD研究会

では、合同ピアレビューに関するアンケート（別紙２

参照）を取り、各先生方の回答を中心に議論を実施す

ることができたことである。

　２回の学部FD研究会において取り上げられて議論

された重要な課題を学科ごとにあげればつぎのようで

ある。

（1）会計ファイナンス学科

　学部全体として定員確保はできているが、他の２つ

の学科と比較して専門性が高いことや学生の簿記会計

離れの傾向が顕著になってきていることなどから、会

計ファイナンス学科では定員割れの状態が続いてい

る。これについては、平成23年度入試より学科ごとの

定員変更が予定されているので、解消されると思われ

る。

（2）アジア地域ビジネス学科

　中国からの留学生が多く、アルバイト中心の生活に

なる傾向があり、学生生活の指導に時間がかかってし

まっている。また、最近ではバングラディシュやベト

ナムなどの漢字圏以外からの留学生が増加する傾向に

あり、日本語教育の重要性が増している。

（3）スポーツマネジメント学科

　運動部に所属する学生が多く、文武両道をどのよう

に実現していくのかが課題である。とくに、文章表現

能力やコンピュータリテラシなど社会活動をしていく

うえで必要最低限の教育力育成が重要な課題となって

いる。

　最後に、学部FD委員会が、次年度に向けて検討すべ

き課題は①ピアレビューに対する理解および改善策の

検討と、②スポーツ部活生および留学生に対する就学

に対する改善策の検討などである。
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【別紙１；FD委員会会議内容】

（1）平成22年５月10日　ビジネス情報学部FD委員会（第１回）

　１）教育研究センター会議報告（４月26日）

　　①認証評価について

　　　ⅰ　自己点検推進委員会の設置について

　　　ⅱ　３認証評価機関・日本学術会議共催「第１回シンポジウム」の参加報告について

　　　ⅲ　日本学術会議「日本の展望―学術からの提言2010」

　　　ⅳ　新大学評価システムの概要

　　②その他

　　　ⅰ　平成22年度教育討論会について

　　　ⅱ　平成21年度　学内研究会　アンケート結果

　２）平成22年度ビジネス情報学部第１回FD研究会の実施について

（2）平成22年６月７日　ビジネス情報学部FD委員会（第２回）

　１）教育研究センター会議報告（５月31日）

　　①認証評価について

　　　ⅰ　認証評価の新展開について

　　　ⅱ　平成22年度大学評価実務説明会（大学基準協会）について

　　　ⅲ　自己点検推進委員会からの報告について

　２）その他

　　　ⅰ　平成21年度上武大学公開講座の受講者アンケート結果について

　　　ⅱ　平成22年度前期全学ピアレビューの実施について

　　　ⅲ　平成21年度第２回ピアレビューに関するアンケート結果について

　　　ⅳ　平成21年度地方の元気再生事業の報告について

（3）平成22年７月５日　ビジネス情報学部FD委員会（第３回）

　１）教育研究センター会議報告（６月21日）

　　①認証評価について

　　　ⅰ　自己点検推進委員会について

　　　ⅱ　学生に対する質問事項の例について

　２）その他

　　①大学教育施策要項について

　　②平成22年度前期全学合同ピアレビューについて

　　③企業向けアンケート集計結果の報告

　　④平成21年度授業アンケート集計結果の報告

　　⑤文部科学省の動きについて

　３）平成22年度第１回ビジネス情報学部FD研修会について
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（4）平成22年８月２日　ビジネス情報学部FD委員会（第４回）

　１）教育研究センター会議報告（７月26日）

　　①認証評価について

　　　ⅰ　自己点検推進委員会について

　　　ⅱ　実施調査までのスケジュールについて（別添資料）

　　　ⅲ　分科会報告書について

　　②その他

　　　ⅰ　平成22年度前期合同ピアレビューの検討会について

　　　ⅱ　平成22年度上武大学公開講座アンケート（戸谷塚町住民）について

　　　ⅲ　平成22年度　第１回「教育改革・いせさき未来会議」について

（5）平成22年９月７日　ビジネス情報学部FD委員会（第５回）

　１）平成22年度前期全学合同ピアレビューにおける観察票の分析結果報告

　２）認証評価の実地調査の経過報告

（6）平成22年10月４日　ビジネス情報学部FD委員会（第６回）

　１）教育研究センター会議報告（９月27日）

　　①認証評価・自己点検について

　　　ⅰ　大学評価　実地調査について

　　　ⅱ　大学の評価と改革

　　　ⅲ　山口大学目標達成型大学教育改善プログラム

　　　ⅳ　大学の教育情報の公表について

　　　ⅴ　共通教育における「授業改善のためのアンケート」の活用に関する教員意識調査にかかわる集計・分析

結果報告書（大阪大学　大学教育実践センター）

　　　ⅵ　上武大学学生満足度調査分析結果の活用および検証について

　２）その他

　　　ⅰ　ぐんま地域・大学連携協議会より

　　　ⅱ　サンデンとの連携について

（7）平成22年11月１日　ビジネス情報学部FD委員会（第７回）

　１）教育研究センター会議報告（10月25日）

　　①認証評価・自己点検について

　　　ⅰ　大学基準協会の広報誌 じゅあ／No.45 より

　　　　「大学基準協会の役割、評価機関としてのステータス、今後の発展」

　　　ⅱ　大学基準協会の認証評価―質保証のための評価―（一戸センター長）

　　　ⅲ　内部評価および外部評価について（一戸センター長）

　　　ⅳ　平成22年度下半期の認証評価・教育研究センタースケジュールについて
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　　　ⅴ　教育・研究計画の実施と結果・評価および改善について

　　②その他

　　　ⅰ　平成21年度　教育研究センター年報について

　　　ⅱ　平成22年度　学内研究会について　―平成23年２月28日（月）実施予定

　２）その他

　　平成22年度　後期ピアレビューについて

（8）平成22年12月６日　ビジネス情報学部FD委員会（第８回）

　１）教育研究センター会議報告（11月29日）

　　①認証評価・自己点検について

　　　ⅰ　認証制度について

　　　　　鈴木学長『認証制度や情報公開の行き過ぎは大学を壊す』

（2010．11．２付「エコノミスト」）　　　　　　　　　　

　　　ⅱ　大学財務評価ヒヤリングについて

　　　ⅲ　グローバル化と大学教育について

　　②その他

　　　ⅰ　平成22年度　学内研究会について―平成23年２月28日（月）実施予定

　　　ⅱ　平成22年度後期　全学合同ピアレビューについて

　　　ⅲ　大学院経営管理研究科　ピアレビューについて

　　　ⅳ　授業アンケートの開発について

　　　ⅴ　サンデンとの連携について

　２）兼担業務打合せ会議（10月25日、11月15日）

　　１）平成23年度　ピアレビューについて

　　　　全学および全科目（体育実技、各ゼミ、卒業研究を含む）ピアレビュー実施の検討

（9）平成23年１月８日　ビジネス情報学部FD委員会（第９回）

　　学部FD研究会の開催について

　１）日　時

　　　平成23年２月10日（木）　10：00～12：00を予定

　　　（午後は企業説明会が高崎キャンパスで13：30～開催予定）

　２）議　題

　　①全学および全科目（体育実技、各ゼミ、卒業研究を含む）ピアレビュー実施の検討について

　　②ビジネス情報学部が抱える諸問題

　　　ⅰ　留学生の取扱い

　　　ⅱ　スポーツ部活生の学業

　　　ⅲ　資格取得の支援
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（10）平成23年２月１日　ビジネス情報学部FD委員会（第10回）

　１）教育研究センター会議報告

　　①認証評価・自己点検について

　　　ⅰ　ティーチングポートフォリオについて（鈴木学長）

　　　ⅱ　自己点検推進委員会について（落合部長）

　　　ⅲ　平成22年度大学教育改革プログラム合同フォーラムについて（竹内先生）

　　②その他

　　　ⅰ　平成22年度学内研究会について（一戸先生）

　　　ⅱ　平成23年度ピアレビューについて（中村光先生）

　　　ⅲ　平成22年度後期大学院ピアレビュー実施について（柴川研究科長）

　　　ⅳ　本学における授業アンケートの信頼性・妥当性の検討について（堀米先生）

　　　ⅴ　CiNii（サイニィ）への登録について

　　　ⅵ　教育研究センター年報査読の省略について

　２）学部FD研究会の開催について

　　①日　時

　　　平成23年２月10日（木）　第一会議室　10：00～12：00を予定

　　②議　題

　　　次の議題を内容とするアンケートを実施する。

　　　ⅰ　全学合同ピアレビュー実施の検討について

　　　ⅱ　ビジネス情報学部が抱える諸問題

（11）平成23年３月１日　ビジネス情報学部FD委員会（第11回）

　１）教育研究センター会議報告

　　①認証評価・自己点検について

　　　ⅰ　内部質保証について

　　　ⅱ　審議会答申について

　　　「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

　　　（中央教育審議会　平成23年１月31日答申）

　　②その他

　　　ⅰ　学生授業アンケート（ゼミ）の開発について

　　　ⅱ　平成20年度　全学年卒業生一斉アンケート　集計結果

　　　ⅲ　伊勢崎市との連携について

　　　ⅳ　平成22年度　教育計画及び研究計画の実施と結果・評価及び改善の提出依頼について

　　　ⅴ　平成22年度　各委員会報告の依頼について
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【別紙２】

全学合同ピアレビューに関するアンケート
ビジネス情報学部FD委員会

　２月10日の10：00～予定している「学部FD研究会」における議題の一つであるゼミ・体育実技を含めた『全学合

同ピアレビュー（授業参観）』に関するアンケートにご協力をお願いします。

　当日の研究会に参加できない方も含め全員に記入していただき、このアンケートを参考にしたうえで協議したい

と考えております。

　２／９（水）までに事務室の回収ボックスに提出してください。

１．現在行われているピアレビューについて、どのように思われていますか。

　　①現在まま前期後期の年２回実施する　　　②年１回程度実施する

　　③いつでも時間のある場合に自由にオープンで実施する

　　④役に立たないので実施しない

２．全学合同で実施しているピアレビューについてはどう思われますか。

　　①現在のように３学部合同で実施する　　②経情との２学部合同で実施する

　　③ビ情学部内の単独で実施する

　　④３学部合同で実施するが、他学部については任意とする

３．ゼミのピアレビューについてどう思われますか。

　　①ゼミも他の講義科目と同様に実施する　②ゼミは実施しない方に賛成である

　　③専門領域の近い教師間での実施は賛成である

４．ピアレビュー期間について希望するのはどれですか。ただし、学期の初めと終わりの期間（約３週間程度）は

避けて実施する。

　　①特定の１週間の中で実施する　　　②特定の１か月の中で実施する

　　③特定しないで、事前に連絡したうえで自由期間の中で実施する

５．その他、お気づきの点があれば自由にお書きください。

　　ピアレビュー以外の学部の抱える問題でもよいです。（例えば、留学生の取扱い、スポーツ部活生の学業、資格

取得の支援など）
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全学合同ピアレビューに関するアンケート結果
ビジネス情報学部FD委員会

　　（回答数23名）

１．現在行われているピアレビューについて、どのように思われていますか。

　　①現在まま前期後期の年２回実施する　　　②年１回程度実施する

　　③いつでも時間のある場合に自由にオープンで実施する

　　④役に立たないので実施しない

　　【①０名、　②14名、　③２名、　④９名】　　　　（複数回答３名）

　　　１名の方は「⑤４年に一度程度で充分である」という意見あり。

　　【上記１で④と回答した２名は、２以降の回答は無回答】

２．全学合同で実施しているピアレビューについてはどう思われますか。

　　①現在のように３学部合同で実施する　　②経情との２学部合同で実施する

　　③ビ情学部内の単独で実施する

　　④３学部合同で実施するが、他学部については任意とする

　　【①０名、　②２名、　③12名、　④８名】　　　　（複数回答２名）

３．ゼミのピアレビューについてどう思われますか。

　　①ゼミも他の講義科目と同様に実施する

　　②ゼミは実施しない方に賛成である

　　③専門領域の近い教師間での実施は賛成である

　　【①１名、　②14名、　③５名】

４．ピアレビュー期間について希望するのはどれですか。ただし、学期の初めと終わりの期間（約３週間程度）は

避けて実施する。

　　①特定の１週間の中で実施する　　　②特定の１か月の中で実施する

　　③特定しないで、事前に連絡したうえで自由期間の中で実施する

　　【①９名、　②１名、　③５名　　無回答　５名】

５．その他、お気づきの点があれば自由にお書きください。

　　ピアレビュー以外の学部の抱える問題でもよいです。（例えば、留学生の取扱い、スポーツ部活生の学業、資格

取得の支援など）

　　　裏ページに記載　　※この原稿においては、省略
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平成22年度経営情報学部FD委員会の活動について

経営情報学部　FD委員会 ● 中村　光一

はじめに
　経営情報学部では、平成20年度より学部にFD委員

会を置き、学部FD活動の推進役としての機能を果たし

てきた。本稿では、その平成22年度の活動状況を振り

返ってみたいと思う。

１．委員の構成
　当学部のFD委員会の構成は学部長が委員長となり、

他に委員として学科長、教学委員長、教育研究センター

兼担教員、学部長より委嘱された学部専任教員２名で

構成されるが、上記の間で兼務者がいるため、平成20

年度の発足以来当年までいずれも６名の体制となって

いる。

　学部専任教員の枠については、当初の委嘱より２年

が経過したことから、当年度初めに委嘱替えが行われ、

平成22年度末現在の構成は下記の通りである。

　　委員長　栗原信征（学部長兼メディアマネジメン

ト学科長）

　　委　員　谷崎敏昭（経営デザイン学科長）

　　委　員　中村光一（教学委員長、教育研究セン

ター兼担教員）

月 議 事 録 掲 載 の 項 目 内　　　　　　　容

５月 １．本年度経営情報学部FD委員会活動計画について
２．その他

１．年間予定の検討
　学部独自の授業評価の活用について

６月 １．授業評価アンケートの分析について
２．全学合同ピアレビューについて
３．教員研修会について

１．２つの案について検討
２．前月のセンター会議に関する報告
３．９月に授業アンケートについての分析結果の
報告会を実施

７月 １．授業評価アンケートの分析について
２．全学合同ピアレビューについて
３．教員研修会について

１．２つの案について検討
２．前月のセンター会議に関する報告
３．９月に授業アンケートについての分析結果の
報告会を実施

　　委　員　黒澤廣宣（学部長より委嘱）

　　委　員　植松盛夫（学部長より委嘱）

　　委　員　竹内芳衛（教育研究センター兼担教員）

２．活動状況
（1）年度当初の目標と計画

　当年度は、本学が大学基準協会による認証評価を受

審したことから、認証評価項目の当学部に関わる部分

については当委員会が対応に当たるとともに、授業の

質向上への取り組みを目標とした。

（2）定例の会議

　定例教授会が行われる毎月第一月曜日の２時限を利

用して当委員会が持たれた。しかし、委員長（学部長）

が入試連絡会議の議長を兼務しており、年度の後半に

は同時間帯に開かれる入試判定の会議に優先的に出席

する必要があることから、開始時間を後にずらして開

催した回もあった。

　それでも、平成20年度の８回、21年度の７回に対し

て、22年度は11回の委員会を実施することができた。

各月の検討項目および内容は、下記の表の通りである。
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８月 １．授業評価アンケートの分析について １．授業評価アンケートの標記の改善点について

