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共通教育の質保証の外部環境（１）
§ 高等教育全体に対する質保証への要求

§ 海外でのさまざまな取組
Tuning Process
OECD-AHELO 
CLA, MAPP・・・
NSSE,  CSS, ・・・
AAU&C VALUE Rubric

§ 日本では認証評価の第2クールで内部質保証が評価項目

§ 学術会議での分野別参照基準の作成が進行
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共通教育の質保証の外部環境（２）
§ 本学会の直近の課題研究
「共通教育のデザインとマネジメント」
（2010~2012, 山内正平代表）
全国調査や事例検討等を主な研究方法とし、共通教育の「担当者の偏
り」や「全学的な連絡・調整の困難」等、日本の大学の共通教育が抱
えるカリキュラムや組織体制の問題及び課題等を指摘、しかし、共通
教育の評価等に質保証については検討すべき課題として残されている
（最終報告書）

§ 専門分野の参照基準策定が進む中、本学会として共通教育の質保証に
ついての研究を進めることは急務との認識
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サブグループの設定について
§ 共通教育について組織体制とマネジメントについて大きな課題があるというのが
課題研究「共通教育のデザインとマネジメント」からの知見。本研究課題では
「質保証についてのマネジメント」（サブテーマ４）について研究する。保証す
べき質について大学がどう考えているのかを知らないと質保証はできない

§ 質保証をするためには、「評価」の問題は避けて通れない

§ 特に、共通教育の学習成果についての評価という点では、研究は進んでいない。

§ 間接評価（学生調査）と直接評価（成績評価）の両面からの研究を実施（サブテ
ーマ１，サブテーマ４）

§ サブテーマ1,3,4のモデルケースとして数理科学分野の学習成果（学士課程教育
における数学的リテラシー）についても研究を進める。
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サブテーマ一覧
§ サブテーマ１：共通教育における学習成果の直接評価
責任者：松下佳代（京都大学）

§ サブテーマ２：数理科学分野における共通教育の質保証
責任者：高橋哲也（大阪府立大学）

§ サブテーマ３：共通教育における学習成果の間接評価
責任者：山田礼子（同志社大学）

§ サブテーマ４：共通教育における質保証のためのマネジメント
責任者：鳥居朋子（立命館大学）
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サブテーマ２
数理科学分野の質保証

サブテーマ１
学習成果の直接評価

サブテーマ３
学習成果の直接評価

学修成果についての評価

学問分野との関係

サブテーマ４
質保証のための
マネジメント

共通教育のマネジメント
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大学教育学会 2013年度課題研究集会 
 

2013.12.1 ＠同志社大学 
   

〈学士課程教育における共通教育の質保証〉 
 

サブテーマ１の 
研究目的・計画・進捗状況について 

 松下 佳代 
京都大学・高等教育研究開発推進センター 

matsushita.kayo.7r@kyoto-u.ac.jp 



サブテーマ1について 

 サブテーマ 
 「共通教育における学習成果の直接評価」 

 
 メンバー 
 深堀聰子（国立教育政策研究所）、森利枝（大学評価・学位授与機構）、

森朋子（島根大学）、杉原真晃（山形大学）、小野和宏（新潟大学）、
牧野由香里（関西大学） 

＊フィールド協力者 
 亀倉正彦（名古屋商科大学）、林透（山口大学） 
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研究目的 



学習成果の評価をめぐる動き 

 中教審答申 
 「学士力」（学士課程答申2008） 
  ＝学士課程修了段階での学習成果 
 「アセスメント・ポリシー」（質的転換答申2012） 

  「特に、成果の評価に当たっては、学修時間の把握といった学修行動調査
やアセスメント・テスト（学修到達度調査）、ルーブリック、学修ポートフォリ
オ等、どのような具体的な測定手法を用いたかを併せて明確にする。」 

 

 日本学術会議 
 分野別参照基準の構成要素の一つとして、 
  「学習方法と学習成果の評価方法に関する基本的な考え方」 
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学習成果の評価は可能か？ 

 中間アウトカム（intermediate outcome）と 
   最終アウトカム（end outcome）                      （大学基準協会, 2009） 

 教育における成果はただちに現れるわけではない 
 学士課程教育（とりわけ共通教育）の学習成果は、中間アウト

カムにすぎない 
 

 評価できる（すべき）学習成果と 
  評価できない（すべきではない）学習成果 
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心理測定学的 
パラダイム 

- 標準テスト 
- 客観テスト 

オルターナティヴ・
アセスメント 
のパラダイム 

- 学生調査 

- パフォーマンス評価 
- ポートフォリオ評価 
- 真正の評価  

間接評価 

直接評価 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

- ミニッツペーパー 

学習成果の評価の構図 

ルーブリック、 
学修ポートフォリオ 

アセスメント・テスト 
（学修到達度調査） 

学修行動調査 

サブテーマ3 

サブテーマ1 

（松下, 2012） 
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間接評価と直接評価  （Palomba & Banta, 1999） 

 間接評価 
 学生の学習行動や学習についての自己認識を通じて、 

  学習成果を間接的に評価  何ができると思っているか？ 
 質問紙による「学生調査」 

 【例】 NSSE 
     JCIRP（日本版大学生研究調査プログラム）  （山田, 2012）        

 

 直接評価  
 学生の知識や技能の表出を通じて、 
  学習成果を直接的に評価 
 パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価など 

 【例】 AAC&U VALUEプロジェクト 
 

何ができるか？ 



共通教育における直接評価の課題 

 従来の評価は、「知識・理解」が中心 
 

 もう一方の学習成果である「能力」、特に一般的能力 
   （例：コミュニケーション、問題解決、批判的思考など） 
   の評価をどのように行うのか？ 
 

 直接評価では、授業科目ごと、部局ごとの評価が主 
 

  各大学・部局・科目での評価の質を上げるとともに、 
       大学間で共有できる枠組みをどう構築していくか？   
   （共通性と多様性の調停） 
 

＊AAC&Uの取組を参考に 
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【参考】 
  AAC&UのVALUEルーブリック 

 VALUEルーブリック （Rhodes, 2010;  Rhodes & Finley, 2013） 

        *Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education 

 AAC&U（アメリカ大学・カレッジ協会）による「本質的学習成果
（Essential Learning Outcomes）」を評価するためのルーブリック 

 

 特徴 
 教養教育の16領域で共同開発 

      批判的思考／創造的思考／文章（口頭）コミュニケーション／問題解決／      

      チームワーク／倫理的推論 など 

 「メタルーブリック」としての性格 
   （各大学でルーブリック開発するときのもとになるルーブリック） 
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サブテーマ1の研究課題 

 <1> 共通教育における学習成果の直接評価について、 
  国内外の理論・実践の現状を把握する。 
 
 <2> 共通教育の特定の領域にしぼって、 
  学習成果の直接評価のためのプロトタイプの開発や 
  事例収集・分析を行う。 
 
 <3> 直接評価と間接評価を組み合わせて、 
  学習成果をより統合的に評価する方法を開発する。 
  （サブテーマ3との連携） 
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研究計画 



研究方法 

 <1>理論・実践の現状の把握 
 文献研究、ウェブサイトによる情報収集、ヒアリングなどを行う。 
 

 <2>事例の収集・分析とプロトタイプの開発 
 ①事例の収集・分析と蓄積・公開･･････さまざまな大学で開発

されてきた、共通教育に関する評価基準（ルーブリックなど）や
評価課題を収集し、分析する。収集・分析した事例のうち、すぐ
れていると思われるものをオンライン上に掲載し、他の大学・教
員が共有・再利用できるようにする。 

 ②ルーブリックの共同開発･･････共通教育の特定の領域にし
ぼって、メタルーブリックや、特定の大学・部局でのルーブリック
を開発し、いくつかのフィールドにおいて試行的実践を行う。 
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 <3>直接評価と間接評価の統合 
 直接評価と間接評価の統合手法を開発し、 
  いくつかのフィールドで試行的実践を行う。 
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進捗状況 



直接評価と間接評価の統合手法の開発 

 評価の単位 
 プログラムか、授業科目か 
 サブテーマ3の間接評価･･･プログラム 
 サブテーマ1の直接評価･･･現在は、授業科目が主 

 統合するには、評価の単位をそろえる必要 
 

 サブテーマ1での間接評価の開発 
 各授業科目で実施する質問紙（44項目、6件法） 
 学習へのアプローチ、動機づけ、学習方略など 
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課題<3> 



ルーブリック開発のアクションリサーチ 

 (a) 新潟大学歯学部･･････初年次科目「大学学習法」（1年前期）、
「PBLテュートリアル」 （2年前期）の2科目で評価課題とルーブリッ
クを開発し、あわせて間接評価としての質問紙調査を実施。 

 

 (b) 島根大学･･････大学間連携共同教育推進事業「大学と地域
社会を結ぶ大学間連携ソーシャルラーニング」（島根大学ほか5大
学、平成24～28年度）の一環として、5大学共通のソーシャルラー
ニング用コモンルーブリックを開発中。間接評価も実施予定。 

 

 (c) 名古屋商科大学･･････キャリア支援を含む初年次セミナー科
目「VPS（Vision Planning Seminar）」の後期30クラス中7クラスで、
共通の目標、評価課題・評価基準を設定した直接評価、および間
接評価（プログラム全体、科目ごと）を実施予定。 
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課題<2> 



 (d) 山形大学･･････フィールドワーク授業（複数科目）、および「社
会人基礎力」の育成を目標にしたPBL授業（複数科目）において、
評価基準の中身や学生への示し方を再検討中。 

 

 (e) 山口大学･･････新規の初年次科目「山口と世界」（1年後期、
全学生必修）において、ルーブリックを開発する予定。 
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【例1】 PBLテュートリアルのための評価の開発 
    （新潟大学歯学部） 

 PBLテュートリアルで育成したい問題解決能力の評価 
 問題解決プロセスを3つのステップに分け、2種類の評価を実施 
 
 ステップ1・2 （問題発見～最終解決策の提案） 
 ワークシートによる「ポートフォリオ評価」 ＋ ルーブリック 
     

 ステップ3 （解決策の実行） 
 ロールプレイによる「パフォーマンス評価」 ＋ ルーブリック 
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観点 

問題発見～最終解決策の提案（ステップ1・2） 

１. 問題発見 
２. 解決策の 

着想 
３. 学習課題の

設定 
４. 学習結果と 

リソース 
５. 解決策の 

検討 
６. 最終解決策

の提案 

観点 
の   

説明 

シナリオの事
実から、問題
を見いだす。 

解決の目標を
定め、いくつ
かの解決策を
立案する。 

問題の解決に
必要な学習課
題を設定する。 

信頼できるリ
ソースから、
学習課題を調
査する。 

解決策の有
効性や実行
可能性を検討
する。 

問題に対して
最終的な解決
策を提案する。 

レベル３ 

レベル２ 

レベル１ 

レベル０ 
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観点

解決策の実行（ステップ3）

７-1.
追加情報の収集

7-2.
情報の統合

７-3.
共感的態度

７-4.
コミュニケーション

観点の
説明

禁煙を働きかける上
で必要となる追加情
報を患者とのやりとり
を通じて収集する。

禁煙を働きかける上
で有用な情報を結び
つけて理解する。

患者の考えや価値観
に配慮して禁煙を働
きかける。

自分の考えを患者に
わかりやすく説明する。

レベル３

レベル２

レベル１

レベル０



【例2】 ソーシャルラーニング・コモンルーブリックの 
    開発（島根大学ほか5大学） 

 ソーシャルラーニングポリシー（共通教育目標）を設定 
    *他者との相互交流による学習（地域社会を学習の場とする学びも含む） 

 ステイクホルダーへのアンケート →「大学で育成すべき能力」
として3つの能力（主体性、コミュニケーション能力、イノベーショ
ン基礎力）を抽出 

 これらの能力の達成度を測る共通評価基準として、 
  コモンルーブリックを作成 
 ルーブリックを3階層に分け、ルーブリックを大学・授業科目ごと

にローカライズしつつ共有 
 コモンルーブリック    共通ルーブリック    授業ルーブリック 
  （大学間）          （個々の大学）      （個々の授業科目）  
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 ソーシャルラーニング・コモンルーブリック 
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項目 観点

1 2 3 4 5

計画を
立てる

計画を自らの
責任で実行
する

自らの責任で
実行した内容
を、客観的に
評価する

改善点を明
らかにする

改善点を踏
まえ、新た
な活動を実
行する

1 2 3 4 5

相手に
向き合う

相手の話を
傾聴する

自分の意見を
話す

共感・協働
的な行動を
行う

創発的な行
為を行う

1 2 3 4 5

対象を
理解する

探索的に
事に当たる

課題を発見
する

ソリューショ
ンを提案
する

イノベーショ
ンを提案
する

イノベーション
基礎力

対象の現状を理解し、目
的や課題を明らかにするこ
とから、その解決の糸口を
発見し、新しい発想の提案
ができる。

尺　度

コミュニケー
ション能力

他者に向き合い、その意
見を理解した上で、自分の
意見を明確に表現し、それ
をもとに他者との間に共感
的な関係を築き、相互関
係より創発的な結果を引
き出すことができる。

主体性
PDCAサイクルを自分で回
し責任を持った行動をとる
ことができる。



今後の課題 

 ①大学間の壁をこえたメタルーブリックの開発 
 AAC&Uの場合（下図） 
 本課題研究の場合 
 わが国では、評価実践の蓄積が乏しい 
 VALUEルーブリックなどを参考にしながら、個別大学の 
ルーブリック開発と同時並行で、メタルーブリックを開発 
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多くの大学での
評価実践の蓄積 

VALUE 
ルーブリック 

各大学・部局・科目の 
ルーブリック 

ローカライズ 共同開発 

メタルーブリック 



 メタルーブリックの開発可能性がある学習成果の領域 
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関連する学習成果
文章コミュニ
ケーション

問題解決
市民としての
社会参加

グローバルな
学習

新潟大学歯学部

島根大学ほか

名古屋商科大学

山形大学

山口大学



 ②直接評価と間接評価の統合 
 サブテーマ3で開発された間接評価と統合するには、プログラム

単位での直接評価の開発が必要 
 共通教育プログラム全体での学習成果の評価は可能か？ 
  （現在は、業者による標準テストが先行） 
 

 ③評価事例の収集・分析と蓄積・共有 
 未着手 
 共有の媒体としては、さしあたり京都大学のMOST（Mutual 

Online System for Teaching & Learning）を活用する予定 

 学会のウェブサイトを活用できる可能性は？ 
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＜学士課程教育における共通教育の質保証＞
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大阪府立大学高等教育推進機構　高橋哲也
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大学教育学会　2013年度課題研究集会
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サブテーマ２について
• サブテーマ

• 数理科学分野における共通教育の質保証

• メンバー

• 高橋哲也（代表者：大阪府立大学）
深堀聡子（国立教育政策研究所）
宇野勝博（大阪大学）
水町龍一（湘南工科大学）(研究協力者）
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問題の背景
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問題の背景
• 数学的リテラシーの必要性はどこでも書か
れている（e.g. 学士力）

• 大学での数学教育は専門教育としての数学
（理学部数学科等）専門基礎教育としての数
学（理系学部、社会科学系の学部の一部）

• 学士課程において数理科学に関する科目は
文系では殆ど履修していないという現実
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理系科目開講状況調査
• 問１．貴大学の学部名と1学年の定員 

• 問２．専門基礎科目として開講されている数学関連科目 

• 問３．専門基礎科目として開講されている理科関連科目 

• 問４．教養科目として開講されている数学関連科目 

• 問５．教養科目として開講されている理科関連科目 

発送先：136大学 

回答数： 75大学（国立　42校、公立　5校、私立　28校）

回答率： 54.4％
特色GP「大学初年次数学教育の再構築」において平成21年度実施

5



 

数学関連の教養科目は極端に少ない
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国際調査
• TIMMS：国際数学・理科教育動向調査
直近は2011:小学校4年生、中学2年生対象

• PISA:生徒の学習到達度調査
直近は2012:高校1年生対象、数学的リテラシーが中心分野
(参考：2013.12.2に結果発表）

• PIAAC：国際成人力調査
2011に始めて実施、対象は16歳～65歳
数学関係では数的思考力（Numeracy）を調査

高等教育以外では実施されている
7



高等教育での状況
• 日本数学会「大学生数学基本調査」（2011)

• 日本学術会議「大学教育の分野別質保証の
ための教育課程編成上の参照基準　数理科
学分野」(2013）

• 共通教育、特に、教養教育の部分の質保証
の取組は殆どみられない

8



数学教育の多面性
数理科学を専攻する学生の数理科学教育
（日本学術会議「大学教育の分野別質保証のため
の教育課程編成上の参照基準　数理科学分野」の
主対象）

他分野の専門の基礎としての数理科学教育
（数学科以外の理系学部、経済学部等）

教養としての数理科学教育
（全学士課程学生対象）

9



研究目的・方法
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研究目的
• 学士力「数量的スキル」に相当する「数学的
リテラシー 」の育成に、数理科学分野の科
目の教育がどの程度貢献しているのかを明ら
かにすること。

• 数理科学分野の教育の質を保証する基礎とし
て、学士としての数学的リテラシーの範囲と
水準を規定し、その達成度を測定すること。

11



研究方法
• 海外・国内の数理科学分野の質保証に
関する先行事例の調査・分析

• 入学時の数学的リテラシーに関する調
査と学士課程での目標設定

• 身につけるべき「数学的リテラシー」
の想定例の設定とその評価方法の開発

12



数理科学分野の質保証についての調査・分析

• 質保証の枠組みの例

• 欧州教育制度のチューニング・プロジェクト

• AAU&C（アメリカ大学・カレッジ協会）の量的リ
テラシーValue ルーブリック 

• 学術会議の数理科学分野の参照基準

• 直接評価の例

• GRE® (Graduate Record Examinations®) 
Mathematics Testなどの大学院の共通試験等

13
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資料 3�7　量的リテラシー VALUEルーブリック

定義
　数学的技能（numeracy）、あるいは量的推論能力（quantitative reasoning）としても知られている量的リテラシー（quantitative literacy）とは、数値データを扱う際の「思考の習慣（habit of 
mind）」、コンピテンシー、抵抗の無さ（comfort）のことである。しっかりとした量的リテラシーのスキルを持つ学生は、現実味のある文脈や日常生活の状況における広範な量的問題を推論し、
解決する能力を持ち合わせている。そういった学生は、量的エビデンスによって裏付けられた洗練された議論をすることができる。さらに、さまざまな形式で（言葉、表、グラフ、方程式など適
切なものを使って）わかりやすくそうした議論を進めることができる。

＊ベンチマークレベルのパフォーマンス（1のセル）を満たさない作品事例にはゼロを割り当てること。

キャップストーン マイルストーン ベンチマーク
4 3 2 1

解釈
数学的形式（例：方程式、グラ
フ、図、表、言葉）で表された
情報を説明する能力

数学的形式で表された情報に関して正
確な説明を提供できており、さらにそ
うした情報を土台として適切な推論を
している。（例えば、グラフで示され
たトレンドデータを正確に説明できて
おり、そしてそのデータが示す未来の
出来事に関して合理的な予測を立てる
ことができている）

数学的形式で表された情報に関して正
確な説明を提供している。（例えば、
グラフで示されたトレンドデータを正
確に説明できている）

数学的形式で表された情報に関してあ
る程度正確に説明している。しかし、
ときどき計算や単位などに関連して小
さいミスをしている。（例えば、グラ
フで示されたトレンドデータを正確に
説明できているのだが、トレンドの傾
向を示す直線の傾きで計算ミスをして
いる）

数学的形式で表された情報に関して説
明を試みている。しかし情報が意味し
ていることに関して間違った結論を導
いている。（例えば、グラフで示され
たトレンドデータを説明しようとして
いるのだが、しかし正の傾向か負の傾
向かで混乱するなどしてトレンドの性
質を間違って解釈している）

表現
適切な情報を様々な数学的形式
（例：方程式、グラフ、図、表、
言葉）に変換する能力

適切な情報を、さらに進んだ、あるい
はさらなる深い理解に寄与するような
方法で、洞察に富んだ数学的表現に巧
みに変換している。

適切な情報を、適切で望ましい数学的
表現に完全に変換している。

情報の変換は完遂しているのだが、し
かしその結果である数学的表現は部分
的に適切あるいは正確である。

情報の変換は完遂しているのだが、し
かしその結果である数学的表現は不適
切あるいは不正確である。

計算 行われた計算は基本的には全て成功し
ており、問題解決のために十分に理解
できている。また、計算プロセスはエ
レガントである。（明快、簡潔など）

行われた計算は基本的には全て成功し
ており、問題解決のために十分に理解
できている。

行われた計算は正しい解を出すことが
できていない、あるいは問題の完全な
解決をするために要求された計算の一
部分しか示すことができていない。

計算を試みているのだが、しかし正し
い解は出せておらず、完全ではない。

応用／分析
分析の限界を認識しながら、
データの量的分析をもとに判断
して適切な結論を導く能力

データの量的分析を思慮深い判断をも
とに使用できており、作品で示された
結論は入念で洞察に富んでいる。

データの量的分析を確かな判断をもと
に使用できており、作品で示された結
論は筋が通っており適切である。

データの量的分析を手際の良い判断
（インスピレーションやニュアンスは
伴わない）を根拠として使用できてお
り、作品で示された結論はもっともら
しいものである。

データの量的分析を仮の、初歩的な判
断のための根拠として使用できてい
る。しかし作品で示された結論には戸
惑いが感じられ、疑わしい。

仮説
意見やモデル、データ分析から
重要な仮説を構築し、評価する
能力

明確に仮説を説明したうえで、さらに
なぜその仮説が適切なのか説得力のあ
る理論的根拠を提示している。加え
て、最終的な結論の信憑性は仮説の正
確さによって限定されるということの
自覚が示されている。

明確に仮説を説明したうえで、さらに
なぜその仮説が適切なのか説得力のあ
る理論的根拠を提示している。

明確に仮説の説明をしている。 仮説の説明を試みている。

コミュニケーション
議論のサポート、あるいは作品
の目的における量的なエビデン
スに関して説明している（どん
なエビデンスが使われているの
か、エビデンスの形式がどのよ
うに設定され、提示され、文脈
化されているのか）

議論あるいは作品の目的とのつながり
の中で量的な情報を使用している。そ
して効果的なフォーマットで量的な情
報を示しており、さらに一貫して高い
クオリティで詳細に説明している。

議論あるいは作品の目的とのつながり
の中で量的な情報を使用している。し
かしデータは完全に効果的なフォー
マットで示されていない、あるいは説
明のいくつかの部分にムラがある。

量的な情報を使用しているのだが、し
かし議論あるいは作品の目的に効果的
に結びつけていない。

どの量的エビデンスが適切であるのか
に関しての議論が示されているのだ
が、しかし充分かつ明確な数値的サ
ポートが提供されていない。（「たくさ
ん」「少しの」「ますます増えて」「小
さな」など、擬似的に量を表す言葉な
どを使っている）

（注）訳出は斉藤有吾（京都大学大学院教育学研究科修士課程 2年）による。
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• 新入生の現状についての先行研究の確認

• 学士課程の上級生に対する数学的リテラ
シーに関する調査の実施

• サブテーマ４で実施される共通教育のマ
ネジメントに関する全国調査の中で「数
学的リテラシー」に関する調査の実施

数学的リテラシーに関する目標設定

15



学士課程数学的リテラシーの設定

• OECD-AHELO の工学分野でのフィージ
ビリティ研究で使われた研究方法を分析

• 数学的モデリング（現実場面の問題を対
象とし数学を使って解決する活動）を中
心にテスト問題と採点ルーブリックを作
成し2014年に試行、2015年に本格実施
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共通教育における学習成果の間接評価の
研究目的・計画・進捗状況について

2013年1２月１日 2013年度大学教育学会
課題研究集会 シンポジウムＩＩ

同志社大学 山田礼子



2

2012年中教審答申においての確認：
学士課程教育の改革サイクル

学生の学修成果の把握については、アセスメントテスト（学
修成果の測定・把握のための調査）、学修行動調査、ルー
ブリック（学修評価の基準）の活用関係機関が、諸外国の
例も参考にしつつ、学生の学修到達度を測る方法や学生
の学修行動の調査方法等、我が国に適した評価手法につ
いて、大学支援法人、大学間の連携、学協会を含む大学
団体等による速やかな研究・開発を推進する必要性

アセスメントポリシーやプランの設定
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総合的な教育力のためには
・教育目標の明確化

各大学での教職員、学生とが共有

アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー

・アセスメント･ポリシー(プラン）の設定
設定した目標の成果を、いつ、どのようなデータを用いて(組み合
わせて）検証するのかの計画をつくる

・教育内容の改善

個別科目の改善の総和＝教育内容の改善？

「何を教えるか」から「何をできるようにするか」

・教育の意味の認識と教育方法の改善

・ティーチングとラーニングの相互作用という認識の浸透

・さまざまなペダゴジーの応用

講義形式、知識主体 Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｓｔｙｌｅ

学生参加、体験、サービスラーニング等

Ａｃｔｉｖｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ方式の導入



質保証の一環としてのデータの活用

• 何を教えるかから何ができるかに発想を転換

• 学生の現状を客観的データから把握

• 学生の高校時代の情報と現状とを関連づけて分析

• アウトカムとカリキュラム、あるいは授業とを関連づけて

分析

• 授業評価と学生データとを関連づけて分析

• 教員のＦＤに学生データを活用

カリキュラムの見直し、教授法の見直し

4
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アウトカム・アセスメントに関する
直接評価と間接評価の使用モデル

マクロ

大学全体

学部

プログラム

• 直接評価
• 標準テスト（ＣＬＡ、ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣ等）
• ルーブリック
• 間接評価
• 学修行動調査

• これら複数の組み合わせによる「アセ
スメント･プラン」に基づく

ミクロ

教室内・授業

• 直接評価
• ポートフォリオ
• レポート
• ルーブリック(上記2種の評価にも活用）
• テスト（個別テスト、標準テスト）
• 間接評価
• 授業評価



先行研究からの知見

6

} ＧＰＡはひとつあるいは複数の直接評価結果を反映した
もの

} 直接評価の方が適切に学習成果を測定しやすいという
思い込み

} 直接評価の結果と間接評価としての学生の自己評価結
果は整合的（パスカレラとテレンジーニ）

} 間接評価の有効性に関する研究の蓄積（Ｇｏｎyea,2005）
} ポーターの指摘 間接評価だけでは不十分

} 標準テスト（ＣＬＡ，ＭＡＰＰ）などとＮＳＳＥ、ＣＩＲＰを組み
合わせてアセスメントをおこなうべき
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直接評価と間接評価の統合 テーマ１と３との連携

共通教育アセスメント
学習成果の統合的な
評価の開発へ

学習過程に関する
間接アセスメント

学習行動調査

学習成果に関する
直接アセスメント

ルーブリック

教学マネジメントの支援
教育の内部質保証のエビデンス



研究課題
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１．共通教育における学習成果の間接評価について，

国内外の理論・実践の現状を把握

２．テーマ１で焦点を当てている共通教育の特定の領域に

おける学習成果とは何かを議論したうえで抽出し，国内

外の学習成果に焦点を当てた質問紙調査を収集し，適

切な成果に関連した項目から成る質問紙調査を作成

その際，テーマ１で開発したルーブリックと整合性を持

たすような項目に絞りながら，質問紙調査を作成

パイロット的にどこかのフィールドで試行

３．テーマ１との連携により，直接評価と間接評価を組み

合わせて，学習成果をより統合的に評価する方法を開発



研究計画
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①共通教育全体の学習成果に至るプロセスを評価する学生調査の開発
②データ運用規定の策定

③パイロット調査の実施
④テーマ１で進捗しているルーブリックによる評価が焦点を当てている学習成果の

測定と親和性、整合性のある学生調査項目の検討
→修正したうえで、学生調査修正版を開発
→ 具体的には試行調査後にテーマ１で測定しようとしている共通教育の特

定領域に焦点を絞った項目を付加するために、質問紙調査項目の見直し

文章コミュニケーション、問題解決等を強化した項目を策定

⑤2014年新入生を対象に、テーマ１でアクションリサーチを行っている大学いくつ
かの協力を得て、新大学生学習調査を実施→テーマ１結果とテーマ３結果を合
わせて分析→テーマ１で実施している独自授業評価との連携

}



進捗状況 大学生学習調査試行版
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・学生の基本情報

・大学への適応

・大学での学習経験

・授業内でのアクティブ・ラーニングへのエンゲージメント・

・授業内での教員のアクティブ・ラーニングの活用状況

・学生の学習へのエンゲージメント

・活動時間 （学習行動、生活行動）

・知識・ジェネリックなスキルの獲得度

（一般的な習得に焦点を当てているため、

必ずしもテーマ１のルーブリックと合わせにくい、そのた

めこの項目を修正）
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教育内容・方法
教員のエンゲージメント
学生のエンゲージメント

学生の経験

学習の量
学習の質

認知面（共通教育）
における成果

学生の入試形態
高校時代の成績
家庭背景

大学という環境



進捗状況 大学生学習調査
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} 千葉大学で2013年11～12月にかけて試行調査
} データ運用規定を策定

} 試行調査後にテーマ１で測定しようとしている共通教育の特定領
域に焦点を絞った項目を付加するために、質問紙調査項目の見直
しを行う

} 文章コミュニケーション、問題解決等を強化した項目を策定

} 2014年新入生を対象に、テーマ１でアクションリサーチを行ってい
る大学いくつかの協力を得て、新大学生学習調査を実施

} テーマ１結果とテーマ３結果を合わせて分析



進捗状況 試行調査の実施
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} 千葉大学で2013年11～12月にかけて試行調査
} 対象 共通教育を受講している学生 おおよそ 名

