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長崎大学の
教育活動を

バックアップ
するために
2016. Spring

創刊。

ニュースレターの創刊に寄せて

多様で複雑な課題がグローバ 学ぶ全学モジュール科目を導入

ルに起こってくる現代社会にお し、今年で 4 年となります。学
いて、自立した「21 世紀型市 生による授業評価や教員の皆

民」を養成することが大学の使 さんへのアンケートによれば、
命であるとして、社会人基礎力 徐々に定着して来ていますが、
の育成等の教育改革が求められ 高等教育を専門としない教員が
てきました。また、入学してく 大半を占める中、授業設計や高
る学生も大きく変容し、主体的 等教育に関する情報が不足して
に学ぼうとする姿勢や態度を学 いるという意見が聞かれます。
生に持たせることも重要な課題
となっています。

今回創刊するニュースレター

では、授業設計を担当するイン

これらの能力を効果的・効率 ストラクショナルデザイナーの

的に育成する方法の一つとし コラム、高等教育の最新事情、
て、学修の動機づけを図りなが FD の案内等を掲載します。ま
ら学生の主体的・能動的な学び た、学生の立場から教育改善を
を引き出す教授法
（アクティブ・ 目指している学生による教育改
ラーニング）が提案されてきま 善のための協議会の活動や意見
した。

も掲載したいと考えています。

本学でもアクティブ・ラーニ 教育活動の支援ができれば幸い

ングを通して社会人基礎力等を です。是非、ご活用ください。

大学教育イノベーションセンター長

松坂誠應

数字で
みて
長大！
教学

長崎大学では IR（インスティテューショナル・リサーチ）を進
めている。IR とは、エビデンスにもとづいて大学の改善をするこ
り

門よ

IR 部

とを目的としたもので、大学の教育や経営、財務について調査・分
析を行うものである。とくに教育面にかかわる教学 IR では、大学
での成績や学生調査を中心に学生の学習行動や教育の効果について
検討し、よりよい学びのあり方を模索することを目的としている。

Q20 将来、働くときに必要になると思う英語の能⼒
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将来必要になると感じる英語の能力

2015 年 4 月に英語学習の状況について把

ングとスピーキングが「必要になる」と回答

握するため、学部生全員を対象に調査を実施

した割合が他学部に比して相当高く、つぎに

した。その結果の一部を紹介したい。調査で

経済学部で高い。また、医学科、歯学部、薬

は、英語のライティング、リーディング、リ

科学科ではリーディングを必要と考える割合

スニング、スピーキングのうち、将来、働く

が高い。全体的に低いのが保健学科であり、

ときに必要になると感じているかどうかを尋

将来的に英語の能力を必要と感じる者が少な

ねた。Figure 1 は「必要になる」「まあ必要

いようである。これらの学生の判断が今後の

になる」「あまり必要にならない」「必要にな

キャリアにおいて正しいものであるかどうか

らない」の４段階で尋ねたもののうち「必要

について大学・学部として検討する必要があ

になる」と回答した割合を学部別に示したも

る。

のである。多文化社会学部ではとくにリスニ
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るまでは、東京にある公共劇場で子
「学生が主体的に学ぶには教員はど
うすればいいか」をテーマに実践・
研究を行ってきました。授業のコン
サルテーションや FD の講習会など
を通じて、先生方の授業の支援をす
すめてまいります。
学生の頃は数学を専攻しましたが、
授業には熱心でなく、自分の学びた
いことだけ学んでいました。大学院
生のときは、高校で “ 情報 ” の非常
勤講師をしました。
「自ら考え、周
囲に伝える」など、自分の教えたい
ことだけを教えていました。
その後、私立中学校の学校図書館専
属の教員となりました。様々な教員

どものための芸術ワークショップ活
動を企画実践していました。そこで
は様々な分野の専門家が持つユニー
クな視点や表現の魅力を子どもたち
に体感してもらいながら、創造的な
遊びと学びの場をつくることに力を
入れてきました。また、高等教育の
現場では、コミュニケーション教育
や教材開発に携わっています。
同じことを学ぶのであっても、伝え
方やどんな関係の中で学ぶのかに
よってその効果は変わってきます。
先生方と学生の充実した教授学習の
橋渡し役として活躍できるように、
鋭意取り組みたいと思います。

