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取 組 の 概 要 

本取組は、科目のクラスター化と週複数開講科目の設定、「ＬＣ」，

「ＴＣ」の活用等により、カリキュラムの体系化・構造化を図り、

学修時間の確保・課題探求能力の育成に向けた大学全体の組織的な

カリキュラム改革の取組を推進することを目的とし、実施した。 

 

 

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 

申請時の通り全学協働のもと体制を整備し、本事業を実施した。学長直下に教務委

員会、カリキュラム委員会を中核としたプロジェクトチームをつくり、大学全体とし

ての組織的な実施体制をとった。その体制の下、各部長、学科長、専攻主任、国際交

流センター、高等教育研究開発センター、危機管理委員会、メディアサポート室、子

育て支援センター等が、各部署における事業実施の役割を明確にし、教育・人間科学

部の担当教員と学内連携を行った。特に高等教育開発センターと各学科・委員会が連

携し、評価の在り方、カリキュラムの構造化等を全学体性で検討、実施した。さらに、

高等教育開発センターとプロジェクトチーム連携のもと、全学で年間３回のＦＤを実

施し、共通理解と課題整理、評価等を全教職員で取り組んできた。また、各学科は関

連委員会と連携し、学科ＦＤや教員間のミーティングを定期的に実施することで、科

目のクラスターの実施、単位の実質化等、学生に直接かかわる指導・評価に関するプ

ログラムの開発や教育手法の共有・改善を図ってきた。プロジェクトチームは、国際

交流センターとともに国内外の先行研究地域の視察等に関して連携し、プログラムの

実施を確実なものとしたり、外部評価者の助言・指導のもと、全学科へのプログラム

の改善・充実の助言を行ったりし、事業におけるＰＤＣＡを推進した。また、メディ

アサポート室は、本取組において重要な役割を果たす教育機器の汎化推進と、ＰＢＬ、

Ｅポートフォリオ等に関する技術的なサポートを行ってきた。  
(２)取組の実施内容について 

本取組では、科目のクラスター化と週複数開講科目の設定、「ＬＣ」，「ＴＣ」の活

用等により、カリキュラムの体系化・構造化を図り、学習時間の確保・課題探求能力

の育成に向けた大学全体の組織的なカリキュラム改革の取組を推進することにした。

＜科目のクラスター化によるカリキュラムの構造化＞ 

まず、学生の視点に立った学習の系統性・順次性のある教育課程の構築をめざし、

全学において時間割のゾーニングを行い、科目のクラスター化と週複数開講科目の設
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定を実践した。さらに、クラスター化した科目の目標や内容・水準の明確化を図り、

レポート課題等の統一化（課題マップ）、他科目との整合性、評価水準の一定化（ル

ーブリックの作成）を図った。全学科で関連科目間の「ＴＣ(Teaching Community)」

を形成し、情報交換と協働時間を確保した。また、クラスター科目間で「ＬＣ(Learning 

Community)」を築き、協同学習体として、単独科目の履修にとどまらず、講義型及び

教室外学習など多様な科目を履修し、単位の実質化と学習目標の達成に向けた構造的

で重層的な学習活動を実現してきた。さらに、専門的知識の構築のために、同一セメ

スター内での週複数回開講科目を設定やゼミの構造化をすることで学生たちの学習

内容の構造化と体系化をはかった。その過程で KUIS ベンチマークの達成と専門基礎

知識の到達目標を明確にしたマッピングを進めてきた。その上で、学生の視点に立っ

た学習の系統性・順次性のある教育課程の再構築（カリキュラムマップ、リフレクシ

ョンディでの振り返り等）を図った。以下に年次スケジュール及び実施内容をまとめ

ている。 

 
(３)社会への情報提供活動について 

Web（随時）で本取組の状況を紹介した。また、パネル・パンフレット等を作成し、

外部での中間報告会、大学訪問者に対して情報提供活動を行ってきた。さらに、シン

ポジウム（１２月実施）では、主題として「教授過程・学習過程の構造化と学習成果」

～学習支援型ＩＲと科目のクラスター化の成果と可能性～を掲げ、基調講演、講師に

よるパネルディスカッション、取組の成果報告、学生によるパネル発表等を通して、

３年間の取り組みの成果を国内外に積極的に公表することができた。また３年間の取

り組みを報告書等としてまとめ、今後、関係団体等に発信していく予定である。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

