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取 組 の 概 要 

経済学部生が 2 年次までに学ぶ必要な知識群を 6 つの分野（経済理

論・経済政策・経済史・経済事情・データ処理・法制度）の「コア

6」として再構成し、クロスメディアを用いて経済学に関連する知識

の体系的理解と定着を図る。コア 6 より毎月課題を提示し、2 年次

終了時までに全員が基準を達成することを目標とする。コア 6 の学

習状況や到達度は個人別に可視化され、学生のやる気を引き出しな

がら、達成感を体感させる。 

 

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 

 GP 採択後、直ちに経済学部内に教育 GP 推進委員会（委員長：学部長）を設置し、

10 名の教員と関連部署の職員がこれに加わった。この委員会が申請書の計画に基づく

事業に着手し、取組の PDCA を実施した。具体的には、毎月出題する設問や解説教材の

準備・相互チェック、学部教授会での依頼・案内や新入生オリエンテーションでの趣

旨説明を担った。また、学術情報センターは、キャンパス・コミュニケーション・シ

ステム（以下 CCS）での「コア 6」演習システムの設計、教材のクロスメディア化（動

画・PDF・クイズ・冊子）、案内リーフレット・ビデオ作成、情報システムの利用者へ

の多面的なフォローアップ等を分担した。そして、地域企画連携室（総合政策部が改

組）がコーチング研修・シンポジウムの開催やウェッブサイト更新等で取組の広報活

動を担当した。 

(２)取組の実施内容について 

当初の計画通り、21 年度はシステム設計と教材準備、22 年度から 1 年次の課題（10

ヶ月）を作問しながら 1 年生（535 名）向けに「コア 6 演習」を実施した。23 年度で

は 2 年次の課題（10 ヶ月）を作成し、全 1・2 年生（982 名）を対象に実施した。 

委員会で全 20 ヶ月の学習テーマとその狙いを検討し、テーマごとの出題責任者を決

定した。既存の自学自習システム内にある設問群および『経済学部生のための基礎知

識 300 題』等を参考にして、テーマに相応しい設問および解説を作成した。 

毎月、作問された 60 題および解説を全委員で閲覧し、その適切性や妥当性を検討し

た。そして、設問および解説には、動画ビデオ・PDF 資料・図表の多様なメディアを

用意し、ひとつの設問に複数の教材を相互関連づけ、学習者に利用しやすいクロスメ

ディアとした。また、「毎月のテーマ」に関する学習の狙いとまとめはテーマ担当教員

が解説し、それを収録・編集し、設問や関連教材とともに毎月 10 日に公開した。さら
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に、学術情報センターの入口には「コア 6」関連書籍コーナーを設置し、毎月のテー

