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取 組 の 概 要 

本取組は「学びの基礎能力」の教育実績をもとに「ビジネス実務能

力」を高めて専門的分野の教育の質の向上を図るものであり、教育

研究推進センターを中心に進めた。取組の内容は、能力開発の到達

度評価研究を充実すること、授業プログラム「人に教える実務学習

法」「実務学習研究」を開発すること、人に教える能力開発に関連す

る科目を改良すること、教員が協働して授業を実施しピアレビュー

すること、教育開発力（授業実施・授業開発力）を多面的に評価す

ること、取組の成果を公開シンポジウムや報告書等により学内外で

共有化すること、ＦＤ活動を総合的に評価し課題を明確にすること

である。いずれもワーキングチームを編成して取組を推進した。 

 

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 

 教育研究推進センター（以下、ＦＤセンターと称す）を中心に実施し、センター

に次の４つのワーキングチームを編成して取組を推進した。能力開発の達成度評価

研究チーム、「人に教える実務学習法」「実務学習研究」授業科目開発チーム、人

に教える能力開発科目群改良チーム（ＦＤセンター共通教育研究開発チーム）、ピ

アレビューによる授業推進チームである。これらのチームをＦＤセンター企画運営会

議が統括・マネジメントする体制として整備し、ＦＤセンターで自己点検・評価を行っ

た結果をもとに、本学自己点検・評価委員会が第三者的な立場で総合評価した。 

 

(２)取組の実施内容について 

ａ．実施計画 

 １年目を取組の準備と試行の期間と位置づけ、達成度評価の事例研究とカリキュラ

ムマップ（本学の学習・教育目標と科目の学習目標の関係一覧）の試作、「人に教え

る実務学習法」「実務学習研究」の開発、人に教える能力開発の関連科目の改良、ピ

アレビューによる教員の授業研究の推進体制の整備等を計画した。２年目は事業の本

格的な実施の期間と位置づけ、カリキュラムマップおよび授業プログラムを改良し、

学生自身が学習成果を実感できる評価方法を開発し、卒業生のビジネス実務能力の学

習成果を調査することを計画した。自己点検・評価委員会で事業評価を行い、今後の

実施体制を明確にし、事業結果を報告書にまとめるとともに、シンポジウムを開催し

て広く高等教育機関に成果と課題の共有化を図る計画であった。 
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ｂ．１年目 平成 21 年度（2009 年度）の実施内容 

 学生の能力開発の到達度評価研究として先進的な大学の実地調査を行い、カリキュ

ラムマップを試作し、本取組における能力開発の到達度評価のあり方を明確にした。

「人に教える実務学習法」「実務学習研究」と関連科目の授業開発を行い、学生が学

んだ専門的知識・スキルを後輩に教えることによって学習成果の達成レベルを学生が

実感できる授業プログラムを開発した。学生の「私の到達目標」設定・到達度チェッ

ク表の実施状況と振り返りレポートをもとに、個々の教員が自らの教育成果のふり返

りを行った。能力開発の成果を確認するために就職先企業調査を行い、就職先企業に

おける短大卒業生の業務や企業の求める能力の実態、本学の教育の到達度や教育開発

に関する現状と課題を明確にして、調査結果を報告書にまとめた。 

ｃ．２年目 平成 22 年度（2010 年度）の実施内容 

 到達度評価の観点からカリキュラムマップを見直した。ビデオ教材開発・活用、学

習成果の評価方法の改善等により、「人に教える実務学習法」「実務学習研究」を改善

した。また、学生が学習目標を設定できるように「私の学びの到達目標シート」を改

良し、「SANNO 式ノートテイキング」の開発等により、関連科目の授業プログラムを

改善した。さらに、２年間のビジネス実務能力にかかる学習成果を実務学習研究のレ

ポートにまとめ、それをもって教員が教育成果を確認できる仕組みを開発した。また、

学習成果を評価するために卒業生に対する質問紙調査とインタビュー調査を行った。

初年度の企業調査と卒業生調査の結果を冊子にまとめて学内で共有化するとともに、

シンポジウムで公開し、パネルディスカッションの議論により本事業の実績について

外部からコメントを得た。自己点検・評価委員会の下部組織である中期・年度相互評

価専門部会で、人に教える能力開発の達成度を評価し、課題を明確にし、平成 23 年

度以降の継続実施体制の整備と活動計画を立案した。 

ｄ．本取組にかかわった教職員・学生の数 

 本取組は、ＦＤセンター研究員６名、オブザーバー２名の教員が中心となって推進

したが、各ワーキングチームには第Ⅰ部の専任教員全員が係って実施した。本取組の

中核科目は必修科目であり、２年生ならびに１年生全員が本取組の学習に取り組ん

だ。なお、自己点検・評価委員会は、学校法人の常勤理事会諮問機関であり、第Ⅰ部

の教員以外に、理事、事務部長、通信教育事務部長等が評価を担当した。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