・科目のクラスター化により、学習の系統性・順次性、他科目との整合性が理解でき、

興味関心に応じた授業選択が可能になった。特に、ＬＣを利用することで共通の課

題が明確になり、具体的な課題、問題を発見し解決していくことができた。さらに、

カリキュラムマップの作成により、科目の系統性・順次性が明確になり、学生が科

目の到達目標を意識しながら学習を進めることができるようになってきた。また、

ゼミの構造化を図ることができ、知識と経験の総合化を進める基礎ができた。  
・課題マップの作成、グループワークの実施計画等を教員間で共有でき、シラバスへ

の記入によりレポート課題等の時期が分散され、計画的に学習できるようになって

きた。それに伴い、授業時間外の学習時間も増えつつある。  

    

授業時間外学習に関する調査③

※昨年度と比べて、授業時間外の学習時間はどうですか。
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こども学 福祉学

学年を追うごとに昨年度比較で学習時間が延びている。単位の実
質化が進んでいる背景だと考えられる。

 

・リフレクションディを設定し、Ｅポートフォリオへ記入することで、学期ごとに

振返りを行った。個人の年次ごとの短期目標、卒業時の達成目標が明確になり、

学習意欲の向上につながってきた。  
・ＰＢＬルームの活用やアサインメントの具体的提示により、主体的に情報を収集

し、分析、判断、相互発信できる情報分析能力と課題に対する柔軟に対応し、発

想する力がついてきた。さらにアクティブラーニングを導入することにより、Ｌ

Ｃがより効果的に機能し、他の学生との連携・コミュニケーションに基づく共同

学習のスタイルが身につくことで、コミュニケーション能力が高くなってきたと

考える。  

      
・ＴＣの基礎ができ、教員間の連携システムができた。（教育福祉学科、経営学科は

毎週教員間ミィーティングを開催し、情報交換、共通理解を図った。）それによっ

て、アサインメント、課題設定等の調整、授業力の向上が図れた。さらに、評価の

可視化の一つとして、ルーブリックを積極的に導入活用し、学習（教育）目標の明

確化のための目標ルーブリックの作成と共通の評価基準になるコモンルーブリッ 

クの活用を行った。  
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本学の評価体制として、「評価委員会」を中心とした組織的な自己点検・評価を実

施している。本取組においては、高等教育研究を専門とする学外の委員で構成する外

部評価委員会を置き、次のような要領で評価を実施した。 

☆目的：取組内容が適正に効率よく実施され、期待する成果が出ているか、また予算

の使途は適切であるかを、客観的に公正な立場で評価して、次の段階の改善につな

ぐ。 

☆評価委員：高等教育研究者、大学関係者など各分野から３人を依頼した。 

☆期間：１年目より設置し、事業終了の３年目まで継続する。各年次の年次評価を行

い、 終年次には事業全体の総括を行った。 

☆評価の指標：事業評価委員会で、教育効果、組織、予算などの項目を設け、具体的

な指標づくりを行った。 

外部評価委員会の客観的プログラム評価等を踏まえ、本事業で構築されたカリキュ

ラム遂行のために、ＦＤを効果的に活用し、学内のＰＤＣＡサイクルをより有効に機

能させる。評価と改善（内部評価と外部評価）（形成的評価と総括的評価）学士力向

上の一次評価（学習時間、意識調査等）を行った。 

＜評価方法＞ 

○ＧＰＡの改善、クラスター設定科目におけるスキルの変化・向上、学生の意識調査

における変化を指標にし、どの程度達成できたかを外部評価委員会に報告し、成果・

効果を審査した。（表１） 

○学生の学習到達目標の達成に向けて、効果的な教育活動が行なわれたか。（表２）

○大学の組織的な実施体制が有効に機能したか。 

○各プログラムに関する、大学組織としての PDCA サイクルが有効に機能したか。 

     

