
 

質の高い大学教育推進プログラム 実施状況報告書 

大 学 等 名 安田女子短期大学 

取 組 名 称 「課題探求能力」の育成を目指す教育取組 

申 請 区 分 教育課程の工夫改善を主とする取組 

取 組 期 間  平成 20 年度 ～ 平成 22 年度 （3 年間） 

取 組 学 部 等 秘書科 取組担当者 仁井和彦 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.yasuda-u.ac.jp/hisho/index.htm 

 

取 組 の 概 要 
教育課程に教育課程外諸活動（「イベント」）を統合し、①学生に主体的に知識・能力の

必要性を自覚させる教育課程の改善工夫の組織的取組であり、②学生が積極的に参画・運

営するイベントはＰＤＣＡサイクルの下に、教育課程と連動して、課題探求能力の向上を

図るものであり、③その進捗状況を「見える化」するＤＩＹサポートシステムの利用によ

り、「課題探求能力」の育成を目指す入学前から卒業後を対象とする総合的教育システム

を構築する取組である。 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

(1)取組の実施体制 

本取組は秘書科全体の取組と位置づけ、秘書科内にプロジェクト実施委員会を設置し、推進した。教育課程外諸活動(イベ

ント)には、教員1名が、学生が企画・運営する実行委員会に顧問として参加。尚、イベント毎の総括、各学期末の総括は、

最終的には学科会議において討議され、次回、次年度以降の対策を決定した。 

大学の支援体制は、ＦＤフォーラムにおいて取組担当者が状況報告を行い、大学での水平展開の契機が提供され、事務部

門は各部門担当者からなる支援体制の下に、期末時、調書作成等の会議招集、進行、フォローアップがなされた。 

(2)取組の実施計画に掲げた内容と実績 

①取組の全体スケジュール及び各年次の実施計画と実績 

 各年次の実施状況の概要は下記の通りである。 

項目    年度 20後期 21 22 

学生・教職員のＤＩＹ意識の向上 教宣段階 本格推進 本格推進 

取組の状況 試行段階 本格化前期 本格化後期 

 この過程で、学生は、教育課程においては「基礎」「展開」「応用」へと学習のレベルを順次上げていくカリキュラム編成

に従い学習成果を追求するとともに、教育課程外諸活動においては、イベントへの参加を通し、「知る」「経験する」「試す」

「企画する」「指導する」「応援する」の段階を経て、「課題探求能力」の育成を図った。教職員は、学生のこのような学習レ

ベル、育成段階を総合的視点から理解し、「課題探求能力」の育成支援を図った。 

 学生・教職員のＤＩＹ教育システムの理解、意識は年次上昇し、イベントに関しても、質量ともに充実していった。  

① 取組に参加する教職員と学生の数等 

項目    年度 20後期 21 22 

参加教職員 10名 10名 10名 

対象学生数 257名 235名 230名 

新入生定員充足率(定員100名) 130％ 107％ 123％ 

(3)社会への情報提供活動（Webサイトの活用、新聞、テレビ等のマスコミの活用等） 

 ＤＩＹ教育における情報提供は、イベントごとにその都度Webサイトに掲載され、情報提供がなされた。テレビには地元

大学がスポンサーとなっている「Ｄｒキャンパ」において、秘書科のオリゼミ活動状況が放映された。また、平成20、21

年度ともに「大学教育改革プログラム合同フォーラム」ポスターセッションに、21年度「短期大学の挑戦」の分科会に事例

報告者、パネラーとして参加した。また、地元有力紙の中国新聞に本学学生がキャンパスレポーターとして作成した記事で、

ＤＩＹ教育の一環である秘書科憲章が報道された。 

教育研究の情報提供には、「安田女子大学紀要」、秘書サービス接遇教育協会発行「ヒューマンスキル教育研究」、実務技能

検定協会発行「ビジネス系検定 就職指導ニュース」が活用され、また、他大学からの情報提供要請に応えた。 



 

