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既に公開しました 3 ポリシー、つまり
ディプロマ・ポリシー (DP)、カリキュ
ラム・ポリシー (CP) およびアドミッショ
ン・ポリシー (AP) に基づき、大学は「学
生が何を身に付けたか」という観点を重
視して個々の学生の学修成果を把握・評
価し、どのような評価基準や方法で卒業
を認定し、学位を授与したかについての
説明責任を果たさなければなりません。
そこで、本学では 3 ポリシーを実質化す
るために「教学マネジメント」の構築を
進めています。教学マネジメントとは、
各種調査やテストを通して学修成果を可
視化し、DP で求められている能力を卒
業時に身につけられるように学生と教員
双方が PDCA サイクルを回すための仕
組みのことです。これにより、教員は授
業やカリキュラムが機能しているかを確
認でき、学生は自身の成長度合いを認識
することで、足りない部分を補うなど、
自分自身で修正しながら学修を進めてい
くことが可能になります。

これらの過程で難しくかつ重要なのが
学修成果の可視化です。DP の実現を確
認するために、「学生が何を身につけた
か」を可視化する手段を CP で明記する
ことが求められています。ただ、DP で
求められている能力には汎用的能力も含
め測りにくい観点も含まれているため、
様々な角度から可視化することが必要で
す。これまでも多角的に学修成果を可視

学修成果の可視化に向けて

化してきましたが、一貫性に欠くところ
がありました。そこで、現在の DP を軸
に可視化するよう整理しました。PROG
テストに代わる本学独自で開発したコン
ピテンシーテストや授業アンケートや各
種学生調査などもすべて DP をベースに
設計し直しましたので、多角的でありな
がら一貫性のあるものになっています。
それらを踏まえ、卒業時に学生がどのよ
うな能力を身につけたかを「総合評価」
する際にもそうした多様な可視化の成果
を活用できます。

このように、学修成果の可視化は 3 ポ
リシーを軸とした現在の教学マネジメン
トにとっては必要不可欠な要素です。同
時に、教育内容や教育手法も当然ながら
その重要性は変わることありません。モ
ジュール科目を中心に進めていますアク
ティブラーニングに加え、授業外学習時
間の増加や学習内容の高度化のためにも
反転授業なども今後取り入れていく予定
です。教育プログラムに関しても、多様
で高度な知識や技能を身につけるために
副専攻プログラムの導入も検討していま
す。

長崎大学教学担当理事
大学教育イノベーションセンター長
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本学では、学生の学びと教員の教
授活動を促進・支援するためのシス
テムとして LACS を運用しています。
LACS では、科目ごとに履修生と担当
教員を成員とする「授業」というグルー
プが作成されており、そのグループご
とに授業資料の配付、課題の提出管
理、テストの実施、課題やテストの採
点成績管理など、授業で有効なツール
が備えられています。これら基本的な
ツールだけでなく、授業内でアンケー
ト・投票・クイズの実施に活用でき
る「SmartClicker」も備えられており、
LACS 上で事前準備（問の設定など）
を済ませておけば専用のクリッカー機
器がなくても、学生のスマホあるいは
パソコンとインターネット通信によっ
て、リアルタイムの集計と表示が可能
となり、学生に「講義を聴く」だけで
なく「考えたことを表に出す」ことを
実践させることができます。このよう
な思考の外化の活動は、細かなサイク
ルで理解と整理のプロセスを繰り返す
活動となり、与えられた情報の深い理
解と定着を促すアクティブラーニング
の活動と位置づけることができます。

思考を外化する機会は授業外学修時
間において促すこともできます。レ

ポート課題やプレゼンの準備などはそ
の代表的なものと言えます。その他
に、LACS の機能とあわせて紹介した
い方法として「掲示板」機能の活用が
挙げられます。LACS の掲示板機能で
は、教員がテーマを決めるなどして任
意に設定できる「フォーラム」の中
で、参加者それぞれがディスカッショ
ンスレッドを立ち上げて、意見交換の
場を設けることができます。授業回ご
とに振り返りを掲示板に書き言語化さ
せることで、学んだことの確実な定着
を期待することもできます。教育学部
の瀬戸崎典夫先生の実践では、グルー
プ活動を主とした取り組みにおいて、
個々の学生が LACS に提出した課題
成果物をグループで共有する際や他の
グループから評価してもらう際に掲示
板を活用されています（「LACS 活用
ガイドブック」参照 http://nap.innov.
nagasaki-u.ac.jp/Tips/LACS-guide）。
これにより、授業時間内に確保できな
かった相互評価の取り組みを実現で
き、学生にとっても自分らの成果物が
どのように評価されているのかが可視
化されるためグループでの次の議論に
つなげられていました。