 

外部評価委員から「本事業の核である科目のクラスター化や LC の取組が学科全体

に着実に普及していることが伺われた。またその推進のためにコンセプトマップ作り

やルーブリック作成にも積極的に取り組まれているとともに、効果検証としての「授

業時間外学習にかんする調査」も進めている。ここまで緻密に組み上げていってもま

だ様々な問題が出てくると思うが、学科内あるいは大学全体での議論を続けていく必

要がある。」（抜粋）等の助言や総括評価を踏まえ、学内での共通理解、軌道修正を行

ってきた。ＬＣにおける効果測定にはピア評価等を用い、また、学生の自己評価とし

てリフレクションディを全学で設定する中で、Ｅポートフォリオへのベンチマークの

達成度の記入、各学期でリフレクションシートの記入等を行い、評価と振り返りを行

うなど全学での取組を共通理解推進していった。  

表２外部評価委員会総括評価  
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

○科目のクラスター化によってカリキュラムの構造化を図り、学生の学習環境と科目

間の連携を整えることで、ＬＣ、ＴＣを活用した学習効果の向上を促進する。 

＜学内体制の方向性＞ 

教育力の強化と学士力の向上のために必要な組織戦略の具体化を図り、以下を重点

的に進める必要がある。 

・教育目標の明確化を教職員、学生、社会での共有を図り、学生自身が測定可能な“能

力”尺度を設定し、行動指針レベルでの教育目標（学習目標）の設定をする。 

・教育内容の改善として、「何を教えるか」から「何をできるようにするか」に切り

替え、全学、学部・学科単位でのカリキュラムの体系化を図る必要がある。 

・教育方法の組織的改善として、組織的な教育方法の採用と相互補完として、「教え

る」から「主体的学び」へ、「受け身学習」から「能動的学習」へ積極的移行を図

る。 

・学習成果の可視化と多元化をはかり、教育目標の観点レベルの整備（教育目標のル

ーブリック化）、評価ルーブリックの作成、重層的で、多元的な評価方法の併用を

図る必要がある。 

・ＬＣとＴＣの活用による学習体制づくりをすすめ、学習の効率化を図る。科目の目

標や内容についての調整や連動（教材やテーマ、イシュー、レポート課題等の相互

調整）を図り、平常課題等の提出スケジュールを調整し同時期に課題が重複するこ

とを避ける等、学期を通じてコンスタントな教室外学習が実現できるように他科目

との整合性や相互補完性を強化していく。  
＜継続実施上の課題と改善点＞ 

①全学＋学部・学科単位で学習目標の明確化をはかる。教育目標の達成のためのルー

ブリックの整備と活用を図る必要がある。 

②教育内容の縦の体系化と科目間の横の連携の強化 が必要になる。 

③アクティブラーニングの活用と教室外体験学習方法（サービスラーニング、インタ

ーンシップ、フィールドスタディ等）の有機的活用を積極的に進める。 

④形成的評価と総括的評価の双方を組み入れ、科目や学科の教育目標に適した評価を

実現し、教育評価の可視化（シラバスやルーブリックの改善）を全教員で共有する。

⑤教員が個々ばらばらに教育を行うのではなく、学部・学科の単位で組織目標に向け

ての目的や現状についての認識共有を行い、学部長・学科長のリーダーシップの下

で、組織的に教育研究活動を実現できうる教育組織の有機的連携・協力、が必要に

なってくる。 

さらに、学生および教員間でルーブリックの観点を共有し、評価基準の共有化を図

る。また、評価の方法として、課題の出し方やタイミングを教員間で連携する。さ

らに、リフレクションディやＥポートフォリオを通じて、フィードバックし、継続

的に同じルーブリックで評価されるよう、返却時期やタイミングを教員間で連携す

る。 

 ex.複数科目をもとに、・評価の観点を共有する。・期間を定めてレポートを課す。・

タイミングを調整しフィードバックする（レポートとフィードバックのタイミングは

調整の上、毎週何かの科目のレポートがあり、かつフィードバックがあることが望ま

しい）。・学習スキルの伸長状況を教員間で共有する（課題レポートの回覧等）。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 同時期に開講される複数の科目を、学生は同時に履修し、ＬＣを形成する。１年生

