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現在、本学が実施している授業アン
ケートは、以前の「学生による授業評価」
とは異なり、学生自身が授業に取り組む
姿勢や得られた学修成果について自覚す
ることを促しています。この回答結果は、
各学生の学修ポートフォリオに蓄積され
ます。この蓄積結果を確認することで学
生は自分が授業を通してどのような力を
身につけたかについて振り返ることがで
きます。また、メンター教員もポートフォ
リオのデータを指導やアドバイスに役立
てることができます。
以下で、具体的なアンケート結果※を
参考にしながら、教員側としてどのよ
うな活用が考えられるかについて見て
いきたいと思います。（※対象は学部学
生。2018 年度前期の結果。回答者数：
16552、回答率：33.2％）

▶教員に指示された課題に意欲的に取
り組みましたか
学生の授業外学修についてみる項目で
す。この項目で意欲的に取り組めなかっ
た学生が多かった場合は、出題の意図や
出題方法などに問題があったのかもしれ
ませんので、授業設計の際の検討材料に
してみてください。全体の傾向をみると、
あてはまるが 45.4％、まああてはまるが
41.6％で 8 割以上の学生が意欲的に課題
に取り組んだと答えています。

授業アンケートから
わかること

▶教員に指示された課題について授業
時間以外の典型的な週平均学習時間
はどれくらいでしたか。（予復習や
レポート、授業関連の読書、調べ物
等を含む）
授業での課題に対して、学生がどの程
度時間をかけていたかについてみる項目
です。もし、教員が想定していたような
学習成果があげられていなかった場合
は、授業外学習時間が少なかったという
ところに問題があるのかもしれません。
その場合、課題の内容を再検討すること
も考えられます。
▶この授業を通して、あなた自身の行
動や態度は変化したと思いますか
学生が各授業でどのような力を身につ
けたと自覚しているかについてみる項目
です。どの能力が身につかなかったと学
生が自覚しているかもわかるので、その
授業で教員が狙った能力の育成につな
がっているかを確認することができま

す。選択肢に上がっている項目は、本学
のディプロマ・ポリシー（DP）をもと
にしているため、個々の授業が、大学が
掲げている目標達成につながっているか
をおおまかに考えることができます。
たとえば、大学全体の結果（下図）を
見てみると、「新しい知識・技能が身に
ついた（語学力を含む）」以外では、「自
分で調べたり、勉強したりするように
なった」が高く、「異なった考えをもつ
他者とも柔軟に協働するようになった」
や「社会的な問題について意識するよう
になった」が低いことがわかります。各
学部のDP と照らし合わせれば、カリ
キュラムの構成や授業設計を検討する材
料にもなります。　　　　　　　　　　　　　　　
このように学修成果という観点からア
ンケートをとることで、教員にとっても
メリットがあります。授業アンケートは
様々な側面から活用できますのでぜひ利
用して下さい。
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新しい知識・技能が⾝についた（語学⼒を含む）。

倫理観が⾝についた。

⾃分で調べたり、勉強したりするようになった。

考えやものごとの根拠について論理的に考えるようになった。

計画的に物事を進めるようになった。

⾃分の意⾒を表現するようになった。

ある事柄について他者と意⾒を交換するようになった。

異なった考えをもつ他者とも柔軟に協働するようになった。

多少の困難があってもやるべきことをやり遂げるようになった。

集団やグループの中で⾃分の役割を積極的に果たすようになった。

社会的な問題について意識するようになった。

その他︓具体的な内容を下のボックスに書いてください（⾃由記述）。

とくに何も変わらなかった。

この授業を通して、あなた⾃⾝の⾏動や態度は変化したと思いますか。（あてはまるものすべてを選択）
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本学では新入生を対象とした演習形
式の授業である「初年次セミナー」を
第 1 セメスターあるいは第 1 クォー
ターに、全ての学部学科において実施
しています。
来年度に初めて初年次セミナーを担
当する方や、しばらく初年次セミナー
の担当から離れていたものの再び担当
する方の中には「どんな授業をすれば
よいのか見当がつかない」「学生がど
のような活動に取り組むよう指導した
らいいのだろう」といった疑問や不安
を抱く方もおられるかと思います。そ
こで、学生が知的探求を楽しみながら
大学での学び方を修得できるような授
業設計の例を平成 31 年度の「初年次
セミナーガイドライン」に沿って紹介
します。新たに担当される方だけでな
く、すでに初年次セミナーを継続的に
担当されている方も、来年度の授業内
容を検討する際の参考にしてみてくだ
さい。
本学では、初年次セミナーを実施す
るにあたっての指針となる「初年次セ
ミナーガイドライン」を教養教育実施
専門部会が作成しています。その中で、
初年次セミナーの教育目標を以下のよ
うに定めています。

