九州大学
次世代型大学教育開発拠点
平成 30 年度 活動報告書
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1. はじめに
九州大学基幹教育院が文部科学省教育関係共同利用拠点に平成 28 年 7 月に認定され、そ
の運営母体として次世代型大学教育開発センターが発足後 3 年が経過し、平成 31 年 3 月に
第一期が無事に終了しました。この間、再申請を行い、新たに 5 年間の延長が認められまし
た。これもひとえに、拠点活動を担って頂いた教職員の皆様、また、外部講師の先生方、そ
して、拠点活動にご参加頂いた皆様のご協力の賜物であります。センターを代表し、ここに
厚く御礼申し上げます。
さて、
平成 30 年度の活動を振り返ってみたいと思います。
次世代型大学教育開発拠点は、
平成 30 年 10 月から新たに基幹教育院長に就任された谷口説男先生（副理事）を拠点長と
してお迎えしました。また、この間、九州大学教育改革推進本部との連携活動を開始し、九
州大学の学内教育関係行事の開催における連携を強化しました。平成 30 年度には、当拠点
では合わせて 24 回の公開研修会等を開催しました。それらの研修会には、全国から合計
1,198 名（内訳：学内 294 名、学外 904 名）もの参加者を得ることができ、本年度も順調に
教育関係共同利用拠点としての役割を果たすことができたものと考えております。特に、カ
リキュラム設計担当者養成プログラムは多くの参加者を集め、ニーズに応じた研修会の開
催事例の一つとして注目され、同プログラムは次年度以降の開催も既に決定しております。
また、継続申請の際に指摘を受けた新科目開発の為の活動についても、第一期において教養
教育の意義から必要とされる教養教育の内容まで幅広い議論を行い、引き続く第二期でそ
れらの議論をもとに新科目を生み出すべく着々と準備をはじめました。
年号も改まり令和となりましたが、我々次世代型大学教育開発センターも令和元年から
第二期をスタートさせることとなりました。引き続き、皆様に必要とされる科目開発、FD・
SD、専門的人材養成プログラムを提供するため、センター関係者一同、努力してまいりま
す。皆様からの変わらぬご指導とご支援をお願いして、ごあいさつに代えさせていただきま
す。
今後ともよろしくお願いいたします。

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター長
野瀬 健
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2. 次世代型大学教育開発拠点について
2-1. 組織概要
平成 28 年 7 月に九州大学基幹教育院が文部科学省教育関係共同利用拠点1「次世代型大学教育開発拠
点」として認定されたことに伴い、拠点事業を担う「次世代型大学教育開発センター」2が発足した。本
拠点事業では、日本の高等教育機関が教学マネジメントや内部質保証システム構築を行うための基盤を
形成することを目指して、
① 分野の壁を越えた新科目の開発を目的としたリベラルサイエンス教育開発
② アクティブラーニング手法や授業デザインの開発と共有を目的とした大学教員職能開発
③ 学長のリーダーシップや教学マネジメントを支える人材の養成を目的とした専門的人材養成
の 3 領域において公開 FD/SD の開発と提供を行っている。実施体制としては、それぞれの領域に対応す
る「リベラルサイエンス教育開発モジュール」
「大学教員職能開発モジュール」
「専門的人材養成モジュー
ル」の 3 部門を設けている。

図 1：次世代型大学教育開発拠点の概念図

1

教育関係共同利用拠点について：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1292089.htm

2

次世代型大学教育開発センターウェブサイト：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/
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2-2. メンバー構成
■ 拠点長
丸野 俊一（九州大学 理事・副学長・基幹教育院長）
【～平成 30 年 9 月】
谷口 説男（九州大学 副理事・基幹教育院長・教授）
【平成 30 年 10 月～】

■ 運営委員会
氏名

所属機関名

役職

専門分野

池田 史子

山口県立大学 国際文化学部

准教授

日本語学

川島 啓二

京都産業大学 共通教育推進機構

教授

高等教育論

佐藤 仁

福岡大学 人文学部

准教授

比較教育学

西郡 大

佐賀大学 アドミッションセンター

教授

教育情報学

橋場 論

福岡大学 教育開発支援機構

准教授

高等教育論

松下 佳代

京都大学 高等教育研究開発推進センター

教授

教育方法学

山本 以和子

京都工芸繊維大学 基盤科学系

准教授

教育社会学

谷口 説男

九州大学 基幹教育院

院長・教授

確率解析

野瀬 健

九州大学 基幹教育院

センター長・教授

生物化学

小湊 卓夫

九州大学 基幹教育院

副センター長・准教授

高等教育マネジメント

原田 恒司

九州大学 基幹教育院

教授

素粒子理論

三木 洋一郎

九州大学 基幹教育院

教授

医学教育学

深堀 聰子

九州大学 教育開発推進本部

教授

木村 拓也

九州大学 人間環境学研究院

准教授

教育社会学

氏名

所属機関名

役職

専門分野

大橋 浩

九州大学 基幹教育院

副院長・教授

認知言語学

飯嶋 裕治

九州大学 基幹教育院

准教授

倫理学

小島 健太郎

九州大学 基幹教育院

准教授

素粒子物理学

立脇 洋介

九州大学 アドミッションセンター

准教授

教育心理学

■ 専門委員

■ 拠点事務局スタッフ
氏名

所属機関名

役職

専門分野

小林 良彦

九州大学 基幹教育院

特任助教

原子核物理学

岡村 香世子

九州大学 基幹教育院

テクニカルスタッフ
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3. 活動の総括
平成 30 年度は 24 件の公開 FD/SD を開催し、合計 1,198 名（内訳：学内 294 名、学外 904 名）の参
加を得た。各モジュールにおける活動は以下のようにまとめられる。
■ リベラルサイエンス教育開発モジュール


実験・実習科目の運営、分野の垣根を越えたリベラルサイエンス科目の実施例の開発に関する
FD/SD を 4 件実施した。



九州大学の初年次教育改革の記録取りまとめ、書籍の作成を継続中である。

■ 大学教員職能開発モジュール


大学教員準備大学教員準備講座（PFFP）を夏季集中講義で実施した。



「九州大学アクティブラーニング教室」としてアクティブラーニングの実践に関するセミナーを
4 件実施した。



教育手法に焦点をあてた「イノベーション教育セミナー」を 2 件実施した。



ライティング支援に関するワークショップを 1 件実施した。



「大学院理系研究室のマネジメント －風通しの良い研究室の構築に向けて－」を実施した。

■ 専門的人材養成モジュール
◇ カリキュラム設計担当者養成プログラム


「カリキュラム設計担当者養成プログラム」
（初級・実践・上級各 1 件）を実施した。



他大学との共催でシンポジウムと国際ワークショップの計 2 件を開催した。

◇ アドミッション・オフィサー養成プログラム


アドミッション・オフィサー育成の体系的研修として「第 3 回 アドミッション・スペシャリス
ト能力開発研修会」
（協力：大学入試センター）を開催した。



育成型入試に関しての講演会「アドミッションオフィサーはなぜ必要とされるのか？ －育成型
入試におけるアドミッションオフィサーの役割－」
」を開催した。



大学コンソーシアム京都との共催により、第 16 回高大連携教育フォーラム特別分科会①「アド
ミッション専門人材の育成」を開催した。

◇ インスティテューショナル・リサーチャー養成プログラム


「大学評価・IR 担当者集会 2018」を開催した。



「IR 初級人材育成研修」を 1 件開催した。

■ その他のシンポジウム


シンポジウム「高校・大学教育における科学実験の意義と課題－実験による学びとアクティブ
ラーナーの育成－」を開催した。
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3-1. FD/SD 参加者の内訳
平成 30 年度に開催された FD/SD への参加者内訳を、平成 28 年度・平成 29 年度の参加者内訳と合わ
せて示す。なお、表中に掲載されている参加者数はすべて延べ人数となっている3。
表 1：共同利用状況（各年度の比較）
機関数
H30

H29

H28

利用人数（実数）

利用人数（延べ）

H30

H30

H29

H28

H29

H28

学内（法人内）4

56

56

19

148

333

61

294

551

85

国立大学

57

52

35

197

164

72

224

194

79

公立大学

15

16

6

30

26

13

36

38

14

私立大学

168

89

71

342

195

110

482

219

122

大学共同利用機関法人

3

1

1

10

2

1

10

2

2

民間・独立行政法人等

39

23

12

53

31

18

56

36

23

2

6

0

3

6

0

3

6

0

県立高校

24

28

17

40

38

22

53

42

22

市立高校

3

1

2

6

4

2

9

5

3

公立高校

1

0

0

1

0

0

1

0

0

私立高校

8

5

1

10

17

2

14

19

2

高等専門学校

3

15

0

3

5

0

12

7

0

所属なし

－

－

－

3

9

0

4

9

0

（うち大学院生）5

(4)

(22)

(1)

(24)

(36)

(2)

(27)

(45)

(4)

324

237

146

846

830

301

1,198

1,128

352

外国の研究機関

合計（各年度）5

2,678

合計（3 年度分）



学外参加者においては、特に私立大学から非常に多くの参加を集めた。その内の大部分は専門的人材
養成モジュール FD/SD への参加者であった。カリキュラム設計やインスティテューショナルナル・
リサーチ（IR）
、そして、アドミッション（入試）に関する業務への注目が集まっている。



本拠点の特徴の一つとして、高校教員の参加が多いことも挙げられる。学外参加者のおおよそ 1 割
が高校教員という状況である。

3

ここでは、講師およびスタッフも参加者として加算している。

4「学内」の機関数は部局数を掲載している。
5

九州大学は機関数「1」で計上している。
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表 2：学外参加者の地域属性（延べ人数の各年度の比較）
参加者の所属内訳
地域

人数
H30

国立大学
H29

H28

H30

公立大学

H29

H28

H30

私立大学

H29

H28

H30

高校

H29

H28

H30

その他
H29

H28

H30

H29

H28

北海道

12

15

3

9

13

2

0

0

0

3

0

1

0

2

0

0

0

0

東北

33

22

8

7

9

4

6

1

4

20

12

0

0

0

0

0

0

0

関東

155

76

90

26

20

18

3

1

0

94

47

53

1

1

0

31

7

19

中部

52

38

21

29

26

14

1

2

0

20

7

7

0

0

0

2

3

0

近畿

180

109

36

41

41

9

5

5

3

112

51

22

8

7

0

14

5

2

中国・四国

90

69

15

41

22

7

8

19

2

36

25

6

2

1

0

3

2

0

九州・沖縄

374

234

94

71

63

25

13

9

5

197

78

33

66

55

27

27

29

4

海外

3

5

0

0

0

0

3

3

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

所属なし

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

8

0

904

577

267

224

194

79

39

40

14

482

221

122

77

67

27

82

55

25

合計（各年度）

合計（3 年度）

1748

497

93

825

171

162



学外からの延べ参加者数は、昨年度を大きく上回った。



特に、関東と九州・沖縄の私立大学からの参加者が著しく多い。九州・沖縄（特に福岡県内）の高校からの参加者も昨年度を上回った。
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表 3：学外参加機関の地域属性（各年度の比較）
参加機関の内訳
地域

機関数
H30

国立大学
H29

H28

H30

公立大学

H29

H28

H30

私立大学

H29

H28

H30

高校

H29

H28

H30

その他
H29

H28

H30

H29

H28

5

6

3

4

5

2

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

東北

13

10

5

4

3

3

3

1

2

6

6

0

0

0

0

0

0

0

関東

85

43

47

13

8

6

2

1

0

47

27

31

1

1

0

22

6

10

中部

23

16

11

10

9

6

1

1

0

11

5

5

0

0

0

1

1

0

近畿

66

48

22

7

10

6

2

2

2

43

25

13

7

7

0

7

4

1

中国・四国

35

24

9

9

8

4

3

6

1

19

8

4

2

1

0

2

1

0

九州・沖縄

93

84

48

10

9

8

4

5

1

41

18

17

26

34

20

12

18

2

2

5

0

0

0

0

2

3

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3236

236

145

57

52

35

17

19

6

168

90

71

36

44

20

44

31

13

北海道

海外
合計（各年度）



昨年度に比べ、関東、近畿、中国・四国、九州・沖縄の多くの私立大学から参加を集めている。



九州の高校教員の参加が増えている（表 2 参照）が、機関数は伸びていない。高校教員のリピーターが増えたことや、同僚と共に参加している
ケースが散見されることが原因だと考えられる。

6

地域不明の機関を 1 つ含んでいる。
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図 1：学外参加者の地域属性（表 2 参照）


全体的な傾向は、おおよそ昨年度と同様であった。



関東、近畿、九州・沖縄の私立大学からの今年度の参加者数は昨年度を大きく上回ったが、国立大学からの参加者数は昨年度と比べて、やや少
ない状況であった。
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表 4：学内参加者の職種・職位（延べ人数、[ ]内容は平成 29 年度の値）
職種・職位

人数

教授

55 [136]

准教授

62 [137]

講師

5 [16]

助教

35 [71]

学術研究員

37 [35]

職員

67 [80]
3 [17]

学部生
大学院生

23 [38]
7 [21]

その他・未記入



教授と准教授の参加が約 4 割を占めた。講師、助教、学術研究員を含めると、参加者の 6 割以上を
占めており、教員の参加が主であることが分かった。



職員（21%）や大学院生（9%）の参加もあり、参加者の多様性があることも伺えた。

表 5：学外参加者の職種・職位（その他・未記入を除く延べ人数、[ ]内容は平成 29 年度の値）
職種・職位

人数

教授

103 [62]

准教授

105 [72]

講師

33 [27]

助教

32 [11]

大学職員
学部生・大学院生
高校教員



394 [136]
9 [15]
70 [53]

学外参加者においては、大学職員の参加が 5 割を超える結果となった。専門的人材養成モジュール
FD/SD への参加がその内実であった。



高校教員の参加も 1 割を超えた。この点は、本拠点の特徴の一つと言える。
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表 6：講師の所属内訳（人数は延べ）
所属

人数
8 [22]

学内（基幹教育院）
学内（基幹教育院以外）

12 [12]

学外

39 [37]

表 7：参加者の満足度
満足度

回答数

満足

174 [155]

概ね満足
どちらともいえない

94 [96]
7 [10]

やや不満足

2 [3]

不満足

0 [0]
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4. インタビュー調査
本拠点が平成 30 年度に開催した FD/SD の効果を調べるため、6 組（計 8 名）の参加者にインタビュ
ー調査を行った。調査は平成 31 年 3 月から令和元年 6 月にかけて行われた。インタビュー調査の時間
は 60 分程度とし、実施場所については各調査協力者との合意の下で決定した。また、インタビュー調
査の内容は各調査協力者の了解を得て、IC レコーダーに録音した。
インタビュー調査における主な質問項目は以下である。インタビュー実施時には、調査協力者が参加
した FD/SD の資料（ポスターなど）を提示して、内容や体験を想起してもらう工夫をした。また、回答
に応じて、別の質問や掘り下げた質問も行った。なお、質問項目は調査協力者には明示しなかった。
【インタビュー項目】
★なぜ、その FD/SD に興味を持ったのか、参加したのか。
（自身の授業改善の意識や大学教育に対する問題意識など。）
★参加した FD/SD は実際どうだったか。
（期待通りだったか、運営上の改善希望はないか、など。
）
★FD/SD での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。
できているのであれば、その活用例や波及効果などを聞く。
できていないのであれば、何が活用を妨げているのかを探る。
（以下は時間があれば聞くプラスアルファの質問）
・拠点事業についてどう感じているのか。
（印象などを聞く。
）
・今後希望する FD/SD のテーマや拠点事業に対する要望はないか。
・その他のコメントはないか。

次頁からは、以下 6 組の調査協力者へのインタビュー調査結果を調査協力者の発話を基に記載す
る。なお、インタビュー中の言い直しは本来の意味を損なわないよう、適宜修正した。
【調査協力者の背景】
調査 No.

