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多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援
多様な学生たちの学習動機づけを喚起し続ける支援体制の開発と運用
1-1

事業概要

本学における教育の質保証は、人材養成目標にそくして高度な専門知性に裏づけられた研究力、およ
び幅広い見識をもって多様な職業領域に通じる総合力という 2 つの力能を両翼にし、そのあいだに展開
される学生個々の特性と志向性に応じた多次元的な学士力の養成におかれている。この教育推進プログ
ラムでは (1) カリキュラム、(2) 成績評価、(3) 学修支援体制の各々について、下記に述べるような新機
軸の教育開発施策を投入し、これらを連動させながら一体的に運用していく。これによって、学生にも
教職員にもわかりやすく、効果的、かつ確実に、全学的な教育の質保証の推進にあたることを企図した
事業であった。
新機軸の教育開発施策

1) カリキュラム

本学の学士課程では社会人基礎力に通ずる教養と専門性を備えた人材養成を目的に、21 世紀型文理
融合リベラルアーツのカリキュラムを運用している。これに加えてディプロマ、カリキュラム、アドミッ
ションの 3 ポリシーに則り専門教育に複数プログラム選択履修型カリキュラムを導入し、学士課程にお
ける一層の教育改革を進めている途上にある。
この改革を確実に推進していくために、本事業ではカリキュラムポリシーに沿って設定される個々の
科目の到達目標を明瞭な色分けで可視化したカラーコードベンチマークシステム（CCBM）を導入する。
これにより学部学科を越えて学士課程全体に展開する幅の広い学びのパスを保証すると共に、それを適
切に誘導し、その多様にして冒険的な学修を安心かつ促通的に動機づけていく。また、本学においては
大学院課程との連携において高度専門領域や先端学際領域において学修順次性をもった教育の強化もま
すます要請されている。それもまた階梯的な到達目標を明瞭にしたカラーコードがそのための学修ナビ
ゲーションをわかりやすくガイドすることになる。同時にこのコードは以下に述べる厳格な成績評価の
手法と相まって、学生個々の学修履歴の質的特徴を一瞥的にあきらかにする成績証明を実現していくこ
とになる。
新機軸の教育開発施策

2) 成績評価

本事業では機能性を研究吟味し、種々の用途に的確に効能を発揮するようあらたに開発された GPA
制度（functional GPA）を導入する。これにより大学教育の質保証に向けての課題を総合的、かつ具体
的に解決していく。当 GPA 制度が十分に機能を発揮するのは、第一に、多面的評価に代表される細や
かな成績評定を値の損失なくリニア変換する GPA 算定方法を採用するため、ベンチマークで多段階に
明示された到達目標をもつ授業科目の運用を実質化できるからである。第二に、そのスコアは導入予定
の複数プログラム選択履修型カリキュラムにおける個々の学生の学修航行において具体的な指針になる
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ためであり、第三に、当 GPA は多くの大学で用いている一般的な GPA 評定と十分に高い互換性をもち、
国際的に広く通用する汎用性能をもつよう開発するためである。
新機軸の教育開発施策

3) 学修支援体制

上記 2 つの教育開発施策の相乗効果の発揮を具体的な学修支援の実務において確実なものにするた
め、学生が成績を含めた学修状況を随時モニターし自己管理できる学修情報ネットワークシステムを自
主開発、構築し、運用する。これは今後の幅広い学修情報環境の改善事業と結びつけていくことを視野
に入れ、普及著しい携帯端末を用いたユビキュタスシステムとして実現し、本事業の中間期間において
同端末を用いた学生モニターによるフィージビリティ・スタディをおこないつつ、実効性のあるシステ
ム構築を完遂する。
同時にそれをベースに総合的な学修相談、学修状況分析などの対面支援をおこなう総合学修支援セン
ターを設置し運用する。このセンターは学生だけでなく、教員や部局の教務に対しても指導上必要な成
績・学修状況等の情報提供や授業方法や授業アンケート等との関連にもとづく分析や相談にも応じる機
能をもち、これにより緻密で日常的な FD の実践活動にも結びつけていく。
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1-2