９月 １．授業評価アンケートの分析について １．教員アンケートと授業アンケートのクロス集
計について報告

10月 １．認証評価実地視察について １．９月30日の視察について、委員長（学部長）よ
り報告

11月 １．教育研究センター運営会議について
２．教員研修会について

１．研究・教育の点検、自己評価について報告
２．本年度後期に実施するにふさわしいテーマの
検討

12月 １．後期ピアレビューについて １．後期は前期の実施状況を振り返る期間とする
ため実施しないことに決定

１月 １．卒業研究発表会について １．本年度試行的に実施する卒業研究発表会につ
いて報告

２月 １．卒業研究発表会について １．卒業研究発表会の反省と、次年度の体制につ
いて

３月 １．全学合同ピアレビュー検討会について １．検討会のあり方について検討

３．活動状況
（1）委員会自体の取り組み

　当年度の毎月の議事については上記の通りである

が、それらをまとめると

（ア）前月のセンター会議についての報告と学部委嘱

事項への対応策の検討。

（イ）学部独自のFD活動についての検討。

の２項を挙げることができよう。

　特に（ア）については、毎回のセンター会議の議事

内容が盛りだくさんであることから、FD委員会で同日

の教授会に報告すべき内容、および学部対応を依頼さ

れた事項の確認を行った。

（2）委員に委嘱された取り組み―（イ）該当項目

　①授業アンケート調査の分析

　　授業アンケートの結果を各教員が授業の向上に活

かすためには、より具体的な分析が必要と判断した。

そのため、教員アンケートを実施し、講義形式の科

目についてはいくつかのパターンに分け、それぞれ

詳細な分析を行った。パターンによっては、かなり

異なる結果が出たが、母数の問題もあり、次年度に

さらに詳しい分析を続ける予定である。

　②ピアレビュー

　　全学合同ビアレビューに参加し、７月12日から26

日までの期間に全教員の授業を公開するとともに、

２つの授業については全学検討会の対象授業とし

た。

　③教員研修会

　　９月６日（月）の定例教授会の後で、授業アンケー

ト分析に関する研究会を実施した。授業アンケート

について様々な視点から議論を行った。

　④卒業研究発表会

　　第１回の卒業研究の発表会を平成23年１月31日

（月）に開催した。これは、卒業研究の質の向上を図

り、論理的思考に基づいた論文作成が行われるよう

に、学部を挙げて意思統一を行っていくことが目的

である。

　　発表者は基本的には各ゼミ１名とし、305教室を

会場としてパワーポイントを利用した報告ならびに

質疑応答を行った。別に、報告者を含め各ゼミ所属

者全員が研究の要旨をA4判用紙１枚にまとめ、これ

を要旨集として発行した。また、卒業研究の内容を

ポスターにまとめるポスターセッションを合わせて

企画し、十数名が成果をA2サイズの用紙にまとめ、

それを学生ホールに展示した。
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４．活動の点検と評価
　21年度に比べると、FD委員会の開催数が増え、議論

をより深めることができたと言えよう。また、ピアレ

ビュー実施への協力、授業アンケートの分析、さらに

は新たに卒業研究発表会を開催するなど、授業の質向

上を目指した取り組みが活発に行われたといえよう。

　特に、卒業研究発表会はこれまで指導内容がばらば

らであると批判のあった４年生のゼミ科目「卒業研究」

の成果物について、受講生それぞれがどのような研究

を行っているかを明らかにすることによって、各教員

の指導の方針も統一され、提出物の質が向上すること

が期待され、所期の目標は達成できたと言えよう。

　一方、今回、発表会への学生の参加はもっぱら４年

次生にとどまり、次年度の作成に向けた３年次生の参

加がほとんどなかった点が課題として残った。３年次

生は自らの研究作成の参考にするうえで、参加が望ま

しい。

５．次年度に向けた課題
　全学ピアレビュー、卒業研究発表会の継続に向けた

システムの構築が必要となる。後者については、谷崎

経営デザイン学科長を座長として実行委員会方式での

運営を予定しており、それに３年生を加えることで、

彼らに主体的な参加を促すことを考えている。

　また、22年度では予定していた学生満足度調査につ

いての分析を十分行えなかったので、23年度で取り組

みたい。

　さらに、１，２年のゼミ科目についても指導方針を

統一していきたいと考えている。
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平成21年度看護学部FD委員会活動報告

看護学部　FD委員会 ● 高橋ゆかり

Ⅰ．はじめに
　看護学部FD委員会（以下FD委員会）は、2008年の

大学設置基準改正に伴い義務化されたことをうけ発足

し、組織的な取り組みを行ってきた。これまでのFD委

員会の主な取り組みは、授業評価のためのアンケート

活用、教員相互の授業参観の実施、教員研修会の開催

などである。本稿では、平成21年度に実施したFD委員

活動について、①学部内ピアレビュー、②教育に関す

る研修会、③研究に関する研修会についての報告を行

う。

Ⅱ．学部内ピアレビュー
１．ピアレビュー実施の概要

（1）実施期間：平成21年12月７日（月）～

平成22年１月22日（金）

（2）公開授業科目

　領域および授業の形態（講義、演習など）を問わず、

公開授業の希望者を募り、希望者の調整を行った後、

FD委員会が公開授業一覧と公開授業の授業案を、学内

イントラで情報提供した。

（3）授業参観の方法

　授業参観は領域の制限なく自由に参加できるものと

し、１教員１回以上とした。また、授業参観希望者は、

授業担当者側の配布資料等準備のために、授業担当者

に事前に申し出ることとした。

（4）授業担当者の準備

　公開授業を希望する教員は、FD委員会担当者に公開

授業科目名・日時の連絡をすると共に授業案を提出し

た。また、授業担当者用記録用紙を用いて授業内容を

学内イントラに掲載し、参観希望者からの連絡を受け

て参観希望者分の授業資料を準備した。

（5）授業参観者の準備

　学内イントラに掲載された公開授業科目の授業案、

授業参観者用記録用紙は各自印刷し使用した。授業参

観者用記録用紙は、ピアレビュー後に実施される意見

交換会の後に授業担当者に提出した。

（6）ピアレビュー後の意見交換会について

　ピアレビュー後の都合の良い時間に、授業担当者が

中心となり授業参観者と、15～20分程度の意見交換を

行った。意見交換にあたり、授業参観者は授業参観者

用記録用紙に必要事項を記入し授業担当者に提出し

た。また、授業担当者は意見交換の内容と、授業参観

者用記録用紙を参考にして、授業担当者用記録用紙を

記入し、意見交換会終了後に全ての記録用紙をFD委員

会に提出した。

（7）終了後アンケートの実施

　授業担当者と授業参観者に自記式のアンケートを実

施した。アンケート内容は、①授業担当者：公開授業

の時期、公開授業を担当した理由、今後のピアレビュー

方法等に関する意見・要望、意見交換会に関する意見・

要望等、②授業参観者：公開授業の時期、公開授業を

希望されなかった理由、今後のピアレビュー方法等に

関する意見・要望、意見交換会に関する意見・要望等

とした。

２．ピアレビュー実施結果

（1）公開授業科目

　授業担当希望者は１名のみであったため、FD委員会

で選出した２名を加え３名の教員に授業公開を依頼し

た。看護学部の授業内容の特殊性から、授業形態は演

習２科目と講義１科目であった。
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（2）公開授業の概要

授業科目 授業形態 配当年次 担当者 参観者数
母性看護学方法論Ⅱ 演習 3年次 A講師 8人
保健福祉行政論Ⅱ 演習 3年次 B准教授 4人
基礎看護学援助論Ⅰ 講義 1年次 C助教 5人

（3）アンケート結果

　公開授業後、意見交換会はおよそ15～20分程度実施

されており、公開授業後のアンケートでは、授業担当

者３名、授業参観者10名の回答が得られた。

１）公開授業担当者の回答

　公開授業の時期については、３名の回答が「適当」

「適当でない」「どちらともいえない」の三者三様であ

り、「先生方のコメントを早々に次の授業に活かせるの

で、もう少し早い時期がよい」「授業公開日を任意に選

べるとよい」などの理由が記述されていた。公開授業

を担当した理由では、「授業を他に公開することで、授

業の質を向上させ、学生にとってよりよい学習環境を

提供したいと常に考えているため」「学生の授業態度、

自分の授業方法に対して意見が欲しかった」「委員会よ

り依頼を受けて」などの回答であった。今後のピアレ

ビュー方法等に関する意見や要望では、「ピアレビュー

担当者となって大変勉強になったので、自主的参加で

はなく、全教員が前期・後期にわたり、担当者となっ

た方がよい」との意見の他、教員の参観態度や参観に

関わる手順等に対する要望が寄せられた。

　15分程度行なわれたピアレビュー後の意見交換会

については、「授業と授業の合間の時間なのでやむを得

ないと思う」という容認を含め、時間については概ね

適当の評価であった。意見交換の内容は、「今後の授業

の進め方、工夫、学生をどのように参加させるかにつ

いて、大変勉強になった」という意見があった一方、

「参観者の価値観や感想と受け止め、授業の質向上に結

びつかなかった」という回答も見られた。また、意見

交換会の運営に関する意見も寄せられた。

２）公開授業参観者の回答

　公開授業の時期については、「適当」「適当でない」

の評価が半数ずつに分かれた。「適当」の理由として、

「実習期間でないので参加しやすかった」などの回答が

多く、「適当でない」の理由では、学内の他行事と重なっ

たことからくる負担感の記述が多く見られた。公開授

業を希望しなかった理由では、「期間中に授業（講義）

がなかった」が最も多く見られた。今後のピアレビュー

方法等に関する意見や要望では、「いつでも自由に参観

できる形式」「全教員が公開授業を実施する」「ピアレ

ビューの機会を増やす」など積極的な意見が多かった。

　ピアレビュー後の意見交換会については、時間に対

する評価は「適当」「適当でない」に２分していたが、

内容については、「自分の授業の参考になる」「他領域

の先生方の考え方を聞く機会となる」など有効であっ

たとの意見が多かった。しかし、「１対１の意見交換を

充実させる必要もあったと思う」「参考にしたい内容も

随所に見られたので、じっくりお話を聞きたかった」

などの要望も寄せられた。

３）実施およびアンケート結果にみる今後の課題

　今回の看護学部ピアレビューの実施では、後期の短

い期間で実施となったことによる問題点もみられ、今

後のピアレビューのあり方を検討していくにあたり、

①目的・ねらいの教員間の共有、②看護学部の特徴で

ある演習授業への参加方法、③看護学部としてのピア

レビューの位置づけ、④ピアレビューの方法・時期、

⑤授業者用・参観者用記録用紙について、⑥意見交換

会の方法について等の課題が見いだされた。

Ⅲ．教育に関する研修会
１．第１回教員研修会

（1）日時：平成21年９月３日（木） 10時～15時30分

（2）場所：5Fコミュニティケアセンター

（3）目的：教育における種々の問題点を共有し、教育・

指導のあり方について検討する。

（4）内容：午前の部では各領域で捉えている教育上の

問題点を発表し、午後の部では午前の部で

取り上げられた問題点に関して、グループ

ワークを行い発表した。

（5）グループワークの発表内容
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１）１グループ：基礎学力の向上に向けて

