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■ごあいさつ 

 

大津 史子 
大学教育改革フォーラム in 東海 2021実行委員長 

（名城大学 薬学部 教授） 

 

4月、学生のいないキャンパスの中で、満開の桜と青空を見たとき、大学での教育はこれからどうなる

のかと思うと涙が溢れてきたことを思い出します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、我々の生

活や価値観に大きな影響を与え、変化をもたらしました。昨年度のフォーラムの 1 年延期を決断させて

いただいた時でさえ、まさか、キャンパスが閉鎖になるとは想像もしていませんでした。しかし、この前

代未聞の状況においても、学生のたくましい順応力とたゆまぬ努力、そして教職員の工夫と努力で、学び

が止まることはありませんでした。対面授業ができないという状況の中で、知識の伝達や習得が目的と

されている授業では、オンライン授業という教育方略の発展と拡大を促し、その結果、新たな発見や思わ

ぬ学習効果に気づくことができました。一方で、実験や実習など、体験を伴う学びをどうするか、評価を

どうするか、まだまだ解決しなければならない問題も山積しています。また、一度も大学に登校できない

中で膨大な課題に取り組む 1 年生の問題がメディアを中心に大きくクローズアップされました。「自分

のやっていることが正しいかわからない」という声を新入生から聞いた時、日常の大学生活の中での何

気ない友達同士のコミュニケーションが学習の理解や成長にどれだけ大きな影響をもたらしていたのか

を実感しました。 

さあ、教育においても with コロナのニューノーマルな対応が求められます。その中で、１年延期させ

ていただいた「大学教育改革フォーラム in東海」を開催いたします。はじめての試みとなりますが、オ

ンライン開催とし、昨年度実施予定であったプログラムを踏襲しながら、その中で、ニューノーマルな時

代における学びについて考える機会とさせていただきます。高等教育におけるホットな話題から、身近

な問題解決に繋がる話題まで、基調講演と５つの分科会、３つ体験型のワークショップなど多様なプロ

グラムを準備しています。ポスター発表もオンライン開催ではありますが、リアルなポスター会場での

意見交換に近い環境で参加いただけるよう工夫します。さらに、最新の教育資材に触れる機会としての

教育機器展示もオンラインで準備しています。 

本フォーラムは、東海地域の大学を中心に全国の大学教育の発展のため、各大学が抱える課題や解決

策を共有できる議論の場を創造すること（Good Practice の共有）、他大学教職員とのネットワークを構

築し、フォーラムを通じて各自の能力を高め強みを生かすこと（Human Networkと Empowermentの強化）

を目的としています。今年度は、名古屋大学高等教育研究センターの「質保証を担う中核教職員能力開発

拠点事業」のサポートを得て、実施いたします。 

本フォーラムを開催するために、多くの仲間が力を合わせて準備をしてきました。初めてのオンライ

ン開催で不安もありますが、オンライン開催のメリットを活かして、時間や距離を超えて、教育について

の思いや悩みをフラットに、率直に議論し、情報共有できる場にしたいと考えています。 

多数の皆様にご参加いただき、明日の大学作りの一歩としていただきますことを、実行委員会一同心

より願っております。 
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■タイムスケジュール 

 

時間 プログラム 

（9:45接続開始） 

10:00 ～ 11:00 

基調講演 

大学組織のリーダーシップとフォロワーシップ 

 両角 亜希子（東京大学） 

（11:00接続開始） 

11:15 ～ 12:00 
ポスターセッション・企業展示 

12:00 ～ 13:00 休憩 

（12:45接続開始） 

13:00 ～ 14:45 

分科会 第 I部 

１：学修成果の可視化 

「科目レベルでの学修成果の可視化」 

小松川 浩（公立千歳科学技術大学） 

齋藤 正顕（工学院大学） 野村 聡（名古屋文理大学） 

落合 洋文（名古屋文理大学） 

２：学生支援 

「発達障害及びその特性のある学生への支援体制に関する 

現状と課題（第 3弾）―新たな取り組み―」 

堀田 亮（岐阜大学） 川上 ちひろ（岐阜大学） 

脇 貴典（筑波大学） 

３：セミナー型ワークショップＡ 

「今からでも間に合う高等教育政策の総復習」 

大津 正知（中京大学） 

４：ミニワークショップ 

「物理現象と概念を結ぶ―実験と講義の連携―」 

物理学講義実験研究会 

（14:45接続開始） 

15:00 ～ 16:45 

分科会 第Ⅱ部 

５：組織マネジメント 

「大学における組織マネジメントのあり方について―国公私 

立大学における組織マネジメントの違いに着目して―」 

大津 正知（中京大学） 宮林 常崇（東京都立産業技術大学院大学） 

橋本 規孝（立命館大学） 

６：教学 IR 

「コロナ禍における教学データ活用」 

栗本 博行（名古屋商科大学） 韓 尚憲（名古屋商科大学） 

竹内 伸一（名古屋商科大学） 井芹 俊太郎（法政大学） 

７：FD 

「学生の学びを引き出す授業作り 

―ベストプロフェッサーへの道―」 

森尾 吉成（三重大学） 東 珠実（椙山女学園大学） 

８：セミナー型ワークショップＢ 

「Let's Try 傾聴ワークショップ 

―あなたは学生の声が聴けていますか？―」 

松尾 祥子（株式会社ソフィア総合研究所） 
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■基調講演（10：00～11：00） 

 

大学組織のリーダーシップとフォロワーシップ 

 

両角 亜希子 
（東京大学大学院 教育学研究科 准教授） 

 

学長や役職者のリーダーシップは、大学改革の成功要因のひとつとしてしばしば強調される。発表者

は、学長に対するインタビュー調査や、学長研修などで、学長をはじめとする役職者を対象とした研究を

近年、精力的に行ってきたが、当事者である学長たちもその重要性については、しばしば指摘する。 

また、近年はフォロワーシップへの言及も増えつつあり、多くの教職員の関心を集めている。フォロワ

ーシップとは単に、リーダーを構成員がフォローする（サポートする）ことではなく、当事者意識を持ち、

能動的、自律的に判断し、行動することの重要性だと理解している。その意味で、リーダーシップとフォ

ローアップは対となる概念であり、組織を成功に導くためには両者の相乗効果が重要になっている。将

来のリーダーが育っていくためにも、望ましい形でフォロアーシップが醸成されていくことは不可欠で

ある。 

しかし、当事者の学長や役職者を含め、教職員の多くはリーダーシップやフォロワーシップについて

十分な理解を得ているとはいえず、誤解や混乱も多いのが現状である。学長のリーダーシップが政策的

に進められ、その正確な考え方やフォロワーシップの重要性が理解されないままに、各大学で試行錯誤

をしていることがそうした状況を助長しているのかもしれない。たとえば、大学の中期計画を実質化し、

大学の発展につなげるように活用するためには、構成員の浸透が重要という分析結果を示した。それは

組織と課題を納得し、理解をしたうえで、教職員の自律的な行動をつなげていくことの重要性であると

理解しているのだが、その本質を理解せずに、中期計画の内容をやるようにと学長はじめ執行部が説明

して回ったり、構成員が納得していないにもかかわらず、数値目標をたてさせ、矮小化された中期計画の

課題の達成率を上げるようにしたりする例がみられるが、これらは誤解や根幹の一例と言えるだろう。 

そこで、基調講演では、大学組織におけるリーダーシップとフォロワーシップについて、発表者がこれ

まで行ってきたいくつかの既存のアンケート調査の再分析や具体的な事例など、幅広い観点から紹介し、

議論のきっかけを提供したい。そのうえで、教職員の能力開発のあり方や、参加者が大学改革との関係や

自身の仕事との関係を理解する一助になることをめざしたい。 
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■ポスターセッション（11:15～12:00） 