と調べ学習の授業をともに行いまし
た。
「自ら興味をもって学ぶ」こと
をなんとか中学生に伝えようとしま
した。
ソフトバンクによる ” サイバー大
学 ” の教育を専門とする職員への転
職が、私にとって大きな転機となり
ました。それまで私は「教えたいこ
とを」「臨機応変にやるのが教員の
真髄だ」と考えていました。

アクティブラーニング型授業の
支援をします！

分野を専門としています。長崎に来

大学教育イノベーションセンターでは︑先生方の授業設計を

育方法、教材デザインといった関連

支援するために︑新たに二名の教員を配置しました︒

私は、教育コミュニケーション、教

授業設計のご相談は
こちらから⇒
随時お申し込みください。

http://goo.gl/forms/TcjopBYdBD

学生による
教育改善のための
協議会
私たちは、各学部の代表学生で

学部の 2 年生を対象にどのような
科目を受講したいかなどの調査を
行いました。現在は、集計作業を
行っています。

なお、毎年度、テーマを掲げて

組織されている学生 FD 団体「学

調査を行っています。
その結果は、

会」です。主に教養教育の改善に

のウェブサイトで公開している

生による教育改善のための協議
向けて、学生の意見収集と大学執

行部への要望提案を行っていま
す。

今年度は、
「学生発案型の授業

を設計しよう」との目標を立てて、
活動をしており、昨年 12 月に全

大学教育イノベーションセンター
他、より多くの学生に周知できる
ようポスターを作成して学内に掲

示をしたり、Facebook 等の SNS

を使って発信をしています。
今後、
集計結果や私たちの活動にご注目
ください！
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FD・SD スプリングワークショップのご案内

2016
月 日

3

22

プレゼンテーション・クリニック
―より効果的な資料作りのために―

時間：

3 月 22 日

場所：

文教キャンパス

講師：

北村

概要：

16:00 〜 17:30
A-12 教室（教養教育棟 1 階）

史

助教（大学教育イノベーションセンター）

岡田大輔

助教（大学教育イノベーションセンター）

学会発表や普段の授業などで、自分の情報伝達がうまくいっていないと
感じることや、スライド資料をもっと良くしたいと思うことがありませ
んか？このプログラムは、より効果的な情報伝達に向けて、各参加者の
ニーズに応じたブラッシュアップの機会を提供するものです。スライド
作成や話し方の留意点だけでなく、ハンドアウトやワークシートなどの
作り方も含めて、総合的にお手伝いします。

１．趣旨

FD・SD スプリングワークショップは、本学での教養教育や学生支援

・氏名／所属／職名

う、内容を精選して実施する集中研修です。お忙しい中とは存じますが、

・電話番号

等における課題を共有し、次学期の教育改善にすぐに役立てられるよ
日頃の実践を振り返り、より充実した大学教育につなげていただくた
めに、ぜひ本ワークショップをご利用下さい。
２．対象

全教職員（非常勤を含む）

３．申込み方法

①日程調整を行うプログラム以外は、次の申込み用 Web ページにてお
申し込みください。（１コマから申込可）

http://mg.jimu.nagasaki-u.ac.jp/smart/eq.asp?U=5007008001018053184

②または、
以下の項目を電子メールにて末尾の連絡先にお送りください。
・参加希望のプログラム名
・受講動機あるいは要望

※ご要望には必ずしも沿いかねますので、ご了承ください。
「Innovative Newsletter」は文部科学
省採択事業「大学教育再生加速プロ
グラム」【テーマ （アクティブラーニ
I
ング）
・テーマII（学修成果の可視化）
複合型】の補助金を受けて作成して
います。

・メールアドレス

４．申込み締切

各実施日の 3 日前までにお申し込み下さい。

※当日、会場にて参加申込みも可能ですが、会場や進行上の都合により、
お受けできない場合があります。参加登録は申込の先着順とさせて
いただきますので、ご了承ください。
５．連絡先

学生支援部 教育支援課 教養教育班
電

入口・俵

話：内線 2077（095-819-2077）

メール：fd@ml.nagasaki-u.ac.jp

FAX：095-819-2259

主催：教務委員会

企画・実施：評価・FD 教育改善専門部会
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