} 新入生を抽出 →分析 2~3月 →質問項目の修正



データ運用規定の策定
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} ご静聴ありがとうございました。

} 大学IRコンソーシアムについては、以下のサイトにアクセ
スください。

http://www.irnw.jp/

質問等は、ryamada@mail.doshisha.ac.jpまで
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大学教育学会2013年度課題研究集会＠同志社大学（2013.12.1）

サブテーマ4
「共通教育における質保証のためのマネジ
メント」の研究目的・計画・進捗状況について

鳥居朋子（立命館大学）

問題の背景

• 内部質保証「機関（プログラム）の一連の活
動に関する質の監視（monitoring）と向上動 関す 質 視（ g）
（improvement）に用いられる大学内部の仕
組み」（大場 2009）

• 学習成果の測定結果を教育改善にフィード
バックさせていく（大学基準協会）

• マネジメントの課題：大学の構成員が恒常的• マネジメントの課題：大学の構成員が恒常的
なシステムとして主体的に構築

• 共通教育の質保証も、この内部質保証システ
ムに包摂される
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参照モデル「社会文化的な文脈における
アカデミック・プラン」（Lattuca and Stark 2009）

先行研究の状況
• カリキュラムマネジメントにおいては、大学の「組織
構造」と「組織文化」の両者を考慮する必要性（中留
2012））

⇒共通教育のマネジメントも、組織構造（ハード面）
と組織文化（ソフト面）の両方を考慮する必要あり

• 専門という軸とは別にスキル（リメディアル）という軸
の浮上 学士課程教育が3つの型（専門教育型 職の浮上、学士課程教育が3つの型（専門教育型、職
業教育型、普通教育型）へ分化（吉永 2013 ）

⇒共通教育の目標の体系性や評価の方法に関す
る問題の検討が残された課題
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サブテーマ4における研究の
目的・課題

• 「学士課程教育における共通教育の質保証」
の追究を目的に 学習成果の評価を共通教の追究を目的に、学習成果の評価を共通教
育の改善過程において活用する上での実践
的課題を抽出し、マネジメントの手法につい
て検討

– 共通教育の組織横断的な連絡・調整の実現とい
う基盤整備にかかわる問題

– 共通教育の現場への学習成果測定の手法（特に
サブテーマ1＆3に関連）の適用を通じた質保証
の実現という接近方法にかかわる問題

今後の計画および方法

①共通教育の質保証に向けたマネジメントに関
する国内外の理論および実践の現状把握

•文献研究、全国調査（2014年度）、ケース・スタディ

②学習成果の評価を共通教育において活用す
るためのマネジメントの実践的課題の抽出

•事例収集、協力校への訪問調査

③学習成果の評価を共通教育において活用す③学習成果の評価を共通教育において活用す
るためのマネジメントの手法開発の視点の抽出
および整理

•ティップス整理
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ご が ござご清聴ありがとうございました。

全国調査・ケーススタディでは、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。



  

大学教育学会 第36回（2014年）大会 

2014.5.31 名古屋大学 
   

 ラウンドテーブル1 
学士課程教育における共通教育の質保証 

―直接評価と間接評価の開発と統合について― 
 

企画趣旨 

 松下 佳代 
京都大学高等教育研究開発推進センター 

matsushita.kayo.7r@kyoto-u.ac.jp 



本課題研究の概要 

 「学士課程教育における共通教育の質保証」 
 分野別質保証の議論では欠落しがちな、共通教育の 
   質保証を主要な対象とする研究 
 2013～2015年度 
 4つのサブテーマ （*責任者） 
 1．共通教育における学習成果の直接評価（*松下佳代） 

 2．数理科学分野における共通教育の質保証（*高橋哲也） 

 3．共通教育における学習成果の間接評価（*山田礼子） 

 4．共通教育における質保証のためのマネジメント（*鳥居朋子） 

2 



本課題研究の構成 

3 （高橋, 2014） 

間接評価 



本課題研究の進捗状況 

 2013年度 
 研究開始 
 課題研究集会･･･各サブテーマの研究目的・計画・進
捗状況について報告 

 

 2014年度 
 大会RT･･･相補的な関係にあるサブテーマ1と3にし
ぼって報告 

 課題研究集会･･･主にサブテーマ2と4について報告 
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本課題研究の組織（サブテーマ1・3） 

 サブテーマ3 

5 

 サブテーマ1 

松下　佳代
京都大学高等教育研究開
発推進センター

責任者

深堀　聰子 国立教育政策研究所 研究メンバー

森　利枝 大学評価・学位授与機構 研究メンバー

森　朋子
関西大学教育開発支援セ
ンター

研究メンバー

杉原　真晃
聖心女子大学文学部教育
学科

研究メンバー

小野　和宏 新潟大学歯学部 研究協力者

牧野　由香里 関西大学総合情報学部 研究協力者

亀倉　正彦 名古屋商科大学経営学部 フィールド協力者

林　透
山口大学大学教育機構大
学教育センター

フィールド協力者

山田　礼子 同志社大学社会学部 責任者

白川　優治
千葉大学普遍教育セン
ター

研究メンバー

森　利枝 大学評価・学位授与機構 研究メンバー

相原　総一郎
愛知教育大学教員養成開
発連携センター

研究協力者

 



本RTの問題と目的 

 問題 
 学生の学習成果を明らかにするために、直接評価と
間接評価についてそれぞれ、どのような方法を開発し、
その結果をどう分析・評価するか？ 

 
 直接評価と間接評価の統合は可能か？ 両者はどう
関連づけられるのか？ 

 
 どのような単位（プログラム／授業科目）で、学習成果を評価
するか？ 
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心理測定学的 
パラダイム 

- 標準テスト 
- 客観テスト 

オルターナティヴ・
アセスメント 
のパラダイム 

- 学生調査 

- パフォーマンス評価 
- ポートフォリオ評価 
- 真正の評価  

間接評価 

直接評価 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

- ミニッツペーパー 

学習成果の評価の構図 

サブテーマ1 

（松下, 2012） 

サブテーマ3 

学修行動調査 

アセスメント・テスト 
（学修到達度調査） 

ルーブリック、 
学修ポートフォリオ 
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間接評価と直接評価  （Palomba & Banta, 1999） 

 間接評価 
 学生の学習行動や学習達成についての自己報告を通じて、 

  学習過程や、学習成果を間接的に評価   
 質問紙による「学生調査」 など 

 【例】 NSSE 
     JCIRP（日本版大学生研究調査プログラム）  （山田, 2012）         

 

 直接評価  
 学生の知識や技能の表出を通じて、 
  学習成果を直接的に評価 
 パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価／テスト など 

 【例】 AAC&U VALUEプロジェクト 
 

      



当初の計画 と 現在の状況 

 サブテーマ1 
 直接評価 
 

 サブテーマ3 
 間接評価 

 

 サブテーマ1と3の連携 
 直接評価と間接評価の 
  統合 

 サブテーマ1 
 授業科目レベルでの 
  直接評価＋間接評価 
 

 サブテーマ3 
 プログラムレベルでの 
  間接評価 

 

 サブテーマ1と3の連携 
 ？ 

9 



タイムテーブル 

 10:00～10:15   本課題研究の概要など （高橋） 

             本RTの企画趣旨 （松下） 

 10:15～11:15   報告 （小野・斎藤、白川、松下） 

            ＊各15～25分（簡単な質疑応答を含む） 

 11:15～11:20   休憩 
 11:20～11:50    ディスカッション 
 11:50～12:00  本RTのまとめ （松下） 

             本課題研究の今後の予定 （高橋） 
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本RTでの報告 

 サブテーマ1 
 新潟大学歯学部のPBLでの直接評価、および間接評価（「授業

用学習質問紙（CLQ）」）の開発・実施・分析 

   

 サブテーマ3 
 間接評価（「大学生学習調査2013年（JSLS2013）」）の内容、 
  および千葉大学での実施結果の分析 
 

 サブテーマ1と3の統合 
 直接評価と間接評価の相関に関する、米国での研究のレビュー 

 11 
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大学教育学会第36回大会ラウンドテーブル1（2014年5月31日 名古屋大学）	
学士課程教育における共通教育の質保証―直接評価と間接評価の開発と統合について―	

PBLでの直接評価の開発、	
および間接評価との関連性	

新潟大学歯学部　小野和宏	

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程　斎藤有吾	
1	



PBLでの直接評価の開発	

新潟大学歯学部　小野和宏	

2	



Problem-Based Learning とは	

•  知識は学習者が自ら構築するものであるという構成主義
の考えにそって学習がデザインされている	

•  真正性の高い課題（シナリオと呼ばれる）に少人数のグ
ループで取り組み、学習者自身が学びをマネージメントし、
それを教員がファシリテータとしてサポートするという活動
の枠組みをもつ	

•  学習プロセスは明確に定義され、活動デザインに反映され
ている	

湯浅且敏・大島純・大島律子（2011）「PBLデザインの特徴とその効果の検証」，『静岡大学情報学研究』16，pp.15-22.	
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事例 – シナリオ	

 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

PBLの学習プロセス	

問題解決	
グループ学習	

（学習プロセス1〜3）	

グループ学習	
（学習プロセス5〜6）	

 個別学習	
（学習プロセス4）	

4	



PBLの効果	

•  統合された深い知識・理解の習得	
	
•  問題分析・問題解決能力の育成	
   ＊問題とその原因を明らかにし、判断や計画の実行にいたる能力やリソースを駆使	
       する能力	

	
•  対人関係能力の育成	
　＊グループにおける物事の進め方を理解し、他者の意見を引きだしながら結論に導く	
       能力	

	
•  継続的な学習意欲の涵養	

Barrows,H.S. (1998). The essentials of problem-based learning. Journal of Dental Education, 62, 630-633.	
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しかし、評価の場面では・・　知識・理解を問うテストのみ	

　たしかに、グループ学習で、教員評価を行っているけれど・・	
	
•  ファシリテータは学習支援とともに、7〜8名の学生をひとりで同

時に評価しており、適正な評価は現実には不可能	
•  グループ学習で発言しない学生を評価できない	
•  PBLを通して育まれる能力を適切に評価できていない状況は、

学習に対する学生のモチベーションを低下させるおそれがある	

学生の能力を直接評価する	
妥当性、信頼性、実行可能性ある評価方法を開発する	

6	



トリプルジャンプとは	

•  PBLの評価方法として、問題分析・問題解決能力、自己学
習能力を評価するために、1975年にカナダのマクマスター
大学医学部で考案された	

	
•  いわば、学生と教員が一対一で行うPBLで、通常の学習

過程と同様に3つのステップからなり、通常はグループ学
習を行うステップ1とステップ3を教員とのやりとりに代えて
学生を評価する	

•  吉岡俊正（2004）「PBLと評価―学生評価、テューター評価、その他―」,吉田一郎・大西弘高編著『実践PBLテュートリアルガイド』南山堂.	
•  Mtshali,N.G. and Middleton,L. (2011). The triple jump assessment: Aligning learning and assessment. In Barrett,T. and Moore,S. eds. 

New approaches to problem-based learning: Revitalising your practice in higher education. New York: Routledge.	
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 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

トリプルジャンプのステップ	

ステップ2	

学生と教員の対話	
（教室内）	

学生と教員の対話	
（教室内）	

自己学習（教室外）	

事例 – シナリオ	

ステップ1	

ステップ3	
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トリプルジャンプの妥当性と信頼性	

•  内容的・表面的妥当性をもつと考えられており、
世界的に広く認められている評価方法である	

	
•  評価者間の結果はある程度保たれるものの、

一般に信頼性はあまり高くない（marginal）	

•  教員の評価負担は大きい	

•  Blake,J.M., Norman,G.R., Smith,E.K.M. (1995). Report card from McMaster: Student evaluation at a problem-based medical 
school. The Lancet, 345, 899-902.	

•  Newman,M.J. (2005). Problem based learning: An introduction and overview of the key features of the approach. Journal of 
Veterinary Medical Education, 32, 12-20.	
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トリプルジャンプ改良における考え	

•  学生の問題解決能力を把握する	
	

•  形成的評価に用い、学習ツールとしての評価
とする	

	

•  ルーブリックにより評価基準を明確にし、信頼
性を向上させる	

	

•  ワークシートにより教員の評価負担を軽減さ
せる	
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改良版トリプルジャンプの構造と特徴	

ステップ1	
（PBLの学習プロセス1〜3）	

	

シナリオの問題を把握し、解決策を考え、必要な学習課題を設定する	
教室でワークシートに記述させる（60分間）	

ステップ2	
（PBLの学習プロセス4〜6）	

	

学習課題を調べ、解決策を検討し、最終解決策を提案する	

ステップ3	
	

相手から追加情報を収集し、解決策を修正して、実行する	
教員を相手に、ロールプレイさせ、	

その結果をフィードバックする（15分間）	

ー
（

学
生

提
示）

	

評
価	

ー
	

（

学
生

非
提
示）

	

評
価	

授業時間外にワークシートに記述させる（1週間）	
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事例 – シナリオ	

 1. 事実を抽出し問題を	
    見いだす	
 2. 解決策（仮説）を立てる	

 3. 学習課題を設定する	

 4. 教室外で追加情報を	
    集める	

6. 仮説を検証する	
5. 新しく得た知識と既有	
   の知識を統合する	

改良版トリプルジャンプのステップ	

ステップ2	

ステップ3	

ワークシートの質問に回答	
（教室内）	

自己学習とワークシートの質問に回答	
（教室外）	

解決策の実行	
	

学生と教員の	
ロールプレイとフィードバック	

（教室内）	

ステップ1	
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シナリオ	

「わたしって、ダメな歯学部生？」	
	
　あなたは新潟大学歯学部の2年生です。4月から専門科目の授業が始まり、解剖
学や生理学を学んでいますが、PBLという新しい学習方法にまだ慣れず、また学習
内容も急に難しくなったように感じられ、不安を抱えながら悪戦苦闘の毎日です。	
　そんなある日、全学のサークルで知り合った友人の佐藤　彰くん（工学部3年生）
が、左の頬を腫らして近づいてきました。彼は3日前に、近くの歯科医院で、下顎の
左側智歯を抜去したとのことですが、いまだに左側の下唇に麻酔がかかっているよ
うな感じが残っており、ご飯粒がついていてもわからないといいます。また、抜歯し
てから口を大きく開けられなくなり、飲み込むときにノドの左側に痛みもあるとのこと
で、食事がとりにくいと訴えています。	
　あなたが歯学部の学生であることから、なんでこんなことが起きているのか説明し
てほしいと頼まれましたが、あなたはどう答えてよいかわからず黙っていました。彼
は不安そうな顔をして、「次のサークルのときでいいから」と言って別の友人のとこ
ろに去っていきました。彼の後ろ姿を見ながら、将来、歯科医療従事者になるものと
して、せめて「大変だね」のひと言でもかけてあげればよかったと、あなたはちょっと
後悔しました。	
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ステップ1・2のワークシート	
ステップ1	
1-1.　シナリオから読みとれる「事実」を列挙してください。また、各事実の関係を、	
　　　「◯」や「→」などを使って図示してください。	
1-2.　事実から、このシナリオにおける「問題」を述べ、問題とした理由を説明して	
　　　ください。	
2.　　問題に対して何をもって解決とするか「目標」を定め、目標に到達するための	
　　 「解決策」を述べてください。また、あなたが解決策を着想するにいたった過	
      程を、これまでの学習や経験とも結びつけて説明してください。	
3.　　問題の解決に必要な知識や情報を補うための「学習課題」を設定し、なぜその	
　　　課題を学ぶ必要があるのか説明してください。	
	

ステップ2	
4.　　「学習結果」を述べ、その情報源（引用した図書や文献、ウェブサイトなど）	
　　　を記載してください。	
5-1.　あなたの考えた「解決策」の有効性や実行可能性を検討してください。検討の	
　　　ために、新たな知識や情報が必要であれば、追加学習を行ってください。	
5-2.　もし、すべての解決策が不適切と判断した場合は、2にもどり、解決策の着想	
　　　から学習を再開し、その内容を赤字で追記してください。	
6-1.　5での検討をもとに、問題に対する「最終的な解決策」を述べてください。	
6-2.　6-1で導きだした解決策をより効果的に実行するうえで、相手から「追加情	
　　　報」が必要な場合は、その情報と必要な理由を述べてください。	
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ステップ1・2のルーブリック	
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ステップ3のルーブリック	
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評価者間信頼性（前期）	

学生: N = 24 (新潟大学歯学部口腔生命福祉学科2013年度2年生)	
	

評価者: N = 3	
	

観点別の記述統計量と級内相関係数 ICC(2,3) 	
最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3) 最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3)

評価者A 1 3 1.71 .75 評価者A 0 2 .96 .69

評価者B 1 3 1.88 .68 評価者B 0 3 1.25 .68

評価者C 0 2 .83 .48 評価者C 0 2 .83 .48

評価者A 0 3 1.13 .80 評価者A 0 3 1.08 .83

評価者B 1 3 1.50 .59 評価者B 1 2 1.33 .48

評価者C 0 3 1.38 1.17 評価者C 0 2 .88 .54

評価者A 0 2 .67 .64 評価者A 0 3 1.08 .97

評価者B 1 2 1.25 .44 評価者B 1 3 1.50 .59

評価者C 0 2 .75 .79 評価者C 0 2 .63 .71

評価者A 1 2 1.21 .41 評価者A 1 3 1.50 .66

評価者B 1 2 1.29 .46 評価者B 1 3 1.63 .71

評価者C 0 2 1.08 .58 評価者C 0 3 1.13 .80

評価者A 0 3 .54 .72 評価者A 2 10 4.63 2.30

評価者B 0 3 .92 .72 評価者B 3 10 5.71 1.92

評価者C 0 2 .63 .58 評価者C 1 8 3.46 1.86

評価者A 0 3 1.21 .88 評価者A 2 9 4.54 1.84

評価者B 0 3 1.17 .70 評価者B 2 9 5.75 1.67

評価者C 0 3 .88 .61 評価者C 4 9 5.96 1.49

評価者A 3 16 6.46 2.89

評価者B 4 16 8.00 2.32

評価者C 2 14 5.54 2.99

評価者A 2 9 4.58 1.69

評価者B 2 9 4.92 1.47

評価者C 2 9 3.88 1.51

解決策の着想

.79

学習課題の設定

学習結果とリソース

解決策の検討

最終解決策の提案

.80

.68

.77

.85

.83

情報の統合

共感的態度

コミュニケーション

ステップ1・2 ステップ3

ステップ1・2
各観点の合計点

.84

ステップ1・2
総合印象点

.81

ステップ3
各観点の合計点

ステップ3
総合印象点

.87

.83

.44

.81

.77

.79

追加情報の収集問題発見
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評価者間信頼性（後期）	

学生: N = 24 (新潟大学歯学部口腔生命福祉学科2013年度2年生)	
	

評価者: N = 3	
	

観点別の記述統計量と級内相関係数 ICC(2,3) 	
最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3) 最小値 最大値 平均値 SD ICC (2,3)

評価者A 0 3 1.79 .66 評価者A 0 2 .58 .78

評価者B 0 3 1.92 .72 評価者B 0 2 .63 .71

評価者C 0 2 1.21 .83 評価者C 0 2 .71 .62

評価者A 0 3 1.87 .95 評価者A 0 3 1.62 .65

評価者B 1 3 1.87 .68 評価者B 0 2 1.33 .57

評価者C 1 3 1.75 .74 評価者C 1 2 1.54 .51

評価者A 1 3 1.83 .92 評価者A 1 3 1.83 .70

評価者B 1 3 1.83 .76 評価者B 1 3 1.29 .55

評価者C 1 3 1.83 .92 評価者C 1 3 1.46 .59

評価者A 1 3 1.75 .61 評価者A 0 3 1.58 .78

評価者B 1 3 1.79 .72 評価者B 1 3 1.58 .65

評価者C 0 3 1.79 1.10 評価者C 1 3 1.38 .65

評価者A 0 2 .79 .66 評価者A 1 11 5.63 2.16

評価者B 0 2 .88 .45 評価者B 2 10 4.83 1.83

評価者C 0 1 .96 .20 評価者C 3 9 5.08 1.64

評価者A 0 2 1.54 .59 評価者A 1 9 4.92 1.69

評価者B 0 2 1.33 .57 評価者B 2 9 6.29 1.55

評価者C 0 3 1.29 .81 評価者C 3 8 5.92 1.53

評価者A 3 15 9.58 3.37

評価者B 6 14 9.63 2.53

評価者C 4 15 8.83 2.88

評価者A 3 9 5.88 1.75

評価者B 5 9 6.71 1.23

評価者C 5 10 6.58 1.21

ステップ1・2
総合印象点

.75

最終解決策の提案 .70
ステップ3
総合印象点

.78

ステップ1・2
各観点の合計点

.91

学習結果とリソース .75 コミュニケーション .69

解決策の検討 .65
ステップ3

各観点の合計点
.85

解決策の着想 .87 情報の統合 .77

学習課題の設定 .86 共感的態度 .68

ステップ1・2 ステップ3

問題発見 .71 追加情報の収集 .84
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学習効果	
（改良版トリプルジャンプに対する学生の反応）	

カテゴリー：緊張と達成感	
「先生がたくさんいて、久しぶりに緊張しました」「先生がたくさんいらっしゃってとても緊張したが、自分の精一杯
の力を出しきれたと思うのでよかった」「先生がたのおかげてリラックスしてできました」	
	

カテゴリー：現実場面の想起と学習の深化	
「自分なりに佐藤くんに理解してもらうという目的のためにしっかり調べることができ、自分の理解も深まったの
でよかったです」	
	

カテゴリー：PBLの学習方法と現時点での能力の理解	
「自分のPBLのやり方について見直すことができた」「調べることは大変だったけど、自分の能力を見直すことが
できたので、やってよかったと思いました」「トリプルジャンプをしたことで、コミュニケーション能力が低いと実感
し、さまざまな面での自分の課題がはっきりとしました」「自分では気づけない部分を知れて、本当によかったで
す」「自分では気づかなかったところを教えていただき、とてもありがたかったです」	
	

カテゴリー：今後のPBLへの積極的な参加の意思	
「今度からは他人に頼らず自分でしっかりやろうと思った」「これからもPBLの学習を真剣に取り組みたい」	
	

カテゴリー：意味のある経験としてのトリプルジャンプの認識	
「いつもグループでやっていることを一人でやるのは大変だったが、少しはPBLの力がついたと思う」「先生がた
のアドバイスをたくさん聞けてよい経験になりました」「とても有意義なものでした」「はじめての勉強スタイルで、
はじめは困惑したが、とてもためになったと思います」「思ったより楽しかったです」	
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改良版トリプルジャンプの可能性	

•  改良版トリプルジャンプは、ワークシートによる筆記課
題とロールプレイという実演課題を組み合わせ、2つの
異なるタイプのルーブリックを用いたパフォーマンス評
価である	

	

•  学生の問題解決能力を把握できる	
	

•  ルーブリックを用いることにより、一定の信頼性が担保
される	

	

•  ワークシートを用いることにより、従来型に比べ、教員
の評価負担を軽減できる	

	
	

•  単に学習の評価であるだけでなく、それ自体が学生の
学習経験にもなるような「学習としての評価」になりえる	

20	



直接評価と間接評価との関連性	

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程	
日本学術振興会特別研究員（DC1）　	

斎藤有吾	
21	



前期と後期の直接評価と	
間接評価のデータを用いた分析	

•  ここからは、「後期の直接評価に対し、前期の直接評価を統
制した際に、後期の授業における学習への取り組み方や態
度がどの程度の説明力を持ち、どのような影響をあたえるの
か」ということに関する探索的な検討を紹介する	

①  （そもそも）前期から後期への直接評価の得点（学生の能
力）は変化しているのか？	

②  前期から後期への能力の変化に、学習方略や授業への態
度がどのような影響を与えるか？	

	

22	



•  前期・後期のルーブリックの各観点の得点の比較	

23	

前期と後期の直接評価の得点の比較	



前期と後期の直接評価の得点の比較	

•  前期・後期のルーブリックの各観点および平均の記述統計・相関	

24	

平均値 標準偏差 相関係数
平均値差
（後期-前期） t値

前期 1.47 0.49
後期 1.64 0.62
前期 1.33 0.76
後期 1.83 0.71
前期 0.89 0.56
後期 1.83 0.76
前期 1.19 0.42
後期 1.78 0.68
前期 0.69 0.61
後期 0.88 0.37
前期 1.08 0.65
後期 1.39 0.53
前期 1.01 0.54
後期 0.64 0.61
前期 1.10 0.51
後期 1.50 0.48
前期 1.07 0.69
後期 1.53 0.50
前期 1.42 0.65
後期 1.51 0.55
前期 1.11 0.42
後期 1.56 0.45
前期 1.15 0.47
後期 1.30 0.42
前期 1.13 0.38
後期 1.43 0.37

全平均

*p＜.05

追加情報の収集

情報の統合

共感的態度

コミュニケーション

ステップ1・2平均

ステップ3平均

問題発見

解決策の着想

学習課題の設定

学習結果とリソース

解決策の検討

最終解決策の検討

0.33 n.s. 0.15 1.37 n.s.

0.61
*

0.30 4.38
*

0.53
*

0.10 0.80 n.s.

0.71
*

0.45 6.58
*

0.67
*

0.40 4.89
*

-0.11 n.s. 0.46 2.51
*

0.30 n.s. 0.31 2.13
*

0.20 n.s. -0.37 -2.51
*

0.42
*

0.58 4.53
*

0.34 n.s. 0.18 1.47 n.s.

0.75
*

0.50 4.71
*

0.56
*

0.95 7.20
*

0.19 n.s. 0.17 1.14 n.s.