　学生の現状を検討すると、基礎的なリテラシー（読

み書き能力）が低い、考える力が弱い、感じる力が弱

い、人間関係が構築できない、コミュニケーション能

力が低下、学力格差がある、勉強方法がわからない等

の問題点が見いだされた。これらを踏まえ、教員は自

分たちの常識（これはわかるだろう、これはするべき）

を取り去り、学生のニーズやレディネスに応じた対応

が必要であり、教材の与え方、説明するときの言葉の

選択等、学生に合わせていく必要性があることを確認

した。また、大事な事は何度も繰り返し、成功体験を

させるなど学生のニーズに合わせたり、学生同士のつ

ながりを深めるような工夫をする必要性も課題となっ

た。

２）２グループ：実習に臨む基盤づくりについて

　１年次の基礎看護学では相当な時間数が看護技術の

演習として組み込まれているが、基礎実習から領域実

習までの約１年半は実習から離れているため看護技術

が未熟であり、積み上げていく技術教育が必要である。

また、領域実習は学内演習を行なうための時間がほと

んどないが、実習の中に学内日を設け技術演習を行

なったところ、レディネスの把握ができた。このこと

から、３年次に実習前技術チェック試験などで技術水

準を確保するなど、４年制大学であるからこそ高い看

護実践能力を求めて教育する必要性がある。また、指

示待ちの学生が多いことを踏まえ指導することが必要

であるなど、学生自身がどうなりたいかを問いかけ、

それに向かうべく学習方法を提示し、学習方法を理解

出来るように働きかける必要性を確認した。しかし、

学生の学力差が著しく、学習到達目標の設定が難しい

等、学力低下に伴い教育を困難にする問題点も多く指

摘され、看護技術の習得には解剖生理など基礎的な理

解を含め反復練習し、危険のないよう最低限のレベル

に到達していくようにする必要がある。

３）３グループ：領域間の教育内容の共有について

　各領域で捉えている問題を、領域間で共有していく

ことが必要であるが、現状では領域間の教育内容の討

論の場がない。他領域で学んだ内容を知ることは自分

の教育にも役立ち、さらに上武大学の学生のレベルに

会わせた教育をするためにも、他領域との連携が必要

である。特に実習指導においては、前の実習はどうで

あったかなどの情報提供することは次の実習への橋渡

しとなり大事であるため、情報共有の場を設けてほし

いという意見も出ている。また、授業で教えたことが

どのように活かされたか、進度に合わせた情報交換の

必要性を確認した。

（6）参加者：午前の部　17名（参加率：73.9％）

　　　　　　午後の部　16名（参加率：69.6％）

（7）アンケート結果

　【問】今回の研修会はいかがでしたか？理由もお書

きください。

理由

・自分の教育方針を振り返る機会になった。

・他領域の状況が分かり有意義な時間だった。

・日頃考えていた問題について共有できた。

・他領域の先生方と率直な意見交換が出来たことが大

変良かった。

・他領域の現状、問題点を知る機会となった。

・教員間のコミュニケーションを図ることが出来た。

・目的が大きすぎてグループワークもぼんやりしたも

のになったと感じた。

２．第２回教員研修会

（1）日時：平成22年１月28日（木）　10時～12時

（2）場所：5Fコミュニティケアセンター

（3）目的：ピアレビューを振り返り、教育力を高める

ために有効なピアレビューのあり方につい
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て考える。

（4）内容：FD委員による今年度ピアレビューの総括に

引き続き、ピアレビュー実施者による感想

および課題等が発表された。その後「教育

の質を高めるために」をテーマにグループ

ワークを行い、今後のピアレビューに向け

ての課題を検討した。

１）公開授業担当者による実施報告

　公開授業の担当者から、実施後の感想やピアレ

ビューのメリット・デメリット、ピアレビューに期待

することなどの報告がなされた。報告の主な内容は、

「普段の学生の様子を参観してもらい、教員・学生共に

良い緊張感となった」「参観者の先生方から貴重な意見

が聞け、今後の教授方法の参考になった」という肯定

的な意見の他、「授業案の記載事項が多く負担であっ

た」「実施期間が短くエントリーしにくい」「様々なス

タイルでの参観があるが、授業担当教員の意図に協力

してほしい」「いつでも参観できるようにしていただき

たい」など、今後の課題となる意見も多くあった。

２）グループワーク

　公開授業担当者による実施報告をうけ、ピアレ

ビューを活性化させていくことを目標に、「教育の質を

高めるために」のテーマでグループワークを実施した。

グループワークでは公開授業担当者を囲み、ピアレ

ビューの結果を今後に向けて、有効に活かすためには

どのようにしていく必要があるか、また、より効果的

なピアレビューの実施方法はどのようなものであるか

等を検討した。

　グループワークの討議結果では、ピアレビューの結

果を今後に活かすためには、授業後の意見交換会が有

効であり、観察の視点をもとに意見交換を進行するな

ど、意見交換会を充実させることの必要性が多く報告

されていた。また、「自分の授業にどう取り入れていき

たいか」との視点で意見交換することで、参観者も自

分の授業を見直す機会となり有効であるとの報告がさ

れた。また、ピアレビューを活性化させるためには、

事前に授業担当者に参観の意思を伝えることでいつで

も授業参観できるようにするなど、ピアレビューの手

続きを簡略化し、日常に取り入れる工夫が必要である

との意見があった。しかしその反面、授業案に講義か

演習、選択か必修、学生人数、参観時のお願いなどを

明記し、授業者と参観者が共通認識することで、観察

者も目的をもって参観できるようにする必要があると

の意見もあった。

（5）参加者：20名（出席率：87.0％）

（6）アンケート結果

　【問】今回の研修会はいかがでしたか？理由もお書

きください。

理由

・実施者の意見が詳しく聞けた。

・具体的なグループワークが有意義でした。

・プログラムの立て方がとても良かった。

・それぞれの先生方の具体的な考えが聞ける良い機会

だった。

・ピアレビューの今後のあり方を建設的にグループ

ワークで話し合え良かった。

・ピアレビューのまとめ的な意味もあり、参加できな

かった授業の様子も把握できた。

Ⅳ．研究に関する教員研修会
１．実施時期：９月度、11月度、３月度の

教授会終了後

２．場所：6F　カンファレンスルームＢ

３．目的：各教員の関心・研究領域等を知り、教員間

の交流を深めると共に、学内共同研究等の

動機づけを目指す。

４．実施方法：15分程度で研究活動等に関する紹介や
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報告を実施した。発表内容および方法

は任意とし、毎回２～３名の教員が実

施した。

５．実施実績：教授７名

６．アンケート結果

　【問】今回の研修会はいかがでしたか？理由もお書

きください。

理由

・他の先生の、研究の視点など知ることが出来た。

・先生方の日頃みることのできない一面を見ることが

出来た。

・それぞれの個性あるお話だった。

・たくさんの経験・研究から見えてきた人柄や生き方

を知る機会になった。

・型にはまらない自由なテーマでの発表が先生の人柄

を表していた。

Ⅴ．総括
　平成21年度のFD委員活動は、学部内ピアレビュー、

教育に関する研修会、研究に関する研修会の３本柱で

実施した。

　学部内ピアレビューは教育研究センター主催の全学

ピアレビューとは別に実施している。看護学部は４年

次生の臨地実習指導のため、前期においては多くの教

員が実習施設に出向いており学内に不在になることが

多い。そのため学部内ピアレビューは後期に実施する

ことを余儀なくされている。また、後期授業は看護学

部の特徴から演習を主とした授業か多く、ピアレ

ビューを行うのには必ずしも適しているとは言い難い

との声も聞かれていた。それらを受け、教育に関する

研修会でもピアレビューのあり方を検討した。研修会

では公開授業担当者と公開授業参観者の両者の立場か

ら意見交換を行い、ピアレビューを活性化させていく

ために必要な課題を見いだすことができた。また、教

育における種々の問題点を共有し、教育・指導のあり

方について検討することを目的に行われた研修会で

は、領域を超えた情報交換が必要であることを確認し

あえた。

　研究に関する研修会では、教授７名による研究分野

の紹介などが行われた。普段は話題にならない各先生

の研究や関心分野に触れ、共同研究のきっかけとなっ

たとの報告もあった。本研修会は今後も継続を希望す

る声が多く、研究に関する意欲を高めるだけでなく、

教員間の交流の場としても有効であった。

　これらの結果を踏まえ、課題の解決にむけた検討を

継続して行っていくことが必要であり、恒常的なFD活

動に繋げてきたい。

101

上武大学教育研究センター年報　2010　No.4



上武大学大学院経営管理研究科　授業アンケートの分析

経営管理研究科　FD委員会　ビジネス情報学部　准教授 ● 中村　宗之

１．はじめに
　大学院経営管理研究科「授業アンケートの分析」で

は、平成20年度に実施された学生に対する授業アン

ケートの分析を行い、大学院における教育の質の向上

を今後目指していくにあたり、議論や検討のための素

材提供を意図した。

　アンケートに回答した大学院生の内訳は、１年生が

高崎キャンパス12名、東京サテライト14名、２年生が

２．アンケートの項目
（1）あなたがこの科目を受講した理由を、次から選んでください（複数回答可）。

　　⑤必修または選択必修科目だった　　④科目内容に関心を持った

　　③他に選択すべき科目がなかった　　②友人に勧められた　　　　　　①その他

（2）この授業にどれくらい予習や準備をして臨みましたか。

　　⑤３時間以上　　　④２時間程度　　③１時間程度　　②30分程度　　①しなかった

（3）復習はどれくらいしましたか。

　　⑤３時間以上　　　④２時間程度　　③１時間程度　　②30分程度　　①しなかった

（4）授業の進行度はどうでしたか。

　　⑤非常にはやい　　④はやい　　　　③適切　　　　②遅い　　　①非常に遅い

（5）この授業の内容は理解できましたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（6）授業の構成はまとまっていましたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（7）この授業の教え方はわかりやすかったですか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（8）教科書、資料、ビデオなどの教材の利用は授業理解のうえで役に立ちましたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（9）この授業の教え方は熱意が感じられるものでしたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（10）専門分野に関する有用な知識が得られましたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

高崎キャンパス10名、東京サテライト11名であった。

参考までに、コース別の所属院生は、経営管理８名、

会計システム６名、情報システム２名、流通・経済６

名、金融と経営25名であるが、アンケートでは回答者

の所属コースは調査していない。下記の調査結果にお

けるコース分けは、授業科目から分類したものである。

なお、情報システムコースの科目は回答者が一人のみ

であったため、下記のコース別集計からは除いている。
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（11）この授業は総合的にみて満足できるものでしたか。

　　⑤強くそう思う　　④そう思う　　③どちらともいえない　　②そう思わない　　①まったくそう思わない

（12）この授業について、良い点や悪い点など上の質問項目では回答できなかったことや感想など自由に書いてくだ

さい。

３．アンケートの結果
（1）大学院全体およびコース別の各設問の平均値

（5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） 回答総数

大学院全体 3.96 4.23 4.35 4.24 4.51 4.34 4.39 82

経営管理コース 4.26 4.52 4.59 4.59 4.63 4.63 4.56 27

会計システムコース 3.89 4.22 4.56 4.44 4.56 4.56 4.56 9

流通・経済コース 4.33 4.33 4.83 4.67 5.00 4.50 4.67 6

金融と経営コース 3.72 4.00 4.08 3.90 4.36 4.08 4.21 39

　（回答⑤を５点、以下同様に①を１点として数え、計算した平均値である）

（2）設問5「この授業の内容は理解できましたか」について

⑤ ④ ③ ② ① 回答総数

大学院全体 20.73 60.98 13.41 3.66 1.22 82

経営管理コース 44.44 44.44 3.70 7.40 0.00 27

会計システムコース 0.00 88.89 11.11 0.00 0.00 9

流通・経済コース 33.33 6.67 0.00 0.00 0.00 6

金融と経営コース 7.69 64.10 23.08 2.56 2.56 39

　（回答総数に対する当該選択肢の回答割合を、パーセントで示している）

４．分析とまとめ
　報告時間に制約があるため、アンケート結果の中か

ら、上記のように設問５～11についての大学院全体お

よびコース別の平均値と、設問５の回答割合を取り出

し、分析した。

　まず「（1）大学院全体およびコース別の各設問の平

均値」を見ると、設問５～11について全体としてかな

り高い評価が与えられており、大学院の教育内容に対

する受講生の信頼を感じることができる。その上で、

金融と経営コースが各設問について他のコースより低

い評価となっている傾向があることや、設問５が全体

として他の設問よりも低い評価となっていることが、

やや目立つといえる。

　そして、設問５「この授業の内容は理解できました

か」の結果を見ると、金融と経営コースは選択肢③＋

②＋①の回答割合が28％となっており、平均値からも

うかがえるように、他のコースと比較して授業の理解

度に関する学生の評価が低めであることが分かる。金

融と経営コースに関して同様の回答割合を他の設問に

ついても見ると、すでにふれたようにデータの詳細は

掲載しないが、設問７（18％）、８（18％）、10（28％）、

11（18％）でも他のコースと同じ傾向にある。

　他の設問については、予習時間について会計コース

では比較的多く、他のコースでは少ないこと、金融と

経営コースは予習・復習ともに少ないことなどがわか

る。
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　金融と経営コースが設置されている東京サテライト

大学院はすでに募集を停止しているが、当時社会人の

院生が多く在籍し、このことが上述の結果に影響して

いることが考えられる。大学院において社会人の受け

入れは今後も継続し、また受入数が増加していくこと

も見込まれることを鑑みれば、受講生の資質等に留意

し、授業内容と受講生の理解度との関係に注意を十分

に払い、授業を工夫していく必要などがこの結果から

くみ取られるべきであろう。

　授業アンケートは教育の質の向上や、教員の教育力

の強化を目的として行われるものであり、評価結果を

実際の教育内容の改善に結び付ける意識的な取り組み

が教員に求められる。そのためには、アンケート自体

も、設問を見直したり、学生の属性に関する情報も記

入項目にするなど、授業改善の参考として用いやすい

内容になるよう適宜検討していくことが今後も必要で

ある。またその中で、学生による評価がどのように変

化しているかという通時的な分析を行い、教育内容の

改善とリンクさせていくことが大切であろう。
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マインドマップの可能性を探る～SD研修からの発展～

高崎キャンパス事務室　就職課主任 ● 大塚　弓子

１．はじめに
　本稿は、平成22年６月28日（月）上武大学教育研究

センター主催の平成22年度上武大学教育討論会 ～教

育の連続性～ において「FDとSDのコラボレーション

による教育の質向上」の一部として発表をした内容を

基にしている。この発表では３月に行われた「FD・SD

プログラム研修」の報告として、研修で学んだなかか

ら特に「マインドマップ」を取り上げた。

　本稿の構成は以下の通りである。「１．はじめに」に

おいて、「FD・SDプログラム研修」の概要について簡

単に触れた。「２．マインドマップの可能性」では、マ

インドマップの基本図式から始まり、いくつかの活用

例を取り上げた。マインドマップの効果や今後の課題

について触れ、マインドマップと教育討論会のテーマ、

SDとの関連の意味についての考察を行った。「３．おわ

りに」では、学生の質を高めるためのマインドマップ

の活用の意味について、日ごろのキャリアサポート室

の業務から考えられることについて述べた。本稿の目

的は、マインドマップの様々な可能性を提示すること

で、大学での活用を提案するものである。

　「人は「考え方」を手に入れたとたん、頭が良くなる

生き物である。」NHKテレビの「テストの花道」のサブ

タイトルである。「考え方」が手に入らなかったときは、

頭が悪かったか、ということではなく、もともとの頭

の能力を十分に活用していなかった、ということであ

ろう。「テストの花道」では、テストにおいてより成果

を上げる方法、成績を上げるためのあらゆる方法が紹

介されている。「勉強ができる」ようになるためには、

いろいろな要素が必要である。時間の使い方、集中の

仕方、記憶術、自分の意見をまとめる力、発表する力

等、番組は高校生を対象としているが、大学生・就職

を控えた学生・社会人にも参考になる点が多い。番組

では「成果を上げる」「問題を解決する」ためのさまざ

まな「方法」が紹介されており、高校生の体験を通し

てその「方法」の効果を目のあたりにすることができ

る。

　平成22年３月２・３日の二日間にわたり文部科学省

学生支援プログラム事業として実施された「FD・SDプ

ログラム研修」では大学教職員として、業務に役立つ

いくつかのビジネススキルについて体験学習すること

ができた注１）。簡単にふりかえってみる。学んだスキル

は、「クリティカルシンキング」・「ハーバード交渉術」・

「コーチング」・「マインドマップ」・「セッション」であ

る。クリティカルシンキングでは、演繹法・帰納法の

二つを学び、実際にある問題について考えた。ハーバー

ド交渉術では、「相手も良い・自分も良い」という win-

win の関係になる交渉術を学んだ。コーチングでは、

「答えは相手のなかにある」という大前提のもとに、

GROWモデル―Goals（目標）・Reality（現実）・Options

（選択肢）・Will（意志）―この４つの質問をぐるぐる回

すことで、相手から気づきをひきだす方法を演習した。

マインドマップでは、まず個人でマップを作成した。

次にマインドマップを活用して、ブレーンストーミン

グ行い、マインドマップが短時間で意見を出し合いま

とめることに非常に効果的であることを実感した。

セッションでは、ファシリテーションのルールをもと

にグループでそれぞれの問題について議論を行った。

研修は基本的な解説の後は、グループごとに行う演習

を中心に進められた。限られた時間の中、与えられた

課題に対し、自分の意見を発表することが求められた。

　この研修で私が得たこと、感じたことは大きく次の
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４点である。１．人間として生まれたからには、頭を

