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長崎大学初の学生発案型授業となる
『学生発案！学生として今をどう生きる
べきか考える実践型授業』が第 3 クォー
ター（水曜 5・6 限）に開講されました。
この学生発案型授業は、「学生による教
育改善のための委員会」と、その前身で
ある「学生による教育改善ための協議会」
の学生が、授業で学びたい内容や身につ
けたい能力についてのニーズ調査を行っ
た上で、実際に授業の企画・立案を行い、
開講まで実に２年以上の歳月を費やした
ものです。また、担当教員の選定や依頼
についても委員会の学生が担い、その後
も教員との間で各回の具体的な授業内容
について何度も話し合いを重ねて作り上
げました。

授業はタイトルが示す通り、『生き方』
という大きなテーマを掲げています。「大
学生としての自分と将来の理想像」、「働
くということ」、「一生涯で起こるライフ
イベント」という 3 つのパートに分かれ
た 8 週 15 回に渡る授業を通して、情報
の収集・分析能力や、集団の中で自らの
意見を主張する力、加えて他者の意見を

学生発案型授業 開講！
傾聴し尊重する力を向上し、最終的に受
講生一人ひとりが学生として今、そして
これからをどう生きていくべきかという
ことについて表現することを授業到達目
標としました。

具体的な授業内容として、「大学生と
しての自分と将来の理想像」のパートは、
北村史先生と前田裕介先生（大学教育イ
ノベーションセンター）が担当し、「こ
れまでの生き方と現在の自分との関わ
り」について、自分史の制作や自分の考
えや内面を絵で表すといったワークを通
して探りました。「働くということ」の
パートでは西久保裕彦先生（環境科学部）
が担当し、「2050 年に必要な仕事はどう
いうものか」という観点から大学で何を
学ぶべきか、何をするべきかということ
を考えました。「一生涯で起こるライフ
イベント」のパートでは「結婚・子育て
のあり方」や「介護にまつわる課題」と
いったことについて実際の事例も参照し
ながら話し合い、「理想の家族のあり方」
や「ライフイベントへの対応」について
考えました。いずれのパートでも、グルー
プでのディスカッションやプレゼンテー
ションといった多様なアクティブ・ラー
ニング型の授業手法が取り入れられ、受
講生が主体的に学び、考える授業となり

ました。また、専門分野がそれぞれ異な
る教員による授業を受けることで、幅広
い角度から自身の生き方を考えるきっか
けとすることができました。

この授業には委員会の学生も毎週参画
しました。当初は、受講生の疑問や質問
に答えたり、議論の行方を見守ったりと
いった「先輩」や「ファシリテーター」
といった役割となることを想定していた
のですが、受講生が５人と少人数であっ
たこともあり、受講生と同じようにグ
ループワークや全体討議に参加し、「仲
間」として共に学び合い高め合う存在と
なりました。

クォーターが終了した際には受講生か
ら、「色々な考え方を知ったので今まで
の自分にはなかったモノの見方ができる
ようになった」、「話し合いに臨む際の姿
勢が変わり、今後の生き方についての考
え方が変わった」といった声を多く聞く
ことができました。

