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取 組 の 概 要 

本取組は、テュートリアル形式を取り入れた教養必修科目「人間と
社会」を実施し、この学習を通して社会に出た後も生涯に亘って自己
学習できるようになるなどの社会人力を身につけるものである。この
取組はテユータの力量が大きな影響を与えるため、教員の質の向上を
図るための全学的なＦＤを定期的に実施している。また公開シンポジ
ウムの開催、ＷＥＢサイトや冊子による公表を行うとともに第三者評
価を受けて、取組全体の質の向上を図っている。 

 

１．取組の実施状況等  

① 取組の実施状況  
本取組は、学長・副学長・学科長・学生部長・教務部長で構成されたピアレビューチ

ーム、教育改革推進センター、教務委員会、学科会議、クラス担任が協力し合う実施体
制のもとで推進している。 

全学必修科目である「人間と社会」をクラス担任がテュータとなって実施している。
実施の際、テュータは事前に「人間と社会」について、課題毎にオープニングシーン等
の授業計画案（課題シート）を作成し､学科長を経て学長に提出する。実施中にはテュー
トリアル教育の充実のため、ピアレビューを行っている。テュートリアル教育において、
議論の中心として重要なオープニングシーンの作成や、学習方略、指導法等を一層充実
させるため、必要に応じて外部から有識者を招聘し、ＦＤを実施している。本取組は、
平成 14 年に導入して以来、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上、人間性の向
上などに大きな成果をあげてきた本学独自のプログラムである。その結果として社会か
ら高い評価を得ている。今後も、掲げた実施計画を継続・実施していく予定である。取
組に参加する教員は約 30 名、学生は約 500 名である。 

1 年次及び 2 年次の計画として、4 つの計画を掲げた。①「オープニングシーン等のラ
イブラリー化」においては、初期の段階では作成した課題シートが、全教職員に公開さ
れていなかった。現在では、これら課題シートや報告書をライブラリー化し系統保存す
るとともに公開して、新入教員を含めた教職員等の教育資料として活用している。②「テ
ュートリアル教育の多面的展開」においては、問題解決型学習の体制を一層充実、拡大
することを期待しクラス内で班員の再編成を行い、学生がさまざまな経験ができるよう
に配慮して実施した。取組期間前半は活発にクラス内交流を図った。後半はクラス間交
流を活発に行って大きな成果を上げることができた。③「ＦＤの一層の充実」において
は、教員であるテュータが、問題解決型少人数学習の特徴を深く理解し、課題を設定し、
課題の目的、予想される論点などの支援ができるよう研修を推進した。取組期間におい
ては、「テュートリアル教育」（平成 20 年度）、「専門科目のテュートリアル教育」（平成
22 年度）等を行った。④「協力体制の充実・強化」においては、課題シート、報告書を
データベース化し、共通理解を図り、常に授業に対応できるようにテュータ以外の教員
も協力した。したがって、新任教員、新年度における受持ち学年の変化にも速やかに対
応できるように利用されている。次に 3 年次の計画として２つの計画を掲げた。①「専
門教育への導入」の検討においては、「専門科目のテュートリアル教育」をテーマとした
ＦＤを実施し、専門科目への活用をスタートしている。専攻科において、先行事例があ
るので、学科としてその成果をもって対応している。②「第三者評価を受ける」におい
ては、学外の学識経験者により実施し、貴重な意見を得ることができた。 

財政支援によって、整備されたテュートリアルルームにより、多角的な討議が可能に
なり、内容の濃い授業が行われている。この取組はＷＥＢサイトに公開され、さらに公
開シンポジウムを行なったり、冊子を作成し、積極的に社会へ情報提供を行っている。



 
 