 

1 

【学士課程教育】 

社会福祉系学部で育成すべきコンピテ

ンシーとは―専門職性との関連におい

て 

 

久保田 祐歌（関西福祉科学大学） 

池田 史子（山口県立大学） 

社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職を養成するための社会福祉系学

部の教育課程においては、育成すべき資質・能力が当該の専門職に必要

とされる資質・能力と密接に関連している。本発表では、国内外の社会

福祉専門職の定義および専門職性の概念を踏まえて、社会福祉系学部に

おいて育成すべきコンピテンシーについて検討した結果を報告する。 

2 

【学士課程教育】 

卒業時調査と教学データの統合による

学修成果の可視化 

 

横松 力（東京薬科大学） 

矢野 眞和（東京薬科大学） 

日下田 岳史（大正大学） 

東京薬科大学は、学位記授与式を利用して卒業生にアンケート調査（卒

業時調査）を行ってきた。この調査は記名式で行っていることから、卒

業時調査の自己評価データと学内に保有する教学データを統合するこ

とが可能となる。本研究では、2017 年度薬学部卒業生の統合データベー

スを利用して、「入学前の学修」「学びの熱心度」が「大学での学業成

績」「汎用能力の獲得」「国家試験の合否」にどのように影響している

かを分析した。 

3 

【教育方法・教育改善】 

大学生のプレゼンテーションへの苦手 

意識を改善するための授業実践 

 

佐瀬 竜一（常葉大学） 

本発表では、筆者が大学の授業の中で行っている、学生からも高評価を 

得たプレゼンテーション教育（特に準備に関する指導）に関する授業実 

践とその成果を報告する。具体的には、スケーリングクエスチョン、フ 

ューチャーマッピング、KP 法を援用し、目標設定と聴き手を意識した指 

導法について紹介する。 

4 

【教育方法・教育改善】 

オンライン TA 研修の実施およびフォー

カスグループインタビューを通した研

修設計改善の取組 

 

和気 尚美（三重大学） 

宮下 伊吉（三重大学） 

三重大学は例年対面にて実施していたティーチング・アシスタント（以

下 TA）研修を，2020 年度，Moodle を用いてオンデマンド型オンライン

研修として開催した。本発表は，三重大学におけるオンライン TA 研修の

実施方法や主な成果を提示するとともに，事後に TA 対象に行ったイン

タビューの調査結果を示し，オンライン TA 研修の制度設計の課題と改

善策について言及していく。 

5 

【教育方法・教育改善】 

「静岡大学ステューデント・アンバサダ

ープログラム」の取組 一般学生・留学

生によるオンライン国際教育プログラ

ムの成果と課題 

 

藤井 基貴（静岡大学） 

小林 静乃（静岡大学） 

忍 頼子・木村 大輔（一般社団法人グロー

バル教育推進プロジェクト：GiFT） 

静岡大学国際連携推進機構では一般社団法人グローバル教育推進プロ

ジェクト（GiFT）と連携して、2020 年度よりオンラインによる国際教育

プログラムを実施している。本発表では、プログラムの理念、内容、構

成、成果および今後の課題について報告し、参加者と共にポスト・コロ

ナにおける新たな国際教育の在り方について議論したい。 

6 

【高大連携・高大接続】 

「静岡大学グローバル・リーダーシップ

プログラム」の取組 高大連携によるオ

ンライン国際教育プログラムの成果と

課題 

 

松田 紀子（静岡大学） 

小林 静乃（静岡大学） 

忍 頼子・栗林 文（一般社団法人グローバ

ル教育推進プロジェクト：GiFT） 

静岡大学国際連携推進機構では地元の高校生を巻き込んだ高大連携プ

ロジェクトとして、オンラインによる国際教育プログラムを実施してい

る。本報告では、プログラム開発の経緯、理念、内容、構成、成果およ

び今後の課題について報告し、参加者とともに国際教育における高大連

携・接続の可能性や課題について検討したい。 
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7 

【高大連携・高大接続】 

地域に貢献する若者を育てる支援 

 

伊藤 圭一（豊橋創造大学） 

豊橋創造大学に公務員試験支援センターが設置されました。これまで、

教員と職員がバラバラに行っていた公務員試験受験指導が一か所にま

とまりました。単にそれだけでなく、地域の高校との連携、高校の先生

方への受験指導セミナーの実施など地域貢献活動も行っています。単な

る受験指導に終わらない地域に貢献する取り組みを報告させていただ

きます。 

8 

【学生支援】 

大学生の学修支援におけるダブルアド

バイザー制度導入の成果と課題 

 

中嶋 克成（徳山大学） 

寺田 篤史（徳山大学） 

大阪 遊 （徳山大学） 

本学徳山大学では学生の学修支援のニーズの高まりに対応するためダ

ブルアドバイザー制度を導入した。ダブルアドバイザー制度とは、教員

と職員がペアになって、一人の学生をサポートする制度であり、卒業ま

での４年間を通じて、同じ教職員が学生生活全般に対して助言・指導を

行うものである。本報告ではその概要と実施から見えてきた課題につい

て論じる。 

9 

【大学運営】 

中央集権型 IR から分権型 IR へのパラ

ダイムシフト 

 

田尻 慎太郎（北陸大学） 

堀川 靖子（北陸大学） 

従来、小規模大学においては IR 部署に専従者を手厚く配置することは

困難であった。近年、新しいシステムを活用して部署間でデータを共有

し、分析を行うことが現実的になってきた。そこで Swing（2016）のい

う中央集権型 IRから分権型 IRへのパラダイムシフトを実現するために

北陸大学で取り組んだ事例について紹介する。 

10 

【大学運営】 

卒業生の満足度 ―四日市大学卒業生

への調査から― 

 

