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取 組 の 概 要 

本取組の目的は、学習場面において適切に他者に助言を求めるスキルで

ある質問力を育成するための教育プログラムの開発と実践であった。この

教育プログラムは、①質問力育成のための授業実践プログラムの開発、②

ウェブ上での質問支援システムの構築、③学生同士の繋がりを重視した協

同活動の実施、の３つのプログラムからなるものであった。本取組の実践

により、学生の質問の質の向上及び質問量の増加が認められた。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

本学では、平成 15 年度に「日本一の地方短大を目指す全学的ＦＤ活動の取組」が特色

GP に選定されており、現在も継続しているこの活動が、本取組を実践する上での基盤

となっている。本取組は、FD 活動を通して教職員の職能成長を目指していたこれまで

の取組内容に加え、学生から教員への主な働きかけである質問行動に焦点を当て、その

促進と質問力の形成に対する支援体制を確立しようとするものである。マネジメント体

制としては学長のリーダーシップの下で、既存の FD 推進委員会と新たに設立された教

育 GP 推進委員会が中心となり実施された。本取組への参加人数は、常勤の全教職員に

当たる 64 名と本学の全学生約 700 名であった。  
本取組の具体的な実施内容は、①質問力を育成する具体的方策を確立することを目的

とした授業実践プログラムを開発と実践、②ウェブ上での質問支援システムの構築と運

用、③学生同士の繋がりを重視した協同活動の企画と実施、の３つの実践を従来の学内

における教育体制に組織的に導入させる教育プログラムを確立することであった。  
実施初年度の平成 20 年度は、次年度以降の本格的な実施に備える準備期間として、授