調査日

調査協力者の背景

A

平成 31 年 3 月 14 日（木）

高等専門学校・准教授

B

平成 31 年 3 月 22 日（金）

県立高校・教諭

C

平成 31 年 3 月 29 日（金）

C1：私立大学・教授
C2：私立大学・職員

D

令和元年 5 月 16 日（月）

D1・D2・D3：私立大学・職員

E

令和元年 6 月 3 日（月）

E：九州大学・准教授

F

令和元年 6 月 6 日（木）

F：九州大学・大学院生
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調査協力者 A：高等専門学校・准教授
インタビュー日程：2019 年 3 月 14 日（木）
【調査協力者 A が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）
】


イノベーション教育セミナー「ファシリテーションを活かした学びの場づくり」



九州大学アクティブラーニング教室「グループ学習の導入とジグソー法」



第 5 回 基幹教育シンポジウム「高校・大学教育における科学実験の意義と課題」



カリキュラム設計担当者養成プログラム（初級編）



九州大学アクティブラーニング教室「ルーブリック評価入門ワークショップ」



九州大学アクティブラーニング教室「ディベート入門講座」



九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」



リベラルサイエンス教育開発 FD「これからの教養教育・学際教育を考える ～先進事例と共に～」



カリキュラム設計担当者養成プログラム（実践編）



カリキュラム設計担当者養成プログラム（上級編）
高等専門学校（以下、高専）に勤める調査協力者

「テクニカルプレゼンテーション」では参加者

A（以下、A）は平成 29 年度の終わり頃から、数

によるプレゼンテーションを撮影し、後日、

多くの本拠点 FD/SD に参加してくれている。A が

YouTube で共有した。この点も評価して頂いた。

初めて参加した FD/SD は平成 30 年 3 月開催の九

翻って、改善点について聞いたところ、
「活用の

州大学アクティブラーニング教室「ICT を活用し

一歩目」までを FD/SD でつくれるとなお良い、と

たアクティブラーニング環境を考える」であった。

いう意見を頂いた。

それ以前から、アクティブラーニング手法に興味

（拠点 FD/SD は）体験するみたいな話が多い

を抱き始め、高専や高校の教員が集まる、アクテ

じゃないですか。僕としてはもう少し、自分の

ィブラーニングに関する研究会にも参加していた

（授業で使うもの）までつくるところまで深め

そうだ。また、自身の講義でもピアインストラク

られたら良いな、っていうのはすごく九州大学

ションなどを実施しているとのことである。

さんの（拠点）研修会ではよく思うとこですか

3 年前くらい前から、
「結構、アクティブラーニ

ね。
（中略）自分に置き換えて（個人・グループ

ング面白いな」ということで、進んで、いろい

ワークを）するような形だと、もう少し面白い

ろ参加していたっていう経緯があって。で、
「じ

のかな、っていう風に思いますね。

ゃあ、近場の九州大学でもなんかやってないか

（自分の講義への活用アイデアが）できたら、

な」ということで。それで知ったというのが経

実際に模擬授業というか、そこまでやれたら楽

緯なんですけど…

しそうではあるな、と思いますね。

印象に残っている FD/SD を聞いたところ、
「テ

また、拠点 FD/SD の参加者の背景が多様である

クニカルプレゼンテーション」挙げてくれた。

ことを利用して、異なる分野を専門とする参加者

僕は 1 日目だけ（の参加）だったんですけど、

同士で授業をつくることも面白いのではないか、

2 日目（も参加）の方は宿題が出る形で、実際に

と提案してくれた。

自分のプレゼンを改変することをやっていたか

（拠点 FD/SD に）参加する人って、全員、分野

ら、すごく良かったな、というイメージですね。

違うじゃないですか。だから、そういう人たち
14

と、
「今日はこの人の授業つくってみよう」みた

情報交換もしたいはずなので。どういう人が参

いな…（中略）
（参加者の誰かの授業を）つくる

加していて、どういう意識を持ってて…仲間が

と、すごく達成感はあるのかなって思って…

できた方が良いじゃないですか。
「うちもこんな
問題があって、ちょっと教えて下さい」みたい

こういった取り組みは高校教員との集まりで、

な。そういうのを含めてやると良いのかなと思

実際にやっているとのことだった。教科横断型の

いますね。

授業をつくり易い、という背景があるそうだ。高

聞くだけになると、やっぱり、モヤモヤして帰

専においても、教科横断型の教育が教養系科目で

るっていうか…「結局、これ（自分の問題意識）

求められているとのことだった。他方で、探求型

どうしたら良いんだろう」っていうのは（ある

授業についても、高校教員は興味を持っているの

だろう）。後で質問フォームが来るので、それで

で、そのようなテーマは高大接続の観点からも、
FD/SD で取り上げて良いのでは、と語ってくれた。

（質問）しても良いと思うんですけど、たぶん、
その場で解決してあげた方がすごくすっきりで

探求型授業っていうのは、高校の先生の興味と

きるのかな、っていう気もして…

しては、その辺もありますね。そこと入試がど
それぞれの問題意識に対しての対応について、

う繋がるのか。高大接続的な話で、その辺はす

申し込みフォームに問題意識を記入して、そのう

ごく、みんな興味持っているところ、という気

ちのいくつかを当日取り上げる、というアイデア

はしますね。

を頂いた。

A はアクティブラーニング手法に関する FD/SD

申し込みフォームのときのアンケートとかで、

に以外に、カリキュラム設計担当者養成プログラ

（各自が抱えている）問題を挙げてもらって、

ムにも積極的に参加して頂いた。その経緯につい

それを「題材にして良いですか」みたいな…

ては、以下にように語ってくれた。

また、講演部分は撮影して反転授業化するのも

もう少し（責任が）重い役職になったときに、

良いのでは、という提案もして頂いた。

必要な知識なのかな、という意識で参加した…

事前学習受けとくと、ある意味、自分のレベル

参加したカリキュラム設計担当者養成プログラ

にも気付けるので。
「ああ、こんなん無理やわ」

ムの感想として、
「もっと長くても良いのかなと思

となる可能性もあるので。
「じゃあ、ちょっとこ

いますね」としながら、講演を聞く以外に、もう少

こは自分なりに勉強して行こうかな」とか…

し自分の所属大学の問題に置き換える時間や参加
者同士が意見交換する時間が必要だという指摘も

本拠点 FD/SD の広報全般については、そこで得

頂いた。併せて、参加者には問題意識が高い人が

られるスキルや達成目標を簡単に分かるようにす

多い、という印象も持ったとも語ってくれた。

ると良い、というアドバイスも頂いた。

自分のことと重ねるとか、そういうことがない

この研修では何ができるようになるっていうの

ので、
「講演を聞いた」みたいな形になってしま

をもっとシンプルに入れても良いのかなと…

うので、それをどう自分の大学で当てはめられ
るか…（中略）そこまであると、もう少し…（良
い）
。
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調査協力者 B：県立高校・教諭
インタビュー日程：平成 31 年 3 月 22 日（金）
【調査協力者 B が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）
】


イノベーション教育セミナー「ファシリテーションを活かした学びの場づくり」



アドミッションオフィサー養成セミナー「アドミッションオフィサーはなぜ必要とされるのか？」



イノベーション教育セミナー「アクティブ・ラーニングの手法としてのケース・メソッドの活用」



カリキュラム設計担当者養成プログラム「インストラクショナルスキルズ」



第 5 回 基幹教育シンポジウム「高校・大学教育における科学実験の意義と課題」



九州大学アクティブラーニング教室「ルーブリック評価入門ワークショップ」



リベラルサイエンス教育開発 FD「九州大学におけるデータサイエンス教育研究の取組」



FD 講演会「大学院理系研究室のマネジメント －風通しの良い研究室の構築に向けて－」



第 3 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会
調査協力者 B（以下、B）には平成 29 年度より、

学）の評価方法を変えるため、B は自身の授業で

多数の本拠点 FD/SD に参加して頂いており、同僚

ルーブリックを使用していた。しかしながら、う

教員にも本拠点 FD/SD を紹介してくれていた。

まくかない状況だった。
「ルーブリック評価入門ワ

B が初めて本拠点 FD/SD に参加したのは、平成

ークショップ」でその原因を掴んだそうだ。

29 年 10 月に開催された、物理教育ワークショッ

いろいろやってみたんですけど、うまくいかな

プ「大学の物理教育におけるアクティブ・ラーニ

かったんです。
（中略）実習のルーブリックがし

ングへの挑戦」
（共催：日本物理教育学会九州支部）
であった。開催を知った経緯は、登壇者の一人で

っかりしていないので、
「うまくいっていないの
はこれなんだな」とは思いました。

ある小島健太郎氏（九州大学 基幹教育院・准教授）
「ルーブリック評価入門ワークショップ」につ

からの紹介だった。B と小島氏は日本物理教育学

いては、参考になったとのことで、以下のように

会九州支部で共に活動をする関係であった。

も語ってくれた。

物理教育ワークショップ参加時に本拠点メーリ
ングリストに登録して以降は、自己研鑽のために、

（担当科目で）課題研究をやらせているんです。

「行けるものは行こう」という想いで本拠点

そこでの評価方法っていうのが、自分の中では

FD/SD に参加しているとのことだった。また、自

モヤモヤっとしていたものが、こんな風に考え

身の高校以外で教育について話せる場が欲しかっ

ていって、やっていって、1 学期を見て、また 2

た、ということも語ってくれた。

学期に向けて改善して、っていう風にしていけ

ルーブリックやアクティブラーニングについて

ば良いんだ、というのを今年 1 年間、授業をや

は、高校側からも導入するように言われていると

りながら、これを聞いて、
「あ、そうか」と感じ

のことだった。

ました。
評価方法としては、ルーブリックはすごく参考

ルーブリックとアクティブラーニング（に関す

になって。生徒にちゃんとルーブリックを示し

る FD）に関しては、
（平成 30 年度から）
「やり

て、評価していかないとダメなんだな、とすご

なさい」と言われているので…

く思いました。

導入の背景には、新入試制度（平成 32 年度）が

高校 3 年生の授業も担当しているから、という

ある。それを見据えて新 1 年生（平成 30 年度入
16

理由で、B はアドミッション・オフィサー養成プ

アクティブラーニングを我々がさせられるの

ログラムの FD/SD にも参加していた。特に、平成

で、
「こんな風にしたら生徒がアクティブラーニ

30 年 6 月に開催した「アドミッションオフィサー

ングできるんだ」っていうのをいつも感じなが

はなぜ必要とされるのか？」で紹介された入学前

ら参加させてもらうので、それは非常に有り難

教育や中退予防について勉強になった、とのこと

いですね。

であった。

FD/SD で得たことの活用については、以下のよ

これ（
「アドミッションオフィサーはなぜ必要と

うに語ってくれた。特に、入試関係の情報が生徒

されるのか？」
）が一番、僕はためになりました。

との相談で活きていることが伺えた。

（中略）2 つの大学の話を聞いて、
「大学でもこ

ちょっとしたところで使っているような気がし

んなことやっているんだ」っていうのが分かっ

ます。特に、個人的に生徒が相談に来た時にど

て。じゃあ自分たちも中学生に向けて、何か取

う答えたら良いか、っていうことを考えたとき

り組めるんじゃないかな、っていう風にすごく

に、いろんなことを勉強していると…答え方が

感じました。

少し去年とは変わったかな、と思います。

私たちも同じく、中退予防とか、要するに、
（授
本拠点事業に期待することとしては「高大連携」

業に）ついて来れなくなって、モチベーション

を挙げてくれた。

が全くない生徒が当然いるわけで。高校なので。
その子たちにどう接していけば良いのか、って

高大連携になれば良いな、と思います。もうち

いうのは、すごく参考になりました。

ょっとみんながこういうものに気軽に参加でき
れば良いな、という風に思っています。

「大学院理系研究室のマネジメント」について

高校教員が参加するための方策については、教

は、高校での教室運営に置き換えて、学んでくれ

育委員会との連携を提案してくれた。

ていた。かつ、
「来年（度）はこれをもうちょっと
利用したい」とも語ってくれた。

教育委員会が絡んで、学校の方に書類を送って

僕らからすると、40 人の生徒と僕との関係と

もらえたりとかすると、
（高校の若い）先生たち

か、僕以外の先生との関係っていう形で。僕に

も行きやすいんじゃないかな。

言えない子もいるから、こっちの先生に言わせ

同僚教員に本拠点 FD/SD を紹介した経緯につ

るとか。そんな形で、僕自身ももうちょっと柔

いては以下のように語ってくれた。

らかくなって、生徒と接しないといけないのか
（同僚が教育系の大学院に通い始めたので）い

な、と思いました。

ろいろ話しすることができるじゃないですか。
この他にも、第 5 回 基幹教育シンポジウム「高

（中略）で、困ってはるみたいだったんで、
「九

校・大学教育における科学実験の意義と課題」や

大（拠点）のセミナーとか受けると面白いです

「九州大学におけるデータサイエンス教育研究の

よ」と。

取組」も参考になった、と言って頂いた。
また、他の研修会は抽選になることもあり、開

本拠点 FD/SD の形式について伺ったところ、グ

催日数も少ないため、本拠点 FD/SD を紹介したと

ループワークが多く、アクティブラーニングの手

いう点も伺えた。無料である点も一因であるとの

法を生徒の立場で体験ができることについて、評

ことであった。

価をして頂いた。
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調査協力者：C1 私立大学・教授、C2 私立大学・職員
インタビュー日程：平成 31 年 3 月 29 日（金）
【調査協力者 C1・C2 が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）】


カリキュラム設計担当者養成プログラム（初級編）
：C1・C2 が参加



カリキュラム設計担当者養成プログラム（上級編）
：C1 が参加
調査協力者 C1・C2（以下、C1、C2）にはカリ

C2 はまた、
「初級編」というテーマ設定があっ
たことで参加し易かったと言ってくれた。

キュラム設計担当者養成プログラムの「初級編」
と「上級編」に参加して頂いた。その背景には、当

「初級編」というのがあって、まず理論を学び、

該プログラムの責任者である深堀聰子氏（九州大

理解を深めるための機会を頂けると、大変有り

学 教育改革推進本部・教授）との繋がりがあった。
C1 は平成 30 年 3 月に開催したカリキュラム・コ

難いと思いました。
【C2】
C1 は「初級編」への参加動機を、Problem Based

ーディネーター養成講座「カリキュラムデザイン・

Learning（PBL）をカリキュラムレベルで全学展

ワークショップ」にも参加して頂いていた。

開する教育改革に携わることと、C2 からの推奨を

本拠点 FD/SD については、asagao メーリング

受けた経緯を、以下のように語ってくれた。

リスト（https://kyoto-u.s-coop.net/asagao/）を通
して知ったとのことだった。その経緯について、

この教育改革の機会に、PBL をカリキュラムレ

C2 は以下のように語ってくれた。

ベルで展開することを視野に入れ組み立てる必
要性を感じていたときに、
（以前参加した）シン

学内で教育の質保証に関するプロジェクトに従

ポジウムで深堀先生のお話しを聞いたことと、

事するようになって以降、他大学のセミナー・

○○（＝C2）からも「こういう考え方の素晴ら

シンポジウムに足しげく通うようになり、情報

しいが先生いますよ」ということを聞いて…（中

や先進事例を収集することが日常的な行動にな

略）日本が学ぶべき世界の先進事例を教育学の

った。asagao を中心に情報を得て、
「これは知

専門的立場からご教示いただける先生がいらっ

っておきたい」と思うものに関して、旅費の工

しゃるんだったら、力をお借りして、私が導入

面が出来れば、通った。
【C2】

したいと以前から思っていたカリキュラムの考

C1 と C2 は共に「初級編」参加以前にも、深堀

え方を本学に紹介したいな、と思って…【C1】

氏の講演を聞いたことがあり、その経験を踏まえ
て、
「初級編」の参加を検討したとのことだった。

実際に参加してみた感想について C1 は、参考
になるだけでなく、勇気も得た、と語ってくれた。

学内で様々な施策を進めていくにつれ、私の中
深堀先生の話は非常に分かり易かったし、上級

で深堀先生のお話しの重要性が徐々に理解でき

編の松下先生の話も、教育評価の機能や方法を

るようになってきて…（中略）本学で AP 事業

説明いただき、はっきりと具体的にカリキュラ

を進めているのですが、カリキュラムの面での

ム上での PBL 科目の役割と評価上の位置付け

深い議論にまで及んでいないこともあり、カリ

が出てきたので、これまでに私が日本に導入し

キュラムとして、どう変わっていっているのか、

たいと考えてきた諸外国の成功事例を、教育学

ということをきちんと進めていくにあたり、そ

のバック（グラウンド）がある先生方が、認め

もそものところでもう 1 回深堀先生の話を伺い

進めようとしているっていうことに非常に勇気

たいと思った、というのが参加動機です。
【C2】

を得まして。本学でも、先生方に学びながら、
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正しい方向性をもって実践できるんじゃないか

