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取 組 の 概 要 

環境デザイン学科は 21 世紀型社会人の育成・輩出を目指し、21 年

度学科名称を改め、３コース（建築・インテリアデザインコース、

服飾デザインマネジメントコース、プロダクトデザインコース）に

加えて、デザインプロデュースコースを新設した。本取組みにより、

デザイン教育の体系を作り上げ、総合的な問題解決力と、コミュニ

ケーション能力、多様なプレゼンテーション能力を身につけた女性

技術者・研究者・あるいは教育者の育成を目指す。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

(１)取組の実施体制について 

取組担当者の芦川を中心に学科内でコアメンバーをつくり、全体をコントロール

する体制をつくった。プロジェクト運営委員会は、1,2 ヶ月に一度のペースで＜デ

ザインする力＞会議として、個々のプロジェクトに関わる教員を中心に集まって運

営、及び進行状況のチェック、確認等を行った。当初の予定では学生を加えた形を

考えていたが、実際に試行していくと学生は年度で殆ど入れ替わることが分かり、

引き継ぎや継続性等の有効性等も考えて教職員のみの組織とした。ポートフォリオ

の運営、PDCA サイクルの検討は数名の検討部会を設け必要に応じて検討を重ねた。

外部評価委員を 3 名を学外から、4 名を学内の教職員にお願いして、学期末行う

ことを目標にプロジェクト評価委員会として外部評価委員会を設け、次節、次年度

へ向けての課題等についてディスカッションする場を設けた。初年度は外部評価委

員と教職員のみであったが、次の年度から学生も交えてディスカッションの形を取

り、 終年度は学外に広く公開する主旨で公開し、有意義なディスカッションを行

うことが出来た。 

プロジェクトは a.学園祭ファッションショー、b.学寮研修における総合演習、c.

卒業制作展の総合演習、さらに d.地域貢献を中心とした教員研究室単位の、もしく

は有志のグループの活動を学科の学生に広く公開して参加を呼びかけたものの 4 種

に分かれる。b.以外は「DP 総合演習」として学科専門科目の単位として登録可能な

体制にした。単位として登録するか、それとも自主的な参加のみになるかは、学生

の判断で行うことができる。 

履修環境、予算チェック、その他様々な環境の整備等については学長室を中心に

サポートを受けた。PC 環境、管理等は事務センター情報システム担当のサポートを

受けた。また、個々のプロジェクトの実行においては、教育支援センター学生担当、
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教務担当等の部署のサポートを受けた。 

(２)取組の実施内容について 

取り組みは、上記 a〜d によって実施の単位が異なる。年度スケジュールとしては、

前項 a.c.d.にあたる DP 総合演習については年度開始前に申請、登録という形を取

り、年度開始時に学生に公示、希望学生を募ってプロジェクト毎に進める形を取っ

ている。プロジェクトによっては、年度をまたぐものにも対応可能にした。b.に関

しては学科全体の取り組みであり、 終年度では 1,3 年の複数学年に対して行った

が、事前の企画・準備は学科の学寮研修準備と調整しながら行った。 

取り組みに参加した教職員であるが、ほぼ全員がなにがしかの形で関わる形にな

った。a.は服飾デザインマネジメントコース教員が運営しており、コアが 2 名、他

の教員もなにがしかの形でサポートに当たる体制を取った。b.は学寮研修参加教員

と企画担当教員が関わり、学科の半数以上の教職員が関わったことになる。c.に関

しては毎年担当教員が一名とサポートの複数の教職員が関わっており、d.では 25

名中 12 名の教員の研究室の活動や複数教員による活動が行われている。d.に関わ

っていない内 8 名は服飾系の教員でファッションショーに関わっており、残りの教

員もほぼ b.や c.に関わっているので、学科をあげてのプロジェクトになったと考

えることが出来る。 

参加した学生であるが、a.に関しては服飾デザインマネジメントコース 3 年生を

必修としているので 3 年生は全員、他学年、他コースからは有志での参加と言うこ

とになり、服飾系の学生は卒業までには一度以上必ず経験することになる。 

b.に関しては昨年度は 1,3 年生、24 年度は 1,2 年生と学年を調整中ではあるが、

定式化すると、卒業までには 2 度参加することになる。 

c.に関しては希望学生であるので数名から数十名の間、d.に関してはプロジェク

トにもよるが、数名から数十名の間で、研究室が単位のものは研究室の学生の大半

が参加するプロジェクトが殆どである。 

以上のように学生の参加は必修の形で必ず参加するものに加え、有志で参加する

形のものが加わる形で行われており、学科全員の学生がいずれかの形で卒業までの

間に複数回関わりをもつことになる。 

(３)社会への情報提供活動について 

本学科では前回関わった GP で作成していたサイトと連携して、常にその活動状況

を HP 上で公開して来た。また、大学の学科のサイトでも様々な活動が見て行ける

形に HP を変更して公開している。 終年度のシンポジウムでは、他大学、他の機

関等にも公開してその成果についてディスカッションを行う事が出来た。 

また、本学科で行っている様々なプロジェクトで研究室ベースのものは、地域と

の連携を行っているものが多数あり、その実践の場でも情報提供が出来ているもの

と考えている。個々のプロジェクトでの公開も行われ、複数のプロジェクトではリ

ーフレット等を作成し、様々な場所で情報を提供している。 
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②取組の成果 