齋藤 信（鈴鹿大学） 

三田 泰雅（四日市大学） 

2018 年 3 月に四日市大学の卒業生に，「a）現在の仕事内容 b）四日市

大学の卒業生であること c）現在の生活全般」の 3 項目について，「満

足している まあ満足している あまり満足していない 満足してい

ない」の 4 件法で回答を求めた。分析の対象者は，176 名であった。本

発表では「①満足度の分布 ②3 項目の満足度の関連」について検討す

る。 

11 

【教職員能力開発】 

SD の義務化前・義務化後における実施

内容の比較-自己点検・評価報告書を用

いた計量テキスト分析- 

 

藤本 正己（徳島文理大学） 

文部科学省令(大学設置基準等)の改正により、2017 年 4 月以降、大学等

においては SD が義務化された。このことにより、義務化前と義務化後で

は、大学等における SD の実施内容に変化があるものと考えられる。そこ

で、本研究では日本高等評価機構による認証評価を受審した 13 大学が

作成した義務化前と義務化後の自己点検・評価報告書における SD の項

目を用い、計量テキスト分析により実施内容の比較を行った。 

12 

【教職員能力開発】 

英国大学事務職員の組織アイデンティ

ティとキャリア・ステージ 

 

松村 彩子（名古屋大学） 

本発表は，英国大学事務職員が組織アイデンティティを各キャリアステ

ージにおいて柔軟に変化させながら，その役割と環境に適応しているこ

とについて述べるものである。また，その変化のプロセスには英国の高

等教育界における事務職員の働き方やキャリア形成の特徴が大きく影

響していることについても示唆したい。 

13 

【教職員能力開発】 

国立大学職員のキャリア形成と人材育

成策 

 

武藤 英幸（名古屋大学） 

日本の大学が世界舞台で競争力を発揮するためには、機能強化を後押し

する財政施策ばかりでなく、人材育成のあり方にも目を向ける必要があ

る。国立大学法人化を機に、抱える諸課題の複雑化・専門化が進む中、

大学実務の変容・変質に直面する国立大学職員を対象に、キャリア形成

と人材育成策に関するインタビュー調査を行ったので、その実施状況を

報告する。 
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14 

【その他（専修学校）】 

林業大学校で教える講師の属性と授業

科目との関連性 

 

小川 高広（名古屋大学） 

林業大学校は全国に 19 校設置され、林業関連産業への従事を目指す高

校卒業者等を対象に専門教育を行っている。本年開催の東京五輪では、

国立競技場やその他関連施設において国産木材が積極的に活用されて

いる一方で、我が国の林業は林業従事者の減少や戦後に植林、成長した

人工林の利用拡大等が課題となっている。林業大学校は、これら課題に

対処する人材の育成が期待、注目されている。本発表では、林業大学校

の授業担当講師の属性と授業科目との関連性について、分析した結果を

示す。調査対象校は高等教育機関の専修学校として認可されている中部

地方の大学校とした。 

15 

【その他（医学教育、専門職養成、ジェ

ンダー）】 

図表でみる医学部のジェンダー問題 －

UNESCO,OECD,及び政府統計のデータを

中心に－ 

 

丸山 和昭（名古屋大学） 

岡田 亜弥・山本 英子・浦田 真由・古藪 

真紀子（名古屋大学） 

郷 通子（長浜バイオ大学・中部大学） 

医学部の入学試験における女性差別の問題を契機として、医学部におけ

るジェンダー問題に注目が集まっている。本発表では、医学部のジェン

ダー問題の背景となる、医学部進学、医師養成についての日本の特徴を、

UNESCO や OECD による国際比較データ、及び日本国内の政府統計等のデ

ータに基づいて分析し、図表によって可視化する。 

※分類は発表者による選択 
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■企業展示（11:15～12:00） 

 

今後の教育活動や組織運営などの参考として、ぜひご見学ください。 

 

1 NTT ビジネスアソシエ西日本 

NTT ビジネスアソシエ西日本は、間接業務のプロフェッショナル集団です。業務の

効率化・コスト削減など「バックオフィス業務の課題解決」で貢献します。 

◇展示予定：人事給与・経理業務等のアウトソーシング、各種 DX ツール 

2 NTT 西日本 

大学の在学生、卒業生が、キャンパス内端末や窓口で発行されている卒業（見込）

証明書等の各種証明書を、コンビニエンスストアや学内に設置した専用の学内発

行機で発行・取得でき、かつ証明書の郵送依頼がオンラインで可能となるサービス

をご紹介いたします。 

◇展示予定：証明書発行サービス 

3 NEC 東海支社 

世界ナンバー１の認証スピード・精度を誇る NEC 顔認証技術を使った出欠管理シ

ステム。出欠管理において課題となっていた、なりすましを防止。感染防止を考慮

しマスク対応済。※新機能 教務システムとのデータ連携も可能、データ入力作業

削減にも貢献。 

◇展示予定：顔認証出欠管理システム 

4 
エム・ティ・プランニング

株式会社 

タブレット充電保管庫「Tablet*Cart シリーズ」、iPad の充電とデータ同期が同

時にできる「USB-haco10」、移動可能な集中個室ブース(C-Booth)を出品いたしま

す。 

◇展示予定：Tablet*Cart FOUR-r、USB-haco10、C-Booth 

5 株式会社 KEI アドバンス 

教育を柱に、大学をはじめとする教育機関の広報活動を支援し、学び続ける人の生

涯価値の向上に貢献します。 

◇展示予定：PROG テスト、入学前教育プログラム、プレースメントテスト、初年

次教育講座 

6 株式会社ネットラーニング 

当社はこれまで約 5,300 校（社）の導入実績を誇る教育・学習デジタルサービス

企業です。本フォーラムでは大学職員の能力開発（FD）及び学生のための情報倫理、

学修成果の可視化など、ニューノーマル時代に対応した大学教育に役立つ各種ソ

リューションをご紹介いたします。 

◇展示予定：当社の大学向けソリューション 

・学修成果を可視化するライブ配信ツール「ネットライブ」 

・教材内製化ツール「かんたん e ラーニング」（FD・リメディアル等） 

・動画教材制作／配信（メディア授業、通信教育、講義動画教材等） 

・当社オリジナル教材（情報倫理、著作権（改正著作法対応）、マネジメントスキ

ル等） 

・OER 支援（AskaAcademy、JMOOC 公認プラットフォーム） 

・IMS Global 標準規格（Caliper、LTI、オープンバッジ） 

7 

株式会社ベネッセ i-キャリ

ア 

大学生活での「学び」がもたらす、学生の「学修成果を可視化」するアセスメント

をご案内します。 

◇展示予定：GPS-Academic 
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8 株式会社メイテツコム 