この学生発案型授業は来年度も『長大
生が考える「人生とは何だ？！」』と授
業名を変え、第 2 クォーターに開講され
ます。それに向けて現在、委員会の学生
と教員との間で今年度の授業の振り返り
と改善点についての話し合いを進めてい
ます。
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教育活動において、授業することと
並んで重要なことが評価することと言
えます。ルーブリックは、目標とする
事項について段階を区切って、その達
成状態の質的な内容を言葉で表現し整
理した表です。学習者が到達している
水準を評価する際の基準として使用さ
れます。基礎的な能力の確認として、
知識が定着していることや適切な方法
に則った計算や量的分析ができること
を評価しようとすると、多くの場合は
正答がひとつであり評価基準が明確で
あるため客観テストによって効率的効
果的に評価することができます。一方
で、たとえば「論理的な思考ができて
いるかどうか」のように高度で複合的
な能力を評価しようとする際には、論
述テストやレポートやプレゼンテー
ションなどのパフォーマンス課題を与
えることがありますが、そのパフォー
マンスを評価する際にルーブリックが
有効と言えます。ルーブリックは達成
状態を言語化して表現しているため、
評価する教員が暗黙的に持っていた基
準を可視化することとなり、客観性と
一貫性を増した評価にできるためで
す。たとえば、座学中心の授業で知識
定着の確認と思考の深まりを確認する
ために、毎回の授業の終わりの 10 分
間で学んだことをまとめて表現させる
小レポート課題を出したとします。こ
の様な課題については、右表「学んだ
ことのふりかえり」という項目行にあ
るようなルーブリックを例として考え
ることができます。

このように、評価する能力の違いに
よって、評価の方法も個別に選択され
ることとなりますが、高等教育におい
て伸長を目指すのは、基礎的な知識の
定着や汎用的能力の獲得さらには専門
的な知識と技能の獲得だけでなく、専

門的な人材として必要な資質、態度、
志向性のように一見とらえどころのな
い事柄も含まれます。これら資質や
態度の成長についても可能な限り客観
的かつ厳格に評価しようとする際に、
ルーブリックの活用が有効です。たと
えば、主体性のような資質をルーブ
リックに表そうとすると右表「主体
性」の行にあるような内容が考えられ
ます。この例のように、それぞれの水
準にある者がどのようなことをできる
状態なのかについて差を明確にして表
現します。

ルーブリックは教員による評価に使
うだけでなく、学習者自身が自らの到
達水準を自己評価して、次の水準に達
するために何が必要なのか、その目標
を確認できるという点でも重要です。
学修活動を終えた時点で総括として評
価をする  だけでなく、学修活動の最
中に評価を行うこと（形成的評価）に
よって、学習者自身が目標を意識して
自らの学び方を改善していくことにも
つなげられます。そのような機能を維
持するためにも、ルーブリックの言語
表現には工夫が必要と言えます。不適
当な例として右表「学んだことのふり
かえり（不適当な例）」の行にあるよ
うなものが考えられます。このような
内容の場合、観点別評価としては活用
できるものとなっていますが、教員が
暗黙的に持っている評価基準が明確に
されておらず、何が、どのように、ど
れだけ、できるようになったのかを判
断することができません。学習者の視
点に立つと、何を、どのように、頑張
ればよいのかがわからないものです。
ルーブリックに評価基準を明示するこ
とは、学習者の学びをリードするとい
う教育活動の軸と捉えることもできま
す。

ルーブリックの内容を検討すること
は、どのような学生を育てるかを議論
するきっかけにもなります。多くの教
員がアイディアを交えながら、ルーブ
リックをつくっていくことは、有意義
な活動になるはずです。教員一人ひと
りのこだわりを表現したルーブリック
が蓄積されていけば、ルーブリックの