掲示板を学生の学びのために活用し
ようとするときポイントとなることに
学友の存在を挙げることができます。
掲示板はテストやレポート課題のよう
に個人に閉じられた課題とは異なり、
同じ科目で学んでいる仲間のコメント
を見ることやコメントをもらうことも
できます。同じ学生の立場での鋭いコ
メントや異なる観点からの意見を読む
ことで、見解が開けるだけでなく、理
解の過程が共有されるため「わかり方」
を学ぶ機会にもなり得ます。この点は、
学生の「わからない」がどこにあるの
かわからないこともある教員にとって
は有益なことと言えます。同じように
学ぶ他者の存在を積極的に活用して、
互いに学び合うコミュニティを作るこ
とができると、学生の学びも益々促進
していくことが期待されます。

〈掲示板運用のポイント！〉
①書き込むべき内容を焦点化して問を

明確に示す
②書き込みと相互コメントのルールを

明確に示す
③学び合うコミュニティを醸成するた

めに、建設的に関わり合える良い関
係の構築に配慮する

長崎大学では、年に 1 回、モジュー
ル科目の担当者（責任者）にアンケー
トを実施しています。今回はその結果
から、学生のアクティブ・ラーニング
を促す試みについて紹介します。本調
査は 2018 年 2 ～ 3 月にかけて大学教
育イノベーションセンターが実施し、
65 科目の担当者から回答を得ました

（回収率 30.1%）。この調査によると、
アクティブ・ラーニング型の授業がう
まくいったかとの質問について「十分
にうまくいった」と「まあまあうまく
いった」を合わせて 75％が肯定的な
回答をしていました。

それでは、学生のアクティブ・ラー
ニングを促すために先生方はどのよう
な工夫をしているでしょうか。グラフ
を見ると、最も多いのが「グループワー
ク、プレゼンテーションによる工夫」
の 7 割で、つぎに「ミニテスト、小レ
ポート、感想文、振り返りを課す」が
続いています。右に、自由記述から具
体的な工夫についていくつか紹介しま
しょう。全学モジュール科目は、クォー
ター制で 2 コマ連続になったことから
授業設計を変更し、授業のまとめ、レ
スポンス、グループディスカッション
やプレゼンテーションの時間を充実さ
せる、LACS を活用し予習を促す、教
室の外に出て学生自身の目で確認させ
る、ウェブなどで自分で調べさせる、
ボードゲームや視聴覚資料を取り入れ
る、など様々な工夫が見られました。