クラウド型顔認証には、「顔登録」と「顔認証」の主要機能がありますが、その全

てをクラウド上で完結できるサービスとなります。 

主な特徴として、写真ではなく特徴量データを保管して照合に使用、データをクラ

ウド側で集中管理することで、顔認証タブレット側にデータを保管しないなど、高

度なセキュリティを担保しています。 

将来的に共通の顔認証基盤を実現することで、一度の登録により複数の顔認証サ

ービスが利用可能となります。 

◇展示予定：クラウド型顔認証システム 

9 
株式会社メディアオーパス

プラス 

学習塾・大学・出版社などに学びの映像・Web コンテンツを制作提供する「Media 

Opus Contents+」、最新の AI、機械学習手法を活用した学びのデータサイエンス、

コンサルティングを提供する「Media Opus Knowledge+」を提供しています。 

◇展示予定：Media Opus Contents +・Media Opus Knowledge+ 

10 
パーソルプロセス＆テクノ

ロジー株式会社 

拡張現実(AR)を使った屋内ナビゲーションシステムを展示します。 

GPS の電波が届かないためこれまで困難とされてきた、屋内でのナビゲーション

を低コストで構築することが可能です。 

◇展示予定：オープンキャンパスなど校内案内での屋内 AR ナビ、図書館の書籍検

索で屋内 AR ナビ 

 

  



大学教育改革フォーラム in東海 2021 

9 

 

■分科会 第 I部（13:00～14:45） 

１：学修成果の可視化 

「科目レベルでの学修成果の可視化」 

 

司会：中島 英博 
（名古屋大学 高等教育研究センター 准教授） 

 

全学的な教育・学習目

標の設定と評価の試み 

 

 

 

小松川 浩 

（公立千歳科学技術大学 理工

学部 教授） 

公立千歳科学技術大学では、2019 年度から、九州工業大学との連携を通じて、JABEE の

教育・学習目標 9 項目に沿った養成すべきコンピテンシー（能力）を学内のディプロマポ

リシーと関連づけて対外的なコンピテンシーとして定義している。具体的には、基礎学力、

専門性、主体性、論理性、協働性、責任感、国際感覚（多様性）、倫理観、創造性である。

その上で、全学的に（全科目で）、シラバスにどの学習目標をどの程度何をもって達成す

るかを明記するようにしている。さらに、これらを全学運用する授業支援システムで扱え

るようにして、授業の開講段階及び終了段階で学生に振り返りを行わせている。また、eポ

ートフォリオとも連携して、学年毎の取り組み状況の整理や、4 年間の学びの蓄積として

の可視化を図れるようにしている。 

本分科会では、こうした一連の全学的な試行を中心に紹介する。第一に、実施している

形態及び情報システムについて紹介する。第二に、教員サイドでのシラバス記載及び授業

運営の観点からの注意点を纏める。次に、実際の学生の取組状況について報告する。特に、

テストで測れない項目の扱い（例えば、主体性・倫理観・責任感）について、学生の振り

返り（自己評価）と教員の評価との関係等、テストや課題などの評価との関係などを考察

する。また、学年毎の変化についても調査を実施する予定である。 

ルーブリックを用いる

学修成果の確認と成績

評価の相関 

 

 

 

齋藤 正顕 

（工学院大学 教育推進機構 

准教授） 

名古屋文理大学では、2017 年度から一部の授業でウェブ上に ICE モデルを参考にしたル

ーブリックを導入した。ICEモデルとは、Sue Fostaty Young と Robert J. Wilson により

提唱された学習過程に関するモデルで、ICE モデルに基づくルーブリックは「多くの知識

を持っている」という量的な評価ではなく「どれくらい深く理解しているか」という質的

な評価に主眼を置いている。本学独自の特徴は、表形式のルーブリックの各セルに記述し

てある学習内容に対し、学生が自分の理解度に応じて 5 段階の自己評価を入力できる点で

ある（5=内容をほぼ完全に理解できた、4=完全ではないが 80%くらいは理解できた、3=半

分くらいは理解できた、2=40%くらいは理解できた、1=分からなかった）。本発表では、ル

ーブリックの自己評価と成績の相関について調べたので報告する。 

統計の初歩を学ぶ 1 年次必修科目「数的処理 I、Ⅱ」（2018 年度、3 学科、計 12 クラ

ス）において、このルーブリックを用いて受講生に毎回の授業の自己評価を入力してもら

った。「ルーブリック自己評価の平均点」と「成績」の相関を調べると、12 クラス中 8ク

ラスで有意に中程度の正の相関があることが分かった。この相関は、 授業評価アンケート

の「授業の内容は理解できた」という項目と成績の相関と見ることもできる。本学の形式

のルーブリックを用いることで、「ルーブリック平均点＝理解できたか点」と「成績」の

相関係数だけでは測ることができない理解の深さと成績の立体的な情報を得ることがで

きる。 また自己評価と学びの深さに応じた成績との相関の強さを見ることで、授業の効果

に関する検証や、授業デザインに有効活用できると考えられる。 
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学修態度に注目する３

段階学修理論およびそ

れに基づく教育成果効

果測定法の開発 

 

 

 

野村 聡 

（名古屋文理大学 基礎教育セ

ンター 助教） 

 

落合 洋文 

（名古屋文理大学 基礎教育セ

ンター 教授） 

基礎学力の育成で重要なのは、単なる試験の結果 performance ではなく、学修態度や姿

勢を含む潜在的な学修能力 ability である。後者には学生個人の意識の所在が深く係って

いると考え、学修者の意識を３段階に分けて分析することにした。段階１は意識が内にの

み向いている状態、段階２は意識が自分の外にも向けられるようになった状態、段階３は

第三者の目で自分を冷静に分析できる状態である。本学では従来からルーブリックを用い

る学修の振り返りを行っているが、学生が学修対象に主体的に関わっていく意識段階に達

していないと、この振り返りも効果を発揮しにくい。学生の意識レベルを調査するため、

教科とは無関係な一般的な内容の質問（主に学修の振り返りに関する質問）を行って、回

答を定性的に分析する。また回答の記述量、論理性などから基礎学力を測定する。測定・

評価の１つの指針は大学生自身が高校では学べないが大学に入ったら身に付けたい能力

に挙げている「わかりやすい説明をする力」「まとまりのある長文を書く力」「自分の考

えを筋道立てて主張する力」などである。本調査を入学直後から卒業まで継続的に行えば

基礎学力の変化とともに、学修態度に変容を読み取ることができる。本調査は回答の定性

的な分析と評価をともなうため、その妥当性を検証する別の基準や方法の確立が課題とな

る。 
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■分科会 第 I部（13:00～14:45） 

２：学生支援 

「発達障害及びその特性のある学生への支援体制に関する現状と課題（第 3弾） 

―新たな取り組み―」 

 

司会：川上 ちひろ 
（岐阜大学 医学教育開発研究センター 併任講師） 

 

専門職養成学部におけ

る発達障害学生支援の

現状と課題 

 

 

 

堀田 亮 

（岐阜大学 保健管理センター 

助教） 

 