業開発ワーキンググループによる授業実践プログラムの開発、ウェブ上での質問機能を

備えたポータルサイトシステムの構築、卒業生と在学生及び在学生（異学年）同士の質

問交流会を行った。平成 21 年度は、プログラムの本格的な運用及び補助期間終了後の実

施体制の確立を中心とした取組を行った。具体的には、開発した授業実践プログラムの

実践（相互授業参観と研究会の実施）、完成したポータルサイトシステムの運用、前年度

の取組をより発展させた形式による質問交流会の実施であった。  
本取組の概要と実施状況及び成果は、2 回の GP フォーラムでの発表（平成 20 年度は

短期大学分科会での話題提供及びポスター発表、平成 21 年度はポスター発表）、他大学

からの視察の受け入れ、Web サイトでの進捗状況の公表等を通じて、広く地域社会に情

報を提供された。  



②．取組の成果 【１ページ以内】 

本取組の最終的な目標は、学生の「質問力」の育成であった。ここでの「質問力」と

は、学習場面や学生生活場面において独力では解決できない問題に遭遇した場合、適切

に他者に助言や援助を求めことのできるスキルのことである。本取組では、学生がなぜ

授業中にわからないところがあるにもかかわらず質問をしないのかの原因（抑制要因）

について、1. 質問生成時の問題（例、「何を質問していいのか分からない。」）、  2. 質問

する事に対するネガティブな認知の問題（例、「質問することが恥ずかしい」）、3. 資源

不足の問題（例、「質問する機会がない」）の３つを特定し、それぞれの抑制要因を克服

し、「質問力」を向上させるための教育プログラムを構築させた。  
まず１つ目の取り組みである「質問行動を促進させる授業実践プログラムの開発」で

は、学生がわからないところは何か自分自身で把握しやくなるような質問シートの活用

や学生同士の相互援助による協同学習  を中心とした授業プログラムを開発、実践した。

この授業プログラムの開発は教員 6 名からなる質問力向上のための授業開発ワーキング

ループが中心となって行い、開発された授業のノウハウは公開授業や授業研究会により

全教員へ提供された。この取組により、教員の質問力向上に関する授業実践のスキルを

向上させた。また、この授業実践プログラムの開発と実践により、学生の質問行動に対

する抵抗を低減させ、質問することへの動機づけを高めることができた。このことは、

プログラムの実施前後に行った学生へのアンケート調査の結果や、授業評価アンケート

の自由記述欄において、教員による学生からの質問のサポートに関する言及が増加して

いることからも明らかにされた。  
次に 2 つ目の取り組みであるウェブ上での質問力向上の支援システムの構築では、パ

ソコン・携帯電話から 24 時間質問の受け付けており、匿名の質問も可能な質問データベ

ースシステムを開発した。質問データベースには、実施期間中に 800 を超える学生から

の質問が寄せられ、またそのほとんどに教員が回答を行っていた。こうした質問のやり

とりはシステム導入前にはほとんど行われておらず、質問行動の促進における質問デー

タベース構築の成果であるといえる。  
最後に 3 つめの取り組みである学生同士の繋がりを重視した協同活動の実施である

が、これは主に卒業生と在校生及び異学年で行われる質問交流会の企画・実施であった。

この取組を行う事で、先輩や社会人に質問することへの抵抗が低減し、質問行動に対す

る認識をよりポジティブな方向に変容させることができた。このことは、実施前後で行

ったアンケート調査の結果から統計的に明らかにされた（下記グラフを参照）。  
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③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本プロジェクトを遂行する上での評価や改善・充実への取組については、教育 GP 推

進委員会が中心となって行い、本取組を構成する３つの教育プログラムのそれぞれにつ

いて実施した。  
まず、「質問力を育成する具体的方策を確立することを目的とした授業実践プログラム

を開発」については、質問力向上を目指した授業実践が学内の全教員の間にいかに普及

し、全ての授業に浸透するかが重要なポイントであった。授業開発については教員 6 名

からなる質問力向上のための授業開発ワーキングループを組織し、ここで数回の研究会

を経て、授業プログラムを開発した。また、このワーキンググループを中心に、公開授

業を行い、これをモデルとして全教員が質問力を向上させる授業を構築、実践すること

を目指した。ワーキンググループに所属する以外の教員については全体を８つのグルー

プに分け、各グループに責任者を任命し、グループごとに相互授業参観・授業研究会を

行った。グループ毎に相互授業参観・授業研究会の報告書が提出され、この内容が評価

された。こうした取組は、本取組が全学的プロジェクトであったことを示すものであり、

学生の質問力向上という本取組の目的に対して全教員の意識改革が図られたものとして

評価される。またプログラム導入の成果は学生の授業評価アンケートの結果にも表れて

おり、全体を通して「授業中に質問しやすかった」、「先生が質問に対して丁寧に回答し

てくれた」などのポジティブな評価が取組実施前と比較すると上昇していた。  
次に、「ウェブ上での質問力向上の支援システム（ポータルサイトシステム）の構築」

では、教員に対しては数回の研修会において、使用方法についての説明を行ったり、そ

の利便性について共通認識を図ったりすることで、システムの普及に努めた。また学生

に対しては、使用方法についてのマニュアルを作成・配布し、オリエンテーションやガ

イダンスの時間を利用して利用促進のための啓発を行った。ここでの評価指標は、ポー

タルサイトの利用頻度と質問内容（質問の質）及び教員からの回答状況であった。平成

21 年 7 月から平成 22 年 1 月までの調査対象期間における質問数は 887 で回答数は 641
であり、学生からの質問に対する回答率は 72%であった。この回答率は、学生からの質

問に授業で直接回答をした教員がいたことも考慮に入れると妥当な高さであったといえ

る。  
最後に、「卒業生と在校生及び異学年で行われる質問交流会の企画・運営」であるが、

これは教育 GP 推進委員会の助言の下で、各学科で学科会等の会議を通して企画・運営

がなされた。異学年同士、在学生と卒業生の間で質問交流会を実施することで、学生の

縦のつながりを強化し、多様な関係性の中における質問スキルの育成を目指した。この

交流会の成果は学生アンケートの結果により評価され、実施前後における質問に対する

ポジティブな認識の上昇という結果が得られた。この実践により培われた学生が異年齢

者に対して物怖じせずに適切に質問できるようになることの成果は、外部からの講師を

招いての学内企画（実習前指導や講演会）においても顕著にみられた。つまり、講話内

容についての質疑応答場面で、取組前には全く見られなかった学生からの質問が積極的

にみられるようになった。こうした点も本実践における質問力向上の成果の 1 つとして

捉えることができる。 



 