ルーブリック
による評価

到達レベル

要改善
１ ２

合格
３ ４

優秀
５

学んだことの
ふりかえり

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

表現できていない。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

整理できているものの、

一部に誤解や飛躍が含ま

れている。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できてい

る。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できている

だけでなく、他の知識と

関連づけて次の疑問や問

いを表現できている。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できている

だけでなく、他の知識と

関連づけて考察し、なん

らかの答えを表現できて

いる。

主体性
受講した授業において与

えられた課題を十分にこ

なすことができなかった

受講した授業において与

えられた課題をある程度

こなすことはできたが、

十分にこなすことができ

なかった。

受講した授業において与

えられた課題を十分にこ

なすことはできたが、指

示されたこと以上のこと

はしなかった。

受講した授業において、

自分自身で問いや課題を

見いだし、その解決に向

けて自分自身で何をすべ

きかを考えながら学習を

進めることができた。

授業以外の場面において

も、自分自身で課題を設

定して取り組むことがで

き、やりがいや意義を感

じることができる。

学んだことの
ふりかえり

（不適当な例）
できていない あまりできていない できている よくできている たいへんよくできている

●項目には様々な観点を考えることができる
●評価するものの具体性については、評価プ
ロセスの煩雑さも加味して工夫する

■この表現では観点別の評価にはなり得るが、質的な差が明
示されていないため、到達目標としての意味を持たない

ルーブリ
ックの例
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活用と改善が促進して、評価方法とし
てもより妥当性の高いものになってい
くことが期待されます。そのような蓄
積の方法としてルーブリック・バンク
をつくり、良いものを共有財産として
活用していく動きもあります（日本高
等教育開発協会ルーブリックバンク：
https://www.jaedweb.org/blank-3）。

到達レベル

要改善
１ ２

合格
３ ４

優秀
５

学んだことの
ふりかえり

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

表現できていない。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

整理できているものの、

一部に誤解や飛躍が含ま

れている。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できてい

る。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できている

だけでなく、他の知識と

関連づけて次の疑問や問

いを表現できている。

受講した授業において学

んだことを自らの言葉で

誤解なく整理できている

だけでなく、他の知識と

関連づけて考察し、なん

らかの答えを表現できて

いる。

主体性
受講した授業において与

えられた課題を十分にこ

なすことができなかった

受講した授業において与

えられた課題をある程度

こなすことはできたが、

十分にこなすことができ

なかった。

受講した授業において与

えられた課題を十分にこ

なすことはできたが、指

示されたこと以上のこと

はしなかった。

受講した授業において、

自分自身で問いや課題を

見いだし、その解決に向

けて自分自身で何をすべ

きかを考えながら学習を

進めることができた。

授業以外の場面において

も、自分自身で課題を設

定して取り組むことがで

き、やりがいや意義を感

じることができる。

学んだことの
ふりかえり

（不適当な例）
できていない あまりできていない できている よくできている たいへんよくできている

●評価の該当箇所に○をつけて評価を示す
●一つひとつの課題にコメントを返す余裕
がない場合にも、どこに改善の必要性が
あるかを伝えることにもなる

●項目には様々な観点を考えることができる
●評価するものの具体性については、評価プ
ロセスの煩雑さも加味して工夫する

■この表現では観点別の評価にはなり得るが、質的な差が明
示されていないため、到達目標としての意味を持たない

●できることや到達状態についての
質的な差が言葉で表現されている

ルーブリ
ックの例
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「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 I（アクティブラーニ
ング）・テーマII（学習成果の可視化）
複合型】の補助金を受けて作成して
います。

▼申し込み方法▼
次の Web ページの申し込みフォームから、各プログラム実施日の３日前までに
お申込みください。

http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/FD/166/166r/webformEnt.php
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートフォンはこちらから↓

▼問い合わせ先▼
学生支援部教育支援課
教養教育班　　寺川・安永
電話：　内線 2077（095-819-2077）

メール：　fd@ml.nagasaki-u.ac.jp

FD・SD スプリングワークショップのご案内

学生による
教育改善のための
委員会より

日時：　3 月 6 日（火）　10:30 〜 12:00

場所：　第 5 会議室（教育学部 2 階）

内容：　新たな教学マネジメントについて
の説明をするとともに、シラバス
作成における変更点について説明
し、シラバス作成の支援を行いま
す。※ 11 月 7 〜 9 日と同一プロ
グラムです。

日時：　3 月 15 日（木）　10:30 〜 12:00

場所：　第 5 会議室（教育学部 2 階）

内容：　①５年間の「基礎力テスト」の分
析結果をもとにした総括

②汎用的技能 ( ジェネリックスキ
ル ) 向上のための教育事例紹介

③自由な意見交換

日時：　3 月 7 日（水）　10:30 〜 12:00

場所：　Ａ -12 教室（環境科学部）

内容：　反転授業の考え方を活かした授業
設計の説明をし、授業の動画コン
テンツ作成の方法を紹介します。
今回は、iOS 11 以降がインストー
ルされた iPad を使い、板書しな
がらすすめる講義のコンテンツ作
成に取り組みます。