川上 ちひろ 

（岐阜大学 医学教育開発研究

センター 併任講師） 

2016 年 4 月の障害者差別解消法の施行に伴い、多くの高等教育機関では、学生支援専門

部署の設置や研修会（FD／SD）の開催など、障害学生支援体制の整備が進められてきた。

支援体制の構築は学内に留まらず、地域の支援機関との連携が進んでいる大学もある。一

方で、医療職や教育職といった専門職を養成する学部では、修学、就労支援はその学部内

の支援で完結している場合も多い。 

専門職養成学部では、「資格取得」ということで保護者や高校の先生の勧めで進学した

が、学ぶ意欲の低い学生が少なからず存在し、入学後の進路変更の難しさといった特有の

問題も支援の困難さを生じさせている。これらは、もちろん発達障害のある学生に限って

生じる問題ではない。しかし、社会的コミュニケーションの困難さや限局された行動や興

味といった発達障害の特性や、外見から課題が見えにくいがゆえの発見の遅れ等が、支援

をより難しくしている場合はあると考えられる。そのため、適性の見極めが重要で、各種

実習では学内外の実習担当者間で調整が必要となることもある。 

こうした問題意識から、発表者は 2019年 10 月に「専門職養成学部における発達障害の

ある学生の支援を考える」と題したシンポジウムを開催した。「入学から実習の前段階」

と「実習」の 2 つのステージに分け、医療者養成系と教員養成系学部における発達障害学

生支援の望ましい組織体制のあり方や支援の難しさ、そして各大学の取り組みについて討

議した。本発表では、シンポジウムで検討された内容を中心に、医療職や教育職といった

専門職養成学部に在籍する発達障害およびその特性のある学生の支援の現状と課題をま

とめる。 

発達障害の特徴のある

学生への対応方法の検

討 

―仮想事例を用いたグ

ループワーク― 

 

 

 

脇 貴典 

（筑波大学 ダイバーシティ・

アクセシビリティ・キャリアセ

ンター 助教） 

筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリア（DAC）センターでは、平成 27

年度より「発達障害学生支援（RADD）プロジェクト」に取り組んでいる。 

まず、「全ての学生は多様な発達特性を有している」という神経学的多様性（ニューロ

ダイバーシティ）の考え方のもと、（1）全ての学生に対する事前的改善措置、（2）修学

上の困難感や発達障害の傾向を評価するアセスメント、（3）個々の特性に応じた多層的修

学支援を展開している。（1）では、発達障害のある学生に役立つ支援情報を「障害」とい

う言葉を用いずに配信するサービス「Learning Support Book（LSB）」の開発・運用、発

達障害啓発マンガ「ヒトはそれを『発達障害』と名づけました」の配信により、学内外の

大学における啓発活動や学生支援の質の向上に寄与している。（2）では、「学生生活の困

りごと調査」を全学的に実施し、困難感が高い学生に対して発達障害傾向や知的能力等の

個別アセスメントを行い、学生における発達特性の自己理解の促進や合理的配慮を提供す

る際の根拠資料の作成を進めている。（3）では、個々の学生のニーズに合わせた合理的配

慮の提供、教育組織との連携・協働を行っている。 

障害のある学生が、大学生活における修学や生活の場面で何らかの社会的障壁に面した

際、それらを除去するために、学生個々の状況に合わせた変更や調整として合理的配慮の

提供が求められる。またその際には関係者間での「建設的な対話」を通じて合意形成を図

ることが重要である。しかし、これらのプロセスはケースバイケースの判断が求められる

ため、画一的な対応が困難である。そこで、本分科会では、仮想事例を用いた合理的配慮

の提供プロセスに関するグループワークを行い、発達障害学生の支援・対応方法について

検討する。 
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■分科会 第 I部（13:00～14:45） 

３：セミナー型ワークショップＡ 

「今からでも間に合う高等教育政策の総復習」 

 

 

大津 正知 

（中京大学 教学部教育企画課 

課長補佐） 

大学の教職員の日常は、その時々の業務に追われ、個々の政策に関心を寄せることはあ

っても、高等教育政策全体の流れや構造に目を向けることはほとんどないのではないだろ

うか。次々に打ち出される国の施策に対し、大学が対処する必要性は今後も変わることは

ないと思われる。しかし、だからこそ、あらためて今日の高等教育政策を振り返り、大学

が抱える問題や課題の意味を深く理解することの重要性は増してくるはずである。 

本企画では、2018 年に中央教育審議会によって取りまとめられた『2040 年に向けた高

等教育のグランドデザイン（答申）』を踏まえ、「高等教育の多様化政策」と「教育の質

の保証」という２つのテーマを採り上げ、そこから高等教育政策の現状や課題を垣間見る

ことを試みる。この２つのテーマは、一見次元が異なるようにみえるが、実際は相互に関

連し、高等教育システム全体の構造に深く関わっていると考えられるからである。 

多様化政策は、高等教育機関の種別化（「４６答申（1971 年）」）や機能分化（「将来

像答申（2005 年）」）、大学設置基準の大綱化（1991 年）に代表される高等教育の弾力化

や個性化など、文脈は異なるものの、常に戦後の高等教育政策の主要な話題であり続けて

いる。一方、質の保証が本格的に大学改革の俎上に上がったのは、国際的な潮流や大学評

価制度の開始を踏まえて、２１世紀に入った頃と言っていいだろう。 

高等教育機関の拡張や機能の拡大が、全ての大学が「同じ大学」であるという前提のも

と、多くの構造的な課題を抱えながら、時々の高等教育政策に反映され、今日に至ってい

る。多様化政策と質の保証は、上記の構造的な課題の別の現れ方と捉えることも可能で、

本分科会ではさらに掘り下げて議論する。 

今回は、講師からの問いかけと解説、参加者同士の意見交換によって、高等教育政策の

理解を歴史的経緯と大学の実態から立体的に浮かび上がらせることを試み、参加者がそれ

ぞれの所属機関の在り方を考える契機になることを期待する。 
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■分科会 第 I部（13:00～14:45） 

４：ミニワークショップ 

「物理現象と概念を結ぶ―実験と講義の連携―」 

 

オーガナイザー：物理学講義実験研究会 

ファシリテーター：千代 勝実 
（山形大学 学士課程基盤教育機構 教授） 

 

趣旨説明 

 

 

古澤 彰浩 

（藤田医科大学 医学部 准教

授） 

講義実験の方法は、学習者に物理概念を実際の現象と結びつけて理解させるための手立

ての一つである。講義実験には、学習者が能動的に考える機会を作り出すこと、知識を学

習者の記憶に長くとどめることなど、多様な機能も見出されている。限られた授業時間の

中で講義実験を組み込むには、効果的な講義実験の開発、および授業での効果的な実施法

の検討が求められる。本企画では、講義実験の実践を蓄積されてきた方々にご参集いただ

き、実演を交えながら、実験の仕組みや授業での活用法についてご紹介いただく。 

実験デモンストレーション 

サイクロイド曲線の等

時性を観察するための

演示実験 

 

 