 ＦＤレポートとして平成 21 年度・平成 22 年度に「大学改革推進事業」を特集し、

全国の短大や関係機関に 500 部を配付し、本学Ｗｅｂサイトでも公開した。これによ

って、本取組を他の高等教育機関が活用できるようにした。また、卒業生調査および

就職先企業調査結果報告、本取組の実績をもとに開催したシンポジウムには、大学・

短大関係者ならびに、文部科学省で高等教育行政に係る方々（学内 25 名、学外 18

名）の参加があった。参加者アンケートでは、「ＦＤ活動の参考となる考え方や事例

であった」との回答を得ることができ、第三者からも本取組の成果が評価されている

ことが確認できた。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 本取組の全体目標は「本学の課程教育の重点課題である人に教える能力に関連する

共同開発を行うことにより授業プログラムを開発すること」、「開発した授業を実施

することによって授業の活性化を図り、その成果を確認し、課題を形成できるＦＤ活

動のプロセスを強化すること」である。達成するための方策として次の具体的な達成

目標を設定した。 

(１)新規開発科目「人に教える実務学習法」「実務学習研究」を、学生が自らの学

習成果を可視化し、教員も教育成果を可視化できる授業プログラムとして開発

し、多面的な学習成果の評価が行われていること。 

(２)人に教える能力開発に関連する既存科目の授業プログラムを改良できているこ

と。 

(３)あらゆる学生が教える実体験により学習の成果を実感し、学習に動機づけられ、

次の学習目標を明確に設定できていること。 

(４)教員が自らの教育成果を可視化し、成果を実感し、教育開発における自らの目

標を明確にできていること。 

(５)短大教育の質の向上にむけたＦＤ活動を評価し、成果と課題が明確になってい

ること。 

(６)短期大学における到達度評価に関する調査から得られた知見を蓄積すること。

(７)本取組の成果と課題が共有化され、情報発信できていること。 

 

 全学生の必修科目２科目を開発・改良し、人に教える能力開発に関連する既存科目

の授業プログラムを改良した。これらの授業プログラムによって全学生が教える体験

を学習し、次の学習目標を「私の到達目標」として設定できている。教員は、学生の

学習成果を実務学習研究のレポートによって確認し、教育開発における成果と課題を

共有化できた。一連の活動は、到達度評価に関する調査研究の成果である「カリキュ

ラムマップ」をもとに推進した。また、この取組をテーマとするシンポジウムを開催

し、首都圏の短大や高等教育関係者と議論を深めることができた。２年間の事業評価

をＦＤセンターが中心となって行い、その結果を自己点検・評価委員会で評価した。

それを事業報告、リーフレット、ＦＤレポート等にまとめて全国の短大や関係機関に

情報発信した。 

 本取組で実施した卒業生調査から、卒業生には自己管理能力と指導力をもった人材

としての期待が大きいことがわかった。採用企業の短大卒社員に対する期待として、

定型業務を行う非正規雇用社員のリーダーとしてマネジメントを行う役割をあげて

いる。これらのことから、本学が専門的職業教育の到達目標とするビジネス実務能力

の一つである「人に教える能力」が必要であることが確認できた。また、実務学習研

究レポートを通じて、学習を体験した学生が実務能力を習得した実感を得ており、具

体的に修得した能力と今後開発すべき能力を明確につかんでいることが明らかにな

った。これらの成果と課題を実務学習研究実施報告にまとめ、本学の全専任教員で共

有化した。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 評価・改善体制として、３つの組織体制を位置づけた。 