LACSの中にある
学び合いの「場」

▶ 3時間目終了時にレスポンス用に紙記入してもらった質問や意見に対して、4時

間目で応答するという、「基礎＋発展」の組み合わせで 1日の授業を組み立てて

いくよう意識した。特に、匿名にして応答することを約束したところ、活発な意

見が出されたように感じられた。したがって、このスタイルを踏襲した。

▶2校時連続となるため，講義内容を従前の半分とし，授業のまとめとグループディ

スカッション（プレゼンを含む）の時間を拡充しました。

▶ LACS を活用して、事前に授業に関する調べ学習レポートを課しました。授業

前に学生が予習をすることにより、興味を持って授業に取り組むようになったと

思います。

▶まず外に連れ出して、雑草にも名前があり、成分が含まれ、生理作用があること

を教え、その後、Web では健康食品に関して根拠のない情報があふれているこ

とを調べさせて、討論させた。薬用植物園でも同様に身近な植物が健康に役立つ

ことを教えている。

▶プレゼンテーションを評価方法にしたことで少人数であるという強みを生かした

生徒主体の貴重な体験の場になっていた。また、グループに分けてプレゼンする

ことで班のなかや班同士で良い刺激になっていた。

▶課題を提示し、それに対する解決策をグループワークで考えさせ、提案し、発表

させて、最終的に最優秀演題を選考した。

▶座席は、まず班編成を行い、班員が向かい合わせで着席できるようにした。個人

で作成するレポートとそれを班ごとに一つのテーマでまとめあげて発表を行う形

式とした。レポートや発表テーマの題材は学生同士で回覧しながら学修集団とし

てうまく機能するよう配慮した。

▶学生がより積極的に授業に参加するために、ボードゲームや視聴覚資料を使った。

モジュール実施経費があることが大変生かされた。
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部局ごとに FD・SDのご要望を承ります

授業アンケートの実施について

学生による
教育改善のための
委員会より

長崎大学の学生と教員で構成される「学生による
教育改善のための委員会」は大学教育イノベーショ
ンセンターの下部組織として、学生と教員が協働し
て大学教育の改善や学生生活の向上といった事柄に
取り組んでいます。本年度も各学部より推薦された
学生と公募によって集まった学生が委員に委嘱され
ました。

6 月 5 日に開催された本年度第 1 回目の会合では、
工学部 3 年生の宇都宮貢さんと環境科学部 3 年生の
大石雄太さんが本年度の新委員長として選出されま
した。宇都宮さんは「この委員会のさらなる活発化
に向けて、様々な企画・運営に貢献できればと思っ
ています。精一杯努めていきますのでよろしくお願

いします。」と、大石さんは「こういった活動に携
わることができるのはとても貴重な経験だと思うの
で精一杯がんばります。よろしくお願いします。」
とそれぞれ熱い意気込みを語りました。

今年度予定している取り組みとして、学生と教員
が授業や学生生活についてざっくばらんに語り合う
ワークショップ型のイベントである「長大しゃべら
ん BAR」の開催の他、学生から見た「スゴい授業」「面
白い授業」を取り上げてフリーペーパーとしてまと
める企画等、学生と教員双方の視点を生かした活動
を学生と教員とで協働しながら進めています。

また、第２クォーターより本学で２年目の開講と
なる、学生発案型授業「長大生が考える『人生とは
何だ？！』」が始まりました。この授業は昨年度ま
での委員の学生が発案し、授業計画の構成や内容の
更新等に携わったものですが、今年度の委員の学生
も初回から授業に参加し、グループワークや発表な
どのファシリテーターを積極的に務めています。こ
こでの経験や、受講生からのフィードバックを通し

て、来年度の授業内容についてもこれから協議して
いけたらと考えています。今年度の学生発案型授業
については次号以降で詳しくお伝えする予定です。

これからも委員会は長崎大学が学生と教員の双方
にとってよりよい大学になるように、日々活動を続
けていきます。皆さまのご支援をどうぞよろしくお
願いいたします。

※現在毎週月・木曜日のお昼休みに学生と教員と
でお昼ご飯を食べながら、キャンパスライフについ
て気軽に話し合う「長大しゃべランチ」を開催して
います。参加者を大募集しておりますので、本委員
会の活動に興味を持ってくださった教職員の方、ま
た興味を持ちそうな学生を紹介していただける方が
ございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

info.nuscfd@gmail.com 

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/h29-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/

〈前期・第 2 クォーター科目の授業アンケート実施期間〉

実施・学生回答期間：　平成 30 年 7 月 11 日（水）～ 8 月 14 日（火）

教員コメント入力期間：　平成 30 年 8 月 20 日（月）～ 9 月 14 日（金）

長崎大学では授業改善と学生自身の学びの振り返りのために、平成 29 年度より全授業科目を対象として授業アンケー
トを実施しています。アンケートの実施と学生による回答は、原則として各学期末に NU-Web システムを利用して、
授業時間内に実施することとしています。上記の期間にあわせて、アンケート実施にご協力をお願いいたします。

授業アンケート実施に関する申合せ、実施要項、学生への説明用 Web ページへのリンク、回答依頼用スライドなど各
種資料は、大学教育イノベーションセンターのホームページにございます。
URL: http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp

〈トップページ〉→〈左下の黄色いバナー「授業アンケート」〉よりアクセスしてください。