前期と後期で直接評価の	
得点は変化しているか？	

•  前期と後期の直接評価の得点の平均値の比較	
Ø  t 検定(対応あり)の結果、概ね後期の得点が有意に高い  

（ = 能力は伸びている？）	
Ø ただし、パフォーマンス課題が前期と後期で異なるため、

直接的な平均値の比較が適切かどうかは検討の余地	

•  前期と後期の直接評価の得点の相関	
Ø ほぼ無相関～0.7程度の相関まで、観点によってさまざま	
Ø 少なくとも、前期と後期で、変化していないということはなさ

そう	

25	



前期と後期で直接評価の	
得点は変化しているか？	

•  前期と後期の直接評価の得点の相関	
Ø 例えば「ステップ1・2平均」で0.71	

	
•  前期と後期の「ステップ1・2平均」の散布図	

26	

回帰直線	

回帰直線とのズレが、前期の
得点では説明出来ない部分 

=	  変化（と捉える）	



直接評価の得点の変化には	
何が影響を与えているのか？	

•  前期の得点で後期の得点を予測した場合、R 2値は0.51（分
散説明率が51%）であり、未説明の部分（49%）は能力の変化
や測定上の誤差と捉えることができる	
Ø この未説明の部分には、後期のこの授業における学生
の学習への取り組み方や態度が反映されるのでは？	

27	



目的	

•  一つの授業の中で、評価の対象となっている能力に関して、
その能力の変化（授業を受ける前の能力では説明できない部
分）に、その授業における学生の学習への取り組み方や態度
がどのように影響を与えているのか？	

•  本発表では前期と後期の「ステップ1・2平均」の変化に対し、
「認知的な学習方略」と「主体的な授業態度」がどのような影
響を与えているのかを、交互作用効果も含めた上で探索的に
検討	
Ø  直接評価と間接評価から得られる情報の統合を目指すものであり、学

習支援の視点から有用な情報になりえる	
Ø  授業を受ける前と後の直接評価のデータと、どのような学習をしてい

たかという間接評価のデータがあって初めて出来る分析	

※なお、サンプルサイズはすべて24	
28	



方法 1	

•  改良版トリプルジャンプ（直接評価）は2013年度の前期
と後期の2回、評価者3名で実施された	

•  それらと同時期に、本授業における学生の学習への取
り組み方や態度（学習方略、主体的な授業態度、動機
づけなど）を捉えるための間接評価を実施	

•  学生に、本授業において全体的にどのような学習への
取り組み方や態度をとっていたかを自己回答式のアン
ケートで回答してもらった	
	 	→ 「授業用学習質問紙（CLQ）」	

29	



方法 2	

「授業用学習質問紙（CLQ）」
•  Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie（1991）を参考に、「リハーサ

ル方略」「精緻化方略」「体制化方略」「批判的思考方略」「自己調
整学習方略」「自己効力感」「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」
を測定するための32項目（それぞれ4項目ずつ）を作成	

•  畑野（2013）を参考に、「主体的な授業態度」を測定するための4項
目を作成	

•  Entwistle, McCune, & Hounsell（2002）を参考に、「学習への深いア
プローチ」「浅いアプローチ」を測定するための8項目（それぞれ4項
目ずつ）を作成	

•  全44項目、6件法「まったくあてはまらない～非常によくあてはまる」	

30	



方法 3	

•  本発表ではCLQの認知的な学習方略である「リハーサ
ル方略」「精緻化方略」「体制化方略」「批判的思考方
略」と、授業態度である「主体的な授業態度」を使用	

•  それぞれの概念に該当する項目の平均値を算出し、尺
度得点とした	

•  「後期ステップ1・2平均」を従属変数、「前期ステップ1・2
平均」および 「リハーサル方略」「精緻化方略」「体制化
方略」「批判的思考方略」「主体的な授業態度」を独立
変数とした階層的重回帰分析を行った	

31	



方法 4	

•  間接評価の具体的な項目	

32	

リハーサル方略 この授業に関係する学習をするときは、教材の内容を何度も繰り返して覚えるようにしていた

（α=.65） この授業に関係する学習をするときは、この授業のノートやテキストを何度も繰り返し読んでいた

※何かを暗記するための方略 この授業での重要な概念が思い出せるように、キーワードを暗記していた

この授業では重要な用語のリストを作り、そのリストを暗記していた

精緻化方略 この授業の知識を、できる限り、他の授業の知識と関連づけようとしていた

（α=.65） この授業に関係する資料を読んでいるときは、すでに知っていることとその資料を関連づけようとしていた

※知識を関連付けるための方略 この授業の講義で得た概念と、文献で得た概念とのつながりを作ることで、この授業の教材を理解しようとしていた

この授業に関する文献を読んで得た知識を、ディスカッションなど他の活動の中で応用しようとしていた

体制化方略 この授業に関係する学習をするときは、自分の考えを整理するために概略(アウトライン)を作っていた 

（α=.62） この授業に関係する学習をするときは、文献やノートなどを見直し、重要な知識・概念を見つけようとしていた

※知識を体系づけるための方略 この授業の教材を体系化するために、自分で簡単なグラフ・図・表などを作っていた

この授業に関係する学習をするときは、ノートを見返して重要な概念の概略(アウトライン)を描くようにしていた

批判的思考方略
理論、解釈や結論がこの授業や文献の中で提示されたとき、それを支持するエビデンス(証拠・論拠)があるかどうか
判断しようとしていた

（α=.63） この授業の教材を出発点として、それに関する自分の考えを発展させようとしていた

この授業で学んでいることと自分の考えを関連づけようとしていた

この授業で主張や結論を読んだり聞いたりしたときはいつも、他にも可能性がないか考えていた

主体的な授業態度 この授業のレポートや課題はただ提出すればいいという気分で仕上げることが多かった

（α=.64） この授業で課されたレポートや課題を少しでも良いものに仕上げようと努力した

この授業の課題には最小限の努力で取り組んだ

この授業のレポートや課題は満足がいくように仕上げた



結果 1	

•  間接評価の記述統計量	

33	

前期ス
テップ1・
2平均

後期ス
テップ1・
2平均

リハー
サル方
略

精緻化
方略

体制化
方略

批判的
思考方
略

主体的
な授業
態度

前期ステップ1・2平均 -

後期ステップ1・2平均 .71
* -

リハーサル方略 .28 .54
* -

精緻化方略 .35 .46
*

.19 -

体制化方略 .24 .37 .79
*

.31 -

批判的思考方略 .23 .38 .27 .47
*

.38 -

主体的な授業態度 .46
*

.34 .05 .62
*

.12 .54
* -

*p＜.05

平均値 SD
リハーサル方略 3.45 .70
精緻化方略 4.04 .40
体制化方略 3.30 .59
批判的思考方略 3.79 .51
主体的な授業態度 3.84 .51

•  直接評価と間接評価の相関係数	



結果 2	

•  「後期ステップ1・2平均」を従属変数、「前期ステップ1・2
平均」と「認知的方略」と「主体的な授業態度」を独立変
数とした階層的重回帰分析	

34	

※ 「体制化方略」は多重共線性の懸念（「リハーサル方略」との相関が.79）のためモデルから除外した	

投入の
順序

変数 R2 F ⊿R2 ⊿F

B SE β
偏決定
係数

1 前期トリプル1・2全平均 .51 F(1,22)=22.87 * .51 .17 .47 * .34

2 リハーサル方略 .70 F(4,19)=11.16 * .19 F(3,19)=4.07 * .31 .11 .48 * .30

精緻化方略 .42 .20 .60 (p=.052) .19

批判的思考方略 -.26 .19 -.34 .10

主体的な授業態度 -.08 .13 -.13 .02
*p＜.05

最終的な推定値

Bは非標準化偏回帰係数、β は標準化偏回帰係数を表す

•  「リハーサル方略」が有意な正の効果（偏決定係数は.30）	
•  認知的方略を投入したことによるR 2の増加量も有意	



結果 3	

•  追加分析：「認知的方略」×「主体的な授業態度」の交互
作用項を含めた階層的重回帰分析	

35	

投入の
順序

変数 R2 F ⊿R2 ⊿F

B SE β
1 前期トリプル1・2全平均 .51 F(1,22)=22.87 * .68 .17 .63 *

2 精緻化方略 .58 F(3,20)=9.12 * .07 F(2,20)=1.61 3.82 1.47 .56 *

主体的な授業態度 -1.05 .99 -.20

3 精緻化方略×主体的な授業態度 .64 F(4,19)=8.47 * .06 F(1,19)=3.32 (p=.084) 4.06 2.22 .33 (p=.084)
*p＜.05

Bは非標準化偏回帰係数、β は標準化偏回帰係数を表す

最終的な推定値

•  「精緻化方略」と「主体的な授業態度」の交互作用項は、
5%水準で有意とはならなかったものの、p =.084	

※ 他の認知的方略と主体的な授業態度との交互作用をすべて検討したが、有
意となるものはなかった	



結果 4	

•  追加分析：「認知的方略」×「主体的な授業態度」の交互
作用項を含めた階層的重回帰分析	

36	

•  「主体的な授業態度」が高い場合は精緻化方略が有意な
正の効果（β=.87, t =2.55, p <.05）、低い場合は有意とならな
かった（β=.26, t =1.42, n.s.）	



結果のまとめと考察 1	

•  「後期ステップ1・2平均」に関して、「前期ステップ1・2平
均」で未説明の分散を、「認知的方略」が説明していた	
Ø  つまり、能力の変化に対し、認知的方略が影響を与

えていたという示唆	

•  前期の得点や他の認知的方略を統制しても、「リハーサ
ル方略」を使用している学生ほど後期の得点が高い傾向
にあった	
Ø 偏決定係数は0.30と高く、未説明の部分に比較的大

きな説明力を持っていたため、変化を説明する変数と
して重要なものであった可能性	

Ø しっかり暗記しようと学習している学生ほど、前期か
ら後期へのステップ1・2の得点の伸びが大きかったと
いう示唆	 37	



補足	
•  部分決定係数（部分相関係数の2乗）と偏決定係数（偏相関係数の2乗）	
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後期ステップ1・2平均	

学習態度	
前期ステップ1・2平均	

a	
b

c

d

•  後期ステップ1・2と学習態度の部分相
関係数の2乗（部分決定係数）	
	 	 	 	= a/（a+b+c+d）	
	 	 	 		

•  後期ステップ1・2と学習態度の偏相関

係数の2乗（偏決定係数）	
	 	 	 	= a/a+d	

	
	



結果のまとめと考察 2	

•  有意とはならなかったが、「精緻化方略」と「主体的な授
業態度」の交互作用効果の示唆	

•  「主体的な授業態度」を調整変数と捉えると、「主体的な
授業態度」の高低で、前期から後期への伸びに対する
「精緻化方略」の効果が異なっているという解釈が可能	

Ø つまり、主体的に授業に参加しようという態度を持っ
た上で、さまざまな知識を関連付けようと学習してい
る学生ほど伸びが大きく、主体的な態度でなければ、
そのような方略を使っていても特に伸びるわけではな
い、という傾向にある（かもしれない）という示唆	
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本調査の限界	

•  サンプルサイズが小さく、安定した推定結果・検定結果で
はないことが懸念される	
Ø 本発表のような、実際の授業に根付いた調査では、

十分なサンプルを集められないこともしばしば	
Ø 今後も検討を重ね、一般的傾向として言えるのかどう

かを慎重に判断していく必要がある	
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本調査の意義	

•  学生の学習への取り組み方や態度、授業経験などは自
己回答式のアンケートによる間接評価で簡便に捉えること
ができる	

•  授業を受ける前から後への学生の能力の変化（直接評
価）に対し、学生の学習や態度、授業経験など（間接評
価）がどのように影響を与えているのかに関して検討する
分析アプローチ	
Ø 一つの授業におけるインパクト	
Ø 交互作用も検討することにより、多様な学生への教育

的介入の示唆	
Ø 直接評価と間接評価の統合	

41	
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本報告の課題と概要 

2 

 
 本報告の課題 
 本課題研究において、共通教育の質保証のために間接評価
と直接評価を接合させていくにあたり、どのような方向性が考
えられるか、間接評価の試行結果をもとに検討する。 
 

 概要 
 これまでの経過の確認 
 試行調査の概要 
 試行調査からみた「間接評価」の可能性と限界 
 間接評価と「直接評価」との連携の方向性 
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直接評価と間接評価の統合 テーマ１と３との連携 

共通教育アセスメント
学習成果の統合的な

評価の開発へ 

学習過程に関する 
間接アセスメント 

学習行動調査 

学習成果に関する 
直接アセスメント 

ルーブリック 

教学マネジメントの支援 
教育の内部質保証のエビデンス 

「2014年12月１日 2013年度大学教育学会課題研究集会 シンポジウムＩＩ」報告内容（山田） 
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教育内容・方法 
教員のエンゲージメント 
学生のエンゲージメント 

学生の経験 

学習の量 
学習の質 

認知面（共通教育） 
における成果 

学生の入試形態 
高校時代の成績 
家庭背景 

   大学という環境 

「2014年12月１日 2013年度大学教育学会課題研究集会 シンポジウムＩＩ」報告内容（山田） 



進捗状況と計画  
「大学生学生調査」試行調査の実施 

5 

 
 国立A大学で2013年11～12月にかけて試行調査 
 対象 共通教育を受講している学生のうち１年生 
      おおよそ２００名前後新入生を抽出 
 分析 2~3月 →質問項目の修正→改訂版質問紙の策定 
 ２０１４年度新入生を対象に複数の協力校において 
  改訂版質問紙調査を実施 
 
  
 

 
 

「2014年12月１日 2013年度大学教育学会課題研究集会 シンポジウムＩＩ」報告内容（山田） 



共通教育における学修成果の間接評価 
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 試行調査の概要 
 実施対象校：国立A大学 
 実施時期：2013年12月～2014年1月（2013年度後期） 
 実施方法：全学共通教育の授業科目において授業終了時
に配布し、受講生に回答を依頼（実施授業数４） 

 回答数：295／今回の分析対象：1年次生207名分 
 回答者内訳概要                  ②学年 

    ①男女比 
  人数 パーセント 

男性 167 56.6 
女性 123 41.7 

不明・未記入 1 0.3 
合計 290 100.0 

  人数 パーセント 
1年生 207 70.2 
2年生 47 15.9 
3年生 27 9.2 
4年生 13 4.4 

不明・未記入 1 0.3 
合計 295 100.0 



調査票と調査項目 
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 調査項目 
 フェイスシート（性別・専攻
分野） 

 所与条件（高校成績・家族
状況（ファーストジェネレー
ション）・志望順位）  

 入学後の経験  
 大学の各種支援  
 生活時間の状況  
 成長認識  
 満足度  
 成績状況 
 



調査項目と分析モデルの関係 
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成長認識 
能力項目別:19項目 

所与条件 
家族・高校成績 
・志願順位 

入学後の経験 
受講経験：10項目 

学習態度・経験：13項目 

生活時間 
時間配分：11項目 

満足度 
能力項目別:17項目 

学修成果 
成績（自己認識） 

   大学という環境 

学習 
時間配分：11項目 

認知面での成果 

大学の支援 
学習・生活支援：7項目 

学修成果 
成績データ・達成度 

充実実感 
項目別:5項目 



本報告の問い 
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  ①「間接評価」は、どのように活用することができるか。 
②「間接評価」と「直接評価」は、どのように結びつけることが 
効果的か。そのためには、どのような調査票の開発が必要か 
 

 「間接評価」の活用 
 （１）多元的な教育目標等の（主観的な）到達度評価 
 （２）（教育改善のための）項目間の関連性の分析・検討      
    ＝「大学という環境」の効果検証 
 （３）学生の受講経験・能力状況の（主観的な）可視化 

 
 「直接評価」と結び付けることによる可能性 
 間接評価・直接評価の相互の信頼性・妥当性の向上 



（１）教育目標等の到達度評価 
 例）入学後の経験①：受講経験10項目 

10 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に小テストやレポートが課される 

出席することが重視される 

授業補助者(TA・SAなど)による補助がある 

教員は授業内容が社会や生活にどのように関わってい

るかを説明する 

実験、実習、フィールドワークなどを実施し、学生が体験

的に学ぶ 

学生自身が文献や資料を調べる 

授業で検討するテーマを学生が設定する 

教員は提出物に添削やコメントをつけて返却する 

授業中に学生同士が議論をする 

学生が自分の考えや研究を発表する 

まったくなかった あまりなかった ときどきあった ひんぱんにあった 



（１）教育目標等の到達度評価 
 例①）能力指標の成長認識（19項目） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

外国語の能力 
グローバルな問題の理解 
コミュニケーションの能力 

卒業後に就職するための準備の程度 
コンピュータの操作能力 

数理的な能力 
プレゼンテーションの能力 

文章表現の能力 
国民が直面する問題の理解 

地域社会が直面する問題の理解 
異文化の人々と協力する能力 

他の人と協力して物事を遂行する能力 
人間関係を構築する能力 

異文化の人々に関する知識 
批判的に考える能力 

専門分野や学科の知識 
分析や問題解決能力 

一般的な教養 

大きく減った 減った 変化なし 増えた 大きく増えた 無回答 



例②）満足度（17項目） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学での経験全般について 
多様な考え方を認め合う雰囲気 
大学における学生交流の機会 

大学のなかでの学生同士の一体感 
他の学生と話をする機会 

履修や成績に対するアドバイス 
個人別の学習指導や援助 

教職員による学生支援体制 
教員と話をする機会 

1つの授業を履修する学生数 
将来のキャリア計画に対する授業内容の有効性 

日常生活と授業の内容との関連 
授業の全体的な質 

初年次生を対象とした教育プログラム内容 （「フ… 

語学の授業（外国語の授業など） 
専門分野の授業 

共通教育あるいは教養教育の授業 

とても不満 不満 普通 満足 とても満足 わからない 



（２）項目間の関連性の分析・検討 
例①受講経験（「学生が自分の考えや研究を発表する」） 
   ×成長認識19項目  
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ない ある 



例②受講経験（「授業中に学生同士が議論をする」） 
×成長認識19項目  

14 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ない ある 



例③） 
受講経験（10項目）×成長認識（19項目）の全体像  
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 それぞれの項目間の関係を検討して、整理 



（３）学生の受講経験・能力状況の可視化  
 例）受講経験の個人差とその意味の検討① 
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 「受講経験」の個人差を確認すために変数を合成 
 主体的授業の受講経験変数（A変数） 

 「学生が自分の考えや研究を発表する」「授業中に学生同士が議論をする」「授業で
検討するテーマを学生が設定する」「学生自身が文献や資料を調べる」「実験、実習、
フィールドワークなどを実施し、学生が体験的に学ぶ」の5項目 

 教育的配慮の多い授業の受講経験変数（B変数） 
 「教員は提出物に添削やコメントをつけて返却する」「教員は授業内容が社会や生活

にどのように関わっているかを説明する」「授業補助者(TA・SAなど)による補助があ
る」「出席することが重視される」「定期的に小テストやレポートが課される」の5項目 

1 

10 
6 5 6 

9 
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24 
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23 24 

30 
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21 

33 33 

29 

20 

10 

5 
3 

5 

0
5

10
15
20
25
30
35

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

主体的授業の受講経験変数（A変数） 教育的配慮の多い授業の受講経験変数（B変数） 

経験多い 経験少ない 
経験多い 経験少ない 

平均値 13.5 

中央値 14.0 

最小値 5 

最大値 20 

平均値 12.1 

中央値 12.0 

最小値 4 

最大値 20 

（人） （人） 



（３）学生の受講経験・能力状況の可視化  
 例）受講経験の個人差とその意味の検討② 
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一般的な教

養 
分析や問題

解決能力 
専門分野や

学科の知識 
批判的に考

える能力 
異文化の

人々に関す

る知識 

リーダー

シップの能

力 

人間関係を

構築する能

力 

減った（減った＋大きく減った） 変化なし 増えた（増えた＋大きく増えた） 

A変数 
（中央値で 

 区分） 



間接評価の限界と可能性 

18 

 間接評価の可能性 
 （１）多元的な教育目標等の（主観的な）到達度評価 
 ＝教育課程・学習環境・実施している教育上の取組に対する 
総括的な評価としての意味 

 （２）（教育改善のための）項目間の関連性の分析・検討      
 ＝「大学という環境」の効果検証 
 （３）学生の受講経験・能力状況の（主観的な）可視化 
 ＝各種調査項目を用いた「学生群」の形成とその特徴の検討 
 

 間接評価の限界 
 個々の学生・個々の教育実践との乖離 
 データの信頼性・妥当性の検証 



「間接評価」と「直接評価」の連携の方向性 
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 今後の方向性 
 個々の学生の能力段階を測定を精緻化するための「ルー
ブリック型設問」の開発 

 個々の学生の能力を間接評価のなかで測定する「小テスト
型設問」の開発 

 これらの新しい設問項目を含んだ「間接評価」と実際の授
業科目（＝「直接評価」）との連結 

 



 
松下佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター） 

 ＊協力：森 利枝（大学評価・学位授与機構） 

直接指標と間接指標の相関に関する 
米国での研究 

大学教育学会 第36回（2014年）大会  ・ ラウンドテーブル1 

1 



直接評価と間接評価の関係に関する研究 
• 両者の対比 

– Survery  vs.  Test 
– Indirect measures   vs.  Direct measures 
– Subjective measures   vs.  Objective measures  
– Self-claimed knowledge   vs.  Tested knowledge   など 
 

• 問い 
– 両者の間にはどのような相関があるのか？（Berdie, 1971; 

Dumont & Troelstrup, 1980; Astin, 1993; DiRamio & Shannon, 2011） 

– 間接指標は、直接指標の代理指標たりうるか？（Pike,1996） 

– 間接評価は信頼できるか？（Pace & Friedlander, 1982; DiRamio & 
Shannon, 2011; Jaschik, 2009; Laird et al., 2008 ） 
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直接指標と間接指標の結果の相関に
関する研究（１） ―Pike（1996）による整理― 

• 知識に関する自己評価と知識を問う試験の
成績の相関 
– 「有名人に関する知識」の、自己評価と成績の間には、中
程度の正の相関（0.47～0.74）がある （Berdie, 1971）  

– 知識に関する自己評価と「大学での学習成果測定プログ
ラム（一般教育）」の成績の間には、弱い正の相関（0.21
～0.24）がある （Dumont & Troelstrup, 1980） 

– 知識の獲得に関する自己評価と、GRE（Graduate Record 
Examination）および全米教員資格試験の成績との間に
は、弱～中程度の正の相関がある （Astin, 1993） 
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• 学生の態度と達成の相関 
– NSSEによって得られる学生の関与(engagement)の度合いと、 
６年以内の卒業率や卒業時のGPAは相関しない （DiRamio & 
Shannon, 2011） 
 
 
 

 

• 間接指標は直接指標の代理指標たりうるか？ 
– 学習達成の一般的指標として学生の自己報告を用いること
は正当化できるが、テスト得点に代えて特定の自己報告を
用いることは正当化できない （Pike, 1996） 

直接指標の結果と間接指標の結果の相関の
強さ・有無には、諸説ある状態 

直接指標と間接指標の結果の相関に
関する研究（２） ―Pike（1996）による整理― 
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間接指標の検証のための研究 

• 頻度の表現：e.g. 「教科書やノートのまとめを作る」 (%) 

学生の回答 

たまに 
occasionally 

しばしば 
often 

いつも 
very often 

頻 
度 

一度もない 10 3 0 
年に１－２回 21 6 2 
年に３－６回 26 12 6 
月に１－２回 24 27 18 
週１回程度 13 32 30 
週１回以上 6 20 44 
計 100 100 100 

（Pace & Friedlander, 1982） cf. Laird et al.（2008 ） 
5 



NSSEをめぐる議論 
• Engaged or confused? 

–  Porter, S. R. (Iowa State U) 
 ＊NSSEは妥当性に欠ける（他の  

surveyも） 
•頻度の表現 
•用語の意味（「批判的思考」） 

 ＊にもかかわらず、gold standard 

になってしまっている 
 

 ＊この態度が、研究方法としての
水準を下げている 

• Is NSSE messy? 
– NSSEと在学期間・GPAの相関 

 
 
 
 
 

 

– McCormick, A. (NSSE director) 
＊NSSEは完全ではないが、効率
的（15～20分で多数の学生か
らデータ収集） 

＊NSSEは、単独の数値ではなく、
経年比較や大学間比較で有効   

6 

（Jaschik, 2009） 
 

（DiRamio & Shannon, 2011） 
 



課題研究へのインプリケーション 

• 直接評価と間接評価の結果は常に相関する 
    とはいえない 
• 間接評価（質問紙調査）における用語の選択 

– 具体的な数値で尋ねることの有効な調査項目の検討 

• 直接評価と間接評価の統合に有効な手法の
開発の必要性 
– 回答者のひも付け 
 ＊ID番号が付与できない場合も  同じ調査票で間接評価

と直接評価（小テスト）を行うことも検討中 
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 ラウンドテーブル1 
学士課程教育における共通教育の質保証 

―直接評価と間接評価の開発と統合について― 
 

まとめ 

 松下 佳代 
京都大学高等教育研究開発推進センター 

matsushita.kayo.7r@kyoto-u.ac.jp 



現在の状況 と 今後の予定 

 サブテーマ1 
 授業科目レベルでの 
  直接評価＋間接評価 
 

 サブテーマ3 
 プログラムレベルでの 
  間接評価 

 

 サブテーマ1と3の連携 
 ？ 

2 

 サブテーマ1 
 授業科目レベルでの直接

評価（パフォーマンス評価）
＋間接評価（CLQ） 

 

 サブテーマ3 
 プログラムレベルでの間接

評価（JSLS2013）＋直接評
価（小テスト） 

 

 サブテーマ1と3の連携 
 授業科目レベルとプログラ

ムレベルの統合？ 

  



3 

心理測定学的 
パラダイム 

- 標準テスト 
- 客観テスト 

オルターナティヴ・
アセスメント 
のパラダイム 

- 学生調査 

- パフォーマンス評価 
- ポートフォリオ評価 
- 真正の評価  

間接評価 

直接評価 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

- ミニッツペーパー 

テーマ1とテーマ3の関係 

サブテーマ3 
（間接評価） 

サブテーマ3 
（直接評価） サブテーマ1 

（直接評価） 

サブテーマ1 
（間接評価） 
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主なフィールド（直接評価と間接評価） 

直接 間接（CLQ） 直接 間接（JSLS）

新潟大学歯学部
（PBLテュートリアル

科目）
○ ○ ― ○ 可

名古屋商科大学
（初年次セミナー＋

ライティング）
○ ○ 可

千葉大学 ― ○ 可

山口大学
（初年次科目）

○ ？ ― ○ 不可

サブテーマ1 サブテーマ3 データの
マージ



今後の検討課題 

 学生の学習成果（知識・能力など）を長期的に把
握できる直接評価の開発 

 直接評価と間接評価の統合に向けた測定方法の
開発、あるいはそれぞれの独自性の明確化 
 学生の自己報告が単に直接指標の代理指標ではなく、独自の

意味をもつような学習成果にはどんなものがあるか？（e.g. 自
己認識） 

 同じ調査票を使って、直接評価と間接評価の統合が可能か？ 

 授業科目レベルとプログラムレベルの学習成果
の統合 

 5 



「学士課程教育における共通
教育の質保証」（概要）

大阪府立大学　高橋　哲也

大学教育学会2014年度課題研究集会シンポジウム

2014.11.30 　神奈川工科大学



本研究課題の概要
•「学士課程教育における共通教育の質保証」
分野別質保証の議論では欠落しがちな、共通教育の質保証を主
要な対象とする研究
• 2013～2015年度
• 4つのサブテーマ （*責任者） 

 1．共通教育における学習成果の直接評価（*松下佳代） 

2．数理科学分野における共通教育の質保証（*高橋哲也） 

3．共通教育における学習成果の間接評価（*山田礼子） 

4．共通教育における質保証のためのマネジメント（*鳥居朋子）



本研究課題の構成

サブテーマ２	  
数理科学分野の質保証 

サブテーマ１ 
学習成果の直接評価

サブテーマ３ 
学習成果の間接評価

学修成果についての評価

学問分野との関係

サブテーマ４	  
質保証のための	  
マネジメント

共通教育のマネジメント



本研究課題の進捗状況
•2013年度 
• 研究開始 
• 課題研究集会･･･各サブテーマの研究目的・計画・進捗状況について 
報告 

• 2014年度 
• 大会ラウンドテーブル･･･相補的な関係にあるサブテーマ１とサブテー
マ３からの報告 

•課題研究集会（今回）･･･全国調査の結果を中心にサブテーマ２とサブ
テテーマ４から報告



全国調査
•実施時期 
2014年5月～7月 

• 実施方法 
REAS(リアルタイム評価支援システム)を利用したWEBアンケート 

• 回答者 
全国の大学（短期大学を含む）の共通教育の責任者 

•質問内容 
①大学の特徴 
②共通教育についての実施運営体制 
③組織文化：共通教育への積極性、組織へのコミットメント、改革志向 
④共通教育におけるPDCAサイクルの機能状況 
に関する質問項目 

•回答状況 
4年制大学･･･184校(国立36校、公立25校、私立123校)（回答率　24.6%) 
短期大学･･･39校(公立1校、私立38校)（回答率 11.2%) 

多数の大学にご協力いただきありがとうございます



山口大学 大学教育機構 大学教育センター

准教授 林 透

2014年度（2014.11.30）
大学教育学会・課題研究集会シンポジウムⅠ

山口大学におけるケース・スタディ
ー質保証のためのマネジメントに着目してー

【ミッション】

学習成果の評価を共通教育の改善プロセスにおいて活用する上で
の実践的課題を抽出し、それをふまえて共通教育の質保証の実現に
向けたマネジメントの手法について検討する。

1

サブテーマ4：「共通教育における質保証のための
マネジメント」のミッション・トピックス

【トピックス】

①共通教育の質保証に向けたマネジメントに関する国内外の理論

及び実践の現状把握

⇒先行研究等レビュー、全国調査

②学習成果の評価を共通教育において活用するためのマネジメント

の実践的課題の抽出

⇒ケース・スタディ（複数機関）

③学習成果の評価を共通教育において活用するためのマネジメント

の手法開発の視点の抽出及び整理

★中留武昭（2012）『大学のカリキュラムマネジメント』

「カリキュラムマネジメントとは、・・・『各大学が、・・・ 組織構造と組織文化を
媒介しながら、P‐D‐C‐Aサイクルを通して組織的、戦略的に動態化していく営み
』のことである」(pp.30)

「大学のカリキュラムマネジメントを進めるには、まず事例研究の累積による
基軸と構成要素の緻密な検証が必要となる。」（pp.145）

2

先行研究等レビュー

★吉田文（2013）『大学と教養教育』

「大学で正規に提供されるカリキュラムを、それを実施する組織体制とのか
かわりのもとで分析することを目的としているが、「教養論」に関する諸研究
は、カリキュラムそのものを分析の対象としていない」(pp.24)

「大学というシステムにおける一般教育は、その内容面だけでなく、＜目
的＞、＜接続＞、＜組織＞との関連で検討する必要がある」(pp.25)

★評価報告書（NIAD‐UE & JUAA）

NIAD‐UE ： 「教養教育の組織運営」（基準２）・「教育課程編成」（基準５）・
「教育成果」（基準６）・「質向上システム」（基準９）の4つの観点で一覧整理。

【鳥居（2014）「『共通教育における質保証のマネジメント』の研究目的・計画・

進捗状況について」（大学教育学会誌第36巻第1号、2014、pp.75‐77）より引用。】

★観点１（教育目標設定を起点としたアセスメント）

3

ケース・スタディのための観点

★観点２（教育マネジメントの大前提としての「組織構造」と「組織文化」）

★観点３（評価ツールを通した教育マネジメント変化の可能性）

近年広がりつつあるルーブリックの開発・運用や、教学IRおよびFDとの関連で実

施が進められている学生調査を、質保証のマネジメントを支えるツールとして効果
的に活用する上できわめて実践的な課題であると言える。また、視点を変えた見
通しとして，これらのツールの組織的な運用の方法次第では、従来の教育マネジ
メントのあり方自体に本質的な変化を迫る可能性があることも想定される。