(1)計画時における目的、期待された成果 

本事業の目的は、従来あった 3 コース（建築・インテリアデザインコース、服飾

デザインマネジメントコース、プロダクトデザインコース）に、新たにデザインプ

ロデュースコースを加えてデザイン教育を体系化し統合することにあり、自立する

デザインスキルを持った社会人を育成・輩出することを目指したものである。具体

的にはデザイン教育体系の中に総合演習科目を設定することや、大学の既存のプロ

グラムも活用しつつデザイン教育の体系化を図っていく計画であった。 

(2)実際の成果と比較した達成度 

今まで行われてきた科目群に加え、「DP 総合演習」という（①取り組みの実施内

容参照）新規科目を設定して、様々な研究室や有志の活動を学生に可視化し、履修

可能もしくは参加可能にした。このことにより、様々な他コースの活動を学生が認

識し、加わることが出来るようになり、学科内のコース間の統合化、体系化が進ん

だと考えられる。また、様々なデザイン系授業・演習及び、これらの活動を支える

環境としてハード・ソフト両面の充実を図ることが出来たのも重要な成果であっ

た。そして、体系化は今後充実化の方向であり、これらの取り組みをどのように継

続し、発展させていくかが重要な課題である。 

(3)教育内容の質保証 

本学のもっている仕組みとして FD 活動、及び本取り組みによる学生ポートフォリ

オ、教員ポートフォリオ、そして年度末に行われてきた外部評価委員会があり、こ

れらは年サイクルで行われている PDCA に組み込まれている。また、学科担当教員

が集まってディスカッションする会議を臨時で実施し、質保証を行ってきた。また、

これらのポートフォリオは学内公開されており、学生、教員等の内部的相互理解に

も役立っていると考えられる。 

(4)本取り組みの成果に関する客観的データ 

「『デザインする力』育成プログラムの体系化」活動報告書にまとめた。以下、具

体的数値としては＊学生ポートフォリオ記入数(3 年間)396 件、DP 総合演習活動プ

ログラム数（H21 年度 15、H22 年度 21、H23 年度 19）、DP 総合演習単位認定者延総

数（H22 年度総数 142 名、H23 年 112 名）関係教員数 26 名（４コースすべて含む）

等である。大学院進学も定常的に一桁を維持していたのが、二桁になる進学生がで

るようになった事も成果といえよう。 

(5)本取り組みが学内外に与えた波及効果 

学科内においては、コース間の交流、意見交換の場が出来たことにより、学生の

みならず教員間の様々な意識が変わり、体系的な教育の意識が生まれたと考えられ

る。学外については実際の町などにて行った多くの活動を通じて、様々な人々との

交流や情報提供が図られた。またこれらの活動内容が広くネットから配信され反響

があった。 
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③評価及び改善・充実への取組  

本事業の評価体制（プロジェクト評価委員会）は、(1) 学科教員によるデザイン

力活動運営委員会（内部評価委員会）と、(2) 学科外部の学内 3 名・学外 4 名によ

る外部評価委員会によって構成した。 

(1)内部評価 

PDCA による評価体制の構築と環境デザイン学科に適するデザイン教育の体系を作

り上げることを目的に、学科教員によるプロジェクト運営委員会「『デザインする

力』会議」を立ち上げ、内部での活動の評価体制を組織した。月 1 回の定例会議に

よって事業全体の計画、個別プロジェクトの活動状況の把握、課題の抽出、方針修

正等を行い、互いに各々のプロジェクトについてディスカッションすることによ

り、事業自体の PDCA に添った活動とその評価を実行していくことが可能となった。

(2)外部評価 

本事業の客観的評価を行う組織として、学内の学科外委員 3 名、学外 4 名の計 7

名に評価委員としてその業務を委嘱し、各学期末に外部評価委員会を開催する計画

を立てた。評価委員会での外部委員の意見は、PDCA サイクルが順調に稼働すること

の一助となった。この取組み期間では、震災の影響で一部実施が困難になったもの

の、補助金が交付されてからの 2 年半で計 4 回実施できた（第 1 回：平成 22 年 3

月 20 日、第 2 回：平成 22 年 9 月 25 日、第 3 回：平成 23 年 5 月 21 日、第 4 回：

平成 24 年 3 月 23 日）。第 1、2 回の評価委員会では、教員が各活動をパワーポイン

トで説明し評価委員から講評をいただく形式であたったが、第 3、4 回では、プロ

