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１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに    

  大学教育における質保証の問題が重視され、本学でも教育の質向上をめざしてさまざ

まな取り組みを行っている。その一環として本学では、平成 21年度よりピアレビューを

実施している。当初は学部別に実施していたが、平成 21年度より各学部の特性や専門性

の違いを踏まえ、全学合同のピアレビューを実施するに至っている。専門性や立場の違

いは多様な価値観に触れる機会となり、自己研鑽につながっている。 

また、今年度の特徴としては、さまざまな立場からのレビューによる教育力の向上を

挙げ、教員のみならず事務職員による授業参観およびレビューも含めたピアレビューと

したことである。 

２．全学合同ピアレビューの目的２．全学合同ピアレビューの目的２．全学合同ピアレビューの目的２．全学合同ピアレビューの目的    

上武大学教員の教育力の向上をめざしよりよい教育の実現につなげる。 

３３３３．実施目標．実施目標．実施目標．実施目標    

 １）教育内容について共通認識を持つことができる。 

 ２）教授方法に関する工夫点について共有できる。 

 ３）学部を越えたコミュニケーションを通し教育力の検証と強化に繋げる。 

４４４４．実施方法．実施方法．実施方法．実施方法    

１）対象：全学部の全教員とする 

２）期間：平成 23年 10 月 24 日（月）～ 10 月 28 日（金） 

３）実施要領 

（１）公開方法と使用教室 

 ・伊勢崎と高崎キャンパスでそれぞれ担当教員が実施する。 

  ・使用教室はピアレビューの時間割に明示する。 

 （２）指導案内容と配付資料など 

・所定の用紙をもとに当日の科目全体の中の当該授業の位置づけおよび授業内容を作 

成し事前に教育センターに送付する。 

・公開授業の指導案作成の有無については各担当者にまかせる。 

（３）授業参観の方法 

・参観者は全教職員を対象とする。 

・授業参観は他学部も含めて 1教員 2回以上とし、「観察票」にもとづき参観した結果

を記載する。 

・観察票の配布は実施の前週に各教員に配布する。 

・観察票は参観終了後各事務室所定の場所に提出する。 

５．実施結果５．実施結果５．実施結果５．実施結果    

    １）開講科目・公開授業参観結果（表 1） 

        開講科目数は、ビジネス情報学部 30、経営情報学部 19、看護学部 18 であり、3 学部

合わせて 67科目。参観者延べ数はビジネス情報学部 47人、経営情報学部 40人、看護

学部 43 人であった。また、観察票への記入数はビジネス情報学部 35 枚、経営情報学
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部 36枚、看護学部 43枚であり、未記入票が 16枚であった。    

 

表１ 開講科目・公開授業参観結果 

 開講科目数 参観者延べ数 観察票記入数 未記入 

ビジネス情報学部 ３０ ４７ ３５ １２ 

経営情報学部  １９ ４０ ３６ ４ 

看護学部 １８ ４３ ４３ ０ 

合  計 ６７ １３０ １１４ １６ 

    

２）観察票集計結果（表 2、表 3） 

 「優」のみにチェックした人数は 37 名で、「優」、「良」または「良」のみにチェックし

た人数は 56名、「優」、「良」、「可」または「可」のみにチェックした人数は 22名であった。 

また、いずれにもチェックしなかったのは 22名であった。 

 次に、各項目の具体的内容・コメント欄に記入された数は、1項目 13名、2項目 11名、

3項目が 15名などであった。 

 

表 2 観察項目に対するチェック欄 

「優」のみにチェックした人数 

（チェック無し項目がある場合も含む） 
37名 

「優」「良」にチェックした人数 

（「良」のみにチェックした場合も含む） 
56名 

「優」「良」「可」にチェックした人数 

（「可」のみにチェックした場合も含む） 
22名 

「優」「良」「可」いずれにもチェックしなかった人数 

 
16名 

表 3 具体的内容・コメントへの記入  

コメントを書いた項目数 人数 

1項目 13名 

2項目 11名 

3項目 15名 

4項目 17名 

5項目  9名 

6項目  6名 

7項目 12名 

8項目以上  4名 

欄外に総評を書いた人数 11名 
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３）観察 7項目の「優」・「良」・「可」ごとの集計結果 (表 4) 

最も「優」が多かった項目が、項目７の「情熱を持って意欲的に取り組んでいる」が

84 名、次に多かったのが、項目２の「声が聞き取りやすく話し方が上手である」が 79名

などであった。最も「優」が少なかった項目は、項目５の「学生との関係が良好で、コ

ミュニケーションがとれている」で 54名、次に少なかったのが項目１の「授業の量また

は進行速度が適切である」59名などであった。 

        