④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組の財政支援期間は平成 20 年度から平成 21 年度までの 2 年間であったが、この

2 年間で構築した設備や実施体制を基に、可能な限りの財政措置を図りながら平成 22 年

度以降も取組を継続させている。  
まず、「質問力を育成する具体的方策を確立することを目的とした授業実践プログラム

を開発」については、財政支援期間終了後にプロジェクト推進の主体であった教育 GP
推進委員会から FD 推進委員会と呼ばれる FD 活動推進のための部署に業務を引き継い

だ (教育 GP 推進委員会は財政支援期間終了後に消滅 )。この FD 推進委員会が管理・運営

を行う事で、平成 22 年度以降も質問力を向上させる授業プログラムの開発と実践は行わ

れている。授業開発は、質問力向上ワーキンググループが中心となり、全教員を対象と

した公開授業・授業研究を継続的に行っている。授業開発の推進に必要な機材や物品は、

財政支援期間中に購入したもの（記録用ビデオカメラやデータ分析用の機器等）をその

まま使用しているため、追加購入が必要な機材や物品はほとんどない。そのため、この

教育プログラムにおける財政支援期間終了後の財政措置はほとんど行っていない。  
次に、「ウェブ上での質問力向上の支援システム（ポータルサイトシステム）の構築」

については財政支援期間終了後に教育 GP 推進委員会から e-カレッジ推進委員会と呼ば

れる学内の情報管理や情報教育の推進を担当する部署に業務を引き継いだ。構築したポ

ータルサイトシステムは平成 22 年度以降も継続して使用されており、学生は携帯電話ま

たは財政支援期間中に整備されたパソコン端末を使用することで、教員に気兼ねなく質

問することができている。端末機器についての新たな財政措置は必要にならないが、こ

の教育プログラムについては、システムメンテナンスのための維持費や使用マニュアル

の作成等、平成 22 年度以降もほぼ毎年追加的な財政措置が必要になる部分が存在する。

そのため、平成 22 年度以降は学内予算だけで運営していけるようにシステムをやや縮小

しながら実践を行っている。現在は、そのシステム変更のための移行措置を含めた利用

を行っているところである。このシステムについては現在も多くの学生が利用している

が、使用しているうちに、システムの利便性の問題、セキュリティの問題、システムの

普及に関する問題、など様々な問題点が浮かび上がってきており、まだまだ改善するべ

き課題も多い。今後の限られた予算内での効果的な運用方法について検討を重ねている。

最後に、「卒業生と在校生及び異学年で行われる質問交流会の企画・運営」については、

財政支援期間終了後に教育 GP 推進委員会から各学科に業務を引き継ぎ、それぞれの学

科毎に学科行事として企画と運営を行う事になった。財政支援期間終了後は、卒業生を

招いての企画については新たな財政措置を行う事が困難になり、平成 22 年度以降は行っ

ていない。そのため、異学年同士の質問交流会のみを現在も継続して実施している。  
以上のように財政支援期間終了後の本取組の実施体制については、それまで統括的に

企画・運営を行ってきた教育 GP 推進委員会から実施主体を関連する他の部局・委員会

に引き継ぎを行った。また、財政措置については、財政支援期間中に構築した設備で賄

える部分についてはそれを継続して使用しているが、追加予算が必要になる部分につい

ては、最低限必要になる取組だけを残し、他は割愛することで、本取組が今後は学内の

財政措置だけで自律的に運営していけるように努めている。 



２．取組の全体像 【取組の内容・ポイント】 

  

 

 

 