つまり、初年次セミナーとは新入生
にとって、これから始まる大学での学
びや研究活動への最初の足がかりとな
る授業であると言えるでしょう。
大学での学びや研究活動を進めてい
くためには能動的な学修者であること
が求められます。そして能動的な学修
者となるための基盤として以下の３つ
のスキルが必要といえます。

①レポートや論文の書き方、プレゼ
ンテーションやディスカッション
の仕方を修得する
②資料の収集方法を理解する
③問題意識または問題点の分類と整
理等の基礎を理解する

担当教員の役割としては、学生がこ
れらのスキルを身につけることができ
るような活動を行うことが求められま
す。具体的には 15 回の授業のうち、
序盤ではアカデミックライティングや
プレゼンテーション、資料の収集方法
について学び、中盤から終盤にかけて
は序盤で学んだことを実践する場とし
て、実際に学生がプロジェクトや調べ
学習に取り組むという展開が考えられ
ます。レポートやプレゼンテーション、
資料収集といったことについては担当
する教員の方も学内業務や研究の中で
日常的に行っているものであるため、
教える内容のイメージはつきやすいか
もしれません。また、大学教育イノベー
ションセンターが発行している「長大
生のためのラーニング・ティップス」
や大学図書館が実施する資料収集ガイ
ダンスを活用することもできます。

多くの担当教員が頭を悩ませるの
は、学生がプロジェクトや調べ学習の
テーマをどのように設定するかについ
てではないでしょうか。「取り組むテー
マは何でも良い」と指示すると、ある
学生は「リーマン予想の解明」、また
ある学生は「ちゃんぽんについて」と

いうようにテーマの大発散が起き、そ
の結果、教員が専門分野の観点からの
指導を行うことが困難になってしまう
かもしれません。そのようなことを防
ぐため、また、より初年次セミナーの
教育目標に見合った効果的で実質的な
指導を行うためには、担当教員の専門
分野に絡めたテーマをいくつか提示し
て選択させたり、ある程度の枠組みを
教員側で決めて、その範囲内で学生に
テーマを考えさせたりすることが、方
策の一つとして考えられます。

テーマを教員の専門分野と絡めるこ
とで初年次セミナーと専門教育との区
別が曖昧になるかもしれませんが、初
年次セミナーは専門的な知識を獲得す
ることが目的ではなく、あくまで学修
の「型」を学ぶ場です。初学者にもわ
かりやすい解説を行ったり、用語の使
い方を考えたりするという配慮は必要
です。しかし、学生が取り組むテー
マや枠組みを教員の専門分野と関連さ
せることによって、より深い指導や助
言ができ、結果として学生のこれから
の学修へのモチベーションのアップや
「学問」そのものの面白さに気づくきっ
かけになるのではないでしょうか。読
者の皆様が学部生や大学院生のころに
感じたあの「ワクワク感」を新入生が
体験することができたなら、初年次セ
ミナーは大成功と言えるでしょう。
　右表では、初年次セミナーの授業
のモデルを示しています。授業設計の
一例として、参考にしてみてください。

初年次セミナーでは、大学入学以前
の教師主導型を主とする学習からの転
換を図り、大学における自主的な学修
へのオリエンテーション機能を果たす
ことを目標とする。そのため、知的活
動への動機づけを高め、科学的な思考
方法と学修・実験のデザイン能力、レ
ポートと口頭発表等によるプレゼン
テーションとディスカッションを通じ
て適切な自己表現能力を育てることを
具体的目標とする。また、大学での学
修の入り口として、学生と教員及び学
生相互のコミュニケーションを図り、
グループ作りに役立て、後期以降のモ
ジュール科目への継続を図ることを目
的とする。