事業背景

本事業の背景はつぎのとおりである。
（1）事業背景

教育の質向上に向けた対応について

お茶の水女子大学は学則の冒頭条項において、
「広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養い、もって社会
の諸分野における有為にして教養高き女子を養成する」
ことを自身の目的に掲げている。これを全学における人材養成の基本に据えたうえで、学士課程を構成
する 3 つの学部がそれぞれの人材養成と教育研究上の目的を定め、学則上に公表している。すなわち、
文教育学部は、
「人文・社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等の多様な授業を通じて、
学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュ
ニケーション能力を備えた人材を養成する」ことを目的に掲げている。
理学部は、「理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるための能力を有する人材
及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成す
る」ことを目的として明示している。
生活科学部は、
「自然・人文・社会科学的教養に基づき、人間と生活についての総合的な学識を身に付け、
生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成する」ことを目的として掲げている。
これらに加えて、3 学部を構成する全 12 学科において、さらに各々の観点から人材養成の目的を学
則上に具体的に宣している（その内容については紙幅の関係で割愛する）。
また、これらの人材養成目的に沿ったカリキュラム策定をおこなうには、全学共通体制で実施する科
目と各学部において責任をもつ専門教育の科目の適切な組合わせが肝要になるが、これについては各学
部での論議をふまえ、学長を本部長とする全学教育システム改革推進本部において審議、調整する体制
をとっている。専門科目については今年度以降、複数プログラム選択履修型の履修体制をとり、専門強
化の課題に対応しながら、同時に学部を越えた副プログラム型や学際プログラム型の学修を柔軟に可能
とし、全学的な視野でとらえた人材養成目的に一層適う体制をとっていく計画になっている。本事業は
その体制を十全に機能させていくための基盤として設計された。
（2）事業背景

成績評価基準の明示など

全授業科目についてシラバスに、評価方法や多面的評価の場合の評価割合を授業の目的や計画などと
共に明示することを義務づけている。シラバスは今年度のもののほか、7 年前まで遡ってインターネッ
トのウェブ上で、そのすべてを公表し、誰でも閲覧可能になっている。
成績評価基準や評価方法の指針は、各学部の履修規程で明示、公表している。平成 18 年度から全学
的にレターグレードによる成績評定段階を従前の 4 段階から 5 段階に変更した。それと同時にそれぞれ
の成績等級が示す意味を基本的な授業目標への到達基準に照らした表現で明示するよう改訂し、その基
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準を全学共通のものとして運用している。具体的には次のとおりである。
「学部の授業科目の成績は、以下に示した達成度により、S,A,B,C,D の 5 段階で評価される。
Ｓ：基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている。
A：基本的な目標を十分に達成している。
B：基本的な目標を達成している。
C：基本的な目標を最低限度達成している。
D：基本的な目標を達成していない。再履修が必要である。
最上位評価である「Ｓ」については、「全評価対象の 5％以下を目安とする」という適用のガイドラ
インを設けてきた（後述するように、この目安は本事業の推進のなかで平成 23 年度入学生から成績評
価実態にそくして 15% に改訂された）。
これらの履修規程は全学生に配布している『履修ガイド』に「成績評価について」の欄を設けて周知
している。むろんこれもウェブ上で公開している。
学生には毎学期ごとに成績を通知し、成績評価に関する問い合わせがある場合は、通知から 1 ヶ月以
内に教務チームに所定の用紙により申し出ることになっており、教務チームを通じて回答している。
それぞれの授業の到達目標との関係から導かれる成績評価について、中教審答申の指摘にある厳格な
成績評価の実施要請も鑑みながら、これを一層的確に実施していくこと、および学修におけるよりきめ
細かなガイドや相談に総合的に応じられる全学共通利用型の支援体制は、カリキュラムに対する改善と
相まって本学における課題（あらたに開始される中期目標・中期計画に具体的に提示）に据えられている。
本事業の焦点はその課題解決に新手法・システムの開発と適用をもって具体的にあたることにおかれて
いる。
（3）事業背景

ファカルティ・ディベロップメントの実施

本学では授業改善を目的とした学生によるアンケート調査とその分析、結果について、全教員に対す
るフィードバックを定期的に実施している。また、授業に対する評価の高かった教員による FD エッセ
イの執筆とウェブをつうじてのその公開、あるいは各部局の企画による FD シンポジウムの開催、学士
課程、大学院をつうじて教員相互の授業参観活動の実施など、基本的な FD 活動の遂行につとめている。
また、特色ある FD 活動として、全学教育システム改革推進本部と教育開発センターのもとで特別教
育研究経費にもとづく「国際規格による FD 戦略」を展開してきた。たとえば 2008 年度実績の一部を
具体的にあげると、米国ミシガン大学、ヴァッサー大学、ブァージニア工科大学、フロリダ国際大学、
フランスパリ ESPCI から講師を招聘し、5 プログラムの集中授業を夏と冬に実施、全学学生・院生に単
位取得が可能な実際の授業実践を通じての授業参観と 4 回の教員向け講演会を実施し、授業の内容およ
び方法の具体的改善を企図した実践研修をおこなった。これに加えて、教員の自発的な問題意識にもと
づき国際的な視野で FD 関連の研修をおこなうため、本学教員を海外に派遣しての研修を 4 回 ( カリフォ
ルニア大学デービス校、台湾精華大学、ワルシャワ大学、ミュンヘン大学等 ) 実施、さらに本学教員に
よる米国ヴァッサー大学、英国ハル大学、韓国淑明女子大学校への大学教育に関する目的的な現地調査
を 3 回実施した。
これらの成果は報告書にまとめ全教員で共有化すると共にインターネットウェブを通じて公開してい
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る。
（4）事業背景