        表４ 観察項目の優・良・可ごとの集計 

 観 察 項 目 優 良 可 無回答 

項目１ 授業の量または進行速度が適切である 59 43 6 23 

項目２ 声が聞き取りやすく話し方が上手である 79 28 6 18 

項目３ 説明が分かりやすい」 75 31 6 19 

項目４ 教科書・プリント・パワーポイント・板書など提示資料が 

理解の助けになっている 

62 36 8 25 

項目５ 学生との関係が良好で、コミュニケーションがとれている 54 44 8 25 

項目６ 授業内容が興味深い 63 41 5 22 

項目７ 情熱を持って意欲的に取り組んでいる 84 25 2 20 

 

４）7項目以外の自由記載内容 

  観察票に指定された 7項目以外の自由記載欄への記載は総数が 19 であり、内容は以下

の通りである。 

・ 授業の構成シナリオに関するもの 

・ 学生の授業態度 

・ 教材の工夫 

・ 出欠の確認方法 

・ 指導方法の工夫 

・ 授業環境 

  また、今年度は教員と事務職も含めたピアレビューとし、事務職の方には観察票の具

体的内容・コメントの欄に記入をして頂いた。内容は以下の通りである。 

・教員の指導方法、 

・学生の学習態度 

・教材の工夫に関するもの 

６．ピアレビューの結果についての意見交換６．ピアレビューの結果についての意見交換６．ピアレビューの結果についての意見交換６．ピアレビューの結果についての意見交換    

上武大学学内研究会においてパネルディスカッションの方法により報告することと

した。報告会のテーマについて担当者で検討した結果、【学生とのコミュニケーション

のとり方】とした。その理由は、観察項目 7つの中で、「優」が最も少なかった項目が

「学生との関係が良好で、コミュニケーションがとれている」であったことから、授
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業における学生とのコミュニケーションに着目した。パネラーについては以下のよう

に検討した。 

１）パネラーの選択条件 

   ・各学部から 1名を選出する。 

・観察項目 5の「学生との関係が良好で、コミュニケーションがとれている」が「優」

である。 

・観察項目 5の具体的内容・コメントに記載されている。 

・役職者（学部長・学科長）および兼担担当者を除く。 

・今回の研究会において研究発表を行う担当教員を除く。 

２）各学部のパネラーを以下のように決定し、発表のポイントとして日頃授業を行う際に

心がけていること、特にコミュニケーションのとり方で工夫している点などについて

お話頂くこととした（資料１～３）。 

ビジネス情報学部 →小野里 真弓先生 

経営情報学部   →小林 康彦先生 

 看護学部     →高野 みどり先生 

３）パネルディスカッション 

（１）はじめに今回のピアレビューの結果について報告をした（資料４）。開講科目・公 

開授業参観結果および全学部における観察項目の「優」・「良」・「可」ごとの集計結果、 

さらに各学部の特長について以下のような報告を行った。 

ビジネス情報学部は、「優」が最も多い項目が「情熱を持って意欲的に取り組んで 

いる」が 30 名で、「優」が最も少ない項目は「授業内容が興味深い」であり 20名で

あった。次に経営情報学部は、「優」が最も多い項目がビジネス情報学部と同様に、

「情熱を持って意欲的に取り組んでいる」で 29名、「優」が最も少ない項目は、「学

生との関係が良好で、コミュニケーションがとれている」で 10名であった。 

看護学部は、「優」が最も多かったのが「声が聞き取りやすく話し方が上手である」

の項目で 26 名、「優」が最も少ない項目は「授業内容が興味深い」で 16 名であった。 

（２）各学部のパネラーから資料をもとに 5分間ずつ発表して頂き、最後に司会よりまとめを

行った。 

７．まとめ７．まとめ７．まとめ７．まとめ    

            ピアレビューを開始して今年度で３年目を迎えるが、平成 21 年度の開始当時の参観

者数は述べ 79人であった。今年度はピアレビュー実施期間が 1週間と例年に比べて短

期間での実施であったが、参観者延べ数が 130 人であったことから、教員のピアレビ

ューに関する意識は年々高まってきていると考える。 

   観察票については毎年微調整をしながら使用しており、今年度は「観察者の記入の

負担をできるだけ少なくすること」、「参観した授業の良いところを発見して自分の授

業に活かす」、ということを念頭に観察票を修正し実施した。しかし、参観者が増加し

ている傾向にあるものの、観察票への記入がない「無回答」が多い状況であった。ま
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た、観察票が「優」・「良」・「可」というチェック票になっていたことから、具体的な