（事前に）カリキュラム担当者が学ぶべきこと、

な、と今思っているところです。
【C1】

みたいなことの情報を流してもらって、その上
で講演をお聞きし、それを基に、じゃあ自分の

C2 は「初級編」で得た知識を、C1・C2 所属大

大学で何が問題か、ってことを話せるような会

学のシンポジウムへと深堀氏を招聘（本拠点から

にしてもらえると、すごく実践的なんじゃない

の講師派遣）した際に活かすことができた、と語

かな、と思います。
【C1】

ってくれた。

講演で学んだせっかくの話を（参加者同士で）
私は初級編でいろいろ授けて頂き、自分なりに

共有し確認する時間がなくて…（中略）自分た

大事だと思ったテーマをシンポジウムに繋げら

ちの実践に（その場で）落とし込んでみて、同

れて、そこでもまた（拠点）活動の一環として

じ悩みを持つ参加者と知恵の交換ができれば、

深堀先生にご登壇頂いて…（中略）次（所属大

帰ってきて、具体的な行動に移せるのではない

学の全学 3 ポリシー策定）に繋げられたのは、

かと思いました。【C1】

こういう機会を頂けたからだと思います。それ
関連して、学んだ知識を定着する時間の確保、

を受けてさらに次の取組が動いているので、ま

ケーススタディの導入、講演とグループワークの

た上級編に○○（＝C1）が参加させて頂いて…

「2 本立てが良い」というアイデアも頂いた。

【C2】

本拠点 FD/SD に期待することとして、
「グッド
所属大学への波及効果についても、以下のよう

プラクティス」を収集したいという自身の動機に

な発話があった。これらの発話に関連して、深堀

絡めて、C2 は以下のように語ってくれた。

氏を招聘したシンポジウムの報告書や 3 ポリシー

グッドプラクティスを集約できるような機会に

見直しについて掲載された冊子についても紹介し

なれば、こういう取り組み（＝拠点事業による

て頂いた。

公開 FD/SD）に参加することが益々有意義なも
（カリキュラム設計担当者養成プログラムの内

のになっていくと思います。【C2】

容を）説明して分かって下さった先生が「うち

（グッドプラクティスと言われるようになるま

の学科でカリキュラム見直しに着手するよ」と

での）課題の克服の仕方みたいなところに、一

言って下さっているんですね。
【C1】

番興味があります。
【C2】

まさに、深堀先生に知見を授けて頂いたことを
課題克服のプロセスを知りたい、本拠点の関係

一過性ではなくて、積み上げているというとこ

教員（深堀氏や松下氏）が集めた良い事例（グッド

ろです。
【C2】

プラクティス）を一度に複数聞ける場にしてもら

C1 は所属大学内 FD の資料においても、カリキ

えると有り難い、といった意見も頂けた。

ュラム設計担当者養成プログラムの内容を織り込

会場については、遠方からの参加者という立場

んでいるとのことだった。

から、
「博多から近い会場だと有り難い」というコ

本拠点 FD/SD への要望については、事前学習や

メントも頂けた。

参加者同士の交流の充実が挙げられた。
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調査協力者：D1・D2・D3 私立大学・職員
インタビュー日程：令和元年 5 月 16 日（月）
【調査協力者 D1・D2・D3 が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）】


九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」：D3 が参加



IR 初級人材養成研修会：D3 が参加



カリキュラム設計担当者養成プログラム（上級編）
：D2 が参加



第 3 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会：D1・D2・D3 が参加
調査協力者 D1・D2・D3（以下、D1、D2、D3）

IR・カリキュラム設計・アドミッション（入試）

が所属している私立大学からは多くの職員が専門

に関する FD/SD に数多くの職員が参加してくれ

的人材モジュールの FD/SD に参加してくれてい

ていることについては、特定の業務に留まらない

る。その背景には、リーダー的な職員の存在とそ

幅広い問題意識があったことを D1・D2・D3 それ

の人物からの助言があったことが伺えた。

ぞれが以下のように語ってくれた。

（事務職員のリーダー的な）先輩が「九大のこ

僕らは宣伝するだけで終わりではなくて、やは

れ、行った方が良いよ」と、学内（教職員に向

り、うちの大学の成し遂げたいミッションに向

けて）にアナウンス…【D1】

かって、入試という観点、広報という観点で何
ができるか…【D1】

また、それ以外にも、教育改革や他大学での実

（入試制度改革が）混沌としている中で、やっ

践事例を積極的に学んでいこうという意識が、所

ぱり、何かヒントがほしいっていうのがあるん

属部署で共有されている背景があるとのことだっ

ですよね。私大の流れとかはある程度理解して

た。それについて D1 は、大学教育全体への問題

いる。国公立はどういった制度設計をしている

意識と併せて、以下のように語ってくれた。

のか、っていうのをですね、知りたかったって

3 ポリシーのものになぞって、横並びで全部き

いうのがあったんですよ。
【D2】

ちっと、一体でやっていかなきゃいけないとい

入試のことだけ知ってても、高校生に良い情報

うのはあるので、共有すべき理解のもとにつく

提供とかもできないし、
「大学人」として知って

り上げていかなきゃいけないですしね。
【D1】

おかないといけない情報っていうのは、こうい

そういう意図のもとに、こういう勉強できる機

うところに参加しないと知り得ないことばかり

会とか、たくさんのいろんな大学さんが取り組

だな、と思うので…【D3】

まれていることを共有できる機会があったら積
九州大学アクティブラーニング教室「テクニカ

極的に出ていこう、ということで…【D1】

ルプレゼンテーション」
にも参加してくれた D3 は

自分の部署だけのことじゃなくて、全体として、

その参加動機を以下のように語ってくれた。

大学教育っていうものが今、どうなろうとして
いるのか、どうあるべきなのか、ということを、

プレゼンとかを、今まで他の仕事をしてたとき

まず捉える下地をつくった上で、私がどうあり

は、一切してきてなくて…今、入試（担当部署）

たいかを考えられるように。そういう意味で個

に来て、結構、高校生の前とかで話しする機会

人が主体的に動けるようにするためのベースづ

がありまして…（中略）勉強になるんじゃない

くりとして、こういうものを使わせて頂けると、

か、っていう、そういう意識で参加しましたね。

大変有り難いと思います。
【D1】

【D3】
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参加した感想について D1 は、
「ほんと勉強にな

「これで良かったんだ」っていう確認にもなっ

った」と語ってくれ、本拠点 FD/SD で得た知識が

た。【D1】

平成 33 年度の推薦入試の入学前教育や事務職員

今後の FD/SD で取り上げてほしいテーマにつ

研修のアイデアに繋がったことも伺えた。

いて聞いたところ、ポートフォリオの活用事例に

内容自体も参加させてもらって、ほんと勉強に

ついて知りたい、と言ってくれた。

なったな、と思いましたし…【D1】
また D1 は、参加できなかった FD/SD について

ポートフォリオを創造する上での、いろんな大

は、参加した他の職員から資料を見せてもらった

学さんの考え方とか事例とか、聞ける機会があ

りしていることも教えてくれた。

ると嬉しい。【D1】

D2 は先述した問題意識のこともあり、国公立大

また、アセスメントテストを学生の成長にどう

学での事例が参考になったと語ってくれた。特に、

繋げていくのか、についても知りたいとのことで

「第 3 回 アドミッション・スペシャリスト能力開

あった。

発研修会」で紹介された佐賀大学と鳥取大学の事

上述のように様々な事例を知りたい背景につい

例が印象に残っているとのことだった。

て聞いたところ、学内教員への提案をする際の材

非常に勉強になって、
「国公立はここまでやって

料として、他大学（特に国公立）の事例を知りた

るんだ」
「うちもやらないとね」とかですね、い

い、と教えてくれた。
本拠点事業の広報については、意外と現場の職

ろんな刺激が、正直、ありましたね。
【D2】

員に知られていない、という現状も教えて頂くこ

D1 は本拠点 FD/SD について、
「自分たちの現

とができた。それと共に、入試説明会などで他大

場に置き換えて想像出来得るような視点」で参加

学に広報してみたらどうか、という提案も頂いた。

できることが良かった、と評価もしてくれた。

最後に本拠点事業全般や今後について聞いたと

（他の研究会と比較して）こっちの方がより具

ころ、D1 は以下のように語ってくれた。

体的に掘って、話が聞けたり、あるいは、質問

参加して終わりじゃなくて、あそこでこういう

させてもらえたりするので、すごく有意義だっ

経験させてもらって、こんな勉強させてもらっ

た。
【D1】

て、うちはこう変えた」っていうことにならな

現場を扱っている人間が、
「うちだったら、この

きゃいけないと思いますしね…【D1】

考え方をこういう風に繋げられるな」っていう
話が聞けるのが、すごい良かったですね。
【D1】
さらに、D1 は本拠点 FD/SD への参加にたいし
て、「学ぶだけでなく勇気をもらった部分もある」
とも語ってくれた。
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調査協力者 E：九州大学・准教授
インタビュー日程：令和元年 6 月 3 日（月）
【調査協力者 E が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）
】


イノベーション教育セミナー「ファシリテーションを活かした学びの場づくり」



リベラルサイエンス教育開発 FD「九州大学におけるデータサイエンス教育研究の取り組み」



FD 講演会「大学院理系研究室マネジメント－風通しの良い研究室の構築に向けて－」

「アクティブラーニングは試したい方」
「新しい

「大学院理系研究室マネジメント」へ参加した

ことはできるだけ授業に取り込みたいと考えてや

感想を聞いたところ、以下のように振り返ってく

っていますね」と語ってくれた調査協力者 E（以

れた。

下、E）は、学内の事務連絡でイノベーション教育

非常に感銘を受けて、先生面白くて、
（中略）ほ

セミナー「ファシリテーションを活かした学びの

んと良かった。

場づくり」を見かけたことをきっかけに本拠点
「大学院理系研究室マネジメント」については、

FD/SD に参加してくれた。その後は、本拠点メー

当日に示された参考文献も購入したとのことだっ

リングリストを通して、情報を得ているとのこと

た。さらに、その中で分かり易かった文献につい

だった。参加の意気込みについても、以下のよう

ては研究室のメンバーにも貸した、ということも

に語ってくれた。

語ってくれた。
せっかく行ったんで、何らか自分のイベントで

他方で、自らの研究室で活用することは難しか

も授業でも、フィードバックして使ってみよう、

った、と振り返って頂いた。

という意気込みでいつも行っている。
仕組みをつくるのは難しかったですね。その（＝
ファシリテーションについては元々興味があっ

FD/SD）後帰ってきて、学生のモチベーション

たが、学内でそれを学べる機会があったことは有

を高めるために、とかの話で。結局、
「ごほうび」

り難かったと、
「ファシリテーションを活かした学

をどうあげて良いのか、というのが分からなか

びの場づくり」の感想を語ってくれた。

ったですね。（中略）（活用が）難しい、ってこ

個人的に（ファシリテーション関係の）本とか

とが分かりました。

買って読んだりとか、そういうことはしたこと

「ファシリテーションを活かした学びの場づく

あるんですけど、こういう機会を学内でやって

り」および「大学院理系研究室マネジメント」を振

くれたのは大変有難かったです。

り返りながら、E は「先生自体がお手本」の面が

また、ワールドカフェの手法は授業でも良く使

あるので参加している、という参加動機について

っている、ということも教えてくれた。

も教えてくれた。講演しながらどのように移動す
るのか、などが参考になる、とのことだった。

「大学院理系研究室マネジメント －風通しの良
い研究室の構築に向けて－」についても印象に残

内容だけじゃなくて、その先生自体がお手本み

っている、と言ってくれた。E 自身も理系研究室

たいな感じであるので。
（中略）講演していると

の運営に携わっていることから、参加動機につい

きに、結構ウロウロと周りを回られる先生とか、

ては、以下のように語ってくれた。

「なるほど、こういう風に近くに遠くに行った

このキーワード（理系研究室マネジメント）は

り来たりするだけで受講者の意識は変わるん

我々絶対出んといかんな、と思いました。

だ」と身をもって感じたりとかですね。
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リベラルサイエンス教育開発 FD
「九州大学にお

今後の FD/SD で取り上げてほしいテーマにつ

けるデータサイエンス教育研究の取り組み」につ

いては、モチベーションが高くない学生たちの興

いては、以下のような参加動機を言ってくれた。

味を広げる教育や、学生の好奇心と意欲を高める
きっかけとなる授業のやり方を知りたいと言って

いつも良いイベントされているので、たぶんハ

くれた。

ズレはないだろうと。

九州大学でも導入している Moodle（学習支援シ
参加した感想については、内田誠一氏（九州大

ステム）についても話題に挙げてくれた。Moodle

学 システム情報科学研究院・教授）らの取り組み

については、身の周りの教員の使用率は高くない、

について、以下のように語ってくれた。

としながら、学生は使用法を熟知しているからも

（内田氏らの取り組みについて）こういうのが

っと活用しても良いのでは、と語ってくれた。

ある、というのは非常に有難かったですね。
（中

基幹教育でもみんなやっているから、学生は使

略）非常に良い取り組みだと思って…

い方良く分かっているので、専攻まで上がって

本拠点 FD/SD へ参加した感想を聞いたところ、
教員になるとグループワークに参加する機会が多

きた後にも使った方が良いですよ、という話は、
自分は周りにはよく言っています。

くないこと、そして、グループワークを授業で用

他方で、他の教員に FD/SD への参加を勧めるこ

いるためにもそれを体験することの重要性を語っ

との難しさについても語ってくれた。

てくれた。
（FD/SD を）なんとなく人には勧めづらいとこ
グループワークを体験するというのは、意外に

ろがある…その先生がどれだけ研究以外に興味

ないです。我々（教員）は。非常に良い機会だ

があるか分からないので…

と思います。
（中略）グループワークができるよ
FD/SD の開催時期についての希望を聞いたと

うになれ、と言っているのであれば、いっぺん

ころ、以下のようなコメントも頂けた。

自分が参加しているみることはとても重要…

授業がやっているとき（授業期間中）に（担当）

今後の FD/SD については、評判の良かったもの

授業とかぶると、その時点でアウトなので。授

については、繰り返し開催することも良いのでは

業がないときの方が良いっちゃ良いんですか

ないか、という提案も頂いた。

ね。かと言って、授業がないときって、学会シ
評価が良かったやつは複数回やるのもありか

ーズンだったりもするんですよね。

な。
（中略）講師の先生に 2 回目も来てもらう、

また、学会シーズンが分野によって異なること

というのもありかなと。

についても指摘してくれた。

また、研究室運営や授業の工夫について、多様
な所属の教員が気軽に意見交換できる場があると
良い、という提案もして頂いた。
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調査協力者 F：九州大学・大学院生
インタビュー日程：2019 年 6 月 6 日（木）
【調査協力者 F が参加した拠点 FD/SD（平成 30 年度）
】


九州大学アクティブラーニング教室「グループ学習の導入とジグソー法」



九州大学アクティブラーニング教室「ルーブリック評価入門ワークショップ」
平成 30 年 1 月に開催した FD・SD ワークショ

て以下のように語ってくれた。

ップ「これからの授業外学習支援を考える －九州

ジグソー法に関しては、学習者の視点でこの学

大学附属図書館の活動事例を通して－」に参加し

習方法の良さとかを考えることができた、とい

てくれた調査協力者 F（以下、F）は、その際に本

うところが大きくて。自分がやるのと、その指

拠点メーリングリストに登録し、以後、本拠点か

導法の下で学んでみるのとで全然視点が違うん

らの情報を受け取ってくれている。本拠点 FD/SD

だな、と感じながら授業（＝拠点 FD/SD）を受

へ参加する動機として、キャリア形成と絡めて、

けていたのは記憶にあります。

以下のように語ってくれた。

（ルーブリックを実際に）作ってみることで、

大学教員として働きたいな、というのが将来的

どういう思考法を、手続きとして、取る必要が

なビジョンとして描いているので、そうなった

あるのかとか。結局、評価をする上で、どうい

際に役に立つ知識が得られるな、と思って…

うことを抑えた上であの表（＝ルーブリック）
を作っていくことになるのかとか、そういうの

「グループ学習の導入とジグソー法」への参加

を感覚的につかむ機会が得られたので、良かっ

動機としては、大学院の講義でジグソー法につい

たです。

ては知っていたため、とのことであった。さらに、

FD/SD で学んだことの活用に関しては、「やろ

そこで学んだことを、非常勤講師先の授業で活用
していることも教えてくれた。

うと思ったときにいつでもできるようにしている」
「将来的に求められたら対応できるようにしたい」

（ジグソー法については）授業で知って、大変

という意気込みと共に、資料をいつも携帯してい

面白いな、と思っていたんですけど、なかなか

るとのことであった。

知っているだけじゃ実践に移せないので。この
授業（＝拠点 FD/SD）に参加して、資料とかも

いつでも思い出して使えるように、全部、メモ

頂いて、
「これならできるぞ」ということで、導

とか資料を PDF 化して、USB の中に置いて、

入した。

持ち歩いているんです。

「ルーブリック評価入門ワークショップ」への

ジグソー法については、自身が担当する授業で

参加については、TA の仕事や指導教員との話でル

も活用してみた経験についても語ってくれた。

ーブリックについて知ったことがきっかけだった

何を学習教材として提示するのかという部分

とのことだった。

で、かなり授業者がデザインしきらないと…難

将来的に研修とかで習うにしても、独学でやる

易度設定で僕は失敗したというか、苦労しまし

にしても、こういう機会で、時間あるうちに勉

たね。

強しといた方が、将来的には良いんだろうなと。

学習者の見立てをしっかりとする力量がジグソ

参加した感想については、
「どちらも非常に大満

ー法をする人には求められるんだな、っていう
のはすごく感じました。

足の内容」と言って頂いた上で、それぞれについ
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また、ジグソー法を導入してみた経験と関連し

