第４章－（３）
教育内容・方法・成果
（教育方法）

第４章－（３）

教育内容・方法・成果
教育方法———１. 現状の説明

１．現状の説明
（１）教育方法および学習指導は適切か。
〈１〉大学全体
大学として、教育目標の達成に向けた授業形態（講義・演習・実験等）の基準を設定し
ているわけではないが、各学部・研究科において、カリキュラムを検討する会議体を設置
し、その中で教育目標を達成するためにふさわしい授業形態についても検討している。
履修科目登録の上限については、授業外学習時間を確保し、単位の実質化を図る観点か
らすべての学部で設定しており、学部要項、履修ガイド等に明示している。
また、学習指導の充実に関しては、全学部においてクラス担任制度を設け、学習指導の
みならず学生生活全般について学生からの相談に乗れる体制を整えている。
さらに、2010 年度以降毎年「修学上の問題を抱える学生への指導に関するアンケート」
を実施し、授業出席状況が悪いなど修学上の問題を抱えている学生への対応について、各
学部の取り組みをまとめた資料を作成し、修学上の問題を抱えている学生への対応を議題
とする教務担当・学生担当合同教務主任会において、各箇所の情報と問題意識の共有化を
図っている（資料④-3-5）。
次に、学生の主体的参加を促す授業方法として、本学では、クリッカーや Course N@vi
の導入により、教員が学生の主体的な参加を促す授業を行うことを支援する仕組みを整え
ている。
クリッカーは、授業を活性化し教育効果を高める支援ツールとして、教員が出す質問に
対して学生が回答することができるシステムで、学生の回答は教員のパソコンで即時集計
され、教室のプロジェクタ等に提示することができる。教員は、学生の授業への参加を促
すとともに、適宜学生の理解度を把握しながら授業を進めることができる。
Course N@vi は、教員と学生が双方向に利用できる本学独自の授業支援システムである。
教員は、履修者へのお知らせや講義資料の掲載ができるだけでなく、アンケートの作成か
ら集計までを行うことができる。学生は、Course N@vi を利用して、授業後に教員への質
問や授業の感想等を送信することができる。また、電子掲示板（BBS）による学生同士の
意見交換や、履修学生をグループ分けしてグループごとに利用できるワークスペースを設
けることができる。グループワークを行う授業などで、授業時間以外にもグループ内での
ディスカッションを継続したり、グループで作成した発表資料などを手軽に共有すること
ができ、グループでの学習活動を促進することができる。
なお、本学では、2008 年度に全学の学生・大学院生、さらには教員をも対象としたライ
ティング・センターを設置し（資料④-3-4）、学部学生、大学院生に対するレポート、学位
論文の作成指導、教員に対する論文作成の指導を行っている。ライティング・センターで
は、日本語だけでなく英語で作成する文章についても指導を行っている。また、オンデマ
ンド授業で「学術的文章の作成」という科目を設置し、単なるレポートや論文の書き方だ
けでなく、引用の仕方や剽窃の禁止なども内容に含めている。
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〈２〉政治経済学部
教育方法および学習指導は、各教員の努力や工夫に依存するところが大きいが、本学部
は、次の施策を講じて、授業をより魅力のあるものとしている。
 語学科目（第一外国語、第二外国語）については、習熟度別のクラス編成を行い、さま
ざまなレベルの学生を受入れる体制を整えている。また各科目において「欧州共通参照
レベル」に準じた到達目標を設定し、学習意欲の向上を図っている。
 基礎教育の充実の一環として、初年度演習科目「総合基礎演習α」において担当者会を
定期的に行い、教員間の相互フィードバックを経て全クラス共通の授業内容（図書館リ
テラシー、演習・レポート作成の基本等）を定め、全学生に履修を推奨している。また、
平成 22 年-24 年度 教育ＧＰ採択「全学規模で行う学術的文章作成指導-大学院生が個別
フィードバックする初年次 e-ラーニング・プログラム」を、2011 年度より全 1 年生に提
供している。
 専門教育に実社会の具体的事例研究を取り入れ、教育の多様化を図ることを目的として、
学内外の研究者および実務家が数回ずつ講義を行う「総合講座」、「寄附講座」、「提携講
座」を開講し、商社、金融、製薬、メディア等社会の幅広い分野についての講義を実施
している。
 「行政学」および「統計学入門」は、通常の教室での講義形式の授業形態から、授業の
時間と場所に制約されないパソコン利用によるオンデマンド授業として実施している。
2010 年度（2012 年度は秋学期開講予定）「行政学」履修者数は 500 名、2011 年度「統
計学入門」履修者数は春学期・秋学期合計で 1395 名を数える。
本学部は、学生の学習動機を高め、教育効果を向上させるために 4 年間の課程の中でど
のような学修の流れが考えられるかを提示し、学生が自分に合った学修計画を立てること
を可能とするため、新入生に対しては、科目登録に先立ってカリキュラム全般についての
ガイダンスを実施している。とくに 1 年次については履修前に専任教員がカリキュラム体
系や科目の内容の説明を行い、個別相談の機会を設けている。新 2 年生に対しても 3 月中
旬にガイダンスを実施している。科目登録の際には、各学年の学生に対して在学生、専任
教員、職員による個別相談を行っている。専門演習の募集にあたっても各ゼミがガイダン
スを実施している。
各種手引きにおいては、学部要項、外国語科目履修の手引き、科目登録マニュアルなど
の中で履修計画の立て方を説明し、同時に履修モデルを紹介している。
履修相談をはじめ、学生が教員と接触する機会を確保する最も有効な手段としてオフィ
スアワーがある。本学部でも全専任教員に対してオフィスアワーを設けるよう要請してい
る。アンケート調査によるその実施状況は、その平均頻度は週 1.25 回、平均時間は 1.58
時間である。オフィスアワーは、講義要項への記載、授業や掲示、ホームページ（学部・
個人）等により周知している。
教員による指導として、本学部は、必修外国語のクラス分けをもとにしたクラス担任制
度を設けている。また、希望があれば学生担当教務主任、学生副担当が相談に応じている
ほか、修学上の問題を抱える学生（成績不振、必修科目出席不良等）に対して学生本人や
保証人と面談を実施し、問題の早期発見・解決を図っている。
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新入生については、欠席の目立つ学生およびその保証人に対して通知を行い、履修相談
を促している。2 年生以上については、学年ごとに設定している 4 年で卒業するために最低
限必要となる所定単位数を取得できない場合には、学生本人に通知を行い、履修相談を促
している。外国語のほぼすべての科目においては、再履修クラスを設置し、前学期以前に
不合格であった学生に対し、きめ細かい指導を行っている。
本学では独自に開発した LMS（Learning Management System）である“授業支援ポー
タル Waseda-net Course N@vi”（以下、Course N@vi）を 2007 年 4 月から導入し、全授
業にて資料管理、レポート提出、成績管理、アンケート実施等に活用できる体制を整えて
いるが、本学部も含めて、2012 年度時点では教員への普及段階にある。
〈３〉法学部
具体的な教育方法は、科目の内容および性質を踏まえた各教員の判断によるが、学部と
して、少人数クラスの演習や語学科目はもちろん、多数の受講者を予定する大講義につい
ても、一部の例外を除き、200 人程度の受講生となるよう同一科目の複数開講等をしている。
また、学習指導に関しては、いわゆるキャップ制を導入し、年間の最高履修単位数を 38
単位、学期ごとの最高履修単位数を 21 単位に制限することにより、十分な自習時間の確保
を前提とした無理のない学修を促している。さらに、学部として、①授業開始前は、各種
履修ガイダンスの実施（例年３月に、学部要項と履修ガイドを配布のうえ、「新入生向け
外国語ガイダンス」「新入生履修ガイダンス」「在学生向けの履修ガイダンス」を開催し、
併せて教員による個別相談を実施）、②授業期間中は、オフィス・アワー制の実施（１､２
年生からの個別相談に語学クラスの担任教員が対応）、③授業修了後は、留年者に対する
教育上の配慮措置の実施（１年春学期の語学クラスの出欠状況を調査して長期欠席者本人
および保証人に通知するとともに、単位取得僅少者には学生担当教務主任や教務担当教務
主任が面接）等の対応をとっている。
〈４〉文化構想学部
本学部の科目は、講義と演習に大別されるが、本学部の学生は文学部の講義科目を履修
することができるため、初年次の「基礎講義」よりさらに進んだ知識を多分野にわたって
身につけることが可能となる。一方演習は、学生の主体的な参加によって専門性の高い知
識を身につけるための科目で、本学部の教育の中心を構成する。また本学部では「論系ゼ
ミ」という科目の設置によって、専任教員による密度の高い学習指導を実現しようとして
いる。
演習科目の履修については、論系ゼミを履修する場合は所属する論系に設置されている
演習科目を 16 単位、卒業研究を履修する場合は同じく 24 単位を履修することとしている。
ただし後者については、学生自身が自由にテーマを定め、柔軟なカリキュラムを自身の学
習・研究に資するよう、他論系に設置されている演習科目についても所属論系の演習の扱
いとして 8 単位まで算入できる扱いとしている。演習科目は学生自身の選択制としている
が、他の科目に先駆けて登録機会を設けている。教員ごとの論文指導学生数は 20 名という
上限が設定されており、きめ細かな指導が可能な体制がとられている。また「卒業研究」
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の指導は、３年次 12 月より適宜論文執筆に向けて指導が行われる体制がとられている。
履修科目登録にあたっては、１学期 22～26 単位、年間 40～44 単位の上限が設けられて
おり、各学期の適切な科目登録数を調整している。履修科目登録に先立って新入生には科
目登録ガイダンス、２年次以上の学生には論系別科目登録オリエンテーションを実施し、
また、履修の際の参照資料として履修モデルが示されている。また、２年次の学生を対象
に「論系ゼミ」／「卒業研究」ガイダンスを行うなど、履修科目登録について細やかな指
導を行っている。
なお、教育方法として、
「基礎講義」は e-learning を利用することによって、授業時間以
外にも学生との意思疎通が図られる方法が設けられている。
現代の社会・文化状況を直接に体験し、それを自分なりに深めていく機会を提供する科
目として「フィールド実習」科目が設置されている。さらに学生の自主的な参加を促すた
めの科目として、
「ボランティア実践」科目と「専門特殊研究」を挙げることができる。
「ボ
ランティア実践」科目は、環境、福祉等、さまざまな分野で学生が行ったボランティア活
動を、学生のまとめた報告書に基づいて単位認定する科目であり、「専門特殊研究」は、高
度な原典講読や資料解読など、少人数で行う、非常に専門性の高い研究会の成果を単位認
定する科目である。これらの科目は事前に登録するのではなく、学期終了時に認定する。
〈５〉文学部
本学部・文化構想学部の科目は、講義と演習に大別されるが、本学部の学生は文化構想
学部の講義科目を履修することもできるため、初年次の「基礎講義」よりさらに進んだ知
識を多分野にわたって身につけることが可能となる。一方演習は、学生の主体的な参加に
よって専門性の高い知識を身につけるための科目で、本学部の教育の中心を構成する。
また、本学部では、「卒業論文演習」という科目の設置によって、専任教員による密度の
高い学習指導を実現しようとしている。「卒業論文」の指導では、論文指導の学生数に 20
名という上限が設けられ、指導の質を維持するよう配慮されている。また、毎年 12 月に３
年次の学生を対象に「卒業論文」仮指導が実施されることで、
「卒業論文」指導が開始され、
「卒業論文」の提出後、口述試験も実施しており、１年半をかけた「卒業論文」指導が行
われている。
履修科目登録にあたっては、１学期 22～26 単位、年間 40～44 単位の上限が設けられて
おり、各学期の適切な科目登録数を調整している。さらに、１年次の学生を対象に科目登
録ガイダンスを、２年次以上の学生を対象に各コース別に科目履修オリエンテーションを
行い、履修に関する説明や必修科目のクラス分けなどが行われている。また、学部要項に
は、各コース別の履修モデルも紹介されている。
演習科目はカリキュラム設計上、コースにより演習科目の体系、必修単位数は異なるが、
前述の通り「卒業論文演習」については各コースにおいて各教員別にクラス分けされてお
り、必ず履修することが義務付けられている。登録方法は、科目登録に先駆けて行う自動
登録、上記オリエンテーションによるガイダンス登録（学生からの登録申請内容に関する
コースでの学生振り分けも含む）、学生自身の選択制による登録のいずれかの方法を各コー
スで採用している。
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なお、教育方法として、
「基礎講義」は e-learning を利用することによって、授業時間以
外にも学生との意思疎通が図られる方法が設けられている。
また、現代の社会・文化状況を直接に体験し、それを自分なりに深めていく機会を提供
する科目として、
「フィールド実習」科目が設置されている。さらに学生の自主的な参加を
促すための科目として、「ボランティア実践」科目と「専門特殊研究」を挙げることができ
る。「ボランティア実践」科目は、環境、福祉等、さまざまな分野で学生が行ったボランテ
ィア活動を、学生のまとめた報告書に基づいて単位認定する科目であり、
「専門特殊研究」
は、高度な原典講読や資料解読など、少人数で行う、非常に専門性の高い研究会の成果を
単位認定する科目である。
〈６〉教育学部
科目の内容にしたがって授業形態（講義、演習、実験、実習等）が選択されている。講
義科目においても教員が一方的に講じるだけではなく、グループディスカッションや
Course N@vi を利用したフィードバックを組み込んだ科目も少なからず存在する（資料④
-3-18）。また多くの学科等で１年次および３、４年次に演習（ゼミ）を設置している（資料
④-3-19）。
年間履修制限単位数（卒業所定単位数が 124～128 単位の学科等は上限 40 単位、卒業所
定単位数が 134 単位の学科等は上限 44 単位）が設定されている（資料④-3-19）。
原則として１、２年次の学生に対しては、学生約 50 名に１名のクラス担任を置き、学習
や大学生活全般に関する助言や指導を行っている。３年以上の学生に対しては、原則とし
て演習（ゼミ）、卒業論文（卒業研究）の指導教員が日常的な助言を行っている（資料④-3-11）。
また、１年次の学生では必修科目で欠席の多い学生、２年次以降では修得単位数が一定の
基準に満たない学生に対しては、状況報告書提出を求め、必要に応じ学生担当教務主任等
が面談を行っている（資料 6-4-3-1）
。
〈７〉商学部
本学部では、教育目的を達成するために、
「講義」と「演習」という２つの授業形態を採
用し授業を実施している。本学部では、本学全体の方針に準拠し、１学期 15 週の授業期間
を確保し、90 分の授業を１週につき１回あるいは２回実施している。想定される自習時間
に応じて、週１回の授業を行う科目については一部の外国語科目および体育科目は１単位
を与え、それ以外の授業科目について２単位を与えている。週２回の授業を行う科目につ
いては、一部の外国語科目は２単位を与え、それ以外の授業科目について４単位を与えて
いる。
また、本学部では基準第 27 条の 2 に準拠し、学生が適切に授業科目を履修するために、
１学期間の登録・履修単位数の上限を 20 単位、年間の同単位数の上限を 40 単位に制限し
ている（資料④-3-12、p.38）。さらに、年間の修得単位数が８単位以下の学生に関しては、
学部執行部と学生委員会委員による面接を実施し、学生の学習指導を行っている。
演習形式の授業科目は、科目の形態自体が学生の主体的参加を促進するものである。ま
た講義形式の授業科目においても、受講生数に応じて、グループ討議、グループ報告等を
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取り入れることで、学生の主体的参加を促す方法が採用されている。
〈８〉基幹理工学部
本学部の教育理念に基づき、学部 1 年次は学生全員が理工学の基礎教育を一括で受講す
る独自の教育方法を採用している。数学や物理学などの自然科学系科目、理工学基礎実験
科目、情報関連科目、外国語科目、および「コンピューティングと表現」、「モデリング」
という 2 つの専門教育科目を重点的に学習する本学部の教育方法は、理工学の基礎分野に
幅広い知識を有する人材の育成に役立っている。1 年次の学習成績と本人の希望によって専
門学科を選択して進級する学科進級振り分け制度の採用により、学部基礎教育に熱心に取
り組む学生が増え、学部全体のレベルアップにつながっている。2 年次の学科進級後は、理
学系、工学系、芸術系など学科の専門カリキュラムに則り、講義のみならず、工学系や芸
術系では演習、実験、制作、製図関連科目が配置されて実践的教育を展開している。各学
科では、Course N@vi を利用したレポート、アンケートの提出による形式の授業など、多
様な形態の専門科目を配置している。1 年間の総履修単位数は 54 単位に制限され、各学科
はガイダンスによって科目履修の方法や科目選択の指導を行っている。この他に、学生の
主体的な選択による海外および国内へのインターンシップや、少人数を対象としたゼミナ
ール形式の授業、ボランティア科目など、学生が自由に選択できる複数の科目が配置され
ている。
〈９〉創造理工学部
本学部全体としては、実社会に有用な学問体系修得のために、実践に力を入れた教育方
法をとっている。特に学生の学習意欲向上、モティベーションの向上を図るため、低学年
から各専門領域の実験を重視したカリキュラム構成、すなわち、建築工学実験、メカトロ
ニクスラボ、経営システム工学入門実験、空間デザイン、地球科学実験、あるいは英語の
プレゼンテーションを取り入れた演習、インターネット環境を利用した演習などを取り入
れている。また、いくつかの学科では入学時より個人用ノートパソコンを使用した講義・
演習を設置し、専門領域と情報処理との関連を修得させている。全学科で卒業論文、卒業
計画あるいは卒業研究を必修科目とし、年間履修登録上限単位数は 54 単位としている。
また、学生の主体的な選択による海外および国内へのインターンシップや、少人数を対象
としたゼミナール形式の授業、ボランティア科目など、学生が自由に選択できる複数の科
目を設置している。
〈10〉先進理工学部
本学部では、教育目標の達成に向けた適切な授業形態（講義・演習・実験等）を採用し
ている。全学科で 1 年次に「理工学基礎実験 1」
（必修）を履修し、2 年次または 3 年次に
「理工学基礎実験 2」（必修）を履修する。また、2 年次以降に専門実験が配置され、より
専門的な知識とスキルを身につける実験教育を受ける機会を提供している。全学科で卒業
研究を必修科目とし、年間履修登録上限単位数は 54 単位としている。2014 年度または
2015 年度に履修登録上限単位数を 50 単位未満とすべく、現在カリキュラムの改訂を検討
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している。
〈11〉社会科学部
履修の中核となるゼミナール（演習）は 60 クラス以上あり、おのおの異なるテーマが設
定されている。社会科学部では、特に学科やコースなど学生の所属を特定するような区分
を設けていないため、選択するゼミナールが科目履修の中心となる。また、卒業論文は学
部としては単位化していないが、ゼミナール担当教員が指導し、その中から優秀な論文や
活動報告書から毎年「社会科学部学生論文集」が編まれ刊行されている。
特色ある方法を採用する科目としては、2009 年度カリキュラム改革で導入した実習科目
がある。社会実習科目「ソーシャル・リサーチ」などが典型的なカリキュラムである。社
会科学の「臨床科学」の側面を重視し、「学際・複合教育課程」のうちの「先進専門科目」
として開設している。調査の企画・設計から始まり、報告書の取りまとめまで、一連の流
れを体験的に学習するものである。一般社団法人社会調査協会が認定する「社会調査士」
資格取得カリキュラムにも対応しており、この資格を取得した卒業生も輩出しつつある。
2010 年より、政策提案を実習形式で行う「社会デザイン実習」も導入している。
すべての科目は担当教員の責任で行われる。科目によっては、複数教員の指導制度を導
入している。
「学際研究入門」
「社会科学総合研究」はその典型である。
本学部では、きめ細かな教育を実現するためティーチング･アシスタント制度を導入して
いる。博士後期課程の学生に教育訓練の場を提供するとともに、さらなる大学教育の充実
のために大学院生の教場への参加を推進することも目的としている。 (1)「教育補助」と(2)
「教務補助」の２種類がある。(1)「教育補助」は、担当教員とともに教育指導上の補助を
行う。原則として本学の博士後期課程正規学生とし、所定の研修または訓練を受けたうえ
で採用する。(2)「教務補助」は、質問回答、講義補足、レポート作成支援、出席調査、提
出物の整理、AV 機器操作対応、教材印刷等を行う。修士課程の学生、学部生を採用する。
〈12〉人間科学部
１年次の春学期には 20 数名の規模でクラスを構成し、必修科目である基礎演習を履修す
る。これは専任教員が担当し、大学での学習に必要となるさまざまなリテラシーを学ぶ。
同時に、担当教員はクラス担任としての機能も果たすことにより、正課・課外の両面から、
円滑な導入を支援する。
同時に、教育目標の達成に向けて、初年度からさまざまな領域の面白さに触れさせるた
めに、講義科目のみならずさまざまな領域の実験実習科目を設置している。このような科
目群を提供することで、講義によって領域の面白さを知識として習得するだけに留まらず、
さまざまな研究領域で用いられる方法論や具体的な手法、道具や装置の使い方も併せて習
得することになる。１年次から２年次にかけて、このようにさまざまな領域の専門科目群
を履修することで、自身が関心を持つ特定の分野を深く学びつつ、同時に周辺の他領域の
面白さにも触れ、自分が目指す領域をデザインしていくことを支援する。この過程で、自
分の関心領域を絞りつつも、多様性を認める態度を身につけさせることも意図している。
２年次も終わりに近づく年末から年始にかけて、３年次に選択必修で履修する演習の配
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属を行う。３年次に演習を履修すると、通常はそのまま４年次に同じ指導教員の下で卒業
研究を行うことになるため、この演習配属は、学部４年間の内の後半２年間の研究領域を
選択することになり、非常に重大な選択を行うことになる。そこで希望調査の前に約１カ
月におよぶ研究室訪問期間を設けたうえで、希望登録を行い、さらに選抜プロセスについ
ても、選外者で行う２次選抜や３次選抜での優先順位の考え方等を教員学生に周知し、公
平公正な演習配属の手続きを実現している。
３年次からは、専門科目群に加えて演習を履修する。これは専任教員１名につき、平均
で 10 名足らずの履修生で行う授業であり、一方通行の講義科目ではなく、学生間でディス
カッションを行ったり、学生が個別に実験調査をしたものを相互に発表しあったりして理
解を深めていく。さらに翌年度は最終学年として、総まとめに当たる卒業研究に着手する。
以上のとおり、教育目標の達成に向けて構成している４年間のカリキュラムを、適切に
履修していくために、年間履修登録単位数の上限を 40 単位に制限している。また、最終年
度に卒業研究を履修する際には、それまでに学んできたことの集大成という意味から、卒
業見込みの条件をクリアすることを必要条件と定めている。
〈13〉スポーツ科学部
１年次の導入教育では、英語（とりわけ少人数のチュートリアル英語の必修化による実
践的会話能力の育成）や情報処理を含めた基礎的な学習能力やコミュニケーション能力の
養成に努めるとともに、基礎科目やオープン教育センター設置科目などの教養的な学科目
を履修することを奨励し、各自の学習目標と大まかな進路について熟慮させたうえで、２
年次に７つのコースから１つを選択させる。2010 年度（１学科制導入）からは、基礎的な
学習能力やコミュニケーション能力養成を充実させるために、スポーツ教養演習を１単位
（春学期）から２単位（Ⅰ：春学期とⅡ：秋学期）とし、スポーツ科学概論をフル・オン
デマンド化し、共通テストを実施することによって学習評価を厳格化した。
また、スポーツ科学部の導入教育として特色のあるものとして「野外活動実習（夏季集
中１単位）」がある。これはスポーツ教養演習のクラスを単位としたキャンプ（テント泊、
野外炊飯）、登山の２泊３日のプログラムであり、学内では実施できない野外活動の基礎的
な知識や技能を修得するとともに、１年次の学生間、学生と教員間の交流を促すものとし
て実施されている。2012 年度からは、一定以上の英語能力（TOEIC 750 点以上）のある
学生に対する、単位免除制度を導入し、より高度な英語の授業や他の外国語の学習が可能
となるようにした。トップアスリート入試による入学者に対しては、学生アスリートとし
て競技と学業を両立させるためのサポート体制として、トップアスリート・チューター制
度を創設し、出席状況やレポート課題の提出状況等の把握と助言を行っている。
〈14〉国際教養学部
本学部では、教員と学生、または学生同士の活発なコミュニケーションを重要視してお
り、少人数でのクラス開講を基本としている。特に、クラス人数の上限 20 人程度とする演
習クラスを初年次から配置し、学生一人ひとりに対して教員の目が届くよう工夫をしてい
る。
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また、初年次に演習科目を担当した教員がアカデミックアドバイザーとして、学生の学
習面、生活面の相談に応じる体制を採っている。
アカデミックアドバイザーは、学生に相談用のメールアドレスを公開し、学生はいつで
もアドバイザーに相談することができる。また、週に２時間程度のオフィスアワーを設定
し、学生はアポイントメントなしで相談できる体制となっている。
また、英語で科目を提供している学部という特性上、他の学部と比較して学習継続に困
難をきたす学生が多い。そこで、毎学期、新入生について必修科目の出席状況を調査し、
一定回数以上欠席している学生については、アカデミックアドバイザーが面接を実施し、
今後の学習についての相談に乗っている。さらに、在学生については、学習成績を調査し、
一定の単位数を取得できていない学生を対象に、アカデミックアドバイザー、学生担当教
務主任が面接を行っている。
〈15〉大学院政治学研究科
修士課程では、学生は入学試験の際に所属したい研究領域を希望し、入学試験の際には
それに基づき選考を行う。入学後は各研究領域に所属する教員の授業を聞いたうえで自分
のメイン・アドバイザー（指導教員）を選択するため、ミスマッチを最小限に抑えること
ができる体制となっている。学生はメイン・アドバイザーの演習に参加し、修士論文作成
に関する指導を受ける。また、指導教員が在外研究のため演習を持たない場合や、学生の
研究に対する関心が変わった場合には、メイン・アドバイザーと十分に相談したうえで、
メイン・アドバイザーを変更することもできる。
修士課程の学生はまた、修士論文の作成段階で専門知識やコメントをもらい、修士論文
の質の向上を図るためにサブ・アドバイザーを選ぶことができる。学生がサブ・アドバイ
ザーを指定した場合、その教員が当該学生の修士論文審査の副査となる。この点で、メイ
ン・アドバイザーとサブ・アドバイザーの指導責任関係は明確である。
研究領域別指導体制をより充実させるために、研究領域ごとに原則として領域所属教員
全員が出席する合同研究指導会を実施している。学生が報告を行う場合、修士課程学生は
所定の研究計画書に記入し、博士後期課程学生はペーパーを準備する。合同研究指導は学
会方式を採用し、原則として当該研究領域に所属する修士課程学生および博士後期課程学
生全員が参加する。報告に対して教員がコメントをつけ、質疑応答に入る。フロアからの
発言も認める。
個別の授業科目については、各教員の創意工夫により展開されているが、最新の研究動
向をふまえた講義や、各科目において必須となる文献の紹介・講読などが中心となってい
る。2011 年度春学期に実施された学生授業アンケートにおいて、
「この授業の満足度はどの
くらいですか」という問いに対して、80 点以上と回答した学生が 74.7％、60 点～70 点以
上と回答した学生が 15.8％であり、授業内容については概ね良好であるといえる。
〈16〉大学院経済学研究科
授業をより魅力あるものにするという努力や工夫は、最終的には各教員の努力や工夫に
依存している部分が大きい。ここでは本研究科として授業をより魅力のあるものにするた
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めの努力について述べる。
①入学者に対して、ガイダンスが行われている。これは全体のガイダンスと、領域別のそ
れとの２つに分かれており、４月、９月入学者それぞれについて行われている。