第１は、本取組の個々の実施内容に関する評価である。評価を行ったのはＦＤセン

ター企画運営会議であり、これは本補助事業を推進しながら、活動を評価し、改善を

図っていく組織である。明確になった改善課題についてはＦＤ活動のプロセスにおけ

る教育開発ニーズとして採りあげ改善に取り組んだ。平成21年度の「人に教える実務

学習法」「実務学習研究」および関連科目の実施報告を受けて、改善課題を明確にし

た。具体的には、「人に教える実務学習法」では、学生が一方的に教えるのではなく、

互いに学び合う双方向の学習方法を理解させる授業プログラムへと改善を図った。ま

た、「実務学習研究」では、各専門分野の学習内容を後輩に教えるプログラムとして

開発した。しかしながら、前提となる科目の内容が十分ではなく、学生が後輩に教え

るべきテーマを明確化できていないという課題があり、関連する科目の授業プログラ

ムを改善した。さらに、「実務学習研究」の標準的な授業プログラムを開発し、全学

生が２年間のビジネス実務学習の成果と課題を明確にする実務学習研究レポートに

よる学習成果の評価方法を考案した。 

 第２は、ＦＤ活動の年度評価である平成22年度自己点検・評価委員会である。２年

間にわたる事業報告を自己点検・評価委員会が評価し、評価に際しては、本取組の７

つの到達目標を評価基準とした。授業プログラムは当初計画した時点で期待する学習

成果として設定した評価基準を満たした。学生の設定した学習目標の達成状況につい

ては、一定の学習成果を実感できていることを確認できているが、個人差が大きいこ

とも確かである。また、教員の教育開発における成果と課題、ＦＤ活動の成果と課題

については、就職先企業調査・卒業生調査を含めた多面的な評価の結果、本学の教育

開発の成果が社会のニーズに対応したものであり、さらにその達成度を高めることも

期待されていることを確認した。これらの評価結果は本取組の事業報告書「能力開発

目標を達成する教育開発に挑むＦＤ」にまとめて公表している。 

 第３は、ＦＤ活動を含めた、本学の教育の到達度の評価体制である。学科長とＦＤ

センター長をメンバーとする学長直轄のＦＤ活動評価チームを設置し、自己点検・評

価結果をもとに本補助事業の到達度目標に対応する評価を行った。その結果を本学の

平成23年度～平成25年度中期計画に組み込み、本補助事業を踏まえて中長期的にＦＤ

活動を推進する方策を講じた。また、平成23年度の短期大学重点課題に短期的な課題

として組み込み、課題解決に向けた活動を計画した。 

具体的には、本学の３つの方針（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入

学者受け入れの方針）の見直しが必要である。特に本学の教育の到達目標と授業科目

の学習目標・学習プログラムとの連動を図ることが課題として明確になっており、平

成23年度の重点課題に据えて全学で取り組む計画である。さらに、ビジネス実務学習

の学習成果を卒業レポートで評価する方法を改良して、学習成果を質の面から評価

し、今後の改善に役立てる活動を継続する計画である。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本補助事業によって、ＦＤ活動における学習成果の重要性を確認し、それを学生・

教職員が実感できることの重要性も確認できた。また、そのような学習成果のあがる

教育プログラムと教育開発の成果と課題も明らかになった。今後は、ＦＤセンターを

中心に全教職員の連携のもとで、引き続き次の２つのテーマに取り組んでいく計画で

ある。 

（１）中期的なＦＤの取組 

 評価結果をもとに、本取り組みを本学の中期計画に組み込んで組織的に本取組の発

展・充実を図る。「幅広いビジネス実務教育の学習成果の検証」という項目を設定し、

人材育成の実現を目指して、到達目標の明確化とその学習成果の実質化に取り組む体

制を整備する。具体的には、次の活動を行って行く計画である。 

・到達目標の明確化とその能力開発の具体化 

・学生の学びの目標の到達度評価 

・ビジネス実務教育の質保証に向けた教育開発のさらなる推進 

 まず、次年度、本学の３つの方針を見直し、改めて専門教育と教養教育の位置づけ

を明確にする。その成果をもとに科目開発計画を立案し、実行に移す。その際、学生

自身が実感できる学習の到達度の定性的な評価方法を研究し、現在実施している「実

務学習研究」の卒業レポートによる評価の完成度をあげる。また、平成 23 年度に定

量的なデータに基づく学習成果の評価の成果と課題を自己点検・評価する。 

 