伊東 正人 

（愛知教育大学 理科教育講座 

教授） 

振動現象の等時性は魅力的であり、面白い物理現象

の一つである。単振り子の周期は振れ角が微小の場合

に等時性をもつ。一方、サイクロイド振り子の周期は

振れ角に全く依存しないので、単振り子と比較すれば

サイクロイド振り子は完全なる等時性をもつ振り子

である。サイクロイド振り子は、解析力学における変

分法の応用例として登場するが、その等時性を演示す

る実験例は少ない。講演者はサイクロイド曲線がもつ

等時性を演示するための以下の３つの装置を製作し

た。本講演では、その演示実験の演示方法と授業への

導入方法を紹介する。 

 

図 上)サイクロイド坂道と直線坂道 

  中)２本のサイクロイド坂道 下)サイクロイド振り子 
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実験デモンストレーション 

演示実験と講義の組み

合わせ 

―剛体運動の力学― 

 

 

古澤 彰浩 

（藤田医科大学 医学部 准教

授） 

力のモーメント。角運動量。慣性モーメント。これら

は大学の物理学授業において、多くの学生たちが苦労す

る概念である。既出の質点の力学を、質点群、そして剛

体の並進・回転運動へと繋げていく流れが掴めず、それ

ぞれの概念や法則を無関係なものとして捉えてしまう

学生が多く見られる。特に高校物理未履修者は、質点の

力学の理解もあやふやなまま剛体の力学に入り込み、途

方にくれがちである。 

そこで、質点の運動を復習しながら剛体の回転運動の

学習へつなげる演示を可能とする教材と、それを用いて

剛体の回転運動の法則を質点の運動と関連づけながら

説明する講義シナリオを作成した。本講演では、この教

材を使った講義およびデモンストレーションについて

報告する。 

実験デモンストレーション 

力学、電磁気、統計力学

の法則を可視化した演

示実験 

 

 

三浦 裕一 

（名古屋大学大学院 理学研

究科 非常勤講師） 

 

さまざまな演示実験のうちでも、統計力学の可視化

実験は、多数の粒子が必要なために難しい。図 1 は約

300 個の粒子を用いた熱活性の可視化である。この基板

は図の上方向が僅かに高くなるように傾斜させてある

ため、図の上部の粒子は高い位置エネルギーを持つ。初

めに、図の下部に粒子を密集させ（絶対零度に相当）、

基板を揺さぶる（有限温度に相当）と、エントロピーが

増大し、熱活性の分布が得られる。図 1 の粒子分布から

得られた縦方向の粒子分布は、図 2 のように指数関数

になる。 

この他に、力学と電磁気学の法則を可視化した演示

実験を当日紹介する。 

実験デモンストレーション 

科学的推論能力の向上

を目的とした系統的講

義実験 

 

 

安田 淳一郎 

（山形大学 学士課程基盤教育

機構 准教授） 

「斜面で物体を転がす実験」を紹介する。本実験は、

学習者が机上の斜面で２つの物体を転がし、その速さを

比較することによって、斜面で物体が転がる速さに影響

する要因が何かを探究する実験である。近年の実践を通

じて、学習者は物体が転がる速さの要因として対立する

仮説を立てること、そして、その対立する仮説は主に２

つに絞られることが明らかになった。本報告では、仮説

を反証する過程を組み込んだ実践例についても報告す

る。 

 

  

図 1 制作した教材  

製作した教材

スラスト ベアリ ング

リニアブッ シュ

ボールブッ シュ

公転（ 方位角）

自転可

平行移動(動径）

動径位置固定可

剛体の回転を  

質点の運動として捉える

1 m

質点（ 真鍮 約1 .6 k g ）

質点

φ8 cm , h 4 cm

摺動部

図 2 講義シナリオ

図 1 熱活性の可視化  

図 2 縦方向の粒子分布 
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■分科会 第Ⅱ部（15：00～16：45） 

５：組織マネジメント 

「大学における組織マネジメントのあり方について 

―国公私立大学における組織マネジメントの違いに着目して―」 

 

司会：村瀬 隆彦 
（学校法人梅村学園 監事） 

 

国立大学の運営組織は

非効率か？ 

 

 

 

大津 正知 

（中京大学 教学部教育企画課 

課長補佐） 

一般に国立大学の組織は、私立大学のそれと比べて規模が大きく（職員数が多く）、自

大学に勤務する職員ですら全体像を把握するのは容易なことではない。まして、公立・私

立大学の職員にとって、国立大学の組織運営は全くの未知の領域ではないだろうか。 

ともすると、国立大学は非効率な組織運営を行っているとみられる向きもある。ＳＴ比

（教員一人当たりの学生数）や公的資金の投入額など、多くの点で私立大学より優位な状

況にありながら、それに見合う十分な成果が示されていないという見方からである。 

多くの国立大学は、長期にわたって国の一機関であったこと、人事交流等による文部科

学省や国立大学間の強固なネットワーク、職員採用の流れや昇進のシステム、旧制の高等

教育機関の統合によって誕生したという経緯、似通った学部構成などの共通点がある。そ

のような特徴が国立大学のマネジメントの仕組みや機能にどのような影響を与え、実際の

意思決定、構成員の志向性、様々な慣習にどのように繋がっているのだろうか。 

本報告では、国立大学の組織の構造、大学執行部の構成、人事の仕組み、非公式の機能

などに配慮しつつ、報告者の十数年の国立大学勤務の経験を踏まえ（現在、私立大学に勤

務する立場から国立大学の状況を相対化し）、国立大学の教学マネジメントの一端を報告

する。主として国立大学の教学マネジメントの構造的な課題と職員のキャリアについて考

える機会にしたい。 

公立大学の未来は誰の

手に？ 

―公立大学法人制度の

理念・特徴・実際― 

 

 

 

宮林 常崇 

（東京都公立大学法人 東京都

立産業技術大学院大学 管理課 

課長） 

公立大学は平成 16 年度に法人制度が導入された当初から、アンブレラ方式（１法人で

複数の大学を運営）や理事長と学長を別に任命することを可能としてきた。なお、公立大

学のすべてが法人化したわけではなく、自治体が直接経営している大学も存在する。公立

大学は、運営の仕組みが大学毎に異なることから、マネジメントの課題を一括りにして考

えることが難しい。そのことから、この報告では法人化した公立大学のみを対象とするこ

とで、取り上げる課題をできるだけ限定したい。 

「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」では、複数の高等教育機関と

地方公共団体、産業界等とが恒常的に連携を行う体制として「地域連携プラットフォーム

（仮称）」の構築が提言されているが、公立大学の多くは従来から地域の様々な関係団体

との連携に取り組んできた。公立大学が抱えるマネジメントの課題の特徴は、これら関係

団体との連携から説明できることが多い。例えば、地方公共団体の職員は数年で部署を異

動するため、担当者が変わる度に大学を理解してもらうことから連携がはじまる。これは

メリットもデメリットもあり、できるだけメリットを活かす連携が求められる。これら公

立大学ならではの課題やそれを緩和する事例は、地域との連携を目指している国私立大学

関係者にとっても参考になるかもしれない。 

公立大学が自らの将来を描く仕組みはどのようになっているか、学内外の関係者が公立

大学の未来を描く上でどのような課題を抱えているか、について事例を交えて報告するこ

とで、組織マネジメントのあり方について議論を深めるきっかけとしたい。 
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立命館はマネジメント