初年次セミナーを
どのように進めるか

初年次セミナー授業設計の例

回 日付 内容 授業方法 課題

第 1 回

2019/4/9

オリエンテーション、自己紹介、グループ分け＆アイスブレイク
冊子『長大生の自立的な学びの仕組み』についてのガイダンス（授
業アンケート、学修状況報告、学修ポートフォリオ等の説明）

グループワーク
講義

第 2 回
図書館資料収集ガイダンス 講義

第 3 回

2019/4/16

アカデミックライティング基礎（パラグラフリーディング・パラ
グラフライティング）・プレゼンテーション基礎（話し方・聴き方・
視覚資料の作成）

講義
演習

第 4 回
グループディスカッション基礎（ブレインストーミング・KJ 法） 講義

グループワーク

第 5 回

2019/4/23

テーマ設定のためのディスカッション グ ル ー プ デ ィ ス
カッション

調査計画書の作成

第 6 回
テーマ決定と構想発表会 グ ル ー プ デ ィ ス

カッション
A4 レ ジ ュ メ １ 枚
プレゼン

第 7 回

2019/5/7

調査① 資料収集実践
レポートライティ
ング実践

活動内容の報告レポー
ト

第 8 回
調査② 資料収集実践

レポートライティ
ング実践

第 9 回

2019/5/14

中間報告会の準備 グループワーク

第１0 回
中間報告会 模造紙プレゼン

第１1 回

2019/5/21

調査③ 資料収集実践
レポートライティ
ング実践

プレゼン資料の作成

第１2 回
最終報告会の準備 グループワーク

第１3 回

2019/5/28

最終報告会 スライドプレゼン

第１4 回
プレゼンテーション内容の振り返り グ ル ー プ デ ィ ス

カッション

第１5 回 2019/6/4
授業全体の振り返り（今後の学修計画を立てる・授業アンケート） グ ル ー プ デ ィ ス

カッション
初年次セミナーを踏ま
えた大学生活の計画書
作成
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FD・SDスプリングワークショップ開催のご案内

「FD講習会：『アクティブラーニングをどう捉えるか』」開催のご案内

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等における課題を共有し、次年
度からの教育改善にすぐに役立てられるよう、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、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。

対象：　全教職員

申し込み：　http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/
webform/FD/188/188r/webformEnt.
php

本学では「学生の思考を活性化させるための授業手法」として 5 つの分類をシラバスに記載しています。その授業手法の
分布を見ると学部ごとに傾向があることがわかりました。本 FD では、そうしたアクティブラーニングの取り入れ状況を踏
まえ、より効果的なアクティブラーニングを普及するために、改めてアクティブラーニングとは何かについて考えたいと思
います。グループワークにとどまらないアクティブラーニングの取り入れ方や、教員の多様な授業観にフィットするアクティ
ブラーニングの可能性について検討します。

対象：　全教職員

日時：　平成 31 年3月19日（火）　15:00 - 17:00

場所：　文教キャンパス　A-12 教室（教養教育棟 1 階）

申し込み：　http://www.innov.nagasaki-u.
ac.jp/webform/FD/187/187r/
webformEnt.php

ー　プログラム　ー

①　「長崎大学でのアクティブラーニングの現状」
講師：　成瀬　尚志　准教授（長崎大学）

②　「アクティブラーニングをどう捉えるか」
講師：　石井　英真　准教授（京都大学教育学研究科）

▼申し込み方法▼
上記の申し込み用 Web 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。
※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定員制となっておりますので、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。

▼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

主催：教務委員会　　企画実施：評価・FD 教育改善専門部会

2019

3 5
月 日

2019

3 7
月 日

３月５日（火）13:00 - 14:30
「わかる！作れる！ルーブリック！」

ルーブリックの基本的な知識や実際の活用事例について紹介し
ます。また、フロアで実際に作成し、その過程や完成したルーブ
リックについて議論することで、個々の授業に合わせたルーブ
リックの作り方のポイントをつかみます。

会場：　文教キャンパス　A-12 教室（教養教育棟 1 階）

３月７日（木）15:30 - 17:00
「学生発案型授業におけるアクティブラーニングの展開」

本年度開講した学生発案型授業について、どのような準備をし、
どのような授業を行ったかについてアクティブラーニングに焦点
を当てて説明します。また、授業の中で行ったアンケート調査結
果から、学生がアクティブラーニングについてどのような感想を
持ったのかについて紹介します。

会場：　文教キャンパス　第 5 会議室（教育学部 2 階）