②必修科目（ミクロ経済学、マクロ経済学）については、２段階の水準別編成を行ってお
り、さまざまなレベルの学生を受入れる体制が整っている。これらの科目については、
理論のみならず応用領域も含む広範な教員の参加によって運営されている。また再履修
が認められている。
③2011 年度、2012 年度以降に向けて各領域において必要な科目の見直しを行った。基礎的
な科目として開設されている専修科目と、これまで特論としてきた科目の名称を明らか
にし、学生にとって科目内容をわかりやすいものにする。
④2011 年度秋学期より試験的に経済数学 I についてのオンデマンド授業を実施している。
〈17〉大学院法学研究科
教育指導・学位論文の作成については、第１に、多彩かつ広範な授業科目を配置するこ
とによって、あらゆる領域についての研究が可能となるような配慮をしており、このカリ
キュラムの編成は、わが国でも最大規模である。学生に対する履修指導は、修士課程の学
生につき、科目登録に先立って全般的な指導を行うと同時に、修士課程・博士後期課程を
問わず、随時、研究室等において個別に研究指導、論文の作成指導を行っている。その際、
研究テーマの設定は、教員が学生に一方的に押し付けるものではなく、両者協議のうえ、
当該学生の資質・適性に適ったテーマが選択されている。第２に、修士論文・博士論文に
ついては、2004 年度から、複数の指導教授が専修単位で学生を指導する体制に移行したこ
とに伴い、特定の研究指導担任者が形式・実質の両面にわたって責任を負うと同時に、他
の主要科目担当者も実質的に学生の論文指導にあたっている。
他方、社会人については、実務経験者でなければならず（３年ないし相当の実務経験が
入学条件となる）
、指導にあたっても、一方的に教育を行うというよりは、実務経験者とし
ての社会人との連携による「共同研究」という観点に重点を置いた教育システムを構築し
ている。
また、外国人については、外国語で授業を行う教育課程を設けることはしていない。法
律学という性格上、日本語による教育に適合的な学生を対象としているためである。した
がって、修士論文の作成も日本語によっており、英語等外国語による修士論文の提出は原
則として認めていない。有効に外国人留学生に日本語を習得させるために、(1) 専門科目に
関連する入試問題、論文・レポート等は、すべて日本語で作成させることになっている。(2)
日常使用する日本語が不十分な者には、①入学後も本学の機関である日本語教育研究セン
ターでの日本語授業を併せて履修させ、そのほか、②博士後期課程学生によるチューター
制度を活用して、個別的に日本語を教えている。
〈18〉大学院文学研究科
修士課程の新入生および在学生の科目履修登録については、コース別ガイダンスを実施
し、個別に科目登録に関する指導を行っている。
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修士課程・博士後期課程の学生の論文作成については、「研究指導」の授業によって指
導を行うが、特にリサーチワークが中心となる博士後期課程については、学生は年度末に
「博士後期課程『研究経過・研究業績』報告書」を提出しなくてはならない。また、博士
後期課程では「早稲田大学学位規則の運用に関する文学研究科内規」に基づき、博士後期
課程への進学時に主たる研究指導教員と１名以上の副の研究指導教員を暫定的に定めた
後、１年次の６月末に提出される博士論文計画書に基づいて、学生自身の希望も聴取した
うえで、主たる研究指導教員と１名以上の副の研究指導教員を確定し、公表する。副の研
究指導教員は所属するコース以外の教員にも委嘱することができる。研究指導の段階から
複数の教員が関与することにより、学生は専門性を深めるとともに、多角的な視野を養う
等教育上の効果が図られている。なお、成績付与については正指導教員が責任を負う。年
度末に指導教員・副指導教員は、
「博士後期課程『研究指導』報告書」を執筆することで、
指導成果を確認する。また、３年間での博士学位取得を想定したスケジュール・モデルも
示されている。
なお、課程による博士学位を申請する者は、別に定める本研究科の独自の内規である「博
士後期課程指導要綱」に従って「研究指導」を受け、かつ、次の各号の条件を満たしてい
ることを要する。
ａ）本研究科主催による「博士論文」構想発表会において口頭発表を行っていること。
ｂ）全国的もしくは国際的な学会における１回以上の口頭発表を行っていること。
ｃ）学術雑誌（査読制が望ましい）への１篇以上の発表を行っていること。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻の修士課程の学生については、入学時のガイダンスにおいてカリキュラムおよ
び修士論文完成までのプロセス・スケジュール、修了要件等についてガイダンスを実施す
るとともに、カリキュラム・修了要件の概要を説明する文章やそれを概念図化する図表を
商学研究科要項やパンフレット、ホームページに明示し、周知を図っている。また、修士
論文の完成に向けた計画的な研究が修士課程の間に有効に行われるよう、演習および研究
指導を担当する教員が各学生の科目選択等について助言を行い、実効的な教育・学習が行
われるよう支援をしている。また、修士論文についても、主査および副査を務める教員を
修士課程１年の段階で選任し、その指導・助言の下に、修士論文の作成計画の立案と修士
論文の作成が計画的に行われる体制を整備している。
博士後期課程については、博士学位の取得に向けて、指導教員による研究指導を主体と
し、博士学位の取得に向けて指導教員によるより高度かつ先端的な研究指導が行われるこ
とで、研究の深化が図られる体制となっている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程および博士後期課程の学生は、各専攻内に設置されたいずれかの部門に所属し、
修士論文または博士論文の指導教員の研究指導を受けるとともに、研究科に設置されてい
る講義科目や演習科目を履修することができる。
修士課程の在学生は、講義科目 18 単位以上、演習科目を 12 単位以上履修した後、修士
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論文の審査に合格することが修了の条件であり、各指導教員の下で研究指導を受け、修士
論文の執筆、発表・審査を行っている。Course N@vi を利用したレポート、アンケートの
提出、少人数形式のゼミナール、実機を用いた実験・実習など各専攻、専門分野の必要性
に応じた多様な形態の専門講義科目と演習科目を配置して適切な学習指導を行っている。
学期の初めには、各専攻のガイダンスによって科目履修の方法や科目選択の指導を行って
いる。この他に、学生の主体的な選択による海外および国内へのインターンシップや、ボ
ランティア科目などが配置されている。
博士後期課程では、特に講義科目や演習科目の履修条件は設置されていないが、各研究
分野の必要性に応じて、基幹理工学研究科のみならず広く理工学術院内の学部、研究科設
置科目の履修が可能となっている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
本研究科では、空間・装置・コミュニティなどの創造および循環システム技術に関する
実践的教育と先導的研究の展開を教育研究上の理念としている。したがって、研究部門、
専門分野あるいは専攻を超えて幅広い知識・能力を身につけるために、博士前期課程に先
取り履修制度、後取り履修制度、ユニット制度を準備している。さらに、専修コースとし
て、都市計画、マクロ材料コース（博士前期課程）
、先端建築実務実習コース（博士前期・
後期課程）、体系的ロボット工学専修コース（博士後期課程）、経営技術リーダーコース（博
士前期・後期課程）を設置している。これらの制度・コースによって、早期に自己の研究
の最先端状況を理解し、他分野の基礎的な知識能力を獲得するとともに、専門分野を越え
て自己の研究と有機的に関係する教育を体系的に受けることができる体制をとっている。
博士前期・後期課程の学生は、各専攻内に設置されたいずれかの部門に所属し、修士論
文または博士論文の指導教員の研究指導を受けるとともに、専攻・研究科に設置されてい
る講義科目や演習科目を履修する。
博士前期課程の学生は、２年以上在学し、原則 30 単位以上（講義科目 18 単位以上、演
習科目 12 単位以上）を履修した後、修士論文の審査に合格することが修了の条件である。
また、理工系の他の研究科・専攻の科目を履修することも奨励しており、下表のように修
了必要単位に算入することができる。
博士後期課程では必要修得単位数はないが、博士後期課程設置科目を履修することがで
きる。また、その他の理工学術院内に設置された講義科目はその担当教員の了解のもとに
聴講できる。他研究科の講義科目についてもこれに準じている。
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〈22〉大学院先進理工学研究科
本研究科では、教育目標の達成に向けた適切な授業形態（講義・演習・実験等）を採用
している。最先端の研究を学生が学べるように研究指導、演習科目が設置されており、専
門の異なる複数の担当教員から研究指導を受けられるところにも特徴がある。
修士課程では修士論文報告会を通じて、研究指導計画に基づいて研究指導が行われてい
ることを確認している。博士後期課程学生は、博士論文の審査分科会を通じて研究指導計
画に基づいて研究指導・学位論文作成指導が行われていることを確認している。また、国
際コースの開設により大学院の講義の英語化が進んでいる。
〈23〉大学院教育学研究科
本研究科では、教育学・教育心理学等を専門とする学校教育専攻以外の各専攻でも、
「学
校教育専攻設置の選択科目」（4 単位以上）のほか、教育学・教育心理学に関するテーマ、
環境論・地域研究などの学際的テーマを扱う「共通選択科目」（4 単位以上）の履修を義務
づけるほか、各専攻の「教科教育特論」
（4 単位）の履修も必修としており、各分野の専門
的な研究能力だけでなく、教育全般に関わる専門的知識についても幅広く身につけられる
カリキュラム構成をとっている。また、多様な専門領域をもつ専攻から構成される研究科
であるため、年度の初めに全体ガイダンスのほか各専攻のガイダンスを実施し、科目履修
等に関する学生の相談に応じている。
修士課程においては、主査のほか副査の教員が修論指導に関わるほか、2012 年度からは
副担任制が導入され、学生のさまざまな学修上の相談に対応できる体制を整えている。ま
た、本研究科では、1 年制・2 年制修士課程とも現職教員を積極的に受け入れており、とく
に２年制修士課程では学生が 2 年目には現職に復帰して修論作成を行うため、夜間や土日
などを利用した現職教員に対応した指導も行っている。博士後期課程においては、2012 年
度から 3 年間での博士学位取得を想定したスケジュールモデルを研究科要項に明示してお
り、「博士論文研究経過報告書」を毎年提出させるなど、博士学位取得に向けた指導の充実
を図っている。
〈24〉大学院人間科学研究科
修士課程においては 30 単位以上の履修が修了要件として課されている。これらは大別す
ると、講義科目、演習科目、研究指導で構成される。演習科目については、研究指導担当
教員が担当する演習（合計 8 単位）を履修することは言うまでもないが、学際性を特長と
する研究科として、研究指導担当以外の教員の演習科目も当該教員の了解の上で履修する
ことを認めている。この制度と、広範な分野をカバーする講義科目を履修することで、学
生自身が関連領域を広く深く学ぶ機会を提供している。演習科目では、それぞれの分野に
応じて、教室での座学のみならず、フィールドや実験室において調査や実験等の実習を履
修する。これらのコースワークを履修しながら、各学生は日常的に研究指導担当教員から
指導を受けながら、個別に修士論文研究に取り組む。毎年、秋学期終了後に研究指導担当
教員を主査として、主査以外に最低２名の副査による公開審査会を実施し、修士論文研究
の判定を行う。
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修士課程に併設されている１年制コースでは、特に教育臨床における総合的・科学的な
視野をもった実践的方法論の習得を目指し、課題研究論文の作成を課し、通常の２年課程
と同様に 30 単位の修了単位数を設定している。主に社会人を対象として夕方以降に科目を
開講しており、１年間で確実に修了要件を満たせるように丁寧な履修ガイダンスを実施し
ている。
博士後期課程においては、研究活動に専念することになる。授業科目については必要修
了単位の規程はないが、学際性の特長を活かして、修士課程に設置されている広範な研究
分野の授業科目を履修することも可能である。
〈25〉大学院社会科学研究科
修士課程においては、先に述べた 32 単位の修得と、研究演習・研究指導における論文作
成指導に加えて、修了年度１月の修士論文最終提出と審査に向けて、提出予定前年度２月
に修士論文提出予定届の提出、提出予定年度４月に研究計画書の提出、同 10 月に公開研究
発表会での報告が義務づけられている。研究演習と研究指導は学生が所属する研究指導の
担当教員が行い、この教員が修士論文審査の際の主査となる。他に２人の教員（原則とし
て本研究科専任教員）が副査となる。修士課程における履修単位数に制限は設けていない
が、研究科要項では標準的な履修単位数の目安（１年次に演習４単位＋講義科目 16〜20 単
位、２年次に演習４単位＋講義科目４〜８単位）を提示している。
博士後期課程においては、学生が所属する研究指導の担当教員が将来の博士学位論文審
査時の主査として論文作成指導にあたるほか、１年次秋に決まる副指導教員１名も中間報
告会等の機会に必要に応じて随時指導を実施する。博士学位論文提出までのプロセスにつ
いても、第４章（成果）現状の説明（２）で述べる標準的スケジュールが明示・公開され
ており、そこには中間報告会での報告（および教授会での当該報告内容の承認）が組み込
まれている。
なお、2005 年度から昼夜開講制に移行したこともあって、海外からの留学生が増加して
おり、2011 年度現在では修士課程在学生の半分を海外からの留学生が占めている。これに
ともない研究上必要な語学上の指導等を補うために、外国人留学生のうち指導教員が必要
と認めた者を対象に、ティーチング・アシスタントの一環として 2007 年度より「留学生チ
ューター制度」を立ち上げ、運営している。
「院生・教員合同セミナー」や院生主導によるシンポジウムも不定期に開催され、研究
交流を促す役割が期待されている。
さらに、東京大学大学院・京都大学大学院・慶應義塾大学大学院との間での学生交流協
定に基づき、博士後期課程の研究指導を中心とした学生の派遣・受け入れを行っているが、
本研究科からの派遣実績は、2010 年度に修士課程１名（慶應義塾大学大学院）、2011 年度
に修士課程１名博士後期課程１名（いずれも東京大学大学院）である。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
すべての学生はいずれかの「プロジェクト研究」というゼミに所属する。修士課程では
コースワークが必要なため、指導教員が入学直後に個別にガイダンスを実施し、研究指導
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計画を立てる。ゼミでは、研究指導ならびに学位論文作成のための指導を受ける。修了の
半年前に「修士論文計画書」を提出し、修士論文を提出するまで個別に論文指導を受ける。
博士後期課程では入学６カ月後に論文指導委員会を設立し、複数の教員によって専門的指
導を受ける。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
修士課程の授業科目には、基礎科目、専門科目、実習、プロジェクト研究Ⅰ、テーマ研
究を設定している。それぞれの内容と特徴は以下のようである。
基礎科目は、各専門分野の基礎知識の習得を目的とする。プロジェクト研究コースでは
６単位、学際研究コースでは 16 単位（2012 年度より 22 単位）、キャリアデベロップメン
トコースでは 12 単位を取得することが求められる。
専門科目は、より高度な専門知識の習得および応用能力の錬成を目的とする。プロジェ
クト研究コースでは 6 単位、学際研究コースでは 16 単位（2012 年度より 22 単位）、キャ
リアデベロップメントコースでは 22 単位を取得することが求められる。
実習は、プロジェクト研究Ⅰの遂行に必要となる実務的知識や経験を習得するために設
定する。プロジェクト研究コース所属者は 1 科目 2 単位を取得することが求められる。
プロジェクト研究Ⅰは、プロジェクト研究コースに設置されており、指導教員の指導の
下に、特定のテーマを設定して研究活動を行い、修士論文作成をもって研究成果の発表を
行うことを目的とする。プロジェクト研究Ⅰは A、B、C、D に分かれており、A 及び B は
選択したプロジェクト研究に関するテーマを設定して調査・研究を行うもので、C および D
は修士論文作成を目的としている。これにより専門的な知識、および技術の習得を図る。
プロジェクト研究ⅠA、B、C、D はそれぞれ４単位となっている。プロジェクト研究Ⅰは、
原則として、A、B、C、D を通して同一の指導教員により行われる。ただし、学生の変更
要望および学生の研究テーマの複合性を鑑み、研究教育上の観点から指導教員を変更、ま
たは、複数の指導教員で指導することもありうる。このような指導教員に関する件は、本
研究科委員会にて議論して判断される。各学生を担当する指導教員は、研究計画の立案を
指導するとともに、先行研究のガイダンスや研究に必須となる資料検索および収集・分析
作業等専門的なトレーニングを随時実施し、論文作成までの一貫した指導を行う。なお、
第 2 年度のプロジェクト研究ⅠC の着手にあたっては着手判定を行い、これに合格した学
生のみが着手できることとしている。
学際研究コースに設置されているテーマ研究は、半期単位で研究テーマを設定し、調査・
研究およびレポート作成を行うことを目的とする。なお、テーマ研究は指導教員が指導を
行う主選択分野と、指導教員以外が指導を行う副選択分野の 2 つの分野で別々に行わなけ
ればならず、これにより学際的な幅広い知識と技術の習得を行うことを目的とする。2 つの
テーマ研究はそれぞれ 4 単位であり、副選択分野のテーマ研究を最初に行うことになって
いる。その後、主選択分野のテーマ研究の着手にあたっては着手判定を行い、これに合格
した学生のみが着手できることとしている。なお、指導を担当する主選択および副選択の
教員は、研究テーマの設定、調査・研究の進め方、レポート作成について広範的な指導を
行う。なお、カリキュラムの変更により 2012 年度入学生からのテーマ研究は、研究テーマ
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設定、調査・研究、レポート作成を 1 年間かけて行うものに改められた。これは授業科目
による幅広い知識習得に、より重点を置くために行った改革である。
キャリアデベロップメントコースに設置されているテーマ研究は、指導教員の下で設定
されたテーマの研究を行い、専門分野における知識と技術の向上を図ることを目的とする。
以上の各科目は日本語または英語で提供しており、世界各国から集まる学生に対しての
配慮とともに、グローバルスタンダードな研究教育を展開している。
また、授業の実施方法については、通常の対面型の授業を行うほか、情報通信ネットワ
ークを活用して、内外の国際的に活躍する教員の参加によるオムニバス形式の授業を行う
努力を行っている。その一方で、幅広い専門的な知識の習得のために、必要に応じて他研
究科の授業を受講し単位が取得できるように配慮している。
プロジェクト研究Ⅰとテーマ研究においては、国際情報通信研究センターにおける受託
研究や自主研究等の研究プロジェクトへの参加が可能であり、これを通して学生を指導し
ている。このような実際の研究プロジェクトへの参加は、実務的な問題解決と、専門能力・
研究能力の養成に有効であり、当研究科における研究教育の大きな特徴となっている。
一方、博士後期課程では、修得すべき単位数は設けないが、指導教員の了解の下、本研
究科の設置科目および他研究科の授業科目も受講できることとしている。
このような博士後期課程の主要な教育対象としては、修士の学位を有し当該分野の専門
能力が高く研究業績のある者、学部卒業後当該分野の専門能力が十分高いと認められる実
社会での実務経験を有する者、内外の研究機関や大学等で研究実績があり本研究科の修士
と同等以上の学力があり当該分野の専門能力が十分高いと認められる研究業績のある者、
などが挙げられる。対象学生の就学目的としては、グローバルスタンダードに基づく高度
な専門能力と創造性豊かな研究能力の修得による学位の取得、各種研究組織や大学等にお
ける教育・研究者や教職志望等、多様であり、研究教育の質を維持しつつも、このような
多様な要請に応えられるような研究教育を行うこととしている。
修士課程から博士課程に直接進学できるのは、原則、プロジェクト研究コースの修士学
生だけである。博士課程では、修士課程までに終えた研究をさらに発展させることを基本
とし、より自由な研究活動が行えるように配慮がなされている(資料④-3-14、資料 27-4-3-1)。
〈28〉大学院日本語教育研究科
本研究科の理念・目的を達成するためのカリキュラムの特色として、①研究指導・演習
により、日本語教育学の研究を行い、②理論研究により、理論的な知識を幅広く学び、③
実践研究により、日本語教育の実践的な研究を主に日本語教育研究センターでの教育実習
を通じて行う、といった理論と実践が真の意味で連動していることが挙げられる。2011 年
現在、13 名の演習担当専任教員により、①②③の一貫した指導が行われるとともに、日本
語教育学の専門家としての非常勤講師により、②の指導が学期を通じて、または集中講義
の形式で行われている。
履修プロセスについては、研究科ホームページを通じて広く公開し、また、授業内容の
シラバスについても、大学ホームページに公開、さらに各教員は独自にホームページを開
設し、講座内容・教育効果等を掲載することで、各自の取り組みの共有を図っている（資
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料④-3-7）。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
研究指導は、教員と学生室とを廊下で挟んだ対面配置とすることによって、日常的にこ
まめな指導を行えるようにしている。また、研究遂行に必要な演習および特論を必修科目
として、各研究室の専門内容に応じた指導を実施している。
また、研究指導にあたり、修士課程にあっては指導教員を主査、ほかに２人の教員を副
査とした中間発表会を修了半年前に実施し、研究到達度が低い学生には警告を行うことに
している。博士後期課程にあっては、教員と学生が一体となった研究推進が行われている。
なお本研究科では、学生が研究室を移動できる研究室変更制度を導入している。
研究室の配属人数については、修士課程学生の研究室への配属者数上限を各年度８人（春
学期、秋学期の合計）とし、過剰な学生を所属させて指導レベルが低下することを防止し
ている。また、各教員は配属希望者３人以上を受け入れることが義務づけられている。博
士課程学生の研究室への配属数は制限を設けていないが、１研究室あたり平均５人程度で
ある（資料 29-4-3-1）。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
各科目の教育方法や学習指導は基本的には各教員に任されているが、最先端の研究・教
育環境の下、少人数制のゼミ・講義による綿密な研究指導を実施している。スポーツ医科
学研究領域、身体運動科学研究領域やコーチング科学研究領域などの自然科学的な分野に
おいては、他大学では基本的に医学部しか所有していない最新の MRI 装置や実験装置を駆
使して研究指導が行われている。またスポーツ文化研究領域とスポーツビジネス研究領域
の人文社会科学的な分野においては、プロスポーツなどトップスポーツや地域スポーツの
実践現場との緊密な連携によって、社会的な課題解決の要請に応えることを志向した研究
指導が行われている。また、2009 年度より採択されたグローバル COE プログラムにより、
複数指導教員によるプログラム研究指導の実施や英語のみによる博士後期課程の指導体制
が開始されている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科では、深刻化する環境・エネルギー問題の解決に向け、理工学あるいは社会・
人文科学的な解析・設計手法の駆使や学問領域統合型アプローチによる実践的・戦略的な
活動のできる能力を養うとともに、当該分野に高い見識を持ち、かつまた市民感覚を理解
し、国際的視点で対処できる人材の育成を目指している。これを達成するために、先駆的
研究活動を通した OJT を行うための研究指導、個別演習、修士２年演習、そして現場・現
物・現実主義を習得するための修士１年演習、さらには学問統合型アプローチを行ううえ
で不足した知識・知恵の補完を行う環境プランニング論、などを主要な教育コンテンツと
している。演習については、視察・討論・発表プログラム等を主とする構成となっており、
さらには循環型経済社会を体感するための農業体験等も含めることで、学生にとって魅力
的なものとなるよう配慮し、彼らの主体的参加を促す効果を高めている。
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（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。
〈１〉大学全体
本学では、FD 推進委員会においてシラバスの検討を行い、授業の目的、到達目標、授業
内容・方法、年間の授業計画、参考文献等を明示した全学統一のシラバスの書式を定めて
いる。2012 年度より、シラバスシステムを Course N@vi に統合することで実際の授業展開
との連携を可能にした。
また、前期と後期に学生授業アンケートを全学で実施している。アンケートでは、学生
に対してシラバスに基づいて授業が行われているかについても質問項目に含め、学生の意
見を授業に取り入れることができるよう配慮している。
〈２〉政治経済学部
本学部では、毎年度の初めに春学期・秋学期の講義要項（シラバス）を作成し、学部
学生全員に配布およびホームページでの公開を行っている。2012 年度より、シラバスは学
内で導入する授業支援システム（LMS）との連動が開始し、授業開始後には各教員がシラ
バスを授業回ごとに詳細化・講義資料や課題の周知・共有を行える体制が整っている。
教員に対するアンケート調査では、各自の授業が「ほぼ完全にシラバスに沿っている」
者が 56 名（78.9％）、「ある程度沿っている」者が 15 名（21.1％）と、計 94.7％の専任教
員が授業を計画的に進めていると回答している。
また、各学期に学生に対して実施している授業アンケートでは「シラバスと授業内容が
対応していましたか」という設問に対して「そう思う」
（1970 件 54.5%）、
「ややそう思う」
（1343 件 37.2%）と、計 91.7%の学生からシラバスに基づいて授業が行われていると評価
されている。
〈３〉法学部
シラバスは、全学の方針に従い、全 15 回分、各回の授業内容を明確に記載した①授業概
要のほか、②授業の到達目標、③授業計画、④成績評価、⑤授業の評価方法等の項目を掲
載し、科目を履修するうえで参考となる情報を事前に広く公開している。学期途中にシラ
バスは変更できないよう設定しており、教員に公表済みのシラバスに従って授業を実施す
ることを求めている。これに著しく反する事態が判明した場合は、教務担当教務主任が事
情を調査し、必要に応じて当該教員に改善を求めることにしている。
〈４〉文化構想学部
すべての科目は、毎年度、授業担当者により作成されるシラバスに基づいて行われる。
シラバスは、授業概要、授業の到達目標、15 回の授業計画、教科書・参考文献、成績評価
方法の各項からなる。各コースの運営主任は、校正作業の一環として所管科目の全シラバ
スの確認を行う。
授業内容・方法とシラバスの整合性に関しては、毎学期末に「ゼミ論文」・「卒業研究」
を除くすべての科目を対象に実施している「学生授業アンケート」で、シラバスと授業内
容が対応しているか、シラバスから想定された難易度と合っているかについての設問を掲
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げ、検証の材料としている。
〈５〉文学部
すべての科目は、毎年度、授業担当者により作成されるシラバスに基づいて行われる。
シラバスは、授業概要、授業の到達目標、15 回の授業計画、教科書・参考文献、成績評価
方法の各項からなる。各コースの運営主任は、校正作業の一環として所管科目の全シラバ
スの確認を行う。授業内容・方法とシラバスの整合性に関しては、毎学期末に「卒業論文」
を除くすべての科目を対象に実施している「学生授業アンケート」で、シラバスと授業内
容が対応しているか、シラバスから想定された難易度と合っているかについての設問を掲
げ、検証の材料としている。
〈６〉教育学部
本学部設置全科目について全学共通フォーマットによるシラバスを作成しており、授業
は原則としてシラバスに基づいて実施されている。2011 年度前期の学生授業アンケートの
設問「シラバスと授業内容が対応していましたか」
（回答方法