意見として、「ピアレビューの目的が、『参観した授業の良いところを発見して自分の

授業に活かす』であるのに、チェック欄で評価をする方法は目的に沿っていない（２

名）」、「チェック票が試用商品のアンケートのような方法は疑問である（1名）」などの

意見が見られた。 

   次年度に向けた課題として、ピアレビューの目的に沿った観察票とピアレビュー実

施期間の検討が必要であると思われる。また、今年度は教員と事務職員によるピアレ

ビューということで実施したが、事務職員の参加が 3 名と少なかったことからできる

だけ多くの方に参加していただけるようスケジュールの調整が必要であると考える。 

   さらに、全学合同ピアレビューは試行錯誤を重ねて 3 年目を迎えたが、各学部全体

の公開授業のまとめに留まっており、公開授業を実施した各教員へのフィードバック

までには至っていない。これまでの 3 年に亘る実施経過を踏まえ、ピアレビュー本来

の目的である「教員同士の評価」という意味において、観察結果を各教員へフィード

バックするということについて検討していきたいと考える。 

                                

                             （文責 大槻優子）  
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資料 1 

 

平成２３年度 全学合同ピアレビュー パネルディスカッション 資料 

 

 

ビジネス情報学部    講師  小野里 真弓 

担当科目名 

科目名称 科目区分 

【前期】 

・スポーツマネジメント論 

・スポーツ概論 

・保健体育科教育法Ａ 

【後期】 

・スポーツ社会学 

・スポーツマーケティング 

・地域スポーツ論 

・保健体育科教育法Ｂ 

【通年】 

・専門ゼミ 

・卒業研究 

 

専門固有選択 

必修 

教職 

 

専門固有選択 

専門共通選択 

専門固有選択 

教職 

 

専門演習 

専門演習 

授業を行う際に 

心がけていること 

 

・講義の最後に出席カードの裏等に書き込めるような

課題を提示し、学生の理解度を確認する。 

・前回の講義でのコメント等を紹介しながら、受講生

の意見を共有する。 

・受講者同士で意見交換（ディスカッション）ができ

る課題を提示し、発表する機会を設ける。 

・学生がプレゼンテーションする機会を何度か設ける。 

・受講生の名前と顔を覚える。 

・時々机間巡視を行う。 

 

コミュニケーション 

のとり方で工夫して 

いる点 

 

・学生の名前、所属運動部などを把握し、大会結果や

近況等を聞く。 

・出席カードの提出の際に名前と顔を覚えて学内で挨

拶をする時などに名前で声をかけるようにする。 

・学生の意見や考えを聞き出すように努める。 

 

6



①担当学部：経営情報学部

学内研究会

　　経穴情報学詐

言教授　小林康彦

②　担当科目：ドイツ語1～IV、Fゼミ、基礎ゼミ、言語と文化、ビジネスマナー、

　　　　　　　ビジネス文書

③　授業を行う際に心がけていること

＊フレンドリーをこころかけている（実際には厳しい・怖いと思われているようだ）

＊楽しく（現実はつまらなそうにしている学生が大判

＊学習到達目標を高くしすぎない（それでも学生達はテストが出来ない）

＊学生に作業してもらう

＊全員起立させて、覚えた人から着席させる

④　特にコミュ
-

一 ケーションのとり方で工夫している点

＊名前を覚える

＊出席確認時に話しかける

　　・前回の欠席理由（先週はどうしたの？　寝坊か？　デートか？）

　　・その後の体調（風邪治った？　足の具合どう？）

　　・遅刻理由　（何時に寝だの？　アルバイト夜遅くまでやってるの？）

　　・野球部、駅伝など部活の活躍のねぎらい

＊授業前や授業中の雑談（最近の自分の体験、ニュース、冗談など）

＊机間巡視（学生が課題に取り組んでいる間）しながら話しかける

　（上記と同じ内容、学生の持ち物や服装などについて、蹴活どう？）

＊指名して答えさせる(名前と顔を覚える機会)

　コメントや称賛

＊授業外でも挨拶したり、話しかけたりする
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資料 3 

 

 

2012/2/27 

H23年度 全学合同ピアレビュー 

看護学部 高野みどり 

テーマ『学生とのコミュニケーションのとり方』テーマ『学生とのコミュニケーションのとり方』テーマ『学生とのコミュニケーションのとり方』テーマ『学生とのコミュニケーションのとり方』    

担当科目：小児看護学方法論Ⅱ、小児看護学実習Ⅰ・Ⅱ、ビ情：発達発育論（小児期） 

【授業を【授業を【授業を【授業を実施する実施する実施する実施する際に心がけていること】際に心がけていること】際に心がけていること】際に心がけていること】    

１．授業運営に対する基本的姿勢 

 １）授業準備 

  ①授業テーマに添って資料を集める視点 

   ・学生のレディネスの把握 

   ・学習段階の把握 

 