②取組の成果  

本取組の目的は、学生がより良い人間関係形成能力や問題発見・解決能力を身につ

けることである。この目的を達成するために､ある課題について自己学習した内容を

小グループ内で発表し､学生同士が「教える」「学ぶ」という姿勢を培う。また小グル

ープ内でリーダーや記録者､発表者といった役割を輪番で担当し、異なる立場で討議

に関わることを通して、思考の幅を拡大させるとともに、他者の立場を尊重するなど

の豊かな人間性を身につけることを目標とした。テュートリアル教育で取り上げる課

題は、学生にとって考えねばならない社会問題の他、建学の精神や教育方針に沿った

ものを入れることにより、本学の学風を理解し、日常の生活と関連付けて自らの生活や

心構えを振り返りながら人間性を向上させ、より良い人間関係形成能力の育成に結びつ

けることができた。「人間と社会」の授業を行う場合、テュータとしての担任は学生の実

態に即した課題を提示し、それらを討論しながら問題解決していくプロセスを通して、

人間的成長を促すことが可能である。平成 20 年度にＧＰの選定を受けたことにより、

充実を図るため外部から有識者を招聘し、全教員を対象としたＦＤを重ねた。それに

より、テュートリアル教育の目的とする社会人としての能力を高め、社会が期待する

人材の育成につなげることができた。 

学生の諸能力や態度などについては、学内外諸活動時における教員や外部（第三者）

による評価、更に学生自身による評価などの多角的な評価体制をとり、的確な評価を

目指してきた。一例として学生に

よる自己評価をあげると、社会人

基礎力の 12 要素に対してアンケ

ート調査を行った。その結果、1

年修了時と 2 年修了時を比較する

と、明らかに 2 年修了時において

改善、進歩を確認することができ

た(図)。その 12 要素とは、①主体

性、②働きかけ力、③実行力、④

課題発見力、⑤計画力、⑥創造力、

⑦発信力、⑧傾聴力、⑨柔軟性、

⑩状況把握力、⑪規律力、⑫ストレスコントロール力である。本取組の充実向上を期

すために、学外の学識経験者による第三者評価を実施した。その結果、改めて、テュ

ータの力量の重要性が指摘された。財政支援によって、整備されたテュートリアル教

育実施機器（電子黒板、電動スクリーン、レスポンスアナライザー、ビジュアルコン

テンツクリエーター等）により、多角的なディスカッションが可能になっている。こ

れまで、模造紙などに記入して発表を行う形式が中心であったが、新たに設置された

テュートリアルルームの電子機器によって、パソコンを利用した効率的かつ視覚的に

分かりやすい発表を効果的に行うことができるようになった。またリアルタイムの集

計なども行うことが可能になったことにより、内容の濃いテュートリアル授業を行う

ことができるようになった。この取組はＷＥＢサイトに公開され、さらに公開シンポ

ジウムを行なったり、冊子を作成し、積極的に社会へ情報提供を行っている。
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③評価及び改善・充実への取組 