されているか？ 

―複数キャンパスでの

教職協働経験から― 

 

 

 

橋本 規孝 

（学校法人立命館 総務部秘書

課） 

日本の私立大学は全国に 615 校あり、全大学数の 77.3%、全学生数の 74.0%を占めてい

る（令和 2 年度学校基本調査）。学校教育法や私立学校法などにもとづいて「私立大学」

と一言で言っても、建学の精神などに由来する各大学の独自性は多様であり、600 を超え

る私立大学のマネジメントを十把一絡げに論じることは到底現実的ではない。 

一方で、発表者が所属する学校法人立命館（立命館大学、立命館アジア太平洋大学など

の設置者）という一つの法人をとってみても、個人の経験ではあるが、キャンパスや部局

ごとにそれぞれの組織の風土や文化があり、また各組織内の教職員構成（教員と職員の人

数構成、職位や権限の関係性など）も一様ではなく、多様な意思決定様式やマネジメント

が存在している。「ひとたび異動したら転職に等しい」と大学内の職員人事異動が揶揄さ

れることがあるように、ひとつの法人や大学のなかでも様々なマネジメントが混在し、そ

の総体としての大学のマネジメントもまた非常に多彩であることが現実と言える。 

そこで本発表では、発表者が学校法人立命館で 2 大学・5 キャンパス・4 部門を異動す

るなかで勤務した複数の部局組織、さらにその経験を踏まえて見る大学・法人組織につい

て、意思決定や情報の流れに着目し、職員の育成に与える影響について考察したい。また、

これらの論点をもとに、教職員構成の類似性・近似性といった観点から組織を捉えること

で、一法人の事例や設置形態を超えて、本分科会における討議の活性化を図りたい。 

キーワード：マネジメントの多様性、教職員構成、教職協働 
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■分科会 第Ⅱ部（15：00～16：45） 

６：教学 IR 

「コロナ禍における教学データ活用」 

 

司会：山本 裕子 
（名古屋商科大学 国際学部 准教授） 

 

大学におけるライブ型
遠隔教育の効果検証 
 
 
 
栗本 博行 
（名古屋商科大学 学長・学校

法人栗本学園 理事長） 

 
韓 尚憲 
（名古屋商科大学 経営学部 

学部長・教務委員長） 

 
竹内 伸一 
（名古屋商科大学大学院 マネ

ジメント研究科 教授） 

2020 年度、コロナウィルスの世界的流行によって、大学教育は様々な対応を迫られるこ

ととなった。我が国の大学教育は、これまで一部の通信制大学を除き、そのほとんどが対

面授業中心であったが、今般、各大学のデジタル環境に合わせて、できうる限りの最大の

努力のもと、オンライン技術を活用した遠隔授業を選択し、各々の学生に授業を届けるこ

とになった。本学の学部教育は元来、情報教育に重点を置いており 1985 年以来学生一人

ひとりにノート PC を無償提供している。また、本学の経営大学院では厚生労働省の受託

事業として、非学位の遠隔授業を社会人を対象に提供していた。こうした下地を最大限活

用して、2020 年 3 月上旬に、2020 年度の春学期をライブバーチャル形式の授業で開始す

ることを決定した。全教職員で急ぎ準備を整え、4 月 4 日からの授業を予定通りに開始、

その後 1 年間の全授業を予定通り終えることができた。 

本報告は、本学の 1 年間の教学データ（履修データ/授業調査データ）をもとに、前年度

との比較を交え、このイレギュラーなコロナ禍の学期中に、どのように授業を実施し、ど

のような工夫を行ってきたかをご報告する。具体的には、授業に関する直接評価（成績、

出席率、定期試験受験率など履修状況）と間接評価（授業調査などの学生の満足度など）

のデータをもとに、登壇者がそれぞれ、全学的視点（大学院も含む）、学部の視点、大学

教育の視点という、各々の観点から、具体的状況と成果、今後の課題や展望についてお話

しする。 

その後のディスカッションでは、参加者の皆さんからご発言をいただきながら、今年度

1 年間の大学教育の変革の成果と課題をお互いに共有し、今後のあるべき大学教育の姿に

ついて、共に考える機会としたい。 

IR 担当によるデータ活
用支援 
―教学 IRを中心に― 
 
 
井芹 俊太郎 
（法政大学 総長室付大学評価

室 IR 担当） 

本報告は、報告者のコロナ禍および非コロナ禍の教学 IR の実践経験の共有から、今後

の大学教育のマネジメント、および IR 担当による教学データ活用支援のあり方を参加者

と共に考えることを狙いとする。 

報告者が所属する大学における IR 業務は、①定型的・定常的なデータのモニタリング、

②戦略的・課題思考の分析、③（データに基づく思考の必要性を啓発する）人材育成の 3

つに大別される。本報告では、コロナ禍の②、非コロナ禍の①～③と関連する教学データ

活用支援事例を紹介する。 

まず、コロナ禍の②の教学データ活用支援事例として、全学的に実施した「オンライン

授業に関する学生対象アンケート」の集計・分析、「with コロナ時代の教育活動を考える

ワーキング」会議への協力活動の 2 つを紹介する。特に前者は、学生から寄せられた「授

業の工夫を感じた点」・「オンライン授業に対する意見」の 2 つの自由記述回答のテキス

トマイニングに焦点を当て、分析の結果どのようなことがわかったか、その結果をどのよ

うに FD／SD 活動等に活用してきたかを詳説する。 

続いて、非コロナ禍の教学データ活用支援事例として、学生の履修行動分析、在学生を

対象としたパネル調査分析の 2 つの事例を紹介する。前者は、科目や教室等の教学マネジ

メント、学生自らの履修デザインと関係する内容を、後者は、学生の成長感と学業成績と

の関係、成長感と大学ブランディングとの関係を中心に報告する。 

そして最後に、これらの実践経験を踏まえ、With コロナ、After コロナ時代の教学マネ

ジメントを支援する教学データの活用、および IR 担当によるデータ活用支援のあり方に

ついて私見を述べる。 

本報告が参加者にとって、今後の教学データの活用や IR 担当のあり方を考える一助と

なれば幸いである。 
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■分科会 第Ⅱ部（15：00～16：45） 

７：FD 

「学生の学びを引き出す授業作り―ベストプロフェッサーへの道―」 

 

司会：夏目 達也 
（名古屋大学 高等教育研究センター 教授） 

 

Before と After を意識

した 15回愛情いっぱい

の刺激を与え続けるた

めの授業づくり 

 

 

 