その他で、今後の FD/SD で取り上げてほしいテ

て、ジグソー法を用いた授業デザインについて今

ーマについて聞いたところ、種々のアクティブラ

後の FD/SD で取り上げてほしい、という要望も示

ーニング手法を紹介してほしい、という要望を頂

して頂いた。

いた。

（ジグソー法を使った授業を）デザインすると

アクティブラーニング系で使えるスキル（中略）

きに、何が難しいのか、ですかね。結局、やっ

「こんなのがあるよ」という紹介も含めて、教

てみて初めて「ここが難しいんだ」っていうの

授法を体得するための実践的な研修の場みたい

が分かったんですけど…むしろ、そこを予め、

なのがあると、魅力的だなと思います。

形式知として教授して頂くことで、ある程度そ

また、アカデミックライティングについても学

の、教材選定が難しいからどうしようか、とい

べたら嬉しい、とも語ってくれた。

うことを考えながら、授業デザインし始める。
それ（アカデミックライティング）を大学教員
本拠点 FD/SD の参加者の多くが、大学院生では

がガチでやるみたいな企画があったら相当需要

なく教職員であることについての感想を聞いたと

はあると思います。

ころ、以下のように語ってくれた。

（論文やテキストを持ってきて）この文の中で

なかなか普段の生活では出会えない方々との接

情報としてノイズになっている文字を全部カッ

点が得られるという意味で（中略）有り難い…

トしていこうみたいな（中略）一緒に赤ペンで

同業他者にはどういう人がいるのかとか、そう

消しながらやる…

いうのを考える情報源にもなり得る場所です。

さらには、Moodle などの学習支援システムの活
用法に関する FD/SD についても提案して頂いた。

本拠点事業への印象としては、以下のようなコ
メントも頂けた。

多機能であるがゆえに、逆に使う側にとって抵

無料の講座なのに、ここまで丁寧にやって頂い

抗感があるのかな。
（中略）教授する側にとって

て有り難いな、と思いながら…有り難く読ませ

可能性が開かれたツールなはずなのに、ストレ

てもらっています。

スの要因にしかなってないんじゃないか、とい
う…そのあたりの混線を解きほぐすような企画

他方で、九州大学アクティブラーニング教室の

とかがあると面白いのかな、と思ったりもしま

広報については、以下のような指摘も頂いた。

す。
アクティブラーニング教室で展開されている企

本拠点事業の広報については、学生が使用して

画っていうのが、どういうコンセプトの下に立

いる大学のポータルシステムを通した情報発信に

案されているのか、っていうのが見えてくると

ついても提案して頂いた。また、本拠点 FD/SD

（中略）何のためにこの講座を受けるのか、っ

は大学院生だけでなく、教職を目指している学部

ていうところに情報としてアシストがいくんじ

生にも需要があるのではないか、というコメント

ゃないかな。

も頂いた。
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5. FD/SD の開催報告
平成 30 年度に開催した FD/SD の開催報告をモジュールごとに示す。各開催報告には、FD/SD 終了
時に行った参加者アンケートの結果に対する講師からの回答・コメントも掲載してある。その内容は、
ウェブサイト上に公開され、公開時には参加者への電子メール通知も行っている。このようなフィード
バックを設けることにより、FD/SD 終了後の振り返りの機会も設けている。

5-1. リベラルサイエンス教育開発モジュール：研修会一覧
No.
1
2
3
4

FD/SD 名称

掲載ページ

リベラルサイエンス教育開発 FD
「質問を生み出す自然科学系実験のデザイン～ハテナソン授業の設計と実践～」
リベラルサイエンス教育開発 FD
「これからの教養教育・学際教育を考える ～これまでの批判的検討と共に～」

p22
p24

リベラルサイエンス教育開発 FD
「九州大学におけるデータサイエンス教育研究の取組」
リベラルサイエンス教育開発 FD
「これからの教養教育・学際教育を考える ～先進事例と共に～」

5-2. リベラルサイエンス教育開発モジュール：研修会開催報告
次のページからは、リベラルサイエンス教育開発モジュールの FD/SD 開催報告を掲載する。
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リベラルサイエンス教育開発 FD
「質問を生み出す自然科学系実験のデザイン～ハテナソン授業の設計と実践～ 」
質問づくり手法を中核とする「質問づくりの場」を取り入れた授業（ハテナソン授業）の開発・実践をさ
れている佐藤賢一先生をお招きし、その手法や実践例について、体験ワークショップを交えて学びまし
た。また、ハテナソン授業におけるファシリテーションや質問づくり手法の使い方についても学び合い
ました。

開催概要
【日時】平成 30 年 6 月 22 日（金）13:00～17:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 4 階 1409 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】自然科学系実験を担当する大学・高校教員、ハテナソンに
興味のある教育関係者
【講師】佐藤賢一
（京都産業大学 総合生命科学部・教授、ハテナソン共創ラボ・理
事長）
【内容】
・質問づくりメソッド QFT（Question Formulation Technique）の来歴と概要
・QFT を使ったハテナソン授業の体験ワークショップ
・生命科学系専門科目（実験・実習、学部・大学院講義等）での応用例
・QFT を使ったハテナソン授業の設計と実践演習

開催報告
【参加者情報】
学外：7 名（うち県外 2 名）
学内：8 名
合計：15 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：3 概ね満足：3 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


授業で学生に質問作りをやらせてみようと思う。質問を修正していくところまで含めて実践し、その
まま期末試験で使ってみようかなと考えている。
【佐藤先生からのコメント】じぶん（たち）がつくった問いが試験問題になるというのは、これまで
の経験に照らして明らかに異質で刺激的な体験になるでしょう。試験問題とするにふさわしい問い
とはどのような問いかを考えることは、その答えを考えることと同様に知識の定着を促すよいしか
けになると期待します。



人にどのようなスタイルで教えるかという観点では、独りよがりにならぬ方法に使えそう。
【佐藤先生からのコメント】生徒、学生もそうですが、大人であるわたしたちも課題・問題に対して
「正解は何か」
「模範解答はあるのか」にとらわれがちです。教える立場の者として「その問いは適
切に問われているか」を考え、
「問いをさがす」ためのツールの意図を理解し、伝えることができる
ようになることが大事だと考えています。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


大学でのハテナソン授業の具体的な流れについて理解が追い付かなかった。
【佐藤先生からの回答】初年次科目 90 分授業の 1 コマでパイロット的に学び、2 年次の実験科目
270 分×3 回授業の各回冒頭部で「レポート作成時（すなわち実験終了後）に取り組む」ためのしか
けとして、2～3 年次の講義科目 90 分×15 回授業の 4、9、14 回目で「知識の定着を問う試験問題
にふさわしい問いをつくる」ためのしかけとして、などの段階的な取り組みを実践しています。最終
的には自身のリサーチクエスチョンを作ることに役立ててもらう仕掛けにしていきます。従来の体
制と比べた場合、総合化学院設立の最大のメリットについて教えて頂きたい。



質問の焦点は、それ自体が質問でない限りが何でもよいとのことだったが、その設定がとても難し
く、ワーク全体の完成度に関わると思った。具体的にどのようなものがあるか例示していただけれ
ば、発展させて自分に置き換えてのイメージがしやすいと感じた。
【佐藤先生からの回答】おっしゃるとおり、質問の焦点（と大事な質問の選定基準、質問の使い道）
をデザインするところがこのワークの肝です。様々な教科でどのような学習のもとでハテナソンが
取り入れられているのかを調査あるいは情報収集し、共有するアーカイブを作りたいと考えていま
す。色々な事例を交換し、検証し合えるようになればと願っています。



実際にハテナソン授業を行っている中で、ぶつかっている課題や改善を検討していることなどがあ
ればご教示頂きたい。
【佐藤先生からの回答】学習者が自ら「問いをつくる」ことから学びの実感を得ていないことが見ら
れる点です。そもそも学んでいる内容に興味関心、好奇心がもてていないことに主因があるのではな
いかと考えています。問いづくりの前提となる、学びテーマに対する好奇心をどのように喚起する
か、あるいはそもそも喚起などできるのかということが、ハテナソンをめぐる今のわたしの大事な問
いの一つです。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180622/
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リベラルサイエンス教育開発 FD
「これからの教養教育・学際教育を考える ～これまでの批判的検討と共に～」
九州大学 基幹教育院と九州大学 共創学部の事例紹介、そして、教養教育や学際教育の歴史や事例を通
した批判的研究をされている渡邉浩一先生（大阪経済法科大学）の講演と共に、これからの教養教育や学
際教育について考える会となりました。後半の総合討論では、深堀聰子先生（九州大学）による論点整理
を基に、それぞれの講演に関する理解を深めました。

開催概要
【日時】平成 30 年 8 月 10 日（金）14:00～16:45
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1303 教室
【定員】50 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】教養教育・学際教育に関心のある大学教職員、大学院生
【プログラム】
14:00～14:05 開会挨拶
野瀬健（基幹教育院 次世代型大学教育開発センター長・教授）
14:05～14:20 【事例紹介 1】 九州大学 基幹教育院の取り組み
谷口説男（基幹教育院 副院長・教授）
14:20～14:35 【事例紹介 2】 九州大学 共創学部の取り組み
岡本正宏（九州大学 総長特別顧問（共創学部担当）・名誉教授）
14:35～15:35 【講演】 「学際教育」の第三の波 ― 知的統合から知的協働へ？
渡邉浩一（大阪経済法科大学 教養部・特別専任准教授）
15:35～15:45 休憩
15:45～15:55 【論点整理】 深堀聰子（教育改革推進本部・教授）
15:55～16:40 【総合討論】
16:40～16:45 閉会挨拶 原田恒司（基幹教育院 副院長補佐・教授）
司会・進行：小林良彦（基幹教育院 次世代型大学教育開発センター・特任助教）
【共催】 九州大学 共創学部
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開催報告
【参加者情報】
学外：14 名（うち県外 10 名）
学内：25 名
合計：39 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：5 概ね満足：4 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0

《参考になった点》
（抜粋）


基幹教育がどのようなビジョンでどのように運営しているかお話を伺えて良かった。渡邉先生が言
われたように国立大学にしてはかなりイノベーティブな取り組みをしていることに気付かされた。
来学期は基幹教育の授業を担当することになっているので、前もってバックグラウンドを知ること
ができて良かった。



学際性を考えること自体が、そもそも各領域というものがどのように成立し、機能しているかについ
ての考察の材料となるということが分かった

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


学際、文理融合は同じような捉え方なのかどうか？答えは出るものなのか？芸術系科目も含めるの
ならば、学際の考え方の範囲が広いような気もするが、大学単位・研究者単位で捉え方が異なるよう
に、はっきりしない。
【渡邉先生からの回答】ご指摘、ごもっともと思います。
「ディシプリン」
「専門」
「学部」等、既存
のシステムへの「アンチ○○」に終始し、それ自体の中身（inter-、fusion、integration 等の具体的
ありよう）については曖昧なままにとどまっている、というケースがしばしば見受けられます。
答えが出るかどうかはファカルティ次第かと思いますが、学生は（それに反発することも含めて）教
員側のテーゼ提出を期待するものではないでしょうか。



リベラルアーツとレベラルサイエンスの違いが分からなかった。リベラルサイエンスという言葉自
体を聞いたことがなく、九大特有の言い回しなのか。サイエンスヘビーのリベラルアーツというニュ
アンスなのか。
【谷口先生からの回答】リベラルサイエンスは今後基幹教育院が展開していく新しい科目群の総称
として掲げている新しい造語です。リベラルアーツも理解は色々あるようで、リベラルサイエンスを
より明確化できればと目下試行錯誤中です。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180810/
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リベラルサイエンス教育開発 FD
「九州大学におけるデータサイエンス教育研究の取組」
九州大学 数理・データサイエンス教育研究センターでは、“Open Science and Open Education with
Open Mind”をスローガンとして、
“部局や分野間の壁を越えて”、データ解析の面白さと重要さを伝え
ていくための講義やイベント、教材開発やカリキュラム準備を実施されています。今回の FD では、セン
ター長である内田誠一先生をお招きし、センターの理念、科目開発やカリキュラム準備、活動展開におけ
る工夫などについて講演して頂きました。

開催概要
【日時】平成 30 年 12 月 11 日（火）14:50～16:20
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】教養教育や学際教育にご関心のある大学教職員、高校教職
員、大学院生
【講師】内田誠一
（九州大学 システム情報科学研究院・教授（主幹教授）／数理・
データサイエンス教育研究センター長）

開催報告
【参加者情報】
学外：7 名（うち県外 5 名）
学内：23 名
合計：30 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：14 概ね満足：6 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


オープンサイエンス、オープンエデュケーション、オープンマインド、の考え方はこれからの大学教
育に重要だと思った。大学間の連合が起こるときに、さらに大事になる要素だと思った。



「学際的な広がり」に大変魅力を感じた。総合大学としてとても重要だと思う。



低年次向けデータサイエンス実践教育について、文系・理系の学生に対する講義内容のレベルに合わ
せた講義方法など、今後のカリキュラムを構築する上で大変参考になった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


個別指導は興味深いが、広範囲に対応できる教員が必要で、一般的に広げるのは難しいのだろうか。
【内田先生からの回答】おっしゃるとおりで、個別指導の対象とできる学生数には限界があると思
います。
（現状では、足切りせずに済んではおりますが．．
．）TA の活用や、各分野のセンター教員に
よる「駆け込み寺」などの利用で、できる限り対応したいとは考えています。



データサイエンス教育を大学教育にもっと組み込んでいった場合、何を削れば（削っても）良いの
か？純粋数学などは相対的に要らなくなるのか？
【内田先生からの回答】他のサイエンスと同様、純粋数学が不要になるなどとは、絶対に思いませ
ん。個人的にはデータサイエンスのような「使える数学」の学びを経て、純粋数学（サイエンスとし
ての数学）に興味を持つ学生が増えるとよいと思います。



外部資金や競争的資金が切れたとき、データサイエンスに関連する科目をどのように維持していく
のか、または切れるまでに持続可能性をどのように担保される予定なのかを伺いたい。
【内田先生からの回答】残念ながら概算要求でのセンター運営ですので、予算がなくなると活動規
模は縮小せざるを得ないかもしれません。それまでの間に、全学にデータ解析の方法論を根付かせ、
各ラボレベルで自律的に解析ができるようにしてまいりたいと思います。

《その他》
（抜粋）


本学は「数理・データサイエンス教育強化事業」の協力校として申請している。承認されれば御校の
拠点校としてのノウハウなどを参考にする機会があるかと思う。その際は協力をお願いするかもし
れない。
【内田先生からのコメント】他校支援は拠点校の役割の一つですので、その際は喜んで協力させて
いただきます。



現在の TA 制度では、直接的に授業に関わる部局にしか TA 経費が配分されないが、このような全学
的なサポートに対しても配分されるよう、制度の拡張が進んでいくと良いと感じた。
【内田先生からのコメント】各分野の学生を TA として雇って、当該分野のデータサイエンスのヘル
プデスクとするというアイディアは、是非センターでも考えて参りたいと思います。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20181211/
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リベラルサイエンス教育開発 FD
「これからの教養教育・学際教育を考える ～先進事例と共に～」
今回の FD では、学際系学部として分野横断的な教育を展開されている京都大学大学院人間・環境学研
究科/総合人間学部（以下、人環/総人）の方々をお招きしました。講演では、人環/総人での学際教育の現
状や課題のみならず、大学院生が主導している領域交差型院生 FD「総人のミカタ」について、実際に関
わられている大学院生から話題提供をして頂きました。講演及び質疑応答・全体討論を通して、これから
の教養教育・学際教育、さらには、大学院生教育について、考えを深めました。

開催概要
【日時】平成 31 年 2 月 7 日（木）14:00～16:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】教養教育や学際教育にご関心のある大学教員、高校教員、
大学院生
【講師】佐野泰之（京都大学 人間・環境学研究科・特定助教）
真鍋公希（同・大学院生、
「総人のミカタ」代表）
谷川嘉浩（同・大学院生）
【プログラム】
14:00～14:05 開会挨拶・趣旨説明
14:05～14:40 教養と学際のあいだで：総人のミカタの理念と活動（真鍋）
14:40～15:00 FD から学際教育を考える：院生発案型プレ FD「総人のミカタ」を手がかりに（谷川）
15:00～15:35 人環/総人における学際教育推進の取り組みの課題と展望（佐野）
15:35～15:55 全体討論
15:55～16:00 閉会挨拶

開催報告
【参加者情報】
学外：9 名（うち県外 7 名）
学内：15 名
合計：24 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：4 どちらともいえない：1
やや不満足：1 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