• サブテーマ１（直接評価）※フィールド協力

コモンルーブリックの開発とその実践

• サブテーマ３（間接評価）※フィールド協力

新入生調査（JFLS）の実施とその活用

• サブテーマ４（質保証マネジメント）

4

本課題研究と
山口大学共通教育改革との連関

山口大学における
共通教育改革

5



課題１．全ての学生に共通する内容とはいえない

課題２．初年次教育と学部教育の接続が不良

課題３．開設クラス数の肥大化

課題４．教育改善の停滞

共通教育への学部の
積極的関与

「全ての学生に共通す
る教養」と「学部が必要
とする教養」の明確化

分科会から学部へ教育
改善の『場』を移行

共通教育と学部教育両
方を視野に入れた学士
課程教育の再構築

共通教育科目の必修化
選択科目の縮小

初年次に受講する科目
を限定

一人一コマの見直し

分科会以外に教育改善
の『場』を設定

選択科目の縮小

「一人一コマ出動」から
「全学部出動」へ

共通教育科目の削減

6
平成23年11月再編等会議資料より

山口大学 共通教育改革の動機

7

〇「山口大学ブランド」の確立
卒業生の「質」を保証し，「山口大学ブランド」を確立するため，現在の

学部・学科ごとに異なっている習得内容と単位数を一定の範囲で共通化
する。

〇「国際感覚・国際活動力」の育成
世界で活躍するためには，「英語力」を身につけていることが基本であ

り，わが国や世界の文化・課題を理解していることが求められていること
から， 学生の「国際感覚・国際活動力」の育成を図る。

〇「就業力」「社会人力」の向上
社会人としての基礎力の育成が求められていることから，学生の「就業

力」「社会人力」の向上を図るため，「キャリア教育」を充実させる。

〇教育資源の有効活用
山口大学の教育資源を効率的かつ効果的に運用するため，「全教員出

動体制」から「全部局出動体制」への転換を図る。

新たな共通教育構築の方向性

大学教育機構

（機構長＝副学長）

大学教育

センター

アドミッション
センター

学生支援

センター

保健管理

センター

留学生

センター

山口大学における共通教育実施体制

7分野・23分科会
⇒10部会

9

山口大学の学生としての基本的な学習スキル，生活スキルを
身につけるとともに，地域に貢献する意欲を育成する。

コミュニケーションツールとしての英語力（の基礎）を身につ
ける。

人文・社会・自然の各領域の基本的な考え方を習得し，現代
社会を支え，改善していくための基本的姿勢を身につける。

専門分野を学ぶための基礎的知識・技能を習得する。

教養コア科目
8単位

英語
6単位

一般教養科目
16単位

専門基礎科目
0～32単位

専門科目
94～126単位

専
門
教
育

共
通
教
育

専攻分野における専門的知識・技能を習得する。

学
部
独
自
に

必
要
な
教
養

30単位

全
学
共
通
の
教
養

一貫した学士課程教育設計

10

山口と世界
1単位

キャリア教育
2単位

運動健康科学
1単位

情報処理
2単位

基礎セミナー
2単位

山口県の歴史，文化，経済，産業，自然，教育など身近な地域の特色
を知り，地域社会の発展に寄与する能力や態度を身につけるとともに，
それらの資質を将来所属する地域や国際的環境で活かす力を養う。

自己の在り方・生き方を考え，卒業後に社会的・職業的自立を図るため
に必要な基礎的知識や態度を身につける。

自らの生活の質を高め，健康で文化的な生活を営むための基礎的知
識と方法を習得する。

情報および情報手段を主体的に選択し，正しく安全に活用するための
基礎的な知識・技能を身につける。

高等学校から大学への円滑な移行を図るため，学習および大学生活
に必要なスキルを習得するとともに，自ら考え，判断，表現，行動，発
言する基礎的な能力を身につける。

教養コア科目 （8単位）

教養コア科目の設定

11

〇外国語教育は，世界的共通言語である「英語」のみを必修とする。

〇異文化・多文化理解の基盤として，地域を知る授業※を新設する。

〇キャリア教育科目※ ※を必修とする。

〇共通教育の実施にあたって，非常勤講師の抑制に努める。

※ 「山口と世界」・・・課題探求型のアクティブ・ラーニング科目
※※ 「知の広場」（初年次用），「キャリア教育」（高年次用）

共通教育改革の骨子

○「セメスター制」から「クォーター制」へ
全学必修の共通教育科目30単位を，「基礎セミナー」と「英語」の一部 を除き，

「クォーター制」で実施する。



12

教養教育ＧＰから全学共通ＤＰへ

山口大学・全学共通ＤＰ（抜粋）（2014年5月制定）
平成25年度教育改善FD研修会における各学部等からの主な意見

●新しい共通教育に関するアンケート調査の検討。
●学生の受講態度の把握・検証
●アクティブ・ラーニング導入に伴う教室教育の改善の必要性。

●初修外国語の充実策
●学生の授業外学修時間の増加への期待

●新しい共通教育に関するアンケート調査の検討。
●授業外学修時間データの検証。
●出席確認としてのコメントシートの活用。

●アクティブ・ラーニング等に関するセミナー開催
●再履修者の継続的な対応

●成績評価の適正化。

●新しい教育ニーズに対応すること、「TOEICスコアアップ大作戦」の単位化。
●知財関係科目、初修外国語の開講充実。

13

共通教育の検証作業（１）

新しい共通教育に
関する教員・学生
アンケート実施

（2014年10～11月）

14

共通教育改革の検証作業（２）

出典）『平成25年度山口大学のＦＤ活動』より作成。

15

共通教育改革の検証作業（３）

サブテーマ1（直接評価）
における取組実践

16

サブテーマⅠ（松下（2013）課題研究集会発表資料より）

17

『山口と世界』コモンルーブリック開発

コモンルーブリック：

特定の大学内で共有されるルーブリック

科目ルーブリック：

個々の授業科目で用いられるルーブリック



共通教育全般に関する
質問項目④
• 共通教育において実施している評価方法(複数回答)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

ルーブリックを用いた評価

ポートフォリオによる評価

学生のリフレクションシート

外部のテスト

学内で独自に開発したテスト

共通教育に関する学生調査

授業評価アンケート

授業内の課題

レポート

授業期間中の試験

定期試験

実施 未実施

全国調査結果
より抜粋

★開設当初は一般目標の共有のみ。

★全学必修の初年次教育科目として、学生に保

証すべき評価基準が不可欠。

★授業担当者の教育内容・手法を尊重しながら、

共通化すべき観点の抽出と共有が必要。

⇒『山口と世界』のコモンルーブリック開発 19

『山口と世界』開設当初の課題

20

（知識・理解の観点）

（思考・判断の観点）

（関心・意欲の観点）
・地域社会の諸問題に関心をもち，その発展に貢献したいと思うことができる。

（態度の観点）
・主体的に考え，行動することができる。
・グループ活動に積極的に関わることができる。

（技能・表現の観点）
・資料を適切に収集し，的確に分析することができる。
・自分の考えを適切に表現することができる。

到達目標の例

学習の目的

課題探求型の能動的学習を通して，山口県の歴史，文化，経済，産業，自然，教育など身近

な地域の特色を知り，地域社会の発展に寄与する能力や態度を身につけるとともに，それらの
資質を将来所属する地域や国際的環境で活かす力を養う。

一般目標の例

『山口と世界』の学習目標 本WSの位置付け
2014年
3月5日 FDワークショップ（WS）

『山口と世界』コモンルーブリック試作

7月31日 コモンルーブリック開発WS
『山口と世界』コモンルーブリック（案）の提示と意見交換

9月上旬 『山口と世界』コモンルーブリック策定

9月24日 コモンルーブリック活用WS
『山口と世界』におけるルーブリック活用実践準備

10月～ 『山口と世界』コモンルーブリック活用

2015年3月頃 ルーブリック活用検証WS（予定）
21

『山口と世界』コモンルーブリック開発プロセス

22

1st ステップ【試作】
FDワークショップ（2014.3.5）

★コモンルーブリックの規準の記述内容について、

初年次教育科目のレベルに適合するよう調整。

★実際の運用面の諸課題。

①グループ評価と個人評価のあり方

②成績評価への活用方法のあり方

③コモンルーブリックを基に、教員個々が使用

する際のローカライズのあり方

23

2ndステップ【開発】
コモンルーブリック開発WSでの意見等（2014.7.30）



① 成績評価において、ルーブリックを活用した評価のほか、教員の裁量枠を

認める。

② 個々の教員が、ルーブリックをローカライズして活用する場合、コモンルーブ

リックの5つの規準を必須とし、それ以外の規準項目を追加運用することを

認める。

③ 初年次科目である『山口と世界』では、基本的スキルの修得が重要な学修目

標であり、各規準における「レベル0」の扱いについては、最低ラインに達してい

ない、すなわち、追加指導（追加レポートや改善指導など）が必要な状態であり、

欠格扱いと見なす。

④ ルーブリックの活用では、グループワーク・グループ発表等を通して、個人評

価が難しいと判断される場合、グループ評価において適用し、レポート課題等の

成果物での個人評価を兼ね合わせるなどの工夫を行うことが考えられる。

24

3rdステップ【活用】

『山口と世界』コモンルーブリック活用の基本的考え方
（2014.9.25）

25

①試作

②開発

③活用

④検証・充実

①共通教育における他の授業科目への波及
共通教育におけるアクティブ・ラーニング化

の推進（文科省・大学教育再生加速PG採択）
に伴い、コモンルーブリック開発の展開

例）『基礎セミナー』
『情報リテラシー演習』など

②専門教育への波及
例）平成27年度新設学部（国際総合科学部）

など

コモンルーブリック開発を通した

実践知（授業科目の質保証マネジメント）

サブテーマ３（間接評価）
における取組実践

26

●調査項目：Q5 進学理由、 Q7 高校での学習頻度、 Q8 高校での学習行動頻度、

Q13 現在の能力・知識、 Q15 大学への期待度、 Q16 キャリア志向

Q19・20 志望大学・志望学部の順位 etc. 27

JFLS実施概要

●実施時期：2014年5月

●回答学生内訳
所属学部 人 ％

教育学部 56 15.5%

経済学部 185 51.2%

医学部保健学科（看護学） 78 21.6%

医学部保健学科（検査技術科学） 41 11.4%

不明 1 0.3%

計 361 100.0%

28

JFLS結果概要（１）

29

JFLS結果概要（２）



30

JFLS結果概要（３）

31

JFLS結果概要（４）

★正課教育と正課外教育の共創

★全学的学習目標の設定

（⇒山口大学ブランドの具現化）

★直接評価・間接評価による学習成果測定

（⇒全学的学習目標の到達度測定）

★学生による学びの実感

（⇒1年次・3年次における経年変化）

（⇒教育・学習データに対する価値転換）
32

全学的学習目標の再構築の契機

アクティブ・

ラーニング

学修行動調査

学修到達度調査

ルーブリック

YUポートフォリオ

正課教育と正課外教育

学修履歴ファイル

学修・キャリア診断

ラーニングアドバイザー

キャリアカウンセラー

学ぶ

ふり返る支える

成長する

オプショナル
サポート

エビデンスベースでの学びの好循環

サブテーマ4（マネジメント）
における実践的課題抽出

34

国立大学における共通教育
マネジメントを支えている要因④

• データに基づき共通教育を点検・評価できる体制が
整っているか

はい いいえ 検討中

国立
度数 25 5 6
％ 69.44 13.89 16.67

公立
度数 9 4 10
％ 39.13 17.39 43.48

私立
度数 51 31 39
％ 42.15 25.62 32.23

短大
度数 12 14 13
％ 30.77 35.90 33.33

合計
度数 97 54 68
％ 44.29 24.66 31.05

全国調査結果
より抜粋



実践的課題抽出

【サブテーマ1・3の取組実践から見えてくるもの】

• 共通教育における質保証マネジメントサイクルは
外形上、構築されているのではないか。

（認証評価等による対応、各種ポリシーの策定等により担保）

• 国立大学の場合、旧教養部からの組織構造・組
織文化が温存されているのではないか。

（学士課程教育の一貫性の中での共通教育の質保証の実行が多難？）

• 質保証マネジメントが実質化を伴っているのか。

⇒新しい評価方法の導入プロセスから見える実質的課題

⇒教育から学習へのパラダイムシフト（個の学生との向き合い）
36

実践的課題抽出

何のための学習目標、何のための質保証なのか。

⇒「学生のニード」「ラーニングコミュニティのニード」

“学生参画” “組織文化の醸成（組織開発）”
37

質保証のためのマネジメント
実質化に向けたヒント

山口大学憲章

【山口大学憲章】
1 「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」の創造

私たち山口大学は、21世紀の多様な課題を「発見し・はぐくみ・かたちにする」、
豊かな「知の広場」を創り出します。
私たち山口大学は、この「知の広場」において、自らの役割と実績とを不断に評
価しつつ英知の創造をめざします。

2 共同・共育・共有精神の涵養

3 公正・平等・友愛の尊重

山口大学のニードとは

39

共育ワークショップ２０１４
（組織開発プログラム）の一コマ

質保証のためのマネジメント手法開発の視点

★教育（学習）目標

の再構築

★学士課程教育の

組織的一貫性

（共通・専門）の確保

①教育理念（DNA)の自覚化・覚醒

②教職員の協働体制の自覚化
学生参画による相乗効果

③外部情報による変革誘導
組織コーディネーション

（教育重視マインド醸成）

学習成果の可視化
教育の質保証

ご清聴いただきまして
ありがとうございました

Contact me :  toru‐h@yamaguchi‐u.ac.jp
41



「山口と世界」コモンルーブリック

【確定版】

規準 内容 レベル３ レベル２ レベル１ レベル0 区分 研究 商品開発

発見する
山口に関連するテーマ設
定、企画立案

山口に関連する課題に応じ
て、十分な下調べにもとづ
き、適切かつ独創的なテー
マ設定、企画立案ができ
る。

山口に関連する課題に応じ
て、下調べをした上で、
テーマ設定ができる。

山口に関連する課題に応じ
たテーマ設定ができる。 レベル1に満たない。

先行研究の把握や予
備調査・実験等にもと
づくテーマ設定と研究
計画

プレ調査にもとづく商
品企画

はぐくむ
テーマ設定、企画にもとづく
情報収集およびコミュニ
ケーション

課題、テーマ設定、企画に
必要な情報を最大限に収
集した上で、他者との協働
作業を通して、学術的に適
切な方法でプロダクツの作
成につなげられる。

課題、テーマ設定、企画に
応じた情報収集ができ、そ
れらを分析・考察した上で、
他者との協働作業を通し
て、プロダクツの作成に発
展させられる。

課題、テーマ設定、企画に
応じた情報収集ができ、他
者とコミュニケーションを図
りながら、プロダクツの作成
につなげることができる。

レベル1に満たない。
実験、調査 実験、研究、開発

かたちにする
編集、作品化、発表資料、
レポート等、プロダクツの作
成

収集した情報の分析・考察
に基づき、独創性を備え、
かつ、地域や国際的観点
に立って説得性を伴ったプ
ロダクツを作成できる。

収集した情報の分析・考察
にもとづき、プロダクツを作
成できる。

期日までにプロダクツを完
成することができる。

レベル1に満たない。
データ分析、解釈、論
文作成

商品化

分かちあう
公開、プレゼンテーション、
チームワーク

プロダクツを効果的に他者
と共有するための戦略を立
て、チームワークを発揮し
て展開し、認知・評価をえる
ことができる。

プロダクツに説得力をもた
せるため、グループ内での
役割分担を明確化して取り
組むことができる。

グループの活動に参加し、
課題の求める形でプロダク
ツを公表できる。

レベル1に満たない。
学会発表、シンポジウ
ム、論文公表

マーケティング・リサー
チ、広報、営業

振り返る

他者および自分（たち）の
企画およびプロダクツの評
価。今後の地域や国際的
環境での＜発見する＞に
つながる。

他者および自分（たち）の
企画・活動・プロダクツを評
価し、その評価をチームで
共有し、地域や国際的観点
に立った企画・実践にその
評価を活かせる。

他者および自分（たち）の
企画・活動・プロダクツを評
価し、その評価をチームで
共有できる。

他者および自分（たち）の
企画・活動・プロダクツにつ
いてよかった点、悪かった
点をあげられる。

レベル1に満たない。
自己評価、他者による
評価。次の研究に向け
ての準備

マーケティング・リサー
チ、アセスメント、改良
や次なる開発に向けて
の準備

　チームで、山口に関連する課題・テーマを設定し、情報を収集し、分析し、解決策や企画をまと
め、口頭や紙媒体（もしくは映像やWeb）で発表し、地域や国際的環境で活かす力を養う授業。
　アクティブ・ラーニングを通して、研究や社会実践の基本的なプロセスについて、学習の仕方や
リサーチリテラシーの基本を学習することが目的である。

（
参
考

）
実
用
面
へ
の
参
照



シンポジウムⅠ：「学士課程教育における共通教育の質保証」 
 

共通教育のマネジメントにおける現状
と課題：全国調査の結果から	

大学教育学会課題研究集会	

2014.11.30	

岡田有司（高千穂大学人間科学部）	

高野篤子（大正大学人間学部）	



1.問題と目的	



サブテーマ4のミッション	

n サブテーマ4：共通教育における質保証のためのマ
ネジメント 
� 本課題研究の全体テーマの追究を目的に、学習成果

の評価を共通教育の改善過程において活用する上で
の実践的課題を抽出し、それらをふまえたマネジメント
の手法について検討する。 



サブテーマ4の3つのトピックス	

①共通教育の質保証に向けたマネジメントに関す
る国内外の理論および実践の現状把握 
  ⇒先行研究等レビュー、全国調査	

②学習成果の評価を共通教育において活用する
ためのマネジメントの実践的課題の抽出 

　　⇒ケース・スタディ（複数機関） 
③学習成果の評価を共通教育において活用する

ためのマネジメントの手法開発の視点の抽出お
よび整理 



前回の課題研究	

n  「共通教育のデザインとマネジメント(山内正平代
表) 」2010～2012年度 
� 共通教育実施組織代表者を対象とした全国調査から

は，共通教育カリキュラムの動向，実施組織の形態と
運営上の課題，予算・人的資源等の変化について検討
されている(吉田、2013)。 

� ただし，共通教育の目標の体系性や評価の方法に関
する問題の検討は残された課題(鳥居，2013) 



全国調査の目的	

n 共通教育のマネジメントにおける現状と課題を明ら
かにすることが大きな目的。具体的には↓	

� 目的1：目標の体系性や評価方法を中心に共通教育
のマネジメントにおける現状の把握を行う 

� 目的2：どのような要因が共通教育のマネジメントに関
係しているのかを明らかにする 



本調査の視点①	

n  組織文化にも注目	

� カリキュラムマネジメントにおいては「組織構造」と「組織文
化」の両方が重要(中留，2012) 

� しかし，組織文化が共通教育のマネジメントにどのように関
係しているのかは十分に明らかにされていない。 

n  教養系科目，初年次／リメディアル系科目の区分 
� 共通教育には，教養系，初年次／リメディアル系，語学系，

情報系など，様々な科目群が存在 
� 領域によって教育目標の明確さの程度や評価方法には違

いがあり，これらをひとまとまりにしてマネジメントの状況を
アセスメントすることは困難。 



本調査の視点②	

n 教養系科目	

� 特定の知識・技能の習得に重点を置いた語学系・情
報系科目群とは異なり，人文科学・社会科学・自然科
学といった様々な学問領域に関する学習を通して，幅
広い見識を身につけることを目的とした科目群。 

n 初年次／リメディアル系科目	

� 大学生活への適応や大学での学修に必要なスタディ・
スキル，基礎学力を身につけさせることを目的とした科
目群。	



n 調査に含まれる要因間の関係	

本調査の視点③	

大学の特徴 
（大学属性・学生の質）	

実施運営体制 
（組織のハード面）	

組織文化 
（組織のソフト面）	

共通教育における 
PDCAサイクルの 

機能状況	



2.方法	



調査対象・手続き	

n  2014年4月～7月にかけて全国の大学を対象に
Webアンケートを実施。Webアンケートの実施にお
いてはリアルタイム評価支援システム(REAS)を用
いた。 

n 学長宛に調査依頼を送付し、｢共通教育の実施に
責任を持つ担当者｣に回答してもらうよう依頼した。	



回答大学の内訳	

n  4年制大学が184校(国立36校、公立25校、私立123
校)。回収率は24.6％ 
� 山内ら(2012)の共通教育実施組織代表者を対象とした調査

の回収率は25.9％であり、4年制大学についてはほぼ同様
の回収率。	

n 短期大学は39校(公立1校、私立38校)が回答。回収
率は11.2％	

　	 　	 全国大学設置形態比率	本調査比率	

4年制	

国立	 11.1	 19.6	

公立	 12.2	 13.6	

私立	 76.7	 66.8	

短大	
公立	 6.6	 2.6	

私立	 93.4	 97.4	



調査項目①	

n 大学の特徴 
� 設置形態、学部数、大学規模、学生の状況(学力水準、

就職率、退学率)等。 

n 実施運営体制 
� 運営組織形態、会議の頻度、共通教育を評価する機

能の有無、共通養育を担当する専任教員の割合、非
常勤比率、全教科に占める共通教育科目の割合等。	



調査項目②	

n  組織文化 
� 共通教育への積極性(5項目)、組織へのコミットメント(3項目)、

改革志向(4項目)。 
� 「とてもあてはまる(4点)～全くあてはまらない(1点)」の4件法

で尋ねた	
 

n  共通教育におけるPDCAサイクルの機能状況 
� P機能(5項目)、D機能(4項目)、C機能(5項目)、A機能(3項目)。 
� 教養系科目，初年次／リメディアル系科目それぞれについて

「とてもそう思う(4点)～全くそう思わない(1点)」の4件法で尋ね
た 

� 初年次／リメディアル系科目を実施していた大学は81.9％	



3-1.結果： 
共通教育全般に関する質問項目	



共通教育全般に関する 
質問項目①	

n  共通教育科目の教育目標が全学の教育目標の中に明
確に位置づけられているか	

　	 　	
全くそう思

わない	
あまりそう
思わない	

まあそう思
う	

とてもそう
思う	

合計	

国立	
度数	 1	 1	 15	 20	 37	
％	 2.7	 2.7	 40.5	 54.1	 100.0	

公立	
度数	 　	 7	 12	 6	 25	
％	 　	 28.0	 48.0	 24.0	 100.0	

私立	
度数	 1	 22	 64	 36	 123	
％	 0.8	 17.9	 52.0	 29.3	 100.0	

短大　	
度数	 　	 8	 22	 9	 39	
％	 　	 20.5	 56.4	 23.1	 100.0	

合計	
度数	 2	 38	 113	 71	 224	
％	 0.9	 17.0	 50.4	 31.7	 100.0	



　	 　	
全くそう思

わない	
あまりそう
思わない	

まあそう思
う	

とてもそう
思う	

合計	

国立	
度数	 8	 16	 10	　	 34	

％	 23.5	 47.1	 29.4	　	 100.0	

公立	
度数	 10	 12	 2	　	 24	

％	 41.7	 50.0	 8.3	　	 100.0	

私立	
度数	 37	 61	 19	 3	 120	

％	 30.8	 50.8	 15.8	 2.5	 100.0	

短大	
度数	 17	 16	 4	　	 37	

％	 45.9	 43.2	 10.8	　	 100.0	

合計	
度数	 72	 105	 35	 3	 215	

％	 33.5	 48.8	 16.3	 1.4	 100.0	

共通教育全般に関する 
質問項目②	

n  全学の教育目標に数学的リテラシーに関する教育目標
が位置づけられているか	



共通教育全般に関する 
質問項目③	

n 共通教育に関する目標策定	

� 相対的に国立大学では共通教育の教育目標と全学の
教育目標とのつながりが意識されていると考えられる。 

n 国立大学は何が違うのか 
� 後ほど掘り下げて分析	



共通教育全般に関する 
質問項目④	

n  共通教育において実施している評価方法(複数回答)	

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

その他	

ルーブリックを用いた評価	

ポートフォリオによる評価	

学生のリフレクションシート	

外部のテスト	

学内で独自に開発したテスト	

共通教育に関する学生調査	

授業評価アンケート　	

授業内の課題	

レポート	

授業期間中の試験	

定期試験	

実施	 未実施	



3-2.結果： 
共通教育におけるPDCAサイクルの
機能状況と関連要因	



共通教育におけるPDCA 
サイクルの機能状況	

n 教養系科目と初年次／リメディアル系科目における
PDCA機能の違い	

1.60 
1.80 
2.00 
2.20 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.40 
3.60 

P機能得点	 D機能得点	 C機能得点	 A機能得点	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	



「大学の特徴」に関する要因
とPDCAの機能状況①	

n 設置形態による違い 

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

国立	 公立	 私立	 短大	



「大学の特徴」に関する要因
とPDCAの機能状況②	

n 学生の学力水準による違い 

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

全国平均以下	 全国平均程度	 全国平均以上	



「大学の特徴」に関する要因
とPDCAの機能状況③	

n 授業外学修時間による違い 

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

30分以下	 31～60分	 61～90分	 91分以上	



「大学の特徴」に関する要因
とPDCAの機能状況④	

n  「大学の特徴」に関する要因とPDCAの機能状況	

� 大学の属性や学生の質といった大学の特徴に関する
要因は，特に教養系科目のPDCAサイクルがうまく機
能するかに関係。 

� 国立大学，学力水準が高く授業外学修時間が多い大
学ほど，教養系科目のマネジメントがしやすいことが示
唆された。 



「実施運営体制」に関する要
因とPDCAの機能状況①	

n 共通教育全体の取り組みを点検・評価する機能があるか 

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

共通教育の運営組織内にある	 学内の他の部局にある	 点検・評価する機能はない	



n データに基づき共通教育を点検・評価できる体制が整って
いるか	

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

はい	 いいえ+検討中	

「実施運営体制」に関する要
因とPDCAの機能状況②	



n  「実施運営体制」に関する要因とPDCAの機能状況	

� 様々な組織のハード面について尋ねたが，顕著な関
係が認められたものは共通教育の点検・評価に関する
項目であった。 

� 大学によって運営体制は多様であるが，どのような体
制であろうとも，共通教育を点検・評価できる機能が存
在するかどうかが，PDCAサイクルをまわす上で重要
であることが示唆された。	

「実施運営体制」に関する要
因とPDCAの機能状況③	



「組織文化」に関する要因
とPDCAの機能状況①	

n 共通教育への積極性	

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

低得点	 中得点	 高得点	



「組織文化」に関する要因
とPDCAの機能状況②	

n 組織へのコミットメント	

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

低得点	 中得点	 高得点	



「組織文化」に関する要因
とPDCAの機能状況③	

n 改革志向	

1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 

3 
3.2 
3.4 
3.6 

P機能	 D機能	 C機能	 A機能	 P機能	 D機能	 C機能	 A機能	

教養系科目	 初年次／リメディアル系科目	

低得点	 中得点	 高得点	



n  「組織文化」に関する要因とPDCAの機能状況	

� 組織文化に関する要因はいずれもPDCAサイクルの
機能状況と明確な関係がみられ，共通教育のマネジメ
ントを理解する上で無視できない要因であることが明ら
かになった。 

� 更に，｢大学の特徴｣｢実施運営体制｣に関する要因と
比べても，｢組織文化｣に関する要因は最もPDCAサイ
クルの機能状況との関連が強かった。	

「組織文化」に関する要因
とPDCAの機能状況④	



3-3.結果： 
国立大学における共通教育マネジメ
ントを支えている要因	



国立大学における共通教育 
マネジメントを支えている要因①	

n 国立大学は他の設置形態に比べ，共通教育全体
の目標設定，また，教養系科目における評価・改善
がうまくいっている傾向にある。 

n 国立大学における共通教育マネジメントを支えてい
る要因について検討 
� 具体的には，国立大学ではこれまでの分析でPDCA

サイクルと関連の強かった「共通教育の点検・評価に
関する機能」や「組織文化」に何か特徴があるのか？ 



国立大学における共通教育 
マネジメントを支えている要因②	

n  「組織文化」に関する要因については，設置形態に
よる違いはなかった。 

n 国立大学は｢共通教育の点検・評価に関する機能｣
について他の設置形態とは顕著な違いが認められ
た。 



国立大学における共通教育 
マネジメントを支えている要因③	

n 共通教育全体の取り組みを点検・評価する機能があるか 

　	 　	
共通教育の運営組

織内にある	
学内の他の部局

にある	
点検・評価する機

能はない	

国立	
度数	 27	 5	 4	

％	 75.00	 13.89	 11.11	

公立	
度数	 8	 10	 5	

％	 34.78	 43.48	 21.74	

私立	
度数	 53	 42	 28	

％	 43.09	 34.15	 22.76	

短大	
度数	 8	 16	 15	

％	 20.51	 41.03	 38.46	

合計	
度数	 96	 73	 52	

％	 43.44	 33.03	 23.53	



国立大学における共通教育 
マネジメントを支えている要因④	

n データに基づき共通教育を点検・評価できる体制が
整っているか 

　	 　	 はい	 いいえ	 検討中	

国立	
度数	 25	 5	 6	
％	 69.44	 13.89	 16.67	

公立	
度数	 9	 4	 10	
％	 39.13	 17.39	 43.48	

私立	
度数	 51	 31	 39	
％	 42.15	 25.62	 32.23	

短大	
度数	 12	 14	 13	
％	 30.77	 35.90	 33.33	

合計	
度数	 97	 54	 68	
％	 44.29	 24.66	 31.05	



4.まとめ	



まとめと今後の課題①	

n 初年次／リメディアル系科目に比べ教養系科目は
マネジメントが難しいことが示された。 
� 共通教育と一括りに捉えることには問題が。領域別に

マネジメントの在り方を検討する必要性。 

n 国立大学における共通教育マネジメントの事例を
分析することは他の設置形態の大学にも有益な示
唆をもたらす可能性。 
� 目標設定や点検・評価の在り方など。 



まとめと今後の課題②	

n 共通教育を点検・評価する機能を位置づけることが，
PDCAサイクル全体をうまくまわすことにつながる。 
� まずは点検・評価の機能があることが重要。それぞれ

の大学でこうした機能がどのように位置づけられている
のかは今後の検討課題。 

n 共通教育のマネジメントには組織文化が大きく影響 
� 組織のハード面に注目した研究に比べ実証的な研究

はあまり蓄積されていない。何が組織文化を規定して
いるのかを検討する必要。 



ご清聴ありがとうございました	



「学士課程教育における数学的リテラ
シーの考え方について」

大阪府立大学　高橋　哲也

2014.11.30 　神奈川工科大学

大学教育学会2014年度課題研究集会シンポジウム
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サブテーマ2の概要
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サブテーマ２について
• サブテーマ