４：そう思う、３：ややそ

う思う、２：あまりそう思わない、１：そう思わない）の本学部設置科目の平均は 3.5 であ
った（資料 6-4-3-2）。
〈７〉商学部
本学部では、本学全体の方針に沿って、各授業科目について「授業の目的」「到達目標」
「授業内容・方法」
「成績評価方法・基準」が講義要項に記載されている。講義要項は、学
生の科目登録前にホームページ上で公開されるとともに冊子でも配布している。
〈８〉基幹理工学部
すべての科目に関してシラバスの体裁や記載方法は統一され、授業の目的、毎回の授業
内容・授業計画、成績評価方法、テキストや参考書など詳細な内容が公開されている。学
生の理解度や履修状況に応じて、授業内容を修正する柔軟な運用も行われ、その実績は次
年度のシラバスへと反映されている。これらの項目や内容の検証は、学生による授業評価
アンケート結果を基に各学科のカリキュラム検討委員会等で議論されている。
〈９〉創造理工学部
各科目のシラバスはホームページで公開されており、さらに講義・実験等開始時に各教
員から詳細な説明を行っている。講義の進捗状況によっては、教育効果を高めるために、
シラバスの内容が拡大されるなどの変更は生じる。
〈10〉先進理工学部
シラバスは理工学術院ホームページに掲載され、学生が容易に閲覧できるようになって
いる。シラバスには、「授業の到達目標」、「授業計画」、「成績評価方法」などが明示され、
授業はこのシラバスに基づいて実施されている。また、CourseN@vi にもシラバスが掲載さ

319

第４章－（３） 教育内容・方法・成果
教育方法———１. 現状の説明

れ、CourseN@vi を活用した授業や成績評価も進んでいる。
〈11〉社会科学部
原則としてすべての開設科目について、授業の到達目標や成績評価基準、および半期 15
回分の授業計画等を記載したシラバスを作成・公表しており、各科目担当教員は自らの作
成したシラバスに沿って授業を展開するよう求められている。
〈12〉人間科学部
シラバスには科目ごとに、科目区分、授業概要、到達目標、毎回の授業計画、成績評価
方法等が明記されており、学生はその情報に基づいて科目履修の選択が行える。印刷物と
しては講義要項が新入生にのみ配布されるが、2 年生以上もホームページ上で閲覧が可能で
ある。ただし、シラバスの内容どおりに授業が実施されているかについては調査されてい
ない。
〈13〉スポーツ科学部
授業の目的、到達目標、授業内容・方法、年間の授業計画等を明らかにしたシラバスを、
統一した書式を用いて作成し、それに基づく授業を展開している。また本学部では、演習
ⅠからⅣについて、独自の要項（冊子）を作成し、学生のゼミの選択の際の参考資料とし
ている。
〈14〉国際教養学部
本学部では、全科目について①授業概要、②授業の到達目標、③授業計画（進め方、日
程、順序）、④成績評価方法を記載したシラバスを作成し、ホームページで公開するととも
に紙媒体の冊子を作成し、学生に配布している。
また、学生には授業期間終了直前に授業評価を実施してもらい、その質問項目の中で、
授業がシラバスに基づいて行われているかを確認している。
〈15〉大学院政治学研究科
本研究科においては、開講中のすべての科目について本学ホームページのシラバスシス
テムにおいてシラバスを公開しており、授業はこれに基づいて展開されている。また教員
の大部分が、さらに詳細なシラバスを用意して学生に配布し、達成目標や授業の目的を明
示している。大学院の授業は、学生の知的関心のあり方を見つめつつ行われるものである
以上、シラバスからの発展的逸脱をかたくなに阻止すべきものではないが、学生授業アン
ケート 2011 年度春学期の集計結果において、
「シラバスと授業内容が一致していましたか」
という質問に対して、96.5％の学生が肯定的な回答を行っている（76.7％が「そう思う」、
19.8％が「ややそう思う」と回答）
。
〈16〉大学院経済学研究科
本研究科では、全科目において、本学のシラバスシステム（Web）上でシラバスを公開

320

第４章－（３）

教育内容・方法・成果
教育方法———１. 現状の説明

している。シラバスには授業概要・授業の到達目標・授業計画・教科書・参考文献・成績
評価方法の公開が必須となっている。
〈17〉大学院法学研究科
シラバスは、2009 年度より、全学の方針に従い、①授業概要、②授業の到達目標、③授
業計画、④成績評価、⑤授業の評価方法の項目に分けて、詳細に記入することとなってお
り、担当教員間に多少のばらつきが見られるものの、相当に詳細なものが作成されている。
〈18〉大学院文学研究科
教職員と学生を対象としてホームページにシラバスを掲載し、講義科目、演習科目、「研
究指導」ごとの内容が明記され成績評価の方法なども明示している。同時に各科目の年間
の授業計画、授業内容、修得すべき単位数が明示されている。また、授業に関する学生か
らの質問や教員からのレポート指示などのために BBS 機能が盛り込まれ、学生と教員のコ
ミュニケーションが図られ、一方通行にならないように工夫している。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻の提供する授業のうちシラバスに基づいて展開すべきは、主として修士課程に
設置されている科目である。現状の説明（１）で述べたとおり、修士課程設置の各科目は、
修士課程の学生が修士論文の作成に向けて、商学研究のための共通基盤を涵養し、専攻分
野の研究を深化・発展させるために設置されている。本専攻の科目は、こうした観点から、
シラバスに具体的な内容、達成目標等が明記され、基本的にはこれに沿って展開されてい
る。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
すべての科目に関してシラバスの体裁や記載方法は統一され、授業の目的、毎回の授業
内容・授業計画、成績評価方法、テキストや参考書など詳細な内容が公開されている。学
生の理解度や履修状況に応じて、授業内容を修正する柔軟な運用も行われ、その実績は次
年度のシラバスへと反映されている。これらの項目や内容の検証は、学生による授業評価
アンケート結果を基に各専攻のカリキュラム検討委員会等で議論されている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
各科目のシラバスは理工学術院ホームページで公開されており、CourseN@vi でもアクセ
スできる。シラバスには、授業の到達目標、授業計画（各回の内容）
、成績評価方法などが
明示されており、さらに講義・実験等開始時に各教員から詳細な説明を行っている。講義
の進捗状況によっては、教育効果を高めるために、シラバスの内容が拡大されるなどの変
更は生じる。
〈22〉大学院先進理工学研究科
シラバスは理工学術院ホームページならびに CouseN@vi に掲載され、学生が容易に閲覧
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できるようになっている。シラバスには、
「授業の到達目標」、
「授業計画」、
「成績評価方法」
などが明示され、授業はこのシラバスに基づいて実施されている。CourseN@vi を活用した
授業が進んでいる。
〈23〉大学院教育学研究科
シラバスは、研究科要項および研究科ホームページに、「授業概要」、「授業の到達目標」、
「教科書」、
「レポート割合・レポート内容」、「平常評定割合・平常評定内容」、
「参考文献」
とともに掲載されている。各教員はできるだけシラバスに即して授業を実施するように努
力しているが、必要が生じた場合には若干の修正のうえ授業を実施している。
〈24〉大学院人間科学研究科
研究科要項ならびにホームページで、全科目に関してシラバスが公開されており、科目
ごとに、科目区分、授業概要、到達目標、毎回の授業計画、成績評価方法等が明記されて
おり、履修を検討する学生はその公開された情報に基づいて科目選択が可能となる。科目
を担当する各教員は、自分自身で執筆したこのシラバスに基づいて原則的には授業を展開
している。
〈25〉大学院社会科学研究科
原則として、研究指導を除くすべての開設科目について、授業の到達目標や成績評価基
準、および半期 15 回分の授業計画等を記載したシラバスを作成・公表しており、各科目担
当教員は自らの作成したシラバスに沿って授業を展開するよう求めている。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
すべての科目においてシラバス作成が義務づけられており、授業概要、授業の到達目標、
授業計画、教科書、参考文献、成績評価方法、備考の７項目を統一フォーマットにて記述
することを必須としている。シラバスは、インターネットを通じて公開しており、学生は
自宅にいながらにしてアクセスできる。授業の初回にもシラバスを使って、履修する学生
に細かい情報を提供している。すべての講義科目に関しては学生による授業評価を実施し
ており、シラバスどおりに授業が行われたかどうかについても検証は可能である。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
2011 年度前期に実施した学生授業アンケートの本研究科全体での集計結果によれば、
「シ
ラバスと授業内容が対応していましたか」という問に対して、77.6%の学生が「そう思う」、
20.3%の学生が「ややそう思う」と答えており、97.9%の学生がシラバスと授業内容が対応
していると感じているという結果が出ている。
本研究科では、シラバスの適切性には、各担当教員がその責任を負っており、各授業科
目についてのこのアンケート結果は担当教員に知らされている。シラバスは、毎年、年度
の終わりに見直すこととしており、各担当教員は、その時期に自分のシラバスを最新のも
のに変更する機会を得ている。(資料 27-4-3-4、資料 27-4-3-5)
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〈28〉大学院日本語教育研究科
シラバスを毎期公開し、学生による授業評価の実施およびその公表と担当者への還元等
を通じて、絶えず実施状況を点検・改善する体制ができている。なお、全教員は、それぞ
れホームページを開設し、具体的な教育方針や研究内容等を明示している。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
入学時に 235 ページ（A4 判）の講義要項の冊子を全入学生に配付している。留学生への
対応として、全科目のシラバスを日本語と英語で示している。また、シラバスの内容は、
科目コード、講義科目名、開催学期、担当教員、開催曜日・時限、単位数、使用言語、講
義内容、授業計画、教科書、参考文献、評価方法、備考、関連する URL となっている。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
授業の目的、到達目標、授業計画、教科書、参考文献、成績評価方法、レポート、平常
点評価等を明らかにしたシラバスを、統一した書式を用いて作成し、研究科の要項や学内
ネットワーク上に公開したシラバスに基づいて授業を展開している。 学生は、ホームペー
ジからあらかじめこれを把握できる。また演習（ゼミ）については、シラバス以外に、教
員の写真や抱負等を加えた、学生が選択するための要項を作成し、学生に提供している。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科では、授業概要・授業の到達目標・授業計画・教科書・参考文献・成績評価方
法・レポート・平常点評価、などで構成される統一書式のシラバスを全教員が作成し、こ
れに沿って講義が進められている。学生は、ホームページよりあらかじめこれを知ること
ができる。
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（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。
〈１〉大学全体
本学では、厳格な成績評価を行うために科目ごとの評価方法や評価基準をシラバスに明
示するとともに、2010 年度入学生より GPA の算出方法を統一した。なお、各学部・研究
科の成績分布は FD 推進委員会で報告している。また、成績評価基準の統一は、今後の課題
として認識している。
また、本学学則および本学大学院学則において単位について定めるとともに、毎年度の
大学の授業カレンダーを定める際は、授業期間を 16 週確保し、その中で 15 回の授業が行
えるようにしている（資料④-3-1、資料④-3-10）。また、やむを得ず休講した場合は、①科
目開講箇所が指定する補講期間に補講を実施する、②授業支援システムである Course
N@vi を利用して休講を補完する、③科目開講箇所と調整のうえ、補講期間外に代替授業を
実施する、のいずれかの対応をとるよう担当教員に説明することとしている。補講率につ
いては、調査結果を教務担当教務主任会で報告している。
なお、既修得単位の認定については、大学設置基準および大学院設置基準に準拠して学
則および大学院学則を定め、各学部・研究科等において適切に運用している。
〈２〉政治経済学部
本学部は、卒業算入単位として登録できる年間の上限単位数を、学年に関係なく 40 単位
とし、合わせて厳格な成績評価を行っている。
成績評価においては、2004 年度から、外国語、演習科目等の少人数科目を除き相対評価
を導入している。成績評価の割合は、原則として、A+（100～90 点）は 10%以内、A+およ
び A（89～80 点）は 30%程度、A+、A および B（79～70 点）は 70%程度、C（69～60 点）
と F（59 点～45 点。不合格）
、G（44 点以下。不合格）は 30%程度としている。そのうえ
で 30 名以上の受講者を有する科目については、成績評価割合を本学部のホームページ上に
掲載している。なお、教育効果の向上を目指して、試験問題と解答例の一部およびレポー
トの課題もホームページ上に掲載している。
学生の学習意欲を刺激するための仕組みの１つとして、本学部は各学年の総合成績の上
位 3 名に対して学部長奨励賞を授与し、次年度の入学式において顕彰している。
本学部は、学生の海外留学を積極的に奨励しており、海外の高等教育機関等、本学部以
外で取得した単位について、適切な手法により単位の認定を行っている。留学は 1 学期相
当(15 週間)以上の期間を他大学(同志社大学への国内留学を含む)に在籍し、そこで週 12 時
間(本学部での 1 学期講義科目 16 単位履修に相当する時間)以上の学修を行うものとし、取
得した単位については、専任教員で組織される単位認定委員会が単位認定面接を行い、卒
業必要単位として認定する。認定基準としては、①大学ないしそれに相当する高等教育機
関での取得単位のみを認定する、②学習内容をシラバス・教科書・ノート・レポート・試
験等の資料に基づき確認し、その科目が本学部のカリキュラムの中に位置づけることがで
きるかを判定し、卒業単位として認定する、③本学部での単位計算方法に準じて学習時間
を単位数に換算し認定する、の３つが挙げられる。留学の単位認定は、学部にとって大き
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な手間はかかるものの、学生の留学先での学修を最大限に評価し、内容的にも本学部での
学修との同等性を十分に確保する制度となっている。
本学部は、1 年次終了の他学部学生を対象として転部試験を実施しているが、合格して転
部してきた学生については、元の学部における取得単位を留学の場合に準じて認定してい
る。
〈３〉法学部
本学部では、現在、登録した授業科目につき、出席時間数が３分の２以上の者について、
試験、レポート、授業時間内の小テスト、報告発表等を総合して成績が評価されている。
成績評価は、シラバスに記載した評価の基準と方法により判定されることになっており、
素点に応じて A+（素点 100 点～90 点）、A（89～80 点）、B（79 点～70 点）、C（69 点
～60 点）、F（59 点～0 点）、G（試験要件不充足）、H（試験欠席）と成績評価を表記し
ている。成績評価の割合は、演習等の少人数のクラスを除き、講義科目では A+が約 10％、
A が約 20％、B が約 40％、C、F、G、H が合計で 30％程度を目安にすることが 2006 年
７月教授会決定として承認され、概ねこれに沿った成績評価が実際になされている（資料
3-4-3-1）。
〈４〉文化構想学部
成績評価は、P（合格）・Q（不合格）方式で評価する一部の科目（「基礎講義」など学習
成果を評価して単位を授与することが適当と認められる科目）を除き、A+・A・B・C・F・
G・H で評価している。それぞれの評点の意味と基準については、学部要項の「各種試験お
よび成績」に詳しく明示している。また、各科目における判定の方法については、それぞ
れのシラバスの「成績評価方法」項に、「試験・レポート・平常点評価・その他」の各割合
を％で表記するか、文章で具体的に記すことで周知を図っている。
A+～C の各評点の配分については、論系への進級に際して GPA が判定材料となる１年次
の基礎科目に関しては、統一的な配分比率が適用されている。
また、成績が不合格評価であった場合に、学生から担当教員へ評価理由を照会できる制
度を設けている。事務所の成績担当者および教務主任はその内容と過程を把握し、成績評
価・単位認定の適切性の確認を行っている。
単位の認定については、大学規約に基づき、入学前単位認定、高校生科目の認定、留学
先での取得単位の認定（36 単位まで）を行っており、他箇所科目の卒業単位算入も 36 単
位を上限として認めている。なお、以上の単位認定はすべて合わせて 60 単位まで認められ
るものとしている。
〈５〉文学部
成績評価は、P（合格）・Q（不合格）方式で評価する一部の科目（「基礎講義」など学修
成果を評価して単位を授与することが適当と認められる科目）を除き、A+・A・B・C・F・
G・H で評価している。それぞれの評点の意味と基準については、学部要項の「各種試験お
よび成績」に詳しく明示している。また、各科目における判定の方法については、それぞ
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れのシラバスの「成績評価方法」項に、「試験・レポート・平常点評価・その他」の各割合
を％で表記するか、文章で具体的に記すことで周知を図っている。
A+～C の各評点の配分については、コースへの進級に際して GPA が判定材料となる１年
次の基礎科目に関しては、統一的な配分比率が適用されている。
また、成績が不合格評価であった場合に、学生から担当教員へ評価理由を照会できる制
度を設けている。事務所の成績担当者および教務主任はその内容と過程を把握し、成績評
価・単位認定の適切性の確認を行っている。
単位の認定については、大学規約に基づき、入学前単位認定、高校生科目の認定、留学
先での取得単位の認定（36 単位まで）を行っており、他箇所科目の卒業単位算入も 36 単
位を上限として認めている。なお、以上の単位認定はすべて合わせて 60 単位まで認めら
れるものとしている。
〈６〉教育学部
成績評価の方法等はシラバスの［成績評価方法］に明示されており、それに基づいて成
績評価がなされている。
「成績評価・試験等に関する細則」に基づき、A+（100 点～90 点）、
A（89 点～80 点）、B（79 点～70 点）、C（69 点～60 点）、F（59 点～1 点）
、G（0 点）の
６区分で評価している。また A+と A 評価の人数は評価対象者の３分の１以内とすることが
望ましいとしている（資料 6-4-3-3）
。
学士入学者、海外留学者等の既修得単位認定は当該科目についてのシラバス、授業内容、
学習時間等を確認のうえ、慎重に行い、教授会での報告事項としている。
〈７〉商学部
本学部の成績表記は上位から「A+、A、B、C」までが合格で「G」が不可である。本学
部では従来から、履修者数が 20 名を下回る科目、演習科目および外国語科目以外の授業科
目については、科目ごとの成績分布について基準を設定し（
「A+：上位 10％以内」
「A：A+
に次ぐ上位 20％以内」「B：A に次ぐ 50％以内」「C：B に次ぐ者」）、科目担当教員に周知
し、その徹底を図っている。これにより、厳格な成績評価を実施している。
また本学部では、転部入学者、編入学者、学士入学者の入学に際して、本人の申請を学
部教務が確認したうえで、既修得単位として認めている。また、高等学校在学中に特別聴
講学生として本学部の科目を履修し修得した単位についても、本人の希望により 10 単位を
上限として卒業に必要な単位として申請することができる（資料④-3-12、p.23）。
さらに、交換留学その他の方法で海外留学した場合に修得した科目の単位についても、
本人が申請し教務が適切と判断した場合には、半期留学の場合 20 単位、１年留学の場合 40
単位、１年以上の留学の場合 60 単位を上限として、卒業必要単位に参入することができる
（資料④-3-12、p.23）。海外留学中の単位認定に関しては、単位認定の実績がない大学に留
学した場合には、成績証明書だけでなく、テキスト、返却されたレポート等も提出させた
うえで面接を実施し、単位認定を行っている。
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〈８〉基幹理工学部
A+、A、B、C、F の基準を学部要項に明記し、各科目のシラバスに記載した成績評価方
法・基準に沿って成績の評価が行われている。A+、A、B、C には単位を認定している。既
習得単位認定は、1 年次入学者、転部・転科者、学士入学者、国際コース所属者、留学から
の帰国者など、各々の場合に分けて各学科で審議・提案され、その内容は部科主任会およ
び学部運営委員会で審議されており、適切に実施されている。
〈９〉創造理工学部
成績表記は A+、A、B、C、F をもって表示している。シラバス上に、試験、出席、レポ
ートなどの成績評価方法とそれらの基準が示されており、それに則って成績評価・単位認
定が行われている。Ａ＋からＣまでの成績の場合、所定の単位として認定される。JABEE
（日本技術者教育認定機構）認定を受けている学科は、レポート管理、成績分布など、JABEE
の基準に沿って行われている。
〈10〉先進理工学部
成績表記は A+、A、B、C、F をもって表示している。単位認定と成績評価は学部要項に
明示し、シラバスに記載した各科目の評価方法と評価基準に沿って成績評価を行い、A+～
C を合格とし、合格者に所定の単位を認定している。また、学部運営委員会において成績
分布を内部資料として照会し、厳格な成績評価の１つの参考指標としている。
〈11〉社会科学部
本学部における成績評価および GPA の基準と表記は社会科学部要項（資料④-3-13）２２
頁から２３頁のとおりである。この基準に則りつつ、具体的には、シラバス記載の到達目
標や成績評価基準に沿いながら、各科目担当教員の権限と責任において成績評価と単位認
定を行っている。GPA は、成績通知書に記載される。また、GPA 対象科目の成績および
GPA が記載された「GPA 証明書」を発行している。
卒業必要単位数は 124 単位で、科目部門ごとに定められた所定の単位数を満たすように
科目を履修し、単位を修得することで満たされる。選択外国語科目の履修は、卒業のため
の必要条件ではない。希望者が履修し修得した単位は、専門科目の卒業必要単位として８
単位まで算入することができる。学士入学者は２年以上在学し、専門科目を所定の 76 単位
以上修得しなければならない。
〈12〉人間科学部
シラバスには成績の分類として A+、A、B、C、F がそれぞれ点数の範囲とともに明記さ
れている。また、個々の科目の成績評価方法も、試験やレポートや平常点といった項目の
比率が明示されており、それに従って評価されている。
〈13〉スポーツ科学部
授業科目の内容・形態等を考慮し、単位制度の趣旨に沿って成績評価方法・基準をシラ
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バスに明記し、それに基づいた成績評価および単位認定を行っている。しかし、多くの科
目の成績評価が絶対評価で行われているために、他学部と比較して、A+や A などの成績の
割合が高くなる傾向がある。また本学部では、各科目系列（例えば、スポーツ方法実習は、
４～20 単位、１～６群のうち４つ以上の群からそれぞれ１種以上履修する必要がある）ご
とに卒業必要単位数を設定しているが、学生の一部にはそれを理解せず、卒業条件を満た
さない場合が生じている。
〈14〉国際教養学部
本学部では、卒業必要単位の 124 単位に対して、原則として１学期間の登録単位数の上
限を 20 単位としている。この登録単位数の制限により、安易な科目登録を防ぐとともに、
登録した科目については授業に出席し単位を修得することを学生に促すこととしている。
成績の表示は、「A＋：100～90 点」「A：89 点～80 点」「B：79 点～70 点」「C：69 点～
60 点」「F:59 点～50 点」「G:49 点～０点」の６段階であり、C 以上が合格となっている。
本学では上記の成績評価に対して、「A＋＝４」「A＝３」「B＝２」「C＝１」「F、G＝０」と
するグレードポイントを付け、各科目のグレードポイントと単位数の積を全登録科目（卒
業算入単位のみ）の単位数で割った数値、GPA を算出している。この GPA は欧米の大学で
も採用されている数値であり、学生の学習成果の目安として活用されている。
本学部では、授業への出席回数が３分の２以上の学生に対して、「A+：10％、A：30％、
B：35％、C 以下：25％」とする成績基準を定めている。この成績基準にあてはまらない科
目があるものの、多くの科目はこの基準に従い成績評価がなされている。成績評価後は、
成績評価の分布を確認し、基準から大きく逸脱した科目について、試験の難易度が適正か
どうか、成績評価が適正かどうかを検討することができ、教育の質確保に資する効果があ
る（資料 14-4-3-1）。
また、本学部では、１学期相当期間以上高等教育機関に在籍した学生について、そこで
修得した単位についての認定を行っている。
単位認定は、①授業時間数、②学習内容、③成績などを基準に、専任教員で組織される
「留学委員会」の下部組織である作業グループが行っている。作業グループでは、国ごと
の教育制度の違い、各学生の公平性などを加味しながら、上記の基準に従い、単位認定作
業を進めている。留学中に修得した単位はすべて自由選択科目として認定され、卒業算入
単位となる（資料 14-4-3-2）。
〈15〉大学院政治学研究科
各教員がシラバス上に明示した成績評価方法に基づき、相対評価による成績評価を実施
している。基本的には、平常点で成績評価をするのではなく、学期末にタームペーパーな
どを書かせ、授業中のパフォーマンスだけに過度に依存しない成績評価を大部分の教員が
心がけている。また、学生数が学部とは違い多くないこともあり、A+と A の全体での比率
については、単年度ではなく、３〜４年間で 30％程度になるよう、相対評価の適切な施行
を、教員には要請している。単位認定については、本研究科入学前に科目履修生や学部の
先取り科目として学生が取得した本研究科で開講している科目を認定するとともに、他大
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学大学院で取得した科目についても、研究科の役職者と本研究科運営委員会が適切と判断
した場合には 10 単位を上限に単位として認定することができる。
〈16〉大学院経済学研究科
厳格な成績の評価の仕組みを確立すべく、2011 年度から原則として、評価の難しい演習
科目等の少人数受講者の科目を除き相対評価を導入することとした。その評価割合は、A+
（100～90 点）は 0～10%程度、A（89～80 点）は 40〜50%程度、B（79～70 点）および
C（69～60 点）は 40〜50%程度、F（59 点～0 点。不合格）0〜10%程度となっている。な
お、試験終了後に、担当教員が学生の答案や試験結果などをどのように学生に知らせてい
るかということについては、従来から各教員の判断に任せられている。
カリキュラムが要請している科目区分間のバランスを確保し、各分野の学習の内容の水
準を保つため他箇所・他大学での取得単位の認定に制限を設けている。現在、その上限は
10 単位である。すなわち卒業要件である 32 単位のうち、22 単位（約 69％）以上は自研究
科での学修で取得しなければならない。
〈17〉大学院法学研究科
授業科目の成績評価については、少人数クラスということもあり、担当教員の自主的な
絶対的評価に委ねられている。ただし、成績評価は、奨学生の採用、卒業生代表の判定等
の基礎資料ともなりうるため、点数の上限については一応の申し合わせが行われている。
〈18〉大学院文学研究科
成績評価は、「研究指導」および「修士論文」については、P（100～60 点、合格）・Q
（59 点以下、不合格）方式で行う。また、それ以外の科目については A＋、A、B、C、
G で評価している。なお、和文・英文成績証明書においては A＋、A、B、C のみを記載
し、59 点以下は記載しない。また、2010 年度以降は GPA によって統一された成績評価
基準を示すことができるようになっている。
修士課程においては、本研究科修士課程に２年以上４年以内在学し、所要の授業科目に
ついて 32 単位以上を修得し、かつ、必要な「研究指導」を受けたうえ、
「修士論文」の審
査および口述試験に合格した者に対して、
「修士（文学）」の学位が授与される。単位の認
定について詳しくは、研究科要項の「４．科目の選択と履修」に明示している。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻では、教育・研究指導の効果を測定するための方法として、グレードポイント
に基づく SA 値を適用している。SA 値は、各大学院学生の学業成績についてのおおよそ
の指標となり、奨学金の優先順位決定などで学業成績を測る際の判断基準としている。SA
は、「総合成績点」を示す指標であり、欧米の大学で算出される GPA に相当する。
また、本専攻における設置科目は、基本的には比較的少人数のインタラクティブなもの
であるため、講義形式をとる科目でも、ソクラテスメソッド方式による教員と受講学生と
のディスカッションや、学生の主体的なプレゼンテーションの実施等に対して教員が比較
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的綿密に評価を行える状況にある。こうしたことから、本専攻では、相対評価方式は採用
していないが、各学生の研究学習能力や達成度等に基づいた適切な成績評価と単位認定が
行われている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
A+、A、B、C、F の基準を研究科要項に明記し、各講義・演習科目のシラバスに記載し
た成績評価方法・基準に沿って成績の評価が行われている。A+、A、B、C には単位を認定
している。研究指導については、研究科要項やホームページに掲載されている指導方針に
従い、「了、未了」の基準で評価を行っている。既習得単位認定は、1 年次入学者、国際コ
ース所属者、留学からの帰国者など、各々の場合に分けて各専攻で審議・提案され、その
内容は研究科主任会および研究科運営委員会で審議されており、適切に実施されている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
成績表記はＡ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆをもって表示している。研究科要項およびシラバス上
に、試験、出席、レポートなどの成績評価方法とそれらの基準が示されており、それに則
って成績評価・単位認定が行われている。Ａ＋からＣまでの成績を合格とし、合格者に所
定の単位を認定している。JABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けている専攻は、
その基準に従って成績評価が行われている。
〈22〉大学院先進理工学研究科
成績表記は A+、A、B、C、F をもって表示している。単位認定と成績評価は研究科要項
に明示し、シラバスに記載した各科目の評価方法と評価基準に沿って成績評価を行い、A+
～C を合格とし、合格者に所定の単位を認定している。また、研究科運営委員会において
成績分布を内部資料として紹介し、厳格な成績評価の１つの参考指標としている。
〈23〉大学院教育学研究科
研究科要項には、授業科目ごとに「シラバス」と併せて「授業概要」「授業の到達目標」
「評価方法」などを掲載し、各教員はそれに基づいて、特論と演習については A+、A、B、
C、F で評価を行い、A+、A、B、C を合格、F を不合格として評価している。研究指導は
P、Q で評価を行い、P は合格、Q は不合格として評価している。
〈24〉大学院人間科学研究科
研究科要項には、研究指導については、P か Q、それ以外の授業科目や修士論文、課題研
究論文（１年制コース）については成績の分類として A+、A、B、C、F がそれぞれ点数の
範囲とともに明記されている。また、シラバスには個々の科目の成績評価方法も明示され
ており、それに従って評価されている。
〈25〉大学院社会科学研究科
本研究科における成績評価および GPA の基準と表記は資料 25-4-3-4 のとおりである。こ
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の基準に則りつつ、具体的には、シラバス記載の到達目標や成績評価基準に沿いながら、
各科目担当教員の権限と責任において成績評価と単位認定を行っている。
既修得単位については、本研究科入学前に他機関・他研究科（留学を含む）で履修した
科目については 10 単位まで、入学前に本研究科の科目を先取り履修制度（本学部生対象）
や科目等履修生制度で修得した場合や、本学の大学院共通設置科目を修得した場合も含め
ると合計 16 単位まで、修士課程の修了必要単位に算入できる。
博士後期課程については単位の定めはなく、３年以上在学して必要な研究指導を受ける
ことが博士論文提出の必要条件の一部になっている。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
成績評価に関しては、授業態度、レポートないしは試験等の結果に基づいて行われ、レ
ポートないしは試験は原則として最低２回以上実施される。評価は５段階による相対評価
を基本とし、科目登録者数が６名以上の科目では成績の分布について制限をかけている。
講義科目は半期科目あるいは集中科目となっており、90 分授業を 15 回行うことで２単位
を付与している。プロジェクト研究については在学期間を通して履修し、修士論文の判定
は主査１名副査２名によって行われ、審査に合格すると８単位を付与する。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
「成績評価方法」という項目がシラバスの記入項目として記入が義務づけられており、
シラバスを通じて成績評価基準が学生に周知されている。成績評価実施にあたっては、評
価に偏りが出ないよう、A+と A 評価の合計が登録学生数の 45%を超えないことという一応
の制限を設けており、これを超える場合には教務主任と担当教員が確認のうえ、可否を判
断する仕組みとなっている。
授業科目である専門科目と基礎科目については、すべて 2 単位科目であり、１回 90 分の
授業時間で１学期 15 週の実施が義務づけられており、休講となる場合は、必ず補講などに
よる補填が実施されている。プロジェクト研究、テーマ研究については、指導教員ごとに
通常週１回のゼミを実施し、加えて個別指導も実施され 4 単位が付与されている。ただし、
2012 年度以降、テーマ研究については、講義科目を重視するためにその比重を軽くして、
2 単位としている。実習については、個別指導ないしは学外におけるインターンシップを行
う。個別指導については週１回の指導により自己学習も含めて 45 時間を確保し、インター
ンシップの場合は、２週間程度の学外での実習により 2 単位を付与している。(資料④-3-14、
資料④-3-15、資料 27-4-3-1、資料 27-4-3-2)。
〈28〉大学院日本語教育研究科
成績評価にあたっては、公開されたシラバスに併記した評価基準に則って行うこと、修
士論文審査については、学位審査基準に基づく学位審査委員会の合議により、また、博士
論文審査については、論文受理検討委員会による受理審査をそれに加えた形で評価し、公
正性を保証することを理念としている。
各履修科目についての成績評価は、講座ごとに、公開されたシラバスに併記された評価
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基準に則って行っている。論文審査については、学位審査基準に基づく学位審査委員会の
合議によって行い、担当教員の独断によらず、公開された評価方法を実現するものであり、
公正さが保証されている。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
成績評価と単位認定については、シラバスに基づいて行っている。
修士課程の講義科目に対しては、主に試験、レポートおよび出席状況などを総合的に考
慮し、100 点満点で点数化して、成績としている。点数による評価は 100 点満点で、90 点
以上を A+、89～80 点を A、79～70 点を B、69～60 点を C、59 点以下を F とし、A+と A
を優、B を良、C を可、F を不可としている。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
各担当教員が、授業科目の内容・形態等を考慮し、単位制度の趣旨に沿って成績評価方
法・基準をシラバスに明記し、それに基づいた成績評価および単位認定を行っている。ま
た学部と比較してクラス規模も小さいので、ほとんどが絶対評価で行われている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科の成績は、絶対評価としている。成績評価基準については、全学ルールに基づ
くものであり厳格なものである。これの詳細は要項（資料④-3-16 p.６）等で学生に公開
していることから、適切な運用であると考える。
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（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法
の改善に結びつけているか。
〈１〉大学全体
全学的な教育改善に関する検討を行う組織でもある FD 推進委員会では、授業の内容およ
び方法の改善を図るための組織的な研修として、毎年度前期と後期の初めに Course N@vi
説明会を実施している。
学生授業アンケートの科目別の集計結果は担当教員が Course N@vi で確認できるととも
に、今後の授業計画に資するようになっている。また、全学の集計結果は FD 推進委員会お
よび教務担当教務主任会で報告し、教育成果の定期的な検証を行っている。
また、委員会の事務局である FD 推進センターは、学外の研修について情報を集め、委員
会において紹介を行っている。
〈２〉政治経済学部
成績評価の割合については、本学部のホームページ上に掲載しているが、合わせて各科
目の成績評価の割合は、教授会において発表し、学部の基準に照らして大きな問題が生じ
ていないことを毎年度確認している。
また、学生による授業評価は、大学として授業評価（学生授業アンケート）が年に２回
毎学期末にあり、本学部は授業支援システム（LMS）を用いてこれに参加し、学部全体の
集計値を学部運営委員会にて報告・共有している。このほか各教員個人が独自に学生によ
る授業評価を行うこともある。各授業の授業評価の結果をどのように利用するかは、各教
員に委ねられており、個人レベルにおいて授業への学生からのフィードバックを活用する
こととしている。
〈３〉法学部
本学部は、2004 年度から、全学共通で実施される授業評価システムとは別に学部独自で
作成した授業アンケートを用い、学生に授業評価を実施している。2011 年度の実施率は
95.1％（ただし、回収率は 5.6％）で、回答結果は教員各自が授業の内容と方法を改善する
資料としている（資料 3-4-3-2）。授業アンケート等を通じて教育内容や方法の改善が必要
と認められた場合、定期的に開催される各科目担当者懇談会で議論を尽くし、教員単独で
実行できるものは直ちに、また、制度的な手当が必要なものはカリキュラム検討運営委員
会等の審議を経て実施される。
その他、年に一度、教員・学生協議会を開催し、カリキュラムに対する学生の要望を聴
取していること、さらに全学 FD 推進会議において紹介される他学部の先進的な FD に関す
る取り組み等が教務担当教務主任を通じて必要に応じて各教員の授業改善の資料として学
部運営委員会で報告されることなども、教育方法の組織的な改善の取り組みとして挙げら
れる。
〈４〉文化構想学部
個々の科目の教育成果については、毎学期末に実施する「学生授業アンケート」をもっ
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て定期的な検証を行っている。その結果は授業運営の改善の指針となされるべく各科目担
当者に通知される。また、教員によってはレビューシートによる授業へのフィードバック
を行っている。必修科目である「必修基礎演習」については、毎学年末に担当教員による
懇談会が実施され、担当教員の声を反映した授業運営の見直しを行っている。さらに、文
学学術院独自に年に一度無作為抽出の学生を対象に「学生実態調査」を実施しており、各
論系と文学学術院カリキュラム委員会に結果が提示されることで教育成果の検証に資して
いる。アンケートの設問は個別の科目についてではなく、「基礎講義」
、「選択外国語」、「ゼ
ミ論文」・「卒業研究」といった各科目カテゴリーについて問う形式であるため、例えば外
国語科目の運用方法の見直しに際して方針設定の根拠とされるなど、カリキュラムの設計
や運用の改善に活用されている。
〈５〉文学部
個々の科目の教育成果については、毎学期末に実施する「学生授業アンケート」をもっ
て定期的な検証を行っている。その結果は授業運営の改善の指針となされるべく各科目担
当者に通知される。また、教員によってはレビューシートによる授業へのフィードバック
を行っている。必修科目である「必修基礎演習」については、毎学年末に担当教員による
懇談会が実施され、担当教員の声を反映した授業運営の見直しを行っている。さらに、文
学学術院独自に年に一度無作為抽出の学生を対象に「学生実態調査」を実施しており、各
コースと文学学術院カリキュラム委員会に結果が提示されることで教育成果の検証に資し
ている。アンケートの設問は個別の科目についてではなく、
「基礎講義」、
「選択外国語」、
「卒
業論文」といった各科目カテゴリーについて問う形式であるため、例えば外国語科目の運
用方法の見直しに際して方針設定の根拠とされるなど、カリキュラムの設計や運用の改善
に活用されている。
〈６〉教育学部
毎年 7 月に、学科専攻専修ごとに設置されている全科目の学科目配当調査票を配布し、
次年度の開講の是非、新規科目の設置の必要性について検討し、その結果を踏まえ、カリ
キュラム検討委員会で次年度の科目配当について確認している（資料 6-4-3-4）。また、2011
年度より学生授業アンケートを原則として全科目で実施している（資料 6-4-3-8）。
〈７〉商学部
本学部では、学部カリキュラム委員会等の学部内委員会において、定期的に教育成果の
検証を行い、教育課程や教育内容・方法の改善に生かしている。また、本学が 2008 年か
ら開始した米国大学等で実施する FD プログラムに本学部の教員は積極的に参加しており、
2012 年 5 月までの参加者数は合計７名である。
〈８〉基幹理工学部
1 年次の共通基礎科目については、毎年、すべの学生に対して同一基準で成績評価を行い、
年度ごとの検証を行うとともに、次年度以降のカリキュラムや教育内容を検討する際の資