学際教育がなかなかうまくいかないことが分かり、単に他分野の人を同じ枠組みに入れれば良いわ
けではないことが再認識できた。



学際的な取り組みに大学院研究科が支援をする制度は九州大学でも導入してほしいと思った。



九州大学でも共創学部が始まったばかりで、類似の学際系の学部が抱えるだろう問題とそれに対す
るアクションを垣間見たことは大いに参考になった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


大学際領域の必要性が、社会的要請なのか学問的要請なのかが見えなかった。つまり、現実社会にお
ける問題解決の必要性からなのか、それとも既存の研究で「ある現象を解明」するために乗り越えら
れない壁があるから学際性が必要性なのか、そのあたりの話を聞きたかった。
【真鍋さんからの回答】学際が要請される背景が「現実社会の問題解決」なのか「現象の解明」なの
かというご質問は、基本的に学際「研究」に焦点を当てておられるように思われます。これに関して
は、
「学際」概念が、20 世紀前半のアメリカの社会科学、とりわけ社会問題の調査研究という文脈に
遡れるという指摘（※1 渡邉ほか 2017: 106-8）がありますので、少なくともその起源においては「現実
社会の問題解決」への要請が強いといえるように思われます。また、別の方のご質問にあった「学際」
の定義についても前掲論文をご覧いただければと思いますが、当日の報告では、基本的には、複数の
分野の院生ないし研究者が模擬講義等を通して相互作用することに焦点をあて、そうした状態を「学
際」と呼んでいました。
さて、報告では学際「研究」ではなく学際的な要素を含んだ「教育」についてご紹介したつもりです。
京大の場合、旧教養部という組織を改編するという流れの中で「学際」概念が浮上したといえるの
で、
「学際」が要請された背景はやはり社会的・政治的側面に求められます。ただし、学問の細分化
に対する問題意識が少なくとも教員の一部には共有されていたからこそ、
「学際」または報告した意
味での「教養」概念が提出されたわけでもあるので、学問的要請が全くなかったとはいえないでしょ
う。もっとも、これは京大の旧教養部および現在の総人・人環に限定された話であり、他大学の状況
に一般化できないことには留意が必要です。京大のケースについての詳細は、報告書内の拙稿（※2
真鍋 2018）をご覧いただければ幸いです。
※1 渡辺浩一・臼田泰如・寺山慧ほか 2017：
「学際教育を求めーInterdisciplinarity の歴史と理論」臼田泰如・佐野
泰之・瑞慶覧長空ほか編『学際系学部の教養教育 報告書－教員にとっての学際/学生にとっての学際』105–22．
※2 真鍋公希 2018：
「『総人のミカタ』について―部局の歴史における位置づけと中心的理念をめぐって」『「総人の
ミカタ」活動報告書 2017 年度前期～2018 年度前期』5-15．



「学際の教育」をどうするかという具体的な議論は深いとは言えなかった。
【事務局からの回答】今回の FD は、人環/総人の事例を聞き、学際教育に考えるという目的で行わ
れました。具体的な議論のための材料だったと理解して頂ければ幸いです。具体的な議論について
は、今後の課題とさせて下さい。貴重なご指摘、ありがとうございます。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190207/
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5-3. 大学教員職能開発モジュール：研修会一覧
No.

FD/SD 名称

掲載ページ

1

イノベーション教育セミナー「ファシリテーションを活かした学びの場づくり

p22

2

九州大学アクティブラーニング教室「グループ学習の導入とジグソー法」

p24

3

イノベーション教育セミナー
「アクティブ・ラーニングの手法としてのケース・メソッドの活用」

4

九州大学アクティブラーニング教室「ルーブリック評価入門ワークショップ」

5

九州大学アクティブラーニング教室「ディベート入門講座」

6

九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」

7
8

FD 講演会
「大学院理系研究室のマネジメント －風通しの良い研究室の構築に向けて－」
ライティング支援ワークショップ
「ピア・サポートによるライティング支援の現状と課題 ～対話を通じて今後を展望する～」

5-4. 大学教員職能開発モジュール：研修会開催報告
次のページからは、大学教員職能開発モジュールの FD/SD 開催報告を掲載する。
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イノベーション教育セミナー「ファシリテーションを活かした学びの場づくり」
授業や研修のみならず多くの場面で教員と学生、講師と受講生との間でインタラクティブな関係を築き
つつ教育を展開することが求められています。場づくりや展開のプロセスといった授業デザインにおい
ては、ファシリテーションスキルを活用することが学生や受講生の理解度や納得感を高めるためにも必
要な要素になります。今回のセミナーでは、ファシリテーションの基礎のみならず、授業や研修の現場
で、どのようにファシリテーションスキルを導入し効果を高めることが出来るのか、そして、そのための
場づくりや授業デザインをどのように行うのかといった点を講義と演習を通して学びました。

開催概要
【日時】平成 30 年 5 月 2 日（水）13:00～17:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】授業や研修を実施する上でファシリテーションスキルの導
入を検討している方、
あるいはファシリテーションに興味を持って
いる方。大学教職員のみならず、興味や関心を持たれている方を広
く対象とします。
【講師】加留部貴行
（加留部貴行事務所 AN-BAI 代表、九州大学大学院統合新領域学
府 客員准教授、
NPO 法人日本ファシリテーション協会 フェロー、
認定 NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会 理事・運営委員）
【プログラム】
13:00～14:30：講義
「ファシリテーションを活かした参加型の学びの場づくり」
（1）ファシリテーションとファシリテーター
（2）アクティブラーニング型授業とファシリテーション
（3）参加者同士の学び合いの場を支援する
「対話を通じた対話型授業の組み立て方」
（1）多様な組み合わせで多様なプログラムをつくる
（2）
「参加」と「対話」で学習効果を上げる
14:40～15:55：演習「振り返りを深めて実践につなぐ手法あれこれ」
16:05～17:00：講義・振り返り「対話による学びの場づくりの実際」
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開催報告
【参加者情報】
学外：15 名（うち県外 7 名）
学内：18 名
合計：33 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：17 概ね満足：2 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0

《参考になった点》
（抜粋）


ファシリテーションとは参加者が「しづらい状況を」を「しやすい状況」に持っていくこと、という
基礎的な心構え。



「講義」
「演習」
「振り返り」の様々な組み合わせについての説明も参考になった。



全てが学びになった。特に、問いの立て方や、
「聴（ゆる）す」という基本の概念は特に心に残った。



「ではお隣の方と 1 分話して」と何度も繰り返し行うことを、実践したい。始めのうちは「また」と
思いましたが、繰り返し行ううちに話すことが「当たり前」になり、参加していることを実感できた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ワールドカフェの問いづくりについて、集団（年齢、知識力など）の特性、体験回数などの条件下に
よる設定方法のコツを教えてほしい。
【加留部先生からの回答】ワールドカフェの問いをつくる際のポイントは集団特性や体験回数に関
係なく、
「シンプルに」
（平易な言葉を選び）、
「考えさせて」
（オープンクエスチョンで）、
「
（できれば）
これからを」
（未来志向で）
、
「自分事に」
（主語を明らかにする）です。一番のポイントは「ハードル
を低く」です。



ワールドカフェをファシリテーションするコツをもっと知りたかった。
【加留部先生からの回答】進行役として気をつけていることは、なるべく短めにかつ的確に「進め
方」を具体的にお伝えし、参加者に対して精神的なプレッシャーを与えないような言葉選び、声掛け
をすることが大切です。参加者の動向を観察するチカラが試されます。



ファシリテーションの失敗事例（やってはいけないこと等）
。
【加留部先生からの回答】ファシリテーターが「自分に酔ってしゃべりすぎる(目立つ)」
、
「難しい言
葉を使う」
、
「準備不足」といったところは要注意です。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20181211/
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九州大学アクティブラーニング教室「グループ学習の導入とジグソー法」
今回の FD では、グループ学習について考える手がかりとして、協調学習の一つの型であり、多様な実践
が蓄積されているジグソー法に注目しました。当日は、
「ジグソー法はなぜこのような形式にデザインさ
れているのだろうか？」
「ジグソー法のグループ活動が活性化しやすいのはなぜだろうか？」という問い
の下、参加者が実際にジグソー法の学習プロセスを体験しながら、ジグソー法の背景にある基本的な考
え方について理解を深めました。

開催概要
【日時】平成 30 年 6 月 1 日（金）16:30～18:30
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 4 階 1409 号室
【参加費】無料
【定員】32 名
【対象】大学教職員、大学院生、アクティブラーニングに関心のあ
る教育関係者等。
【講師・ファシリテーター】
小島健太郎（九州大学 基幹教育院・准教授）
【プログラム】
16:30～17:00：導入「グループ学習とジグソー法」
17:00～17:40：演習 1「ジグソー法のプロセスを体験する」
休憩（17:40～17:50）
17:50～18:30：演習 2「ジグソー法の考え方を活かしたグループ学習とは？」

開催報告
【参加者情報】
学外：18 名（うち県外 6 名）
学内：16 名
合計：34 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：16 概ね満足：4 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ジグソー法の特徴や意義について、ジグソー法を使って学べたことが良かった。今後の授業などでジ
グソー法を活用してみたい。



先生の指導がよかった。ジグゾー法をさらに深く理解できた。学生に事前に資料を配るときの資料選
び方が参考になった。



ジグソー法の理解が深まった。この方法も、TBL（Team-Based Learning）と同じく、自分自身の
学びとグループの学びの両者に対する責任が重要だということを再認識できた。



単なるジグソー法のやり方の説明だけでなく、協調学習の理論的な背景の概要をしっかり説明され
ていたところが素晴らしかった。



ジグソー法そのものを知らなかったので今後有効活用できると思う。アイデア創出や知識共有には
ワールドカフェを使ったワークショップを行っているが、確実なアウトプットを求めるなら、より仕
組みとし確立しているジグソー法の方が優れていると感じた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ジグソー法は始めに共有される「問い」の質が大切だと感じたが、ジグソー法に適した「問い」の見
極め方を知りたい。今回の問いは「ジグソー法がなぜこういうデザインなのか？」という、わりと
「正解」のあるもので、多くの考え方を知ることで「正解」に近づくものだったと捉えている。例え
ば「ジグソー法で自分はいつどの授業で行うか」という問いならば「正解」がなく、
「最適解」を求
めるものになると思う。ジグソー法は「正解」を導くのに向いているのか？それとも「最適解」へ近
づくのに向くのか？または、両方可能なのか。どのような「問い」がジグソー学習に適しているのか
をより詳しく学びたいと感じた。
【小島先生からの回答】ご指摘のように、どのような問いを設定するかは、ジグソー法を実施する際
の重要なポイントになり、問いのタイプに応じて、教材、エキスパート活動、ジグソー活動などの活
動のあり方も、少しずつ変わってくるはずです。私がこれまで行ってきた実践のなかで、協調学習に
よる理解の深化を狙う際には、正解、最適解のいずれかというよりも、問いに関連する答えや理解
に、レベルや深まりがあるテーマを選ぶように心がけてきました。つまり、誰もが同じ「答え」に同
じように到達して終わりになる問いではなく、より深い「答え」を求めることが可能な問いです。こ
のことは、学習者が他者と学ぶ意義を見出すためにも重要になると考えられます。研修会でご紹介し
た虹の教材はその一例です。ジグソー法に適した問いの性質については、私も検討課題として、今後
さらに深く考えていきたいと思います。



グループ学習がうまく回っていない場合の効果的な修正の仕方を教えてほしい。
【小島先生からの回答】うまく回らない理由に応じて、適切な対応というのは変わってくると思い
ます。原因を推測するためにグループの状況を観察し、その原因をうまく取り除くような介入の仕方
を考えることが重要だと考えています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180601/
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ノベーション教育セミナー
「アクティブ・ラーニングの手法としてのケース・メソッドの活用」
今回はアクティブ・ラーニングの手法としても注目を集めているケース・メソッドについて、
「自動車メ
ーカーA 社の海外戦略」と「初めてのケース・ディスカッション」という 2 つの短いケースを用いて学び
ました。また、ケースを活用した授業・研修を行う際に気をつけることや、ケース・リーダーとしての講
師はどのような役割を担うのかといった基本的な観点についても議論を通して理解を深め合いました。

開催概要
【日時】平成 30 年 6 月 29 日（金）13:00～16:00
【会場】BIZCOLI ミーティングルーム
【参加費】無料
【定員】25 名
【対象】授業や研修等にケース・メソッドを導入したいと考えてい
る方。ケース・メソッドに興味がある方。
【講師】星野裕志
（九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門・教授）
【プログラム】
13:00～13:25 研修とケース・メソッドの概要説明
13:25～14:25 ケース①「自動車メーカーA 社の海外戦略」に関するディスカッション
14:25～14:35 休憩
14:35～15:40 ケース②「初めてのケース・ディスカッション」に関するディスカッション
15:40～16:00 質疑と共有

開催報告
【参加者情報】
学外：9 名（うち県外 2 名）
学内：8 名
合計：17 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：9 概ね満足：1 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ケース・メソッド中心で授業をデザインして、秋学期から実施してみる予定。



教職員向けの研修でケース・メソッドの導入を図っていきたい。



ケース・メソッドでの学習についてイメージできるようになった。今後の社内教育にケース・メソッ
ドを取り入れていきたいと思う。



先んじて導きを与えるのではなく、まず参加者それぞれにたくさん考えてもらうことの貴重さを学
べた。



星野先生の、参加者への傾聴と承認の御姿勢が素晴らしいと思った。



ケース・スタディでは良いケースと良い参加者と良いケース・リーダーがそろえば、必ず良いものと
なるという言葉が大変参考となった。高校生や中学生にケースをやってみたいと思っていても、なか
なか実際にどうすればよいか迷うことが多かったが、今回のセミナーを受けて、星野先生が仰られた
3 点を意識することで、何か自分なりにできそうな気がした。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ケース・リーダーの立ち位置として、どういった関わりをしていくのかが良いかをもう少し教えてほ
しい。ファシリテーター的な役割と理解して良いのか？



【星野先生からの回答】講義でもケース・リーダーの役割は、オーケストラの指揮者に例えたとお
り、参加者の問題意識に基づいての発言を促すファシリテーターの役割です。自ら目的地に無理に導
く方法をとると、参加者のモティベーションは低下するので、要注意です。



今回のケースは実在のケースだったが、例えば、いじめの問題やマクドナルドの新しいメニューを考
えるなど、仮定の話でケース・メソッドは可能か？また、その場合の資料を準備する上でのポイント
などあるか？
【星野先生からの回答】ご紹介したように、高校で「制服の是非」「修学旅行における門限の設定」
などをケースのディスカッションを通じて、自ら答えを持ち引き出すことはあると思います。ケー
ス・メソッドに共通することですが、資料はケース作成者の主観をいれず、できるだけ客観的な関連
資料を提示することかと思います。



ケース・メソッドの利点や実際の流れは十分理解できたが、星野先生の長年の経験でうまくいかなか
った点、苦労した点、軌道修正の具体例（バックアッププランを持っておく等）をお聞きしたかった。
【星野先生からの回答】自分の大学の講義の中で、ケースのディスカッションをするのであれば、あ
る程度参加者の考えが予測できますので、比較的楽と言えます。一方で、今回のように初めてお会い
するひとを対象とする場合には、発言が出るのかさえわかりません。幸いに今まで、発言が低調で失
敗した例はありませんが、発言をリードする「ティーチング・ノート」を準備されると良いと思いま
す。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180629/
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九州大学アクティブラーニング教室「ルーブリック評価入門ワークショップ」
「何を教えたか」から「何を学んだか」という高等教育におけるパラダイム転換の必要性が指摘されて以
降、現在の大学教育では、成績評価についても多様な評価基準を設定することが求められています。この
ような現状を鑑み、今回の九大 AL 教室では、成績評価の手法として近年注目が集まっているルーブリッ
クを用いた評価について取り上げました。ルーブリックを用いた評価の基本的な考え方や活用方法を、
講義とルーブリック評価表の素案作成ワークショップを通して学びました。

開催概要
【日時】平成 30 年 9 月 21 日（金）14:00～16:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】ルーブリック評価にご関心のある大学教員、高校教員、大
学院生
【講師】榊原暢久
（芝浦工業大学 教育イノベーション推進センター／工学部・教授）
【到達目標】
1. 到達目標に基づく成績評価の基本について説明できる。
2. ルーブリック評価の意義と利点について説明することができる。
3. ルーブリック評価表の素案を自ら作成することができる。

開催報告
【参加者情報】
学外：18 名（うち県外 5 名）
学内：12 名
合計：30 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：12 概ね満足：5 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ルーブリックに関する基本的な知識を得ることができた。具体的な学習成果の評価に使うものと、概
念的な学修目標を示すものがあるというのが分かった。