• 数理科学分野における共通教育の質保証

• メンバー

• 高橋哲也（代表者：大阪府立大学） 

深堀聡子（国立教育政策研究所） 

宇野勝博（大阪大学） 

水町龍一（湘南工科大学）(研究協力者）
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問題の背景
• 数学的リテラシーの必要性はどこでも書か
れている（e.g. 学士力）

• 大学での数学教育は専門教育としての数学
（理学部数学科等）専門基礎教育としての
数学（理系学部、社会科学系の学部の一部）

• 学士課程において数理科学に関する科目は
文系では殆ど履修していないという現実
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高等教育での状況
• 日本数学会「大学生数学基本調査」
（2011)

• 日本学術会議「大学教育の分野別質保
証のための教育課程編成上の参照基準　
数理科学分野」(2013）

• 共通教育、特に、教養教育の部分の質
保証の取組は殆どみられない
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数学教育の多面性
•数理科学を専攻する学生の数理科学教育  
（日本学術会議「大学教育の分野別質保証のた
めの教育課程編成上の参照基準　数理科学分野」
の主対象）

•他分野の専門の基礎としての数理科学教育  
（数学科以外の理系学部、経済学部等）

•教養としての数理科学教育  
（全学士課程学生対象） ここが主対象
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研究目的
• 学士力「数量的スキル」に相当する「数
学的リテラシー 」の育成に、数理科学分
野の科目の教育がどの程度貢献している
のかを明らかにすること。

• 数理科学分野の教育の質を保証する基礎
として、学士としての数学的リテラシーの
範囲と水準を規定し、その達成度を測定
すること。
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全国調査の結果
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調査項目（数学的リテラシー）
6-1：全学の教育目標に数学的リテラシーに関する教育目標が位置づ
けられていますか

6-2：専門科目以外(教養系科目等)で「数学的リテラシー」に関する
科目を開講していますか

6-2-1：「数学的リテラシー」に関する科目の開講科目数(クラス数で
はなく科目数をお教えください)。

6-2-2：「数学的リテラシー」に関する科目の履修条件

6-2-3：必修・選択必修の場合の必要単位数

6-2-4：「数学的リテラシー」に関する科目の具体的な科目名をいく
つかお教えください
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調査データ
全学の教育目標に数学的リテラシーに関する教育目標が位置づけ
られていますか

全くそう思
わない

あまりそう
思わない

まあそう
思う

とてもそう
思う 合計

国立 度数 8 16 10 34

％ 23.5 47.1 29.4 100.0

公立 度数 10 12 2 24

％ 41.7 50.0 8.3 100.0

私立 度数 37 61 19 3 120

％ 30.8 50.8 15.8 2.5 100.0

短大 度数 17 16 4 37

％ 45.9 43.2 10.8 100.0

合計 度数 72 105 35 3 215

％ 33.5 48.8 16.3 1.4 100.0
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全国調査のデータ
専門科目以外(教養系科目等)で「数学的リテラシー」に関する科目を開講
していますか

はい いいえ 合計

国立 度数 20 14 34

％ 58.8 41.2 100.0

公立 度数 12 13 25

％ 48.0 52.0 100.0

私立 度数 75 44 119

％ 63.0 37.0 100.0

短大 度数 13 25 38

％ 34.2 65.8 100.0

合計 度数 120 96 216

％ 55.6 44.4 100.0
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全国調査のデータ
「数学的リテラシー」に関する科目の履修条件

必修 選択必修 自由選択
学部・学科
により異なる

合計

国立 度数 3 7 4 7 21

％ 14.3 33.3 19.0 33.3 100.0

公立 度数 3 4 6 5 18

％ 16.7 22.2 33.3 27.8 100.0

私立 度数 9 14 45 21 89

％ 10.1 15.7 50.6 23.6 100.0

短大 度数 2 2 11 5 20

％ 10.0 10.0 55.0 25.0 100.0

合計 度数 17 27 66 38 148

％ 11.5 18.2 44.6 25.7 100.0
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全国調査のデータ

「数学的リテラシー」に関する科目の開講科目
数(クラス数ではなく科目数をお教えください)。

度数 ％

3科目以下 114 74.0

5科目程度 28 18.2

10科目程度 9 5.8

15科目程度 3 1.9

合計 154 100

必修・選択必修の場合の必要単位数

度数 ％

2～4単位 76 87.4

6～8単位 9 10.3

10～12単位 1 1.1

14～16単位 1 1.1

合計 87 100
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ヒアリング
「全学の教育目標に数学的リテラシー
に関する教育目標が位置づけられてい
ますか」という問に「まあそう思う」
「とてもそう思う」と回答した大学か
ら、その大学のウェブサイトで調査し
数学的リテラシーに関する科目が充実
していると思われる大学に訪問調査を
依頼し、国立1校、私立2校を訪問
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ヒアリング
数学的リテラシーに関する教育は個人
の努力で行われておりなかなか組織的
には行われていない状況であった。な
お、学力不足への対応として全学生に
必修科目としてリテラシー教育として
実施する例もあった。ヒアリングの内
容については詳しくは学会誌で紹介す
る。
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数学的リテラシー教育の実施状況

• 数学的リテラシー教育が組織的に実施
されている大学は少ない

• 数学的リテラシーに関する科目が設定
されている場合も受講する学生の割合
も小さいことが多い

• 組織的な取組ではなく個人の努力によ
る場合が多い
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数学的リテラシーに関する検討
• 数学的リテラシーに関してはその「内容」「方
法」「評価」について先行研究多数

• 高等教育段階での数学的リテラシーを扱ったも
のは少ない

• 「内容」として中等教育段階であり、その応用、
活用が数学的リテラシーの中心となるため

• 中等教育で数学的リテラシーが身についている
か。身についていない部分を高等教育で補って
いるか。
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アセスメント
• 入学段階でのそれまでの履修教科の違い、
学力の多様性をカバーできるか

• 入学時での把握と大学の目標設定がないと
アセスメントの意味がない

• 入学時の学力把握については、すでにいく
つかの結果がある

• アセスメントより教材の共有が優先するの
では（個人的な意見）
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中等教育段階の数学教育の現状
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中等教育との接続
• 義務教育段階の算数・数学教育 

TIMSS、PISAの国際調査の結果からも「学力」(知識・技能)の点
での問題点は少ないと考えられる。 
TIMSS2011・・・小学校4年生の算数問題、中学校2年生の数学問
題の得点は平均点でともに調査国中5位（全42か国／地域）  
PISA2012・・・数学的リテラシー平均得点では7位（全65か国）

• 一方、TIMSS2011で「数学を使うことが含まれる職業につきたい
かどうかについて」（中学2年生のみ対象）に「強くそう思う」
と答えた日本の生徒は4.3％（国際平均21.9%）、「そう思う」と
答えた生徒は13.6%（国際平均 29.7%）でいずれも最下位。
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• PISA2012では数学的道具的動機付け指標（「将来つきた
い仕事に役立ちそうだから、数学はがんばる価値がある」
等の質問項目群）に対して、「まったくその通りだ」「そ
の通りだ」と答えた生徒の割合は参加国中下から2番目

• 数学が「社会で必要である、役に立っている」、「将来
の職業も含めて人生で必要かもしれない」という認識が
日本の児童・生徒には希薄では？

• 数学を勉強するのは、入試に必要だからであり、入試を
終えたあとは数学を学ぶ動機付けは失われる？

• 高校段階では「学力」の点でも問題が顕在化する。
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高校段階での課題
• 必履修科目は数学I、センター試験では「数学I・A」を受験 
数学Iの内容：「数と式」「図形と計量」「二次関数」「データ
の分析」　数学Aの内容：「場合の数と確率」「整数の性質」
「図形の性質」

• 私学文系クラスだと数学I・Aの履修で終わってしまい、 「数
列」「ベクトル」（数学B）「指数関数・対数関数」（数学Ⅱ）
について高校で学ばない可能性が高い。

• 「預貯金やローンなどの仕組みは、等比数列や指数関数につい
ての知識等がなければ理解しにくい」（学習指導要領解説）ま
た、マグニチュード、デシベル、pH といった日常的に重要な
単位も対数関数を知らずには理解できない
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• 数学が日常・社会生活，そして科学技術
の面でどれほど役に立っているかを実感
をもって認識できる内容が教育されてい
ない

• 大学入試が高校の教育を規定している面
も大きいが、数学の「良さ」を感じて、
自分の将来に必要だと認識させる教育
が必要（社会全体の問題でもあるが）
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高大接続　
• 高校と大学の教育の接続が重要（入試で
はカバーできない）

• 高校と大学でそれぞれの情報共有が必要
（入試の話を超えて）

• 中教審（高大接続部会）答申の行方も注
視する必要（新テストの内容によっては
数学的リテラシーが高校段階で一定確保
される可能性も）
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大学数学教育の現状
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学力問題
• 数学についての学力不足の問題は2000年前後から話
題に

• 大学入試の問題が大きい 
私学では、個別学力試験を受験しない入学生が5割
程度まで増加、国公立でも科目数が減少

• 極端な学力不足に問題意識が集中 
実際にはもっと多様で複雑な要因が存在 
高校と大学のカリキュラムの接続がないことが問題
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数学的リテラシー
• 数学的リテラシーとは、様々な文脈の中で定
式化し、数学を適用し、解釈する個人の能力
であり、数学的に推論し、数学的な概念・手
順・事実・ツールを使って事象を記述し、説
明し、予測する力を含む。（PISA 2012）（こ
の定義を全国調査でも採用）

• 義務教育段階はともかく高校段階では数学的
リテラシーを身に付ける教育が十分に行われ
る状況ではない。
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• 大学ではこの状況はより悪化

• 文系の学生には、数学的リテラシーを身に付ける科目は
あったとしても教養科目として提供され、受講する学生は
ごく一部。しかも、こういった科目は開講数も少ない。

• 大学の1年次の共通教育としての数学教育は、「専門教
育」「専門基礎教育」「教養教育」としての役割があり、
学力不足の問題もあって理系の専門基礎教育としての数学
教育に関心が集まる

• 学士課程で（学士としての）数学的リテラシーを身に付
けて社会に出て良いのか？（No というのが我々の立場）
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大阪府立大学の取り組み
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現代システム科学域での数学教育
• H24　学域・学類体制への移行 

7学部・28学科から4学域13学類へ

• 現代システム科学域という文理融合の新しい学
域の誕生。母体は、経済学部、人間社会学部と
いう文系学部

• 入試ではほとんどの学生が数II・Bまで 
個別学力試験で数学を受けない学生が半数程度

• 文系の学生も数学が必修
30



文系数学必修までの道程
• 総合教育研究機構（以下、機構）という教養・基礎教
育の実施・運営に責任を持つ組織の設置（H17)　

• 機構数学グループで理系の専門基礎教育の数学教育を
組織的に以下のように改革

• 共通教科書の作成、授業目標・シラバスの統一、質問
受付室の設置、授業と連動したe-learning教材開発

• 特色GP「大学初年次数学教育の再構築」(H19~H21)

• 教育GP「学士課程における数学力育成」(H22~H23）

31



文系数学導入の背景
• 機構数学グループ内での文系向け数学の
必要性の認識

• 学内の機構数学グループへの信用

• 他部局の教員との交流の存在

• インフラの整備（質問受付室等）

• 執行部の理解

• 内発的動機（文系教員からの必要性）
32



文系向け数学科目新設
基礎数学I,II

数学が実際の場面でどのように役に立ち、また応用され
ているかの事例を通して、社会科学分野で必要となる数
学についての基礎的理解を深めるとともに、社会科学分
野で数学を応用できる基礎的な力を養う。

統計学基礎I, II

統計学の基本的な考え方・手法を講義し、具体例を通し
てデータを分析する能力を養い、種々の仮説検定法を実
際のデータに適用できる能力を養う。

33



基礎数学
• 現実の問題を示して、その
問題に隠れている数学的構
造を探り当てるところか
ら始める。

• 数学が社会と繋がっている
ということ、数学が社会
で役に立つことを実感して
もらう。

• 思考ツールとしての数学を
使えるようになってもらう
（そういう意識を持たせる）

34



苦手意識の原因

ことば

数式 図

2x+3y=12

xの2倍とyの3倍を 
合わせると12になる

数式や図による数学的説明についていけない。

6

4
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現実的な意味を離れた抽象的な記号や
数式に親しみが持てない。

現実とは切り離された数学
受験のための教科
計算のための計算

中学・高校の数学

苦手意識への対応

数式に意味を持たせて理解しやすいようにする。
数学を現実と結びついたものにする。

36



現実から乖離した数学からの脱却

•日常的・現実的な文脈の中で数学を用いる活動を充実

•数学が現実的問題・日常的問題の解決に活用できることを
知ることは重要。(数学の有用性の認識)

•学習の促進には，実世界での問題の性質を反映した環境で
の課題の実行や問題解決が大事。(状況に埋め込まれた学
習)

•現実的問題・日常的問題の解決に数学を活用する力を身に
つけることは重要。(数学の活用力の育成)

37



動機付け 
（無いことも多い）

数学的定義 
（抽象的）

計算手続き 
（形式的）

応用 
（数学としての）

現実と関連した応用 
（無いことも多い）

通常の数学の授業

38



身近な問題 
（具体的）

数学の問題

数学的解決身近な問題 
を解決

この授業の進め方

現実世界 数学

※ 横向きの矢印の部分を丁寧に。
39
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学生の声（各回のコメントから）

•  私はこんな数学がやりかったんだ！と思いました。

•  数学がひとつの独立した教科じゃなくて、他のこと
にも使えることを実感しました。

• 数学というものは、いろいろな場面で役に立つのか、
と、文系の人間である私なりに感動した授業でした。

•  数学分かってきた。たのしーい。

•  数学ってすごいなと純粋に思った。

41



学生の声（学期末のコメントから）
• 高校まではとりあえず解き方を教えてもらってひたすら問題
を解いていただけで、何の役に立つのだろうと考えていた。
しかし、この授業をうけてから、数学の見方が変わった。実
際に利用され、社会の役に立っていることを知って、また自
分で活用することができて楽しく数学をすることができた。

• 文系出身なので、すごく数学には苦手意識があったんですけ
ど、こんな風に身の回りに数学が使えるんだな、と分かって
すごく親近感がわいた。こういう授業は数学苦手な人にはす
ごくありがたいです。

•  生活の中で数学を使って考えられるきっかけになったと思
いました。

42



まとめ
• 現状では、数学的リテラシーを身に付けるこ
とを学習成果目標としている大学は少ない

• 数学的リテラシーを学士課程で身に付けるこ
との必要性の認識が重要

• アセスメントは現時点では意味づけが難しい

• 高大のカリキュラムの接続が重要

• 高大接続部会の中教審答申の行方も注視

43
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大学教育学会	 第37回（2015年）大会	 

2015.6.6	 　長崎大学 
  　

　ラウンドテーブル16	 

学士課程教育における共通教育の質保証：	 

直接評価と間接評価の開発と統合について	 
	 

企画趣旨	 

　山田　礼子	 
同志社大学	 

ryamada@mail.doshisha.ac.jp	 



本課題研究の概要	 

2 

}  「学士課程教育における共通教育の質保証」	

}  分野別質保証の議論では欠落しがちな、共通教育の	

   質保証を主要な対象とする研究	

}  2013～2015年度	

}  4つのサブテーマ　（*責任者）	

}  1．共通教育における学習成果の直接評価（*松下佳代）	

}  2．数理科学分野における共通教育の質保証（*高橋哲也）	

}  3．共通教育における学習成果の間接評価（*山田礼子）	

}  4．共通教育における質保証のためのマネジメント（*鳥居朋子）	



本課題研究の構成	 

3 

サブテーマ相互の関係	 
（出典）高橋（2014,	 p.60）	 



本課題研究の進捗状況	 

4 

 
　2013年度	 

}  研究開始	 
}  課題研究集会･･･各サブテーマの研究目的・計画・進捗状況について報告	 
	 

　2014年度	 
}  大会RT･･･相補的な関係にあるサブテーマ1と3にしぼって報告	 
}  課題研究集会･･･主にサブテーマ2と4について報告	 

2015年度	 
}  大会RT･･･サブテーマ1と3および1にフィールドを提供している4について報告	 
}  課題研究集会･･･各サブテーマの進捗状況についての最終報告	 
	 

　 
　 

 
 



5 

アウトカム・アセスメントに関する	 
直接評価と間接評価の使用モデル	 

 
マクロ　 

大学間 
各大学全体 

各学部 
各プログラム 

 
•  直接評価　	
•  標準テスト（ＣＬＡ、ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣ等）	

•  ルーブリック　	

•  間接評価　	

•  学生調査　間接評価の代表的な手法	

ミクロ 
　教室内・授業	

•  直接評価　	

•  ルーブリック	

•  ポートフォリオ	

•  レポート	

•  テスト（個別テスト、標準テスト）	

•  間接評価	

•  授業評価	

山田作成図　2012	



6 松下作成図　2014年大会 

心理測定学的	  
パラダイム	

- 標準テスト 
- 客観テスト 

オルターナティヴ・
アセスメント	  
のパラダイム	

- 学生調査 

- パフォーマンス評価 
- ポートフォリオ評価 
- 真正の評価 	

間接評価	

直接評価	

Ⅰ	Ⅱ	

Ⅲ	 Ⅳ	

- ミニッツペーパー 

テーマ1とテーマ3の関係	 

サブテーマ3 
（間接評価）	

サブテーマ3 
（直接評価）	

サブテーマ1 
（直接評価）	

サブテーマ1 
（間接評価）	



7 7	

標準型教育	
アセスメントの開発	

学習過程に関する 
間接アセスメント	

学生調査 
（JSLS）データ 

 
 
 
 
 
	

直接評価との連結 

大学間を超えての標準型アセスメント	
として教学マネジメントの支援	

標準テスト（クイズ）	

テーマ３の標準型教育アセスメント開発の効果	 



当初の計画と現在の状況	 

}  サブテーマ1	 
直接評価	 

	 

}  サブテーマ3	 
間接評価	 

	 

}  サブテーマ1と3の連携	 

　　？	 

}  サブテーマ４	 
フィールド校でのマネジメ
ント事例研究と全国調査	 

 

 

8 

}  サブテーマ1	 
　　授業科目レベルでの直接評価	 

　（パフォーマンス評価）＋間接評価　	 

　（CLQ）	 
	 

}  サブテーマ3	 
　標準型　間接評価（JSLS2013）＋　	 

　直接評価（小テスト）の開発	 
	 

}  サブテーマ1と3の連携	 
　授業科目レベルとプログラムレベル	 

　の統合の模索	 

}  サブテーマ４	 
　　サブテーマ１を通じてのマネジメン	 

　　トの検証	 
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主なフィールド（直接評価と間接評価）	 
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サブテーマ４と１の関係	 

10 

}  サブテーマ1	 
}  （直接評価）	 

}  パフォーマンス評価+CLQ	 

事例フィールド提供　　初年次ゼミ　パフォーマンス評価
とCLQ	 

パパフォーマンス評価とCLQ	
フォーマンス評価とCLQ	

分析結果の検証を通じて、担当者による	 
教学マネジメントの振り返り⇒次のステップへ	 



タイムテーブル	 

11 

}  10:00～10:10　 本RTの企画趣旨　（山田） 

}  10:10～11:25　  報告　（森・亀倉・斎藤・亀倉・高野） 

　　　　　　　　　　　　＊各15分程度（簡単な質疑応答を含む） 

}  11:25～11:55　 論点整理とディスカッション 
}  11:55～12:00　　本RTのまとめと今後の予定　（山田） 

　　　　　　　　　　　　	



本RTでの報告	 

12 

}  サブテーマ3	 
　直接評価と間接評価の相関の検討のための学生調査の開発	 

	 

}  サブテーマ1とサブテーマ４の連携	 
　初年次ゼミでの直接評価・間接評価データの併用と質保証の	 

　マネジメント	 

	 

}  サブテーマ4	 

　　評価データの併用と質保証のマネジメントー大正大学　	 

　　における取り組み事例	 



大学教育学会第37回大会 
RT16:「学士課程教育における共通教育の質保証」	

直接評価と間接評価の相関の検討の
ための学生調査の開発	  

（テーマ3）	  
	  

報告担当	  
森　利枝　（大学評価・学位授与機構）	  

	  
2015年6月6日　於：長崎大学	

1	



リサーチ・クエスチョン	

•  学士課程教育における共通教育の質保証の
ために...	  
– 学生の学修成果の直接評価の結果と学生自身

の学修態度や成果、学修時間などの間接評価の
結果は相関するのか？	  
•  検討のための学生調査の開発	  

2	



米国における研究の蓄積（１）	  
Pike	  (1996)による整理	

•  知識に関する自己評価と知識を問う試験の成績
の相関に関する研究	  
–  「有名人に関する知識」の、自己評価と成績の間に

は中程度（0.47～0.74）の相関がある：Berdie,	  R.	  F.	  
(1971)	  Self-‐claimed	  and	  tested	  knowledge	  

– 知識に関する自己評価と「大学での学習成果測定プ
ログラム（一般教育）」の成績には弱い（0.21～0.24）
相関がある：Dumont,	  R.	  G.	  and	  Troelstrup,	  R.	  L.	  
(1980)	  Exploring	  rela7onships	  between	  objec7ve	  and	  
subjec7ve	  measures	  of	  instruc7onal	  outcomes	  

3	



米国における研究の蓄積（２）	  
Pike	  (1996)による整理	

•  知識に関する自己評価と知識を問う試験の
成績の相関に関する研究	  
– 知識の獲得に関する自己評価とGREおよび全米

教員資格試験の成績の間には弱～中程度の強
さの正の相関がある：AsIn	  (1993)	  What	  Ma?ers	  
in	  College?	  

4	



米国における研究の蓄積（３）	  
	

•  学生の態度と達成の相関に関する研究	  
– NSSEによって得られる学生の関与(engagement)

の度合いと、 ６年以内の卒業率や卒業時のGPA
は相関しない：DiRamio,	  D.	  and	  Shannon,	  D.	  
(2011)	  Is	  NSSE	  Messy?	  

直接指標の結果と間接指標
の結果の相関の強さ・有無
には諸説ある状態	

5	



「大学生学習調査2015年」の開発	

•  学生の自己評価（学修成果の間接指標）とクイズ
の得点（学修成果の直接指標）は相関するかを
検討するために調査を実施中	  
– 自己評価アンケートの開発	  
– クイズの開発	  
– クイズの「解答と解説」の作成	  
– 調査実施マニュアルの作成	  
– パイロット調査の実施	  

•  複数大学約500名の学生を対象に実施（進行中）	

【サブテーマ３】	  
山田礼子（同志社大学）	  
白川優治（千葉大学）	  
森　利枝（NIAD-‐UE）	

6	



「大学生学習調査2015年」の概要	

•  フェイスシートの質問：５問	  
•  間接指標に関わる質問：１４項目	  
•  直接指標に関わるクイズ：８問	  
•  1冊の調査票に間接・直接双方の設問を盛り

込む←直接・間接指標間の確実なひもづけ	  
•  回答・解答時間：20-‐30分（30分上限）	

7	



「大学生学習調査2015年」の内容	

 
0	
時	
間	

1	
│	
5	
時
間	

6	
│	
10	
時
間	

11	
│	
15	
時	
間	

16	
│	
20
時	
間	

21	
│	
25	
時	
間	

26	
│	
30	
時	
間	

30
時
間
以
上	

1	授業や実験への出席　･･･････････････････	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

2	読書以外の授業の準備や宿題　････････････	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

3	読書（学業や授業で必要な書籍の読書）････	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

4	読書（学業以外の小説や一般書の読書）････	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

5	学友会や部活動、行事、課外授業などをする･	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

6	サークルや同好会活動をする　･････････････	 ･1･	 ･2･	 ･3･	 ･4･	 ･5･	 ･6･	 ･7･	 ･8･	

〔10〕あなたは今年度、次の活動に1週間あたりどれくらいの時間を費やしましたか。	
（それぞれ1つを選んで○をつけてください）	

呍
呍
呍	

計11小項目	 8	



「大学生学習調査2015年」の内容	

とても	
自信があ

る	

自信	
がある	

自信は	
ない	

まったく	
自信がな

い	

1 提示やポスター、カタログなどの中のよく知っ
ている名前、単語、単純な文を理解できる	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

2 ごく短い簡単な文章や、簡単で短い個人的な
手紙は理解できる	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

3 日常語や、自分の知っている分野への文章な
ら理解出来る	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

4 ニュース報道などの現代の問題についての記
事や報告が読める	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

5 複雑な文章を理解できる。自分の関連外の分
野の専門的記事も理解できる	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

6 抽象的で複雑な文章などあらゆる形式で書か
れた文章を容易に読むことができる	

・・・４・・・	 ・・・３・・・	 ・・・２・・・	 ・・・１・・・	

〔13〕英語を読む力について、どの程度自信がありますか。	
（それぞれ 1つを選んで○をつけてください）	
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「大学生学習調査2015年」の内容	

とても	 
自信がある	 

自信	 
がある	 

自信は	 
ない	 

まったく	 
自信がない	 

1	 わかりやすく人に伝わる文章を書く･････････	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

2	 自分の意見や考えを適切に話す･････････････	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

3	 多様な見方や事実を吟味して分析的に考える･･	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

4	 数字や統計の情報を分析する･･･････････････	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

5	 自分が就きたい仕事や職業に関する知識や技能	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

6	 いろいろな人々と協力してものごとに取り組む	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

7	 複雑な実際の問題解決に取り組む････････････	 ・・・・４・・・・	 ・・・・３・・・・	 ・・・・２・・・・	 ・・・・１・・・・	

〔12〕次のことがらについて、どの程度自信がありますか。	
（それぞれ 1つを選んで○をつけてください）	

10	



「大学生学習調査2015年」の内容	

〔20〕次の英文を読んで質問に答えてください。	

1)	  Yuko	  was	  one	  of	  three	  siblings.	  	  She	  was	  born	  in	  1938.	  	  She	  studied	  physics	  at	  
college.	  AVer	  graduaIon,	  she	  started	  her	  career	  as	  a	  researcher.	  　She	  got	  married	  
in	  1971.	  	  Three	  years	  later,	  she	  gave	  birth	  to	  idenIcal	  twins.	  	  Her	  husband,	  who	  
was	  a	  physician,	  died	  in	  2002.	  	  AVer	  two	  years,	  she	  was	  decorated	  for	  her	  long-‐
Ime	  contribuIon	  in	  science.	  	  She	  survived	  her	  husband	  for	  a	  decade.	  

	  Q1.	  What	  was	  the	  profession	  of	  Yuko's	  husband?	  	  Circle	  the	  most	  appropriate	  
number.	
1.  High	  school	  teacher	  
2.  DenIst	  
3.  Pharmacist	  
4.  Medical	  doctor	  
5.  Cannot	  tell	

	
11	



「大学生学習調査2015年」の内容	

（６）下の表は、A市,	  B市,	  C市の３つの都市の面積と人口を表にしたも
のです。このなかで人口密度が	  9000人/km2　を超えている都市を
全て選んで○をつけてください。	

	  
	  
	  
	  
	  
1.  A市	  
2.  B市	  
3.  C市 	

都市	 A市	 B市	 C市	

面積（km2）	 　221	 　144	 　437	

人口(千人)	 2661	 1410	 3672	

12	



採用しなかったクイズ	

パイロット調査とサブテーマのメンバーの討議を経
て採用しなかったクイズの例	  
＊If	  two	  sides	  of	  a	  rectangle	  have	  length	  of	  5	  and	  
12,	  the	  perimeter	  of	  the	  rectangle	  could	  be	  which	  
of	  the	  following?	  	  