自己点検・評価等の実施体制・展開と評価結果の反映

本学は教育研究の自由を尊重し、本学構成員の意欲を高め、教育研究活動等の質的な向上を図るため
に、教育、研究、社会貢献、大学運営 / 経営の 4 点を基本対象に評価の指針を文書、ウェブにおいて明
示し、全学評価、部局等評価、個人評価の 3 つの観点から、各々それらの状況について自己点検および
評価を実施している。
これら評価は PDCA サイクルの一環としておこなわれており、評価結果を各部局等に報告・フィー
ドバックし、すべての活動における逐次的な改善に反映させている。具体的にはたとえば、「教員活動
個人データベース」にはすべての常勤教員が上記基本評価対象 4 点について自己評価のうえ記入してい
る。そのデータは規定の方式によって集計し、人事評価に反映させている。また、これら評価結果や活
動状況データは個人情報保護に配慮しつつインターネットや報告書（アニュアルレポートの刊行）等を
つうじて広く社会へ発信しており、本学の現況を公示し、公共機関としての本学の責務を果たすべくつ
とめている。
具体的な評価項目、評価方法については、国内外のスタンダードに照らした外部基準と、本学固有の
使命にもとづく中期目標・中期計画に照らした内部基準に配慮した設計のもと、全学評価要綱、部局別
評価要綱、個人活動評価要綱において規定している。
評価組織の体制は 3 観点での評価それぞれにおいて、自己評価を基本としながら、学内任命による評
価専門委員と、評価の絶対水準を確保するため学外からの外部評価委員をもって構成している。また、
必要に応じて認証評価機関や学外評価委員によるピア・レヴュー等の外部評価も実施している。また、
本学の大学評価を実施するための恒常的な組織として総合評価室を設置しており、評価指針、評価要綱
等の策定、教育研究評議会等を通じた本学構成員の意思を最大限に反映した評価の企画・立案・および
実施、加えて方法の開発、評価システムのあり方についての審議、検討、改善等、総合的な任務を所掌
している。
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1-3