（２）カリキュラムマップの完成と運用体制の整備 

 この中期計画を受けて、平成 23 年度の本学のＦＤ活動の重点課題の１つにカリキ

ュラムマップ（本学の学習・教育目標と科目の学習目標の関係一覧）の整備と運用を

位置づけている。自己点検・評価委員会による総合評価で明らかになったとおり、科

目間の連携によって学習成果をあげ、学生はその成果を実感することができる。その

意味でカリキュラムマップの重要性は高く、この活用によって科目間の連携の実態と

課題が明確となり、本学の教育目標の達成度を向上させることができる。平成 23 年

度は、本取組をさらに充実・発展させるために、ＦＤセンターを中心に、カリキュラ

ムマップの完成度をあげて、その運用体制を整備する。これを活用した学習成果の評

価に関する教育研究をさらに深める計画である。 

 

 本学は、ＦＤ活動において学習成果を量的な面から評価すると同時に、質的な面か

らも評価し、学生自身が自らの学習成果を評価して次の学習に向けた目標を設定でき

ることが重要だと考えている。そのために、卒業レポート「実務学習の成果と課題」

による２年間のビジネス実務の学習成果の評価方法を考案してきた。本取組を継続す

る上で、この完成度を上げることが学習成果の可視化につながる重要な活動であると

考えている。 

81　自由が丘産能短期大学



 
２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業目的 

①専門的分野「ビジネス実務能力」の学習成果の可視化と達成レベルの向上 

②授業プログラム開発実績の有効活用 

③ＦＤにおける教員個人およびチームによる教育開発力の強化 

最終目的：本学の３つの方針に基づく短期大学士課程教育の質の維持向上 

具体的な取組 

①中核科目（必修）「人に教える実務学習法」「実務学習研究」を開発した。 

②人に教える能力に関連する科目群の改良を行った。 

③就職先企業調査・卒業生調査によって、本学の教育の方向性が社会のニーズに

対応したものであることと、その教育成果および課題を確認できた。 

④学生の能力開発の到達度評価研究として先進的な大学の実地調査を行い、カリ

キュラムマップ（本学の学習・教育目標と科目の学習目標の関係一覧）を作成

した。これにより、科目間の連携の実態と課題が明らかになった。 

⑤本取組の授業開発・授業実施に際して、全専任教員が参画して、教育成果を確

認しながらＦＤ活動を実施した。 

⑥本事業の成果と課題をもとにシンポジウムを実施し、事業報告書やＦＤレポー

トを通じて情報発信を行った。 

 
 ＦＤセンター 評

価
・
改
善

関連科目の改善・整備 

卒業レポートの開発 

自己点検・評価委員会

事業評価の実施 

教育開発の成果と課題  

ＦＤ活動評価チーム 

教育改革の課題の抽出

（３つの方針の見直し） 

本事業の成果 

①専門的分野「ビジネス実務能力」の学習成果の可視化と達成レベルの向上 

学生が学んだ知識・スキル・マインドを整理して後輩に教える体験によって、

自らの学習成果と課題を評価し、継続学習に向けた学習目標を明確化できた。

この一連の教育プログラムを開発し、学習成果を定量的に評価するだけではな

く、学生が学習体験を振り返り、その成果と課題を卒業レポート「実務学習の

成果と課題」にまとめることによって、学生自身が自らの学習成果を評価する

方法を考案した。 

②授業プログラム開発実績の有効活用 

これまでの実績を活用して中核科目「人に教える実務学習法」「実務学習研究」、

および関連科目の授業開発を行った。 

③ＦＤにおける教員個人およびチームによる教育開発力の強化 

学生の卒業レポートや、就職先企業調査・卒業生調査などによる学習成果の評

価結果を活用して、専任教員全員が教育成果を確認するＦＤ活動を行った。こ

れによって教育開発力を強化できた。また、本事業の成果をシンポジウム、リ

ーフレット、事業報告書、ＦＤレポート等で広く情報発信した。 

今後の展開 

 
・達成目標の明確化と能力開発の具体化 

・学生の学びの目標の到達度評価 

・ビジネス実務教育の質保証に向けた教育開発

カリキュラムマ

ップの完成と

運用体制整備

実施体制 

ＦＤセンター 

課
題
１ 

課
題
２ 
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