②  取組の成果 【１ページ以内】 

 (a)教育課程と教育課程外諸活動の連携－ＤＩＹ教育システムの適用－  

 教育課程の改善工夫のために、教育課程外諸活動（イベント：オープンキャン

パス、学科展、公開講座等）が積極的に活用された。学生 実行 委員 会が イベ ン ト

を企画運営し、企画運営に知識として必要なものは何か、調整のために必要な心遣

いは何か、等の課題探求能力の育成が図られた。その過程において、20 年度：20 周

年記念事業、21 年度：学科公開講座(学際的アプローチとして、スピーチを基に英語

とパフォーマンスの融合)、22 年度：卒業研究発表会の公開化（保護者から発表内容、

態度について、好意的な評価を得た）、また、ＤＩＹ教育を意識した必修科目「経済

学概論」の授業の実践、新秘書科憲章が発表された(本憲章は、授業中の私語に関し、

まほろば教養ゼミにおいて秘書科学生として実行すべきマナーを議論し、学生が主

体的に作成し、23 年 1 月 20 日創立記念日に発表)。 

(b)教育課程外諸活動（イベント）の創出・改善の土壌作り 

イベントの教職員のサポート・参画は学生の自主的な企画・運営・評価（ＰＤＣ

Ａサイクル）の円滑な推進への支援に限定され、学生の自主性が尊重された。また、

学生による秘書科独自のサークル活動も活発化し、イベント・アクティ部、金融サー

クル、ＴＯＥＩＣサークル、医療事務サークルが順調に運営されている。尚、イベン

ト・アクティ部は毎年ピンクリボン活動にも積極的に参加している。 

(c)「見える化」の支援 －ＤＩＹサポートシステムの構築－ 

 取組の円滑な推進に構築された情報の共有化の情報システムＤＩＹサポートシス

テムは、プロジェクト推進室を中心としたシステム（「いつでもＹ」サブシステム）、

情報ネットワークを利用したシステム（「どこでもＹシステム」：秘書科教職員用情

報の「見える化」システム）が稼働し、イベントの効率的企画運営、卒業研究論文

の提出の早期化、等を支援した。 

(a)(b)(c)の結果、本取組に入学時より取り組んだ平成 22 年度生対象の「2 年間を

振り返って」アンケート調査の結果（回収数 83）は下記の通りである。 

「2 年間の生活で最も力を入れたもの」(1 つ選択)：就職活動(23％)、イベント

(22％) 、他 

「自分の成長度」(5 点満点)：専門知識(3.68)、一般常識(3.43)、自主性・積極性

(3.53)、コミュニケーション能力(3.6)、マナー(3.9)、社会人としての意識や考え

方(3.86) 

「成長に役立った秘書科のサポート」(複数回答可)：授業(49)、イベント参加(27)、

教職員との個別相談や触れ合い(27)、ジョブカフェ・面接練習(23)、海外語学研修

(10/参加者 17)、他 

「2 年間の自分を 10 点満点で評価すると」：平均 7.12 

上記成果を踏まえ、就職内定率は、下記の通り、高い数値を維持した。 

項目    年度 20 21 22 

就職内定率(対就職希望者） 97.2％ 99.2％ 99.0％ 

未内定者数 3 1 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

(1)評価・改善体制 

イベントの質的な向上を担うために、学生からなる実行委員会作成の報告書と担当

委員（教員1名）の講評をもとに、秘書科教職員全員が参加する学科会議（科会）で

その評価、改善策が議論され、次回、次年の運営方針に反映する体制がとられた。科

会は月に一回開催される。本取組期間中も開催日程は変わることはなかった。 

本取組期間において、各イベントへの実施状況の報告、評価が従来に増して、意識

的に議論され、形骸化を防ぐことができた。この体制のなかで、次年度運営方針、事

業計画の明確化、担当教員の早期決定等の改善がなされた。 

(2)達成度・学習効果を測る方法・指標 

｢課題探求能力｣は下記の 4 つ項目からなる。 

1)「なぜ？」を発見し、「なぜ？」に向き合う課題を発見する力を備える。 

2)自ら考え自発的に行動する力を備える（個の主体性） 

3)マナーを知り、チームを運営できるコミュニケーション能力を備える 

4)組織にコミット（帰属意識と絆）し、組織を活性化できる企画力を備える 

この4項目の達成度・学習効果を測る方法・指標について、大凡、下表に記載の通

りの要領でなされた。尚、「該当能力」とは、「課題探求能力」の4項目のうち、特に

重視した対象能力の上記の番号である。 

案件・イベント 内容(評価の対象) (測定)方法・指標 該当能力

 

卒業研究 

論文提出方法 日程管理状況 2)3) 

論文の内容 独創性・完成度 1)2)3)4) 

発表の形式 公開化・完成度 1)2)3)4) 

1年生のパフォーマンス 完成度 1)2)3)4) 

参加者(保護者)の満足度 アンケート調査 3)4) 

秘書科憲章 クラス討議と発表 協議方法と完成度 1)2)3)4) 

イベント 企画・運営 アンケート・完成度 1)2)3)4) 

公開講座 講座内容と満足度 参加人数とアンケート調査 1)2)3)4) 

就職活動 活動意欲と実績 内定率 1)2)3)4) 

ピンクリボン 参加意欲・卒業研究対象 参加人数と関与度 1)2)3)4) 

独自サークル 参加意欲・企画運営 参加人数と企画件数 1)2)3)4) 

課外読書  2年 24冊読書の実績  達成度 1)2) 

(注記) 