事業の詳細

（１）事業の趣旨・目的・達成目標
① 事業実施にあたっての背景
本学では 2007 年度、全国に先駆けて、全学一体型の大学組織「人間文化創成科学研究科」を発足し、
1 つのキャンパスにおいて保育・幼稚園から始まる附属校園から大学・大学院まで、理念と目的が連動
した一貫教育を可能としつつ、21 世紀の諸要請に応える女性の人材育成に取り組む体制を一層整備、
強化した。そのなかで学士課程教育については、持続的発展の推力となすべく学長を本部長とする全学
教育システム改革推進本部を設置し、2008 年度から諸領域を架橋し現代世界を読み解く鍵となってい
る 5 主題について、講義・討論・発表・実験実習・演習を組み合わせた 21 世紀型文理融合リベラルアー
ツ科目群をカリキュラムに大幅に導入した。これにより学問諸領域を縦横に学びながら、現代の学士力
に求められている 5 つの力（読み・聞き・書き・語り・作る）を総合的に涵養する教育プログラムを運
用している。
これは本学に比較的高い学習意欲をもった女子学生が集まり、さらに全授業の平均受講生数 26 名
(2008 年度実績 ) という少人数教育が実現しているという良質な教育環境を基盤に成立している。ただ
し、この環境は反面、独善的自己満足を招きやすい危険を孕んでいる。たとえば、成績評価の現況は全
科目の評価を通覧すれば A 評価が過半数を占め、「基本的な目標を達成している」とする評価（B 評価
以上）は約 8 割に達している。この状況を大多数が良好な成績を修めている成果とみることは従来の大
学の常識観であったかもしれない。だが、この事実は他方からみれば、どの授業も押し並べて到達目標
の水準を低く抑え、良しとしている状況に映る。また、学生にとっては学修努力の差が成績に反映され
がたい仕組みになっていて、特に学修成果が優れている層の学修意欲を削ぐと同時に、それに物足りな
さを感じる学生がより多くの単位を取得することに達成感を得てしまい、単位の実質化と逆行する傾向
を誘導している面もうかがえる状況になっている。
そのようななかで、本学では上述の 21 世紀型文理融合リベラルアーツの導入につづき、専門教育に
おいて複数プログラム選択履修型のカリキュラム改革を中期目標・計画に定めて推進する。その骨子は
専攻の主プログラムに加え、専門深化のための強化プログラム、異なる専門領域に展開する副プログラ
ム、領域横断型の科目を学ぶ学際プログラムの 3 軸を用意し、学生個々の目的志向性に適合した主体的
学修を可能にしようとしている。これにより多様化する学生と社会ニーズに応じた人材養成を目指し、
改正教育基本法 7 条の「高い教養と専門的能力を培う」ことに正面から取り組んでいく計画である。
この計画推進の成否の鍵は、個々の学生ができるだけ自身の学修志向性と力量に見合ったプログラム
を選択し、誰もが高い意欲をもって学んでいけるような体制を組立てることにある。そのために、
（1）科目ごとに明確な到達目標を示したうえで、厳格な成績評価を実施し、学生の学修努力が成績に敏
感に反映するような授業運営を組織的に可能にする仕組みを導入すること
（2）学生の主体的な学修プロセスを適切に支援し、学習動機づけを賦活し、維持していくための具体的
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な体制をつくること
が必要不可欠である。本事業はその要請にダイレクトに応える教育推進プログラムである。
② 事業の具体的な目的
この事業では本学の教学上の課題に対処し、新たな中期目標・中期計画に据える学生主体の複数プロ
グラム選択履修型カリキュラムにおける学修を現実的に支えるため、2 つの新開発手法、
（1）カラーコードベンチマークシステム（以下、カラーコード BM）
（2）十分に機能する GPA（functional GPA: 以下 fGPA）
を導入する。
カラーコード BM では科目ごとに異なる到達目標を色分けで明示し、カリキュラム構造体系をわかり
やすく可視化する。これにより個々の学生の学修目的に応じた履修プログラムの組合わせや航行を適切
にガイドする。また、どのプログラムセットでも達成動機が喚起されていくよう学生の学修努力の違い
が反映する評価が肝要になるが、これを実現するのが連続量評価を線形変換することでグレードポイン
トを算定する fGPA である。これらを両翼にして、
（3）全学共通利用の総合学修支援センター
を設置する。
これによりカラーコード BM と fGPA の両機能を十全に相乗させて学際型、副プログラム型、専門強
化型、あるいはそれらの混合型の学修といった多次元にわたる学生の自主的な学修行動 ( 先の中教審答
申が一層の吟味を求めた課題のひとつ ) を促進していく。また、そのために必要となる学修関連の情報
システムを開発し、学生はもちろん教員にとっても有益な情報や分析結果を提供し、現代的課題要請に
応えるひとつの学士課程運用モデルを構築する。
③ 事業の達成目標
本事業を構成する 3 本柱各々の達成目標はつぎのとおりである。
■ カラーコード BM

各科目の到達目標をカラーコードで示すことによって、

① 本学が力点のひとつにおく高度専門領域における強化プログラムにおいて学修努力の違いを成績に
反映しやすくし切磋的な学習動機づけの高揚に資すること。
② 副プログラムの履修では学修意欲を損なわない程度の到達目標を設定した科目への挑戦的履修を促
進的に導くこと。
③ 学際プログラム履修や上記の中間型、移行型など多次元的に生じうる学修航行にもわかりやすい針
路機能を発揮すること。
④ 成績証明にこれを盛込み、学修の質的な特性もあらわす証明機能を生みだすこと。
■ 成績評価制度
① 学生がいつでも自身の学修状況を確認し、先々の指針を得られるモニタリングシステムの中核的な
指標として GPA を機能させること。
② そのためにカラーコード BM や他指標と有機的に関連づけられた多様な分析指標を提示し、教学上
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の情報提供環境を格段に豊かに改善すること。
③ 運用上のユーザビリティを常時チェックし、逐次的に改善を重ね、事業期間終了時点には完成度の
高い状態に仕上げ、汎用モデル化を指向すること。
■ 総合学修支援センター
① 上記の成績・学修状況の情報提供をおこないつつ、その情報活用や複数プログラム選択履修型の学
修を円滑に促進していく体制を確立する。
② そのためにアカデミックアシスタントや学生のピアサポーターによるワークスタディを通じて積極
的な意味での実験的運営体制を試み、事業期間終了後の常態運営に向けてのノウハウを蓄積すること。
幸い本学ではそうした仕事に適合性をもつ人的リソースに恵まれているため、この達成目標もカラー
コード BM や機能的 GPA とともに十分に現実的な視野のなかに捕捉できる。
（２）事業の具体的内容・実施体制
本事業の新機軸それぞれの内容について説明する。
① カラーコード BM