使おうと素直に思った。２．時間制限のある演習を行

うことで集中力や目的達成の力が高まった。３．方法

やルールは行動の支えとなり、うまくいった時の自信

につながった。４．体験から得たことは貴重である。

うまくいった、いかなかったという感情を伴うことに

より、次への力（次はこうしたい）が生まれるのである。

　参加者の中で、特に反響の大きかったのはマインド

マップであった。私自身も大変興味のあることなので、

今回の発表でもとりあげた次第である。

２．マインドマップの可能性
（1）マインドマップとは

　マインドマップについては、トニー・ブザン著の『ザ・

マインドマップ』に詳しい注２）。マインドマップは、一

言でいうと「頭の中の見える化」である。基本図式は、

白紙の紙の中央に楕円を書きその中にテーマを書く。

そこから枝（ブランチ）を伸ばし、そのテーマごとに

関連した項目を書き次々に広げていくものである。基

本図式は「まんなかテーマでブランチ右回り」（キャッ

チコピー①）と覚えておきたい。テーマは何でもよい

のである。準備するものは、白い紙・カラーペン・脳

である。マインドマップの良い点は、どんどん広がる

楽しさである。

（2）マインドマップの活用例紹介

　教育討論会の発表にあたり、「FD・SD研修会」を発

展させる形で、研修会に参加した事務職員数名に協力

いただき調査を行った注３）。調査の目的は、研修会で学

んだマインドマップが、日常のどんな場面で使えて、

どんないいことがあり、今後さらにどのように使いた

いかなどを把握することにある。調査に関し、提出い

ただいたものは①マインドマップ１枚、②マインド

マップ効果測定シートの２点である。①のマインド

マップは業務に関することなら何でも自由に作成して

いただいた。②のマインドマップ効果測定シートは、

フォーマットを作成しそれに記入をいただいた。項目

は、作成したマインドマップについての「作成状況」

「振り返り」「これから」の三つを設け、「作成状況」で

は、テーマ・目的・方法（１人で作成か集団か）・作成

者（関係者）・作成日について記入し、「振り返り」で

は、作成者のマインドマップを作成しての感想・気づ

いたこと等を記入する欄とした。「これから」では、作

成を通しての今後の課題・次回作成してみたいもの等

を記入していただいた。このシートは、具体的な数値

のデータを取るものではなく、感想や気づいたことな

どを自由記述してもらうシートとした。「効果測定シー

ト」をまとめたものを章末に掲げた（表１）。

（3）効果と課題

　①効果

　その１　多様な活用が可能

　　表１にあるように、業務や勉強の様々なシーンで

活用が可能である。内容的に大枠で捉えてみると「情

報整理」「情報からのアイディア出し」の２つに分け

られそうである。それぞれの内容においてマインド

マップの力が十分発揮されている。（表１「振り返り

（感想・気づき）」欄参照）。

　その２　マインドマップパワー

　　マインドマップが持っている力を仮にこう呼んで

みるとすると、次の４つの力があるだろう。

　〔1〕一目で分かる … テーマに関する関連事項が一

枚におさめられることによって関連性・重要性

が浮き上がり、新たな連想も生まれる。

　〔2〕効率的 … コンパクトにまとまり、スピード作成

も可能である。

　〔3〕気づきを誘発する … 学生の指導の際にコーチ

ングと併用するとプラスの効果が大きい。

　〔4〕経験して初めて分かる … とにかく手を動かし

て書いてみるとマインドマップの良さが分かる。

②課題

　◎集団としての活用への模索

　　今回作成してくれた職員全員が、一人での作成で

あったが、これを集団へと広げていけると、また

新たな可能性が出てくると思われる。マインド

マップの集団での活用を進めていくためには、マ
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インドマップに関する共通理解と活用を習慣化さ

せていく協力体制が必要であろう。集団としての

活用が広がっていけば、職員の相互理解も深まり、

業務の効率化も進められ、有機的な集団となって

いくと思われる。

　◎学生の活用へのすすめ

　　学生への積極的活用も進めたい。それにはまず、

マインドマップを知ってもらうこと、作成への動

機付け、作り方へのアドバイスが必要である。作

り方という点では、学生はブランチの取り方に迷

うようである。

　　これには、「テーマに関して目次を作るように」、

「5W1Hをブランチにしてみる」、「ひたすら『な

ぜ？』を問い続けてみる」、などのアドバイスが有

効ではないかと思われる。作成への動機付けとし

ては、学生にとって最大の魅力は、「あなたの頭が

良くなる！」（前出トニー・ブザン著／『ザ・マイ

ンドマップ』の帯文）ではないだろうか。自分自

身の能力の引き出し方を知っておくことは、長い

人生で断然有利である。

（4）展望

テーマとの関連性

　最後にマインドマップとテーマとの関連性について

みておきたい。まず、SDとの関連である。

　SDとはStaff Developmentのことで、職員の可能性

の開発という意味であるが、孫福　弘氏は、Ｓには、

Studentも入れるべきである、と説いている。「学生の

可能性の開発こそが、大学の最終ミッションであるか

らである。職員のSDは学生のSDを実現するためにな

くてはならない手段という位置づけをしている。そし

て、可能性の開発には、個人と集団の二つのレベルが

ある」としている。マインドマップは個人での作成、

集団での作成ともに効果のあることは、研修でも体験

したことである。マインドマップを使い様々な活動を

試みるのならば、教職員相互、学生相互、教職員と学

生間といった様々な層での個人の能力開発、集団の能

力開発が可能になっていくだろう。

　平成22年度の教育討論会のテーマ「教育の連続性」

との関連はどうだろうか。マインドマップはそもそも

「連続」していく構造的な特徴がある。真ん中のテーマ

設定に続いてブランチは連続しざまざまな方向に伸ば

していくことができる。

　問題解決のために問い続けていくこと、目標達成の

ために継続していくことは重要である。ここでもマイ

ンドマップはシンプルな構造であるがゆえに無限の力

をを発揮することになる。

　ここでマインドマップのシンプルな構造が生み出す

効果をもう一度整理しておきたい。

　マインドマップには構造的特徴と質的特徴がある。

構造的特徴は、無限に広がり、俯瞰的な視点が得られ

ることで、テーマにおける関連性を見出すことができ

る。これは問題点・重要点の抽出に役立つ。そこから

未来への展望が開ける。質的特徴には、マインドマッ

プには色や形からくるリズムやスピードがあり、これ

らは創造性をふくらませ生き生きとした活動へとつな

がっていく。未来への展望と生き生きとした活動が大

学内でおこなわれたら、これは大学にとっての発展へ

の原動力である。ぜひ、多くの方にマインドマップを

作っていただきたい。これが発表の目標であった。最

後にそのための（キャッチコピー②）を紹介した。「真

ん中テーマに　ブランチ右回り　なぜなぜ　問いかけ　

できあがり」白い大きな紙を前にしてこのキャッチコ

ピーを呟くならば、自然にマインドマップができてく

るだろう。問い続けることは未来へのまなざしである。

生き生きとした活動が大学のあちこちでみられたらど

んなに素敵であろう。と夢を語り発表をしめくくった。

３．おわりに
　私とマインドマップの「出会い」は、就職課員になっ

た後の2005年であった。いろいろなことについて何か

良い方法はないかと図書館で色々探していた頃だっ

た。これこそ私が求めていたノート法であると喜びを

感じたと同時に、これまでマインドマップを知らな

かった時間を悔やんだ。だが、いつのときも大切なの

107

上武大学教育研究センター年報　2010　No.4



は「これから」である。その後、学生への情報提示や

自分の業務整理などに活用し、今では仕事や生活に欠

かせないものとなっている。

　キャリアサポート室において学生と接し感じる範囲

のことであるが、学生自ら情報を得て活用していくこ

とに慣れていないようである。少し触手を伸ばせばす

ぐに情報が取れるところにあるのに、情報の取り方・

活用の仕方を知らないばかりに、学生が悩み先へ進め

ない状況をしばしば見受けるのである。大学時代には、

学生一人ひとりが将来しっかりと自立していくための

知恵をつかんでいってほしいと思う。問題解決するた

めの「考え方」を手に入れることは賢く生きていくた

めの知恵の一つであると思う。

　冒頭のNHKの「テストの花道」の「サブタイトル」

には続きがある。「人は「考え方」を手に入れたとたん、

頭が良くなる生き物である。キミに出来ないはずがな

い」という力強いエールでしめくくられている。

　マインドマップは、情報の整理と情報からアイディ

アを引き出す創造性において、威力を発揮するスキル

である。この「考え方」一つを身につけるだけでも、

社会人として生きていくための一つの大きな強みにな

るはずであると私は考えている。

　最後に、本原稿のまとめのマインドマップを添付し

ておく（図１）。

注１）文部科学省学生支援プログラム事業として実施

された「FD・SDプログラム研修」は、平成22年

３月２日・３日の２日間に亘り、ホテルメトロポ

リタン高崎にて行われた。受講者数は、教育職員

10名・事務職員10名の合計20名。講師は、株式会

社セールス・ユニバーシティ　代表取締役　金子

重芳氏。
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注２）マインドマップは英国 Buzan Organisation Ltd.

の登録商標である。本稿文中の登録商標記号は省

略した。

注３）この調査にあたり、SD研修受講者のうちご協力

いただいた職員は下記の７名である。（順不同・

職名は平成22年６月現在の職名である）法人本

部・若山大介経理課主任、法人本部・大澤隆志シ

ステム課係長、大学本部・山田智彦入試課主任、

伊勢崎キャンパス・石川秀次教学課係長、高崎

キャンパス・下村大二郎教学課主任、高崎キャン

パス・貫井健一教学課員、高崎キャンパス・高橋

佑美教学課員。

参考文献

・山本眞一・村上義紀・野田邦弘　編著『新時代の大学

経営人材　―アドミニストレーター養成を考える―』

　ジアース教育新社、2005年より、第１部「大学アド

ミニストレーター養成の基本問題」第２章・私立大

学における課題と展開　③SD理論と実践（上）孫福　

弘　執筆

・トニー・ブザン、バリー・ブザン著、神田昌典訳、

『ザ・マインドマップ　脳の力を強化する思考技術』

ダイヤモンド社、2005年

参考Webページ

・「テストの花道」www.nhk.or.jp/hanamichi/

　NHK、平成23年９月30日
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マインドマップ効果測定シートのまとめ　平成22年6月 （表1）

作
成
状
況

作成者 教学課職員 教学課職員 教学課職員 システム課職員 就職課職員 教学課職員 入試課職員 学生（4年生）

テーマ 成績処理 委員会記録 教学業務処理
Web履修登
録時における
処理

ガイダンス記
録 大　学 学生を増やす

には？
志望動機をさ
ぐる

目的 業務整理
会議中のメ
モ、まとめと
して

業務の改善点
があるか分析
する

処理実行の記
録

ポイントをひ
と目で学生に
伝える

大学の役割を
追究すること

案・方向性を
まとめるため 履歴書作成

方法 一人で作成 一人で作成 一人で作成 一人で作成 一人で作成 一人で作成 一人で作成
指導の下
学生一人で作
成

振
り
返
り

感想・
気づき

何をどのよう
な順序で進め
るか頭の中を
整理すること
ができた。

マップの作成
により、テー
プも要所要所
を聞くだけで
済んだ

業務の流れが
一目でわかる

頭の中がビ
ジュアル化さ
れるのでポイ
ントやつなが
りが分かりや
すくなる

頭の中がスッ
キリした。時
間を置いてか
ら見直しても
当時のことが
よみがえる。

直感で書き、
時間をかけな
いことにも重
点をおいた

同じキーワー
ドが何度も出
てきた（就職・
学生満足度）
重要点と再認
識した

自分に問いか
けながら作る
ことで、かく
れていること
が出てくる

こ
れ
か
ら

今後課題

教学課5人で
5通り作ると
モレ・ダブリ
のチェックに
なる

自分で分かれ
ばよいので記
号などを用い
て速記したい

マインドマ
マップを作成
する時間を作
り、業務に活
かす

他人が見ても
分かるマップ
作り

学生に作って
みるよう勧め
たい

インスピレー
ション

考えを書きな
ぐったものな
ので具体的方
策が弱いよう
に感じた

受験勉強や仕
事に出てから
も使えそう

次回作成 学位記授与式
関連業務

1ヵ月ごとの
予定表をま
とめ業務の
チェックリス
トとしたい

未定
年に1回程度
の業務の整理
に活用したい

就職活動のポ
イントをまと
めたい

学生の進路・
就職指導の際
の一つの手段
になる

必要に応じて
作成したい

今後の履歴書
作成にも使う

内
容
枠

（大枠） 情報整理 情報からアイディアを出す



いせさきものづくりネット

経営情報学部　准教授 ● 樽井　勇之

１．はじめに
　本論文では、伊勢崎市が実施した、（1）製造業の活

動を支援する伊勢崎市事業者情報発信システム「いせ

さきものづくりネット」作成事業、（2）平成22年度地

域・大学連携モデル事業として委託された「ものづく

り企業の販路拡大のためのインターネット活用策の研

究」について述べている。

　伊勢崎市では、地域産業の活性化、文化の振興、人

材育成を図ることを目的に、平成18年に伊勢崎市ひと

づくり・ものづくり連携協議会を設置している。協議

会における構成委員は、伊勢崎市をはじめ、伊勢崎商

工会議所、群馬伊勢崎商工会、伊勢崎織物協同組合、

JA佐波、JA赤堀、東京福祉大学、上武大学である。「い

せさきものづくりネット」作成事業は、平成22年10月

に公開することを目標に、構成委員を中心に調査研究

が進められた。

　群馬県では、地域の課題を大学と連携して解決する

ため、地域・大学連携モデル事業を実施している。伊

勢崎市は平成22年10月に公開予定の「いせさきものづ

くりネット」について、サイト構築後の運営改善を大

学と連携して実施するため課題提案を行い、平成22年

度に上武大学と連携協力しながら研究活動を開始させ

た。

　本サイトの目的は、事業者ポテンシャル再発見、事

業者間ネットワーク強化、事業者・市・商工団体主体

の情報発信であり、ポータルサイトとしてインター

ネット上で広く市内製造業を公開することがねらいで

ある。以下、２章では、製造業支援ポータルサイトの

基本的内容について述べた。３章では、平成22年10月

１日に開設した「いせさきものづくりネット」［１］に

ついて、地域・大学連携モデル事業として研究活動の

中心となるアクセスログ解析について、平成23年１月

までの傾向について述べた。

２．本サイトの基本的内容
２－１　ターゲットと目的

（1）ターゲット

　本サイトのターゲット（想定している閲覧者）は以

下に挙げる者である。

　　 事業者

　　 消費者

　ここでは、事業者と消費者の定義について述べる。

　事業者とは、伊勢崎市内の製造業をいう。

　消費者とは、市内、市外を問わない一般の利用者で

あり、潜在的に発注者となりうる潜在顧客である。

　市とは、平成22年度ポータルサイト開設段階では伊

勢崎市経済部商工労働課であり、現在は伊勢崎市経済

部企業誘致課（平成23年度）を指す。商工団体とは、

伊勢崎商工会議所、群馬伊勢崎商工会を指す。

（2）ポータルサイトの目的

　本サイトの目的を以下に列挙する。

　　①事業者ポテンシャル再発見

　　②事業者間ネットワーク強化

　　③事業者・市・商工団体主体の情報発信

　　　°事業者データは事業者の手により迅速・簡易

に更新できる事

　　　°市・商工団体は支援事業・支援イベントなど

を事業者に迅速・簡易に広報できる事
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２－２　取り扱う情報