では全学科でＬＣを形成し、クラスター化された複数の科目を同時履修し、アクティ

ブラーニングを展開してきた。また、クラスター化された複数の科目担当者は、ＴＣ

を形成し、授業で取り上げる話題や教材を共有しながら運営してきた。 

経済学概論
（講義系）

学習成果をより効果的にするための科目クラスター

学科会議
（教員集団）

経営学概論
（講義系）

発想法
（演習系）

サービスラーニング
（実習系）

ＬＣ

題材の
共有
TDL他

教育手法
の共有
Lite他

技法の
共有

KJ法 他

例：人間科学部経営学科
43

  

成績に変化のあった全ての学生n=24（変化がなかった3名を除く）

学生数 最大値 最小値 平均

上昇 15 25 2 12.3

下降 9 -6 0 -5 -20.9

3科目を履修した学生の変化n=5

学生数 最大値 最小値 平均

上昇 4 14 2 9

下降 1 - 18 - 18
 

ＬＣの実質化と知識・経験の総合化をはかり、学生はＬＣでの学習活動を通して、

同時に履修する複数科目間のつながりを意識して、学習する。さらに、構造化・体系

化された学習と充分な教室外学習の時間を確保でき、「関連づけ、結びつき」を強化し

た履修行動を行うことで、新たな概念の集積を築くことができたと考える。また、Ｔ

Ｃによる協働とカリキュラム改革では、各科目担当間で、同学期・同学年に履修して

いる科目に関する情報共有・共通理解を促進し、学生に科目間の「関連づけ。結びつ

き」を意識させた教育の充実を図ってきた。これによって、以下のことが推進できて

きた。 

・科目間での教育内容の重複の回避 ・技法の共有（ブレーンストーミング、ＫＪ

法他） 

・教育手法の共有 ・題材の共有 ・課題設定の調整のための課題マップの作成 

以上のように、科目間のクラスター化を進め科目間の連携を深め、学習内容の構造

化と体系化を整備した。その過程で KUIS ベンチマークの達成と専門基礎知識の到達目

標を明確にしたマッピングを進めてきた。その上で、学生の視点に立った学習の系統

性・順次性のある教育課程の再構築を図ることが今後の課題となる。次にＬＣとＴＣ

の活用による学習体制づくりをすすめ、学習の効率化を図ってきた。科目の目標や内

容についての調整や連動を図り、平常課題等の提出スケジュールを調整し同時期に課

題が重複することを避ける等、学期を通じてコンスタントな教室外学習が実現できる

ように他科目との整合性や相互補完性を強化していくことが今後も必要になる。成果

として、福祉学のレポート作成課題で 2 科目を同時履修した学生で 24 名中 15 名、3 科

目では 5 名中 4 名の成績が上昇した(表 1)。さらに、クラスター化した科目を学生が履

修しやすい仕組みを作り、ＬＣの実質化を進めてきた。アクティブラーニングの手法

を活用し、グループワークを取り入れ易い学習環境作りをすすめ、ＬＣを基盤とした

問題解決発見型の学習を取り入れた。今後も学生たちのＬＣづくりを重視しつつ、サ

ービスラーニング、学内施設活用等の教室外の学習体験と講義科目について、ＴＣを

基礎に運営し科目間連携を深めることで、知識と経験の総合化を図る必要がある。今

後もリフレクションディやルーブリック等を共有・整備し、目標達成の可視化を図り、

カリキュラムの順次性・体系化を継続的・組織的に進めていく。 

表 1 レポート課題連携の結果 
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