ジェクトの活動に参加した学生が発表を行い、成果や反省・課題についての教員・

学生・評価委員間のディスカッションを経て、評価委員より講評を受けるシンポジ

ウムの形式に改善していった。外部評価委員による講評は客観的な評価として次期

に向けての軌道修正や活動方針設定に役立った。評価委員と共に実際の活動を行っ

た教員が意見交換をすることによってより実際的な教育方法への論議を誘導でき

たと考えている。 

(3)取り組みの達成度や学習成果を計る方法、指標 

評価には学生および教員によるポートフォリオを用いた。それぞれのポートフォ

リオは、活動記録や自身の様々な行動への気づきを促すツールとして有効である

他、学生の指導や教員間のディスカッションにも用いられ、特に当該年度の状況を

見直すために重要な役割を果たした。また、Web 上で作成するシステムにしたこと

により、全体の PDCA サイクルに用いやすく、外部からも閲覧できチェックしやす

い体裁となった。また、学生が外部評価委員会でその活動について発表し、教員、

評価員とのディスカッションに加わることで、学生の生の声を聞き、その取り組み

の達成度や学習効果を評価することが出来たと考えている。特に第 4 回については

本事業取り組み 3 年間の総まとめとして公開シンポジウムの形式で開催できたこと

が重要な成果となった。この学生と教員が同一レベルで論議を重ねていく形態が他

の場面でも活用されるようになったのは一つの改善結果といえるであろう。 
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④財政支援期間終了後の取組 

申請書の予定通り本取り組みを環境デザイン学科の「DP 総合演習」を軸とした教

育体制として今後も PDCA サイクルを基本としながら改善、発展させて継続してい

く。2,3 年後を目途に、再度シンポジウムを開き、取り組みの内容について評価を

受け、学内外に発信していく予定であることを再度確認している。財政支援期間終

了後の問題について以下にその現状をまとめる。 

(1)PC 環境の継続 

Web サーバー用ストレージに関しては保守点検費用が高額ではあるが、当面は学

科の予算で負担する。将来的には問題が発生した時点で、代替案を検討せざるを得

ない。 

一方 PC については授業、演習と密接に関わっているので継続して運用していく。

その PC の性能が期待出来る期間は使用し続け、機種変更の必要性が出た時点で学

科内で新規に検討する予定である。 

(2)プロジェクトへの財政支援 

この支援により個々のプロジェクトが活性化し、また、新たなプロジェクトが生

まれた。現状では支援が無くなった時点でプロジェクトの様々な経費、外部への PR

活動など様々な活動を精査して行っている。しかし、今回の支援で広がった活動の

可能性を展開すべく、可能な範囲でそれぞれのプロジェクトが進行中である。今年

度の GP 総合演習のプロジェクト登録数はほぼ変わらず続いていることをみても活

動が根付いていることがうかがわれる。また、参加学生数も昨年度と遜色なく、学

科の中軸としての演習として確立された状況が窺える。これらの現状を見ながら学

科、大学としての支援をどう考えるかについて今後議論していく予定である。 

(3)事業推進のための人件費 

派遣業務で補っていた様々な業務は学科内の人員で分担して行っていく。その体

制は既に引き継が行われ機能している。今後、様々な委員会やポートフォリオ等の

評価体制等をどのように考えていくかは未定であるが、既に様々なノウハウが蓄積

されているので大きな問題は生じないと判断している。 

(4)その他 

現時点では本プログラムが終了したばかりであるので、上記以外の様々な組織、

しくみ等をどのように継続展開していくかについての議論はまだされていない。プ

ロジェクト運営委員会、プロジェクト評価委員会、ポートフォリオ等システム、評

価の方法、シンポジウムの開催の段取り、責任者等である。 

本取り組みは学科内に活性化をもたらしたと同時にそれぞれの教員の様々な負担

が増加したマイナス面もあった。今後、数名のコアメンバーを中心にこれらの活動

を精査しながら効果的に機能する仕組みを模索していく必要があると思われる。

終年度では、学科教員内での教育についての真剣なディスカッションを行う場を設

けることが出来たが、そのような様々な新たな学科に対する仕掛けを作っていく組

織の検討も必要である。 

42　昭和女子大学



２．取組の全体像 
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