日時：　3 月 8 日（木）　10:30 〜 12:00

場所：　第 5 会議室（教育学部 2 階）

内容：　レポート課題について、教員の視
点からと、学生の視点からの二つ
の視点から考えます。それらをあ
わせて、レポート課題をどのよう
に設計すべきかについて議論しま
す。※ 9 月 26 日と同一プログラ
ムです。

①教学マネジメントに基づ
いたシラバス改訂とそ
の作成要領について

④ PROG 受験結果報告会

③学生を思考にいざなうレ
ポート課題とは

②反転授業の授業設計と教
材動画作成

2018

3 6
月 日

2018

3 8
月 日

2018

3 7
月 日

2018

3 15
月 日

大学教育イノベーションセンターでは、集合研修で行われる長崎大学 FD のほ
かに、各部局に出向いて部局 FD として開催する「出前 FD」を実施しています。
〈これまでに実施した出前 FD の例〉

◆簡単にできるアクティブラーニング（経済学部 FD）
◆達成度の判断に使える学修基準（ルーブリック）について（水産学部 FD）
◆アクティブラーニングによる授業の充実（薬学部 FD）
◆学生による授業評価からのフィードバック（言語教育研究センター FD）

実施内容は、ご要望に合わせて構成いたします。内容によっては、限られた時
間を有効に使って行う「e ラーニングとのブレンド型」での実施も可能です。また、
教員個人を対象とした授業設計のコンサルテーションも行っています。シラバス

作成、授業設計、教授方法などについて、担当教員と共に授業の改善案を考えま
す。下記 web ページより、お申込みいただけます。お気軽にご相談ください。

←↓出前 FD のお申込みはコチラ
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/FD/h28-g-fd/

授業設計コンサルのお申込みはコチラ↓→
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/consulting/

1 月 16 日にワークショップ「第 1 回長大しゃべ
らん BAR」を学生による教育改善のための委員会
の主催で開催しました。当日は教員 7 名、学生 7 名
にご参加頂きました。このワークショップは、学生
から教職員に対して様々な疑問や質問を投げかける
ことを通して互いに楽しく語り合い、交流を通して
長大の教育改善につなげていくことを目指していま
す。タイトルにもある通り「BAR」という設定にし、
サブタイトルとして「食堂 2F のちゃんぽんはなぜ

美味いか」という “おつまみ”（話題提供）を用意
しました。冒頭で前田先生（大学教育イノベーショ
ンセンター）にそのプレゼンテーションをして頂き、
和やかな雰囲気で始めることができました。流石に
お酒は出せませんが、グラスを回しながら、学生か
ら先生方へ色々な質問をしていきました。

学生からは「成績疑義受付期間の時期を長くして
ほしい」「大学の教育改善に関わる専門部会や委員
会では、どんなことを話し合っているのか」「制度
や学習指導要領の変化で入学する学生も変化し、そ
れに伴い、授業の仕方や内容も変化させる必要があ
ると思うが、実際のところ、教員はどのように感じ
ているのか」などの質問や要望が寄せられました。
これらに対して先生方から丁寧な回答を頂き、学生
と教職員の間で活発な意見交換ができました。最終

的に「BAR」は予定時刻を少しオーバーするほど
白熱し、盛り上がりました。

今回は第 1 回目ということで学生委員の準備が至
らない点も多々ありましたが、第 2 回、第 3 回と続
けていく予定です。次回のオープンの際には、さら
に多くの学生、教職員の皆さんにご来店頂きたいと
思っています。今後も委員会の活動にご支援をよろ
しくお願いいたします。

委員長 赤山紗也果（環境科学部 3 年）