本学では領域横断的に幅の広い学びを保証し、それを促す副プログラム学修と、

学士課程のうちに専門性を高めていく積み上げ強化プログラム学修という性格の異なる二極の学修航行
への要請があり、それに応えれば現実的にはその中間型となる多次元的な学修プロセスが多々生じると
みている。そこでそれに対応しながら、かつ体系的な教育課程を実現する策として、複数プログラム選
択履修型の学修を可能にする改革を進めている。
これを機能させるには、一極においては所属した学科、専攻、コース、講座の主プログラムとは異な
る専門領域での冒険的履修を促通するため、科目の到達目標を相対的に低く抑え、受講生の大勢が十分
にわかることを目指した授業運営が求められる。他方、専門強化を目的にした学修では、学生の大半が
科目の到達目標を最低限達する程度にまで高い水準に設定される（これは決して高い成績がとれないと
いうことではなく、厳しさのなかで学生の学修努力の違いが敏感に成績評価にあらわれるということで
ある）。これは文字どおり専門性を鍛え上げることに力点をおいた授業運営になる。
この両極のあいだに広がる多様な学修スタイルや学際専門への学修計画策定や航行を適切にガイドす
るために、次のページの図のような 3 段階 6 分類のシンプルなカラーコードによって科目の到達目標が
明白にわかるベンチマークシステムを導入し、すべての科目について全学的なカリキュラムポリシーに
適合した成績評価基準を明白にする。
米国の大学で一般化しているベンチマークは通例、3 〜 5 桁の数字コードで表現される。それに対し
てカラーコード BM はカリキュラム階層の履修順序や内容の水準をあらわすだけでなく、より積極的に
各授業の到達目標の相違を明示する（客観的には平均的に得られる成績評価の違いをあらわす）。こう
することで、複数プログラム選択履修型の学修をその狙いや意義も含めてわかりやすく効果的に運用し、
幅広い学びのパスを保証しながら、同時に厳しさのなかで磨かれる道も提示し、本学における教育の質
の保証を担保しようとするわけであり、これがこのシンプルなカラーコード化の眼目になる。
② 成績評価システム

単に GPA を導入するのではなく、十分に機能を発揮する GPA 制度の開発に
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科目群、補習を目的としたサプリメント科目、既修得単位や単位互換などによる認定科目（ホワ
イト）などを分類する。これらの色は赤緑色盲など多くの色感不全においても識別可能なものを

● 計画

選んでいる。こうして本学学士課程のすべての授業科目を5色のカラーコードに分類する。

よって、大学教育の質保証に向けての課題を総合的に解決していくためのオリジナリティと汎用性をあ
わせもった仕組みを運用していく。

1

当 fGPA システムが、十分に機能を発揮する理由は次のとおりである。
1）多面的な成績評価の方法とカラーコード BM により多段階に設定された到達目標をもつカリキュ
ラムに対応したきめ細かな素点評価をリニア変換する GPA 算定方法を採用するため。
2）本学で稼働する複数プログラム選択履修型の学修を最適化するうえで、厳正・厳格な成績評価に
もとづく学修成果のモニター指標として不可欠の役割を果たすため。
3）種々の奨学金や報奨、厚生施策を公正運用するために導入を予定している統合型学生支援システ
ムと連動するよう設計するため。
4）fGPA システムは多くの大学で用いている一般的な GPA 制度の評定と十分に高い互換性をもち、
国際的に広く通用する汎用性・共同利用性にも配慮しながら構築するため ( 外部への開発委託に拠らな
いため、この基幹システムを非営利ベースで提供可能 )。
こうしてカラーコード BM と fGPA の組合わせにより、学士授与に伴う成績証明書はカラーコードに
よっていかなる質 ( 到達目標水準 ) の科目を履修したかが一目で了解でき、さらに科目毎の GP 値やデー
タ分散指標との比較で科目ごとの成績水準も細かく読み取ることができるようになる。学期ごとの GPA
推移も表出されるので、成績証明書は学修履歴とその成果を質・量、両面から証明する情報力に富んだ
学修履歴の性質を発揮することになる。
③ 総合学修支援センター