マ公開に併せて、関連書籍を紹介した。 

取組を周知させるために、学生には年度初めのオリエンテーションで主旨説明を行

い、教授会ではゼミ担当教員に対して演習時間に「コア 6」を教材とするように依頼

した。また、5 月には希望するゼミに対して「コア 6」の操作説明会を開催した。これ

は、学生のみならず担当教員がシステムをよく知る機会となった。教員画面から担当

学生の進捗状況を確認できるが、テーマ公開の翌月にはゼミの進捗を一覧表にして担

当教員へ紙で配付（レポート機能）した。担当教員のアドバイス・激励によって、学

習の継続と学習習慣を養成できるよう試みた。 

利用者の利便性向上と学習意欲の継続性を強化するために、学習成果の「見える化」

を進めた。具体的には画面上に新着情報を目立つように配置したり、GPA や自学自習

システムでの得点（ポイント）を表示させた。また、各月の分野・テーマを修了する

ごとに、学年・クラス（ゼミ）内の順位がわかるようにした。さらにゼミ内の修了学

生の情報も表示し、ゼミ内での競争意識を高めるような仕掛けを作った。教員のアド

バイス機能では、取組状況に関する激励メッセージを簡単に個々の学生へ送信できる

ようにした。 

取組を促進するため多彩な学習インセンティブを用意した。1 年ごとに成績を集計

し、基準ポイントまで到達した学生を表彰した。また、専門的基礎知識の到達度を確

認するため、2011 年 12 月には「ゼミ対抗コンペ」を実施した。2 年次までの達成基準

を測定する一つの取組として、2 年の 28 ゼミでスコアを競った。「コア 6」の課題から

精選した設問群を試験問題とし、ゼミ毎に 30 問を出題した。この解答結果を２つの基

準でランキングし、優秀な 2 ゼミを教授会で表彰した。 

「コア 6」の学習コンテンツは学内に広く公開され、修正を加えると直ちに学生に

連絡される仕様になっている。また、学生が通常の授業と関連付けながら利用できる

ように検索機能を強化した。さらに、クロスメディア化によりコンテンツの利用を促

進するため、2011 年度末に共通テキスト『経済学部生のための基礎知識 300 題』の新

版を完成させた。これは紙媒体の冊子と同時に電子書籍版から構成され、電子版はイ

ンターネット上の学内専用サイトで公開を予定している。 

その他、学習習慣の確立を目指して、2011 年度から携帯版システム「コア 6＋（プ

ラス）」を稼働させた。ここでは、毎日出題される「学習マラソン」（366 問）と「今

日は何の日？」というコンテンツで、経済や社会・キリスト教に関する身近な出来事

から興味関心を喚起するようにしている。 

(３)社会への情報提供活動について 

学外向け情報発信として、特設ホームページを開設し、コア 6 の取組主旨や実施経

緯だけでなく、スペシャルコンテンツを公開した。また、2010 年 12 月には GP シンポ

ジウム「大学教育の質保証に向けた 1・2 年次教育のあり方」を実施した（参加者 128

名）。それまでの取組の成果を報告し、この詳細もサイトにアップしている。その他、

本取組については、私立大学連盟教学担当者理事会議、関連学会および、他大学で報

告した。これらの広報の結果、複数の視察を受け入れた。さらに、成果の一部である

冊子『経済学部生のための基礎知識 300 題』を他大学（722 校）に発送した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