334

第４章－（３）

教育内容・方法・成果
教育方法———１. 現状の説明

料としている。その他の各専門科目については、学生による授業評価アンケートを実施し、
その結果に対して担当教員が改善に向けた今後の方針を検討している。その結果は、学科
ごとに整理されて入試教育検討委員会等で報告・議論され、カリキュラムの再編や教育内
容・方法の改善に役立てられている。また、Course N@vi を用いて授業に対するレビュー
を授業後すぐに受け付けることができる仕組みを構築しており、担当教員が学生からのフ
ィードバックを得やすい環境を構築し、授業の改善に結びつけている。
〈９〉創造理工学部
主として学科ごとにファカルティ・デベロップメント（FD）、カリキュラム委員会等を組
織して、定期的に検証を行っている。具体的には、新入生アンケート、授業評価アンケー
トをベースとして、共通科目など学部レベルの検討はタスクフォース（TF）委員会で、専
門科目等の学科レベルの検討は各学科の委員会で行い、学年配当年次を含むカリキュラム
編成の変更および担当教員の見直しを年に数回行っている。
〈10〉先進理工学部
各学期に授業評価アンケートを実施し、結果に対して担当教員が改善に向けた対応をと
っている。また、各学科にて定期的に学部生の成績リストを分析し、教育効果について協
議を行い、カリキュラムやシラバス、担当教員の見直しを行っている。また、学部全体と
しては、点検評価委員会と入試教育検討ワーキンググループにおいて、改善について協議
している。
〈11〉社会科学部
教育方法および学習指導の適切性を教員が自己吟味する際の参考として、毎年２回、各
学期末に、研究指導や演習を除くすべての講義科目において受講生を対象に実施される「授
業アンケート」の結果が、各科目担当教員に知らされることになっている。加えて、担当
教員自身が独自に工夫して受講生からアンケートをとり、フィードバックをしている。
〈12〉人間科学部
教育課程については、学術院内のカリキュラム検討委員会で改善に向けて具体的な検討
を行っている。個々の科目の内容や方法については、FD の主旨に則り、例えば、通信教育
課程の授業改善のための教員同士の模擬授業などの取り組みが行われている。必修科目で
ある卒業研究については、その成果を研究室ごとに発表会で公開することを義務づけてお
り、学生の動機づけとしても活用している。
〈13〉スポーツ科学部
教育成果については、学部指定科目は教務担当および教務委員会において検証し、コー
ス指定科目はコースごとに随時検証し、毎年の見直しを行っている。本学部としては、１
学科制が完成した後の 2014 年度以降の教育課程の見直しに向けて、点検評価委員会で検討
を始めたところである。
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〈14〉国際教養学部
本学部での教育成果の測定方法としては「学生による授業評価」が挙げられる。設問項
目は、講義内容、方法、授業環境、学生の取組、理解度、意欲などからなり、回答結果は
各教員に毎学期、個別にフィードバックされ、各教員の次学期以降の授業方針策定に生か
されている。
また、就職状況や大学院進学数も教育成果の測定方法の１つである。特に、企業の人事
担当者との接触機会を確保し、企業が求める人材育成に資する教育課程を構築している。
〈15〉大学院政治学研究科
学生に対しては各学期において「学生授業アンケート」を実施し、その結果を担当教員
に送付しており、教育内容・方法の改善に結びつけるように依頼している（資料 15-4-3-1、
資料 15-4-3-2）。また、カリキュラム内容については、学生との意見交換を通じてニーズ
を収集しており、科目の新設などに役立てている。さらには、学年末には、執行部、領域
コーディネーターと学生代表との間で、授業に関する要望や建設的批判を教員側が聴取す
る懇談会を開催し、教育指導体制の改善のための材料としている。
〈16〉大学院経済学研究科
学生による授業評価は、大学として実施する授業評価が年に２回毎学期末に定期的に実
施されており、本研究科も研究指導・履修者 3 名以下の科目を除く全科目において、マー
クシートによる授業評価を行っている。
授業評価の結果をどのように利用するかは、現状では各専任教員に委ねられており、個
人レベルにおいて授業への学生からのフィードバックを捉えようとしている。
〈17〉大学院法学研究科
教育・研究指導の効果を測定するための方法については、従来、実施してこなかったが、
2012 年度より、学生の研究成果（著書、論文、学会報告等）について、毎年度報告させる
制度を導入した。
〈18〉大学院文学研究科
修士課程に設置される個々の科目の教育成果については、毎学期末に実施する「学生授
業アンケート」をもって定期的な検証を行っている。その結果は授業運営の改善の指針と
なされるべく各科目担当者に通知される。博士後期課程の学生に対しては、毎年度末に「博
士後期課程『研究経過・研究業績』報告書」の提出を求めるとともに、
「博士後期課程『研
究指導』報告書」を担当教員が執筆することで、定期的な研究成果の検証を行っている。
また、博士後期課程の学生が課程による博士学位を申請するための要件として、本研究科
主催による「博士論文」構想発表会における口頭発表が義務づけられている。構想発表会
は、各学生の博士学位取得に向けての１つの目標としての役割を果たしているとともに、
研究の進捗状況を把握するうえでも、重要な役割を果たしている。
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〈19〉大学院商学研究科
商学専攻ないし本研究科では、本専攻に常設のカリキュラム委員会を設置・運用するこ
とと、必要に応じてカリキュラム見直しに係るワーキンググループを組織して検討課題の
洗い出しとその解決策の検討を行うことを通じて、主に修士課程の教育課程について定期
的な検証と問題点・課題の洗い出しを実施し、その解決の方向性を探ることで教育課程の
改善につなげる努力を行っている。
また、博士後期課程については、現在、課程によるものの取得に係る博士学位の授与の
実質化に向けて、博士学位の名に相応しい、また研究者としての理論的裏づけと発展可能
性を備えた博士学位取得者を輩出するべく、修士課程および博士後期課程それぞれのカリ
キュラムおよび入試制度の見直し作業を行っている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
各専門科目については、専攻単位の会議を定期的に開催し、専任教員が担当した科目に
関する情報の交換と共有を図っており、その結果は、専攻ごとに整理されて入試教育検討
委員会等で報告・議論され、カリキュラムの再編や教育内容・方法の改善に役立てられて
いる。
〈21〉大学院創造理工学研究科
主として専攻ごとにファカルティ・デベロップメント（FD）の開催、カリキュラム委員
会等での検討を、定期的に行い検証している。
〈22〉大学院先進理工学研究科
各学期に授業評価アンケートを実施し、結果に対して担当教員が改善に向けた対応をと
っている。各専攻にて修士論文報告会の際に研究指導による教育効果について定期的に検
証を行い、演習科目や研究指導の内容の見直しを行っている。また、研究科全体としては、
点検評価委員会と入試教育検討ワーキンググループにおいて、改善について協議している。
〈23〉大学院教育学研究科
学生による授業評価を実施している。2011 年度についての実施率は低い割合にとどまっ
た。
〈24〉大学院人間科学研究科
教育課程については、学術院内のカリキュラム検討委員会で改善に向けて具体的な検討
を行っている。本研究科の研究内容は広範な領域にまたがっているため、画一的な評価基
準を当てはめることは困難であるが、研究領域ごとには比較的近接した研究領域同士のコ
ンセンサスが形成されている。修士論文計画書については、修了予定年度の６月末日まで
に、所定の様式で「修士論文計画書」を提出しなければならないとしているが、9 月に復学
する例も毎年あることから、復学時に所定の様式で計画書の提出を義務づけている。
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〈25〉大学院社会科学研究科
教育方法および学習指導の適切性を教員が自己吟味する際の参考として、毎年２回、各
学期末に、研究指導や演習を除くすべての講義科目において受講生を対象に実施される「授
業アンケート」の結果が各科目担当教員に知らされることになっている。
また、2005 年には、大学院実態調査の一環として研究指導への学生満足度アンケート、
および博士後期課程修了（終了）生の進路状況調査を実施した。授業アンケートの結果に
ついては各教員に知らせている。2011 年度秋学期の授業アンケート集計結果について、資
料 25-4-3-5 を参照されたい（資料 25-4-3-5 は本研究科設置科目の平均値であるが、各教員
に知らされるのは自分の担当科目についての集計結果である）。また、学生満足度調査や進
路状況調査の結果について前回の自己点検報告書内で公開したことは、各教員にとって教
育への動機づけともなったことを期待したい。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
本研究科では、学生の授業評価結果を研究科全体でチェックし、公開している。授業評
価結果が低かったものについては、教務主任が担当教員に対して聞き取りを行い、評価が
低かった原因を分析し、教育内容および方法について改善の検討を示唆することとなって
いる。非常勤講師・客員教員・新任の専任教員については、本研究科本属教員を世話役に
置くこととなっており、改善を要する場合には、世話役が指導助言を与えることとなって
いる。若手教員には全学的な FD プログラムへの参加を奨励している。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
研究教育指導の改善については、研究指導をもつ教員によって構成される研究科委員会
が第一義的な責任をもつ。これに加え、各分野から選出された複数の教員で構成されるカ
リキュラム部会があり、各種の具体的な方策について定期的に部会を開いて協議を行って
いる。カリキュラム部会では、シラバスの適切性、カリキュラムの有効性、入学試験方法
等について具体的に議論を行っており、研究科委員会に審議結果を報告している。
本研究科では、カリキュラムは 1 年に一度見直すこととなっており、毎年秋からその作
業を始めて 1 月中に新しいカリキュラムを固定することとしている。具体的な作業は、先
に述べたカリキュラム部会の主導で行われている。
また、本研究科では、学生授業アンケートを実施しており、この評価も参考にしながら、
カリキュラム部会内ではカリキュラムの改善に対して議論を行うこととしている。
そのほか、本研究科には、外部の有識者による諮問委員会が設置されており、いわゆる
外部評価を本研究科に対して定期的に行っていただいている。カリキュラムに関する各諮
問委員の意見も、この制度を通して、見直しに反映されるようになっている。
また、教育方法の改善について大学全体の FD 推進委員会が実施するセミナーについて、
研究科教員に案内し参加を促している（資料④-3-8）
。
〈28〉大学院日本語教育研究科
学期末における授業評価を通して定期的な検証を行うとともに、研究科の専任教員会議
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において教育課程や教育内容・方法について、たえず検討している。また、研究科カリキ
ュラム検討委員会においては、新たな内容や方法が具体的に検討され、提案される。例え
ば、修士１期目の演習については、毎年、見直しをし、研究室単位の演習から、全専任教
員がかかわる演習へと変更し、入学直後の学生にとって多様な視点からの指導が受けられ
るように改善された。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
教員４人と職員複数名で構成される教務専門委員会、学生生活専門委員会において、教
育面、学生生活面に分けて、大学院としての問題がないか定期的に討議を行っている。講
義については学生の評価を導入している。研究指導については、学生からの申し出で研究
室を変更できる制度を導入している（資料 29-4-3-1、資料 29-4-3-3）。
また、全学的に学生による授業評価アンケートを本研究科固有の設問も加えて年２回実
施し、アンケート結果を授業の改善に生かしている。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
教育成果については、各研究領域・コースごと（修士２年制および博士課程５研究領域、
修士１年制４コース）に随時検証し、毎年の見直しを行っているが、研究科としては、2013
年度以降の教育課程の見直しに向けて、点検評価委員会で検討を始めたところである。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科では、運営委員会や FD 会議、さらには授業見学会等を通して、さまざまな角度
から教育成果の検証と改善を行っている。また、環境総合研究センター参事との懇親会等
を通して外部意見の伺いも試みている。研究指導に関しては、日常は研究室ごとに行われ
ているものの、論文審査や中間発表会等では全教員が対応しているため、この方式が教育
改善にも寄与していると確信している。
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２．点検・評価
（１）効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
Course N@vi の利用状況を見ると Course N@vi 利用科目クラス数は、増えており、この
授業支援システムが教員の間に普及してきたと考えられる。
Course N@vi 利用状況
2007
後期

2008
前期

2008
後期

2009
前期

2009
後期

2010
前期

2010
後期

2011
前期

2011
後期

16,251

17,168

17,012

18,300

17,861

17,813

17,445

17,501

17,692

2,508

2,490

3,355

4,369

5,073

6,156

7,437

8,192

9,620

科目利用率 (b/a)

15.4%

14.5%

19.7%

23.9%

28.4%

34.6%

42.6%

46.8%

54.4%

開講科目担当教員数 (c)
※( )は専任のみの数。

(1,637)

利用教員数 (d)
※( )は専任のみの数。

(601)

教員利用率 (d/c)
※( )は専任のみの数。

(36.7%)

(41.9%)

(54.2%)

(60.6%)

(60.4%)

(72.0%)

(75.8%)