1.  	  	  5	  
2.  13	  
3.  30	  
4.  34	  
5.  60	

英語力の自己評価との関連
を見るか、数理能力の自己
評価との関連を見るか	

13	



結果は…？	
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共通教育におけるルーブリック活用による
質保証(T1)とそのマネジメント(T4)
～名古屋商科大学を事例にして～

名古屋商科大学 経営学部・教授
亀倉正彦

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程
日本学術振興会特別研究員（DC1）

斎藤有吾

大学教育学会第37回大会(長崎大学 2015.6.6)
Round Table16: 学士課程教育における共通教育の質保証

～評価データの併用と質保証のマネジメント～



発表の流れ

（１） T1=T4 漂流するVPSの授業観

↓
（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

↓
（３） T1 ルーブリックと質保証

↓
（４） T4 質保証のマネジメント
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初年次ゼミ(VPS)の沿革と目標変転
ＶＰＳ沿革
2002年 基礎セミナー①
2006年 VPS② (前期のみ)
2009年 第一次改革③(前後期通年化)
2012-13年 第二次改革④(産業ニーズVPS試行)
2014年 VPS改革シンポジウム(1月)
2014年 指導評価表⑤の試験導入
2015年 セミナーVPS会議(VPS改革小委員会)(2月～)

〈VPS科目の役割の変転〉
①大学導入教育の狙い…「大学に慣れる」
②ゆとり教育への対応…「将来の設計思想」と大学での学び
③共通実施事項拡充…「夢ノート」・友人作り・VPSサポーター
④学外実践の追求…「地域社会連携」実践とその限界
⑤国際認証と質保証…VPS本ゼミ一貫教育→第三次改革へ

3



ＶＰＳに試験導入した「指導評価表」(2014)
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前半部の狙い
◆2014年度（担当14名）※卒論ルーブリックから任意3項目を選び指導を依頼
◆しかし失敗。共通課題「夢ノート」を(VPS)ルーブリックで評価→質保証めざす。

【①問題意識→「自己分析」】自分の履歴を振返りながら、好み/嫌いや、
得意/不得意などを掴み表現できる。

3点(詳細) - 2点(表現した) - 1点(表現しなかった)
【③対象理解→「将来希望」】未来のなりたい自分をキーワードで挙げて、

そのキーワードについて調べられる。
3点(詳細) - 2点(調べた) - 1点(調べなかった)

【⑤結論導出過程→「結びつけ」】①自己分析と②将来希望の両者を
結びつけて具体的に論じられる。

3点(詳細) - 2点(論じた) - 1点(論じなかった)

◆教員10名が広く「夢ノート」実施。実物残存は4名。キャリブレーションを実施。
◆同時に、授業観をアンケート→改革への反応が３方向に分化
◆「漂流するVPS授業観」のもと教育「質」の実態を整理する。

《課題研の先行研究》
☆新潟大学や山口大学の諸事例との類似性(T1)
☆全国調査結果からの「組織文化」への論調(T4) 6



漂流する授業観

0-20 40-80 100-180
首位との得点差

組織文化A
教員 a, d, e, i

j, k, l, m

既存踏襲
★キャリア

★仲間づくり
重視

組織文化B
教員 c, f, h

既存＋質保証
★キャリア
★質保証
両方重視

組織文化C
教員 b, g, n

質保証移行
★質保証

★本ゼミ連動
重視

※算出について：14名教員のVPSの授業観（授業で優先すべき価値5つを順位付け）
14名全員の評価による加重合計 Point: (1位5点～5位1点で加算)
1位.大学に慣れる(合計Point = 60), 2位.キャリア形成(46), 
3位.先輩目標発見(44), 4位.教育質保証(33), 5位.本ゼミ連動(27)

一例. 教員aの場合。1位キャリア(46*5)+2位大学慣れ(60*4)+3位先輩目標(44*3)=602点
得点首位(教員k, 616点)との得点差=14点 → Aグループ

文化A 文化B

文化C

文化A
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「夢ノート」のパフォーマンス評価方法

教員d
(n=27)

教員f
(n=22)

教員b
(n=41)

素点
平均

5.48 5.95 6.66

◆旧評価基準 「教員任せ」

◆新評価基準 「３項目・３レベル・計9点」

8

雛形(教員d) 雛形(教員f) 雛形(教員b)

※スライド8番の位置に挿入をお願いします。



発表の流れ

（１） T1=T4 漂流するVPSの授業観

↓
（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

↓
（３） T1 ルーブリックと質保証

↓
（４） T4 質保証のマネジメント

9



（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

本報告で使用するデータと分析の目的

用いるデータ
a. 間接評価：CLQによる学習プロセスの評価2時点分
b. 直接評価：パフォーマンス評価・夢ノート（後期）

本報告の流れ
1. VPSの授業観が学習プロセスに与える影響【間接評価】

2. VPSの授業観別の直接評価の比較【直接評価】

3. 直接評価と間接評価との関連

※ 分析結果の全体の報告をまず斎藤が行い、そのあと亀倉が「（３） T1
ルーブリックと質保証」で解釈・考察を行う
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（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

本報告で使用するデータと分析の目的

本報告の目的
1. 間接評価（学習プロセス）のデータを利用し、VPSにおける教員の授業
観の違いによって、学生の学習プロセスの変化に違いが見られるかど
うかを2時点分のデータを用いて検討する（教員の授業観（に基づく実
践）が学生の学習プロセスにどのような影響を与えるのかの検討）

全クラスのデータ

2. 直接評価のデータを利用し、クラス別の学生のパフォーマンスの得点
の比較をすることで、それぞれの授業の違いを検討する

直接評価を用いることができた一部のクラスのデータ

3. 直接評価と間接評価の両方のデータの関連から、VPSにおける学生
の学習の統合的な把握を試みる

直接評価を用いることができた一部のクラスのデータ

11



補足 本報告における2つの評価

直接評価（学習成果）
学習成果を学生の知識や能力の表出（何ができるか）によって評価
したもの

間接評価（学習成果）
学習成果を学生の自己認識の報告（何ができると思っているか）に
よって間接的に評価するもの

（松下, 2014）

間接評価（学習プロセスや学習経験）
間接評価は学習成果のみならず，学習プロセスや学習経験を評価
する際にも使用される

学習プロセスなどの学生自身の認識を通さないと測定しづらい心理
的変数を個人記入式アンケートによって捉える
本研究における間接評価はこちら

12



データの詳細

間接評価：CLQによる学習プロセスの評価（時期・方法）
参加者：17 クラス（担当者 14 名）475名
時期：2時点 前期（4月下旬から5月上旬）、後期（12月上～中旬）

「授業用学習質問紙（Course Learning Questionnaire: CLQ）」

ある授業における学生の学習プロセス（学習への取り組み方や
態度）を捉えるため、先行研究を参考に作成された質問
Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie (1991) による，「内発的目

標志向」「外発的目標志向」「自己効力感」「リハーサル方略」
「精緻化方略」「体制化方略」「批判的思考方略」「自己調整学習
方略」を測定するための項目
畑野・溝上（2013）による「主体的な授業態度」を測定するため
の項目
Entwistle (1997) による学習への「深いアプローチ」を測定するた
めの項目

※ 各概念の定義と項目の詳細は資料参照
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データの詳細

間接評価：CLQによる学習プロセスの評価
もとにした尺度はプログラムレベルの学習プロセスを測定するため
のもの

コースレベル（特定の授業）に関して尋ねるものとなるように、教
示や項目内容を変更（学生の負担や，授業時間内に回答しても
らう可能性を考慮し，1つの構成概念につき3～4項目となるよう，
項目を厳選）

「非常によくあてはまる（6点）」～「まったくあてはまらない（1点）」の6
件法
それぞれの構成概念に該当する項目の平均点を尺度得点

教示「あなたのこの授業での取り組み方や向き合い方についておう
かがいします。授業の1回1回によって異なると思いますが、この授
業では全体的にこの程度であった、という思いでお答えください」
CLQの各構成概念の尺度得点の信頼性は別の調査で確認済み（α
係数は.75～.89の範囲、再検査信頼性係数は.79～.97の範囲）

14



データの詳細

直接評価：パフォーマンス評価・夢ノート
参加者：5 クラス（担当者 4 名・受講者 166 名）から学生作成物（キャ

リアレポート）のサンプル提供協力を得られ、間接評価との併合がで
きた86名
夢ノートを共通のルーブリック（3つの観点①問題意識、③対象理解、
⑤結論導出過程）により3段階で得点化したものを分析に用いる

ただし、そのままの得点（素点）は各教員が提示した雛形の影
響を受けていると考えられるため、雛形の得点を調整した得点
（調整済み得点）も分析に用いる

【①問題意識→「自己分析」】自分の履歴を振返りながら、好み/嫌いや、得意/不得意などを掴
み表現できる。

3点(詳細) - 2点(表現した) - 1点(表現しなかった)
【③対象理解→「将来希望」】未来のなりたい自分をキーワードで挙げて、そのキーワードにつ
いて調べられる。

3点(詳細) - 2点(調べた) - 1点(調べなかった)
【⑤結論導出過程→「結びつけ」】①自己分析と②将来希望の両者を結びつけて具体的に論じ
られる。

3点(詳細) - 2点(論じた) - 1点(論じなかった)

15



分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】

目的
教員のVPSの授業観の違いによって、学生の学習プロセスの変化
に違いが見られるかどうかを2時点分のデータを用いて検討

組織文化に関連したVPSの授業観の違い（下図の組織文化
A,B,Cの3種類）
もし、 VPSの授業観の違いによって、学生の変化が異なってい
るとすれば、それはその授業観に基づく実践が与えた影響と示
唆される

16



分析手法
分散分析による比較
VPSの授業観の違い：「組織文化A 既存踏襲（教員a,d,e,i,j,k,l,m ;  
n=131）」、「組織文化B 既存+質保証（教員c,f,h ; n=44）」、「組織
文化C 質保証移行（教員b,g,n ; n=87）」と2時点の変化に違いが
見られるか（交互作用が見られるか）を検討

※ それぞれのクラスにネストされたデータであるが、ターゲットとしている変数の級
内相関係数が高くないということと、本報告で検討したいことに関して特に結果
に違いが見られないということから、マルチレベルの結果ではなく、解釈しやす
い単純な分散分析の結果を報告する

17

分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】



結果1 VPS授業観ごとの学習プロセスの変化の比較

18

変数名 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 多重比較 効果量（η2）

内発的目標志向差(2-1) 131 0.32 1.20 44 0.03 1.17 87 -0.06 1.04 n.s. .023

外発的目標志向差(2-1) 131 0.18 1.21 44 -0.01 1.07 87 -0.25 1.07 A > C .027

自己効力感差(2-1) 130 0.40 1.14 44 -0.07 0.89 85 -0.07 0.97 A > B,C .050

リハーサル方略差(2-1) 131 0.12 1.16 44 -0.02 1.09 87 -0.09 1.24 n.s. .006

精緻化方略差(2-1) 131 0.25 1.10 44 0.13 0.87 87 -0.08 0.97 n.s. .021

体制化方略差(2-1) 131 0.12 1.14 44 0.01 1.22 86 -0.01 1.07 n.s. .003

批判的思考方略差(2-1) 131 0.13 1.15 44 0.06 1.13 86 -0.04 1.00 n.s. .005

自己調整学習方略差(2-1) 130 0.08 1.12 44 0.06 1.33 85 -0.18 1.16 n.s. .010

主体的な授業態度差(2-1) 130 0.00 0.68 44 -0.04 0.57 85 0.06 0.87 n.s. .002

深いアプローチ差(2-1) 130 0.31 1.22 44 0.00 1.12 85 -0.06 0.87 A > C .026

※ 多重比較はHolm法による調整、5%水準 ※ 変化における効果量は交互作用効果のηp
2に相当

間
接
評
価

（
変
化

）

全体

組織文化A
既存踏襲

組織文化B
既存＋質保証

組織文化C
質保証移行

分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】



結果1(参考) VPS授業観ごとの学習プロセス2時点目の比較
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変数名 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 多重比較 効果量（η
2
）

内発的目標志向2 148 3.24 0.92 57 3.26 0.74 107 3.15 1.00 n.s. .005

外発的目標志向2 148 3.16 1.04 57 3.15 0.81 107 3.09 1.15 n.s. .003

自己効力感2 148 3.34 1.06 57 3.36 0.82 107 3.01 1.02 B > C .023

リハーサル方略2 148 3.01 1.00 57 3.16 0.68 107 2.84 1.08 n.s. .013

精緻化方略2 148 3.19 0.89 57 3.38 0.61 107 3.21 0.86 n.s. .007

体制化方略2 148 3.40 1.00 57 3.46 0.77 107 3.08 0.90 A,B >C .023

批判的思考方略2 148 2.99 1.01 57 3.26 0.70 107 2.99 1.04 n.s. .009

自己調整学習方略2 148 3.92 1.10 57 3.96 1.03 107 3.40 1.03 A,B > C .039

主体的な授業態度2 148 3.15 0.55 57 3.13 0.51 107 3.37 0.69 C > A,B .038

深いアプローチ2 148 3.40 1.04 57 3.50 0.89 107 3.10 0.98 A,B > C .025

※ 多重比較はHolm法による調整、5%水準 ※ 変化における効果量は交互作用効果のηp
2
に相当

全体

組織文化A
既存踏襲

組織文化B
既存＋質保証

組織文化C
質保証移行

間
接
評
価

（
後
期

）

分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】



結果1
「外発的目標志向」「自己効力感」「深いアプローチ」において、
交互作用が有意

「組織文化A 既存踏襲」の教員のクラスはそれらの学習
プロセスにおいて、他に比べポジティブな影響を与えてい
たという示唆
たとえば「深いアプローチ」は「組織文化A」が「組織文化
C」に比べ、ポジティブな変化が見られた（ただし小～中程
度の効果か）。また、時点間で有意な得点の上昇が見ら
れた。
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分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】



結果1（参考）
2時点目のみの比較ではさまざまな学習プロセスが組織文化
間で有意な違いが見られた

ただしこちらは変化に関しては一切言及していないので、
「当該組織文化の教員が担当したクラスでは、そのような
学生が多かった」という解釈が妥当であり、クラスの特徴
を捉えることなどに使用できる
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分析1：VPSの授業観が学習プロセスに与える影響
【間接評価】



分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】

目的
教員のVPSの授業観の違い、すなわちクラスの違いによって、学生
のパフォーマンス（直接評価）に違いが見られるかどうかの検討

コースの最終的な学習成果（1時点のみのデータ）の比較である
ので、セミナー受講前の状態が統制できない以上、厳密には
VPS授業観が学生の能力に与えた影響が検討できるわけでは
ない
また、各組織文化から1クラスずつのデータが得られたが、それ
らのクラスが必ずしも各組織文化を代表しているとは限らない上、
課題や配点も異なるため、過度な一般化は控え、あくまでクラス
間の比較を通してそれぞれの授業の特徴を捉えることが主目的

分析手法
分散分析による比較
直接評価が得られたクラスの中で、VPS授業観の違い：「組織文
化A 教員dクラス（n=26）」、「組織文化B 教員fクラス（n=22）」、
「組織文化C 教員bクラス（n=38）」間の比較

22



結果2 VPS授業観ごとの直接評価の比較

そのまま用いた素点と、雛形得点分を調整した得点（素点か
ら雛形得点を減じ、雛形をどのくらい超えたかを示す）では、
かなり結果が異なる

雛形得点が交絡している可能性
調整得点を用いて解釈を行う
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変数名 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 多重比較 効果量（η
2
）

PA素点問題意識（自己分析） 26 1.88 0.43 22 1.77 0.61 38 2.53 0.51 C > A,B .320

PA素点対象理解（将来希望） 26 2.35 0.69 22 2.14 0.35 38 2.32 0.47 n.s. .026

PA素点結論導出過程（結びつけ） 26 1.31 0.55 22 2.05 0.58 38 1.68 0.70 B>A, B>C, C>A .166

PA素点平均点 26 1.85 0.44 22 1.98 0.32 38 2.18 0.39 C > A .121

PA調整問題意識（自己分析） 26 0.88 0.43 22 0.77 0.61 38 0.53 0.51 A > C .089

PA調整対象理解（将来希望） 26 1.35 0.69 22 1.14 0.35 38 0.32 0.47 A,B > C .456

PA調整結論導出過程（結びつけ） 26 0.31 0.55 22 1.05 0.58 38 0.68 0.70 B>A, B>C, C>A .166

PA調整平均点 26 0.85 0.44 22 0.98 0.32 38 0.51 0.39 A,B > C .225

※ 多重比較はHolm法による調整、5%水準 ※ 変化における効果量は交互作用効果のηp
2
に相当

直
接
評
価

直接評価サンプル

教員dクラス
（組織文化A）

教員fクラス
（組織文化B）

教員bクラス
（組織文化C）

分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】



結果2（グラフ）：問題意識（調整済み）
「問題意識（調整済み）」得点では、「組織文化A（既存踏襲）教員dク
ラス」が「組織文化C（質保証移行）教員bクラス」よりも有意に高かっ
た（中程度の効果か）
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分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】



結果2（グラフ）：対象理解（調整済み）
「対象理解（調整済み）」得点では、「組織文化A（既存踏襲）教員dク
ラス」と「組織文化B（既存+質保証）教員fクラス」が、「組織文化C（質
保証移行）教員bクラス」よりも有意に高かった（非常に大きい効果）
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分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】



結果2（グラフ）：結論導出過程（調整済み）
「結論導出過程（調整済み）」得点では、すべてのクラス間に有意な
差が見られた（大きい効果か）
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※エラーバーは95%信頼区間、 * p  < .05
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分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】



結果2（グラフ）：３つの観点の平均（調整済み）
「３つの観点の平均（調整済み）」得点では、 「組織文化A（既存踏
襲）教員dクラス」と「組織文化B（既存+質保証）教員fクラス」が、「組
織文化C（質保証移行）教員bクラス」よりも有意に高かった（非常に
大きい効果）
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【直接評価】



結果2
それぞれの観点別にみると、クラス間で異なる傾向が見
られた。たとえば教員dクラスでは、「問題意識」「対象理
解」が他と比べ高かったが、逆に「結論導出過程」は低
かった

このように、それぞれの教員の実践が、学生のパフォーマンス
にどのような影響を与えたのか、考察するヒントとなる
ただし、コースの最終的な学習成果（1時点のみのデータ）であ
るため、クラス内での変化を追うことはできない。たとえば、教員
bクラスは他と比べると「問題意識」「対象理解」が低かったが、
コース開始当初から追えばポジティブに変化していた可能性は
十分に考えられる。そのため、限定的な解釈に留めるべきであ
る。
また、雛形得点による影響も、完全に排除できたわけではない
可能性が残されている。比較に使うことに適切な指標であった
かどうかは、今後も検討を要する。
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分析2：VPSの授業観別の直接評価の比較
【直接評価】



分析3：直接評価と間接評価との関連

目的
直接評価と間接評価の両方のデータを用いて、その関
連を検討し、学生の学習を統合的に把握する

直接評価（調整済み）と間接評価（CLQ2回目）の相関関係を検
討し、評価（測定）した概念（能力や動機づけ、方略、態度）同士
に関連がみられるのかどうかを検討する
同時に、間接評価のクラス間の比較も行い、直接評価の比較か
ら示されることと、間接評価の比較から示されることを統合的に
解釈する

分析手法
相関係数、偏相関係数（直接評価と間接評価の関連の検討）
分散分析（間接評価のクラス間の比較）
直接評価が得られたクラスの学生のデータ（n=86）を使用

29



分析3：直接評価と間接評価との関連

結果３ 直接評価と間接評価の相関係数（n=68～86）

30

P
A
調
整
問

題
意
識

P
A
調
整
対

象
理
解

P
A
調
整
結

論
導
出

P
A
調
整
観

点
平
均
点

内
発
的
目
標

志
向
2

外
発
的
目
標

志
向
2

自
己
効
力
感

2

リ
ハ
ー

サ
ル

方
略
2

精
緻
化
方
略

2

体
制
化
方
略

2

批
判
的
思
考

方
略
2

自
己
調
整
学

習
方
略
2

主
体
的
な
授

業
態
度
2

深
い
ア
プ
ロ
ー

チ
2

平
均
値

S
D

PA調整問題意識（自己分析） － 0.70 .53

PA調整対象理解（将来希望） .31 * － 0.84 .70

PA調整結論導出（結びつけ） .17 .13 － 0.66 .68

PA調整観点平均点 .66 * .73 * .66 * － 0.73 .44

内発的目標志向2 -.14 .07 .04 .00 － 3.46 .78

外発的目標志向2 -.22 -.10 -.13 -.21 .61 * － 3.56 .85

自己効力感2 -.03 -.08 .03 -.04 .45 * .36 * － 3.43 .80

リハーサル方略2 -.15 -.05 -.04 -.11 .58 * .55 * .32 * － 3.30 .84

精緻化方略2 -.29 * -.17 .23 -.08 .55 * .48 * .35 * .46 * － 3.41 .75

体制化方略2 -.06 .07 -.03 .00 .54 * .59 * .49 * .74 * .49 * － 3.41 .85

批判的思考方略2 -.29 * -.30 * .08 -.23 .42 * .50 * .47 * .54 * .66 * .56 * － 3.37 .79

自己調整学習方略2 -.01 .19 -.02 .09 .46 * .35 * .42 * .48 * .48 * .61 * .41 * － 3.72 .94

主体的な授業態度2 -.29 * -.13 .24 * -.06 -.04 -.11 -.01 .04 .14 -.09 .24 .01 － 3.05 .57

深いアプローチ2 .01 .09 .04 .07 .58 * .50 * .60 * .38 * .46 * .53 * .34 * .51 * -.09 － 3.59 .69

*
 p  < .05



分析3：直接評価と間接評価との関連

結果３ 直接評価と間接評価の相関係数
直接評価の３つの観点と間接評価（学習プロセス）との
間には、ところどころ有意な弱い相関が見られる

しかし、クラスの違いや他の学習プロセスを統制すると、効果量
はほぼ０となり、有意な関連は見られなくなる

直接評価の３つの観点の平均と間接評価（学習プロセ
ス）との間には有意な相関は見られず、上と同様、効果
量も小さい

やはりクラスの違いや他の学習プロセスを統制すると、効果量
はほぼ０となる

以上から、今回の直接評価と間接評価との間に意味の
ある関連は見いだせなかった

31



分析3：直接評価と間接評価との関連

結果３
よって、今回のVPSにおける直接評価と間接評価はそれ
ぞれ学生の学習の異なる側面を評価（測定）していたと
考えることが可能
片方だけでは学生の学習を捉えることはできなかったということ
すなわち、当該コースの直接評価に、そのコースの学生の学習
プロセスが全て反映されるとは限らず、仮に学生が直接評価で
は振るわなかったとしても「深いアプローチ」や「自己調整学習
方略」を伸ばしている可能性があり、また、「深いアプローチ」を
とるようになったといって直接評価が高いとも限らない
また、今回の直接評価が、他のどのような学習プロセスと関連し
うるものなのか、検討するきっかけにもなる
ここに直接評価と間接評価の併用の意義がある
直接評価と間接評価を併用してクラス間の比較を行い、そのク
ラスの実践が学生の学習にどのような影響を与えたのかを幅広
く検討することを試みる

※ ただし、信頼性の問題により相関の希薄化が生じている可能性
も否定できない 32



分析3：直接評価と間接評価との関連

結果４ VPS授業観ごとの間接評価の比較（直接評価サンプ
ルのみ）

33

変数名 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 有効N 平均値 SD 多重比較 効果量（η
2
）

内発的目標志向差(2-1) 17 1.02 1.28 13 -0.40 1.05 26 -0.05 0.87 A > B,C .233

外発的目標志向差(2-1) 17 0.93 1.32 13 -0.38 1.24 26 -0.20 1.10 A > B,C .181

自己効力感差(2-1) 17 0.65 1.16 13 -0.35 0.92 24 0.07 0.68 A > B .153

リハーサル方略差(2-1) 17 0.59 1.47 13 -0.38 1.28 26 0.24 1.04 n.s. .080

精緻化方略差(2-1) 17 0.66 1.10 13 -0.37 0.98 26 -0.15 0.84 A > B,C .166

体制化方略差(2-1) 17 0.52 1.21 13 -0.69 1.36 25 0.17 0.92 A > B .146

批判的思考方略差(2-1) 17 0.53 1.18 13 -0.17 1.26 25 0.15 0.66 n.s. .067

自己調整学習方略差(2-1) 17 0.35 0.94 13 -0.53 1.19 24 0.03 0.84 A > B .108

主体的な授業態度差(2-1) 17 -0.21 0.59 13 -0.08 0.63 24 -0.07 0.77 n.s. .008

深いアプローチ差(2-1) 17 0.71 1.08 13 -0.34 1.23 24 -0.03 0.80 A > B,C .150

内発的目標志向2 22 3.52 0.80 17 3.35 0.70 31 3.48 0.83 n.s. .007

外発的目標志向2 22 3.61 0.91 17 3.39 0.79 31 3.62 0.86 n.s. .014

自己効力感2 22 3.43 1.06 17 3.35 0.70 31 3.48 0.63 n.s. .005

リハーサル方略2 22 3.34 0.90 17 3.34 0.63 31 3.24 0.91 n.s. .004

精緻化方略2 22 3.22 0.75 17 3.51 0.70 31 3.49 0.77 n.s. .032

体制化方略2 22 3.65 0.78 17 3.49 0.86 31 3.20 0.87 n.s. .055

批判的思考方略2 22 3.09 0.88 17 3.46 0.75 31 3.53 0.70 n.s. .061

自己調整学習方略2 22 4.12 0.99 17 3.80 0.90 31 3.39 0.83 A > C .115

主体的な授業態度2 22 2.88 0.41 17 3.09 0.62 31 3.16 0.63 n.s. .048

深いアプローチ2 22 3.72 0.72 17 3.53 0.88 31 3.52 0.56 n.s. .016

※ 多重比較はHolm法による調整、5%水準 ※ 変化における効果量は交互作用効果のηp
2
に相当

間
接
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価

（
変
化

）

間
接
評
価

（
後
期

）

直接評価サンプル

教員dクラス
（組織文化A）

教員fクラス
（組織文化B）

教員bクラス
（組織文化C）



分析3：直接評価と間接評価との関連

結果４ VPS授業観ごとの間接評価の比較（直接評価サンプ
ルのみ）

学習プロセスの多くにおいて、交互作用が有意
教員d（組織文化A）のクラスではそれらの学習プロセスに、他に
比べポジティブな影響を与えていたという示唆
たとえば「深いアプローチ」は教員f（組織文化B）、教員b（組織文
化C）のクラスに比べ、ポジティブな変化が見られた（大きな効果
か）。また、時点間で有意な得点の上昇が見られた。
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本報告の限界
直接評価の得点自体の信頼性・妥当性・比較可能性に
関しては、まだ検討の余地

交絡変数（得点の付け方、課題の差異、評価者の差異など）の
影響が考えられ、相関関係や平均値の比較の解釈に関しては
慎重になる必要がある

間接評価における限られた学習プロセスの測定
VPSで評価しようとしていた能力（直接評価）と関連するような学
習方略や態度が、CLQの項目ですべて捉えきれているとは言え
ないため、直接評価がどのような学習プロセスを反映するのか
は、今後も検討が必要

サンプルサイズが小さく、安定した推定結果・検定結果で
はないことが懸念される（効果量も然り）

本発表のような、実際の授業に根付いた調査では、十分なサン
プルを集められないこともしばしば
今後も検討を重ね、一般的傾向として言えるのかどうかを慎重
に判断していく必要がある 35



発表の流れ

（１） T1=T4 漂流するVPSの授業観

↓
（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

↓
（３） T1 ルーブリックと質保証

↓
（４） T4 質保証のマネジメント
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分析1（間接評価）の考察
◆分析１：「外発的目標志向」「自己効力感」「深いアプロー
チ」の学習プロセスにおいて、「教員dクラス(文化A「既存踏
襲」)」はポジティブな影響を与えていたという示唆。
◆考察１：初年次ゼミにおいて、教員d(文化A)は全般的に、
学生がクラスの友人等と仲良くなることを企図して、知識習
得等の学習を二の次にして、専属サポーター(SA)が企画提
案したワークや、自己分析や夢ノート作成のためのグループ
ワーク等を時間をかけて形成的に進めたため、こうした側面
での「深いアプローチ」や「自己効力感」が形成され、学生の
学習にポジティブな影響を与えたものと推察される。

◆本学における初年次ゼミは設置当初から退学者防止を狙
いとしてきた経緯。この科目で仲間をつくり大学に楽しんで行
くようになり、その結果、他の科目での学びに向かう第一歩
を踏み出す役割を果たしてきた。
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分析2（直接評価）の考察

◆分析２：学習プロセスに関しては「教員dクラ
ス (文化A「既存踏襲」)」がポジティブな影響を
与えていると思われたにも関わらず、直接評価
の得点(素点)では「教員bクラス(文化C「質保証
移行」)」が有意に高い、というズレが生じた。

◆考察２：「夢ノート」は共通課題だが、具体的
な課題や雛形は教員により異なり、その提示の
しかたが「得点(素点)」に大きく影響していた。こ
のため直接評価は「得点(素点)」でなく、雛形の
影響を考慮して調整する必要があった。（※詳
細は次スライド）
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「素点」と「調整済み得点（雛形差）」 ＊( )内は雛形点

①自己分析
(=問題意識)

③将来希望
(=対象理解)

⑤結びつけ
(=結論導出) 計

教員b[文化C]：
素点 2.56(2) 2.34(2) 1.76(1) 6.66(5)

教員d[文化A]：
素点 1.85(1) 2.33(1) 1.3(1) 5.48(3)

教員f[文化B]：
素点 1.77(1) 2.14(1) 2.05(1) 5.95(3)

教員b：雛形差 0.56 0.34 0.76 1.66

教員d：雛形差 0.85 1.33 0.3 2.48

教員f：雛形差 0.77 1.14 1.05 2.95

◆「夢ノート」を素点(9点満点)だけで評価するのが難しい理由
→「課題や雛形」の示し方ひとつで最低限の評価を保証。

◆「教員が敷いたレールに沿って高得点をとる学び」 vs.
「学生が自分で苦労しながらレールを敷いて進む学び」の優劣？
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分析3（直接評価と間接評価の関連）の考察

◆分析３：直接評価と見た目上相関がある間接評
価の概念がいくつかあるが、クラスの影響を統制
すると相関は見られなくなる。
◆考察３：14名の教員が同じ科目を担当する本学
の場合、同じ共通の評価課題「夢ノート」であっても、
これに対する教員のＶＰＳの授業観が異なれば、
指導の仕方もそこから得られる学生の学びも異な
るものとなった。

