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取 組 の 概 要 

「実践的教育プログラム」＋「双方向型学習評価システム」の実践

により、問題解決能力を育てる国際的実践経済学教育の構築を目指

す。 

特徴①多種多様の実践的な「日本語」と「英語」科目を用意し、②7

つの評価基準(1.テーマへの理解、2.資料、分析、整理、3.論理構成

力、4.プレゼンテーション、5.ディスカッション、6.コミュニケー

ション、7.マネジメント)にそったかたちで③中間面談を含む教員と

学生自身で評価を行う双方向型学習システムにより、主体的に学修

する力の向上につなげる。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

 取組の実施については、次のような実施体制を構築し、組織的に対応した。また、

外部評価委員会を設け、取組の評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

(２)取組の実施内容について 

・初年度の平成 21 年後期は 4 科目からスタートし、平成 23 年度には実践的テーマ（日

本語科目）を 7 科目、国際化（英語科目）を 6 科目の計 13 科目を実施するに至った。

・開講科目が増えると同時に、平成 22 年度前期からは履修者の数も大幅に増え、平

成 22、23 年度はともに 100 名を超えた(経済学部対象学年 2・3 年全体の 23～25%) 

・国際化（英語）プロジェクト科目では、プロジェクトのひとつとして「欧州英語討

論会」も開講し、国際的問題解決能力育成への相乗効果を図った。 

・全体スケジュール 

平成 21 年度は、国際的な問題解決能力を持った人材養成を強化することを目的とし

て、「実践的教育プログラム」を有効に始動させる。⇒平成 22 年度は、「国際的実践

経済学教育プログラム運営委員会」のもとで「実践的教育プログラム」を本格的に稼

【プロジェクトマネージャーの設置】  
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動させる。⇒平成 23 年度は、「国際的実践経済学教育プログラム運営委員会」のもと