ルーブリックについて、学修と学習に分けて説明して頂いたところが、とても参考になった。現在
は、進路に関連する行事等でルーブリックを作成して活用している状態なのだが、今後、教科指導や
他の分野でもルーブリックを作成することになると思うので、その際のヒントを頂けたと思う。



今回が初めて、実際に自分でルーブリック表を作成する機会となった。到達目標の設定の順序、到達
度の差の表現の難しさ、客観性、配点の重みの付け方等、それに関わる人すべてが納得のいくものを
作成することの難しさを実感として感じることができた。ルーブリックバンクについてご教示頂い
たことも、今後役立つと思う。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


個ルーブリックを形成的評価に使う場合と最終評価に使う場合では書きぶりが違ってくるのではな
いかと思うが、その点で何かアドバイスがあればお願いしたい。
【榊原先生からの回答】私に限って言えば、形成的評価に使う場合と最終評価に使う場合で違いを
意識したことはありません。どちらにしても学生へのフィードバックは、学生の学修促進に重要なこ
とですね。



ルーブリック評価表を提示することで生徒にも観点が分かるというのは良いことだと思うが、生徒
が観点に囚われすぎて観点の部分についてのみ頑張るようになるのではないかという不安がある。
また、事前に観点と基準を教員で決めておくということは必要だと理解したが、教材研究や事務処理
に追われていてただでさえ時間的余裕のない現在、働き方改革が進まないのではないかとの心配も
ある。
【榊原先生からの回答】ルーブリックを用いた評価は万能ではありません。評価観点や基準の見直
しだけでなく、その意図を継続的に学生・生徒へ伝えることも必要です。
ルーブリックをはじめ、１つ１つのツールを使うことが目的ではないので、学生・生徒を成長させる
ために何が優先事項なのか、同僚や管理職（場合によっては学生・生徒）と共有し、必要であれば組
織改革をしていく必要があります。

《その他》
（抜粋）


学修成果の測定に関してルーブリック以外の評価手法があれば取り上げてほしい。
【榊原先生からのコメント】学修成果の測定には、在学時や卒業時のアンケート調査、OB への聞き
取り調査、prog などの外部調査等を使う大学もあります。
【事務局からの回答】評価手法に関する研修会についても、開催を検討しているところです。コメン
トありがとうございます。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180921/
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九州大学アクティブラーニング教室「ディベート入門講座」
今回の FD では、アカデミック・ディベートを通した議論法の習得について学びました。午前中の講義で
は、ディベート学習の意義、ディベートにおけるスピーチの作成の仕方、試合における議論展開等を学び
ました。午後には、体験を通して講義での学びを深めるべく、
「日本は死刑制度を廃止すべきである」と
いうテーマで肯定グループと否定グループに分かれ練習試合を行いました。なお、本研修会は大学院基
幹教育科目「ディベート」を九州大学アクティブラーニング教室としても公開する形で開催されました。

開催概要
【日時】平成 30 年 10 月 27 日（土） 8:40～18:10
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2103 教室
【定員】24 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】ディベートに関心のある方であれば、どなたでも参加でき
ます。
【講師】久保健治（日本ディベート協会・理事）
蓮見二郎（九州大学法学研究院・准教授）
【プログラム】
8:40～10:10 講義「ディベート学習の基本」
10:30～12:00 講義「ディベートの準備の方法」
12:00～13:00 昼休み
13:00～14:30 演習「ディベートの準備」
14:50～16:20 演習「ディベート練習試合と講評」
16:40～18:10 演習「ディベート練習試合と講評」
【ディベート論題】
「日本は死刑制度を廃止すべきである」（練習試合で使用します）
【主催】日本ディベート協会（JDA）九州支部
【共催】九州大学 言語文化研究院、九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター
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開催報告
【参加者情報】
学外：14 名（うち県外 9 名）
学内：3 名
合計：17 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20181027/
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九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」
今回の FD は、大学院基幹教育科目「テクニカルプレゼンテーション」を九大 AL 教室としても開放する
という形式で、開催されました。当日は、プレゼンテーションの注意点などに関する講義に始まり、ビブ
リオバトルやショートプレゼンの実践・改良を行いました。参加者はディスカッションやグループワー
クも通して、相互にプレゼンテーションについて学び合いました。

開催概要
【日時】平成 31 年 1 月 26 日（土）
・1 月 27 日（日）
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2105 教室
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、大学院生、プレゼンテーションにご関心のあ
る教育関係者
【プログラム】
（適宜休憩を挟みます）
1 日目：10:30～18:10 ※12:00～13:00 お昼休憩
1) 講義：プレゼンテーションの基礎
2) チームビルディング
3) プレゼンテーショントレーニング 1：如何に伝わらないか・
どう伝えるか
4) ピアインストラクション
2 日目：10:30～18:10 ※12:00～13:00 お昼休憩
1) プレゼンテーショントレーニング 2：プレゼン資料のブラシアップと振り返り
2) プレゼンテーショントレーニング 3：時間管理と抽象化
3) プレゼンテーションツールの使い方（可能であれば Prezi について）
4) 講義とまとめ
【講師・ファシリテーター】
長谷川光一（大阪工業大学 知的財産学部・准教授）、大河内豊（九州大学 基幹教育院 准教授）
【持参するもの】
・これまでに実施したプレゼンテーション、およびその論文（できれば 1 部印刷しておく）
（参加者でブラシアップするために使用します。
）
・面白いと思っている書籍 1 冊（できるだけ専門分野外のもの）
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開催報告
【参加者情報】
学外：5 名（うち県外 1 名） 学内：5 名 合計：10 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：3 概ね満足：2 どちらともいえない：0 やや不満足：0 不満足：0
《参考になった点》
（抜粋）


ストーリーを作ってプレゼンテーションを作成することの大事さを改めて感じることができた。



「繭の糸理論」にあるように聞き手のことを最大限に考慮して、分からない奴が悪いという考えは捨
てようと思った。
【長谷川先生からのコメント】理論というほどのものではないので恐縮です。専門家の頭の中にあ
る知識や思いは、膨大かつ複雑に繋がっている一方で、しゃべる際には 1 つずつしか話せない。相
手にどう伝わるか、伝えたいかを意識して工夫していただければと思います。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


日常的にアウトプットしてプレゼンのスキルを高める方法があれば教えて欲しい。
【長谷川先生からの回答】人それぞれ、得意な話し方や特徴があるので、自分にあった型を見つけ、
磨いていくのが重要になると思います。例えば、1 つのテーマを、何通りもの方法で話すトレーニン
グしては如何でしょうか。様々な相手に、同じ話を、違う話し方でするという方法です。その中で、
自分がしっくり来る&聞き手が引き込まれる話し方を探っていくと、状況に応じた話し方が見出せる
かと思います。



アニメーションなどの視覚効果の取り入れ方について聞きたい。
【長谷川先生からの回答】私は、アニメーションはなるべく使わないようにしています。多用する
と、聞き手の注意が散漫になりかねないと思っているからです。アニメーションを使う際には、クイ
ズの答えを隠す、使用前・使用後の差を見せる、特に集中して欲しいキーワードを順番にみせるなど
にのみ使うようにしています。スライドの一部をハイライトにしたい場合は棒でさすようにしてい
ます。



Prezi の活用方法をもっと聞きたかった。
【長谷川先生からの回答】時間配分が悪くてすみませんでした。次回は出来るようにしたいと思い
ます。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190126/
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FD 講演会
「大学院理系研究室のマネジメント －風通しの良い研究室の構築に向けて－」
研究室を運営する PI（Principal Investigator、主任研究員）には研究、教育の両面における高い能力が
求められます。他方で、研究室運営（ラボラトリーマネジメント）には多くの PI が苦慮しており、試行
錯誤しながら対応しているというのが現状です。そこで本研修では、学生とのコミュニケーションを中
心に「教員が勘違いしていそうなこと」について、経営学の観点から谷口勇仁先生に（北海道大学）にお
話して頂きました。また参加者は、講演と併せて、
「教員がよかれと思ってとった言動が学生に悪影響を
及ぼすケース」についてのグループワークを通して、マネジメントの感受性を高めました。

開催概要
【日時】平成 31 年 2 月 20 日（水）16:40～18:10
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】研究室運営に携わる研究者、PI（Principal Investigator）
を目指す研究者、研究者を目指す学生、研究室運営に関心を持つ方
【講師】谷口勇仁（北海道大学 経済学研究科・教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：3 名（うち県外 2 名）
学内：16 名
合計：19 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：6 概ね満足：4 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


SL（Situational Leadership）理論を知ることができ、とても参考になった。
【谷口先生からのコメント】リーダーシップ論には様々な理論があるのですが、部下の成熟度合い
に注目した SL 理論は、学部、修士、博士という 3 つのレベルの学生を担当するラボラトリーにマッ
チしているのではないかと思い紹介した次第です。是非意識してみてください！



自由性を意識しすぎていたので、今後は指示を多めに出しても良いと思った。
【谷口先生からのコメント】様々なタイプの学生がいるので、一概には言えませんが、経験の浅い学
部生に対する指示を多めにするのは、研究室に所属する学生にとっても受け入れやすい方針だと思
います。忖度は誤解を生む原因にもなりますから、勇気をもって指示を多めに出してみてください！

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》
（抜粋）


ラボラトリーやゼミナール（ミクロ）レベルだけでなく、専攻・学科レベルや学部・研究科レベル（メ
ゾ）
、そして大学レベル（マクロ）のマネジメントについても、組織論研究は貢献できると思うが、
その点についてどのようにお考えか。
【谷口先生からの回答】ご指摘の通りだと思います。経営学（組織論）の知見は、ラボラトリー、学
部、大学全体という分析レベルで応用することが可能だと思います。特に、大学のマネジメントやガ
バナンスは近年精力的に研究が蓄積されている分野です。ただ、私は、①ラボラトリーにおいてマネ
ジメントの意識が比較的低いこと、②ラボラトリーにおいてマネジメントが近年特に重要になって
いること、の 2 点から、ラボラトリーマネジメントに特に注目しています。



給与のような定量的な報酬がない状況では、仕事量に応じた報酬として何を与えるのが良いのか（現
状では、褒めていることのみが報酬となっている）
。
【谷口先生からの回答】非常に重要な指摘だと思いますし、学生のモチベーションに関わることな
ので、私にとっても大きな課題です。暫定的なコメントですが、まず、研究に対するパフォーマンス
をきちんと教員が評価することがベースになると思います。正確な事実に基づいた褒め言葉には大
きな説得力があります。その上で、研究室内や学外からの承認がポイントになると思います。研究を
頑張った学生が学会で良い研究報告をし、高い評価を受けるというのが一つの理想です。また、研究
を通して、
「できるようになった」
、
「うまくいった」という自己有能感を獲得することもポイントに
なると考えています。仕事量に正確に比例した報酬を与えることや、大学院の成績を報酬と位置づけ
るのは、色々な理由からラボラトリーにおいては現実的ではないと考えています。

《その他》
（抜粋）


これまで漠然と思っていたことを含め、体系的にラボラトリーマネジメントについて学ぶことがで
きた。また、これまで教育的観点も考えた学生対応で憂鬱だったが、今後はラボマネをうまく活用し
て乗り越えていきたいと思った。多くの理系研究室の人達に知って欲しい内容だと思った。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190220/
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ライティング支援ワークショップ
「ピア・サポートによるライティング支援の現状と課題 ～対話を通じて今後を展望する～」
今回のワークショップでは、講師からの話題提供、そして、それを踏まえたグループワークを通して、ピ
ア・サポートによるライティング支援の現状や課題への理解を深めました。グループワークにおいては、
ケースを用いた演習や参加者それぞれが携わる事例に関する意見交換を行いました。

開催概要
【日時】平成 31 年 3 月 26 日（火）13:00～16:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】ピア・サポートによるライティング支援に関わる教職員・
学生
【講師・ファシリテーター】
橋場論（福岡大学教育開発支援機構・准教授）
池田史子（山口県立大学国際文化学部・准教授）
【プログラム】
1. 開会挨拶
2. 趣旨説明（アイスブレイク等も含む）
3. 話題提供（ライティング支援／ピア・サポートに関する情報整理や事例報告）
（休憩）
4. グループワーク（話題提供を踏まえ、参加者が関わっている取り組みについて、現状や課題、及び改
善方策について話し合う）
5. 全体共有
6. まとめ
7. 閉会挨拶
※「3．話題提供」は、JSPS 科研費 16K01073 の成果の一部です。
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開催報告
【参加者情報】
学外：7 名（うち県外 4 名）
学内：10 名
合計：17 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：2 概ね満足：2 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ライティング支援の具体的な事例がもっと知りたかった。



各大学でのライティング支援の具体的な体制の例。



ピア評価で用いるチェックリストやルーブリック、手本となる文章について。
【橋場先生・池田先生からのコメント】この度は、ご参加いただきありがとうございました。
当日は、テーマや時間の都合もあり、正課・正課外におけるライティング教育・ライティング支援に
関する多様な実践事例を豊富にお示しする、ということは叶いませんでした。こうした機会を改めて
設けることができればと考えております。
また、ライティング教育における到達目標を設定したり、学生たちのつまずきポイントを共有したり
しながら、チェックリストやルーブリックのような評価方法を検討するワークショップを開催する
ことも、今後の課題とさせていただきたいと思います。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190326/
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5-5. 専門的人材養成モジュール：研修会一覧
No.
1
2
3
4
5

FD/SD 名称

掲載ページ

アドミッションオフィサー養成セミナー
「アドミッションオフィサーはなぜ必要とされるのか？
ワークショップ「アセスメント・データを教員に役立つものにするには －アセス
メントに向けたスペシャリストと教員の協働－」
カリキュラム設計担当者養成プログラム
「インストラクショナル・スキルズ：学修成果に基づく大学教育の展開に向けて」
大学評価・IR 担当者集会 2018
カリキュラム設計担当者養成プログラム（初級編）
「学修成果に基づく大学教育の展開に向けて」

6

シンポジウム「分野別参照基準の目指す大学教育の質保証」

7

第 16 回 高大連携教育フォーラム 特別分科会①「アドミッション専門人材開発」

8
9
10
11

カリキュラム設計担当者養成プログラム（実践編）
「学修成果に基づく哲学教育プログラムの設計 －桜美林大学哲学専攻プログラムの挑戦」

IR 初級人材育成研修
カリキュラム設計担当者養成プログラム（上級編）
「学位プログラムレベルの評価と授業科目レベルの評価をつなぐ」
第 3 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会

5-6. 専門的人材養成モジュール：研修会報告
次のページからは、専門的人材養成モジュールの FD/SD 開催報告を掲載する。
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p22
p24

アドミッションオフィサー養成セミナー
「アドミッションオフィサーはなぜ必要とされるのか？
今回のセミナーでは、多面的・総合的な評価の入学者選抜において「育成型」をキーワードに展開してい
る追手門大学と九州産業大学から講師をお招きし、入学者選抜の目的と内容と測定・評価の設計、さらに
実施体制などについて講演して頂きました。基調講演および 2 大学からの事例報告を踏まえて、高大接
続を意識した今後の入試設計とアドミッションオフィサーの役割について議論しました。

開催概要
【日時】平成 30 年 6 月 17 日（日）13:30～16:35
【会場】九州大学 箱崎キャンパス文系地区 共通講義棟 102 教室
【参加費】無料
【対象】大学教職員・高校教職員の方を対象とします。特にアドミ
ッション（入試）業務従事者、大学入学者選抜業務を担当する学部
教員や入試関連委員会委員、入試課でアドミッション（入試）業務
に従事されている事務局員の方、今後、アドミッション・スペシャ
リストを目指す方。

【プログラム】
13:30～14:30 基調講演
池田輝政（追手門学院大学・学長補佐、アサーティブ研究センター・センター長、基盤教育機構・教授）
タイトル：
「生き抜く力を接続する大学入試再考」
14:30～14:45 休憩
14:45～15:25 事例報告
志村知美（追手門学院大学 教務部アサーティブ課・課長、アサーティブ研究センター研究員）
タイトル：
「一緒に育てます！?アサーティブプログラム・アサーティブ入試」
15:25～16:05 事例報告
一ノ瀬大一（九州産業大学 教務部・教務第二係長、KSU アドミッションオフィサー責任者）
タイトル：
「KSU アドミッションオフィサーが中退を予防する KSU 育成型入試」
16:05-16:35 フロアとの質疑応答

53

開催報告
【参加者情報】
学外：55 名（うち県外 33 名）
学内：11 名
合計：66 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：9 概ね満足：11 どちらともいえない：2
やや不満足：0 不満足：0
《参考になった点》
（抜粋）