◆教員個々の指導上の裁量を担保しながら、教育
を質保証するには、指導パターンとその学習成果
を「見える化」して、これを一人一人の教員にとって
「振返り」の材料になるようにすることが欠かせな
い。
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T1: 所感（ルーブリック）
◆名商大での「コモンルーブリック」は「卒論ルーブリック」になるだろ
う。これを改訂したものが「ＶＰＳルーブリック」であった。

◆「夢ノート」というキャリア関連での議論は発散することを問題としな
いところがあり、従来は楽しく仲間の輪を広げてきた。
◆2014年の質保証改革は、発散する議論の中にも、来る卒論作成と
の関連で「①自己分析」「③将来希望」「⑤結びつき」について質保証
する試みであった。

◆複数教員がいて、彼らの自由裁量で「夢ノート」の評価課題を実践
させれば、３項目のどれかに偏りのある課題提示が出てくることが予
想されるが、ルーブリックはこうした偏向を防止する機能がありそうだ
と思われた。

◆そうした複数教員にとっては採点負担が過度に重くならず、かつ採
点の精度を高めるためのルーブリックの役割が重要であることを感じ
た。
◆従って、(本学での)ルーブリックは「保証すべき教育の質そのもの
を示す基準」であり、成績評価のためのツールでもあるが、むしろ教
育質保証のためのツールであった。
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発表の流れ

（１） T1=T4 漂流するVPSの授業観

↓
（２）直接評価と間接評価の評価データの分析

↓
（３） T1 ルーブリックと質保証

↓
（４） T4 質保証のマネジメント
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質保証のマネジメント

2009-2012 学生サポーター(SA)のコミュニティが強化

2012-2015 文科省「産業界ニーズ事業」でVPS改革へ

2013 セミナー会議である教員から問題提起

トップ指示で教育質保証の雰囲気に

2014 「指導評価ルーブリック」導入(slide#5)
学生サポーター(SA)と教員関係が複雑化

FD会でも問題提起

2015 教員アンケート（※）

ＶＰＳ改革小委員会

再度のFD会での複数からの問題提起

教務委員会、AoL委員会へ
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教員アンケート＋ヒアリング

■H27.1-2月実施。14名回答(担当14名) 100%
■事後的なヒアリングも実施、内容を精査。

１．VPS科目の学習目標の混乱した理解

２．指導成果：パフォーマンス評価への認識不足

３．卒論ルーブリックのVPS適用への意見伺い

４．マネジメントの中核としての「組織文化の醸成」
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組織文化変革のマネジメント
組織の中年期：「多様な価値観の交錯」
・(対外)グローバル教育、(対内)セミナー教育
・国際認証の推進、目前の学生への対処

変革のメカニズム：
①セミナーVPS検討タスクフォース

…問題根源：組織内の下位文化間の衝突
②卒論ルーブリックの全学的な実質化（「指導評価表」）

…進歩的な新しいビヘイビアの意識的な導入
③会議での問題提起と基軸的価値観の再確認（進行中）

…内部的不統一の確認、文化的仮定の再検討
④中長期的視野での変革

…気球&提起で機運、幹部の支援で現場組織化
～シャイン『組織文化のリーダーシップ』から
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T4: 所感（複数教員の質保証）
・本学の共通教育は専門ある教員が片手間に負担させ
られる他律的なイメージが伴うため、教育への情熱が生
まれにくい。

・他方、共通教育分野で進むべき方向性が与えられず
に野放しになれば、教育の手抜きや放棄が起こりうる。

・「科目の学習目標」と「育成すべき能力」が明確になれ
ば、個々の教員の「裁量」を認めるとともに、「責任と権
限」も明確にすることが大事である。

・学長や学部長などが会議等でこうした同じ方向を話題
にして権威づけすることも大事なプロセスの一つである。
・SAコミュニティへの対応が一つの鍵。自身の初年次経
験が「楽しいＶＰＳ(文化A)」にしたい原点にある。

・コミュニティや「場」の形成を行い、多様なステイクホル
ダーがコミットしうるような組織文化を醸成することを提
言する。
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ラウンドテーブル 
「学士課程教育における共通教育の質保証」 
 
 

　評価データの併用と質保証のマネジ
メント：大正大学における取り組み事
例 
 
　　　　　大正大学　人間学部　教育人間学科 
　　　　　　　　　　　　　　　　高野　篤子	

大学教育学会第37回	

2015.6.6　長崎大学　	

	



はじめに	

n 共通教育に関する仕事 
� （公）横浜市立大学　職員　 
　　　国際総合科学部と医学部の共通教養 
� （国）秋田大学　センターの教員 
　　　教養教育の外部評価 
� 現在　（私）大正大学　学部の教員 

n 共通教育を専門教育へ架橋するために必要なマネ
ジメントのティップスとは･･･　2014年度の試み	

n 質保証の「質」 



１．サブテーマ４の全国調査　	

n  共通教育のマネジメントにおける現状と課題を明らかに
することを大きな目的とした全国調査の結果より 
� 学力水準が高く、授業外学修時間が多い大学ほど、教養系

科目のマネジメントがしやすい。	

� 共通教育を点検・評価できる機能の存在の有無がＰＤＣＡ
サイクルをまわす上で重要である。 

� 共通教育の教育目標と全学の教育目標とのつながりが意
識されているかが、マネジメントを支える一要因となる。 

� 初年次/リメディアル系の科目に比べ教養系科目はマネジメ
ントが難しい。共通教育の領域別マネジメントの在り方を検
討する必要性がある。 



２．大正大学	

n  １９２６（大正１５）年　創立　　４宗 
� 大学：　４学部９学科２１コース　 
　　　　　　文学部、表現学部、人間学部、仏教学部 
� 大学院：　３研究科 
　　　　　　　仏教学研究科、人間学研究科、文学研究科　 
� 学生数：　学部　４６０５名　　大学院　１６７名 
� 教員数：　専任教員　１３５名　非常勤教員２４４名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１４年度） 
� 教育ビジョン：　４つの人となる　　　　 
　　　　　　　　　　　慈悲　自灯明　中道　共生　　＊目標と基準 



n 授業科目の構成　　　　　　　　　	

３．４学部　セメスター制	

第Ⅰ類科目 
（共通科目）	

 
第Ⅱ類科目 

（学科の専門科目） 
（学部共通） 

	

第Ⅲ類科目 
（共通科目）	

　第Ⅰ類科目	
　　　36単位以上　　	
　第Ⅱ類科目	
　　　8単位以上	
　合計124単位以上	



４．第Ⅰ類科目（共通科目）	

n 学びの窓口と学びの技法　２０１４年度 
� 学びの窓口 
　　　文化・社会・自然の探求（１２単位選択必修） 
　　　地域連携・貢献論（２単位必修） 
� 学びの技法 
　　　基礎技法Ａ（８単位必修） 
　　　基礎技法Ｂ（８単位必修） 
　　　基礎技法Ｃ（２単位必修） 
　　　英語（４単位必修）　　　　　　　　　　　　　計　３６単位 



５．第Ⅰ類科目「学びの技法Ｂ-1」	

n 対象となる受講生　春学期１年生　１１１５名 
n 到達目標 
� 基礎的語彙・漢字を身につけている 
� 場面や用途にふさわしい言葉の使い方を学ぶことによ

り表現力を身につけている 
� 文章読解の方法を学び基礎的読解力を身につけてい

る 
� さまざまな問題を考察することにより思考力をつけて

いる　　　　　　　　 



６．第Ⅰ類科目「学びの技法Ｂ-1」	

n 実施体制 
� プレイスメントテストの実施 
� レベル別クラス編成　上、中上、中、初級　計３１クラス 
� 教育開発推進センター　専任教員　５名　　ＴＡ　１８名 

n 授業内容 
� 毎回の漢字小テスト 
� 情報収集・情報管理、引用 
� 日本語の表記ルール、話し言葉と書き言葉の違い 
� 小論文４回 



７．第Ⅰ類科目「学びの技法Ｂ-1」	

n  成績・評価　 
� 学年全体で統一　 
　　　出席・受講態度　２０％ 
　　　漢字テスト　３０％ 
　　　小論文　５０％ 
� 小論文は５名の教員の点数がおおむね統一されるように、

ルーブリックを採用 
　　　文・表現・語彙 
　　　表記・原稿用紙の使い方 
　　　意見文　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊チェックリスト 



８．第Ⅰ類科目「学びの技法Ｂ-1」	

n 小論文執筆力の変化　 
� どの学科の学生も小論文執筆力は向上 
　　　教育人間学科　小論文執筆力のバラつきが縮小 

n  各学科の第Ⅱ類科目との関連　全１０２シラバス 
　　　　基礎ゼミⅠ・ⅡとワークショップⅠ・Ⅱ　 
� アカデミックスキル　→　４コース 
� 専門への導入と半々　→　９コース 
� 専門への導入がメイン　→　８コース 
教育人間学科（教職コースと経マネコース）のみ 
共通シラバス　 　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊ＩＲデータ 

 



９．大学ＩＲコンソーシアム　1年生調査	

n 大学ＩＲコンソーシアム１年生調査に見る本学の学
生の特徴 
� 教員に親近感を感じた　  
　　　Ａ大学１９％　　Ｂ大学２９％　　大正大学４５％　 
� 文章表現の能力が増した　 
　　　Ａ大学４４％　　Ｂ大学５１％　　大正大学６３％　 
� 大学教員と顔見知りになる 
　　　Ａ大学２３％　　Ｂ大学３６％　　大正大学６０％ 
 



１０．共通教育のＰＤＣＡサイクル	

n 執行部 
n 教育開発推進センターの教員　 
　　　（ルーブリック、テスト） 
n 総合ＩＲ室の教員（学生調査） 
n Ⅰ類コーディネーター会  
n コース教務主任会議 
n 教育に関する評価部会　（授業評価） 
n 各学部・学科の教員　（ルーブリック、テスト）　 



おわりに　	

n アットホームな学風 
n 共感力 
n データや手法を上手に活用 
n 大学生らしい学びの「質」保証	

� 組織　トップレベル　ヒト・モノ・カネの管理 
� 組織　ミドルレベル　教務担当 
� 個人　研究者・教育者として自律・自立 

n 同僚制（collegium)　　　	

 



学内データ・資料の作成・提供	

教育開発推進センター 
　小島知善先生　はじめ 
　春日美穂先生　近藤裕子先生　齋藤智明先生 
　高橋若木先生　由井恭子先生 
　畠山仁男先生　吉田俊弘先生 
総合IR室　　日下田岳史先生　　他　 
　　　　　　　　　　　　ご清聴ありがとうございました　　　　　　　 



参考文献	

Birnbaum, Robert, 高橋靖直訳，1992, 『大学経営とリーダーシップ』玉
川大学出版部．原典1988, How Colleges Works, San Francisco: Jossey-
Bass Inc., Publishers.	

Clark, Burton R., 有本章訳，1994，『高等教育システム－大学組織の
比較社会学』東信堂．原典1983, The Higher Education System: 
Academic Organization in Cross-National Perspective, University 
of California Press.	

江原武一，2015，『大学は社会の希望かー大学改革の実態からその
先を読む』東信堂．	

江原武一・杉本均編著，2005，『大学の管理運営改革－日本の行方と
諸外国の動向－』，東信堂．	

Frye, Richard, Mckinney, Gary R., and Trimble, Joseph E. eds, 2006, 
Tools and Techniques for Program Improvement: A Handbook for 
Program Review and Assessment of Student Learning, Western 
Washington University. 　　　　　　　　　　　　 
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　学士課程教育における共通教育の質保証	
―評価データの併用と質保証のマネジメント― 

まとめ	 

　山田　礼子	 
同志社大学	 

ryamada@mail.doshisha.ac.jp	 



現在の状況と今後の予定	 
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}  サブテーマ1	 
　　授業科目レベルでの直接評価	 

　（パフォーマンス評価）＋間接評価　	 

　（CLQ）	 

	 
	 

}  サブテーマ3	 
　標準型　間接評価（JSLS2013）＋　	 
　直接評価（小テスト）の開発	 
	 

}  サブテーマ1と3の連携	 
　授業科目レベルとプログラムレベ
ルの統合の模索	 

}  サブテーマ４	 
　　サブテーマ１を通じてのマネジメン	 

　　トの検証	 

　 
 
 

}  サブテーマ1	 
　　授業科目レベルでの直接評価	 

　（パフォーマンス評価）＋間接評価　	 

　（CLQ）の複数回実施によるデータ収	 

　　集を通じての検証⇒安定性	 
	 

}  サブテーマ3	 
　開発した標準型　間接評価	 
　の精緻な分析と一部成績と間接評価	 
　との併用による検証	 
	 

サブテーマ1と3の連携	 
　レベルの違いにむけての模索　　	 
	 

}  サブテーマ４	 
　　総まとめに向けてのティプス	 

　　の開発　 
 
 



3 3	

標準型教育	
アセスメントの開発	

学習過程に関する 
間接アセスメント	

学生調査 
（JSLS）データ 

 
 
 
 
 
	

直接評価との連結 

大学間を超えての標準型アセスメント	
として教学マネジメントの支援	

標準テスト（クイズ）	

テーマ３の標準型教育アセスメント開発の効果	 

標準型教育アセスメントの精緻な検証によりプログラムレベルのみならず
授業科目レベルでの利用可能性の検証へとつながる	
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主なフィールド（直接評価と間接評価）	 

直接 間接（CLQ） 直接 間接（JSLS）

名古屋商科大学
（初年次セミナー）

○ ○ 可

同志社大学 ― ○ 可

千葉大学 ― ○ 可

立命館大学 ― ○ 可

サブテーマ1 サブテーマ3 データの
マージ



サブテーマ４と１の関係	 

5 

}  サブテーマ1	 
}  （直接評価）	 

}  パフォーマンス評価+CLQ	 

事例フィールド提供　　初年次ゼミ　パフォーマンス評価
とCLQ	 

事例を収集して教学マネジメント・チップスの開発へ	

担当者による教学マネジメントの振り返り	 

相関性の解釈の難しさ	



まとめに向けての検討課題

6 

} 間接評価と直接評価の一致が確実か 
　　　解釈の難しさ、測定するものは一致して 
　　　いるのか 
} 標準型教育アセスメントの開発から精緻な
分析・測定の安定性へとどう進捗させるか 

} 授業科目レベルとプログラムレベルの学修
成果測定の差異をいかに併用するか 

} 組織文化の違いによる教学マネジメントから
ティップス開発をするために乗り越える課題
の把握からティップス開発へ 



学士課程教育における  
共通教育の質保証
ーこれまでの経緯ー

課題研究代表者 
高橋哲也（大阪府立大学）

2015 大学教育学会課題研究シンポジウム＠岩手大学



本研究課題の概要
• 課題名：「学士課程教育における共通教育の質保証」

•   分野別質保証の議論では欠落しがちな、共通教育の質保証
を主要な対象とする研究（2013~2015年度）

•  4つのサブテーマ (*責任者)

1.共通教育における学習成果の直接評価(*松下佳代)

2.数理科学分野における共通教育の質保証(*高橋哲也)

3.共通教育における学習成果の間接評価(*山田礼子)

4.共通教育における質保証のためのマネジメント(*鳥居朋子)



サブテーマの関係
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出典  高橋（2014, p60）



本課題研究の進捗状況
2013年度

• 研究開始

• 課題研究集会・・・各サブテーマの研究目的・計画・進捗状況について報告

2014年度

• 大会RT・・・相補的な関係にあるサブテーマ１とサブテーマ３からの報告

• 課題研究集会・・・全国調査の結果を中心にサブテーマ２とサブテーマ４に
ついて報告

2015年度

• 大会RT・・・サブテーマ１，３，４からの報告（研究フィールドとなってい
る大学からの報告を中心に）

• 課題研究集会（今回）・・・各サブテーマの成果と課題について報告 



スケジュール
9:40～11:00 　各サブテーマ統括者からの
報告（それぞれ20分）

11:00～11:20 指定討論（小笠原会長）

11:20～11:30 休憩

11:30～11:55 質疑応答

11:55～12:00 まとめ



個人的な感想
• 「学士課程教育における共通教育の質保証」というテー
マ自体が問題を内包

• 学士課程教育の各学位プログラムの責任者は学部・学科。
共通教育をどう位置づけるかの権限は共通教育責任者に
はない。（例外は、初年次教育やキャリア教育）

• 共通教育の質保証のツールとして、評価手法の開発・普
及は必須。カリキュラムレベルでは共通教育を包含した
学士課程全体で考えないとできない。

• 学問分野との連携なくしては共通教育の質保証はできな
いのではないか。



 
 
 

大学教育学会 2015年度課題研究集会 
課題研究シンポジウム「学士課程教育における共通教育の質保証」 

  

2015.11.29 岩手大学   

 共通教育における学習成果の直接評価 
―成果と課題― 

 松下 佳代 
京都大学高等教育研究開発推進センター 

matsushita.kayo.7r@kyoto-u.ac.jp 
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OUTLINE 

 研究課題と研究組織 
 

 学習成果の評価の現状  
 

 ルーブリック開発のアクションリサーチ 
 

 ルーブリックをめぐる論点 
 

 今後の課題 
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研究課題と研究組織 
（サブテーマ1）  



サブテーマ1のメンバーとフィールド 
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氏　名 所　属

松下　佳代 京都大学 サブテーマ1統括 直接評価の枠組み

森　朋子 関西大学教育開発支援センター 研究メンバー フィールド（関西大学）でのアクションリサーチ

杉原　真晃 聖心女子大学文学部教育学科 研究メンバー フィールド（山形大学）でのアクションリサーチ

小野　和宏 新潟大学歯学部 研究協力者 フィールド（新潟大学）でのアクションリサーチ

亀倉　正彦 名古屋商科大学経営学部
研究協力者
（サブテーマ4と兼任）

フィールド（名古屋商科大学）でのアクションリ
サーチ

斎藤　有吾
京都大学大学院教育学研究科、
日本学術振興会特別研究員

研究協力者 データの分析、間接評価（CLQなど）の開発

齊尾　恭子 島根大学教育開発センター 研究協力者
フィールド（島根大学連携GP）でのアクションリ
サーチ

山田　嘉徳 関西大学教育開発支援センター 研究協力者 フィールド（関西大学）でのアクションリサーチ

林　透
山口大学大学教育機構
大学教育センター

研究協力者
（サブテーマ4と兼任）

フィールド（山口大学）でのアクションリサーチ

役　割

（2015年10月3日現在） 



サブテーマ1の研究課題と方法 

<1> 共通教育における学習成果の直接評価について、 
  国内外の理論・実践の現状を把握する。 
 
<2> 共通教育の特定の領域にしぼって、 
  学習成果の直接評価のためのプロトタイプの開発や 
  事例収集・分析を行う。 
 

①事例の収集・分析と蓄積・公開 
②ルーブリックの共同開発 

 
<3> 直接評価と間接評価を組み合わせて、 
  学習成果をより統合的に評価する方法を開発する。 
  

5 



本報告の目的 

 これらの課題についての過去2年あまりの研究成果をもとに、  
共通教育における学習成果の直接評価に関する知見をまとめ、
今後の課題を展望する。 

 
 このうち<3>については大会ラウンドテーブルで二度にわたって

報告してきたことから、今回は<2>を中心に報告する。 

6 



7 

学習成果の評価の現状  



学習（学修）成果の評価の現状 

 日本：課程を通じた学生の学修成果の把握方法 
 ルーブリックの利用の伸び悩み 
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（単位：％）

2011年度 2012年度 2013年度

質問紙調査（学修行動調査等） 11.0 14.2 21.3

標準テスト（アセスメントテスト等） 16.1 19.9 31.2

ルーブリック 1.4 2.8 3.4

学修ポートフォリオ 11.1 14.9 19.8

（注）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」各年度版より作成



 アメリカ：機関レベルで利用されている評価方法（2013年） 
 「全米規模の学生調査」「ルーブリック」「クラス単位のパフォーマンス

評価」が、最も利用され、かつ重視されている評価方法 
85% 

69% 
66% 

【参考】 

9 （Kuh et. al, 2014） 
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心理測定学的 
パラダイム 

- 標準テスト 
- 客観テスト 

オルターナティヴ・
アセスメント 
のパラダイム 

- 学生調査 

- パフォーマンス評価 
- ポートフォリオ評価 
- 真正の評価  

間接評価 

直接評価 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

- ミニッツペーパー 

本課題研究での成果 

  直接評価と間接評価の併用・統合 

サブテーマ3 
（JSLS2013） 

サブテーマ3 
（クイズ） 

サブテーマ1 
（ルーブリック
と評価課題） 

サブテーマ1 
（CLQ） 



本課題研究での成果 

  ルーブリックと評価課題の開発 

 AAC&UのVALUEルーブリック 
 メタルーブリック（大学間で共有modifyして機関全体で利用可） 

 長期的ルーブリック（学士課程全体をカバー） 
 

 サブテーマ1の各大学で開発したルーブリック 
 機関・学部等で共有 （AAC&UのVALUEルーブリックも参照） 

 多くは科目単位のルーブリック 
  

11 
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ルーブリック開発の       
アクションリサーチ 



各フィールドで開発されたルーブリック 

13 

取組の単位 ルーブリックの種類 科目 ルーブリックの特徴

関西大学1 機関レベル
ライティング・
ルーブリック

「文章力をみがく」
（主に1年、選択）ほか計

8科目

・科目横断的に共有される
  コモンルーブリック

関西大学2 機関レベル
プレゼンテーション・

ルーブリック

「スタディ・スキルゼミ」
（主に1年、選択）ほか

計4科目

・科目横断的に共有される
  コモンルーブリック

新潟大学歯学部1
科目レベル
（学部必修）

ライティング・
ルーブリック

初年次科目
「大学学習法」
（1年、全学必修）

・4名の教員で共有し、
  評価者間信頼性を検討

新潟大学歯学部2
科目レベル
（学科必修）

トリプルジャンプ・
ルーブリック

（2種類）

PBLテュートリアル
（2～3年、学科必修）

・ワークシート用とロールプレイ用の2種類
・長期的ルーブリック

山口大学
科目レベル
（全学必修）

科目共通のコモン
ルーブリック

初年次科目
「山口と世界」

（1年、全学必修）

・科目共通のコモンルーブリックを
  各科目でローカライズして使用

名古屋商科大学
科目レベル
（全学必修）

キャリアレポート・
ルーブリック

初年次科目
「VPSセミナー」
（1年、全学必修）

・卒論用のルーブリックを簡素化した
  ルーブリック

山形大学 科目レベル
サービスラーニン
グ・ルーブリック

「フィールドワーク」
（主に1年、選択）

・大学教員と地域住民の
  協働的開発



フィールド間の交流 

 フォーラムの開催 
 2015年10月3日、関西大学教育開発支援センターと合同開催 
 
 現状と課題の交流 
  外部への発信（ポスター発表とパネル） 
  コメント（濱名会員、深堀会員より） 
 

 事前アンケートでの各大学の現状把握 
  （山田他, 2015） 
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ルーブリックをめぐる論点 
   ―各フィールドでのアクションリサーチをもとに― 



【1】 ルーブリックで評価される学習成果 
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1-1 ルーブリックでどんな能力を評価しようとしているのか？ 

アカデミック・

ライティング
（文章コミュニ
ケーション）

プレゼンテーション
インタラクション
（口頭コミュニ
ケーション）

問題発見・解決
課題発見・探求

キャリア・
プランニング

市民としての
社会参加

関西大学 1
（レポート評価）

関西大学 2
（プレゼンテーション評価）

新潟大学歯学部 1
（レポート評価）

新潟大学歯学部 2
（PBL評価）

山口大学

名古屋商科大学

山形大学
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1-2 ルーブリックで評価しやすい（しにくい）のはどんな領域か？ 

知的行為の型を学ばせるような
領域

個性的な表現や即興的な行為
などが必要になる領域

アカデミック・ライティング パーソナル・ライティング

シミュレーション場面 現実場面



【2】 ルーブリックの階層性 

 
 

 

 大学間で、科目横断的に 
 （AAC&U：VALUEルーブリック） 

 全学で、科目横断的に 
 関西大学 

 全学あるいは部局で、特定の科目で 
 新潟大学歯学部、山口大学、名古屋商科大学、山形大学 

 
 

 何を共有し、何を各教員の裁量とするか？ 
 ＊大学間―大学―部局―科目（教員）の各階層間でみられる問題 
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2-1 ルーブリックをどの組織単位で共有するか？ 

2-2 共通性と多様性をどう両立させるか？ 



【3】 ルーブリックの内容と開発主体 

 
 

 一般的／課題特殊的ルーブリック 
 長期的／採点用ルーブリック 

 
 
 
 
 
 
 

 

 観点の抽出 
 レベル間の質的な差異の表現 
 改訂のプロセス 

 
 

 教員 
 学生 
 専門家（T&Lセンタースタッフ、他大学研究者） 
 地域住民、企業・NPO関係者 
 19 

3-1 どんなタイプのルーブリックにするか？ 

3-3 誰が開発にかかわるか？ 

3-2 観点、レベル、記述語をどう設定するか？ 



【4】 ルーブリックの活用 

 
 
 ルーブリックによる評価結果のフィードバック 
 学生による自己評価・相互評価    【5】学生の参加 
 学生の長期的な学びと成長の評価（異なる評価課題で同じルーブリッ

クを使った場合、その評価を比較できるか？）    
       cf. VALUEルーブリック 

 
 

 

 質的差異を表わすレベルは、評語（段階的）にはなじみやすい。   
ただし、100点満点（連続的）には使いにくい 

 単純総和（重み付け総和）と総合印象点のズレ 
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4-1 学習や指導の改善（形成的評価）に役立つか？ 

4-2 成績評価（総括的評価）に使えるか？ 



【5】 学生の参加 

 
 

 

 ルーブリックの作成 
 ルーブリックを使った自己評価・相互評価 
 ルーブリックについての意見（授業改善へのフィードバック） 

 
 

 

 ルーブリックをいつ、どの程度まで提示するか？ 
 ルーブリックの事前提示は、「評価のための学習」（戦略的な浅い学

習）を促すことにならないか？ 
 教員による評価と学生の自己評価のズレをどう扱うか？ 
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5-1 評価プロセスのどこに学生が参加するか？ 

5-2 自己評価・相互評価の問題にどう対処するか？ 



【6】 評価負担の大きさ 

 
 

 

 複数の観点×レベルによる評価 
 信頼性の追求、厳格な成績評価へのこだわり 
 複数の教員によるキャリブレーション（基準合わせ）やモデレーション 

（調整） 

 
 

 〈学習としての評価〉という考え方に立つ 
 利用を形成的評価に限定する 
 評価者を教員以外に広げる（TA、学生による自己評価・相互評価など） 
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6-1 評価負担の大きさはどこから来ているのか？ 

6-2 評価負担を軽減するにはどうすればよいか？ 



【7】 アカウンタビリティのための利用 

 
 

 

 経年比較、他機関との比較はしにくい 
 卒業論文・卒業研究での評価によって代表させる 
 特定の科目をサンプルに選ぶというやり方もある  e.g. 創価大学 
 標準テスト・質問紙調査との併用も視野に入れる 

23 

7-1 アカウンタビリティとの両立は可能か？ 
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今後の課題 



共通教育プログラム全体の評価 

 現状 
 学生調査（タイプⅡ） 
 標準テスト（タイプⅢ） 
 

 ルーブリックによる評価（タイプⅣ） 
 ①プログラム全体の評価が可能か？ 
  ②クラス単位の評価の積み重ねか？ 
 

 ①についてのAAC&Uの試み 
 大学間の壁を越えて、学生の評価事例とルーブリックによる評価

結果を収集・蓄積 機関間の比較可能性を確保 
 

 National Research Council（2012）の提案 
25 
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（NRC, 2012） 

ルーブリック
による評価 

など 

標準テスト、
質問紙調査  

など 

形成的評価（・総括的評価）とベンチマーク評価との関係 

・日常的な教育・学習活動では多様な形成的評価によって学習を支援 
・そこに、ベンチマーク評価を差し入れ経年比較や機関間比較を行うことによって、  
アカウンタビリティも果たしていく 
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発表概要

• 前回の報告


• 数学的リテラシー教育に関するヒアリング結果


• サブテーマ３への問題の提供


• 正課と課題



前回の発表（まとめ）

• サブテーマ４の実施した全国調査の中で「数学的リテラシー」に関する調査も実施。「数
学的リテラシー」が共通教育の教育目標に設定されている大学はごく少数であった。


• 215大学中38 大学(17.7%)が肯定的（まあそう思う, とてもそう思う）回答。


•  全学教育目標に数学的リテラシーを身につけることがほとんど掲げられていない


• 教育目標（学修成果目標）がなく、数学的リテラシーについて組織的な質保証の議
論は困難な現状が明らかになった。（詳細は前回のシンポジウムの報告（高橋, 
2015）（岡田・高野,2015）参照）


• 上記の回答が肯定的であった大学からのヒアリング結果を報告。ヒアリングの実施時期
は昨年秋。



ヒアリング結果の報告



私立小規模大学（名古屋文理大学）の事例

• 名古屋文理大学の概要 
2学部学生数1000人程度の私立大学 
文系の大学だが理系の要素も加味


• 共通教育の改革 
認証評価の際に「ポリシーとカリキュラムの整合性はとれているか」との指摘を受
けたことと情報文化学部から情報メディア学部への改組もあって教養教育の充実を
目指す改革を実施。基礎教育対応組織（基礎教育センター）を設立し、基礎教育の
全学的な共通化が数量的処理能力の向上を目的とする科目（以下、「数量科目」と
呼ぶ）と日本語能力を向上させる科目が1年次に必修科目として配置された。（前
後期に1単位科目として配置）