で「実践的教育プログラム」を定着させる。 

・各年度の実施内容 

平成 21 年度:①カリキュラムを整備し、プログラムを実施する体制を整えた。 

②「実践的教育プログラム」に関しては、「実践的テーマプロジェクト」のうち３つ

と、「実践的国際化プロジェクト」のうち「欧州英語討論会」を含む２つのプロジェ

クトを開講した。③プロジェクトマネージャーを雇用し、取組全体の実施体制を整備

した。④「双方向型学習評価システム」の基礎となる「学習評価データベース」の開

発を行うとともに、ホームページを開設し、取組についての周知を行った。⑤「双方

向型学習評価システム」の基礎となる「学習評価データベース」を本格的に稼働させ、

学習の発展と授業計画の改善に活用した。また「双方型学習評価システム」の評価結

果を成績証とともに学生に配布した。⑥国際的実践経済学教育プログラム評価委員

会」を組織し、外部評価委員の意見を参考にしつつ、「実践的教育プログラム」の達

成度を確認した。 

平成 22 年度:①「国際的実践経済学教育プログラム運営委員会」のもとで、「実践的

教育プログラム」と「双方向型学習評価システム」を本格的に展開させた。②「双方

向型学習評価システム」の基礎となる「学習評価データベース」を開発し、ホームペ

ージ上で教員・学生の双方が登録・記載し、双方向評価に役立てた。③「実践的教育

プログラム」の授業検討会を 3 回開催した。④少人数教育奨励のため優秀卒業論文集

を作成し、在学生全員に配布した。⑤「国際的実践経済学教育プログラム評価委員会」

を開催し、外部評価委員の意見を参考にしつつ、プログラムを点検して中間評価を行

った。最終年度に向けてPDCAサイクルを実現するため、プロジェクト実施の検討・改

善を図った。 

平成 23 年度: ①「国際的実践経済学教育プログラム運営委員会」のもとで本年度の

「実践的教育プログラム」の企画と運営を行い、「双方向型学習評価システム」を運

営した。②プロジェクトマネージャーを雇用し、プロジェクトの運営実務と、「双方

向型学習評価システム」の運営と分析を行った。③「双方向型学習評価システム」を

用いて、「学習評価データベース」に基づき、学生と教員が双方向型の学習評価を実

施し、本プログラムを機動的に展開した。④優秀卒業論文集を作成し、在学生全員に

配布した。⑤本取組の総仕上げとして、「実践的教育プログラム」と「双方向型学習

評価システム」の成果を総括するシンポジウム（最終報告会）を開催し、報告書を作

成した。 

(３)社会への情報提供活動について 

情報発信としては、ホームページを構築して学内外に発信するとともに、学内では、

授業概要を作成し、オリエンテーションにて配布し、学期開始時には質問コーナーを

設け、学生への周知活動と学生からの質問に応じた。履修学生の座談会を開催し、学

生の声を拾うとともに、ニューズレターを発行（平成 22 年度 4 回）、GP の取組を具

体的に周知するなど、学内関係者に対する情報発信に努めた。また、平成 23 年 1 月

25 日、GP 合同フォーラム ポスターセッションに出展した際には、双方向型学習シ

ステム、web 入力システムについての質問が多くあり、関心の高さがうかがえた。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組に対する成果を確認する為に実施した履修生追跡アンケート調査(平成 23 年 6

月実施)では、回答者 21 名のうち 34.8%が「期待通りで満足している」、65.2%が「ど

ちらかというと満足している」と回答し、履修した全員が受講したことに満足してい

ることが確認できた。更に、授業の履修期間のみではなく、プロジェクト科目を受講

したことで全体の 7 割強が「その後のゼミ活動への効果」を実感していることも捉え

られた。また、関連する専門科目への理解では 60.9%が「役に立っている」、34.8%が

「ある程度役に立っている」と感じており、ほぼ全員が他の科目へのつながり・役立

ち感を示していた。また、授業に向けての準備(学習)では 9 割以上が行い、概ね週 1

～3 時間が平均であったが中には 5 時間と回答した学生も存在するなど主体的に取り

組む様子がうかがえた。アンケート調査結果だけではなく、普段の姿からも学生自身

が達成感を感じつつ高いモチベーションを維持しながら授業に参加している様子が

うかがえ、教員側もそれに応えるべく更なる体制強化を図るなど、教員側の意識にも

変化がうかがえた。ただし、その一方で、Web システムの入力については一時期滞り

が発生し、平成 22 年前期で 100%近かった入力率が、同年後期において急降下し、『中

間評価後の目標設定』においては半数以下となる事態が生じた。既述の通り、授業自

体はうまくまわっており、学生のモチベーションも高い様子が窺えたにも関わらず、

入力だけが滞っている状況にあった。そこで、まずは授業を担当する教員らと検討会

を実施し、入力徹底化の意識づけと問題点の洗い出しを行った。いくつかの対策案を

出し合い、平成 23 年前期授業に臨んだ結果、当初目標から最終にかけて安定した入

力率を保つことができた。 

また、本取組では学生が行う自己評価と Web システムの活用が大きな特徴といえる

が、具体的に 7 つのテーマを設定していることで、客観的な評価のしやすさにつなが

っているほか、自己を客観的に評価する上で多くの受講者がシステムは「役立った」

と感じていた。特に教員とのコミュニケーションを取る上での評価の高さ（約 8 割）

も確認できたが、その他アンケート調査からは、実践的教育プログラムの科目数につ

いて、「もっと増やして欲しい」という声が多数を占めたことも着目すべき点といえ

る。 

また、本取組は、1 年次導入教育と 3・4 年次教育をつなぐコアとしての位置づけ

や、専門教育と少人数教育をつなぐコアとしての位置づけが求められている。このよ

うな位置づけを本学部内に確立するためには、教授会等を通じた情報の共有等が重要

になってくることは言うまでもない。さらに、学外の非常勤講師等の協力のもと運営

されている本取組においては、担当者相互の情報交換や問題提起がより重要となって

くる。そこで、定期的に授業担当者を中心にした FD 検討会を実施(5 回)すると同時

に、教育プログラムの改革に積極的な取組がみられる先進的事例(他大学)へのヒアリ

ング調査も行い、プロジェクトの運営に役立てるよう努めた。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