｢卒業研究｣は非公開であったが、平成 22 年度公開化された。｢秘書科憲章｣は、③

(a)記載の通り、全学的な授業中の私語対策に対し、秘書科生として従来あったマナ

ー憲章の改訂版を討議、発表したものである。「イベント」は、学科別ガイダンス、

オリエンテーションセミナー、オープンキャンパス、学科展等を指す。「公開講座」

には高大連携講座、秘書科独自講座がある。「就職活動」とは、秘書科独自のジョブ

カフェ、面接指導等の支援を指す。｢ピンクリボン｣は、ボランティアとしてのピンク

リボン活動への参加状況、また、参加を通して、卒業研究課題としての研究内容を意

味する。「独自サークル」とは、②項記載のイベント・アクティ部等を指す。｢課外読

書｣は読書機会の向上を目指した在学 2 年間 24 冊読破を期したものである。 

 



 

④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組の今後について、秘書科において、ＤＩＹ教育システムの更なる深化と発展

に向け秘書科「平成 23 年度事業計画」の一つの取組として推進することを平成 23

年 4 月 1 日決定した。この取組は学内においても学術研究予算の申請がなされ、予算

申請額の一部が承認された。取組の概要は下記の通りである。 

(1)課題 

「持続可能な『課題探求能力』育成システムの構築に向けた秘書科内学際合同研究－

平成 20 年度文部科学省「質の高い大学推進プログラム」選定秘書科取組の根幹であ

るＤＩＹ教育システムの深化と発展へ－」 

(2)目的 

「課題探求能力」育成を図るＤＩＹ教育システムを、①秘書科教職員全員で取り組

む教育方法としての深化、発展に向けた持続可能性＝再製可能性あるものとして、②

学生個々人が、在学中並びに卒業後も、「課題探求能力」の深化、発展に向け、持続

可能性＝再製可能性ある姿勢を習得できるものとして、その確立を目指す。 

(3)特色・独創的な点 

ⅰ.学生の主体性を活かす教育方法の研究 

ⅱ.教育課程と教育課程外諸活動を統合した教育システム構築の研究 

ⅲ.秘書科教職員全員参加の学際合同研究 

ⅳ.単なる理論研究ではなく、カリキュラム編成、授業方法等の実践的な研究 

ⅴ.持続可能な経済性ある教育システム構築の研究 

(4)方法 

①について 

第 1 段階：教育ＧＰの取組実績から深化、発展への問題点の発掘（春季休暇、前期）。

第 2 段階：現在のカリキュラムの適合性の議論、検討（前期）。 

第 3 段階：個別の科目内容について点検、アクティブ・ラーニングの導入等の検討。

企業訪問によるヒアリング調査し、分野別・科目内容の情報収集、分析（夏季休暇）。

第 4 段階：課程内容・シラバス、アクティブ・ラーニングの結論（後期・春期休暇）。

②について 

第 1 段階：学生個々人の教育課程、教育課程外諸活動における総合目標、分野別目標

の PDCA サイクルの自己評価シートのトライアル版を作成（春季休暇、前期）。 

第 2 段階：上記の実績を基に、分析し、修正版を作成する（夏季休暇）。 

第 3 段階：修正版を基に実施する（後期）。 

第４段階：実績を分析し、数値的把握の体系確立し、新版を作成（春季休暇）。 

(5)体制 

 平成 20 年 10 月～平成 23 年 3 月の 30 カ月の実績を踏まえ、引き続き、各イベント

の積極的推進体制を維持するとともに、教育課程・教育課程外諸活動の統合による「課

題探求能力」育成の相乗効果を期した柔軟な体制で応対する。 

 

 

 



 

 

取組の目的 

「課題探求能力」の育成 

1)「なぜ？」を発見し、「なぜ？」に向き合う課題を発見する力 

2)自ら考え自発的に行動する力 

3)マナーを知り、チームを運営できるコミュニケーション能力 

4)組織にコミット（帰属意識と絆）し、組織を活性化できる企画力 

 

 取組方法・体制 

３つの「ＤＩＹ」  
“Do It Yourself” 

“ Do It Yasuda Style” 
「どこでも いつでも 柔しく剛く」 

ＤＩＹ教育  教育課程 

基礎⇒展開⇒応用 

＋ 

教育課程外諸活動 

知る⇒経験⇒試す⇒企画⇒指導⇒応援 

 

どこでもＹサブシステム  いつでもＹサブシステム 

 

成果 

「自分の成長度」(5 点満点)：専門知識(3.68)、一般常識(3.43)、自主性・積極性(3.53)、

コミュニケーション能力(3.6)、マナー(3.9)、社会人としての意識や考え方(3.86) 

「2 年間の自分を 10 点満点で評価すると」：平均 7.12 

項目    年度 20 21 22 

就職内定率* 97.2％ 99.2％ 99.0％ 

未内定者数 3 1 1 

(注) *就職希望学生に対する内定者比率。 

今後の展開 

DIY 教育システムの深化と発展へ 

ⅰ.学生の主体性を活かす教育方法の研究 

ⅱ.教育課程と教育課程外諸活動を統合した教育システム構築の研究 

ⅲ.秘書科教職員全員参加の学際合同研究 

ⅳ.単なる理論研究ではなく、カリキュラム編成、授業方法等の実践的な研究 

ⅴ.持続可能な経済性ある教育システム構築の研究 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 