(80.1%)

(84.8%)

519

639

1,132

1,628

2,638

3,002

4,697

5,195

7,503

項目
開講科目クラス数 (a)
Course N@vi 利用
科目クラス数 (b)

成績管理機能利用
科目クラス数

3,547
989

27.8%

3,736

3,967

4,109

3,953

(1,454)

(1,494)

(1,574)

(1,552)

908

1,303

1,663

1,728

(610)

24.3%

(811)

32.8%

(955)

40.5%

(938)

43.7%

3,928

(1,531)

2,166

(1,102)

55.1%

3,898

(1,502)

2,436

(1,138)

62.5%

3,971

(1,540)

2,682

(1,234)

67.5%

4,244

(1,592)

3,175

(1,350)

74.8%

（2012.3.23 FD 推進委員会資料抜粋）

全学で実施している学生授業アンケートの全学の集計結果によると、授業内容とシラバ
スが対応しているかという質問に対しては、毎回 9 割以上の学生が「そう思う」、あるいは
「ややそう思う」と回答している。したがって、シラバスに基づいて授業が展開されてい
ると考えている。
厳格な成績評価を行うためにシラバスに科目ごとの評価方法や評価基準を明記すること
になり、シラバスシステムでは評価方法や評価基準を入力しないとエラーになる機能が付
加された。現在、評価方法や評価基準の入力は徹底されている。
学生授業アンケートの改善については、2012 年度よりアンケート項目を見直し、新しい
アンケート項目によりアンケートを実施している。
〈３〉法学部
キャップ制と厳格な成績評価の実施により、学生が安易な科目履修に走らず、年間上限
単位数の範囲内で所定項目が予め記載されたシラバスや履修ガイダンスを参考に慎重に履
修登録した科目の学習に励んでいる。その結果、４年次も平均して 30 単位弱の履修登録が
されており、在学期間すべてを通して学習が平準的に積み重ねられる形で学部教育が運営
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されている（資料 3-4-3-3）。
〈４〉文化構想学部
カリキュラム委員会において、教員別の論文指導学生数や全科目の履修者数のチェック
などをはじめ、教育内容の細かな項目を厳正にチェックしている。また、学習指導の一環
として２年次以上の学生に対しては、各論系が科目登録オリエンテーションを実施し、新
入生に対しては科目登録ガイダンスが実施されている。教育方法においては、それらを補
完する仕組みとして、授業支援システム（Course N@vi）で学生と教員の双方向の教育支援
体制が進んでいる。
各論系における自己点検、カリキュラム委員会によるチェック、学部運営主任会、文学
学術院教授会での確認などが機能することにより、問題なく実施されている。
シラバスに成績評価方法がより詳細に記載されるようになり、学生への周知が進んだ。
単位認定については、入学前単位、留学先での修得単位認定、ボランティアやフィールド
実習といった科目区分ごとにカリキュラム委員会がチェックし、運営主任会および教授会
の審議を経て厳正に認定できている。
担当教員による懇談会の実施などにより授業運営のチェック体制は機能している。
〈５〉文学部
カリキュラム委員会において、教員別の論文指導学生数や全科目の履修者数のチェック
などをはじめ、教育内容の細かな項目を厳正にチェックしている。また学習指導の一環と
して２年次以上の学生に対しては、各コースが科目登録オリエンテーションを実施し、新
入生に対しては科目登録ガイダンスが実施されている。教育方法においては、それらを補
完する仕組みとして、授業支援システム（Course N@vi）で学生と教員の双方向の教育支援
体制が進んでいる。
各コースにおける自己点検、カリキュラム委員会によるチェック、学部運営主任会、文
学学術院教授会での確認などが機能することにより、問題なく実施されている。
シラバスに成績評価方法がより詳細に記載されるようになり、学生への周知が進んだ。
単位認定については、入学前単位、留学先での修得単位認定、ボランティアやフィールド
実習といった科目区分ごとにカリキュラム委員会がチェックし、運営主任会および教授会
の審議を経て厳正に認定できている。
担当教員による懇談会の実施などにより授業運営のチェック体制は機能している。
〈６〉教育学部
2011 年度より学生授業アンケートを希望者のみ実施から、原則として全科目で実施する
ことに変更した。その結果、2011 年度前期学生授業アンケート実施率は前年度の 9.0％か
ら 96.7％と大幅に上昇した（資料 6-4-3-5）。
〈７〉商学部
１年生の必修科目である専門基礎科目（「基礎経済学」「基礎会計学」「基礎数学」）に関し
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ては、全科目とも、共通の教科書・シラバスに基づき授業を行っている。また、試験に関し
ても、各科目の受講生全員に対して同時に、共通問題を使用して実施している。このように、
必修科目に関しては、教育内容および教育方法の共通化の効果が上がっている（資料④-3-17）。
選択必修科目である外国語科目に関していえば、ドイツ語では 1 年生対象の必修科目で
は、週 2 回のクラスを同一教員が担当しており、統一のとれた集中度の高い授業が実施さ
れている。こうした運用により、学習目標の到達度についても担当教員の責任が明確にな
る点で、効果が上がっている（資料④-3-17）。2 年生対象の必修科目では、春学期には基
礎学力の定着と補強、そして秋学期には毎年新たに作成する共通教材による実践応用のた
めの授業が行われている。クラス指定の必修科目と選択クラスを組み合わせることにより
履修者の意欲向上が見られ、3 年次にドイツ語Ⅲを選択する学生比率は高い。
スペイン語に関しては、１年生の必修科目の授業（週２コマ）は、日本人教員とネイテ
ィブ教員がそれぞれ１コマずつを担当しており、学習初期段階から理論・実践両面におけ
る文法基礎知識の習得と語彙力の充実に向けた指導を行っている。学生は初級レベルから
活きたスペイン語に触れつつコミュニケーションの第一歩を踏み出すことができており、
語学習得上での重要な動機づけがなされているといえよう（資料④-3-17）。選択必修科目に
ついては、高学力を有する学生用に作成した同一教材を使用し、非常勤を含む３人の教員
が適宜連絡を取り合いながら授業を運営し、学期末に共通試験を実施している。すべての
学生がスペイン語の総合的基礎知識を同水準で習得できるよう配慮している。その他の選
択科目は、文法、読解、会話等から、学生の希望する科目が選択可能で、習得した基礎知
識を元にさらなる語学力向上と異文化理解に役立っている。
中国語に関していえば、2005 年より、1 年次配当必修科目を選択したすべての学生に単
位取得の必須条件として、学部独自の「中国語単語統一試験」に合格することを義務づけ
ており、初級レベルにおける基礎学力の担保に役立っている。また、毎年、非常勤講師も
含めて、中国語担当教員全員に授業での指導内容や成績分布について報告を提出してもら
い、学生の学習状況の把握に努めている。この報告書によって、クラス単位、科目（会話、
読解など）ごとに情報を共有することが可能になり、学生指導についても円滑に連携が取
れるという効果がみられる。
〈８〉基幹理工学部
1 年次の共通基礎教育および 2 年進級時の学科進級振り分け制度は、学部学生の基礎学力
向上に成果を上げている。1 年次の基礎教育期間は所属学生を 7 つのクラスに分類して、数
学、自然科学などの講義を行い、各クラスには 2 名の専任教員をクラス担任として配置し、
学習の指導のみならず学生生活の相談に応じる体制を整えている。2 年次以降は各学科に進
級し、各年最低 2 名のクラス担任が卒業までの期間を持ち上がりで担当し、学習指導を行
う体制を整えている。各クラス担任は毎年必ず、成績不振学生に対して面談や相談に応じ
るとともに、適切な進級・進路相談を実施している。
シラバスに掲載されている科目の詳細な情報は、特に専門選択科目を履修する際の有力
な判断基準として多くの学生が利用しており、着実な効果を上げている。 また、Course
N@vi によって自由にシラバスを閲覧できるシステムは、教員と学生の双方にとって有効か
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つ便利な方法で近年は利用率も著しく上昇している。学生による授業評価アンケートによ
ると、シラバスの体裁や記載方法が統一されたことで、シラバスに沿って展開される授業
の割合が増加している。
各科目のシラバスには、どのような基準によって成績評価を行うかが明記され、それに
従って厳正な成績評価と単位認定が行われ、成果を上げている。また、Course N@vi を用
いて履修者に成績分布を公開するなど、学生に対する開示も一部の科目で進んできている。
専任教員が担当するすべての科目については、直接学生にマークシート用紙を配布して授
業評価を毎年実施することで、教育成果に関する定期的な検証を行う仕組みが完成しており、
今後成果が上がっていくことが予想される。 1 年生の共通科目については、担当者による継
続的な検証が実施され、その結果は次年度のカリキュラムや講義内容に反映されている。
〈９〉創造理工学部
授業評価結果をベースとして学科別に行われているファカルティ・デベロップメント
（FD）の実施により、適切にカリキュラムの見直し等が行われている。学部共通科目であ
る創造理工リテラシーは、クラス編成、設置学期・曜日を適宜変更しており、学科別に行
われる専門科目とは異なり、学部独自の共通科目としての意義を高めることができている。
〈10〉先進理工学部
各学科内でカリキュラムに関しては、常に点検しフィードバックを行いながら専門教育
を進めている。また、英語カリキュラムの充実により専門科目においても英語化が進んで
いるケースが認められる。
〈11〉社会科学部
通常授業についても、資料 11-4-3-1、資料 11-4-3-2 の授業アンケートの「教員は授業の
進め方を工夫していましたか」の設問、
「学生からの質問や相談に対して、教員は適切に対
応しましたか」の設問、
「教員は熱心でしたか」の設問、総合的な意味での授業の満足度を
100 点満点で問う設問の回答内容からも、教育方法・学習指導において各教員の工夫により
効果が上がっていると評価できる。
資料 11-4-3-1、資料 11-4-3-2 の授業アンケートから、教員はシラバスに基づいた授業を
実際に展開し、シラバスを読んで授業に登録した学生側も、シラバスと授業内容の対応を
認めていると評価できる。ただし科目によっては、シラバスの各回の授業内容の表現がわ
かりにくく、登録前に学生が授業内容を明確に想定しにくい場合も見受けられる。
大学院課程である性質上、成績評価における相対基準は導入していないが、シラバスを
見るかぎり、各教員はレポートや平常点（出席や授業内での発表）をもとに厳正な成績評
価と単位認定（修士課程の場合）を実施していると評価される。
〈12〉人間科学部
１・２年生については、1 年生春学期必修科目の基礎演習をクラスと位置づけ、各クラス
を個別に専任教員が担当することでクラス担任の機能を持たせている。３年次以降は研究
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室の単位で担任として、個別に相談を受けたりしながら研究指導等を担当する。通信制に
おいても担任制度を導入しており、結果的に入学者に対する卒業率が 6 割を超えるととも
に、大学院への進学率も 2 割を超え、質の高い教育が担保できている。
シラバスに記載されている情報は、全学共通の統一フォーマットであり、履修を検討す
る学生に対して、科目に依らず同じレベルの情報を提供できており、選択の判断基準を提
供できているといえる。
担当教員は成績評価方法をその比率も含めて公開しているため、適正に成績を評価し、
その結果として科目ごとに適切に単位認定を行っている。一方、通信制では、毎週のコン
テンツに理解度確認の小テストや、BBS への参加を義務づけるなど学生が能動的に授業に
取り組むような授業設計がなされている。
個々の講義科目を個別に評価することは、学生による授業アンケート等によるファカル
ティーデベロップメントの取り組みからも可能である。一方で、４年間の教育の集大成と
なる卒業研究の成果を相互に確認しあうことは、学部の教育成果を判断するうえでも有用
な方法であろう。外部から専門家を招いたり、比較的近い領域の複数の研究室が合同で卒
研発表会を開催したりしている事例も多々あり、閉鎖的に１研究室内のみで研究および研
究指導を閉じてしまうことによる弊害を軽減している。
〈13〉スポーツ科学部
チュートリアル英語については、授業の前後においてテスト得点の向上がみられ、一定
の効果を上げている。フル・オンデマンド化し、共通テストを実施するスポーツ科学概論
については、定期試験から追試験にかけて、平均点の向上が見られた。またトップアスリ
ート・チューター制度によって、学生アスリートが競技と学業の両立がしやすくなった。
一部の研究指導を除いて、原則すべての学科目において、授業の目的、到達目標、15 週
の授業内容、評定方法が明示され、学生にとって科目に対する事前の理解、見通しを持っ
た学習がしやすくなった。
シラバスに成績評価の基準と比率を明示したので、それに基づいて、学生にもわかりや
すく、より客観的な成績評価が行われるようになった。
教務委員会やコース会議、さらには点検評価委員会における定期的な教育成果の検証に基
づき、2010 年度にはそれまでの２学科制から１学科制に学科を再編し、それにともなって科
目等の整理、スポーツ教養演習の２単位化、スポーツ科学概論のフル・オンデマンド化と共
通試験の実施、成績評価の厳格化、定期試験における追試験の実施等の改善を行った。
〈14〉国際教養学部
適切な学習指導を行うため、アカデミックアドバイザー制度を導入している。入学時か
ら留学までの期間は、１年次に履修した基礎演習の担当教員をアカデミックアドバイザー
とし、留学帰国後に上級演習を履修した場合は、その上級演習を担当する教員をアカデミ
ックアドバイザーとすることにより、日常的に接点を有している教員による指導が可能と
なり、効果的なアドバイスをすることができている。
特に、２年秋からの留学出願に際してはアカデミックアドバイザーによる推薦状作成が
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必須となっており、本人の日常的な学習状況を踏まえた留学先選定、留学までの準備など
についてのアドバイスが可能となっている。
また、教育効果を上げるためには、学生が科目登録前に十分な情報を得ている必要があ
るが、シラバスの記載事項を明確化することにより、学生が科目登録前に十分な情報を収
集することができるようになった。特に、本学部では海外からの留学生が 30％を占めてお
り、帰国中でも、ホームページでのシラバス確認、科目登録ができるようになっており、
負担を軽減できている。
授業履修後の成績評価の適切性に関しては、成績基準の策定と GPA 制度の導入により、
学習目標を明確化することができ、学生の学習意欲を触発し、教育効果を高めることに効
果があった。
また、成績評価を国際通用性のある客観的基準で証明することができ、海外留学への出
願や、卒業後の海外大学院進学の際の出願手続きがスムーズになった。
教育効果の検証は不断に行う必要があるが、大学全体での就職支援活動のほかに、学部独
自での就職説明会、インターンシッププログラム開発などの活動を通して企業の人事担当者
との接触を密にした結果、企業が求める人材像が明確となり、教育内容の改善に生かされて
いる。結果として、学部独自で企業説明会等を行った企業については就職実績が伸びている。
〈15〉大学院政治学研究科
教育方法については、学期ごとに行う学生授業アンケートや学生・教員懇談会を通じて
学生からの声を授業内容に反映するようにしている。シラバスの内容との一致度合いにつ
いても、学生からの評価は概ね良好である。
〈16〉大学院経済学研究科
成績の相対評価、授業評価アンケートは定着しつつある。講義の多くはシラバスどおり
に進められている。
〈17〉大学院法学研究科
複数の指導教員による共同指導体制は、５年間の正規の課程において博士の学位を取得
し、博士号を携えて就職するという基本的パターンを確立するために、博士後期課程にお
いても、学生の才能・資質を見極め、その学生の適性にふさわしい進路を見つけ出すため
の方策として、有効なものである。社会人については、現状の説明で述べたシステムを経
て、修了した社会人が、それぞれの社会に帰って、教育研究の成果を発揮していると評価
できる。外国人については、現状の説明で述べたように、日本語教育に対する配慮は十分
になされている。なお、授業時間帯について、昼夜開講制を採用し、社会人のための研究
課題と関連科目は夜間帯に開講して、その便宜を図っている。
授業の展開は、シラバスに基づくことが原則であるが、本研究科の授業は少人数である
こともあり、それぞれの教員が、適宜、院生の学習状況を見ながら、教育効果の上がる方
法を採用している（たとえば、あるテーマについては授業中の議論の状況を見ながら、複
数回の授業で扱い、あるテーマについては理解が十分であるとして省略するなど）
。
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〈18〉大学院文学研究科
カリキュラム委員会において、教育内容の細かな項目を厳正にチェックしている。また
学習指導の一環として各コースが科目登録オリエンテーションを実施している。教育方法
においては、それらを補完する仕組みとして、授業支援システム（Course N@vi）で学生と
教員の双方向の教育支援体制が進んでいる。また博士課程の学生については、
「博士後期課
程『研究経過・研究業績』報告書」が提出され、学生の研究発表・論文などの業績を指導
教員がチェックする体制が整っている。
各コースにおける自己点検、カリキュラム委員会によるチェック、研究科運営主任会、
文学学術院教授会での確認などが機能することにより、問題なく実施されている。
修士論文の審査及び試験が適切に実施されている。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻において、教育方法および学習指導が効果を上げているかどうかを測る具体的
指標を挙げることは難しいが、修士課程・博士後期課程入学後に指導教授を中心とした少
人数制の入念な指導によって、本専攻における修士号・博士学位の授与件数が以下のよう
に推移しており、これが本専攻における現状の教育方法および学習指導が効果を上げてい
ることの証左となる。
〔修士学位の授与状況〕
授与年度

授与件数

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

46
41
68
66
109
104
85
94
80
74
77
67
56
76
89
95
88
66
66
59

授与年度
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

授与件数
43
55
69
45
46
47
38
38
45
27
24
25
33
40
37
47
54
67
77
75
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授与年度
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
合

計

授与件数
78
75
83
78
96
75
71
75
75
73
73
73
75
73
61
51
51
54
3,728
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〔博士学位の授与状況（旧制大学院・旧制学位を含む）〕
授与

学位

授与

授与

学位

授与

授与

学位

授与

年度

名称

件数

年度

名称

件数

年度

名称

件数

1931

商学博士

２

1975

商学博士

５

1994

博士（商学）

３

1933

商学博士

１

1976

商学博士

５

1995

博士（商学）

６

1934

商学博士

３

1977

商学博士

４

1996

博士（商学）

５

1935

商学博士

１

1978

商学博士

３

1997

博士（商学）

４

1939

商学博士

１

1979

商学博士

５

1998

博士（商学）

２

1942

商学博士

１

1980

商学博士

２

1999

博士（商学）

８

1945

商学博士

１

1981

商学博士

４

2000

博士（商学）

８

1949

商学博士

１

1982

商学博士

４

2001

博士（商学）

５

1951

商学博士

１

1983

商学博士

２

2002

博士（商学）

３

1954

商学博士

１

1984

商学博士

２

2003

博士（商学）

６

1956

商学博士

３

1985

商学博士

５

2004

博士（商学）

６

1959

商学博士

３

1986

商学博士

３

2005

博士（商学）

２

1961

商学博士

１

1987

商学博士

４

2006

博士（商学）

１

1964

商学博士

１

1988

商学博士

２

2007

博士（商学）

４

1965

商学博士

２

1989

商学博士

３

2008

博士（商学）

５

1967

商学博士

２

1990

商学博士

４

2009

博士（商学）

９

1968

商学博士

５

1991

商学博士

２

2010

博士（商学）

８

博士（商学）

４

2011

博士（商学）

４(４)

博士（商学）

10

1970

商学博士

３

1992

1972

商学博士

１

1993

合計

196(200)