2 年次終了までの 20 ヶ月（試験期間の 7 月・1 月を除く）にわたって、「コア６」

を配信した。計画通り、2 年間で 1,200 題の設問と関連学習教材が完成し、現在も CCS

から配信されている。教員が解説したビデオ教材（40 本）から、従来の自学自習シ

ステムでの学習よりも理解度を高められる環境が整備された。『経済学部生のための

基礎知識 300 題』の解説ビデオ（300 本）の作成に加えて、PDF や図表等を使ったク

ロスメディア教材を用意した「コア 6」は、学生にとってさらに自習しやすい学習環

境となっている。 

設問コンテンツについては、学生からの評価が与えられるようにし、この結果から

内容を検証した。ここからコンテンツの改善を実施し、修正情報は即時に通達される

仕組みを構築した。また、設問内容に関連する講義・授業名を表示できるようにし、

興味ある講義・授業を知って効果的な履修につなげられるようにした。さらに、検索

機能は学生が興味を持った事項を深く探求することに寄与している。 

組織的な取組を通じて、2 年間にわたり課題提示した学生（489 名）のうち 425 名

に「コア 6」を体験させることができた。学習量に個人差が見られるものの、全学生

が認知するに至った。2011 年 4 月に基準ポイントまで到達した 2 年生（25 ポイント：

58 名、50 ポイント：26 名）に学部長褒賞を与えた。そして、2 年次修了までに 100

ポイントを達成したのは 28 名、75 ポイント以上を達成したのは 51 名であった。3

年次以降も教材へいつでもアクセスできるので、卒業までに何度も学習できる環境が

ネット上にある。 

関連情報の効果的な表示からユーザに「やる気」を与えることができた。まず、学

習のポイント（コア 6 と自学自習の成果）の表示から、学習者に達成度を感じさせる

ことができた。そして、各月の分野・テーマの学年・クラス内の順位表示に加えて、

他人の修了状況を知らせることで、学生に競争意識を起こさせ、自律学習の促進につ

なげた。学生ランキングは所属ゼミ名も表示されるので、教員にも気づきを与えた。

「ゼミ対抗コンペ」では、ゼミを中心にチームで努力するという意義を学生に理解

させることができた。担当教員はゼミ生全員の到達度を客観データ、とりわけ 28 ゼ

ミの相対順位で知ることができた。学生に取組ませた結果（指導力）が評価されたこ

とになる。また、コンペには CCS の一機能である「小テスト」を利用したので、教員

には CCS の有効な機能を体験する機会（FD 活動）になった。さらに、全学生に配付

しているノートパソコンが演習でどれだけ利用されているかが明らかになる等、これ

までブラックボックス化していた演習の実態が明らかになった。このような行事等か

ら「コア６」の実施意義が学部内に浸透・定着した。 

共通テキスト『経済学部生のための基礎知識 300 題』の刷新を教育 GP 推進委員会

で実施した。旧版に大きく加筆・修正を加え、経済学の学士力に必要なコンテンツを

盛り込んだ。新版の冊子と電子書籍を学生に配付し、クロスメディアによる学習強化

を図った。また、共通テキストを大学の全教員に配付することで、大学全体へ経済学

部による学士力養成の取組を知らせた。さらに、教学系部署に配付することで、担当

職員に経済学部生のサポート材料を知ってもらうことになった。加えて、他大学（722

校）への送付は、本取組の他大学への広報につながっている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の 大の課題は「コア 6」の利用率の向上である。実施当初（2011 年 4 月）

は、修了者（153 名）、一部修了者（311 名）、未挑戦者（35 名）でスタートしたが、

その後の修了者数は漸減している。 終的に、学部基準を達成した学生は全体の 1

割強に過ぎない。データを見ると、学期の初めには利用率が高いが、時間の経過とと

もに取組状況は低調になる。すなわち、担当教員のプッシュがないと、多くの学生は

継続学習ができないことが明らかになった。 

学習者の傾向をつかむため、取得単位数・GPA のデータを表示させている。2011

年 4 月では、修了者の取得単位は 78.3 で GPA が 2.31、それ以外の学生は 67.6 と 1.69

であった。この差はどの学年のいずれの月でも見られる。すなわち、日頃から授業に

きちんと取り組む姿勢さえあれば、このような「学士力の基礎」を鍛錬する学習教材

は十分に活用されることが分かる。 

さらに、システムでは個別学生の取組状況が一覧できる。学習進捗状況の「見える

化」の狙いは継続的な学習の促進であるが、教員の指導方法の分析にも役立つ。課題

を達成した学生を調査すると、ゼミ担当教員が激励コメントを頻繁に発信しているケ

ースが目立つ。そこで、ゼミ毎の成績を比較すると２極化が生まれていることが明ら

かになった。「コア 6」は扱いやすいシステムで誰でも操作可能であり、ゼミの時間

内に課題として取り上げることも容易である。この課題を教員がどのように扱うかに

よって、学習成果が大きく左右される。継続的に学生を学習させるには、やはり教員

の指導力が も重要な要因であることが判明した。 

以上のデータ分析から、低調の要因と今後の方向性が見えてきた。この結果に基づ

き、新たに編成する推進委員会でさらなる議論をし、より実効性のある組織的な指導

体制を再構築したい。 

携帯版システム「コア 6＋（プラス）」は 126 名の学生が取り組んだ。ネットジェ

ネレーションといわれる大学生を学習空間へと誘う身近なツールとして、今後は「学

習マラソン」を広く紹介し、周知を図りたい。これでパソコン版との相乗効果を狙う。

また、この取組の評価として「教育 GP「コア 6」 初の 2 年を終えて」のテーマで、

学生との座談会を実施（結果はホームページで公開）した。ここで、直接学生の意見

を聞き、今後の取組の参考とした。学生の意見にあるように、展開科目で扱う内容も

多いので、設問と授業の関連性をより高めることが重要である。取組の説明では「な

ぜこの学習が必要なのか」を強調することが効果的であることも分かった。 

全体に定着させるには、全学生（450 名）のうち修了者が 1/3（150 名）、一部修了

が 2/3（300 名）という水準が現実的な目標であろう。関連する e ラーニング研究結

果から一定の水準（閾値）を超えると大きな変化が期待できる。あわせて、全教員の

理解のもとで、約 3 割の教員の牽引が必要条件なので、2 年間でこの水準を目指し、

学士力の達成を目指したい。 

共通テキスト『経済学部生のための基礎知識 300 題』は各大学に 1 冊配付するにと

どまったが、使いたいという要請があればコンテンツ提供の用意はある。複数の大学

で利用されることで、コンテンツの改善につながるからである。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組は２年次までの学習基準の達成を目標としているが、 終的な目標は卒業時