池田先生の講義での「学びのモチベーション」の 3 要素と知の捉えなおし、方法の知について、改め
て自身の授業、教育を振り返ってみようと思った。



追手門学院大学、九州産業大学におけるアドミッション業務における SD（Staff Development）は
とても興味深かった。教職員にはもちろん、学生にとっても有意義なものだと感じた。



本学は職員が入試に関わることが（事務作業以外）ほぼないので、他大学では教員だけではなく、職
員のかかわりが大きい点を持ち帰りたい。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


追手門学院大学のアサーティブ入試も九州産業大学のアドミッション入試も高校生（受験生）に対す
る面談とフィードバックによって、高大接続で生徒・学生を育成する仕組みだと思うが、やはり高校
の抵抗は大きかったという話だった。それに対して、
「まずやる」ための高校へのコミットメントは
どのようなものだったのか。
【志村さんからの回答】高校の抵抗というより、戸惑いだと感じました。導入当時は、高校の理解よ
り高校生の口コミを意識しました。実際、アサーティブプログラムを受講した高校生の口コミで広が
り、高校教員が興味を持ち（生徒が良いというアサーティブプログラムは一体なんなのだ？問い合わ
せてみようなど）
、取り組みに共感していただいた教員から、進路指導研究会での講演依頼があり、
対高校教員への説明会のような機会を頂きました。
【一ノ瀬さんからの回答】高校よりも学内の方が抵抗が強かったです。高校の場合は、当該生徒さん
の内容を共有するため、非常に有意義なフィードバックとなりました。ただし、明らかに意欲や学力
の低い生徒さんもフィードバックしますので、合格率が低くなると言う点では、
「そこまで見なくて
もいいんじゃない」というような声はあったと思います。本質的に言うと、それではいけないと思い
ますので、聞き流しています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180617/
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ワークショップ「アセスメント・データを教員に役立つものにするには －アセスメ
ントに向けたスペシャリストと教員の協働－」
今回はホースト准教授とレヴェンソール助教をお招きし、ジェームズ・マディソン大学におけるアセス
メント・スペシャリストの役割についてご講演頂きました。ジェームズ・マディソン大学の例を参考に、
アセスメント・スペシャリストと教員がどのように協力し、大学教育へのフィードバックを生み出して
いくのかについて議論を深めました。

開催概要
【日時】7 月 5 日（木）17:30～19:30（受付開始 17:15～）
【会場】京都大学吉田南 1 号館 2 階 201 号室（地図：吉田南構内マップ）
【使用言語】英語（一部逐次通訳あり）
【参加費】無料
【定員】20 名（先着順）
【講師】
・S. ジーン・ホースト（S. Jeanne Horst）
ジェームズ・マディソン大学 CARS（Center for Assessment and Research Studies）のアソシエー
ト・アセスメント・スペシャリスト。大学院心理学専攻の准教授も務める。
・ブライアン・C. レヴェンソール（Brian C. Leventhal）
ジェームズ・マディソン大学 CARS のアシスタント・アセスメント・スペリャリスト。大学院心理学
専攻の助教も務める
【タイムテーブル】
17:30～18:30 講演
18:30～19:30 質疑応答とディスカッション
【主催】
・日本学術振興会・課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業「人文・社会科学教育の内容と
方法のイノベーションに関する国際比較研究」（研究代表者：佐藤学、グループリーダー：松下佳代）
・九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター（担当者：深堀聰子）

開催報告
【参加者情報】
学外：16 名（うち県外 16 名） 学内：1 名 合計：17 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180705/
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カリキュラム設計担当者養成プログラム
「インストラクショナル・スキルズ：学修成果に基づく大学教育の展開に向けて」
九州大学大学院基幹教育科目（九州大学 PFFP; Preparing Future Faculty Program）の一環として開催
された今回の研修会では、大学院生と大学教職員が共に、学位プログラムの設計や評価に関する国内外
の事例についてグループワークを交えながら学びました。研修会後半には、シラバスやルーブリックの
作成にも取り組みました。

開催概要
【日時】平成 30 年 8 月 7 日（火）～8 月 9 日（金）
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】学修成果に基づく大学教育に関心のある大学教職員、大学
院生
【講師】深堀聰子（九州大学 教育改革推進本部・教授）
【プログラム内容】
〈8 月 7 日（火）13:00～18:10〉
（休憩時間 40 分を含む）
1. オリエンテーション
2. 学修成果重視の教育改革の背景
3. 学修成果に基づく学位プログラムの設計・実施・評価・改善の方法に関する欧州における取組
〈8 月 8 日（水）13:00～18:10〉
（休憩時間 40 分を含む）
4. 学修成果に基づく学位プログラムの設計・実施・評価・改善の方法に関する米国における取組
5. シラバスの書き方
6. ディスカッション
〈8 月 9 日（木）13:00～16:20〉
（休憩時間 20 分を含む）
7. 「考える力」を問う課題やテストを作成する方法・ルーブリック等を用いたパフォーマンス評価
8. ディスカッション・総括
※本プログラムは、
九州大学大学院基幹教育科目（九州大学 PFFP; Preparing Future Faculty Program）
の一環として開催されました。
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開催報告
【参加者情報】
学外：14 名（うち県外 9 名）
学内：10 名
合計：24 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：7 概ね満足：3 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
《参考になった点》
（抜粋）


欧米の現状を知ることで、なぜ、日本の大学が混乱をしてしまうのかも理解できた。時間はかかるが
学位プロフィールから設計を行う動きの必要性を学内で共有し、行動に移していきたい。



DP（ディプロマ・ポリシー）からシラバス、アセスメントへの落とし込みプロセスについて具体的
に学べたことは、求める学修成果の獲得を目指すカリキュラムデザイン（の実質化）の方法として非
常に有益だった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


米国大学のアクレディテーション（認証団体による審査・認定）において、標準テストを活用した学
習成果の可視化が求められていると示された。係る状況として、州立大学では標準テストを活用して
カレッジポートレートでスコアを公表していることが理解できるが、私立大学はどのような状況な
のか。
【深堀先生からの回答】米国では、学修成果の可視化の手段の一つとして、標準テストや大規模学修
実態調査の活用が提案され、州立大学が中心となって Voluntary System of Accountability などの
枠組みが構築されてきました。その一方で、私立大学を含むリベラルアーツ・一般教育の推進を目指
す大学協会（AAC&U)による共通ルーブリックの構築も進められてきました。Lumina 財団による
高等教育資格枠組み(Degree Qualifications Profile)の構築・普及も目指されています。学修成果の
可視化には複数の団体が、複数のアプローチで取り組んでいます。



チューニングの過程で学位プロフィールを作成するのは非常に時間のかかる仕事という話があった
が、大学での具体的な実践例を挙げてもらえるとありがたい。特に、雇用主との協議をアリバイに終
わらせずどのように実のあるものにするか、学内でどのように合意していくのか非常に難しいので
はと思われ、その点を克服するための方法や戦術が分かるととても参考になると思った。
【深堀先生からの回答】欧州の Erasmus Mundus Master of Arts Euroculture、米国 Utah State
University History Program 等の事例が分かりやすいと思います。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180807/
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大学評価・IR 担当者集会 2018
開催概要
【日時】平成 30 年 8 月 22 日（水）～8 月 24 日（金）
【会場】九州工業大学 戸畑キャンパス 百周年中村記念館、未来型インタラクティブ教育棟ほか
【参加費】無料（懇親会のみ有料）
【対象】大学において、大学評価や IR 等の現状分析、現状把握に関連する業務に携わっている方、ある
いはこれまでに携わった経験を有する方、関係機関等に所属される方、関連する民間企業等の方。
【プログラム】
〈平成 30 年 8 月 22 日（水）13:30～17:50〉
13:30～13:45 挨拶・趣旨説明
13:45～14:45 [K] キーセッション「評価人材、IR 人材に求められる能力」
15:00～17:50 分科会
[E21]「計画立案・評価のためのロジックモデル」
[R22]「内部質保証に向けて IR や調査機能をどのように育てるか」
[R23]「次のフェイズに向けた IR の Tips ～学内データの有効活用に必要なこと～」
18:00～20:00 懇親会（参加任意・有料）
〈平成 30 年 8 月 23 日（木）9:30～17:50〉
[E31] 評価初心者セッション
[R32] 評価・IR の実践・課題共有セッション
[R33] IR 初心者/初級セッション
[Q34] 内部質保証システム設計・運用演習
〈平成 30 年 8 月 24 日（金）9:15～16:00〉 ※セッションによって開始時刻、終了時刻が異なります。
[R41][R42] IR 実務担当者セッション
[R43] 初歩的な統計講座（講義編・演習編）
[R44] 研究マネジメントに資する IR
[R45] BI ツール（PowerBI）活用実践講座（参加者提案セッション）
【主催】大学評価コンソーシアム、九州工業大学、九州大学 次世代型大学教育開発拠点
【共催】統計数理研究所、日本計算機統計学会【日時】平成 31 年 2 月 20 日（水）16:40～18:10

開催報告
【参加者情報】
学外：224 名 学内：13 名

合計：237 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180822/
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カリキュラム設計担当者養成プログラム（初級編）
「学修成果に基づく大学教育の展開に向けて」
高等教育における「何を教えたか」から「何を学び、身に付けることができたか」への転換が強調される
中、学修成果に基づく学生本位の教育を展開する必要性がより増しています。そのためには、大学教育を
どのように設計・実施・評価・改善すればよいのか、いかなる教学マネジメントの仕組みを構築すればよ
いのか。今回の研修会では、比較教育学、高等教育論、教育課程論の観点から、学修成果に基づく大学教
育をデザインするための基礎的な考え方、およびそれを推進する教学マネジメントの在り方について学
びました。

開催概要
〈第 1 回（定員 70 名）
〉
日時：平成 30 年 9 月 7 日（金）14：00～16：00
場所：西新プラザ 大会議室 A
〈第 2 回（定員 62 名）
〉
日時：平成 30 年 9 月 13 日（木）14：00～16：00
場所：JR 博多シティ 9F 会議室(2)
【参加費】無料
【対象】学修成果に基づく大学教育に関心のある大学教職員、大学院生
【講師】深堀聰子（九州大学 教育改革推進本部・教授）
【プログラム内容】
1. 学修成果重視の教育改革の背景
2. 学修成果に基づく学位プログラムの設計・実施・評価・改善の方法
3. 学修成果に基づく大学教育を推進する教学マネジメントの在り方

開催報告
【参加者情報】
学外：107 名（うち県外 72 名）
学内：10 名
合計：117 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：28 概ね満足：28 どちらともいえない：1
やや不満足：1 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


今後カリキュラムを考えていく上での基準をどうすべきなのか考える機会になった。特に、学修成果
と学習成果をきちんと区別した上で考えなければならないなと強く感じた。



最初に用語の定義を丁寧に解説してもらえ、その後の講義をスムーズに理解することができた。とも
すれば、教える側の都合で科目を作りがちの傾向にあるが、学位プログラムとして何を教えるべきか
を念頭に置いて、カリキュラムを組むことの重要性が理解できた。基本的な考え方であることは間違
いないのだが、それが何故難しいのか、問いを繰り返している。



学位プロフィールが学生の進路先、教育資源等を勘案して定める学修成果の組み合わせであること
が分かった。参照基準を参考にするなどして本学の学位プロフィールを見直していきたいと思う。



学修成果を重視する教育改革という文脈の中で、科目のスリム化、成績評価の基準化、パフォーマン
ス評価など、自学で個別には焦点化している施策がつながった。また、コースツリーの一例をあげら
れ、DP（ディプロマ・ポリシー）の要素も含めて「これを見て社会が信頼できると思うか」という
話は大変説得力があり、この観点での意識改革が必要だと認識できた。



曖昧にならざるを得ない DP（ディプロマ・ポリシー）および学修成果を用いたカリキュラムチェッ
クの限界を感じていた。学修成果との使い分けにより、具体的な学習成果を教員団で共有したうえで
カリキュラムチェックを行うことが有効であると感じた。また個々の科目を網羅的に確認するので
はなく、科目群単位で確認を行うという考え方も効率的で有効と感じた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ディプロマ・サプリメントは具体的にどのような利用がされているのか、学位記に添付されているの
か等についてお聞きしたい。
【深堀先生からの回答】ディプロマ・サプリメントについては、大学教育再生加速プログラム（AP
事業）の中で議論が深められているので、ご参考にされるとよいと思います。



学位プログラムの設計・実施・評価・改善方法の詳細を説明していただきたかった。 カリキュラム
設計等に関して研修会以外で理解・実施する書籍や論文を教えていただきたい。
【深堀先生からの回答】今年度後半に学位プログラム設計（実践編）－哲学教育プログラムに関する
セミナーを予定していますので、是非ご参加下さい。



専攻科目を担当する教員は、専攻分野の「知識・理解」「技能」の要請を強く意識する傾向にある。
一方、一般・共通科目においては「態度・志向性」を意識することがより重要であるように感じる。
しかしながら、全体として「知識・理解」に偏った授業や評価が行われているため、カリキュラム全
体としての学修成果のバランスを欠いているのではないか。
【深堀先生からの回答】認証評価の第三サイクルでは、一般教育と専門教育の関係性が焦点化され
ています。それを契機に、各大学・学位プログラムにおいてより統合的なカリキュラム設計を目指せ
ることを願っています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180907/
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シンポジウム「分野別参照基準の目指す大学教育の質保証」
分野別に学習内容の基本を明示しておくことの必要性から、分野別参照基準の策定が行われました。こ
の参照基準は、分野別の特性を踏まえながらも、論述の形式を普遍化することによって、当該分野の学び
を他分野の学びと比較し、また相互に紹介することも目指したものです。今回は分野別の学びの特徴を
“Learning to Think”として示した Janet Gail Donald 博士（カナダ・マギル大学名誉教授）と、学習
成果の分野固有性と汎用性について研究を進めている松下佳代京都大学教授とともに、なぜ分野別の特
性が大学教育の質保証にとって重要であるのかを討論を通して考えました。

開催概要
【日時】平成 30 年 9 月 24 日（月・祝）14:00～17:00
【会場】国際基督教大学（ICU）
ダイアログハウス 2 階 国際会議室
【プログラム】
（同時通訳付き）
開会挨拶：日比谷潤子（国際基督教大学・学長）
趣旨説明：北原和夫（国際基督教大学・名誉教授）
講演 1：Dr. Janet Gail Donald（マギル大学・名誉教授）
“Learning to Think – Disciplinary Perspectives”
講演 2：松下佳代（京都大学・教授）
「分野別参照基準と学習成果：分野固有性・分野横断性・汎用性」
ディスカッション
17:00 に終了後 Tea による情報交換会（無料・自由参加）
【主催】国際基督教大学
【共催】
・日本学術振興会 科学研究費基盤(B)「参照基準の利用状況を通した大学教育のカリキュラム改善に関す
る組織文脈的要因の考察」
（課題番号 17H02685/研究代表・北原和夫）
・日本学術振興会 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業「人文・社会科学教育の内容と
方法のイノベーションに関する国際比較研究」
（研究代表者:佐藤学、実践的研究グループリーダー：松下
佳代）
・九州大学 基幹教育院次世代型大学教育開発センター（担当者:深堀聰子）
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開催報告
【参加者情報】
学外：44 名（うち県外 43 名）
学内：2 名
合計：46 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180924/
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第 16 回 高大連携教育フォーラム 特別分科会①「アドミッション専門人材開発」
開催概要
【日時】平成 30 年 12 月 8 日（土）15:30～17:30
【会場】キャンパスプラザ京都
【概要】
この特別分科会では、昨年に引き続き、高大接続領域の専門性の高い人材開発のためにアドミッション
に関する必須の知識や評価手法を講義する。入試・進路担当の大学教職員・高校教職員を対象とする。
講演 1：アドミッションアンケートの作成
講師 1：木村拓也（九州大学人間環境学研究院・准教授）
講演 2：大学入試における障害学生支援
講師 2：立脇洋介（九州大学アドミッションセンター・准教授）
コーディネーター：山本以和子（京都工芸繊維大学工芸科学部・准教授）
【主催】京都高大連携研究協議会（京都府教育委員会／京都市教育委員会／京都府私立中学高等学校連
合会／京都商工会議所／公益財団法人 大学コンソーシアム京都）
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター

開催報告
【参加者情報】
学外：36 名（うち県外 34 名）
学内：2 名
合計：38 名
より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20181208/
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FD 講演会カリキュラム設計担当者養成プログラム（実践編）
「学修成果に基づく哲学教育プログラムの設計－桜美林大学哲学専攻プログラムの挑戦－」
今回は、欧州チューニングの方法論に基づいて哲学教育プログラムの設計に取り組んでおられる桜美林
大学の田中一孝先生をお招きし、学修成果に基づいて大学教育をデザインする方法、及びそれを推進す
る教学マネジメントの在り方についてご講演頂きました。桜美林大学哲学専攻プログラムの事例を通し
て、カリキュラム設計について考えを深めました。