 

 ２）学生のニードの把握 

  ①学生の興味関心はどこにあるか？ 

  ②学生の授業への期待はどこにあるか？ 

  ＝＝＝研究室前の廊下は、絶好の情報収集の場となる＝＝＝ 

 

２．授業展開に対する考え方 

 ①授業は、学生と教師とで作り上げる相互作用性相互作用性相互作用性相互作用性がある。 

   共に作り上げるために、信頼関係が必要である。 

 ②授業展開は、参加型の展開を心がける。 

＊ 発問も一つの手段 

《ルール》《ルール》《ルール》《ルール》：3人当てて解答が得られない場合は、解答を与える。 

 答えられない理由：発問の仕方？既習学習の曖昧さ？内容理解が到達していない？など 

  学生の不安を増副させない。 

 ③授業展開は、体験型を「１コマの授業で一つ」は取り入れる。 

  ＊疾病の理解であれば、学生自身の体を用いて症状を疑似体験させるなど具体的に。 

   ＊ロールプレイや学生がよく知っている例を提示するなど。 

 

３．授業の実際【コミュニケーションのとり方で工夫している点】【コミュニケーションのとり方で工夫している点】【コミュニケーションのとり方で工夫している点】【コミュニケーションのとり方で工夫している点】 

 ①コースアウトラインを学生・教員で改めて確認し、前述の授業への基本的姿勢を提示する。 

②授業の冒頭：１週間の中で、授業に関連したニュースを必ず入れ導入とする。 

 ③確認テスト(出席カードを兼ねる)により、学生の理解度を把握し、授業展開に活かす。 

  ④授業資料の工夫：ポイントを明示する。既習内容の確認は、発問の答えが書き込み式にする。 

  ⑤授業の終わりに本時のポイントの確認を行う。 

  ★授業内容のポイントを、できる限り 3回は提示したいが、時間的に厳しくなってしまう。 

 

４．今後の授業で心がけたいこと 

 ①学生自らが、課題を見いだすことができるような授業展開としたい。 

 ②教室でインターネットが使用できるので、授業展開の中で活用したい。 

最新情報を取り入れた授業展開⇒保健データーや画像を用いて体験化を図る。  

  

【結論】①授業は、学生と教師との相互作用によって円滑に進むと考える。②学生にもしっかりこの

ことを伝えて授業に参加してもらう。③授業に対する要望は、随時受け必ず応答する。 

 

参考図書：「授業をどうする！！！！～～～～カルフォルニア大学バークレイ校の授業を改善するためのアイディア集～」 

      香取草之助監訳 東海大学出版 2005 

幼かったころ、好きな先生の授業は楽幼かったころ、好きな先生の授業は楽幼かったころ、好きな先生の授業は楽幼かったころ、好きな先生の授業は楽

しかった。そして確かに成績も伸びたしかった。そして確かに成績も伸びたしかった。そして確かに成績も伸びたしかった。そして確かに成績も伸びた

経験がある。経験がある。経験がある。経験がある。     

 

授業における学生とのコミュニケー授業における学生とのコミュニケー授業における学生とのコミュニケー授業における学生とのコミュニケー

ションについてこんなションについてこんなションについてこんなションについてこんなことを心がけことを心がけことを心がけことを心がけ

ていますていますていますています!!!!!!!!    
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全学合同 ピアレビュー

パネルディスカッション

テーマ

「学生とのコミュニケーションのとり方」

大槻優子・植松盛夫

第 3 部 開講科目・公開授業参観結果開講科目・公開授業参観結果

開 講
科目数

参観者
延べ数

観察表
記入者

参観表
未記入

ビジネス
情報学部

30 47 35 12

経 営
情報学部

19 40 36 4

看護学部
18 43 43 0

ピアレビュー観察結果
（全学部合計）

ピアレビュー観察結果
（全学部合計）

(人)

ビジネス情報学部ビジネス情報学部

経営情報学部経営情報学部 看護学部看護学部

（人）
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具体的な意見具体的な意見

● ピアレビューの目的が、「参観した授業
の良いところを発見して自分の授業に活
かす」であるのに、チェック欄で評価を
する方法は目的に沿っていない。

●参観者の対象を教員と事務職 員としたが
事務職員が参観する機会が 少なかった。

今後の課題今後の課題

●授業参観とピアレビューの目的の明確化

●ピアレビューの目的に沿った評価方法の
検討

●ピアレビューの開催時期・討論会などの
検討
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