 本取組の評価は、ピアレビューチーム、教育改革推進センター、教務委員会、学科会

議、クラス担任が協力し合いながら推進している。 

「人間と社会」の学生評価については、学生が予め配付された授業概要（シラバス）

に示した本取組の目的に達したか否かについて、学生が作成するレポートとノート、担

任が学生を観察した記録（10 項目、4 段階）により行っている。それと同時に、授業内

容をより良いものへと向上させるため、評価体制を確立し機能させている。ピアレビュ

ーチームによる客観的な評価は、本取組の質の向上につながっている。ピアレビューチ

ームは、学長、副学長を中心に 4～5 人で構成され、毎回各教室を巡回し評価を行ってい

る。巡回方法は、ピアレビューチーム全員ですべての教室を巡回し評価を行う場合と、

個々に巡回し集中的に評価する場合がある。巡回後はピアレビューチーム全員が集合し、

学生や授業の問題点等を討議し、毎回フィードバックして、次回の授業までにテュータ

が改善を図れるようにしている。また、テュータは教職経験や熟練度の違いを踏まえ、

学科会議や教務委員会において意見交換を行っている。結果によっては本学内組織であ

る教育改革推進センターに諮りＦＤの実施を検討する。 

課題終了毎に授業を自己評価し、学科会議で情報交換等をする。報告書には目標への

達成状況や問題点、反省事項等が記され、次回へ反映するための貴重な参考資料となる。

本取組の充実向上を期すためと取組の達成度の指標を得るために、学外の有識者に

よる第三者評価を実施した。「課題シート」の評価とクラスに対する授業評価が行わ

れた。その結果、改めて、テュータの力量の重要性が指摘された。この問題解決のた

めには、テュータの教育能力の向上と情熱が待たれるとされ、テュータ自身の

self-directed learning を心がけるべきであると助言された。またテュートリアル

授業に積極的に参加できない寡黙な学生をどうするか、ということも指摘された。さ

らに、「課題シート」を十分に熟慮して設定すること、すなわち、学生がその課題に

対する問題点を指摘できるように作成しなければならないと指摘された。最後に本学

のテュートリアル教育が長い年月積み重ねてきたＦＤにより、教育機関として極めて

充実している授業であると評価していただいたことを糧に、今後も改善・充実へ取組

んでいく予定である。具体的には、第一にテュートリアル教育のＦＤの充実である。

テュータとしてのレベルアップを図るためには、教員が、問題解決型少人数学習の特

徴を深く理解し、課題を設定し、課題の目的、予想される論点などテュータとしての

支援ができるよう研修を一層充実させていく必要がある。第二に、授業体制の拡大で

ある。一層の充実を図るために、クラス間の交流授業を 3 年次に精力的に進めた結果、

大きな成果を得ることができた。今後は、学年間、学科間など様々な交流授業を行い、

学生の視野を広げ、成長のきっかけとしたい。第三に、専門教育への導入である。模

索中の段階ではあるが、取組期間の中で開始することができた。さらに拡大し、教養

教育のみならず、専門教育の充実を目指す。取組期間終了後についても、外部からの

評価を受け、一層の充実を図る予定である。 

 

 



 

④財政支援期間終了後の取組 

 3 年間の財政支援期間で整備を図った機器・備品等を継続して有効活用するため、

学内のＩＣＴ担当者等によるＦＤを実施するとともに、ピアレビュー、学生アンケー

ト、実習先等事業所からの評価をもとに、ＰＤＣＡサイクルを実践する中で、本取組

の向上・充実を図っていく。実施体制（学内組織）、評価体制も改善を加えながら継

続していく予定である。 

また、3 年間の取組の中で作成したＦＤやシンポジウムの映像記録や報告書等の資

料を活用することで、テュータとしての教育力向上を図り、テュートリアル教育を継

続していく予定である。 

実施計画の中で、各テュータが独自に作成した課題についてのオープニングシー

ン、テュータガイド、方略等を「電子ライブラリー化」して系統保存してきたが、今

後も継続していく。これらの資料は、新任教員だけでなく、経験を積んだ教員に対し

ても有用なものであり、質の向上のために活用していく。さらに外部との情報交換の

資料の１つとしても利用していく予定である。 

テュータ以外の教員も話題提供や資料提供等を通して、本取組に継続して参画する

こととして、より全学的な取組へと発展させていく。 

第三者評価を受け、良い点や改善すべき点が明瞭になった。今後も第三者から評価

を受け、その評価に基づき、高い目標を設定し本取組の一層の充実を図るとともに質

の向上を目指す。 

継続実施するにあたって、課題及び問題点を以下にまとめた。 

1) 専門教育への導入が開始されたばかりであるので、さらに専門教育への導入を拡

大し、教養教育と専門教育の充実を目指す。 

2) 電子ファイル化されたオープニングシーン、テュータガイド、報告書等を、教員

がより円滑に活用できるように工夫をしていく。 

3)ピアレビューの客観的評価を効果的に活用し、教育の質の向上を図る。 

4)テュータとしての役割、力量を対象とした評価システムをさらに充実させ、教育の

質の向上を図る。 

5)教員の異動も踏まえて、サポート体制やＦＤの実施をより計画的に設定し、全学的

な向上を図る。 

6)社会人基礎力の 12 要素のアンケート調査をより詳細にとり、学生の社会人力向上

のための教育に役立てていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．取組の全体像  

 本取組は、1・2 年次の必修科目「人間と社会」において、テュータ（クラス担任）

の設定した課題に対し、1)事前に自己学習し、2)グループ討議し、3)まとめた意見を

発表するプロセスを通して、建学の精神や教育方針を理解するとともに、情報収集能

力、人間関係形成能力や問題発見・解決能力を身につける。綿密に準備された授業計

画に加え、学長、副学長、学科長、学生部長、教務部長によるピアレビュー、テュー

タによる学生一人ひとりに対する極め細やかな観察記録、全教員参加のＦＤによる教

員同士の意思統一や工夫・改善がこの取組を支えている。 

この取組の全体像を以下に示した。社会から期待される人材を育成するために、推

進組織を構築し、建学の精神・教育方針を礎に、ＦＤにより教育の質の向上を図りつ

つ、さらに、多角的な評価体制で、的確な評価を目指し、ＰＤＣＡサイクルを実践し

ながら改善を図っていくものである。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

建学の精神・教育方針 

FD(Faculty Development) 

社会が期待する人材  