本専攻における現状の成績評価・単位認定は、少人数制、ソクラテスメソッドの採用、
学生のプレゼンテーション、レポート課題の付加等の実施を前提にするものであるため、
相対評価方式を採用しないとはいえ、適切に成績評価および単位認定が行われている。
本専攻の修士課程については、現行カリキュラムにおいて、共通基礎科目として、商学
研究のための基礎科目からなる専門基礎（１類）と、研究方法論を修得するための専門基
礎（２類）
、文献研究、ならびに、国際交流特設科目を設置し、専門科目における高度な専
門分野の研究に必要な理論的基盤と、国際的に通用する研究者および高度な専門性を備え
た職業人に必要な素養を養うこととしており、これにより、修士課程の修了に必要な修士
論文の作成に向けた体系的な教育が行われている。また、専門科目は、専修ごとに各科目
を有機的に連関する形で設置し、これを計画的に修士課程の学生が履修することで、自己
の専攻分野に係る体系的理解を涵養することに役立っている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程の学生には、講義と演習科目の合計 30 単位以上を取得し、各指導教員の下で研
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究指導を受け、修士論文の発表と審査に合格することを、学位取得の条件として課してい
る。多くの学生は修士課程の 1 年目で授業単位を取得し、2 年目は主に研究指導を受け、修
士論文のために研究に専念している。この 2 年間の教育方法と学習指導は良好に機能して
おり、高い専門知識と研究能力を備えた優秀な人材を輩出している。
一方、博士後期課程の学生の多くは、博士論文のための研究に専念し、その過程で大学
院設置科目を分野によらず広く選択履修することが可能であり、研究推進に効果を上げて
いる。
シラバスに掲載されている科目の詳細な情報は、特に専門選択科目を履修する際の有力
な判断基準として多くの学生が利用しており、着実な効果を上げている。 また、Course
N@vi によって自由にシラバスを閲覧できるシステムは、教員と学生の双方にとって有効か
つ便利な方法で、近年は利用率も著しく上昇している。学生による授業評価アンケートに
よると、シラバスの体裁や記載方法が統一されたことで、シラバスに沿って展開される授
業の割合が増加している。
各科目のシラバスには、どのような基準によって成績評価を行うかが明記され、それに
従って厳正な成績評価と単位認定が行われ、成果を上げている。研究指導の評価について
も、研究の進展や成果としての論文発表、国際会議や学会での講演や発表などを、総合的
に判断して適切に実施されている。また、Course N@vi を用いて履修者に成績分布を公開
するなど、学生に対する開示も一部の科目で進んできている。
専任教員が担当しているすべての科目については、直接学生にマークシート用紙を配布
して授業評価を毎年実施することで、教育成果に関する定期的な検証を行う仕組みが整い
つつあり、今後成果が上がっていくことが予想される。教育内容や方法の改善を議論する
ための組織は整備されており、成果を上げている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
授業評価結果等を基に専攻別に行われているファカルティ・デベロップメント（FD）の
実施により、適切にカリキュラムの見直し等が行われている。また、各種専修コースは、
担当教員により定期的に見直しが行われ、また新たなコース設定も検討されており、創造
理工としての独自の教育方法が効果的に展開されている。他専攻・研究科の科目履修も進
んでいる。
〈22〉大学院先進理工学研究科
CourseN@vi を用いた授業により、シラバス、電子資料のアップ、課題の提出、小テスト、
質疑応答、グループ討論、授業に関する意見などのきめ細かな双方向の授業形態が可能と
なり、教育効果が上がっているケースが出てきている。また、国際コースの開設によって、
授業の英語化が急速に進み、学生が抵抗なく英語で受講できるようになっているケースも
出てきている。
〈23〉大学院教育学研究科
教育学および各教科を構成する諸学問領域について研究指導が設置され、それぞれの専
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門的な研究方法についての指導が実施されている。
研究科要項やホームページなどで、シラバスについては周知されている。
大学院学生の場合、勉学に対する意欲の高い学生がほとんどであるため、全体的に成績
評価は上位水準においてあまり差がつかない傾向にある。
〈24〉大学院人間科学研究科
通常の講義科目、演習科目のほかに日常的に研究指導が行われており、研究の方向性や
内容、課題などに関する議論が、指導教員と個別に、あるいは関連研究グループごとに積
極的に行われている。博士後期課程では、他大学や研究会、学会への参加や発表を奨励し
ている。
シラバス記載内容の指示が細かになったことにより、記載の仕方がより具体的になって
きた。また、ホームページでの検索も可能であり、紙媒体と同じ内容の情報が開示されて
いる。具体的な計画を公開することにより、授業計画もより具体性を帯びているものと思
われる。
全学共通設置科目について８単位まで算入が可能である。また、海外の大学院に留学し、
留学先で取得した講義科目の単位のうち、本研究科に設置されている講義科目のいずれか
に該当すると認められるものに限り、また当該年度の登録制限単位数の範囲内で８単位ま
で算入が可能である。
研究指導の変更を強く希望する学生に対しては、課程の途中で指導教員を変更すること
も制度上可能である。原則的には入学時の指導教員の下で論文をまとめるが、学際性を重
んじる本研究科においては主たる研究領域だけではなく、自分自身の価値基準による関連
研究領域をもつ場合がある。
〈25〉大学院社会科学研究科
修士課程における研究計画書の提出や公開中間報告会の開催、博士後期課程における学
位論文提出までの標準スケジュールの提示と中間報告会の義務づけ、さらに留学生向けの
チューター制度等によって、学位取得への道筋が明示されて一定の効果を上げていると考
えられる。
博士後期課程の論文執筆指導については、本研究科発行の２つの学術誌『ソシオサイエ
ンス』と『社学研論集』において定められている詳細な論文書式規定の順守指導を通じて、
さらには『ソシオサイエンス』投稿論文に対する詳細な投稿規定および執筆要領（資料
25-4-3-1、資料 25-4-3-2、資料 25-4-3-3 参照）にもとづく査読・指導を通じて、社会科学
系の論文に必須な先行研究調査や論旨展開・書式作成等について指導の効果を上げている
と考えている。とくに、査読付学術誌である『ソシオサイエンス』については、指導教授
による投稿前チェックを徹底すべく所見書・推薦書の書式を定め（資料 25-4-3-1、25-4-3-2、
資料 25-4-3-3 参照）、審査方針（資料 25-4-3-1、資料 25-4-3-2、資料 25-4-3-3 参照）を公
表して審査の厳格化を図っている。結果として『ソシオサイエンスへ』への投稿論文の採
用率は 56.4％（過去５年平均の掲載数／投稿数）となっており、査読誌としての競争性も
十分に確保されている。
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通常授業についても、授業アンケートによると、
「教員は授業の進め方を工夫していまし
たか」の設問に 82.7％が「そう思う」
、14.3％が「ややそう思う」と答え、「学生からの質
問や相談に対して、教員は適切に対応しましたか」の設問に 90.2％が「そう思う」、9.8％
が「ややそう思う」と答え、
「教員は熱心でしたか」の設問に 90.2％が「そう思う」、9.8％
が「ややそう思う」と答えている。総合的な意味での授業の満足度を 100 点満点で問う設
問にも、86.5％が「80〜100 点」と回答している。これらからも、教育方法・学習指導に
おいて各教員の工夫により効果が上がっていると評価できる。
授業アンケートでは、
「シラバスと授業内容が対応していましたか」の設問に 85.0％が「そ
う思う」、12.0％が「ややそう思う」と答えている。
「シラバスから想定された難易度と合っ
ていましたか」の設問には、77.4％が「そう思う」
、20.3％が「ややそう思う」と答えてい
る。このことから、教員はシラバスに基づいた授業を実際に展開し、シラバスを読んで授
業に登録した学生側も、シラバスと授業内容の対応を認めていると評価できる。ただし科
目によっては、シラバスの各回の授業内容を具体的に記述しておらず、登録前に学生が授
業内容を明確に想定できていない場合も見受けられる。
大学院課程である性質上、成績評価における相対基準は導入していないが、シラバスを
見るかぎり、各教員はレポートや平常点（出席や授業内での発表）をもとに厳正な成績評
価と単位認定（修士課程の場合）を実施していると評価される。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
教育方法の効果としてまず挙げられるのは、学生の授業評価が公開されていることで、
教員自身が授業改善の指標とするだけではなく、学生自身が履修の際に参考にできること
である。また、成績評価においても A や A＋についての基準を設けており、学生の学習意
欲向上に役立ってきた。修士論文の評価についても、各審査委員の評価をどのように総合
して判定するか基準を明確にした。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
プロジェクト研究コースでは、基礎科目、専門科目、実習、プロジェクト研究 I の履修が
義務づけられているが、最終的に研究成果を外部発表することができており、適切な教育
方法で指導が実施されていると考えられる（資料 27-4-3-3）。
学生授業アンケートの結果から、シラバスと授業内容は概ね対応しているといえる。
A+と A 評価の合計が登録学生数の 45%を超えないことという制限により、成績評価は一
定の分布となるようなった。また、例外的に優秀な学生が多かった場合にも対処をする仕
組みができている(資料④-3-15)。
カリキュラム部会を主体とした、毎年実施されるカリキュラムの見直しは、設置科目、
時間割など適切性を確保するうえで有効に機能している。
〈28〉大学院日本語教育研究科
毎週の演習における指導、毎週あるいは集中して行う、全体に対する、あるいは、個別
の研究指導を行うことで、論文作成に向けての段階を追った指導を可能にしている。
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修士課程については科目群や指導体制はかなり充実しているが、博士課程については、
学生によっては在学期間が長引く傾向があるため、指導教員および副指導教員の指導に加
えて全体での発表会（事前発表会）を開催することとした。
シラバスが公開されることによって、教員、学生がシラバス内容を共有している。
すべての履修科目は、本研究科の教育理念である「多様化に対応できる理論と実践の総
合的なバランスの取れた人材育成」の実現を第一に編成されており、その履修によって学
位審査基準を満たす能力を修得することが実現できている。
入学直後の学生の演習指導については、この数年かけて整備してきた。入学時に研究室
を決定する制度を廃止し、１学期間、全教員との演習を行うことによって、自らが専門と
するテーマを選べるように改善した。その結果、各自が改めて研究テーマを見直すことに
なり、修士論文により深い取り組みができるようになった。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
国内外の多様な学生に応じた研究室配属ができている。
日本語と英語で書かれた学生アンケートによると、シラバスに基づいて授業が実施され
ていることが裏づけられている（資料 29-4-3-2 設問 1、6、7）。
日本語ができない学生が、問題なく授業を受け単位を習得している。また、アンケート
結果でも良好なデータを得ている。
科目ごとの偏りがなく、ほぼ正規分布に近い形で配点が行われてきている。
海外から多様な学生が入学することを考慮し、学生の研究室決定にあたり入学後約半年
の猶予期間を設けている。また、猶予期間中に数カ月の仮配属期間を設けることにより、
学生と教員との意思疎通の促進を図った後に正式な研究室配属を実施している。それでも
学生の研究推進に向けて何らかの問題がある場合、具体的には、研究項目決定に向けて研
究室を変更したい場合に、変更元と変更先の教員の承諾と変更理由を明記した書類を分野
会議、主任会議、研究科運営委員会で承認後実施している。これにより柔軟な教育・研究
活動を可能としている。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
少人数制のゼミ・講義による緊密な研究指導およびテクニカル・ライティングなどの共
通教育の拡充によって、修士課程、博士課程ともに高い修了率を維持している。また、修
士課程 1 年制コースでは研究指導・演習・講義を通常時間外に行うことによって、社会人
が勤務に支障をきたすことなく授業を履修できるように配慮している。
一部の研究指導を除いて、原則すべての学科目において、授業の目的、到達目標、15 週
の授業内容、評定方法が明示され、学生にとって科目に対する事前の理解、見通しを持っ
た学習がしやすくなった。
シラバスに成績評価の基準と比率を明示したので、それに基づいて、学生にもわかりや
すく、より客観的な成績評価が行われるようになった。本学スポーツ科学部生については、
大学院の科目を 14 単位まで先行履修取得することができるが、学生の利便性を高め、学部
との連携の効果となっている。
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教務委員会やコース会議、さらには点検評価委員会における定期的な教育成果の検証に
基づき、2013 年度からのエリートコーチングコースの設置、共通科目の拡充、学部・大学
院連携を検討するワーキンググループの設置、FD 委員会（仮称）の設置、2014 年度には、
科目ナンバリングの検討、ポストグローバル COE 体制の構築を、学術院アクションプラン
に明記した。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科は、現在、文部科学省より「国際環境リーダー」の育成拠点に選ばれており、
必要科目の履修により専門資格の取得が可能となっている（資料 35-4-3-1）。既存の講義・
演習で得られる知識をさらに深めることのできる当履修コースは、学生より極めて高い評
価を受けている。
教員が互いの講義のシラバス（資料④-3-18）を容易に把握できる状態となっているため、
講義のクオリティーを向上させようという意識を高めることに成功している。また、研究
室での活動状況などを、シラバスを通して広くアピールすることにも成功している。
成績評価と単位認定について、共同演習科目は、全教員が全学生の活動に対して成績評
価リストを用いて採点することとしている。具体的評価内容としては、①現状の進捗状況
で修論審査に十分か、②前回までの指摘に的確に対応しているか、③これまでの学生の努
力は十分か、などである。集計した点数に基づき成績評価ならびに単位認定を行っている
ため、極めて公正・適切なものであると確信している。
定期検証については、全講義の学生授業アンケート結果（資料 35-4-3-2）を運営委員会
において全教員の前で公表することで、個々の教員の講義クオリティーを向上させようと
いう意識を高めることに成功している。また、共同演習科目については、全教員が全学生
の活動に対して成績評価リストを用いて採点することとしているが、その中に「該当学生
に対する担当教員の指導は充分か」というチェック項目を設けており、他教員による評価
を通して担当教員のさらなる指導改善を促している。
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（２）改善すべき事項
〈１〉大学全体
毎年実施している「修学上の問題を抱える学生への指導に関するアンケート」の集計結
果により、必ずしもすべての学部でクラス担任制度が機能しているわけではないことが明
らかになった（資料④-3-2）。
現在もシラバスにおいて予習、復習を指示しているが、今後は到達目標において、授業
の履修が具体的にどういう能力の獲得につながるかを明示した形で、予習、復習を指示す
る記述の仕方が普及する必要がある。
成績評価基準が全学的に統一されておらず、全学的な成績評価基準の統一について検討
する必要がある。
Course N@vi 説明会は、専任教員の参加者数は少しずつではあるが増えているものの、
専任教員全体から見ると参加者数は少ない。現在は電話による相談や研究室に出向いて操
作を説明するなどの対応を行っているが、こうした説明会以外に Course N@vi の機能を紹
介する方法を充実させることを検討する必要がある。
〈２〉政治経済学部
教員人数に制限がある中で日英のカリキュラム・講義を並行し、かつ少人数教育の重点
化を進めるためには、省力化と教育の質向上とを同時に満たす必要に迫られている。本学
部では成績評価および学生授業アンケートで Course N@vi を活用しているが、今後は教員
への普及を進め、授業運営の省力化と質向上につなげる活用が課題となる。
本学部では評価方針に基づいた成績の相対評価が厳格に運用されているため、他学部・
他大学と比較して学生の GPA が低く算出される傾向にある。また、カリキュラム上の高度
な内容を扱う科目の履修人数が総じて少ない傾向があり、GPA 算出方法と学生の履修傾向
との関連を検証する必要がある。
〈３〉法学部
学生授業アンケートの実施率は高いものの、回収率が低く、FD 強化の観点から改善の必
要が認められる。
〈６〉教育学部
現時点での学部の理念・目的を実現させるためには、適切な教育方法が採られているが、
学術院計画委員会での検討により、さらに充実させる必要があることが明らかになった（資
料 6-4-3-9）。
〈７〉商学部
本学部では、従来からクラス規模（履修者数）の縮小を図ってきたが、現在でも 400 名
を超える履修者数の授業が複数存在する。従来、クラス規模に関する明確な方針はなく、
使用可能な教室、担当教員の意向、希望者数などを考慮して履修者数を決定している。近
年は、教室の ICT 機器導入により、大規模教室における大人数授業でも一定の教育効果は
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期待できるが、教育の質を考えると、大規模クラスの授業には課題があるといえる。
〈８〉基幹理工学部
本学部内での教育方法および学習指導については、特に改善すべき事項は見当たらない。
敢えて問題点を挙げるとすると、年間の履修科目登録の上限が現在 54 単位に設定されてお
り、十分な学習効果を得るためには少し低減する方向で改善すべきと考える。
シラバスに基づいて授業が展開されているか否かを判断する材料は、現時点では学生に
よる授業評価アンケートのみであり、他の評価方法を導入する必要がある。特に、教員の
FD 推進活動や資質の向上とも関連させて、授業評価法に関する新たな基準や方法の導入が
必要である。また、毎週の授業内容をシラバスに記載して公表することで、学生の理解度
とは無関係に授業が進行し、効果的な学習を逆に妨げる結果になっている場合も見受けら
れる。
A+、A、B、C、F の基準によって成績評価が行われているが、必修科目や実験・実習・
演習科目には S という成績基準を運用上設定し、次年度の同一時間重複履修を認めるなど
の措置を行っている。転部、学士入学者ならびに単位互換制度を利用した留学者などの場
合、単位の認定基準が明確ではなく、代替科目の選定や単位認定を各学科独自の判断基準
に基づいて原案を作成し、その内容を部科主任会や学部運営委員会で審議する体制を取っ
ており、改善の余地がある。
教育成果の検証に最も有益である学生による授業評価アンケートは、マークシートを学
生に直接配布する方法と、ウェブから回答する方法の 2 種類が採用されているが、ウェブ
回答率は著しく低いのが現状である。回答率を上昇させるための手段の検討や、すべての
科目のアンケートをマークシートで実施できるような予算措置を必要としている。また、
授業評価アンケートの結果について、非常勤講師が担当する科目も含めてすべての科目で
検証し、その結果を次年度以降の教育方針の検討や教育方法の改善に結びつけるのは困難
である。
〈９〉創造理工学部
専門科目以外の理工系科目である数学、物理といったＢ群科目の内容については、基幹
理工学部、先進理工学部の教員が担当していることもあり、本学部および学科からは、Ｂ
群それぞれの科目担当教員に要望を伝えているが、カリキュラム全体に影響するＢ群科目
の位置づけとそれらの講義内容が必ずしも明確ではなく、また、専門科目の内容への連続
性については、本学部とその学科内だけの議論では、どうしても高い効果は望めないとい
う現状がある。創造理工の特質を生かしたＢ群科目の内容を、他学部・他学科とも共同で
検討を進めるべきである。
〈10〉先進理工学部
学部要項において、それぞれの科目の設置のねらいや履修の流れ、また選択科目を選択
するための情報など設置側の意図をさらにわかりやすく記載する。また、シラバスの記載
内容や成績評価基準、CourseN@vi の活用に関しても科目ごと、教員ごとに温度差があるの
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で、多くの教授が集まる会議（教授会や教室会議）において、機会を捉えて事例紹介をす
る。また、CourseN@vi に使い方をアップしたり、使用マニュアルを単に配布する方法は必
ずしも有効ではないことから、担当職員によるデモなどにより利用を促すほか、使い難い
箇所もあるので常にバージョンアップに努める。
〈11〉社会科学部
落ち着いて研究に没頭する時間の減少、学生同士の切磋琢磨の機会、教員と対話する機
会が少ないこと、活動成果の内外への発信の機会が必ずしも多くないことなどが挙げられ
る。
授業アンケート結果の利用方法は各教員に任されているのが現状である。授業内容や方
法の改善を図るための本学術院独自の組織的研修等は実施されていない。
〈12〉人間科学部
現状では大別して座学と実験実習科目があるが、各科目の目的に応じてさらにさまざま
な形態の科目の導入も検討の余地はあると考えられる。通信制における改善すべき事項と
しては、入学しても卒業ができない者が３分の１以上存在するので、より細かな学習志望
でその比率を改善する必要がある。
記載する項目は統一されたフォーマットではあるが、科目によっては記載の内容に濃淡
が見受けられ、記載内容についてもシラバスのフォーマットの統一の主旨に沿ってそろえ
ていく必要があろう。また、シラバスの記載に沿った授業を行っているかの評価も必要と
なろう。
評価方法は明示されている。そのうえで、それがそのとおり適切に行われているかを検
証するための工夫は行っていく必要があろう。一方、通信制では、通学制の定期試験のよ
うに試験会場で本人の認証を行うことが不可能であるため、不正がしにくいオンラインで
の試験の実施方法を確立することが求められている。
教育課程の成果については、なかなか具体的な検証を行うことは容易ではないが、中期
的にはカリキュラムが適切に機能して、教育効果を上げているかについては検証する必要
性があろう。そのうえで、ある程度はカリキュラムのフレームを再構成するような改革も
必要となってくる。
〈13〉スポーツ科学部
12 クラス（平均 35 名）あるスポーツ教養演習Ⅰ、Ⅱは、主に助教や新任教員がクラス
担任となり、助手が副担任としてサポートする複数指導体制で実施しているが、学習内容
については共通のものとしているものの、教授能力やクラス運営能力に差があり、クラス
によって学習成果に開きが出てきている。
シラバスの作成には、15 週を１回ずつ入力する方法とフリーフォーマットの２種類が利
用されているが、フリーフォーマットで入力する場合にミスが多くなる傾向にある。また
現状では、シラバスに沿った授業が展開されたかどうかを知る方法は、学生による授業ア
ンケートだけであるが、本学部の授業アンケートの実施率は低い。