　本サイトが取り扱う情報は主に以下の５点となる。

　　①市内事業者の基本情報

　　②市内事業者の保有する高い技術力に関する情報

　　③企業間取引（ビジネスマッチング）の進展を図

るための情報

　　④企業・消費者間取引の活性化を図るための情報

　　⑤市・商工団体が提供する企業支援策の情報

２－３　主なコンテンツ

　主なコンテンツを「事業者（登録事業者）から消費

者へ向けたコンテンツ」と「市や商工団体から事業者

へ向けたコンテンツ」に分けて以下に挙げる。

（1）事業者（登録事業者）から消費者へ向けたコンテ

ンツ

　　 事業者データベース（事業活動）

　　　°事業者の基本情報…事業内容、資源、特性、

住所（地図）、自社URL

　　　°事業者のアピール、得意とするもの

　　　°ニーズ情報（探しています・技術連携・アウ

トソーシング）

　　　°シーズ情報（技術情報・連携・受託開発）

　　　°商品、サービス紹介、逸品情報、新製品入荷、

特価販売

（2）市や商工団体から事業者へ向けたコンテンツ

　　 情報提供

　　　°事業者向け支援メニュー（市より）

　　　°広報（お知らせ）

　　　°一斉メール（メールマガジン）

　　　°企業誘致情報

　　　°県や国の支援事業紹介（紹介とリンク）

２－４　主な機能と特徴

　本サイトの主な機能を以下に３点まとめる。

　　①事業者ポテンシャル再発見のための機能

　　　 事業者・消費者のための機能

　　　　°検索機能…業種（日本標準産業分類中分類）

及び加工技術ごとに整理・検索

　　　　°企業立地マップリンク機能…マップから当

該企業ページへリンク

　　　　°メール配信機能・一斉メール配信機能…登

録事業者のメールアドレスは非公開

　　　　°新規登録事業者申し込みページ…電子メー

ル、FAXでの申し込み

　　②事業者間ネットワーク強化のための機能

　　　 事業者・登録事業者のための機能

　　　　°メール配信機能・一斉メール配信機能…登

録事業者のメールアドレスは非公開

　　③事業者・市・商工団体主体の情報発信のための

機能

　　　 登録事業者のための機能

　　　　°メール配信機能・一斉メール配信機能…登

録事業者のメールアドレスは非公開

　　　　°無料相談メール送信機能（登録事業者のみ

が相談可能）

　　　　°マイページ機能（データの更新・削除）

　　　 市・商工団体のための機能

　　　　°メール配信機能・一斉メール配信機能（登

録事業者へ向けて）

　　　　°管理者機能（市）

　　　　　 全データ管理（更新、表示停止機能、削

除、IDパスワード発行、CSVデータ出力）

　　　　　 新規事業者登録（IDパスワード発行）

　　　　　 メール配信機能・一斉メール配信機能（登

録事業者へ向けて）

　　　　°アクセス解析機能・利用測定機能（市）

　　　　　 登録事業者数、利用者数、月間アクセス数

３．アクセスログ解析
３－１　アクセスログ解析のための準備

　本サイトにおけるアクセスログ解析を行うために

は、アクセスログ解析ツールを利用するための管理者

権限を市に許可してもらう必要がある。そのため、サ

イトの管理者である市に対して以下を誓約した。
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　平成22年度地域・大学連携事業における「ものづく

り企業の販路拡大のためのインターネット活用策の研

究」の課題に関し、

　　 伊勢崎市が管理する「ものづくりネット」の基

本管理者権限

　　 伊勢崎市が管理する「ものづくりネット」を運

営することにより出力されるアクセスログ

　　 伊勢崎市が管理する「ものづくりネット」のコ

ンピュータプログラム

　　 伊勢崎市が管理する「ものづくりネット」に掲

載している事業所データ

　　 その他、「ものづくりネット」関連文書

（以下、「ものづくりネット関連情報」という）の利用

に際し、下記の事項を遵守することを誓約いたします。

　　①ものづくりネット関連情報は研究目的・教育目

的にのみ利用します。

　　②ものづくりネット関連情報の利用範囲は、利用

者欄に記載された利用者個人、または利用者の

所属する組織の研究室または研究グループに限

定します。

　　③ものづくりネット関連情報およびそれを複製し

たものを第三者に対して、売買、貸与、刊行、

配布いたしません。

　　④ものづくりネット関連情報を利用して得られた

研究成果（報告書、出版物、論文、派生ソフト

ウェア等）を公開する場合には、伊勢崎市の許

可を得、ものづくりネット関連情報を利用した

旨を明記します。

　　⑤ものづくりネット関連情報を利用したことによ

り損害等が生じても、伊勢崎市に対して一切責

任を問うことはいたしません。

　　⑥本誓約書に定めのない事項が生じた場合は、伊

勢崎市と誠意をもって協議し、問題の解決に努

めます。

３－２　用語定義

（1）ページビュー数（ヒット数、アクセス数）

　集計期間内に重複も含めて閲覧されたサイトの総

ページ数のことである。

（2）セッション数

　集計期間内における、全ユーザの訪問回数のことで

ある。

（3）ユニークユーザ数

　集計期間内に、サイトを訪問した重複しないユーザ

数のことである。

３－３　本サイト閲覧者によるアクセスログ解析結果

　ポータルサイトを運営するWebサーバには閲覧者

のブラウザから送られてきたリクエストがアクセスロ

グとして記録される。このアクセスログを分析するこ

とにより閲覧者のアクセス実態を把握することができ

る。

　本研究では、Webサイトのユーザビリティ向上のた

めの設計指針を得ることを目的に、１カ月単位でアク

セスログ解析を行った。主に利用したアクセスログ解

析ツールはGoogle（グーグル）が無償で提供している

「Google Analytics（グーグルアナリティクス）」［２］

である。

（1）ページビュー数

　本サイト閲覧者によるページビュー数を表１に示

す。ここで、変動率は当月のページビュー数を前月の

数で割った割合である。2010年10月のポータルサイト

開設時はサイト関係者の閲覧傾向がある。2010年11月

から12月にかけてページビュー数も安定傾向にある。

2011年１月からは認知も高まり増加傾向を示してい

る。

（2）セッション数

　本サイト閲覧者によるセッション数を表２に示す。

2010年10月のポータルサイト開設時はページビュー

数と同様のサイト関係者の閲覧傾向がある。2011年１

月からセッション数が急増している。

（3）ユニークユーザ数

　本サイト閲覧者によるユニークユーザ数を表３に示

す。変動率の計算はページビュー数と同様である。
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2010年10月のポータルサイト開設時はページビュー

数と同様のサイト関係者の閲覧傾向がある。2010年11

月から2011年１月にかけて新規のサイト訪問者が増

加傾向にある。

（4）これまでの傾向

　表１から表３までのアクセスログ解析の結果をもと

に、これまでの傾向を表４にまとめた。

４．まとめ
　本論文では、伊勢崎市が実施した、（1）製造業の活

動を支援する伊勢崎市事業者情報発信システム「いせ

さきものづくりネット」作成事業、（2）平成22年度地

域・大学連携モデル事業として委託された「ものづく

り企業の販路拡大のためのインターネット活用策の研

究」について述べた。「いせさきものづくりネット」作
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表1　ページビュー数（2010年10月から2011年1月）

期間（月毎） ページビュー数（ページ数） 変動率（％）

2010．10．1～2010．10．31 26,719

2010．11．1～2010．11．30 10,041 ↓　37.6

2010．12．1～2010．12．31 11,039 ↑　109.9

2011．1．1～2011．1．31 15,190 ↑　137.6

表2　セッション数（2010年10月から2011年1月）

期間（月毎） セッション数（回数） 変動率（％）

2010．10．1～2010．10．31 2,981

2010．11．1～2010．11．30 2,086 ↓　70.0

2010．12．1～2010．12．31 2,793 ↑　133.9

2011．1．1～2011．1．31 4,017 ↑　143.8

表3　ユニークユーザ数（2010年10月から2011年1月）

期間（月毎） ユニークユーザ数（人） 変動率（％）

2010．10．1～2010．10．31 1,464

2010．11．1～2010．11．30 1,478 ↓　101.0

2010．12．1～2010．12．31 2,105 ↑　142.4

2011．1．1～2011．1．31 3,137 ↑　149.0

表4　アクセスログ解析の傾向（2010年10月から2011年1月）

期間（月毎） 傾　　　　　向

2010．10．1～2010．10．31 ページビュー数をもとに本サイトの参照元を調べてみると多数のサイト関係者の
閲覧傾向を示している。

2010．11．1～2010．11．30 2010年10月のアクセスログ解析の傾向と比較すると、ユニークユーザ数の変動は
少ないが、ページビュー数、セッション数が大幅に減少している。

2010．12．1～2010．12．31 2010年11月のアクセスログ解析の傾向と比較すると、ページビュー数は微増であ
るが、セッション数、ユニークユーザ数は急増傾向にある。

2011．1．1～2011．1．31 2010年12月のアクセスログ解析の傾向と比較すると、ページビュー数、セッショ
ン数、ユニークユーザ数が急増しておりサイトの認知が高まっている。



成事業については２章で本サイトの基本的内容につい

て述べた。本サイトは、株式会社ジー・エム・ケーに

より開発され、平成22年10月１日に一般公開された。

地域・大学連携モデル事業として研究活動の中心とな

るアクセスログ解析については、本サイト開設時の平

成22年10月１日から平成23年１月31日までの傾向を

３章にまとめた。今後の課題として、アクセスログ解

析をもとにしたWebサイトのユーザビリティ向上の

ための設計指針を得て、サイト改善策を提案してゆく。
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A portal site titled “Isesaki Monodukuri Net”

TARUI Yuji

Associate Professor of Management and Information Faculty

Abstract

This paper describes establishing a portal site titled “Isesaki Monodukuri Net” in order to support manufacturing 

industry in Isesaki city in Gunma prefecture.　The purpose of the site is to rediscover the potential of manufac-

turing, promotion of networking among businesses, and information service by city government.　The infor-

mation of manufacturing located in Isesaki city is published over the Internet.　The portal site was opened on 

the Internet on 01 Oct, 2010.　This paper includes content of “Isesaki Monodukuri Net”, feature of the site and 

a web analysis.
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日本百貨店業界の中国進出についての研究
―中国百貨店業界の発展の可能性を探る

大学院経営管理研究科　修士課程 ● 于　　美娜（平成22年度修了）

要　旨
　日本の百貨店業界はこの10年来、売上げが落ち続け

ている。この対策として、百貨店業界は海外進出、と

りわけ中国への進出に活路を見出そうとしている。中

国百貨店業界は中国系百貨店、日系百貨店、その他の

外資系大型店に分類されるが、いずれも大きく伸びて

いる。流通業の中では比較的高級品を扱っており、高

級品市場が伸びていることが背景としてある。それを

支えているのは、1980年代後期に生まれ、経済的に恵

まれた 80後 世代である。また、全体の購買力の増加、

地域格差の是正などによって、中国における高級品市

場が今後さらに拡大する可能性がある。こうした状況

を背景に、日本の百貨店は戦略として①日本製品の占

める割合を高める、②流通過密状態の大都市以外への

出店戦略、③WEB戦略―などを重視すれば高級品市場

を開拓できるだろう。

はじめに
　日本の百貨店業界の低迷が続く中で、伊勢丹は2011

年には天津に２店舗目を出店する計画だ。ニューヨー

ク、シンガポール、台湾と海外に３店舗を持つ高島屋

は、12年に上海に営業面積４万平方メートルの大型店

舗を出店する予定だ。

　本論文は日本の百貨店業界の現状について検証した

うえで、日本の百貨店が今後、中国市場で発展する可

能性について検討する。そのための条件として、中国

で高級品市場が伸びるかという課題についても検証し

たい。

第一章　日本百貨店業界の現状と課題
１．日本百貨店業界の現状と対応策

　日本百貨店協会によると、百貨店全体の売上高は

1998年以降12年連続で減少し、98－2008年の減少率

の平均は年約２％だった。さらに2008年のリーマン・

ショックの影響で、09年は前年比マイナス10.8％とな

り、ピーク時（91年）には10兆円近かった百貨店売上

高が、09年は６兆5841億円まで落ち込んだ。

　大幅な売り上げの低下に対し、百貨店業界は①業界

再編成、②不採算店の閉鎖、③ユニクロなど低価格ブ

ラントの取り込み、③海外進出―の対策を打ち出した。

①業界再編成ではそごう、西武百貨店の統合したミレ

ニアムリテイリングが06年にセブン＆アイHDの傘下

に入った。07年には大丸と松坂屋が統合し、Ｊフロン

トリテイリングが誕生。08年に、三越伊勢丹の統合も

実現した。これに関連し、不採算店の閉鎖が相次いで

いる。日本百貨店協会によると、現在の百貨店全営業

店舗数は271だが、99年のピーク時は311店舗だった。

　次に低価格ブランドの取り込み、がある。ユニクロ

だけではなく、無印良品、紳士服のはるやま、雑貨の

ユザワなどが関東、関西の百貨店に数多く出店した。

低価格品については百貨店は得意ではない。このため

専門店を導入することで、特に若い層を呼び寄せるこ

とを狙った。

２．百貨店の国際化

　百貨店の国際進出に関しては、前例がある。1960～

70年代に国内主要百貨店が海外進出に注力した。当

時、出店が相次いだ地域は香港、タイなどのアジア、

欧州、米国だった。国内市場は大規模小売店舗法によ

る出店規制が厳しく、多店舗化が容易でなかったこと

などが、各社の海外展開を促した。ただ、それらの店

舗は、香港、タイを除くと日本企業の海外駐在員や日

本人旅行者向けの性格が強く、必ずしも現地消費者の
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開拓を目指した本格的なものでなかった。このため、