内部的な評価については、既述の通り、アンケート調査の他にも履修した学生を集

めて座談会を開催し、授業内容やシステムについての意見、感想・要望を拾い、教員

側にも情報を伝えながら課題についての検討を重ねた。また、今後の授業・システム

運営をスムーズに行うことを目的として、オリジナルの「教員指導ガイド」も作成し

プロジェクトの充実を図った。 

外部的な評価では、より客観的な立場から評価を行うため、有識者 2 名、民間人 1

名の外部評価委員を選定し、外部評価を依頼した。評価者は、静岡大学 教授 浅利一

郎氏、九州大学 准教授 小湊卓夫氏、OPMAC 株式会社 専務 種田博氏に依頼した。 

 評価方法としては、各年度に外部評価委員会を開催し、平成 21 年度は本事業の概

要説明を実施、平成 22 年度には本事業の中間報告を実施し、22 年度末にそれまでの

事業報告をもとに 8 項目の中間評価を依頼した。平成 23 年度においては、外部評価

委員に対して三カ年の事業報告を実施するとともに、最終報告会に参加していただ

き、そのうえで 23 年度末に中間評価と同じ 8 項目の最終評価を行っていただいた。

 3 名の外部評価委員の中間評価は、A 評価１、B 評価 16、C 評価７だったのに対し、

最終評価は、A 評価８、B 評価 16、C 評価０だった。2 年目（中間評価）から最終年

の 3 年目（最終評価）にかけて、評価は確実に上昇している。最終評価の A は、「運

営体制全般について」2 人、「授業展開状況について」2 人、「双方向型成績評価シス

テム全般について」2 人、「７つの評価項目による能力の評価について」1 人、「中間

評価と最終評価について」1 人であった。本事業の基礎にあたる運営体制や授業展開

と、事業の中核にあたる「中間評価と最終評価について」について、それぞれ 2 人の

委員から高い評価を得て、さらに「７つの評価項目による能力の評価について」と「双

方向型成績評価システム全体について」も、それぞれ 1 人の委員から高い評価を得た。

3 年間における本事業の実施は、着実な成果を得ていると評価を受けたといっていい

だろう。今後の課題として、浅利委員は、「事業目標の達成という観点」からは、「学

部の経済学教育全体における「問題解決能力」育成の教育効果をみる必要」があると

して、受講生がゼミナール等で果す役割に期待を寄せている。小湊委員も、「経済学

部での当該プログラムの位置づけを明確にすることが、これから求められる」と指摘

し、種田委員は、経済学部の「教員間の連携を高める」ことと、受講生が「習得した

ことを外部に発信する機会を増やしていく」ことが必要だとしている。 

 国際的実践経済学教育プログラム運営委員会では、マネージャーが毎学期の学生と

教員の中間・最終の双方向評価を検証し、FD 検討会で授業担当教員に還元し、成果

と問題点を共有して次の学期の授業に当たり、本事業の核である双方向学習評価シス

テムの効果を高める手立てを講じた。また、本事業が本学部の講義・少人数教育に連

携し、本学部全体の教育システムに定着させるための議論を教授会で提起し、平成

24 年度以降、引き続き学部内での位置づけに関する議論を喚起することにしている。
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