開催概要
【日時】平成 31 年 3 月 1 日（金）14:00～16:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2201 教室
【講師】田中一孝
（桜美林大学 リベラルアーツ学群・講師）
【定員】60 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】学修成果に基づく大学教育に関心のある大学教職員、大学
院生

開催報告
【参加者情報】
学外：46 名（うち県外 32 名）
学内：10 名
合計：56 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：8 概ね満足：12 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


チューニングの手法に倣ったカリキュラム検討の実例を知ることができた。また、専門分野の教育を
通して全学的な教育目標にも貢献しようとされる田中先生のマインドが大変参考になった。



実際の取り組みの過程の話も伺えて大変参考になった。また、教員の必要とする職員像についても伺
えて良かった。



田中先生が試行錯誤されながらの苦労話など、現場の体験談が聞けて良かった。また、事務職員との
関わりについても触れていただき、自分にとって刺激にもなった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


哲学教育カリキュラムの出口として、
「最終的にどのような職に就いたのか？」という点が知りたか
った。また、教育と就職には直接的な相関ないが、間接的には学生にとって、自身のメジャー選びの
指針となっているように感じた。
【田中先生からの回答】哲学を学んだ学生は必ずしも特殊な業種を志望せず、多くはシステムエン
ジニアや営業、小売りなどの一般的な職業に就いていきます。私自身は就職する業種ではなく、社会
で活躍するためにどのような能力が身につけられるのかという観点から、学生はメジャーを選んで
欲しいと考えています。



多くのメジャーがある中で、1 つのメジャーにどれくらいの人数を確保することが適切なのか？ま
た、それは全てのメジャー担当者の協議で決まるものなのか？
【田中先生からの回答】これは大学の方針、専攻の方針がありますので一概には言えないことだと
思います。専攻に人数制限を課し、選抜する大学もある一方で、学生の希望を極力尊重する大学もあ
ります。一般的に学生の人数が増えると教員の負担が増し、また教育の質保証が困難になりますの
で、それを学部全体でどう管理していくのかを考える必要があると思います。



今回は哲学専攻における取り組み事例だったが、組織が大きく担当する科目の単位数も多い学部・学
科レベルの場合にどのようにカリキュラム構築を行っていくべきか、ご意見があればお聞かせてほ
しい。
【田中先生からの回答】大きな学部単位であっても、DP から逆向きにカリキュラムを設計するとい
う基本的なカリキュラム構築手法は適用可能であると思います。ただし、マネジメントすべき科目が
多い場合、
「科目群の位置づけ→科目の位置づけ」というように、カリキュラム配置のステップが増
えることになり、またカリキュラムツリーなどのカリキュラムを可視化するツールの利用が重要に
なると思います。



汎用的技能の学修成果をどのように測定していくのか、という点を詳しく知りたかった。
【田中先生からの回答】学生にプレゼンテーションやディスカッション、レポートなどの課題を与
え、それらの活動を直接的に評価していくというのが一般的な評価手法になります。学生に自己評価
させるような間接評価については、少なくとも哲学系科目の場合では、上手く機能しないことが分か
ってきています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190301/
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IR 初級人材育成研修
今回の研修会では、Institutional Research（IR）業務に携わって日の浅い方、もしくは、これから IR 活
動を行っていこうとしている方を対象に、IR 担当者がデータ分析やその活用を行う際の注意点や課題、
具体的な方法などについて、講義と演習を通じて学びました。演習においては、架空の事例を用いて、大
学の課題や特徴を抽出し、レポートに盛り込む内容について、グループで検討し整理しました。

開催概要
【日時】平成 31 年 3 月 12 日（火）10:00～17:00
【会場】JR 博多シティ 10F 大会議室 A・B
【定員】40 名（事前申込制、先着順）
【参加費】無料
【対象】IR（Institutional Research）活動に従事している方（従
事して 1 年未満の方）
、これから IR 活動を行っていこうとしてい
る方、IR に興味関心のある方
※なお、本研修会は、大学評価・IR 担当者集会 2018 の IR 初心者
/初級セッションならびに 2017 年度 GAKUEN IR 研修会（日本シ
ステム技術株式会社；JAST）と内容が一部重複いたします。
【講師】小湊卓夫（九州大学基幹教育院・准教授）
佐藤仁（福岡大学人文学部・准教授）
嶌田敏行（茨城大学全学教育機構・准教授）
藤井都百（九州大学インスティテューショナル・リサーチ室 准教授）
【概要】
第 1 部（10:00～11:40）
午前の部では講義を行い、IR 初級者が抱える日ごろの課題や具体的な実践事例を取り上げ、所属大学
での活動を考えるきっかけづくりの場とします。
10:00～10:05 趣旨説明
10:05～10:45 講義 1：IR 初級概論
10:45～10:55 休憩
10:55～11:40 講義 2：収集・分析・活用の実践例
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第 2 部（13:00～17:00）
午後の部では、まず午前の講義に関する質疑応答を行います。その後架空の事例を用いて、各班で求め
られる課題について議論を行い、提供するレポートの構成を考え、発表してもらいます。
13:00～13:40 質疑応答
13:40～16:20 演習（適宜休憩をはさみます。）
16:20～17:00 報告と講評

開催報告
【参加者情報】
学外：34 名（うち県外 23 名）
学内：4 名
合計：38 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190312/
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カリキュラム設計担当者養成プログラム（上級編）
「学位プログラムレベルの評価と授業科目レベルの評価をつなぐ」
今回の研修会では、教育方法学（能力論、学習論、評価論）
・高等教育開発論の専門家である松下佳代先
生をお招きし、学修成果に着目しながら学位プログラムレベルの評価と授業科目レベルの評価をつなぐ
にはどうすればよいかについて、具体例を基にご講演頂きました。

開催概要
【日時】平成 31 年 3 月 19 日（火）10:00～12:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
日本ジョナサン・KS・チョイ文化館
【講師】松下佳代
（京都大学 高等教育研究開発推進センター・教授）
【定員】100 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】学修成果に基づく大学教育に関心のある大学教職員、大学
院生
【共催】九州大学 教育改革推進本部

開催報告
【参加者情報】
学外：65 名（うち県外 47 名）
学内：11 名
合計：76 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：31 概ね満足：3 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


講演で用いられていた「プログラム」という用語と「カリキュラム」という用語の違いについて教え
てほしい。
【松下先生からの回答】
「プログラム」はさまざまなまとまりで使われますが、今回は「学位プログ
ラム」または「学士課程プログラム」の意味で使っています。一方、
「カリキュラム」も多義的です
が、基本的には、一定の教育目的・目標に合わせて教育内容や学習経験を計画したものを言います
（カリキュラムは 1 週間のカリキュラムのような言い方もできますね）。実態としては重なることも
ありますが、プログラムは科目（course）をこえたまとまりをもつものとして、私は使っています。
つまり、1 時間の授業（lesson)、15 回の授業からなる科目（course）
、4 年間のプログラムのように、
階層の違いを表すために使っています。



「パフォーマンス評価」について聞きそびれてしまった。これは、どのような意味なのか。
【松下先生からの回答】パフォーマンス評価とは、パフォーマンス（実演や作品）を通じて概念理解
の深さや知識・スキルを統合的に活用する能力を評価する方法のことです。



医療系大学（リハビリテーション）に所属し、科目構成を担当している。本学では臨床実習に出す前
に OSCE（Objective Structured Clinical Examination；客観的臨床能力試験）を実施しているが、
基本的・部分的な項目であるため、実習段階（目標）ごとの学生の質保証にまでは至っていない。臨
床実習というコンピテンシーの評価として OSCE と PEPA（Pivotal Embedded Performance
Assessment）の有用性や使い分けについて教えてほしい。
【松下先生からの回答】私は大阪の藍野大学の先生方と理学療法分野で OSCE とグループ・リフレ
クションを組み合わせた「OSCE-R」を開発し、各学年の臨床実習前に実施してきました。PEPA は
重要科目でパフォーマンス評価を行い他の科目は教員に任せるという評価システムのことですから、
重要科目で OSCE をやると考えれば、OSCE を使った PEPA という考え方が成り立ちます。実際、
藍野大学ではそのように考えて、PEPA を取り入れつつあります。



エキスパート・ジャッジメントの仕組みをもう少し詳しく教えてほしい。
【松下先生からの回答】エキスパート・ジャッジメント（あるいは、evaluative expertise［評価に
ついての専門知］
）の説明については、深堀先生にお任せして今回はふれませんでした。エキスパー
ト・ジャッジメントを単純な形で可視化したものがルーブリックですが、エキスパート・ジャッジメ
ントをすべて可視化することはできないというのが、ルーブリックに対する批判の一つにもなって
います。



私学関係者で、大学基準協会の会員校の参加者が多かったように感じた。そのため、大学基準協会に
おける第 3 期の動きまで網羅されていれば、より良かったと思った。
【松下先生からの回答】私の所属している京都大学の認証評価機関が大学改革支援・学位授与機構
なので、どうしてもそちらを念頭においた話になってしまいます。次回は大学基準協会の認証評価も
カバーできるようにしておきたいと思います。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190319/
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第 3 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会
第 3 回目となる今回のアドミッション・スペシャリスト能力開発研修会では、高大接続に関わる「高校
教育」
「大学教育」や、多面的・総合的な評価のための「評価技法」
「入試企画」を中心に、アドミッショ
ンに関する発展的な知識を扱いました。日本全国から 100 名を超える参加者を集め、2 日間に渡る話題
提供を通して、それぞれの入試に関する理解を深め、情報共有・交換を行いました。

開催概要
【日時】平成 31 年 3 月 22 日（金）13:00～18:10
平成 31 年 3 月 23 日（土）10:30～14:30
【会場】九州大学 伊都キャンパス イーストゾーン 大講義室 1-b
【定員】80 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】
大学教職員・高校教職員の方を対象とします。特に、新規採用され
たアドミッション（入試）業務従事者、大学入学者選抜業務を担当
する学部教員や入試関連委員会委員、入試課でアドミッション（入
試）業務に従事されている事務職員の方。すでにアドミッション業
務の経験はあるが、アドミッション・スペシャリストを目指している方、および、今後、アドミッション・
スペシャリストを目指したい方の参加をお待ちしております。
【タイムテーブル】
〈平成 31 年 3 月 22 日（金）
〉
13:00～14:30 講義 1 [評価技法] ☆大学教職員限定☆
「アドミッション・スペシャリストによる書類選考・面接担当官の養成と選抜実施運営について」
（徳島大学・植野美彦）
14:50～16:20 講義 2 [制度・政策]
「多様な学修歴・資格を活用した国際入試の設計：イギリスの GCE A レベルと国際バカロレアを事例に」
（大学入試センター・花井渉）
16:40～18:10 講義 3 [大学生・教育]
「入学前教育の実施運営について」
（鳥取大学・森川修）
18:10～20:00 情報交換会
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〈平成 31 年 3 月 23 日（土）
〉
10:30～12:00 講義 4 [入試企画]
「主体性等評価へのアプローチ ～制度設計と評価環境構築に向けて～」（佐賀大学・西郡大）
13:00～14:30 講義 5 [高校生・高校教育]
「高大接続改革の中の高校教育」
（大谷大学・荒瀬克己）
【主催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター
【協力】大学入試センター

開催報告
【参加者情報】
学外：89 名（うち県外 71 名）
学内：16 名
合計：105 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20190322/

71

5-7. その他のシンポジウム：一覧
No.

FD/SD 名称

掲載ページ

第 5 回 基幹教育シンポジウム
1

「高校・大学教育における科学実験の意義と課題
－実験による学びとアクティブラーナーの育成－」

5-8. その他のシンポジウム：開催報告
次のページには、上記 1 件のシンポジウム開催報告を掲載する。
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p22

第 5 回 基幹教育シンポジウム「高校・大学教育における科学実験の意義と課題
－実験による学びとアクティブラーナーの育成－」
今回は、自然科学分野の実験に焦点を当て、科学実験を通じた教育の多様な取り組みを共有し、教育改善
の可能性を探りました。シンポジウムでは、高校から学士課程卒業時までの各段階で、実験による教育が
どのようなねらいと方法で実施されているのか、学外の先進的な取り組みも交え、複数の事例を共有し
ました。総合討論では、事例紹介に対する参加者からの質問を基に、カリキュラムの接続やアクティブラ
ーナー育成における実験の意義と課題について再検討しました。

開催概要
【日時】平成 30 年 8 月 21 日（火）13:00～16:30
【会場】西新プラザ 大会議室
【定員】150 名
【プログラム】12:30 受付開始
司会：小湊卓夫（九州大学 基幹教育院・准教授）
13:00～13:05 開会挨拶
丸野俊一（九州大学 理事・副学長・基幹教育院長）
13:05～13:15 趣旨説明
小島健太郎（九州大学 基幹教育院・准教授）
〈第 1 部 先進的な取り組み事例〉
13:15～13:45 特別講演 1（卒業研究の事例）
川畑貴裕（大阪大学 大学院理学研究科・教授）
「学術研究を目指す卒業研究 -ビッグバン元素合成の謎に挑んだ大学生-」
13:45～14:15 特別講演 2（高校の事例）
井上哲秀（福岡県立戸畑高校・教諭）
「高校における課題研究の取り組み」
14:15～14:25 休憩
〈第 2 部 九州大学の取り組み事例〉
14:25～14:50 講演 1（高大連携の事例）
副島雄児（九州大学 副理事・基幹教育院 教授）
「FC-SP の取り組みと科学研究活動」
14:50～15:15 講演 2（大学初年次の事例）
小早川義尚（九州大学 基幹教育院・教授）
「自然科学総合実験への統合とその改革」
15:15～15:40 講演 3（専攻教育の事例）
伊藤芳雄（九州大学 理学研究院・准教授）
「専門教育としての実験科目−理学部化学科（3 年）における有機化学実験−」
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15:40～15:50 休憩
15:50～16:25 総合討論（質疑応答を含む）
司会：小島健太郎、登壇者：講演者全員
16:25～16:30 閉会挨拶 谷口説男（九州大学 基幹教育院 副院長・教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：48 名（うち県外 17 名）
学内：45 名
合計：93 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180821/
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6. おわりに
次世代型大学教育開発拠点は、平成 28 年 7 月から文部科学省教育関係共同利用拠点として活動を開始
し平成 30 年度で第 1 期の活動を終えます。本拠点事業の研修会に多くの方にご参加いただいたこと、ま
た各種ご意見をいただきましたことに深く感謝申し上げます。
研修会がどれほどの効果を上げているのかという視点は常に持ってきたつもりではありますが、実質
的にこの 2 年半の間、申請書に記した目的を果たすために、考えながら動いてきたというのが実感です。
その成果がどのようなものであったかを体系的かつ明確に示すまでにはまだ至りませんが、この間継続
して行ってきた研修参加者への聞き取り調査を踏まえると、研修の効果が少しずつ現場の教職員に表れ
始めているのではと受け止めております。
本拠点の活動は「リベラルサイエンス教育開発モジュール」、
「大学教員職能開発モジュール」、
「専門的
人材養成モジュール」の 3 つの領域に分かれて行われています。これらの領域は個々独立して行われて
いるものではなく、相互に関連性をもって動いているものです。
具体的には、現代の大学に求められる教養教育とは何かという視点とそれに基づく科目開発の取組（リ
ベラルサイエンス教育開発モジュール）をもとに、展開される科目の理解をより深めるため、学生を中心
とした授業展開の方法（大学教員職能開発モジュール）を試行・実施・共有し、目標に沿って科目を体系
的に配置したカリキュラムの運営や点検をより効果的なものとするための支援人材の育成（専門的人材
養成モジュール）を行うという観点の元、活動をしてきました。
この間、大学をめぐる環境は刻一刻と変わってきており、特に専門的人材の育成に関しては、多くの大
学で注目され必要とされる領域になってきたと受け止めています。その中でも、平成 30 年度は、カリキ
ュラム・コーディネーター育成プログラムを、
「カリキュラム設計担当者養成プログラム」として、初級
編、実践編、上級編の 3 回に分けて実施しました。おかげさまで、それぞれの研修会は盛況のうちに終え
ることができたと同時に、大学運営における専門性の深化とそれを踏まえた人材育成の重要性を再認識
したところです。
三つのモジュールの関係性を意識したうえで、それぞれのモジュールで展開される研修を体系的に進
めていくことの重要性が、運営委員会でも指摘されており、そこに向けて今後も多くの教職員にしっか
りと受け止めていただける研修プログラムを開発し、展開していく所存です。
令和元年度からは第 2 期の活動に入ります。これまでの活動を踏まえながら、本拠点事業への参加者
とのコミュニケーションを通じて、教育の実践や運営において求められる内容を追求し、研修プログラ
ムを構築してまいります。
今後とも、みなさまのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター・副センター長
小湊 卓夫
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