上記両システムを連動させながら、これを日常の学修支援につなげてい

くため、情報通信技術を活用し、学生自身が学修や成績の状況を高セキュリティ下で携帯端末を中心に
随時モニターし、自己管理していけるネットワークシステムを構築し、運用する。同時に、その情報を
18

多目的に適用可能なグレードポイントアベレージ
ファンクショナルGPAによる厳正・厳格な成績評価の的確な運用

GPA =

（GP  単位数）
（履修総単位数）

活用した学修関連の総合的な相談、診断などの人的サービス支援をおこなう総合学修支援センターを設
置し運用する。
この組織は全学教育システム改革推進本部のもとで専門の会議母体をつくり教務関連諸チームと連携
しその業務にあたる。総合学修支援センターには、その業務を支える大学院生・研究生を主体とするア
カデミックアシスタント数名、必要に応じて業務補助や学修支援にインターンシップとして参画して、
学生目線からの問題発見と解決、それらを通じた触発的な学習動機づけの高揚を図る学生によるワーク
スタディも導入する。
なお、すでに触れたように本学においても成績評価のあり方との関係もあって学生の履修単位数が過
多に傾いており、単位制度の実質化に課題をもっている。学修指導において履修上限の目安を示してい
るが、なお GPA の効能もみながら必要に応じてキャップ制の導入を検討し、基本的にはこのあらたな
学修支援体制によって、システムによる情報提供と人的支援の両面により個々の学生の状況に即した単
位の実質化を図っていく。
（３）事業の評価体制・評価方法
① 評価体制
本事業は本学の教育機構長がセンター長を務める教育開発センターが業務の責任主体となり開発と運
営にあたる。その実践は学長を本部長とし全学の関係部局教員や教務関連事務組織で構成し教育改革を
所掌する全学教育システム改革推進本部下の教育改革部会のもと、事業期間をつうじて常態的な運営報
告とチェック、改善的調整のアクションを適用し即応的にマネジメントに反映させる仕組みになってい
る。
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● 計画

総合学修支援センター
学生に対する学修支援
● 学修情報システムから
・学修到達度の把握（取得単位と成績
そのGPと学内での位置づけ、推移
的変化）

教員に対する教学支援
2

II

史A

美術

西洋

II

史B

美術

東洋

・履修授業情報（授業資料の入手、課題
入手・作成・提出、アンケート実施等）

● 学修支援センターアドバイザーから
・履修/学修アドバイス
・学習全般/進路相談
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・単位実質化状況（履修単位数の適切度）
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総合学修支援
センター