 財政支援期間終了後においても、双方向型学習評価システムを戦略的に検証・発展

させ、本学部に組織的に定着させるため、実践的プロジェクトを開講し、双方向学習

評価システムを実施している。 

 平成 24 年度においては、本学部の予算にて、非常勤講師の人件費及び週 1 日のマ

ネージャー雇用費を支弁し、本事業の成果を継続・発展させられる体制を整えた。ま

た、継続実施にあたっては、専任教員が授業の運営・維持を継続できるよう、財政支

援期間中に運用手法をマニュアル化してきた。財政支援期間終了後に新規開講した科

目について、教員にレクチャーを行い、マニュアルについては精度を高め、授業運営

に役立てていく。 

 平成 24 年度には、さらに学内競争的資金へも申請し、本事業の拡張を以下の通り

計画している。 

(1)＜教員・学生の評価の組織的検証・発展＞①平成 21～23 年度担当教員・履修生に

アンケート・ヒアリングを行い、授業実施方法の検証、ゼミ・専門科目・進路への影

響調査を実施して、双方向型学習評価システムの効果を検証し、学部教育体系での役

割・位置を見定める。②本事業継続の大きなカギであるＷeb 入力システムの簡潔化

のために、本年度履修生にタブレットを貸出してＷeb 入力を進める。③英語で行う

国際化プロジェクトを通じて、学部の新タイプの英語授業を開発する。④本検証を円

滑に行うために、本事業の効果を高める外部講師招聘、欧州英語討論会実施等を実施

する。 

(2)＜授業担当教員・他大学関係者によるＦＤ実施＞双方向による学習評価は、今後

の教育の質保証のカギと考えられるので、授業担当教員及び双方向型学習評価システ

ムに近い授業評価を実施している他大学関係者との間でＦＤを重ね、今後、学内外で

方向型学習評価システムのモデルとして提示できるように、本事業の双方向型学習評

価システムの改善を図る。 

(3)＜自己学習のための教学システム構築＞本事業で実施する授業の双方向型学習評

価システムを中核にして、他の授業・ゼミ等での自己学習や成績関連が見通せる教学

システムの構築を図り、学生ポートフォリオシステムの発展を期す。そのために、履

修学生が中間評価等を明瞭に自覚できるレーダーチャート等をＷeb システムに導入

し、Ｗeb システムを拡張して双方向型学習評価システムの効果を一層発揮させる。 

 以上を通じて、本事業を学部内・学内に一層定着させる。 
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学部 4 年間における教育体系と本取組の位置づけ  

２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組における学生教育の目的は、国際的視野をもって、学士力の中核をなす「問題解

決能力」を効果的に育成する実践経済学教育を構築することにある。そのために、講義

とゼミナールからなる現在の学士課程教育に対して、新たに「実践的教育プログラム」

を導入し、これを核として、経済学教育を国際的な実践経済学教育に発展させ、学士課

程教育全体の改革を図る。 

 

 

 

 

 

 

本取組の実施によって得られた成果は、以下のとおりである。 

①２・３年生に「実践的教育プログラム」を設置することで、1 年生（基礎演習）、３・

４年生（ゼミナール）を含め少人数教育の体系構築に向けた一助となった。「双方向

型学習評価システム」により、学生の学習意欲の向上及び教員の双方向型教育への

積極的参加が実現した。 

②「実践的テーマプロジェクト」と「実践的国際化プロジェクト」の実施により、生

じる諸問題を認識・整理することで今後の継続的実施にもつなげることができた。

③「双方向型学習評価システム」によって「問題解決能力」の具体的な把握と評価が

可能となった。「学習評価データベース」によって、学生は学習履歴の確認と学習計

画の発展に、教員は学習履歴の確認と授業計画の改善にそれぞれ活用することがで

きた。 

 

今後の課題と展開について 

本プロジェクトは、まだスタートしてから３年にすぎないので、教育システムでは、

特に双方向型学習評価システムを導入した授業を学部全体の授業のなかにどのように位

置づけるのかという課題が残されている。英語の授業としては実践的国際化プロジェク

トをどのように位置づけるのかということも今後の課題である。  
教育方法では、テーマの理解や論理構成力などの理解力とプレゼンテーションなどの

学習スキルの育成をいかに有効に結びつけるか、経済学の専門分野ごとに結びつけ方が

異なるのかなどの議論が残されているほか、学生の入力を円滑に進めるための改善がま

だ必要とされている。システムの一層の簡易化や、授業導入時、学生に双方向型学習評

価システムの意義を十分に理解してもらい、入力を積極的に動気づけること、日常的な

掲示板の活用等を通して、授業支援システムを利用することの効用を受講者に実感させ

るなどの提案が出されている。以上のことを踏まえて、今後の発展のために、まずは経

済学部内の教育体系への位置づけを明確にし、さらに成果・連携を高める取組を実施す

ることを今後の課題としている。  
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