森尾 吉成 

（三重大学 生物資源学部 准

教授） 

 本講演では、森尾が授業を開始する前に必ず踏むプロセスである Before-After を意識

した授業づくりについて紹介する。Before-After を意識した授業づくりとは、授業終了後

の学生の成長した姿（After）をイメージし、そして、授業開始前の学生の姿（Before）を

よく観察しながら授業を設計することである。学生の到達目標（After）を「本気で頑張ら

ないと達成できないレベル」に設定することの重要性と、成長前の学生（Before）をよく

観察しながら、「After の姿にするため、どう成長させるのか」について具体的な方法を

持ち、その方法を、自信を持って学生に説明できる状態にあることの重要性について、い

くつかの授業での事例を紹介しながら説明する。 

Before-After を意識した授業づくりに必要不可欠な教材についても紹介する。アナログ

教材として、A4 サイズの授業アンケート（手書き、毎回実施）と講義ノート（毎回のお品

書き、時間外学習の記載）、デジタル教材として、Moodle を使った課題（毎回の予習動画

閲覧、毎回の予習復習成果報告）を主に紹介する。また、タブレット PC を使った板書や、

ストップウォッチを使った授業のリズム出しなど、長年活用している道具についても紹介

する。三重大学における e ポートフォリオの導入事例についても少し触れ、e ポートフォ

リオを全学に展開する際の難しさについて述べる。 

最後に、時間があれば、大学の教育現場以外の、初等教育や中等教育の教育現場や、地

域づくりの現場で出会った Good practice と Bad practice について紹介しながら、教育

改革に必要なものについて聴衆と意見交換する。 

学生の主体性を引き出

し行動を変える授業へ

のチャレンジ 

 

 

 

東 珠実 

（椙山女学園大学 現代マネジ

メント学部 教授） 

「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」では、2040 年の展望と高等教

育が目指すべき姿として、「学修者本位の教育への転換」が掲げられている。また、社会

変化の方向を見据えたうえで、当面する高等教育と社会の関係についても言及がみられ

る。本報告では、これらを踏まえ、授業作りという観点から若干の経験を紹介するもので

ある。なお、ここで紹介する取組みは、教育学などの専門的な知見に基づくものではなく、

一教員が日々の授業の積み重ねのなかで小さな手応えを感じた手法などである。 

はじめに、報告の前提として、報告者の専門分野（家政学）や大学・学部（現代マネジ

メント学部）の特徴、大学・学生への愛着ならびに育てたい学生像（身に付けてほしい力）

について述べる。報告者が授業において最も重視していることは、学生たちが主体的に授

業に取り組み、具体的な課題を通して、そこでの学びを、行動を変えることにつなげてい

くように働きかけることである。 

授業作りにおいては、講義と演習に分けて検討する必要があるが、特に工夫が求められ

るのは、多人数の講義において、いかに学生たちがテーマや問題を「自分ごと」化できる

ように導くことができるかという点である。本報告では、報告者の授業作りの基本的な方

針とともに、考える場面づくり、学生とのコミュニケーション、座席指定を活かしたグル

ープワークの導入、学生の関心を高めるしかけ、ツールの活用などについて述べる。また、

少人数の演習科目については、行政や企業等と連携したいくつかの取り組みなどを紹介す

る。講義にせよ、演習にせよ、授業を通して学生たちが、いま社会が目指している方向へ

の理解を深め、そこでの自分の役割を自覚し、将来にわたり積極的に行動できる主体とな

ることを願っている。 
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■分科会 第Ⅱ部（15：00～16：45） 

８：セミナー型ワークショップＢ 

「Let's Try 傾聴ワークショップ―あなたは学生の声が聴けていますか？―」 

 

司会：佐藤 幸代 
（名古屋大学 学生支援センター 学術専門職） 

 

松尾 祥子 

（株式会社ソフィア総合研究

所 参与／キャリアコンサルタ

ント・産業カウンセラー） 

最近職場で、イラッとしたことはないだろうか。職員も教員も忙しい。生産性向上も求

められる。時間に余裕がなくなると心にも余裕がなくなる。すると、忙しいときに話しか

けてくる他者へ、思いやりや謙虚な気持ちをもつことが難しくなる。 

このような状況下で学生や部下と接すると、相手の主訴は聴き取れても、その問題の本

質まで聴き取ることは難しい。にもかかわらず、現実には即座に判断を求められることが

多い。そうなると、自分の立場や過去の経験から会話を誘導し、結論を決めつけてしまい

がちではないだろうか。 

本ワークショップは、学生と接する機会のある教職員の皆様のみならず、「自分は人の

話が聞けている」という自信がある方にこそ受けて頂きたい。今回は、プチワーク、腕試

し、ロールプレイイングを通して、ミスコミュニケーションはいかにして起こるのかを体

感する。ワークショップのケースには、普段学校現場で学生と職員の間や、上司と部下の

間で交されているような会話を用いる。また、講師からは「明日から使える傾聴スキル」

をお伝えする。これらのスキルは、カール・ロジャーズのアクティブ・リスニング、平木

典子のアサーションスキルに依拠している。ワークショップを通した、自身の振り返りと

ともに持ち帰って、明日からの職場で活かして頂きたい。 

傾聴スキルは、学生との円滑なコミュニケーション、温かい雰囲気の職場づくり、メン

タルヘルスのラインケア、ハラスメントの防止など、様々な場面で応用できる。本ワーク

ショップがその傾聴スキルを身につけるための一助となれば幸いである。なお本企画は、

一般社団法人日本産業カウンセラー協会の代議員にも参画頂いている。 

 

  



大学教育改革フォーラム in東海 2021 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学教育改革フォーラム in東海 2021 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



大学教育改革フォーラム in東海 2021 

22 

 

■大学教育改革フォーラム in東海 2021 
 

 

主催：大学教育改革フォーラム in東海 2021実行委員会 

   名古屋大学高等教育研究センター［質保証を担う中核教職員能力開発拠点］ 

 

 

            実行委員会 

大津 史子  （名城大学） ※委員長 

夏目 達也  （名古屋大学） 

伊藤 加奈子 （椙山女学園大学） 

稲垣 太一  （金城学院高等学校） 

栗原 裕   （愛知大学） 

佐藤 幸代  （名古屋大学） 

柴田 千登勢 （愛知東邦大学） 

東岡 達也  （名古屋大学大学院） 

中島 英博  （名古屋大学） 

二宮 加代子 （愛知東邦大学） 

橋本 昌紀  （名城大学） 

長谷川 元洋 （金城学院大学） 

花原 大輔  （岡崎女子大学） 

藤井 利紀  （名古屋大学） 

増田 貴治  （名城大学） 

山内 憲   （名古屋文理大学） 

山本 裕子  （名古屋商科大学） 

 

            事務局 

名古屋大学高等教育研究センター 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

E-mail : tokaiforumstaff@gmail.com 

URL : https://sites.google.com/view/tokaiforum2021/ 



 