体 制
教員・教務関連スタッフのほか、大学院生や
学生によるピアサポーターを活用

実質的に緻密で日常的な
FD活動の実践

総合学修情報
システム

学生目線での問題発見と解決のため、
学生によるワークスタディも定期的に実施

統合学生支援システムとの連動

学修履歴や成績と的確に律動した授業料免除や
奨学金、各種報奨の仕組みの確立

SD活動を内包した人材養成

③幅広い職業人の養成や教養教育機能の充実

統合型学生支援システムの構築による女子高等教育機会の保証
教育機会の均等化

学生支援機構や他大学へ
の成果発信・還元
授業料減免制度
大学独自の
奨学金制度
組織的設計・運用
緊急奨学金制度

ICT活用による

多様かつ平等性の高い支援

学生支援カルテシステム
個々の学生ニーズの的確な把握

適切きめ細かな支援

学生支援センター
学生相談業務

学生支援スペシャリスト
実践と養成
調査・リスクの分析やヘルスケア

恒常的な学修支援業務に向けてのノウハウの集積と体制構築

学生生活の基盤充実

専用データサーバー

学寮政策
教育機能をもった
新タイプの学生寮
（目的積立金による）

実験的運用

学寮アドバイザー

教育機能の基盤確保

統合学生支援システム

本事業の三本柱 ( カラーコード BM、fGPA、総合学修支援センター ) はいずれも日々の教学に関わり、
その主目的は多次元的に展開する学修での学習動機づけを高揚し、持続させていくことにおかれている。
よって、それが狙いどおりに働いているかをチェックするため、次項で示すように、事業期間をつうじ
て学生および教員に対してアンケート調査を施し、推移的な効果測定にもとづく改善の具体的箇所や指
針を得ていく。また、外部に向けては専用のウェブサイトを設けて活動の全容を逐次広報し、他大学と
の情報交換にも積極的に取り組む。
この推移的な効果測定と改善プロセスの経過は、財政支援期間終了時におこなう取組全体の目標達成
評価において基盤的な資料として役立てる。その支援期間終了時の評価には上記自己点検・評価の累積
と総括のほかに、成果報告を含めたシンポジウムを開催（シンポジウムは取組初年の段階でも開催予定）
し、本事業の過程と成果を評価していただく。
② 評価方法
カラーコード BM システムは初・中・上の学習順序や内容難度を示すだけでなく、各授業の到達目標
を受講生のマジョリティが得る成績評価によっても示せる仕組みである。したがって、客観的にこの成
績指標をもとに、授業アンケートの結果とも併せながら当システムの適切な運用の達成状況を把握して
いくことができる。また、この授業運営やシステム運用に対する客観的な評価が可能になるのは、教員
が成績評価において多面的な評価や、きめ細かな評価をおこなうことで、それがリニアに学生の成績評
価に反映する fGPA が運用されることによる。つまり、本事業で導入する GPA は学生の成績を厳格に
あらわすと同時に、明示したベンチマークに見合った授業運営や評価がなされているかを点検するため
にもその機能を果たすことになる。
到達目標を示して授業を運営することは大学教員にとってそれほど慣れない作業になるから、この事
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業の当初は必ずしも目論見どおりの運用ができないかもしれない。そのことをある程度見越したうえで、
システムのユーザビリティに関する定期的な報告をしてもらうことを条件に学生に携帯端末を支給し、
この学生モニター制度をつうじた経過報告と協力要請、研究、研修活動の学内機会形成を重ねていく。
また、その研究、研修活動の一環として大学を中心とする高等教育機関において教育の質保証に向けて
積極的な取組をおこなっている諸機関に対する現地調査を含むケーススタディを実施し、その情報提供
や分析報告を重ねて本事業の改善に役立てていく。
さらに、これらの報告を含め教育の質保証に向けての諸事業に関連する公開シンポジウムや研究会を
年 1 〜 2 回開催し、学外との協力関係を築きつつ、広報活動を展開し、多角的な方向から授業運営のク
オリティコントロールを高めていくべく PDCA を循環させていく。そのサイクルをつうじて 3 年間の
うちに本事業による教育環境の一層の改善を目的どおりに達成する計画である。
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1-4