における学士力の実現である。学士力の養成には、2 年次修了までに経済学の基本的

考え方を理解させ、3 年次演習以降の研究と卒業論文での総仕上げへとつなげるのが

効果的である。経済学の基本を身につけさせるために、財政的支援を得ながら「コア

６」での 20 ヶ月分の学習教材（1,200 題）を作成し、いつでも学習できる情報環境

を整備した。しかし、単位認定や資格取得に関わらない自学自習教材を継続的に取り

組ませることは、当初の計画でも懸念されていたが、きわめて難しい課題であった。

終目標である学士力の実現のため、少なくとも今後 2 年間は CCS 上にある「コア

6」の学習課題を取り組ませる。まず 2012 年は、学士力の達成プロセスである 3 年次

演習での活用法を提案する。この教材は、日常の生活で体験する経済事象を経済学の

視点から捉えているので、卒業論文のテーマ選定には極めて有効である。具体的なア

プローチの事例として、研究報告書および卒業論文作成時に有効活用を促したい。 

それに向けて、さらなる活用率の向上を目指す。組織的には、経済学部内に特色教

育推進委員会を新設して「コア 6」事業の推進に取り組む。1,200 題の設問や関連教

材の改善、教授会での報告や連絡を委員会が行い、組織的取組をさらに強化する。学

術情報センターは ICT を活用した学部教育の展開に協力的であり、多面的な支援が約

束されている。この事業を円滑に実施するには専属サポート要員の確保が課題であ

る。これまでの教育実績を大学上層部も理解しており、2012 年度に必要な人件費は

捻出してもらった。また、学生の学習インセンティブとしての褒賞などに発生する経

費は、これまでと同様に学部予算で賄う。特に、教育効果が高かった「ゼミ対抗コン

ペ」は継続して、初年度より発展させる予定である。 

共通テキスト『経済学部生のための基礎知識 300 題（新版）』は次年度の入学生へ

も配付を予定し、複数の授業での活用を模索している。専用サイトへ新版の PDF や経

済データをアップし、公開された教育サイトとして内容を充実させる。サイトに主要

な経済データのダウンロード先を設け、テキストの課題を実習科目「データ表現記法」

（全 1 年生が履修）と連動させる。実際の経済データを Excel でグラフ化させ、現実

の経済動向を実感させる。テキストの解説（冊子・ビデオ・PDF）を利用し、データ

周辺知識の理解を深める。サイトの更新については学術情報センターでサポートして

もらう。また、電子書籍版は、次年度以降のノートパソコン（全学配付）にプレイン

ストールする。新版で追加・編集した内容は、適宜、学術情報センターで解説ビデオ

の収録・クリップ化を行ない、将来的には動画クリップを電子書籍にまとめ学生に提

供する計画である。 

「毎日、コツコツと勉強せよ」という指導では、何をどのように取り組んでよいか

わからない学生が多い。とりわけ高校卒業までに学習習慣が身に付いていない学生に

は、意識改革を求めることさえも難しい。今回の取組で、学生が具体的に学習すべき

教材を提示することができた。さらに、その進捗割合やゴールは見えるようになって

いる。ゼミの担当教員には、個別に継続的な励ましを与えることを中心に依頼して、

効果的な指導法を見いだせるようにしたい。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 
 

■テーマ一覧と担当者表（20 ヶ月分） 

 1 年生 2 年生 

4 月 教育と機会費用（阿部） エネルギーと装置産業（木船） 

5 月  地域経済と就業構造（木船） 市場機能とイベントの効果（大石） 

6 月  為替と北米事情（黒田） 開発途上国と貿易（伊澤） 

8 月  港湾の機能と地域産業（阿部） 喫煙と規制（秋山） 

9 月  銀行と信用（小林） 商店街と産業集積（大石） 

10 月  技術革新と景気変動（児島） 個人資産と地域ブランド（児島） 

11 月  金融と金利（小林） 年金制度と国税（秋山） 

12 月  貯蓄と期待値（秋山） 競合と統合の欧州（家本） 

2 月  保険と期待損失（菅原） 不動産をめぐる諸問題（小出） 

3 月  情報の非対称性と交換（水田） 農業自由化と日本（黒田） 
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