総じて収益には貢献しなかったのが実情である。ただ

し、アジアでは、大丸が香港（1960年）とバンコク

（1964年）に出店して、現地の富裕層を対象とした高級

百貨店として定着した。その後再び海外進出が活発に

なり、1992年に中国初の外資小売企業となったヤオハ

ン（上海第一八百伴百貨、出店は95年）を皮切りに、

1993年には上海市に伊勢丹、深 市に西武が進出する

など４社が参入したが、現在事業を続けているのは伊

勢丹と三越（小規模店）の２社、多店舗展開は伊勢丹

のみとなっている。加えて、大丸（1960年）、伊勢丹

（1973年）など早期から日系百貨店の進出が相次いだ

香港に至っては、参入した７社すべてが撤退を余儀な

くされた。

　しかし、ここにきて国内市場低迷の打開策として海

外とりわけ中国市場に進出する計画が相次いでいる。

伊勢丹は2014年までに中国で大型店舗を５店開業し、

総店舗数を10店に増やす計画を立てた。これに合わせ

2010年にも中国事業を統括する持ち株会社を設立す

る方針で、高額品市場が伸びている中国を海外事業の

柱に育てる。また、高島屋は現在国内で20店舗、海外

で３店舗がある。海外店舗はニューヨーク、シンガポー

ル、台湾だが、12年に上海に営業面積４万平方メート

ルの大型店舗を出店する予定だ。

第二章　中国百貨店業界の分析
　中国には国営百貨店から出発した中国の百貨店と、

伊勢丹など外資系の百貨店がある。また、外資系総合

スーパーと激しい競争を繰り広げているが、百貨店は

総合スーパーよりも高級化路線を取ろうと模索してい

る。

第１節　中国系の百貨店について

１．中国百貨店業界の現状

　03年から08年にかけての中国本土百貨店業界全体

の売上高（中華人民共和国国家統計局「中国統計年鑑」）

は、3.3倍にも伸びた。業界がさらに伸長すると期待さ

れる理由は、中国国民の所得向上、中産階級の増加、

国際化による消費者のブランド意識の向上などが挙げ

られる。また、中国の急速な都市化も重要な要因の１

つである。百貨店の直接的な需要ターゲットとなる都

市人口の増加、および都市市民の可処分所得向上によ

る消費の拡大が、百貨店業界に追い風となる。

２．外資系小売業の現状

　外資系小売り企業の参入が認められるようになった

のは1990年代以降で、1992年に６大都市（北京、上海、

天津、広州、大連、青島）、５経済特区（深 、珠海、

汕頭、厦門、海南島）において、各都市１～２社に限

り、地場企業との合弁乃至は提携による参入が試行的

に認められた。これにより、外資企業の参入申請が相

次ぎ、1998年までに百貨店やスーパーなど18社が認可

を得たという。

３．代表的な中国系百貨店―大商集団の企業分析

　大商集団は中国遼寧省大連に本拠がある小売業会社

で、1937年に設立し、当時の面積は1.94万平方メート

ル、地下１階から、地上３階までの建物で、食品と日

用品のみを扱っていた。今の大商集団は中国の12省、

50市に160店舗があり、2009年の売り上げは200億元

（約3000億円）である。大商集団グループは百貨店（48

店舗）、スーパー（125店舗）と家電量販店（７店舗）

の三つの業態を経営している。中国東北地方では最大

の小売業者である。大商集団の百貨店業態の中には、

高級百貨店、大衆向き百貨店、元々国営百貨店で歴史

を持つ百貨店、若者向き百貨店と農村百貨店の五つが

ある。

第２節　中国での日本の大型小売企業

　現在、中国で店舗を展開する日本の百貨店は三越伊

勢丹HDの伊勢丹だけである。三越伊勢丹の海外店舗

数は三越６店舗、伊勢丹７店舗で、08年度の売上高は

641億円、営業利益は23億円となっている。伊勢丹の中

国店舗は現在、上海、成都、天津、瀋陽の４店舗。11

年には天津に２店舗目を出店する計画だ。伊勢丹の中

国店舗は、順調に成長している。その理由は、まず、
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この４店舗の場所が百貨店に適していることがある。

まだ、経済成長している中国では、消費者が百貨店の

サービスや店内の環境などのソフト条件を重視してい

る。

　中国の場合、百貨店も含めた小売市場自体が拡大基

調を辿っているため、日本と違ってカテゴリーキラー

に百貨店が顧客基盤を大きく侵食されるといった事態

には至っていないようだ。一方、中国百貨店の特徴と

して、第１に「百貨店の同質化」であり、第２に「価

格競争の激化」が挙げられる。各百貨店の品ぞろえが

同じようになり、価格競争を強いられている。大都市

部で特にこの傾向が著しい。次に商品別の販売構成を

みると、中国の百貨店の場合、衣料品や靴・カバンの

販売比率こそ５割強とさほど大きな違いがないもの

の、日本の百貨店と比べると化粧品（約10％）や宝石・

貴金属（約15％）の割合が高く、食料品のウエイトが

低い（約２％）のが特徴である。

第三章　中国百貨店市場の将来性
第１節　中国の消費者について

　日系小売企業の主要顧客像は「80後（バーリン・ホ

～）」世代を攻略することが、次の中国市場の最大のボ

リュームゾーンを攻略することにつながる。具体的に

は、外資系企業勤務の共働き夫婦、就職したてのホワ

イトカラーなど「若年中間所得層」（世帯年収3.5万～

10万元）である。「80後」世代の人口は約２億人であり、

日本の人口の倍近い市場である。しかも日本の技術や

センスに尊敬の念を持っている。

　中国統計局によれば、中国がWTOに加盟する前年、

2000年の都市住民の可処分所得は平均6280元で、う

ち上位10％の平均は１万3311元となっている。これが

2008年になると、全体の平均が１万5781元（2000年比

151.3％増）に上昇し、かつての上位の所得水準さえも

上回っている。いわゆる富裕層（年収２万5000米ドル

以上）が大幅に増加し続けている。新しい価値観を持っ

た「80後」世代や富裕層の拡大が中国の高級品市場を

拡大する。

第２節　中国地域格差について

　地域格差が急速に解消するとは考えられないが、西

部開発を積極的に推進していることなどから、徐々に

解消することは期待できる。それによって百貨店が対

象とする高所得層が全土に広がる可能性がある。

第３節　他の業態との競合

　中国の小売業は競合が激しくなる中で、百貨店の相

対的地位も低下する可能性がある。その中で日系企業

は他社との差別化をしなければならない。たとえば①

消費者の関心が高い「安全」「安心」な商品及び買い物

環境の提供の強化、②顧客の好みの変化に合わせ、店

舗の改装やテナントの入れ替えを行う、③自動車の普

及によるライフスタイルの変化に合わせ、大型駐車場

の整備や郊外店の開発をする―などが必要になるだろ

う。

第四章　日本百貨店の
中国進出に伴う戦略と課題

第１節　中国市場の戦略

１．日本製品の占める割合が高くなる

　中国で購入できる日本製品は高額にもかかわらず、

高品質・高性能・安全性といったブランドイメージに

よって、その売れ行きは中国人富裕層の間で好調であ

る。日系の百貨店やGMS（General Merchandise 

Store）のアジア店舗の催事などで、日本各地の農産品、

食料品などが販売され人気を博している。高い品質水

準を求める日本の消費者の評価に鍛えられた安全、安

心で高いセンスを感じさせる日本の商品やサービスを

現地に提供していくことは、進出先において日本に対

する信頼感や共感が自然と醸成される可能性がある。

２．出店戦略

　中国の都市は、国際的な都市として挙げられる上海、

北京、広州などの「１級都市」と各省の省都、沿海地

域都市である武漢、厦門などの「２級都市」、そして、

その他の中・大型都市の「３級都市」に分類される。

現在までは、１級都市が中国の消費市場をリードして
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いる。しかし、最近は、２級都市、３級都市でも高所

得者層が急増している。地方都市の消費者のニーズを

満たす商品とサービスは、依然として不足していると

言える。そのため、地方都市の新興富裕層のニーズに

見合った百貨店出店戦略を考える必要がある。

３．WEB戦略

　中国は今では米国を抜き世界最大のネット大国と

なっている。中国で一人っ子政策が始まってから生ま

れた「80後」世代を百貨店が引きつけようとすれば、

WEB戦略は重要な課題になるだろう。

第２節　中国の外資優遇策廃止による日系百貨店の課題

　中国政府は、これまで中国企業にだけ課していた「都

市維持建設税」と「教育費付加制度」について、2010

年12月１日から外資系企業も徴収の対象にすると通

知した。外資に対する優遇政策を圧縮する政策の一環

で、日系を含めた外資系企業は関連の税負担が最大で

10％増える見通し。外資を経済成長のテコにしてきた

中国の戦略転換が鮮明になりつつある。

おわりに
　中国の百貨店市場は今後、高級品市場の拡大に伴い

大きく伸びると予想される。日系百貨店の進出も比較

的順調に推移する可能性が高い。ただ、中国における

小売業の業態間の競争も激しさを増していることか

ら、高級品市場が浸食される恐れもある。百貨店が成

長し続けるためには、顧客に対する質の高いサービス、

時代を先取りした感性、そしてマーチャンダイジング

の魅力という百貨店らしさを追及するとともに、健康

な体、いきいきとした心、新しい情報、人との縁・交

流 をキーワードに、刺激と幸せを提供できる空間であ

ることが望まれる。

主な参考文献

須賀　稔「12年連続の売上高減少、高級大衆の路線分

化へ」、エコノミスト、2010年３月16日号

山内祐介「中国百貨店業界の動向について」、中国月報

第37号、2009年12月

坂口昌章「中国百貨店業界への提案」、繊維トレンド、

2008年５，６月号

松浦良高「新しいものが好きな20代所得格差を攻め

る」、日経ビジネス、2010年５月25日号

高橋直人「小売業の現状と課題」、日本貿易会月報、

2009年６月
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相続税法上の取引相場のない株式の評価方法に関する研究
―財産評価基本通達の検討と新評価モデルの考察―

大学院経営管理研究科　修士課程 ● 福田智恵美（平成22年度修了）

はじめに
　本論文は、財産評価基本通達における取引相場のな

い株式の時価をより適切に測定することができる新た

な評価方法を考察するものである。

　取引相場のない株式は時価を測定することが困難な

株式であり、そのため財産評価基本通達において、画

一的に評価方法が定められている。しかし、近年この

財産評価基本通達の評価上の問題が多く発生してい

る。その問題の多くが、１つの株式につき、特例的評

価方式で評価した場合と原則的評価方式で評価した場

合とでその評価額に大きく差が生じることである。筆

者は、財産評価基本通達の評価には問題があると考え

る。よって、本論文は、取引相場のない株式の時価を

適切に測定することができる評価方法を考察するもの

である。

　本論文は、序章にはじまり、第１章から第４章で構

成されている。

１．財産評価基本通達における取引相場の
ない株式の取り扱い

　第１章では、財産評価通達に定められている取引相

場のない株式の評価方法を概観した。

　相続税で課税標準となる課税価格は、取得した財産

の取得した時における時価とされる。取引相場のない

株式は、証券取引所に上場している株式等とは異なり、

その名前からもわかるとおり、市場で売買が活発に行

われるということはなく、市場原理に基づく客観的時

価がない。そのため、財産評価基本通達において画一

的に評価方法が定められており、具体的には業種が類

似する上場企業の市場株価を基に評価額を求める類似

業種比準方式、会社の純資産価額を基に株価を求める

純資産価額方式、会社の過去２年間の１株当たりの配

当額を資本還元率で割り戻した価額によって評価額を

求める配当還元方式に基づいてその評価を行うことと

している。取引相場のない株式は、この３つの価額に

基づいて評価されるのであるが、株式を取得した者に

よって、異なる時価が算定されることとしている。具

体的には、株式を取得した者が一定の同族株主に該当

する場合には、その取得した株式を原則的評価方式で

ある類似業種比準価額や純資産価額により評価し、株

式を取得した者が一定の同族株主に該当しない場合お

よび非同族株主に該当する場合には、その取得した株

式を特例的評価方式である配当還元方式で評価し、そ

れぞれ取得した株式の時価とすることとなる。つまり、

取得する者によって１つの株式に対して、２つの評価

額が存在することになるのである。

２．判例研究により明らかとなった財産評
価基本通達評価の問題点

　第２章においては、財産評価基本通達について、そ

の制定の趣旨及び改正の経緯を述べるとともに、具体

的な判例研究によって、財産評価基本通達に内在する

問題点を考察した。

　財産評価基本通達は、昭和39年４月25日「相続税財

産評価に関する基本通達」として、相続税及び贈与税

の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基

本的な取り扱いを定めるものとして制定された。その

後、平成３年12月18日に、「相続税財産評価に関する基

本通達」の評価方法を一部改定し、その名称を「財産

評価基本通達」と変更した。相続税財産評価基本通達

が導入されたのは、各財産の評価方法に共通する原則

や各種の財産の評価単位ごとの評価の方法を具体的に
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定め、その内部的な取扱いを統一するとともに、これ

を公開し、納税者の申告・納税の便宜に供するためで

ある。

　判例研究においては、東京地裁平成11年３月25日判

決（1）（2）では、財産評価基本通達の評価上の問題が、同

通達の機能である予測可能性を減退させる可能性があ

ることを指摘した。また、東京地裁平成８年12月13日

の判決では、原則的評価方式と特例的評価方式による

評価価額の間に過大な差異があること・両評価方式の

適用基準が納税者間の公平性にもたらす問題を指摘し

た（3）。

　２つの判例はその事案内容は違うが、財産評価基本

通達の評価構造の問題が納税者に不利益を及ぼす可能

性があり、その原因は、同じ株式であるにもかかわら

ず、相続する者によって評価額が異なり、さらにその

評価額に大きく差が生じることである点は共通してい

る。

　以上を受けて、現在我が国で財産評価基本通達のよ

うな画一評価ではなく、個別具体的な評価が行われて

いる会社法における評価を概観した。そして、会社法

の評価方式から、財産評価基本通達の評価上の問題は、

　②DCF（DCFM：Discounted Cash-flow Model）モ

デルは、将来フリーキヤッシュ・フローを現在の価値

　③残余利益モデル（RIM：Residual Income Model）

では、企業の株式価値を貸借対象表の自己資本簿価と、

将来の超過利益の割引現在価値の合計額として表す。

このモデルにおいて割引計算の対象となるのは、純利

取引相場のない株式の評価時点において、株式を取得

した者の立場を考慮に入れた評価（特例的評価方式と

原則的評価方式による評価）を行なっていることにあ

ることが判明した。この評価上の問題から、相続税法

における取引相場のない株式の評価も適正な時価を算

定することにのみに主眼を置くべきではないかという

結論に至った。そして、その時価は、１つに定まるべ

きである。

３．企業価値評価モデルによる株式評価
　第３章では、取引相場のない株式の時価を適切な値

として、１つに導き出す方法として、企業価値算定に

用いられる３つの評価アプローチの比較を行い、今後

はインカム・アプローチの重要性がますます高まると

の結論に至った。そのインカム・アプローチに属する

代表的な企業価値評価モデルは、①配当割引モデル、

②DCFモデル、③残余利益モデルである。

　①配当割引モデル（DDM：Discounted Dividend 

Model）は、将来の配当額を現在の価値に割り引いた評

価方法であり、以下のような式で表される。

に割り引いた評価方法であり、以下のような式で表さ

れる。

益そのものではなく、そこから自己資本コストを控除

した残額である。この残額は、利益から資本コストを

控除したものであることから「残余利益」とよばれる。

また控除される資本コストは、自己資本が生み出すべ
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き正常な利益と考えることができるから、それを上回