事業実施計画

（１）事業の全体スケジュール及び各年次の実施計画
平成 21 年度
１．事業推進の責任母体である全学教育システム改革推進本部下にある教育改革部会と教育開発セン
ターが連携し、カラーコード BM システムの導入と複数プログラム選択履修制度の開始を視野に入れ
たカリキュラム再編の方針や、年間修得可能単位数の上限設定の原則を決定する。この方針を各部局
に示し、各部局でカリキュラムの見直しを始める。
２．教育開発センターが中心となり、本学型の GPA 制度と総合学修情報システムのためのハードウェ
アセッティングとソフトウェア開発をセンター専任教員 1 名、リサーチフェロー 2 名、および情報処
理補助員 1 名の体制で開始する。
３．教育開発センターの上記作業の進行を踏まえながら、全学教育システム改革推進本部が中心となり、
GPA 指標を学修支援に活用した場合のシミュレーションを開始する。
４．教育改革部会と教育開発センターが連携し、総合学習支援センターの組織計画と運用計画および支
援・訓練プログラムの各立案をおこなう。その際、3 名のアカデミック・アシスタント各々に補佐割当し、
加えて全般の事務を所掌する補佐員の体制をもってこれを進める。
5．本事業推進のための教育の質保証に関する情報収集として、本学と類似の取組を行っている諸教育
機関の実態調査をおこなう。
6．平成 21 年度後半に、カリキュラム再編と成績評価に関する改革プログラムを説明し、GPA システ
ム試行にあたっての計画検証のために公開シンポジウムを開催する。なお、改革方針は随時各部局に
伝達し意見聴取を行いながら改革への理解を得る。
平成 22 年度
１．平成 22 年度終了までに、複数プログラム選択履修制度とカラーコード BM システムを導入したカ
リキュラムの各部局における見直しと、履修上限単位数の検討を完了する。教育開発センターが開発
した fGPA システムに基づく成績基準による評価を試行実施し、本実施にあたってのシステムの検証
をおこなう。
２．平成 21 年度に実施したシミュレーションの結果を踏まえながら、学修支援に GPA を活用するため
の学内の制度の整備をおこなう。それにあわせて、各自の学修状況を WEB 上で学習者に提供するた
めのインフラ整備を進める。
３．平成 22 年度前期中に、これまで本学で実施してきた学生生活調査やピアサポートシステム等の学
習支援活動、シラバスの改善等の FD 活動との整合化を図りつつ、総合学修支援センターの業務内容
の検討を完了する。後期より同センターの活動を開始し、新システム試行の円滑な実施にあたるとと
もに、学修支援の試行的実施を介して教員・学生のニーズの把握をおこなう。
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４．全学教育システム改革推進本部を中心として、教育開発センター、総合学修支援センターと連携を
図りながら、全学ならびに各部局で実施される FD 講習会、学内メール等を利用して、平成 23 年度
からの本格実施に備えて、複数プログラム選択履修制度の意義や本学型 GPA システムの学内での理
解を深める。
5．2 年目の制度整備とシステム試行において起こることが予想される種々の課題解決の示唆ならびに
資料を収集するために、平成 21 年度に引き続き随時類似の試みを実施している諸教育機関の調査を
実施する。
平成 23 年度
１．平成 23 年度 4 月より複数プログラム選択履修制度とカラーコード BM システムを導入した新カリ
キュラムを実施し、GPA システムを運用する。
２．総合学修支援センターの活動を本格的に開始し、新カリキュラム下での学修相談に応じるとともに
新システムの学生への周知を図る。
３．全学教育システム改革推進本部と総合学修支援センターが連携しながら、GPA システムによる学
修状況の数値化を踏まえた奨学金給付など、成績評価と学生支援を連動するシステムを検討する。
４．全学教育システム改革推進本部と教育開発センターが中心になり、各部局教務担当と連携し、新カ
リキュラムの運用状況を随時チェックする。
５．平成 23 年度前期終了時に、新システムによる学修状況の集計をおこない、システム運用状況の検
証を実施したうえで、改善すべき点を各部局・機関と協議する。
６．平成 23 年度終了時に、3 年間の事業結果を報告する公開シンポジウムを開催し、本学の教育・内
容改革の経過と現状を広く社会に還元する。
（２）財政支援期間終了後の事業展開の予定
本事業 3 年間が終了したときに、本学のカリキュラムは人材養成の目的に合致して整理され、さらに
学生の多様なニーズ実現のための具体的導きを可能にするかたちに完成している。さらに fGPA システ
ムの導入により、「学士力」を保証する成績評価制度が運用されている。また、総合学修支援センター
を中心に、きめ細かな学修指導を伴う学生支援体制が確立している。
このように予想されるシステムの整備状況を踏まえ、本学では引き続き教育開発センター、総合学修
支援センターを中心に各部局との連携のもと、本事業で開発・完成された成績評価と学修支援システム
を自主的に運営していく。むろん、一度作られたシステムも、時代・社会状況等、種々の課題に対応し
た不断の改善が不可欠である。3 年後には個々の学生が利用する学修ネットワークシステム等、新カリ
キュラムと fGPA システム遂行に必要なインフラ整備は済んでいるから、財政支援期間終了後も引き続
き運営費交付金を積極的に振り向け、システムの課題対応的な更新を図っていく。
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● 計画

1-5

情報公開体制

本学では教育内容・方法、入試・学位授与、財務・経営状況、自己点検・評価などの結果は、担当事
務局チームから学術・情報機構の情報推進室を経て、報告書、広報冊子、あるいは大学ホームページを
つうじて公開する体制が整備されている。また、在学生全員に定期メールマガジン「Ochamail」で最
新の情報提供がなされている。
本事業の内容、経過、成果等に関する情報提供も、随時これら既存の広報チャンネルをつうじておこ
なうが、これに加えて、
①

本プログラム専用のウェッブサイトを立ち上げ、逐次、その内容、経過、成果を公表していく。

②

総合学修支援システムについては、個人情報に関わらない部分について、コンテンツ例示なども含

めながら、一部については学外からのアクセスも可能とし、その内容や実施状況を公開していく。
③

事業期間 1 年目の後半に全体の目標や計画を盛り込んだ公開シンポジウムを開催し、最終年度の終

盤に本事業の経過と成果を研究会や公開シンポジウム開催をつうじて公表する。これらすべての経過
や成果は報告書にまとめ、その冊子を関係諸機関に配布するとともに、その内容をウェブ上で公表す
る。
④
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本事業の教育改革成果は関連紀要・学術誌や学会においても事業期間を通じて報告していく。

1-6

事業経費
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当初計画の
78% にあたる 21,850 千円の補助となった。
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● 計画
=>(ȡƀǄƇđȈjȭŀ

平成 23
年度
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当初計画の
57% にあたる 16,000 千円の補助となった。
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事業期間全体で総額 60,850 千円の補助となった（当初計画の 77% にあたる）。