• 以下、数量科目の担当者への聞き取り結果を紹介



数量科目の実施状況

• 実験や観察を取り入れ，統計処理を重視する


• 学科ごとにクラスを設置するが、全体の共通性も確保


• 常勤の学科教員が担当し、常勤の補助教員１～２名が補佐


• 教育目標は数量に対する直観的な理解の向上


• 実験や観察も重視しているが実際にはデータを収集するプロセス等の負担も
大きく、データは教員が用意するなど簡素化し，負担の軽減に努めている。


• わかりやすく楽しい授業になるよう心掛ける



数量科目の要点と効果

• 学力上の弱点 
学生の学力上の目立った弱点の例としては，割合・比・分数。特に実測値の処理や実際
的な文脈での演習問題で，𝑎: 𝑏: 𝑐 のような複合的な比やab/c のような関係にある数量を
扱う際に戸惑う学生が少なくない。このため、手厚いサポートが必要。


• 数量科目の要点と効果


• 教員と学生の間にコミュニケーションが成立していることが重要。そのため、教員と
学生の間に垣根を作らないよう配慮。小規模大学の特性を利用し、教員と学生の距離
が非常に近い（学生もそう感じている）


• 学習の動機づけが決定的な意味を持っている。学習の必要性を感じていないと，デー
タを扱っても，ごく表面的に済ませてしまい，間違っても気が付かずに平気である。
学生が「できない」場合でも，素朴な質問を恐れず聞けるようにすることが大事



数量科目の課題

• 授業外学習時間が十分確保されていない（1単位のせいもあるが）


• 担当教員の熱意に負う部分が大きく、授業間での差異は見られる


• 専門科目との関連付け 
（専門科目では、実際に必要になった時に，必要な知識を学ぶ・復習すると
いうことで良いと考えられる） 
基礎教育では専門と関連があって学生の関心あるテーマを扱い，数学の大切
さが理解されることが重要。



まとめ

• 学生との距離が近いことが、利点となって数量科目が効果的に実施されてい
る。ただし、特定教員の負担（努力）に拠る部分は大きい。


• 文系での数学教育の成果を知識・能力だけで測ることは適切でなく、数学を
含む学習の価値がどれだけ理解・納得されたか、学生の態度がどう変わった
かという点が特に初年次では大切な観点であることが確認された。


• 職業や生活で役に立つツールとしての数学の教授学習に真剣に取り組んでいる
点で、高い先進性が認められた。



私立総合大学（中部大学）の事例

• 中部大学の概要 
7 学部，学生数1 万人弱を擁する私立の総合大学。近年、学士課程教育改革の一貫
として全学共通教育を改革を行っている。


• 共通教育の体制 
・すべての教員の協力のもとで教養教育を実施し、教養教育担当者も学部の専門教
育も担当 
・そのための組織として、各学部に「共通教育科」を設置 
・教育科の教員は、共通教育の科目は必ず担当。学部の専任教員として専門科目も
担当 
・全学共通教育部の統括調整部門が7 学部の共通教育科を統括し、共通教育科の人
事については全学共通教育部の部長（副学長）のもとで実施（学部では行えない）



数学的リテラシー科目の実施状況

• 数学的リテラシーに関する科目は全学共通教育科目の7つの教育区分の中の教
養課題教育科目として実施


• 科目としては1 科目。文系・理系の双方を含む全学向けの授業であり，科学・
技術に関する基礎的知識と素養を身につけ、数学的なものの見方や考え方が
できるようになることを授業目的としている。


• その１科目を10クラス程度開講。全学で半数程度の学生が受講


• 共通教育の数学的リテラシー科目で全学生の半数程度が受講しているという
のは、我が国の総合大学では非常に多くの学生が数学的リテラシーに関して
学んでいる状況



数学的リテラシー科目のマネジメント

• 各科目が複数クラス開講されていて、教員によって取り上げる内容は異なる。
特に非常勤講師が担当している授業は、マネジメントが難しい。


• 常勤の教員が担当しているクラスは、 
・授業目標に沿って「生活」「娯楽」との数学との関係を学び基礎的な数学
の活用についてグループワーク等を通じて行う授業 
・数学的概念の理解を具体的な問題から促進しその活用を演習形式で進めて
いく授業 
 
などそれぞれ工夫された内容で実施されている。



数学的リテラシー科目の内容と改善

• ある授業について授業担当者から詳しくヒアリング


• 授業目標は基礎的な知識，数学的な物の見方を身に付けてもらうこと。


• 内容としては初等整数論、確率、関数の形で３つの大きなテーマとして各回
で具体的な題材を与える形である。以前は社会で数学がどう使われているか
（RSA 暗号、バーコード）を説明していたが、興味を示さない学生もいたた
め、演習問題を提出させその結果を次の授業でフィードバックする形に変更


• 何を教えるかより、学習の定着を重視する形にやり方を変えてから成績は良
くなり、テストの平均点で15%程度の向上している。特に中間層の理解が深
まっている。



まとめ

• 全学共通教育のマネジメントを学部に共通教育の定員枠を貼り付けてその人事を共通教
育部門が管理するというユニークな方法を採っており，数学的リテラシーに関する教育
もこの規模の大学としては充実した量が提供されている．


• その内容については非常勤講師の部分のマネジメントには困難を抱えているが常勤の教
員が担当されている部分では授業目標に適した内容が教育方法の改善を伴って実施され
ている。


• 高校から大学初年次レベルの数学が社会で具体的に使われていること（RSA 暗号やバー
コード）を説明しても一部の学生しか関心を持たないという点は数学的リテラシーにつ
いての教育において重要な指摘であると考えられる。


• 社会で役に立つことを示せば学生は当然興味を持つと考えがちであるが社会の役に立つ
ということで学生が興味を持つという保証はどこにもない．



国立総合大学（信州大学）の事例

• 信州大学の概要 
8学部学生数1万人強の国立総合大学 
複数のキャンパスがあり大学のアイデンティティの確立の上で教養部が重要な
役割を果たしてきたが、大綱化以降教養部が廃止され、大学としてのアイデン
ティティ解体の危機との認識から、約10年前に全学教育機構を設置。


• 全学教育機構の概要 
・全学共通教育に対する責任を担う組織として、各学部と緊密に連携。 
・自ら考え，学び，問題を解決する能力と，グローバル化時代に不可欠な幅
広い教養を育成するために，全学的な見地から共通教育を企画・実施 
・学部一貫教育を前提とした高度専門職業人養成の育成に向けた研究開発，
企画，支援にも取り組んでいる



数学的リテラシー科目の実施状況

• 数学的リテラシーのDPでの位置づけ 
信州大学のディプロマ・ポリシーには，学生が身に付けるべき能力として、 
「自然や社会の現象を普遍的な尺度や数量的指標を用いて理解できる」 
ことが掲げられている。


• 数学的リテラシー科目の実施状況 
全学教育機構は，教養科目（自然科目群）の「数理・情報の世界」，及び基
礎科学科目（理系の専門基礎科目）として、数理科学関連科目を提供しいる.
教養科目「数理・情報の世界」は，主として文系学部の選択科目として位置
付けられており，数学的リテラシーの涵養が目指されている。 
文系学部では、必修ではなく自然科目群の中から選択する形。



数学的リテラシー教育の状況

• 授業の工夫 
・学生が数学と社会との繋がりについて理解できるように、生活場面で数学を活用する例
題を取り入れる 
・図表を多用した例題を取り入れる  
・グループワークなどのアクティブ・ラーニングの手法を駆使  
・多元的な成績評価を行う


• 数学教育支援を行うために「数学学習相談室」も設置している. 


• 学生の主体的な学びを喚起することは容易ではなく、数学学習相談室を利用する学生も多
くない。


• 背景要因の一つとして、信州大学の大学入学者選抜試験において、個別学力検査で数学を
必修としている文系学部は一部に限られており，全体として数学離れが進行している



課題と今後の方向性
• グローバル人材育成、地域貢献、高年次教養教育を目指す信州大学における全学教育機構の
役割は重要性を増しているが大学の資源は減少傾向にある。


• そうした中で、共通教育科目の合理化（科目数の縮小）や遠隔講義システムの活用等の工夫
が凝らされているものの、数学的リテラシー教育の体制強化を実現する方策は容易には見出
せない状況であった。


• 数学的リテラシーの涵養が、学士課程教育の優先課題の一つであることは共有されても、全
学共通教育に対する責任を担う組織や担当教員の努力に頼るだけでは限界がある。そうした
組織への教員配置や、学部教員が担当する共通教育科目の質保証を含む、全学的な教学マネ
ジメント体制の確立、ディプロマ・ポリシーと整合性のあるアドミッション・ポリシー及び
カリキュラム・ポリシーの策定を併行して進めることが不可欠


• 数学的リテラシー教育の問題は、大学の管理運営における教学マネジメントの矛盾を浮き彫
りにしており、全学的な観点から問題を捉え直す必要がある。



公立総合大学（大阪府立大学）の事例

• 昨年度の課題研究でも大阪府立大学の文理融合の現代システム科学域で共通教育
科目として数学基礎を必修としていることを報告（高橋, 2015）


• 今回は当時のカリキュラムの責任者にカリキュラム策定過程についてヒアリング
を実施


• 当初は、統計は必修科目と考えていたが基礎数学（文系向けの新たに開発された
科目）は選択科目であったこと、その科目の開発に関わった教員が必修科目とす
ることを提案し必修にしても大丈夫ということを説得したことなどが分かってき
た。


• カリキュラムの決定権を持っている組織と共通教育の実施組織がカリキュラムに
ついても協働することの重要性が改めて浮き彫りとなった。



直接評価サンプル（サブテーマ３への提供）

サブテーマ３の調査への提供問題
下の表は, A, B, C 3つの都市の面積と2003年と2010年の
人口を表にしたものです。2010年に人口密度が
9000人/km2 を超える都市をすべて選びなさい。

都市 A B C

面積(km2) 221 144 437

2003年の人口(千人) 2624 1290 3519

2010年の人口(千人) 2661 1410 3672



• 電卓使用不可、回答時間5分を想定

正答 259 48.6%

誤答 241 45.2%

無回答 33 6.2%

計 533 100.0%

6.2%

45.2%
48.6%

正答 誤答 無回答

小学５年生の学習内容 
面積(km2)×9000(人/km2)を概数の計算が出来れば容易



成果と課題

• 我が国の大学では数学的リテラシーを身につけることが共通教育の教育目標と
しても掲げられることが少ない実態が明らかになった。


• また、総合大学においては数学的リテラシーを身につけるための共通教育の組
織が提供していても履修している学生の割合は高くないことも明らかになった。

• 教育目標として掲げられず、実際にそういう科目を履修していないところで質
保証の議論自体が困難である。


• 学士課程のカリキュラムの決定権（履修要項、卒業要件等）は学部・学科にあ
り、そのカリキュラム策定の段階から共通教育組織が協働していく必要がある。



• 今回は、直接評価（学士課程の数学的リテラシーのテスト）に関する議論は
行ったが、それを提示する段階に至っていないということで問題の提示は行
わなかったが、例示は必要だと考えているので今後研究を継続する


• 共通教育のマネジメントに関しては学部・学科との連携を一歩進めてカリキュ
ラム策定にまで進めないと難しいことが明らかになった。今後は、学部・学
科として数学的リテラシーの教育目標を掲げている大学について調査を進め
る。


• 高校2年生に進級する際に文系・理系を分けてしまう日本特有の問題もあり、
文系の大学生は数学的リテラシーが必要だという認識も持てない状況。しか
し、データに基づく意思決定の重要性がますます増してくる現代社会でこの
ような教育の在り方は大きな損失。高大接続改革の議論(文部科学省,2015）と
合わせて今後高大のカリキュラムの改革が求められる。
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共通教育における直接評価と間接評価における
相関関係：成果と課題

山田礼子（同志社大学）

2015年度大学教育学会 課題研究集会
学士課程教育における共通教育の質保証

大学教育学会 課題研究集会
於）岩手大学 2015年11月29日
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本日の発表内容

Ø 全体の研究とサブテーマ３の研究の関係

Ø 先行研究の蓄積と課題

Ø サブテーマ３のこれまでの進捗状況

Ø 直接評価としてのクイズ開発と客観テスト問題例示

Ø 直接評価と間接評価の相関関係は ？

・問題の設定

・調査の概要

・調査結果の分析

・調査結果からの知見

Ø 本研究から見えてくる課題と更なる研究の可能性

2



全体の研究とサブテーマ３の研究の関係

サブテーマ相互の関係
（出典）高橋（2014, p.60）

サブテーマ３の目的 モデル図

サブテーマ３の目的：標準型 間接評価
（JSLS2015）＋ 直接評価（小テスト）の開
発と実施、分析、検証、標準型アセスメント
としての利用
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サブテーマ３の理論モデル図

¨ 間接評価によりモデル図

の学習過程を検証

¨ 学習過程の部分と認知面

（共通教育）における成果

を統合するために、客観

テスト（直接評価）と

ルーブリック型質問項目

の開発と検証
山田作成モデル

4



先行研究の蓄積と課題（１）
Pike (1996)による整理 森報告2015大学教育学会ラウンドテーブルから

¨ 知識に関する自己評価と知識を問う試験の成績の相関に関する研究
¤ 「有名人に関する知識」の、自己評価と成績の間には中程度

（0.47～0.74）の相関がある：
Berdie, R. F. (1971) Self-claimed and tested knowledge

¨ 知識に関する自己評価と「大学での学習成果測定プログラム

（一般教育）」の成績には弱い（0.21～0.24）相関がある：

Dumont, R. G. and Troelstrup, R. L. (1980) Exploring relationships 

between objective and subjective measures of instructional 

outcomes

¨ 知識に関する自己評価と知識を問う試験の成績の相関に関する研究
¤ 知識の獲得に関する自己評価とGREおよび全米教員資格試験の成

績の間には弱～中程度の強さの正の相関がある：
Astin (1993) What Matters in College?
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先行研究の蓄積と課題（２）

直接評価と間接評価の関係に関する研究

¤ 直接評価の結果と間接評価である学生が自己評価した学習
成果の結果が整合的である：

Pascarella, E. T., &  Terenzini, P. T. 2005

p 直接評価であるGPAやGRE(大学院入学適性試験)と学生の
自己評価による成長度合が整合的：

Anaya, 1999

¨ 学生の態度と達成の相関に関する研究

¤ NSSEによって得られる学生の関与(engagement)の度合いと、
６年以内の卒業率や卒業時のGPAは相関しない：DiRamio, D. 
and Shannon, D. (2011) Is NSSE Messy?
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先行研究の蓄積と課題（３）

¨ NSSEの回答の妥当性への疑問＝回答が大学における学
生のエンゲージメントのレベルを真に反映していない：
Stephan Porter, 2012

¨ NSSE等の学生調査単体ではなく、CAAP (Collegiate 
Assessment of Academic Proficiency)やMAPP (Measure 
of Academic Proficiency and Progress)等標準試験との併
用が望ましい：Stephan Porter, 2012

¨ 学生調査は、現在では単体で利用される教育評価というよ
りは、直接評価と組み合わせて利用される評価としての合
意が形成：Gonyea, 2005 課題：直接指標の結果と間接

指標の結果の相関の強さ・有
無には諸説ある状態
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サブテーマ３のこれまでの進捗状況

¨ 国立A大学での2013年度試行調査実施と分析

¨ 問いへの検証から調査項目の改訂

¨ ・「間接評価」はどのように活用することができるか。

¨ ・ 「間接評価」と「直接評価」はどのように結びつけることが効果的か。

そのためには、どのような調査票の開発が必要か

¨ 知見（１）多元的な教育目標等の（主観的な）到達度評価

¨ （２）（教育改善のための）項目感の関連性の分析・検討＝「大学という環境」の

効果検証

¨ （３）学生の受講経験・能力状況の（主観的な）可視化

¨ 間接評価の限界 ・個々の学生・個々の教育実践との乖離 ・データの信頼性・

妥当性の検証（白川）

¨ 「大学生学習調査2015年」の概要 (森）

¨ ・認知面における成果の測定のために間接評価のなかで測定する小テスト型客観問題を開発

・個々の学生の能力段階の測定を精緻化するために、「ルーブリック型質問項目」の開発

¨ フェイスシートの質問：５

¨ 間接指標に関わる質問：１４項目

¨ 直接指標に関わる客観テスト問題：８問
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直接評価としての客観テスト開発と

問題例示 （日本語論理問題）

（４）次の文章の主旨としてもっとも適切なものを、以下の１～５から１つだけ選んで○を
つけてください。

１．管理職者には心理的な安定が求められる。

２．サービス業には生産ラインが用いられる。

３．これからの職場では対人関係能力が求められる。

４．製造業では人材の重要性は軽視されている。

５．サービス業では物品が扱われることはない。

生産の主力は製造業からサービス業に移りつつある。サービス
業の拡大により、管理職にある人々にとっては、生産ラインに
流れている物品に対して気を配ることよりも、人々に対して気
を配ることのほうが重要になってきている。

9



直接評価としての客観テスト開発と
問題例示 （英語）

Circle the most appropriate number
1. Italy   2. Israel   3. Palestine   4. Saudi Arabia   
5.None of the above

2) This country was established in 1948 based on the 
idea that the Jewish people must have a country of 
their own as a “promised land.” Its population is around 
8 million.  It faces the Mediterranean Sea. To which of the 
following countries does this description best apply？
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調査の概要と調査分析結果

直接評価と間接評価の相関関係は？11



問題の設定と調査の概要

¨ １．客観テスト問題
の正解数という直
接評価による評定
結果と間接的な評
価との相関関係
は？

¨ ２．直接評価による
評価結果と学習時
間の相関は？

¨

¨ 実施時期 2015年４～７月５大学

¨ 最終回答数 533 男320（60％） 女197（３７％） 無回
答16（３％）

p 1年生203（38.1％） 2年生208（39％） 3年生68（12.8％）
４年生（7.9％）５年生以上７名（1.3％） 留学生７名
（1.3％）

p 設問正答率 英語（読解力5問 時事知識１問） 読解力
＝Q1：41.5％ Q2：21.6％、Q3: 44.1％、Q4: 52.5％、Q5: 
49.2％、時事知識＝2．Q1: 36.0％

p 論理的思考力（数理）＝問題3．(1): 55％ (2): 57.8％

p 高校までに修得していると仮定した数理問題・問(6)：
48.6％

p 日本語で論理的思考力と、読解力を問う問題＝ (3)：
81.2％ (4)：74.3％ (5)：76.7％

p 英語の読解力、時事問題、数理問題よりも日本語による
論理的思考力、読解力を問うている客観テスト問題の正
答率が高い

問題の設定 調査の概要
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ルーブリック型英語に関する質問から見る自己評価

（１３）英語を読む力についてどの程度自信が
ありますか？ ひとつ○をつけてください。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

とても自信があ

る
自信がある

自信はない

まったく自信が

ない

レベルが容易であるほど、「とても自信がある」と回答す
る比率が高く、高度になるほど「まったく自信がない」と答
えている比率が高い
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英語の自信の程度ｘ正答数（全正解数６）

¨ 「まったく自信がない」
と答えている学生ほど
正答数が低く、「とても
自信がある」と答えて
いる学生ほど正答数
が多くなるというおお
まかな傾向

¨ ただし、レベル５＆6で、
とても自信があると回
答している学生数は
非常に少ない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まったく自信がない

自信はない

自信がある

とても自信がある

レベル２ｘ正答数

0 1 2 3 4 5 6 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まったく自信がない

自信はない

自信がある

とても自信がある

レベル５ｘ正答数

0 1 2 3 4 5 6 無回答
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正答率と英語の自信の自己評価の関係

¨ レベル4「ニュース報道などの現代の問題についての記事や
報告が読める」と英語での時事問題の問題2．Q1の正答率と
の関係は？

¨ 「まったく自信がない」学生の正答率は27.8％

¨ 「自信はない」学生の正答率は36.6％

¨ 「自信がある」学生の正答率は42％

¨ 「とても自信がある」学生の正答率は38.1％

¨ 相関係数は0.164 （p<0.001)

英語の自信の程度と英語の正答状況との間には相関傾向

が存在

15



正答率と理解度の自己評価の関係

¨ 理解の程度が増えるほど、
正答率が上昇する傾向

¨ 主観的な評価も一定の信
頼性を伴う評価指標として
利用可能

¨ 注

「大きく増えた」と回答してい
るグループについては若干
の正答率の落ち込み

0.0%

21.1%

34.5%

41.6%

36.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

英語の時事問題の正答率とグローバルな問題
の理解の習得度（自己評価）の関係
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GPAと客観テスト問題正答数との関係

¨ 直接評価結果としての
GPAと客観テスト問題と
の正解数には一定の相
関が観察

¨ ただし、今回は追跡が
できる学生数が限定さ
れているため、大規模
人数での検証が不可欠

2.9

1.7

4.8

3.3

GPA高グループ GPA低グループ

英語正解数平均＊ 論理正解数平均＊＊

*p<0.1 **p<0.05 水準で有意
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ジェネリックスキルの習得度の自己評価と正解数との関係

¨ 分析および問題解決力・批判的思考力の習得度が高いと自己
評価した学生は論理問題正解数が高い傾向

¨ 数理的な能力の習得度と論理問題正解数の関係は統計的
有意差は無

¨ 外国語能力の習得度と英語問題正解数の関係は統計的
有意差は無

低～変化無 増加 低～変化無 増加

論理正解数平均 3.7 4.2 3.8 4.1

*p<0.01 水準で有意

分析および問題解決力増加度* 批判的思考力増加度*
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直接評価による評価結果と学習時間の相関は？

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0時間

1-5時間

6-10時間

11-15時間

16-20時間

21-25時間

26-30時間

30時間以上

無回答

週あたりの読書以外の授業の準備や宿

題時間ｘ論理問題（日本語）正答数

0 1 2 3 無回答

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

英語問題正解数 低グループ

英語問題正解数 高グループ

授業外学習時間は客観テスト問題の正答数に関係はほとんど無い
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調査結果からの知見

p 英語の自信の程度は、英語の正答状況と相関傾向がある

p 学生のできる／できないという自信は正しく自己認識できている

p 学習時間は、授業内、授業外の時間とも、ジェネリックな客観テ
ストについても相関がない

１，２年生が主体で、高校までの勉強の影響？

間接評価の意義に対する批判に対する回答としての意味を持つ

調査結果
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本研究から見えてくる課題と更なる研究の可能性

¨ 何故学習時間が関連しないのかについての要因を追求
する必要性

¨ 低学年時でのジェネリックな客観テストにはそれまでの学
習経験のインパクトがきいているのかという問題を解明

¨ 高学年をもカバーする共通教育の成果とは何か？

ジェネリックな客観テストとは異なる性格を持つものか？

更なる追求と客観テストの開発が次の研究課題
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客観テストに関して今後議論すべき論点
22

¨ 客観テストの内容についての開発は何を基準にすべきか？

¨ 客観テストの内容の妥当性をどう担保すべきか？

¨ ジェネリックな内容から構成される客観テストの内容についての研究蓄積
が少ない、今後何を基準に開発すべきなのか？

¨ 英語の標準テストについての研究蓄積は豊富であるが、それとの差異な
ども視野に入れる必要性は？ 米国の標準テストは参考になるのか？
分野別の標準テストとの関係は？

（この論点は山田礼子（2010）「「学士課程教育」はどのような課題を提起し

ているのか～現状から課題へ～」『大学教育学会誌』，第32巻第１号，

pp.45-53において提示）

¨ 上級学年における共通教育の成果についての研究蓄積も少ない。
何を基準にしていくべきか？



¨ ご清聴ありがとうございました

質問は

ryamada@mail.doshisha.ac.jp

までお願いします
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サブテーマ４
共通教育における質保証のためのマネジメント

—成果と課題—

大学教育学会課題研究集会
シンポジウム「学士課程教育における共通教育の質保証」

2015年11月29日

鳥居 朋子
立命館大学 教育開発推進機構



はじめに
} サブテーマ４の研究課題：共通教育における

質保証のためのマネジメントの手法を検討（鳥
居, 2014）

} 開発への示唆：PDCAサイクルの中でも、とり
わけ各大学が苦心していると見られるCheck（
評価）とAction（改善）のティップスに潜在的な
ニーズ

} これまでの主な研究成果をふまえながら、実
践知のまとまりとしてのマネジメントのティップ
ス（暫定版）を報告



「共通教育における質保証のためのマ
ネジメント」を捉える視点

} カリキュラムマネジメントの定義の援用

「大学の教育理念（教育目標）を実現する
ために、教育活動の内容・方法（カリキ
ュラム）上の連関性と条件整備活動（マ
ネジメント）上の協働性の対応関係を、
組織構造と組織文化を媒介としながら、
P-D-C-Aサイクルを通して組織的、戦略

的に動態化していく営み」（中留, 2012, 5）



1-1. 国内外の理論および実践の現状把握
} カリキュラム開発にかかわるモデル（Diamond, 

2008 ; Lattuca & Stark, 2009)、大学の組織文化の類
型（McNay, 1995）

} 全国調査2014：「共通教育への積極性」「組

織へのコミットメント」「改革志向」といった組
織文化の側面の得点が高いほどマネジメン
トがうまく機能（岡田・高野, 2015）

} General Educationの改善のための指針・チェ
ックリスト等（AAC&U, 2013 & 2015）

}⇒ティップス開発の作業イメージの形成



} ケーススタディ：山口大学、名古屋商科大学
、大正大学

} ルーブリックや学生調査等の評価ツールの
開発・活用という組織的な取り組み自体が、
共通教育の授業担当者を始めとする大学構
成員（学生も含む）の教育・学習観の変容を
促し、共通教育のマネジメントのあり方に影
響を及ぼす要因となり得る（林, 2015 ; 山田ほか, 

印刷中）

1-2. 実践的課題の抽出



} 文献に基づく事例収集・分析：大学評価・学
位授与機構等の認証評価報告書や各大学
のウェブサイト、高等教育のマネジメントに
関する定期刊行物等に掲載された優良事例

} 共通教育への積極性という組織文化を醸成
・強化し、エビデンスに基づき共通教育の実
践を評価できる体制を整えることが、マネジ
メントを効果的に進める上での鍵に
} 全学的なセンター・機構で運営している大学ほど、また、

共通教育の領域別の組織がある大学ほど共通教育への
積極性が高い（岡田・鳥居, 2015）

1-2. 実践的課題の抽出



} 共通教育の質保証のためのマネジメントに関するア
ンケート調査（自由記述式）：平成26年度AP事業（複
合型）の採択校（約20校）、2015年5〜6月

} 共通教育の目標設定、実施、評価、改善、マネ
ジメント全体について、工夫した点や困難な点、
今後の課題等を自由記述で回答

} 複数大学でのヒアリング調査

} 他のサブテーマの研究成果から、関連する論点の
抽出・整理

} 共通教育の統括等の経験を持つ上級管理職からの
フィードバック

1-3.手法開発の視点の抽出および整理



2. 共通教育における質保証のためのマ
ネジメントのティップス開発

} ティップス（暫定版）のコンセプトと特質

} PDCAサイクルに基づいた、共通教育

の質保証のためのマネジメントの５つ
の指針

}各指針にそくしたティップス（複数）

¨個々のティップスを裏付ける優良事
例（複数） 等

※別冊資料をご覧下さい



共通教育のマネジメントサイクルを
組織的に回す

図 共通教育の質保証のためのマネジメントのティップス

学士課程教育に
おける共通教育
の目標を明確に
設定し共有する

共通教育の目標
にそくした科目の
配置や実践を行

う

共通教育の実施
の成果を測る
評価ツールを

開発し導入する

エビデンスと
実践の可視化に
よって共通教育

を改善する

1-1:学士課程教育の目標における共通
教育の位置付けを明確に設定する

タイプ1/共通教育の目標を専門教育とは
別に設定し，その目標達成や専門教育との
連動を図る科目を設置する

タイプ2/共通教育を専門教育の基礎とし
て位置付ける

1-2:共通教育の目標および重要性を全
学の教員や学生等と共有する

2-1:教育目標を達成するための科目配
置を行い，科目間の関係性を示す

2-2:教職員が教育目標を共有し協働し
て授業を開発する

3-1:教育目標に照らして授業内容・学修
成果を評価する

3-2:共通教育を通じた学修成果の重層
的かつ多面的な評価を行う

4-1:授業アンケートなど学生の声を反映
させる仕組みを整備する

4-2:成績分布など多角的にデータを収
集・分析し，結果を組織的に検討する

4-3:優良実践などを全学的に共有する

ための場や媒体を設け，教職員の改善
意欲を促す

指針１

指針３ 指針２

指針４

指針５

5-1:大学の最上層部が共通教育の推進を
戦略的に主導し，学部と協働する

5-2:共通教育を全学の教育課題として重
視し，実質化するための制度を設ける

5-3:共通教育に関係するすべての部局や

事務組織と協働して進める

5-4:組織構造や組織文化の特徴を活かし

た実施体制やコミュニケーションの方法を
採る



到達点および今後の課題

} ティップス（暫定版）として、ひとまず整理
・可視化されたマネジメントの手法
} 有効性の検証

} 優良事例の拡充

} 実践へのヒントの具体化

} 開発手法の高度化

} 共通教育に固有のマネジメントの条件や
課題のさらなる追究
} 「学士課程教育」と「共通教育」の関係の整理
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45-50頁。
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ご清聴ありがとうございました。
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