る利益部分は「超過利益」とよばれることもある。残

　式の右辺第１項のＣは、現時点の自己資本簿価を意

味する。第２項の分子にあるＡは、会計上の当期純利

益を表す。また、そこから控除されるrCは、期末の自

己資本簿価Ｃに自己資本コストrを乗じたものである

から、当期の正常利益を意味する。このようにして第

２項は、実際の利益Ａから正常利益rCを控除して超過

利益を算定したうえで、それを自己資本コストで割り

引いている。したがって、この右辺第２項は、第１期

間の超過利益の割引現在価値を算定していることがわ

かる。以下も同様である。

　以上３つのモデルは、数学的には同等のモデルであ

り、各モデルを実践するために必要となる要素の予測

が正確に行えれば、各モデルから算出される株式評価

額は一致する。

　しかし、現実には、将来データの正確な予測は不可

能であることから、主として予測の難易度に起因して、

３つの株式評価モデルには優劣の差異が生じる。定性

的判断により最も優れていると考えられるのは、残余

利益モデルによる株式評価であった。その理由は、①

モデルの適用が明らかに不可能または無意味なケース

が存在しないこと、②割引対象項目の変動性が小さい

ため、モデルが必要とする将来データの予測の困難性

の程度が相対的に低いこと、③予測対象期間を限定し

た場合のターミナル価値（4）への依存度が、他のモデル

に比べて明らかに小さいため、ターミナル価値への予

測誤差も小さいことの３点である（5）。

　よって、取引相場のない株式の時価をもっとも適正

余利益モデルは以下のような式で表される。

に表すことができるのは、残余利益モデルによる評価

であるとの結論に達した。

４．残余利益モデルを相続税法上の取引相
場のない株式の評価に用いるための提
言

　４章では、理論モデルである残余利益モデルを実際

の取引相場のない株式の評価に使用するため、評価式

を作成するための提言を行い、評価式を作成した。残

余利益モデルを実際に使用できるようにするために

は、資本コストを何パーセントにするのか将来純利益

の予測期間を何年にするのかを提言しなければならな

い。

　資本コストについては、財産評価基本通達における

配当還元方式の評価で用いられている資本還元率

10％の算定要素を基（6）にしながらも、その算定要素を

現代の要素に直して算定し、なおかつその資本コスト

は一律ではなく、業種ごとに算定するべきと提言した。

将来の純利益の予測期間については、Ｍ＆Ａ等で実際

に行われている予測期間と、中小企業の事業承継に際

しての株式評価であるという特殊性から５年という予

測期間を導き出した。

　そして、上記の資本コスト、５年間の将来純利益の

予測を基に、財産評価基本通達において、実際に取引

相場のない株式の評価を行うための具体的評価式を以

下のように提言した。
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〈残余利益による株式評価方式〉

　　　株式の評価額
　　　　＝課税時期の属する年の直前期末自己資本簿価（Ａ）
　　　　　＋簡便計算用の超過利益（注）×５年

　　　（注）簡便計算用の超過利益
　　　　＝課税時期の属する年の直前事業年度を含む過去５年間の各期の税引後利益の平均値
　　　　　－（Ａ）×業種別推定資本コスト

　超過利益の算定における２年目以降の将来純利益の

予測額については、その予測額を納税者に予測させる

ことは納税者にとって非常に負担であり、恣意性も介

入しやすいため、各企業の、課税時期の属する年の直

前事業年度を含む過去５年間の各期の税引後利益の平

均値から、課税時期の属する年の直前期末自己資本簿

価に提言した業種別推定資本コストを乗じたものを控

除した簡便計算用の超過利益を使用する。そして、こ

の簡便計算用の超過利益を用いて、株式の評価額を算

定する。

　将来の予測を過去の数値を用いて行うことについて

は、例えば、現行の財産評価基本通達は、配当還元方

式による評価において、過去２年分の実際配当額の平

均値を資本還元率で割り引いて評価額を導き出すとい

う手法をとっている。

　配当額は恣意的に操作できるものであるが、発生主

義に基づき算出された会計上の純利益は、恣意性の介

入の余地は少ない。また、景気循環のサイクルから考

えても、過去５年の平均値を将来５年間の予測額に見

立てることは、ある程度の合理性があると考える。

　また、将来の５年目以降の予測数値については、ター

ミナル価値を用いるべきとの考えがあるが、ここでは

あくまでも残余利益モデルを実際の財産評価基本通達

の評価に用いるための提案をしているので、納税者の

評価上の簡便性を重視している。よって、ターミナル

価値については、評価要素に入れないこととした。し

かし。上記の式のおける簡便計算超過利益は、ターミ

ナル価値について考慮に入れていない分、過大となっ

ている。よって、評価の安全性を考慮して、株式価値

の算定式においては、超過利益×５年としているので

ある。

　この具体的評価式の提言により、取引相場のない株

式の評価額は今までの評価に比べ、よりその株式の真

の価値に近付くものと考える。

　しかし、真の価値の精度をより上げるためには、ま

だまだ課題があるので、今後もより適切な時価を測定

できる方法を考察していきたいと考える。

（1）平成９年（行ウ）第232号『相続税更正処分取消等

請求事件』。品川芳宣「税務通達に反した課税処分

の違法性」税研第93号102－105頁（日本税務研究

センター　2000）

（2）増田英敏『租税憲法学第３版』161－176頁（成文

堂、2006年）

（3）大淵博義「相続税法上の財産評価を巡る一考察」

中央大学経理研究所編・経理研究通号49号137頁

（中央大学経理研究所　2006年）

（4）ターミナル価値とは、一定の予測期間を超えた将

来の配当額、またはFCFの合計額をいい、「継続価

値」ともいう。一般に、DCF法によってよく用い

られる手法であるが、例えば、予測期間を５年間

とし、それ以降は、一定の仮説（FCFはずっと一定、

一定の成長率でFCFが成長するなど）を立てて計

算を行う。

（5）桜井久勝「残余利益モデルによる株式評価―非上

場株式への適用をめぐってー」税務大学校論叢40
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周年記念論文集　177頁（税務大学校2008）

（6）篠原忠良「相続税財産評価（株式）に関する基本

通達の解説（その三）」税務通信824号22頁（税務

研究会　1964）

（参考文献）

・今村　修「株式評価の歩み」税務大学論叢32号（税

務大学校論叢　1998）

・金子　宏『租税法　第15版』（弘文堂　2010）

・神田秀樹『会社法　第９版』101頁（弘文堂　2007

年）

・桜井久勝「残余利益モデルによる株式評価―非上場

株式への適用をめぐってー」

・品川芳宣「税務通達に反した課税処分の違法性」税

研第93号（日本税務研究センター2000）

・渋谷雅弘「遺産移転課税（遺産税、相続税、贈与税）

と資産評価（一）―アメリカ連邦遺産贈与税上の株

式評価を素材として―」法学協会雑誌　第110巻10

号

・庄司範秋『財産評価基本通達逐条解説』（大蔵財務協

会　2006）

・藤井秀樹・山本利章「会計情報とキャッシュフロー

情報の株価説明力に関する比較研究―Ohlsonモデ

ルの適用と改善の試み―」会計156巻２号（1999）
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包括利益に関する一考察

ビジネス情報学部　学士課程 ● 鎌田　隆弘（平成22年度卒業）

１．はじめに
　近年、経済環境のグローバル化がますます進展して

いる。それに伴い、会計基準の国際的なコンバージェ

ンスや国際会計基準審議会（IASB）が公表する国際財

務報告基準（IFRS）の採用が世界的に浸透化している。

日本では、2009年に金融庁がIFRSを採用するとの方針

を表明し、2010年３月期から連結財務諸表については

IFRSの任意適用を認め、また2015年ないし2016年に

は上場企業に対してIFRSが強制適用される見込みと

なっている注１。現在までのところ、IFRSが適用される

場合、当期純利益とともに包括利益が表示される。現

在の日本の制度会計においては、利益計算によって純

利益を算定し、財務諸表に表示されているが、この純

利益と包括利益とはどのように違うのだろうか。

　本論文は、IFRSの世界規模での適用が進展するなか

で特に会計上の利益計算に焦点をあてるものである。

会計上の利益計算はどのように行われるのか、そして

IFRS適用により算定・表示される包括利益と、今日日

本の制度により算定されている純利益と比較、考察す

ることにより、包括利益の特徴を明らかにする。

２．概念フレームワークの利益計算の概念
　1976年にアメリカの財務会計基準審議会（FASB）の

「財務会計および財務報告の概念フレームワーク」と題

するディスカッション・メモランダム（討議資料）が

公表されたことにより、利益計算方法には２つの見解

があることが明示された注２。その討議資料および最終

的な公式見解によれば、収益と費用を会計の中心概念

とし、両者の差額として純利益を算定する方法を収益

費用アプローチと呼び、一方、資産と負債を会計の中

心概念とし、両者の差額である純資産の当期増減額か

ら資本取引の金額を除いた包括利益（comprehensive 

income）を算定する方法を資産負債アプローチと呼

び、資産負債アプローチを今後採用し、包括利益概念

を重視することを提示したのである。

　アメリカの財務会計概念フレームワークによれば、

包括利益とは、資産負債アプローチに立脚し、１期間

における純資産の増加額として測定される利益のこと

をいう。ただし、包括利益を計算する場合、所有主の

追加出資や引き出しを除いて、純資産の増加額を把握

しなければならない注３。

３．包括利益と純利益との関係
（1）基本的な枠組み

　前項で資産負債アプローチに立脚した包括利益につ

いて説明したが、現在計算されている収益費用アプ

ローチに立脚した純利益とは何が違うのだろうか。

　日本の「財務会計の概念フレームワーク（討議資料）」

は、2004年に公表され、2006年にアップデートされた

ものであるが、IASBの概念フレームワークとは、異な

る方向が示されている。日本版概念フレームワークで

は、会計情報の投資家の意思決定の有用性を明確に規

定しながら、一方で伝統的な利益概念である純利益の

重要性を強調している。それに対しIASBのそれでは、

純利益は表示せずに包括利益のみの開示を規定してい

る。

　包括利益と純利益との関係は、どのように表現でき

るか、ここで明らかにしたい。収益費用アプローチか

ら求められる純資産増加額の構成は、次の２つの要素

からなっている注４。

　（ⅰ）事業活動を通じての純資産増加額であって、財

貨の移動として得られるもので、通常、経常利
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益として集約・表示される。

　（ⅱ）事業活動に関連する非経常的・臨時的な財貨事

象として得られる純資産増加額であって、通常、

特別損益として集約・表示される。

　これら２つの事象に共通することは、利益の源泉が

事業活動そのものによって生起したもの（財貨運動の

結果としての純資産増加分）であるということである。

また、現在の会計制度にしたがって述べてば、経常利

益と特別損益との合計額が当期純利益となる。

　しかし、一方でそれとは性質の異なる次のような事

象が存在する。

　（ⅲ）事業活動によるのではなく、保有活動を通じて

生じた純資産増加額。これらは、通常、保有利

得として集約・表示される。具体的な項目とし

ては、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ

損益等が挙げられる。これらの項目は、現在「純

資産の部」に記載され、例えば、「その他の包括

利益」注５の項目として示される。

　したがって包括利益という概念は、上記（i）、（ii）、

（iii）すべてを合計した利益として捉えることができ

る。

（2）日本版概念フレームワークでの包括利益と純利益

との関係

　日本版概念フレームワークでは、包括利益を「特定

期間における純資産の変動額のうち、報告主体の所有

者である株主、子会社の少数株主、および将来それら

になり得るオプションの所有者との直接的な取引によ

らない部分（第３章８項）」と定義づけている。また、

純利益を「特定期間までに生じた純資産の変動額（報

告主体の所有者である株主、子会社の少数株主、およ

び将来それらになり得るオプションの所有者との直接

的な取引による部分を除く）のうち、その期間中にリ
・

ス
・

ク
・

か
・

ら
・

解
・

放
・

さ
・

れ
・

た
・

投
・

資
・

の
・

成
・

果
・

であって、報
・

告
・

主
・

体
・

の
・

所
・

有
・

者
・

に
・

帰
・

属
・

する部分をいう（第３章９項）」と定義づ

けている。また、包括利益と純利益の重要性について

は、同じウェイト付けをしているのが特徴である。

　「リスクから解放された投資の成果」というのは、「投

資にあたって期待された成果が事実として確定するこ

とをいうが、特に事業投資については、事業のリスク

に拘束されない独立の資産を獲得したとみなすことが

できるときに、投資のリスクから解放されると考えら

れる（第４章57項）」と説明する。例えば、ある事業に

拘束されていた資産が、いかなる事業にも拘束されて

いない異なる資産と交換された場合には、交換前の事

業投資にかかるリスクは解放されたと判断される。

　また、「報告主体の所有者に帰属」とは、たとえ投資

のリスクから解放された成果であるとしても、報告主

体の所有者ではない少数株主に帰属する成果（少数株

主損益に相当する額）は、純利益からは除かれること

を意味している。なお、少数株主損益とは、「特定期間

中にリスクから解放された投資の成果のうち、子会社

の少数株主に帰属する部分（第３章11項）」をいう。

　そして、日本版概念フレームワークでは、包括利益

と純利益の関係を、「包括利益のうち、投資のリスクか

ら解放されていない部分を除き、過年度に計上された

包括利益のうち期中に投資のリスクから開放された部

分を加え、少数株主損益を控除すると、純利益が求め

られる（第３章12項）」としている。

　要約すれば、今日における収益費用アプローチによ

り算定されている純利益に対して、近年の会計基準に

よって生じてきた資産負債アプローチに基づく「その

他の包括利益」項目を加えたものが包括利益というこ

とになる注５。包括利益と純利益はまったく別の計算で

生じたのではなく、純利益に「その他の包括利益」項

目を加算したものが包括利益であり、別の言い方をす

れば、包括利益の中の一部分（重要な部分）が純利益

ということがわかる。

４．クリーン・サープラス関係
　アメリカの財務会計は、1985年に財務概念基準書

（SFAC）第６号「財務諸表の構成要素」が公表され、
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純利益ではなく包括利益を重視することが明示され