355

第４章－（３） 教育内容・方法・成果
教育方法———２. 点検・評価

成績評価を絶対評価で行うか相対評価で行うか、基本的に担当教員の裁量に任されてい
るため、同じ科目で複数クラスがある場合で、違う教員が担当する場合に、成績評価の公
平さに欠ける場合が出てくる。また他の学部との公平性の問題（留学の際の評価など）が
生じる。一定規模以上の科目やクラスの場合に、相対評価を導入することも考えられる。
教育成果とは何か、その検証方法について、学部内で必ずしも体系的かつ十分な検討が
行われていない。
〈14〉国際教養学部
現状の説明で記載した通り、演習科目を担当している教員をアカデミックアドバイザー
とすることにより、初年次からの効果的なアドバイジングを行っているが、必ずしも本学
部に所属する専任教員が演習科目を担当するわけではないため、一部の学生には、演習科
目を担当していない教員が機械的に割り振られてしまうことがある。
効果が上がっている事項に記載した通り、シラバスの記載内容を明確にしたことにより、
科目登録前に学生に十分な情報を提供できるようになったが、紙媒体のシラバスについて
は、編集、印刷等の時間を要するため、更新された内容が反映できず、ウェブ版のシラバ
スと内容の齟齬が生じてしまい、学生に誤った情報を与えてしまうことがある。
成績評価については、国際的通用性のある基準を策定できたが、発表された成績につい
て、学生が異議を申し立てたり、成績の根拠について開示請求できたりする制度がないた
め、学生の視点からの成績の客観性の確保という点では問題がある。
授業内容を改善するために学生により行われる授業評価の結果は、各教員に個別にフィ
ードバックされるのみであるため、他の教員がどのように評価されているか知ることがで
きず、他の教員の評価と比較して、客観的に自己の評価を知ることができない。
〈15〉大学院政治学研究科
メイン・アドバイザーとサブ・アドバイザーによる複数指導体制について、学生の申請
に基づいているのが現状であるため、サブ・アドバイザーの申請を義務化するなど、個々
の学生で対応に差が生じないようにする必要がある。
〈16〉大学院経済学研究科
授業評価アンケートの回収率は向上しているものの、まだ十分とはいえない。また、アン
ケートの結果は共有されておらず、貴重な情報が利用されていない。
〈17〉大学院法学研究科
従来、教育・研究指導の効果を測定するための方法について実施してこなかった理由は、
社会科学・法学系では、その教育成果を計量的に測定することが困難であることにも起因
しているが、今回の改善で、研究成果を公表した学生については、ある程度の現状把握が
できるようになると思われる。
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〈19〉大学院商学研究科
商学専攻では、修士課程・博士後期課程の入学後にいずれも指導教授を中心とした教育
が行われているが、一方で、これには、入念かつきめ細かな指導が可能になるというメリ
ットがある。他方で、特定の教員の研究テーマや研究手法に学生が影響されたり、研究内
容に偏りが生じたりする弊害も懸念されるところである（いわゆる蛸壺化）
。また、一定の
要件単位の定めはあるものの、科目履修の内容が学生の自由意思に任されているために、
必ずしも、各学生の研究分野に関する体系的・展開的な科目履修とならないという問題も
残されている。
さらに、教育・研究の国際化との関連で、英語での講義を行う科目が少なく、外国から
の留学生の増加、国際的な競争力の強化を考えると、英語での講義科目を増設する必要が
ある。
他方で、博士後期課程カリキュラムの改革の一環として、修士課程のカリキュラムを改
革して、各専修での研究に必要なコア科目を設置し、博士後期課程入学試験の中核にコア
科目試験を据えたうえで、成績優秀者については博士後期課程入学試験におけるコア科目
試験を免除することが、博士課程カリキュラム検討ワーキンググループの答申書において
明記されている。現在、その実現の方向で博士課程カリキュラム実施ワーキンググループ
での検討作業が行われている。こうした改革が実施された暁には、少なくともコア科目に
ついては、数回の試験を実施して試験結果を基にした相対評価を行う必要がある。この点
は、博士課程カリキュラム検討ワーキンググループの答申書においても課題として掲げら
れている（資料 19-4-3-1）。
改善すべき事項として、修士課程については、第１に、本研究科が現在提供しているカ
リキュラムにおいて、研究者を志望する学生向けのカリキュラムと、修士課程を修了後に
ビジネス実務の世界で高度の専門性を備えたビジネスパーソンとなることを志望する学生
に対するカリキュラムとが分けられていないということである。現在進行中の博士後期課
程カリキュラム改革の一環として、修士課程のカリキュラムの見直しを進めているところ
であるが、この点についての問題意識は本研究科において共有されている。
第２に、本研究科の博士後期課程について、課程によるものの博士学位の取得を積極的
に推し進めているが、その際の博士学位申請論文の質の確保を図る必要がある。また、研
究者養成機関としての本研究科の競争力の向上・強化に向けた対策を講じる必要もある。
さらに、現在進行している修士課程・博士後期課程カリキュラムの一体改革との関係で、
本専攻以外の他大学研究科・本大学他研究科から本専攻の博士後期課程に進学する者につ
いては、後述のように、課程によるものの博士学位の申請に係る資格要件とすることが予
定されている「統計（基礎）」・
「リサーチ・メソッド科目」を履修していないこととなるた
め、課程によるものの博士学位の申請をするまでに、当該科目を履修することが必要とな
ることから、そのための制度的手当てを行うことが求められる。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
本研究科内での教育方法および学習指導については、特に改善すべき事項は見当たらな
い。敢えて問題点を挙げるとすると、博士後期課程の学生に対しても、講義科目や演習科
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目の履修条件を定める検討が始まっている。
シラバスに基づいて授業が展開されているか否かを判断する材料は、現時点では学生に
よる授業評価アンケートのみであり、他の評価方法を導入する必要がある。特に、教員の
FD 推進活動や資質の向上とも関連させて、授業評価法に関する新たな基準や方法の導入が
必要である。また、毎週の授業内容をシラバスに記載して公表することで、学生の理解度
とは無関係に授業が進行し、効果的な学習を逆に妨げる結果になっている場合も見受けら
れる。
成績評価と単位認定に関しては、現在、適切に実施されており、特に改善すべき事項は
見当たらない。
教育成果の検証に最も有益である学生による授業評価アンケートは、マークシートを学
生に直接配布する方法と、ウェブから回答する方法の 2 種類が採用されているが、ウェブ
回答率は著しく低いのが現状である。回答率を上昇させるための手段の検討や、すべての
科目のアンケートをマークシートで実施できるような予算措置を必要としている。また、
授業評価アンケートの結果について、非常勤講師が担当する科目も含めてすべての科目で
検証し、その結果を次年度以降の教育方針の検討や教育方法の改善に結びつけるのは困難
である。
〈21〉大学院創造理工学研究科
成績評価に関して、専攻・科目によって偏りがある状況である。科目によって履修学生
数が限られることから、基準を統一することは適切ではないが、学生に対して成績判定基
準などをより明確に示し、教育効果が高まる方策を講じることが必要である。
〈22〉大学院先進理工学研究科
成績評価に関しては、研究科運営委員会において成績分布を内部資料として紹介してい
るものの、成績分布は科目によって偏っているケースが散見される。むろん受講生の専門
性も偏っているし、受講者数も限られているので、成績評価基準をシラバスでより明確に
するなどの改善が必要である。教育効果に対する定期的な点検に関しては、各専攻単位で
自主的に行われている。今後は、その点検内容を議事録として文書で残して研究科に対し
て報告することも望まれる。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程においては、研究方法の相違に基づく教育方法や学習指導の大幅な相違が、一
部の異なった学問分野・研究方法の授業科目を履修する際の制約となっていることは否め
ない。教員の側にも異なった領域の履修生が参加する場合、研究方法についての履修生間
の水準の差異が学習指導上の困難を生み出している場合もある。なお博士後期課程では、
複合履修生に対しては演習科目が割り当てられて、そこでは必ずしもその研究方法を専門
とはしていない履修生の学習も保障されている。
教員からは、特論、演習、研究指導は、少人数の場合には、その年度に入学・在籍して
いる学生に必要な指導を考慮して内容が決められるため、前年度のうちに詳細なシラバス
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を作成することの困難さが指摘されている。
特別に改善を要すると思われる事項はない。また、少人数での比較的細やかな指導が可
能であり、また全体的に勉学への意欲の高い学生が多いため、Ａ＋、Ａの評定配分割合を
受講者の全体数に対して割り当てるような方式はなじまない。
受講学生が少人数の特論、演習、研究指導が多いため、授業評価を実施しない教員が多
い。また、学問分野と研究方法が幅広く多様であるため、一般的で、一律の授業評価の質
問項目を作成してのアンケート評価は行いにくい。このため各教員は、レポートや学生の
意見、受講学生の授業における反応などを手掛かりに、次年度の教育課程や教育内容・方
法の改善を行っている。
〈24〉大学院人間科学研究科
インターネットを利用したオンデマンド科目を導入することにより、学外での調査活動
を実現しやすくした。また、修士課程１年制「教育臨床コース」においては、社会人を対
象としているため、夕方以降の時間に開講する科目、オンデマンド科目を設置し、実践修
士の取得に便宜を図っているが、施設利用面などにおいて改善すべき点が残されている。
「論文輪読」、「報告とディスカッション」などの記述のみで内容がわかりづらいシラバ
スが散見されるので、より具体的な内容がみえる記述を促す必要がある。
成績評価についてはシラバスに記載されている内容に従って実施されているが、そのこ
とを検証するための工夫を行っていきたい。前述で述べたとおり、公開授業や発表会など
がひとつの有効な手段であると考えられる。
研究指導の変更は、本研究科の学際的なメリットを、柔軟性をもって生かす方法でもあ
るが、安易に変更を求める学生が増加傾向にあり、改善策を練る必要がある。
〈25〉大学院社会科学研究科
修士論文の副査や博士論文の副指導教員といった副次的立場からの研究指導については、
制度化されている中間報告会などの発表機会時における指導はなされているものの、その
他の日常的な指導にかかわる機会は必ずしも多くはないと思われる。
院生相互の研究上の交流（共同研究を含む）や、院生による研究成果ないし途中経過の
対外的発信の機会が必ずしも多くないとの反省の声も一部に聞かれている。
また、留学生の語学力補習については、留学生の日本語力を補うチューター制度を実施
しているが、日本語での授業受講（授業実施）や論文執筆（論文指導）に困難を覚える留
学生（担当教員）がなお存在するように見受けられる。
授業アンケート結果の利用方法は各教員に任されているのが現状である。授業内容や方
法の改善を図るための本学術院独自の組織的研修等は実施されていない。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
EAUI（東アジア大学院大学）構想実現に向けて、パートナー５大学の相互ネットワーク
関係をさらに強化し重層的なものとするために、教材の共同開発や共同カリキュラムの整
備を行い、そこで得た先進的な教育方法を研究科全体の教育方法にも反映させる。
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〈27〉大学院国際情報通信研究科
学際研究コースについては、2012 年度よりカリキュラムの変更が行われたが、それまで
応募者が予想を下回っていた。キャリアデベロップメントコースについても、応募者は若
干名に留まっている。博士後期課程の在学生が多く、標準年限である 3 年を超えて在籍す
る学生が増えている。
シラバスと授業内容が対応していないという意見の出た授業に対して、対処する仕組み
を構築する必要がある。
グループプロジェクトなどグループによる活動を行う授業について、前項で述べた制限
に基づく評価が困難であるという意見が出されている。
学生授業アンケートの評価のシラバスやカリキュラムの反映については、その仕組みが
定着していない。FD 推進についても未だ定着しておらず、セミナー参加者も少ない。
〈28〉大学院日本語教育研究科
博士課程の指導体制の改善については、取り組み始めたばかりなので今後、その効果を
検証し、さらに必要があれば改善を重ねていかなければならない。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
2013 年度開設のエリートコーチングコースをはじめ、複数教員による指導が導入されて
きているが、取り組みが不十分である。また、基本的には学内での演習、実験、講義が中
心であり、他大学・研究機関や海外提携校とのネットワークを生かした教育方法、学習指
導への取り組みも不十分である。
シラバスの作成には、15 週を１回ずつ入力する方法とフリーフォーマットの２種類が利
用されているが、フリーフォーマットで入力する場合にミスが多くなる傾向にある。また
現状では、シラバスに沿った授業が展開されたかどうかを知る方法は、学生による授業ア
ンケートだけであるが、本研究科の授業アンケートの実施率は低い。
一部にシラバスの成績評価の基準として、平常点 100％、出席・発表・議論を総合して評
価する、あるいはその他○％といった表現が見られるが、学生からみてわかりにくく、あ
いまいにならないように改善する必要がある。
教育成果とは何か、その検証方法について、研究科内で必ずしも体系的かつ十分な検討
が行われていない。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科で採用している教育コンテンツの一部については、種々の制約により履修者制
限を設けているものが存在する。それにより、学生の履修希望が 100%実現されていない状
況となっている。
一部の学生が、シラバスを十分に活用していないことが、アンケート等より確認された。
シラバスの公開度が低いことが原因と考える。
共同演習科目以外については、成績評価と単位認定の両者とも担当教員の独自判断とな
っている。全学ルールに基づいた厳格なものとなるよう適切に処理しているが、現状では
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結果のチェックはされていない。
教育成果に対する検証をするうえで極めて効果のある授業見学会であるが、現状では半
期に１回のみの開催となっており、十分とはいえない。
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３．将来に向けた発展方策
（１）効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
Course N@vi にはさまざまな機能があるが、現在最も利用率が高いのは成績管理機能で
ある。今後は、Course N@vi の持つ教員と学生の双方向という特性を生かした利用方法を
普及・展開させるために、他の教員の参考となるグッド・プラクティスをモデル化する必
要がある。
2011 年度後期より科目担当教員が学生授業アンケートの集計結果を Course N@vi 上で確
認できるようになり、同じく Course N@vi にシラバスシステムが統合されたことで、次年
度シラバス作成の際に学生授業アンケートの集計結果が反映されるなど、両者の連携がこ
れまで以上に進むことが期待される。
〈３〉法学部
引き続き適切な形で学部教育を運営するために、キャップ制の下、シラバスの効果的な
記入と適正な割合での成績評価について各教員に対して徹底を図り、問題がある科目につ
いては学部執行部が個別に対応して是正を図る。
〈４〉文化構想学部
教員ごとの論文指導学生数の平均値、および最小値、最大値、フィールド実習・ボラン
ティア実践、専門特殊研究の履修者数、各学生の GPA の分布などのデータをより一層活用
することで教育効果を検証し、学習指導と教育方法のさらなる充実化を図ることが課題で
ある。
さらにチェック機能を強化するために、学生による授業評価アンケートの結果をもとに、
シラバスと授業内容が対応しているか、シラバスから想定された難易度と合っているかな
どを科目ごとにチェックすることが望ましい。
１年次の基礎科目に関する成績配分比率の厳格さのチェックや、学生から担当教員への
評価理由照会制度の活用実態のチェックなどを続けていく。
さらにチェック機能を強化するためには、学生による授業評価アンケートの実施状況の
確認や「学生実態調査」の実施状況の確認も大切であるかもしれない。
〈５〉文学部
教員ごとの論文指導学生数の平均値、および最小値、最大値、フィールド実習・ボラン
ティア実践、専門特殊研究の履修者数、各学生の GPA の分布などのデータをより一層活用
することで教育効果を検証し、学習指導と教育方法のさらなる充実化を図ることが課題で
ある。
さらにチェック機能を強化するために、学生による授業評価アンケートの結果をもとに、
シラバスと授業内容が対応しているか、シラバスから想定された難易度と合っているかな
どを科目毎にチェックすることが望ましい。
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１年次の基礎科目に関する成績配分比率の厳格さのチェックや、学生から担当教員への
評価理由照会制度の活用実態のチェックなどを続けていく。
さらにチェック機能を強化するためには、学生による授業評価アンケートの実施状況の
確認や「学生実態調査」の実施状況の確認も大切であるかもしれない。
〈６〉教育学部
ほぼすべての科目で学生授業アンケートが実施されるようになったが、今後はその結果
を授業改善に着実に結びつけていく方法を検討していく。
〈７〉商学部
既述したとおり、本学部では 2014 年度から新教育課程を導入予定である。それに伴い、
必修科目の改編も予定されているが、
「基礎経済学」
「基礎会計学」
「基礎数学」の３科目は、
新教育課程でも必修科目とする予定である。これまでに蓄積した教育方法に関する知見を
カリキュラム委員会などで共有することで、さらに改善を加える。
ドイツ語に関しては、科目世話人を中心とした科目担当者間の意思疎通を今後も図るこ
とで、教育内容・教育方法、学習目標の到達度などに継続的に確認する体制を維持する。
スペイン語に関しては、年々増加傾向にある外部検定試験受験希望者への対応として、個
別に適当な教材を提示し、学習のサポートを実施している。希望者がさらに増加した場合、
支援体制を充実させることを検討している。また、さまざまな理由で「スペイン語Ⅰ基礎
A/B」が未履修のままになっている学生を対象に特別な指導を個別に行い、特別試験を実施
し、単位取得を促進しており、一定の効果が上がっているが、今後「スペイン語Ⅱ総合 A/B」
についても実施を検討している。
中国語については、すでに成果を上げている 1 年生向け「中国語単語統一試験」を基礎
として、2 年生向けにも「中国語中級単語統一試験」を 2013 年度より実施する。この試験
により、初級 550 単語の習得から、中級レベル 900 単語（2 年次春学期 480 単語、 秋学期
420 単語）の習得を全学生に義務づけ、これまでもシラバスで掲げてきた到達目標を「出口
保証」として実現する。この初中級単語 1450 語は HSK（漢語水平考試）４級レベルを目
安としており、CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）での B2（Vantage） に相当するもの
である。
〈８〉基幹理工学部
各学年に複数のクラス担任を配置し、学習の指導のみならず学生生活の相談などを行っ
ている現制度は、非常に効果を上げており、今後も継続していく必要がある。また、クラ
ス担任が毎年実施している成績不振学生の呼び出しや面談により、学習意欲を回復する学
生は毎年多く存在する。教員には大きな負担ではあるが、さらにきめ細かい学習指導体制
の構築が必要であり、Course N@vi のさらなる活用に加え、個々の学力に応じた教育を実
現するための ICT の有効利用などを将来的に検討する必要がある。
授業科目の内容が詳細にシラバスに掲載・公開されることで、シラバスに基づいた授業
の割合が著しく増加し、顕著な効果を上げている。引き続き、シラバスの詳細な記述と公
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表を授業科目のみならず、その他の実験、実習、演習科目等にも順次拡張していく必要が
ある。
ホームページによるシラバスの公開をさらに促進し、すべての科目のシラバスおよび成
績の評価基準や評価方法が公開されるように、教員の FD 推進活動とも関連させた検討を行
うとともに、そのチェック機構の設置を目指す。
学生による授業評価アンケートのほかに、教員による教育成果の検証方法を導入する必
要がある。今後、学部高学年で導入される基幹共通科目についても、担当者で定期的な検
証を行い、その結果を次年度以降の教育内容や教育方法の改善に反映できる制度を確立す
る必要がある。
〈９〉創造理工学部
本学部の共通科目では、タスクフォース（TF）委員会で引き続き基礎的な検討を進め、
その後、学部運営員会での報告を経て、新しい提案を学部長室から創造理工の主任会に提
案するという手順になっている。この体制をとっていることにより、教育方法の発展に効
果が上がっている。各学科の専門科目については、ファカルティ・デベロップメント（FD）
の実施等により、着実に教育内容の検討が行われている。
〈10〉先進理工学部
各学科内でフィードバックを繰り返しながら、カリキュラムや講義内容をブラッシュア
ップしている。
〈11〉社会科学部
研究発表の機会の増加、日本に関心があるアジア等からの留学生も増えている。チュー
ター制度の充実、個々の教育方法の改善や発展推進も必要であろう。
〈12〉人間科学部
座学以外の実験実習科目としては多くの専任教員が担当している実験調査研究法があり、
学生はさまざまな領域の教員が提供する科目を複数履修して、それぞれの領域の方法論を
体験し実地に学ぶことができる。通信制では、聴覚に障害を持つ学生や、日本語の不得意
な学生のために、授業コンテンツに日本語字幕を付与するなど、授業コンテンツのユニバ
ーサルデザイン化を図っている。
ホームページに公開されるシラバスの記載内容については、教員が自分自身で修正でき
るシステムに改善されたが、この機能を多くの教員が活用するようになれば、シラバスの
公開情報の信頼度も向上すると期待できる。
予め公表された成績評価方法によって単位認定することが履修する学生にも周知されて
いるため、その了解事項に沿って双方が準備のうえ対応できるため、履修学生にとっても
公平なシステムといえる。研究室に配属された後の 3 年次の演習や 4 年次の卒業研究指導
においては、学生と指導教員との間の距離感が縮まるため、さらに適切な成績評価が行え
る。通信制では、最終的な卒業試験として、卒業研究発表（公開口頭試問）を実施してお
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り、卒業生の質が担保されている。
学生に卒業研究への積極的な取り組みをエンカレッジし、研究の楽しさやおもしろさを
深く理解させることを目指した取り組みを進めていくことは重要である。その結果として、
さらに大学院に進学して研究を深めたいと希望する学生が増えることが、研究大学を志向
する本学にとっても望ましい学部教育のあり方といえる。
〈13〉スポーツ科学部
英語能力の高いチュートリアル英語の単位免除者に対する、より高いレベルの英語科目
を配置するとともに、フル・オンデマンド化したスポーツ科学概論については、Course N@vi
による課題の提出や対面指導機会を設けるなど、きめの細かい指導を行う。
各科目の到達目標と最終的な学部の理念・目的とがどのように関連づけられるのか、体
系的に再構築する必要がある。学生がシラバスによって、より見通しを持って学習できる
ようにするために、シラバスに予習や復習、課題の提示といった項目を盛り込んでいく。
シラバスの中に課題の提出週、回数を事前に明示することによって、学生にとってより
成績評価がわかりやすいものとなる。
教務委員会およびコース会議、点検・評価委員会において定期的に教育成果について検
証を行うとともに、2014 年度には、学科再編による教育成果の包括的な検証を行い、2015
年度以降の教育課程や教育内容・方法の改善につなげていく予定である。
〈14〉国際教養学部
現状の説明で記載した通り、基礎演習担当教員をアカデミックアドバイザーとすること
により、効果的な指導を行うことができるようになったが、各教員の専門分野と学生の学
びたい分野が必ずしも一致しているわけではない。今後は、基礎演習担当教員の専門分野
を明確にし、学生が自らの興味のある分野の教員の基礎演習を履修し、アカデミックアド
バイザーが、より実質的な指導を行えるようにする。
シラバスの記載内容については、授業内容、成績評価方法等科目履修に必要な情報は明
記されるようになったが、語学科目、演習科目等一部の科目は日本語やその他の言語で行
われているので、より科目の内容を事前に理解させるため、使用言語の記載を徹底させる。
また、本学部では、各学期に上位 10％の学生を「Dean’s List」として、掲示板での表彰
を行っている。今後は、学生の学習意欲をより喚起するため、
「Dean’s List」として表彰さ
れた事実を成績証明書等に記載するなどの検討を行いたい。
上記のような改善点以外にも検討すべき点は多く、就職実績や進学実績の調査結果に基
づいた教育内容の改善に取り組むべきであるが、本学部は留学生が多く、帰国後に就職し
た場合や、大学院に進学後に就職した場合のデータを把握できていないので、今後は上記
のようなケースの進路実績を把握できるようなデータベース構築を検討したい。
〈15〉大学院政治学研究科
学生からの授業に対するフィードバック体制は整っており、今後もこうした声を授業に
反映した魅力的な授業展開につなげる。
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〈16〉大学院経済学研究科
2012 年春学期から、前学期の成績評価の結果は運営委員会で配布回収資料として回覧を
開始した。今後は定期的に回覧することで相対評価が浸透することが期待される。アンケ
ートだけではわからない研究科カリキュラムについての学生の要望を収集するため、2012
年春学期には２回、学生から意見を直接聞く機会を設けた。その機会には執行部をはじめ
とする教員は参加せず、学生の自由な意見を得た。５年一貫制博士課程プログラムの創設
は、一部には学生からの意見聴取による。
〈17〉大学院法学研究科
複数の指導教員による共同指導体制は、５年間の正規の課程において博士の学位を取得
し、博士号を携えて就職するという基本的パターンが学生にも浸透しつつある。
〈18〉大学院文学研究科
さらにチェック機能を強化するために、学生による授業評価アンケートの結果をもとに、
シラバスと授業内容が対応しているか、シラバスから想定された難易度と合っているかな
どを科目ごとにチェックすることが望ましい。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻の要改善事項については、繰り返しになるが、博士課程カリキュラム実施ワー
キンググループにおいて、先行ワーキンググループである博士課程カリキュラム検討ワー
キンググループの答申を踏まえ、そこで示されたカリキュラム改革の方向性・枠組みに沿
ってその内容の実現化に向けた議論・検討を実施している最中である。博士課程カリキュ
ラム検討ワーキンググループが 2012 年４月 11 日付で本研究科の研究科長に提出した答申
書の内容が実現すれば、特定の教員の指導だけによるのではなく、各学生の所属する専修
に属する教員を中心に、他の専修の教員の指導も関連科目等について行いながら、学生の
研究をプロセスとして管理し、広い視野・物の見方を習得させることができるようになる。
また、プロセス管理の手法をとることで、研究者として、あるいは高度専門性を持つビジ
ネスパーソンとして兼ね備えるべき専門分野に関する理解・知識等を、一定の規律の下に
修得させることになるため、学生の自主的選択に伴う点検・評価の項で述べた弊害の解消
にもつながっていく（資料 19-4-3-1）。
点検・評価の項で述べた課題に対する発展方策として、効果が上がっている事項は以下
のとおりである。すなわち、本専攻では、博士後期課程カリキュラムの改革作業が行われ
ており、2012 年４月に、本研究科の科長の諮問機関である博士課程カリキュラム検討ワー
キンググループからの答申が作成・提出された。この答申書では、現行カリキュラムを大
きく改変して、次のような体制に改めることが本専攻の会議体において承認され、これに
沿って、現在、後継のワーキンググループである博士後期課程カリキュラム実施検討ワー
キングが設置され、これを実施するための具体化作業に入っている。
カリキュラムの見直しに係る主要なポイントとして、修士課程に関しては、第１に、現
行の「専門基礎科目（２類）」を整理・統合・廃止して、それに代わるものとして「基礎リ
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サーチ・メソッド科目」群を設け、その中に、
「統計（基礎）」
（４単位）、
「統計（応用）」
（２
単位）、および、「リサーチ・メソッド」
（２単位）を設置する。
「リサーチ・メソッド科目」
は、
「定量的分析メソッド」
（２単位）、
「定性的分析メソッド」
（２単位）、
「歴史的メソッド」
（２単位）に細分化する。また、
「統計基礎」および「リサーチ・メソッド科目」は、博士
後期課程における課程によるものの博士学位の申請と連動させることを予定しており、
「統
計基礎」については、優秀な成績を収めること、または、別途設ける課程によるものの博
士学位申請の資格要件試験に合格していることを、また「リサーチ・メソッド科目」につ
いては各専修で指定する所定単位を修得していることを、それぞれ、課程によるものの博
士学位の申請に係る資格要件とすることが決定されている（資料 19-4-3-1）。
第２に、「現行の専門基礎（１類）」を廃止して、各専修ごとにコア科目を設置し、修士
課程を修了するために当該科目を４単位以上履修することを必要とすることが決定されて
いる。コア科目については、商学部で展開されているものと比べ、質的にも量的にも最低
1.5 倍程度を目途とするものを想定しており、教員がソクラテスメソッド等を用いつつ、研
究に必要な関連研究分野の基礎的理解、今後の検討課題等を講義する方式をとることを想
定している。また、コア科目は、同時に博士後期課程の入学試験にも組み込まれるが、修
士課程において当該科目について優秀成績を収めた者については、博士後期課程入学試験
におけるコア科目試験を免除するものとする（資料 19-4-3-1）。
なお、コア科目を履修していることを前提にして、特定の研究領域をさらに深く、発展
的に教育することを目的として、「専門科目」が設置され、また各教員の指導のもとに行わ
れる演習科目も設置されるが（資料 19-4-3-1）、これらは現行のカリキュラムと同様の位置
づけである。
博士後期課程に関しては、第１に、現行の研究指導のみとされている体制を、研究指導
と演習としたうえで、演習については単位を設けること、第２に、本専攻以外の他大学研
究科・本学他研究科から本専攻の博士後期課程に進学する者については、課程によるもの
の博士学位の申請に係る資格要件とすることが予定されている「統計（基礎）」
・
「リサーチ・
メソッド科目」を履修していないため、課程によるものの博士学位の申請をするまでに、
当該科目を履修することが必要となることから、そのための制度的手当てとして、博士後
期課程における自由科目として、
「統計（基礎）」
（４単位）、および、
「リサーチ・メソッド」
（２単位）を設置すること、研究領域によっては、高度な統計の知識が必要となるので、
「統
計（応用）」
（２単位）を博士後期課程の自由科目として設置することが決定されている（資
料 19-4-3-1）。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程の学習方法についてはおおむね良好に機能しており、引き続き、現在の方法や
学習指導を継続していく。特に、クラス担任が毎年実施している成績不振学生の呼び出し
や面談により、学習意欲を回復する学生が毎年多く存在するように、大学院におけるクラ
ス担任制度は、非常に効果を上げている。また、今後は、学習指導への ICT の有効利用を
検討する必要がある。
授業科目の内容が詳細にシラバスに掲載・公開されることで、シラバスに基づいた授業
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の割合が著しく増加し、顕著な効果を上げている。引き続き、シラバスの詳細な記述と公
表を授業科目のみならず、その他の実験、実習、演習科目等にも順次拡張していく必要が
ある。
ホームページによるシラバスの公開をさらに促進し、すべての科目のシラバスおよび成
績の評価基準や評価方法が公開されるように、教員の FD 推進活動とも関連させた検討を行
うとともに、そのチェック機構の設置を目指す。
学生による授業評価アンケートのほかに、教員による教育成果の検証方法を導入する必
要がある。共通科目やオープンセミナーなど他研究科や他組織と共同で実施している科目
群についても、担当者で定期的な検証を行い、その結果を次年度以降の教育内容や教育方
法の改善に反映できる制度を確立する必要がある。
〈21〉大学院創造理工学研究科
各種専修コース、他専攻科目、共通科目等の設置を、研究科要項やホームページで周知
することで、着実にコース・科目選択者数が増大してきている。ファカルティ・デベロッ
プメント（FD）を中心に、各専攻でのカリキュラム発展・整備に継続的に取り組んでいき
たい。
〈22〉大学院先進理工学研究科
FD の一環として、教員に対して CourseN@vi の有効活用法の伝授や活用事例などを紹介
する機会を定期的に設けている。また、全学的に教員に英語での授業の仕方を教える機会
として、米国の大学教員によるセミナーと短期の海外研修制度を設けており、本研究科の
教員も参加している。
〈23〉大学院教育学研究科
現在の研究指導体制をさらに充実・発展させたい。
シラバスが周知されているため、学生はシラバスを読んで授業を選択することができる。
また受験の際の参考とすることができる。
学生の勉学への意欲に基づく高い達成が反映される成績評価と単位認定を維持・発展さ
せたい。
〈24〉大学院人間科学研究科
招聘講師、ゲストスピーカー制度を利用して学外から関連分野の専門家を招いて教育内
容の充実化を図り効果を上げている。現在、博士後期課程の学生には海外の学会で発表す
る場合には旅費の援助（上限 9 万円）があるが、修士課程においても優秀な学生に対して
は競争的な支援の制度を導入することを検討してもよい。今後とも学会参加、発表を通じ
て外からの刺激を受けるシステムづくりが必要である。
学生評価のシステムを導入しているが、質問項目の見直しなどが求められる。大学院に
おいては日常的なフィードバックを通してシラバス内容との点検を行っている。
高い専門性とそれを取り巻く広い学際性を背景に、人間をめぐる多様な諸問題に柔軟に
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対応できる問題解決型の新しいタイプの研究者・実践家の育成を目指している本研究科の
意義が徐々に理解されてきている。本研究科を修了した卒業生の中から優秀な研究者が出
ているのがその証であると考える。
修士課程２年目（1 年で修了する場合は１年目）で研究計画を提出する際に、指導教員以
外に副査複数名を定めることになっている。この制度によって、複数の教員から指導を受
けることができ、学際性や研究の高レベルを保証することができる。
〈25〉大学院社会科学研究科
副査や副指導教員による日常的指導の充実については、副査・副指導教員担当の研究指
導への出席を促すなどの工夫が有効かもしれない。
博士後期課程在学生のためのデスクが用意された共同研究室の整備や、院生の学会発表
に対する補助費制度の設立などにより、院生相互の研究交流や成果発表を促進していくこ
とも検討課題であろう。
海外からの留学生の中には、研究上さらなる語学力研鑽の必要がある学生や、日本人学
生とは異なる観点から、とくにアジアや日本に対する研究関心がある学生も存在すること
が推測される。チューター制度の充実だけでなく、2012 年９月に本研究科においても開始
された現代日本学研究を軸とした英語による学位取得プログラム（「現代日本学プログラ
ム」）や、外国からの留学生受け入れ促進のために検討中である日本語による「現代日本学
研究プログラム」（仮称）と関連させつつ、将来的には、専攻を再編して新たに「現代日本
学専攻」（仮称）を設立する案が出されている。
とはいえ、カリキュラム改革や教育組織改革、研究分野の再編といった枠組みの変更の
みならず、個々の教育方法の改善や発展推進もまた必要であろう。本章「点検・評価」で
記した諸方策をさらに充実させていく方向も考えられる。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
FD（ファカルティ・ディベロップメント）について、すぐれた授業についての情報を共
有するなど、さらに教員の授業改善にむけての意欲を高める。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
プロジェクト研究コースについては、特に研究の進捗を確実にするために、入学後 2 学
期目に研究計画の提出を 2011 年度から新たに義務づけた(資料④-3-14)。
学生授業アンケートにより、シラバスと授業内容の対応を確認することは今後も継続す
る。
現在、１学期を半分にしたクォーター制の導入が全学的に検討されている。これにより、
評価の制限をこれまでと同等に考えるのかということばかりでなく、現在と同様の内容量
を半分の期間で教える場合、あるいは内容的に半分にして、教える場合等さまざまなバリ
エーションが考えられ、学生にとってより魅力的なカリキュラムとなるように検討する必
要がある。
毎年のカリキュラム見直しは、実質的に有効に機能しているが、その手順について明文
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化し、具体的な点検項目を充実させる。
〈28〉大学院日本語教育研究科
修士課程、博士課程を通じて、自らが所属する研究室の枠を越えて、他研究室での発表
や指導を受ける風土もできつつある。
今後ともシラバスが公開されることによって、教員、学生がシラバス内容を共有してい
く。
現在、修士論文、博士論文ともに複数の教員による評価が行われており、公正さを担保
している。
修士１期目の演習については、毎年、見直しをし、研究室単位の演習から、全専任教員
がかかわる演習へと変更し、入学直後の学生にとって多様な視点からの指導が受けられる
ように改善されたが、この演習の改善については、修士論文の執筆に大きな効果を上げて
いる。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
今後とも少人数のゼミ・講義によって学生のニーズに対応したきめの細かい指導を行い
高い修了率を維持するとともに、対面的な指導を含む学術的文章の作成技法や研究方法論
など、研究科としての共通教育を一層充実させる。
シラバスに明記された各科目の到達目標と最終的な研究科の理念・目的とがどのように
関連づけられるのか、体系的に再構築する必要がある。また学生がシラバスによって、よ
り見通しを持って学習できるようにするために、シラバスに予習や復習、課題の提示とい
った項目を盛り込んでいく。
複数教員による研究指導の場合の成績評価と単位認定が適切に行われるように、学生に
もわかりやすく、より客観的な基準をシラバスに明記するとともに、成績評価と単位認定
についてもよりいっそう学部との連携を促進する。
教務委員会およびコース会議、点検・評価委員会において定期的に教育成果について検
証を行うとともに、学術院アクションプランに明示した事項を着実に実行していく。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
現在、教員が互いの講義の状況を確認しあうための授業見学会を設けているが、その際
にクオリティーだけでなく、シラバスとの整合性もチェックする。
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（２）改善すべき事項
〈１〉大学全体
2012 年度より、クラス担任制度の実質化に向けた方策として、新入生を対象として毎月
１回クラスミーティングを開き、クラス担任と学生が直接顔を合わせる機会を設けること
にした（資料④-3-2）。クラスミーティングでは、クラス担任が、①毎回出欠をとる、②全
学で共通して学生に伝えたい事柄を記載した資料を学生に配付して説明する（なお、各学
部、学科で学生全員に伝えたい事柄を学生に説明することもあり得る）、③学生からの質
問を受け付ける時間を設けて、学生の発言を促し、一方的な連絡事項の伝達にならないよ
うに配慮する、こととしている。
クラスミーティングの実施により、修学上の問題を抱える学生を少しでも早く見つける
効果を期待している。
今後は、授業の受講のみならず、予習や復習、さらには授業に触発された自発的な学修
等、学修の過程全体を支援するシラバスのあり方を検討する必要がある。
〈２〉政治経済学部
教育補助（TA）による授業支援の導入等により、多人数講義等にて教員と連動した組織
的な指導体制を拡充する方向で検討している。また、その実施において本学ＦＤ推進セン
ター等と連携し、LMS の有効活用等により教育効果の向上が図れる手法を導入・普及して
いくことを検討したい。
成績評価割合について、評価方針に加えて科目全体の評価の実績値を年度ごとに提示す
ることにより、学生が取得する成績に対しての質保証を明示したい。また、より高度な内
容を扱う上級科目については、通常の科目よりも上位成績の割合を増やすなどして、学生
の積極的履修を促すとともに、学部として高い成果を保証する等の措置を講じたい。
〈３〉法学部
授業アンケートの回収率を向上させるために、2012 年度より、アンケート実施の案内メ
ールを教員宛てに配信した。今後、推移を見たうえ、アンケート回収率の向上のためにさ
らに対応が必要であれば改善策を検討する。
〈６〉教育学部
学部再編を視野に入れつつ学部の将来像を検討中であり、その理念・目的を実現させる
ためにふさわしい教育方法を検討している（資料 6-4-3-6、資料 6-4-3-7）。
〈７〉商学部
今後、カリキュラム委員会および学部自己点検・評価委員会において、クラス規模につ
いても検討する。また、両委員会において、大規模クラスについては、Course N@vi を補
助的教育手段として使用することを担当教員に徹底する方法についても検討する。
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〈８〉基幹理工学部
学習効果の向上のために、履修科目登録の上限に関する議論を開始すべきである。その
際、授業内容がほぼ講義中心の数学科や応用数理学科に対して、実験や演習、製図などを
含む機械科学・航空学科や電子光システム学科、情報理工学科、映像制作や映画製作など
を含む表現工学科では、学生の予習や復習に要する時間も一律ではなく、各学科の実情に
合わせた基準を設定する必要がある。さらに、Course N@vi などの ICT を活用することに
より予習を積極的に促し、講義は学生との対話を重視したインタラクティブな運営にする
などして学習効果を高める工夫が必要である。
全学の FD 推進委員会と連動して、教員の授業評価に関する検討を開始する必要がある。
また、授業内容の詳細をシラバスに記載することで、学生の理解度とは無関係に毎週の授
業が進行し、優秀な学生の興味を失わせたり、逆に理解できない学生を生む原因にもなっ
ている。そこで、講義科目のみならず、実験、実習、演習など多彩な科目が設置されてい
る本学部では、科目の性質を良く理解したうえで適切な内容のみをシラバスに記載する方
法を採用し、学生の理解度促進に役立てたい。
講義科目の他に、実験や演習、製図、制作科目など多種の科目群が存在する本学部では、
単に A+、A、B、C、F の基準以外に、その科目の性質や実情に応じた成績の判断基準を整
備し、有益に運用するように検討する必要がある。他大学からの編入生や留学生の単位認
定に関する明確な基準を決定する必要がある。
すべての科目についての学生による授業評価アンケートを、マークシートを直接学生に
配布して行う方法に変更することで、回答率を上昇させ、その結果を検証して改善に結び
つける仕組みを構築する必要がある。
〈９〉創造理工学部
ファカルティ・デベロップメント（FD）の実施は各学科ごとであり、本学部として、そ
れらの内容を共有しているわけではない。学部共通で教育に関して議論する場は、現時点
ではタスクフォース（TF）委員会のみであり、専門の委員会等は設置していない。学科の
独立性も重要であるが、教育の方法として学科間での情報共有が可能な場を設けることが
効果的であると考えている。特に、国際コースプログラムの学生数増加を考えた際に、学
部として、カリキュラムと内容に関する検討は重要な事項である。
〈10〉先進理工学部
カリキュラムや講義内容について学科間の情報交換も頻繁に行うシステムをつくり、良
い仕組みはお互いに取り入れるようにする。その活動の中で共同して担当する科目や分担
する科目など学科間で融通し合うことにより類似科目の統廃合を行い、教員の負担軽減、
講義科目の整理を行い、セメスター制へのスムーズな移行を図る。
学部要項は利用者である学部生からも意見を聞き、学生側に立って内容を改訂していく。
学部要項そのものも電子化され、カリキュラムの解説、設置科目の狙い、履修モデル、各
科目の到達目標、成績基準などが一元化・階層化されて、CourseN@vi へリンクする構造が
理想的である。
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CourseN@vi に関しても、まずは教員側に対する啓発活動を徹底し、順次非常勤講師にも
啓発活動を拡げる。将来的には CourseN@vi をもっと発展させ、ICT を活用した教育を推
進する。具体的には、教科書はなるべく電子化を進めクラウドにアップする。また、理解
度に応じた問題集もアップしておき、プログラム学習システムにより予習、復習そして理
解度が確認できるようにする。この作成に向けワーキンググループを設け、理工学術院の
教員が一定のエフォートを割くことにより、従前の単なる教科書に沿った一方向の講義の
内容は、学生の予習の段階へ移す。そして、教員が教室で行う講義は、学生がクラウドに
よるプログラム学習をしてくることを前提とし、もっとインタラクティブなスタイルにす
る。例えば、多くの学生が悩む箇所について、もちろん難度に応じて丁寧に解説する、学
生の質問に対する解説を丁寧に行う、教科書を超えたトピックスを紹介し課題解決的な内
容を取り入れる、グループに分かれてディスカッション（あるいは応用問題を解かせて）
をさせ、結論をグループ単位で発表させて教員がコメントをする、など、講義の質の転換
を行う。このような ICT を利用した予習復習を前提とする講義のスタイルは、私学のよう
な学生の多い教室の中できめ細やかな課題解決型の講義を行うには不可欠と考える。
〈11〉社会科学部
各回の授業内容の具体的記述の促進等、シラバスの精緻化と平準化を進めるために、シ
ラバスの正確な記述を各教員に呼びかけるだけでなく、執行部等がチェックをして必要に
応じて加筆をお願いするといった施策も検討可能かもしれない。
現状の厳正さ・公正さを維持しつつ、一層適正な成績評価・単位認定に努める。
系列会議や自己点検・評価委員会が教育成果についての定期的な検証を行う場となるこ
とが今後期待される。また、学生授業アンケートの結果を各教員自身が授業改善に結びつ
ける動機づけとなるような機会や制度づくり――たとえば前項で述べた授業内容改善のた
めのワークショップや組織的研修等――も必要かもしれない。
〈12〉人間科学部
現在進めているカリキュラム改革においては、半期科目だけではなく、さらに半分の期
間を基本とした科目を設置し、実験実習科目でもさまざまな形態の科目の導入を検討して
いる。これらの試みにより、本学部が持つ多様な目的の科目に対して、より適切な形態の
教育方法が提供できることになろう。観点が異なるが、通信制においては、在宅で学べる
特長を生かす工夫の余地がある。字幕付きの授業コンテンツはまだ数科目であり、将来的
には全科目に字幕が付けられるような体制を確立する必要がある。
学生による授業アンケートには一般的な設問として、シラバスに準拠していたかに関す
る質問項目があるので、今後授業アンケートの回答率が向上すれば、徐々に合致してくる
ようになるのではないかと期待される。
成績評価は学生達にとっては大きな関心事であり、公表されている評価方法に則って公
平公正に行われていることを検証できるよう、工夫については大いに検討の余地があろう。
特に総決算ともいうべき卒業研究の成績評価については研究発表の評価をどのように成績
評価に組み込むか検討の余地がある。通信制においては、卒業研究発表は実際の会場で、