た。また、同概念所の規定により、アメリカでは貸借

対照表の資本の当期増減額と損益計算書で算出される

純利益およびその他の包括利益の合計額が包括利益と

一致する。この関係をクリーン・サープラス関係とい

う。広瀬義州教授によれば、「純資産の変動額が損益計

算書上の利益を経由しており、したがって剰余金には

損益計算書を経由していない項目が混入されていない

状態」注６のことを指す。

　しかし、日本の最近公表された会計基準では、国際

的な会計基準とのコンバージェンスを目的で設定され

てきたが、「その他有価証券評価差額金」などの新たな

評価項目が資産でもなければ負債でもない会計項目

（評価による簿価と時価の差額）として認識されるよう

になってきた。これらは「評価・換算差額等」という

項目とされ、このような項目（その他の包括利益項目）

が生じた結果、純利益の金額と資本の当期増減額が一

致しなくなり、結果として従来保持されていたクリー

ン・サープラス関係が保持しえないこととなった。

　そこで、日本の会計制度としては概念フレームワー

クを設定するに際して、資産と負債を定義し、さらに

資産と負債の差額を資本から新たな用語として「純資

産」と定義した。つまり、資産でも負債でもないもの

は全て純資産となり、「評価・換算差額等」も純資産の

部の一項目として記載される。そして、損益計算書に

おける純利益の額と貸借対照表における株主資本の資

本取引を除く当期変動額を一致させるという方式を

とって「暫定的に」対応させていると解せられる。

５．リサイクリング
　すでに述べたように、包括利益は１期間における純

資産の変動額を完全に説明することができる。包括利

益は、本来の事業から生じた純利益と「その他の包括

利益」から構成されている。

　欧米では、企業の業績尺度として、当期純利益と包

括利益のいずれが優れているかについて見解の相違が

見られる。現在のところ、当期純利益を包括利益の構

成要素として位置づけて、両方の利益情報を表示する

計算書を作成することができ、実際のところ欧米の損

益計算書はそうしている注７。ただし、そのような包括

利益計算書においては、従来から測定されてきた当期

純利益を表示するために、米国会計では利益計算のリ

サイクリングを行わなければならない。

　リサイクリングとは、包括利益のうち投資のリスク

から解放されていない部分を差し引き、過年度に計上

された包括利益のうち期中に投資のリスクから解放さ

れた部分を純利益に振り替えることである。日本の損

益計算書で算定されている当期純利益を包括利益計算

書でも表示するには、このようなリサイクリングが不

可欠であるという意見が多い注８。

６．おわりに
　本論文では、包括利益の定義、位置づけ、そして利

益概念はどのようにして決められているのか、さらに

当期純利益と包括利益の関係、リサイクリングなどを

検討してきた。

　将来、日本の上場企業の連結財務諸表にIFRSが強制

適用されれば、日本の連結財務諸表には包括利益が表

示され、日本基準と世界的な会計基準（主に、IFRS）

とのコンバージェンスはよりいっそう進むであろう。

その時、日本の法人税法会計を含めた会計制度はどの

ような計算構造、財務諸表体系および表示方式になっ

ているのか、今後の動向に注目したい。

注

１）企業会計審議会「我が国における国際会計基準の

取扱いに関する意見書（中間報告）」2009年６月30日

参照。

　　なお、日本電波工業（株）は2010年３月期からIFRS

を正式に適用した連結財務諸表を公表した。

２）なお、FASBの概念フレームワークの他に、国際会

計基準審議会（IASB）の概念フレームワークがある。

この２つのフレームワークは極めて類似している

が、形式や言及されている範囲に相違が見られる。
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前者が１つのステイトメントであるのに対して、後

者は第１号から第７号（うち、第３号は第６号の公

表により削除）に分割して公表されている。また、

概念フレームワークの対象範囲についても、IASBの

それは営利事業体のみを対象としているのに対し

て、FASBのそれは非営利事業体をも対象としてい

る。佐藤信彦他『財務会計論Ｉ（基本論点編）』中央

経済社、2010年、32頁。

３）桜井久勝著『財務会計講義』第９版、中央経済社、

2008年、302頁。

４）武田隆二著『会計学一般教程』第７版、中央経済

社、2008年、122、123頁。

５）米国の財務会計では、1997に発行された会計基準

によって明確に「その他の包括利益」が規定されて、

包括利益計算書の作成が提唱された。

６）広瀬義州著『財務会計』第７版、中央経済社、2007

年、53頁。

７）現時点での損益計算書の形式には、一計算書方式

（one statement approach）と二計算書方式（two 

statement approach）とがある。前者では、当期純

利益（操業利益）をその内訳項目としているものの、

１つの「損益および包括利益計算書」において包括

利益が計算・表示される。他方、後者では、「損益計

算書」で当期純利益が計算・表示され、それを受け

て「包括利益計算書」において包括利益が計算・表

示される。

　　佐藤信彦『業績報告と包括利益』白桃書房、2003

年、102頁。

８）桜井久勝著『財務会計講義』第９版、中央経済社、

2008年、304頁。

〈主要参考文献〉
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若林公美『包括利益の実証研究』中央経済社、2009年。

（なお、本論文は2011年１月時点において上武大学に

提出した卒業論文を基に執筆したものである。この論

文を作成するにあたって、国際会計基準等の内容や日

本の会計制度の内容などについてご指導をいただいた

石井明教授にこの場を借りて深謝申し上げる。）
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メンタルヘルス不調で休業した労働者に対する職場復帰支援の検討
～働く意欲が持てる職場復帰支援～

看護学部　学士課程 ● 髙木　琴音（平成22年度卒業）

１．はじめに
　平成10年以降自殺が急増し、１年間に３万人を超え

る方が自殺でなくなるという事態が持続している。平

成21年の性別・年齢別自殺者数を見ると、50歳代の自

殺者が一番多く、ついで60歳代、40歳代の順で全体の

57％を占めている。働き盛りの年齢層に自殺者が多い

現状である。平成19年の「労働者健康状況調査」によ

ると、「過去１年間に　メンタルヘルス上の理由により

休業・退職した労働者のいる事業所の割合」は従業員

300人以上で67％、1,000人以上では90％を超えてい

る。心の健康問題による長期休業者の復職には困難が

生じやすいことから、本研究では、精神疾患で休職し

た労働者に対する職場復帰支援を明らかにし、メンタ

ルヘルス対策をすすめるうえでの課題と看護職の役割

と効果的な支援方法を検討することを目的とする。

２．方法
　医中誌Webで「メンタルヘルス・産業医」「産業保健・

メンタルヘルス対策・連携」を文献用語とした文献検

索を行った。

　職場復帰支援に関する解説や特集された文献も用い

て、計11件で検討を行った。

３．検討
１）メンタルヘルスケアの取り組み状況

　メンタルヘルスケア（心の健康対策）の取り組み状

況は、従業員1,000人以上の事業所では90％以上が取

り組んでいるのに対し、従業員100人未満では50％以

下である（図１）。

　事業所での「労働者からの相談対応体制の整備」と

「職場復帰支援」への取り組み状況は、5000人以上の事

業所　以外の事業所では、「職場復帰支援」への取り組

みが少なく小規模事業所では１/３以下である（図

２）。

　メンタルヘルスケアを行っていない事業所は

66.4％である。取り組んでいない理由は、「専門スタッ

フがいない」が44.3％で最も高く、「取り組み方がわか

らない」状況であることが示唆される（図３・４）。

２）Ａ社のメンタルヘルス不調者の現状

　Ａ社のうつ病再発率は、うつ病や抑うつ状態で休業

した77名のうち職場復帰後に再発したケースは38名

である。休業期間が３ヶ月未満では38名のうち29名が

再発し、再び休業に至っている。このことから、主治

医によって職場復帰可能と判断されていても、復帰後

再発の可能性が高いことが明らかである（図５）。

　Ａ社では、メンタルヘルス不調者を必要以上に簡単

な仕事につかせたりするなど　特別扱いすることで職

場のモラルの低下や生産性の低下に繋がる可能性が考

えられるので、Ａ社は独自に職場復帰支援システムを

開発している。職場復帰支援システムの適応者は、精

神疾患による１ヶ月以上休業者である。主治医から「復

職可能」などの記載のある診断書が本人から提出され

た後、本人と上司の面談もしくは、保健師による面談

で本人の復職の意思を確認している。主治医からの職

業診断書は職業要件の参考とし、就業の判断は産業医

が実施し、出社可の判断がされた後に正式な出社とな

る。状況に応じて残業や交代勤務禁止などの就業制限

を行い、職場には職業上の配慮を要請している（図６）。

３）双極性障害の事例

　うつ状態と躁状態を繰り返す双極性障害の事例を、
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図３　メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由

図１　心の健康対策の取り組み状況

図２　メンタルヘルスケアの取り組み状況
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図４　メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由（事業所規模別）

図５　うつ病の再発率



復職準備段階と再発病態悪化への対応段階に分け検討

する。

（1）復職準備段階

　うつ病の診断後休職となり、過去５年間に２回　再

発―復帰―休業を繰り返している。３回目の休業後、

職場復帰の申し出があり、産業保健スタッフが事例と

の面談で「職場に戻りたい」との訴えが聞かれた。妻

との面談では、継続的な治療と通院・服薬への協力を

依頼した。職場では、就労能力の低下を理由に受け入

れに戸惑いを示している。就労時間・仕事内容につい

て、事例を取り巻く関係者・妻・人事・上司・産業医・

保健師で検討し職場復帰に至る。

（2）再発・病態悪化時の状況と対応段階

　職場復帰直後は、上司、産業保健スタッフが面談し、

職場への適応状況の確認が行われた。職場復帰後１年

経過し症状が安定してからも面談を続けている。その

後躁状態となり、対象者への対応に職場では膨大な時

間を費やすようになる。

　上司・人事側の要望として、完全に回復するまで社

内制度を活用しての休養が提案される。医療の必要性

を産業医・保健師側から説明するがなかなか受け入れ

られず、産業医と保健師の同行受診の了承が得られ、

受診につながる。薬剤が増量されても問題行動は変わ

らず、上司や同僚から「どうにかしてください」と連

絡があり、受け入れ困難となる。本人と家族は入院を

希望しないため入院治療には至らない状態が続き、そ

の後産業医の判断で就業制限自宅待機となり、医療措

置入院となった。

４）リワーク支援のプログラムを経て復職した事例

　リワーク支援のプログラムを経て職場復帰した事例

から、経過とリワーク支援段階、職場復帰支援段階に

分け検討する。

（1）経過

　「自分の悪口を言っている」気がして眠れないと上司

に相談があった。前の職場でも体調を崩し、職場を変

えたことで回復したので、職場の移動を希望した。社

内専門医である精神科医との面談後受診し、適応障害

と診断され、治療開始となる。受診経過を社内専門医

と看護職で確認していたが、休暇が続いていると上司

から連絡があり、休養が勧められた。

（2）リワーク支援段階

　事例から主治医と相談しリワーク機関のプログラム

を開始したと連絡があった。その後職場復帰に向けて
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図６　職場復帰支援システム



の相談を希望したため、社内専門医・上司で面談が行

われ、リワーク機関での様子について関係者で情報を

共有した。特に、日常生活リズムの整え方、コミュニ

ケーション、特に睡眠についての情報を共有した。

（3）職場復帰支援段階

　半年後、職場復帰に向けて話し合いをしたいとの連

絡を受け、リワーク機関のスタッフから情報を得て、

職場復帰レベルや社内体勢の確認、環境調整について

社内専門医、看護職、上司、人事で検討した。職場復

帰への焦りがあるので、会社側から職場復帰レベルや

職場復帰の手順について対象者に説明された。

　２ヵ月後、「生活リズムが整ったこと」、「リワーク機

関で出されていた課題は解消されている」と言う情報

が得られたため受け入れの職場調整・準備を始めた。

　面談で、生活リズム、病状の自己管理、職場復帰場

所の希望を確認し、職場復帰までのステップと職場調

整の意味について了解を得て、復帰場所を幾つか上司

が提案し、主治医・リワーク機関のスタッフ・社内専

門医のアドバイスを踏まえ、職場復帰に向けた面談が

行われた。

　この経過の中で産業看護職は、常に職場復帰支援の

プロセスを導き、関係者・関係場所・関係機関と連絡・

調整を取ることにより、労働者の就労意欲が下がらな

いよう関わっている。

４．考察
１）メンタルへルス対策をすすめる上での課題

　メンタルヘルス対策をすすめる上での課題として次

の７つが挙げられる。

　１．休業期間は長すぎても短すぎても、病気の再発

につながる可能性がある。

　２．早期復職が対象者と職場の負担になることもあ

る。

　３．休業期間が長くなるほど、復職への意欲が低下

し、病気の再発や自殺につながる可能性もある。

　４．休業期間の判断が職場復帰後の適応に影響する。

　５．休業期間の判断は事例によって異なる。

　６．段階的な職場復帰支援に対象者の同意が得られ

ないことがある。

　７．職場復帰レベルに達していない場合、職場に影

響する。

２）産業看護職の役割と効果的な支援

　産業看護職がメンタルヘルスケアに取り組むに当

たっての役割と効果的な支援として、次の３項目を導

いた。

（1）職場復帰レベルに達していない対象者が、職場復

帰を強く希望する場合

　職場復帰レベルに達していない対象者が職場復帰を

強く希望する場合、職場復帰まで見通しが持てるプロ

グラムを対象者とともに作成し、本人家族が病気を理

解できるよう支援していく。そして、職場復帰レベル

を家族・職場・産業保健スタッフで共有することを効

果的な支援として挙げる。先を見通すことができるプ

ログラムを作成することで、達成できそうな目標が励

みとなるだけでなく達成したことが職場復帰への自信

につながると考えられる。また、家族や職場と職場復

帰レベルを共有することで、職場復帰を必要以上に急

いでしまうなどの負担を軽減させることができ、対象

者に合ったペースで職場復帰を目指すことができると

考える。

（2）職場の一員であることを実感できるよう支援を継

続する

　対象者が職場の一員であることを実感できるよう支

援を継続し、休業中でも就業意欲を維持させるための

支援として、次の３つが挙げられる。対象者に会社の

情報を提供し会社とのつながりを作ること、休業中の

生活と職場復帰後の環境との差異を少なくするために

リワーク機関などと連携すること、療養中の家族が対

象者の職場復帰に前向きに関わっていくことができる

ようサポートすることである。対象者が職場に行けな

い生活の中で感じる孤立感やそれに伴う復職への焦り

は対象者にとって大きな負担となる。そのような大き

な負担と向き合いながら職場復帰を目指し続けるため
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には、会社とつながりをつくる支援が必要である。ま

た、保健師がリワーク機関などと連携を取り休業中の

生活と職場復帰後の環境との差異を少なくすること

で、職場復帰後のうつ病の再発や再休業を防ぐことが

できると考える。さらに、家族は対象者の休業に対し

て否定的な感情を持つことが考えられる。保健師とし

て、家族の立場や思いを受け止め、職場復帰に向けて

前向きに関わっていくことができるようサポートする

ことも重要と考えられる。

（3）職場復帰前後の対象者の気持ちの支援と職場の反

応を把握すること

　職場復帰前後の対象者の気持ちを支援し、対象者の

所属する職場の反応を把握して、対象者と職場の双方

を支援する役割が保健師には求められている。職場復

帰支援が充実していない事業所が多い中、職場が必ず

しも職場復帰に肯定的に関わっているとは限らない。

よって、対象者だけでなく職場の思いを把握し支援し

ていく必要がある。また、多くの専門職者が対象者を

どのように支援していくことができるかを把握し、会

社やリワーク機関などそれぞれのサポート体制が１つ

の方向性をもって職場復帰支援ができるよう導く役割

を担っていけるのは保健師である。
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