373

第４章－（３） 教育内容・方法・成果
教育方法———３. 将来に向けた発展方策

学会発表に準じた形式で実施しているが、そのために会場まで来なければならないが、テ
レビ会議システム等の活用で、遠方の学生もわざわざキャンパスに来ることなく公開口頭
試問を受けられるようにすべきであると考えている。
広く担当教員の意見を集約して、現行のカリキュラムの総括を試みることは、教育機関
として不可欠である。本学部でも 2003 年度から実施されている現行カリキュラムに対して、
数年にわたって教育内容や方法についての検討を行い、カリキュラム改革を進めてきた。
今後も継続して実現にこぎ着けるとともに、カリキュラムを一新した後も継続的に評価を
行うことが重要である。
〈13〉スポーツ科学部
スポーツ教養演習Ⅰ、Ⅱの教育方法については、FD に関する知見に基づき、到達目標の
明確化と評価、学生による授業アンケートの効果的な活用、事前の説明会だけでなく、指
導方法に関する研修会の実施や相互の授業参観の機会を設け、教育方法の質の保証を目指
す。
フリーフォーマットでの入力からすべて 15 週を１回ずつ入力する方法に切り替え、入力
ミスがないようにする。また学生による授業アンケートの実施率を高め、シラバスに沿っ
た授業が展開されたかを自己評価できるようにするとともに、学術院 FD 推進担当者がそれ
らの情報を一括把握し、点検・評価できるようにする。
一定規模以上の科目やクラスに相対評価による成績評価を導入する。また学生は最終的
な成績評価でしか把握できないので、試験や課題の結果を Course N@vi 機能でコメントす
るなどフィードバックするようにする。
教育成果とは何か、その把握方法について、検討するためのプロジェクト組織を点検・
評価委員会または教務委員会の元に設置する。
〈14〉国際教養学部
学習指導の充実のため、本学部の専任教員が担当している科目の整理を行い、専任教員
全員が少なくとも１つの基礎演習を担当し、全新入生の基礎演習担当者とアカデミックア
ドバイザーが一致することを目標とする。
学習成果を上げるため、科目履修に関する情報を適切に提供する必要があるが、紙媒体
のシラバスとウェブ版でのシラバスに齟齬が生じることがある。今後は、ウェブ版のシラ
バスのみに統一することを検討する。
成績評価については、基準を明確化することができたが、学生側からそれを担保する仕
組みがないので、発表された成績について、学生が公式に教員に異議申し立てできる制度
などの導入を検討する。
また、授業内容改善のために実施している授業評価の結果について、各教員に個別に結
果をフィードバックするだけでなく、匿名であっても他の教員の評価も参考情報として知
らせることを検討したい。このことにより、客観的に自己の評価を知ることができ、他の
教員と比較して評価の低い項目について改善する機運が高まることが期待できる。
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〈15〉大学院政治学研究科
博士後期課程の学生に対する教育機会の提供を行うため、TA 制度の充実などを検討して
いく必要がある。
〈16〉大学院経済学研究科
相対評価の浸透によって、科目間の成績評価格差を解消する必要がある。
〈17〉大学院法学研究科
今後も継続的に検証を続けてゆくことが重要である。
学生の本研究科修了後の進路状況、および就任・就職状況についても、研究科全体とし
ての資料を作成することを検討することが考えられる。
〈19〉大学院商学研究科
商学専攻では、国際化に対応する英語での講義科目の増設について、これを実現するた
めの教員の各種学内業務の負担や講義コマ数の合理化といった環境整備も含めて、実現す
るまでの課題が残されているが、2012 年度から全学的に導入されたクォーター制を活用す
ることで、海外の有力大学・大学院（特に、北米の有力ビジネススクールで協定関係にあ
る大学・大学院）の有名講師を招へいし、短期集中的な講義を実施してもらうことなどが、
当面の解決方法となる。
現在行われている、本専攻の修士課程・博士後期課程カリキュラムの改革が実現し、修
士課程における各専修ごとのコア科目の設置、コア科目試験の博士後期課程入学試験への
組み込み、修士課程のコア科目試験の成績優秀者に対する博士後期課程入学試験のコア科
目試験の免除という措置が講じられた場合には、各専修において設置されるコア科目に係
る試験の出題方式、問題数について、各専修による差異が出ないよう、平準化が図られる
必要がある。また、年度ごとに難易度、問題数の格差が生じないようにすること、問題内
容の重複が起きないようにすることも、併せて必要である。
コア科目の上記位置づけを勘案すると、コア科目として設置する科目の名称・内容の確
定、各専修において必修科目とするものの選定が課題として残されている。ただ、この点
については、現在、博士課程カリキュラム実施ワーキンググループにおいて、各専修の担
当教員からの要望、意見を踏まえつつ、検討・確定をする作業を行っているところである。
また、上述のように、本専攻以外の他大学研究科・本大学他研究科から本専攻の博士後
期課程に進学する者については、課程によるものの博士学位の申請に係る資格要件とする
ことが予定されている「統計（基礎）」
・
「リサーチ・メソッド科目」を履修していないため、
課程によるものの博士学位の申請をするまでに、当該科目を履修することが必要となり、
そのための制度的手当てとして、博士後期課程における自由科目として、
「統計（基礎）」
（４
単位）、および、「リサーチ・メソッド」（２単位）を設置すること、研究領域によっては、
高度な統計の知識が必要となるので、
「統計（応用）
」（２単位）を博士後期課程の自由科目
として設置することが決定されているが（資料 19-4-3-1）、そのことに関連して、内容・水
準の同一性が確認されれば他研究科等で設置されている一定科目の履修をもって、本専攻
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における上記科目を履修したものとして扱う単位認定の制度の導入の可否・是非が検討課
題として残っている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程学生への教育や学習指導については、概ね良好に推移しており、特に改善すべ
き事項は見当たらない。一方、博士後期課程については、講義科目や演習科目の履修条件
に関する検討や、国内外の他機関との共同教育体制の構築に関する検討が必要であるとの
意見が高まっている。
全学の FD 推進委員会と連動して、教員の授業評価に関する検討を開始する必要がある。
また、授業内容の詳細をシラバスに記載することで、学生の理解度とは無関係に毎週の授
業が進行し、優秀な学生の興味を失わせたり、逆に理解できない学生を生む原因にもなっ
ている。そこで、科目の性質や学生の理解度を良く理解・把握したうえで適切な内容のみ
をシラバスに記載する方法を採用し、学生の理解度促進に役立てたい。
成績評価と単位認定に関しては、現在、適切に実施されており、将来的にも講義科目、
演習科目および研究指導のそれぞれについて、現在の方策を継続していきたい。
すべての科目についての学生による授業評価アンケートについて、マークシートを直接
学生に配布して行う方法に変更することで、回答率を上昇させ、その結果を検証して改善
に結びつける仕組みを構築する必要がある。
〈21〉大学院創造理工学研究科
博士前期課程に設置されている授業科目については、科目によって履修者数がかなり異
なることから、研究科長室が中心となって、担当教員とも相談のうえ、ＴＡ割当による担
当教員の教務軽減支援策などを検討する必要があろう。そのためには、各専攻のファカル
ティ・デベロップメント（FD）だけでなく、研究科内にも同様の検討体制構築が求められ
よう。また、グローバル COE などですでに始められている博士後期課程のスクーリング科
目は、創造理工が目指している実践力を備えた学生の育成に効果的であることから、これ
も研究科全体として、スクーリング科目の設置を積極的に検討すべきであり、その検討の
場の設定が必要である。
〈22〉大学院先進理工学研究科
研究科要項の中で各研究指導に関する内容は、研究室を選ぶ学部生にとって重要な情報
である。研究室を選ぶ側に立って、必要な情報を調査し、その記載内容をさらに充実させ
る。
大学院の講義は、学部よりもさらにインタラクティブである必要がある。すでに各講義
でも行われている発表・討論形式の講義スタイルに加え、課題解決型の講義、ICT を活用
した講義、英語でのプレゼンテーションや論文の書き方に関する講義、研究者倫理、関連
法規、知財など研究者リテラシーに関する講義、社会で活躍している多様なスペックの社
会人によるオムニバス的講義など、例えばグローバル COE プログラムで設置した講義科目
の固定化などによりさらなる充実を図るべきである。また、有能な外部講師が気持ちよく
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大学院生の教育に参画できるよう、外部講師に対する手当、身分も含めた制度の改善が望
まれる。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程に関しては、その研究領域や方法の専門の学生対象の科目群とそうではない学
生も参加可能な科目群とを区別し、後者の場合にはその点も考慮した指導を行うように配
慮することが必要である。
シラバスは学生の授業選択の参考となるものであり、シラバスに即して授業は適切に進
められる必要がある。しかし、年度開始後に受講学生の実態や専門性に応じて、適切な修
正が加えられることも必要である。当該年度の受講学生の実態に応じてどのような範囲で、
どのように修正を加えるのかについては、各教員の適切な判断に負わなければならない。
修正も含めて授業評価による点検が必要である。
評価の客観性と厳密性を確保しつつ、絶対評価の基準を適用して評価を実施していくこ
とが望ましい。
各教員が、レポートや学生の意見、受講学生の授業における反応などを手掛かりに、次
年度の教育課程や教育内容・方法の改善を行うことは、基本的な努力事項として促してい
かなければならない。学生へのアンケートによる授業評価については、学問分野や研究方
法を考慮した質問事項を設定し、それをどのように次年度の改善に生かすかについての方
法を明確にし、実施率を高めることが必要である。
〈24〉大学院人間科学研究科
留学生は微増しているものの、教育研究の国際性という点では、個々の研究室に任され
ており、本研究科全体としての取り組みは立ち後れている。本研究科の学生の海外留学制
度などについても将来的に検討すべきである。
シラバス作成について、より具体的な記載の仕方を周知することで改善したい。また、
シラバスの記載内容に基づいて授業が実施されているか点検する方法は今後の課題である。
リテラシー科目群、人間科学科目群、専門科目群における単位配分と認定のあり方につ
いて、より柔軟性をもたせるために、現在カリキュラム改革を検討中である。
修士１年制の教育臨床コースは、キャンパスが別にあり、教員、学生の利便性という点
から改善が必要である。また、施設内の機器の補充や管理などについても検討が求められ
る。また、心理相談室の予算措置についても、かなり改善されてきたものの、今後とも協
議を重ねていく必要がある。
〈25〉大学院社会科学研究科
各回の授業内容の具体的記述の促進等、シラバスの精緻化と平準化を進めるために、シ
ラバスの正確な記述を各教員に呼びかけるだけでなく、執行部等がチェックをして必要に
応じて加筆をお願いするといった施策も検討可能かもしれない。
現状の厳正さ・公正さを維持しつつ、必要に応じて修士課程の既修得単位認定の基準見
直し等を通じて、適正な成績評価・単位認定に努める。
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研究分野別会議や自己点検・評価委員会が教育成果についての定期的な検証を行う場と
なることが今後期待される。また、授業アンケートの結果を各教員自身が授業改善に結び
つける動機づけとなるような機会や制度づくり――たとえば前述で述べた授業内容改善の
ための組織的研修等――も必要かもしれない。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
教育方法や学生指導、シラバス、成績評価や単位認定において海外パートナー校の優れ
た事例を共有し、教材やシラバスについても共同開発を行う。キャンパス・アジア、国費
留学生優先配置、国際協力機構（JICA）人材育成支援無償（JDS）事業を含む修了生全体
が強固なネットワークでつながり、研究教育、政府機関、国際公務員、国際 NGO、多国籍
企業、メディアなどの分野で活躍する修了生の経験や知見を本研究科にフィードバックす
る仕組みを構築する。
〈27〉大学院国際情報通信研究科
学際研究コースのカリキュラム変更により、応募学生数の増加を見ているが、今後の動
向を見守る必要がある。キャリアデベロップメントコースについては、日本の社会情勢か
らして増加は難しいと考える。博士後期課程学生の研究進捗を確実なものにするために、
年 1 回の進捗報告を義務づけることにしたが、滞留者数については今後も見守る必要があ
る。特に、博士学位取得が難しいことがわかった学生については、早期に退学させるなど
の方策についても検討する。
学生授業アンケートの結果がまとまったところで、教務主任を中心にアンケート結果を
確認し、対策を取るプロセスを構築する。
グループ単位で行う指導について、学生個人を評価するための指導方針を検討し、教員
を指導する必要がある。
学生授業アンケートの結果を教育課程や教育内容・方法の改善につなげる仕組みを、毎
年実施しているカリキュラム見直しの手順の中に組み込む。
〈28〉大学院日本語教育研究科
今後、さらに研究室を越えて、複数の視点による多様な議論の場を醸成していく必要が
ある。
修士課程の演習については、今後もさらに学生の状況を見つつ、改訂を重ねることにな
ろう。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
2013 年度からエリートコーチングコースだけでなく、博士課程においても複数教員によ
る研究指導「プロジェクト研究指導」を試験的に導入する。他大学・研究機関や海外提携
校とのネットワークを生かし、オンライン上で発表、議論ができるように、ネットワーク
ツールを使った教育方法、学習指導を展開する。
フリーフォーマットでの入力からすべて 15 週を１回ずつ入力する方法に切り替え、入力

378

第４章－（３） 教育内容・方法・成果
教育方法———３. 将来に向けた発展方策

ミスがないようにする。また学生による授業アンケートの実施率を高め、シラバスに沿っ
た授業が展開されたかを自己評価できるようにするとともに、学術院 FD 推進担当者または
2013 年度設置予定の FD 委員会（仮称）がそれらの情報を一括把握し、点検・評価できる
ようにする。
一部のシラバスにある成績評価の基準として、平常点 100％、出席・発表・議論を総合し
て評価する、あるいはその他○％といった表現をなくしたうえで、新たに学習や研究を生
かした学会発表や学外での活動・社会貢献・ボランティアなどを成績評価や単位認定に組
み込むための取り組みを行う。
教育成果とは何か、その把握方法について、検討するためのプロジェクト組織を点検・
評価委員会または教務委員会の下に設置し、短期・学内的には、GPA、修得単位数、修了
率等、短期学外的には、学会発表や学外での活動等を成果の指標とし、長期的には修了生
を含めた学外者による評価も検討していく。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科で採用している教育コンテンツの一部に設けている履修者制限が、学生のモチ
ベーション低下につながらないよう改善を図る。特に、共同演習内のコンテンツ（環境学
習、TV 番組の作成など）については、実施方法を工夫するなどして対応する。また、学生
に対してさらなる教育効果が期待できるような新たなコンテンツの導入も試みる。
また、シラバスをより広く公開すべきである。既存のシステムだけでなく、例えば各教
員の研究室ホームページとリンクさせる等の工夫を行う。
成績評価と単位認定については、共同演習科目以外についても、当研究科が共同演習科
目において行っているものと同様の成績評価リストを用いて、厳格に行う。
定期検証については、授業見学会の開催回数を半期１回から２回に増やし、さらなる検
証効果の促進を図る。
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４．根拠資料
④-3-1

2012 年度大学暦（pdf）

④-3-2

クラス担任制度の新たな運用について（pdf）

④-3-4

ライティングセンター紹介
http://www.cie-waseda.jp/awp/jp/wc/identity.html

④-3-5
④-3-7

修学上の問題を抱える学生への指導について（pdf）
COURSE N@vi におけるシラバス編集機能の追加について（Word）

④-3-8

教員向けセミナー等（Word）

④-3-10

2012 年度授業運営にあたっての注意点（Word）

④-3-11

教育学部要項（pdf）（既出①-3-6-1）

④-3-12

商学部要項（pdf）
（既出①-3-7-1）

④-3-13

社会科学部要項（pdf）
（既出①-3-11-1）

④-3-14

大学院国際情報通信研究科要項（pdf）（既出①-3-27-1）

④-3-15

大学院国際情報通信研究科 主管科目の成績評価について（Word）
（既出④-1-27-4）

④-3-16

大学院環境・エネルギー研究科要項（pdf）（既出①-3-35-1）

④-3-17

学部、学科、大学院研究科等の年間授業時間割表（pdf）（既出④-2-1-1）

④-3-18

Web シラバス（既出③-19）
https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php

④-3-19

教育学部 授業ガイド（pdf）（既出④-2-6-3）

【学部研究科において指定した根拠資料】
3-4-3-1

法学部成績分布データ（2010 年度・2011 年度）（Excel）

3-4-3-2

2011 年度法学部授業アンケート実施状況（Excel）

3-4-3-3

法学部学年別履修状況（Excel）

6-4-3-1

修学上の問題を抱える学生への指導方針の件（pdf）

6-4-3-2

「2011 年度前期学生授業アンケート」集計結果（pdf）

6-4-3-3

成績評価・試験等に関する細則（pdf）

6-4-3-4

学科目配当調査票（pdf）

6-4-3-5

2011 年度前期「学生授業アンケート」実施結果（pdf）

6-4-3-6

教育・総合科学学術院の将来計画（Word）（既出 6-1-3）

6-4-3-7

Waseda Vision 150 教育・総合科学学術院アクションプラン（Word）
（既出 6-1-4）

6-4-3-8

2011 年度学生授業アンケート依頼文書（Word）（既出 6-3-3）

6-4-3-9

学術院計画委員会答申（2012 年 3 月 30 日）（pdf）（既出 6-3-4）

11-4-3-1

社会科学部 2011 年度後期「学生授業アンケート」集計結果（Excel）

11-4-3-2

社会科学部 2011 年度前期「学生授業アンケート」集計結果（Excel）
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14-4-3-1

国際教養学部成績評価に関する内規（pdf）

14-4-3-2

国際教養学部留学中に取得した単位の認定について（Word）

15-4-3-1

大学院政治学研究科 2011 年度前期「学生授業アンケート」結果（pdf）

15-4-3-2

大学院政治学研究科 2011 年度後期「学生授業アンケート」結果（pdf）

19-4-3-1

博士課程カリキュラム検討ワーキンググループ「博士課程カリキュラム検討ワ
ーキンググループ答申書」（2012 年４月 11 日）（pdf）（既出 19-4-2-1）

25-4-3-1

大学院社会科学研究科『ソシオサイエンス』投稿規定、刊行の趣旨（pdf）

25-4-3-2

大学院社会科学研究科『ソシオサイエンス 18 号』投稿募集について（pdf）

25-4-3-3

大学院社会科学研究科『ソシオサイエンス』表記の整理について（pdf）

25-4-3-4

大学院社会科学研究科における成績評価と GPA（Word）

25-4-3-5

大学院社会科学研究科 2011 年度秋学期授業アンケート集計結果（Excel）

27-4-3-1

大学院国際情報通信研究科ホームページ（既出 27-1-1）
理念・目標と教育方針（日英の両言語にて記載）
http://www.gits.waseda.ac.jp/educate/policy_j.html
http://www.gits.waseda.ac.jp/educate/policy.html

27-4-3-2

2011 年度第 21 回大学院国際情報通信研究科運営委員会議事録（pdf）
（既出 27-1-2）

27-4-3-3

国際情報通信研究センター・大学院国際情報通信研究科
GITI/GITS 紀要 Web 版 http://field.giti.waseda.ac.jp/Bulletin/
（既出 27-2-1）http://field.giti.waseda.ac.jp/Bulletin/

27-4-3-4

2011 年度後期国際情報通信研究科講義アンケート集計①（pdf）
（既出 27-3-1）

27-4-3-5

2011 年度後期国際情報通信研究科講義アンケート集計②（pdf）
（既出 27-3-2）

29-4-3-1

大学院情報生産システム研究科 研究室の学生在籍状況（2012 年 5 月現在）
（Excel）

29-4-3-2

大学院情報生産システム研究科 2011 年度後期「学生授業アンケート」集計結
果（pdf）

29-4-3-3

大学院情報生産システム研究科 学生の研究室変更状況（Excel）

35-4-3-1

国際環境リーダー修士課程コース応募要領（pdf）

35-4-3-2

学生授業アンケート結果（pdf）
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