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では、まず最初ですけれども、大学教育における質

保証ということで、盛んにテーマになっています。質

保証という言葉、いろんなところで今聞き、我々に求

められているわけですけれども、ただ、私自身は質保

証という言葉がどうもぴんとこないんですね。先生方

はどうかわかりませんけれども、私自身は質保証とい

うことで一体何を求められて、どこまで何をやったら

質が保証されていると言えるのか、それが全ての教員

の共通理解になって我々は取り組んでいるのかという

と、非常に心もとないというか、多分そういうところ

まできちんとできていない。むしろそういうところを

目指して頑張れということなんだろうというふうに個

人的には理解していますけれども、ただ、質保証とい

う言葉がどうにもいま一つ私自身の中ではしっくりこ

ないわけです。

じゃあ、その質保証という言葉でどういうことが今

求められているのかということをいろいろ考えてみる

と、私自身の中では、これまでの大学教育の歴史を踏

まえた上でどういうことが求められているのか、こう

いうふうにまとめたらわかりやすいのかな。私自身の

言葉で今求められている質保証というのをちょっとま

とめてみたいと思います。

 1 つは、皆さん、もしかしたら釈迦に説法かもしれ

ませんが、昔は大学設置基準で大学の事前規制が行わ

れていたものが、大綱化、自由化以降に自己点検評価

あるいは第三者評価ということで、自由度が認められ

た分、その分きちんと自分たちで点検する、あるいは

外部に点検を依頼して、きちんとやっていきましょう

ねという形にだんだん変わってきた。

それからもう一つは、大学生、大学というものがい

私、大阪府立大学高等教育開発センター長を務めて

おります星野と申します。きょうはよろしくお願いい

たします。

先ほどは森先生のほうから高等教育における質の保

証を大きなところから最後は関西大学の事例のところ

までお話しいただきましたけれども、私のほうからは

大阪府立大学の一つの大学の事例ということでお話し

させていただきたいと思います。

本学も2014年度からAPの事業を採択していただき

まして、取り組みを進めているところです。本学でど

んなことに取り組んでいるのかといったご紹介をする

よりも、そこに至るまでにどういうことを我々が行っ

てきて、どういうことを考えて、それを踏まえて実際

にAPの事業の取り組みの中で何をしようとしている

のか、しているのかというお話をさせていただければ

と思っています。

最初に、きょうのお話はこういう内容にしたいと

思っております。 1 つ目は学びの可視化と質保証とい

うことで、質保証といったものを私自身がどういうふ

うに捉えて、それを学びの可視化とどういうふうな関

係で結びつけて考えているのか、そういうようなこと

を少しお話ししたいというわけです。

それから、その学びの可視化の取り組みとして、本

学では大きく分けて 2 つのことを行っています。 1 つ

はeポートフォリオ、それからもう一つは学生調査と

いうことで、この 2 つで我々は学びの可視化というも

のを全学的な取り組みとして行っていますので、それ

の紹介をさせていただき、そこのいろいろなデータを

踏まえた上で、最後に本学のAPの事業について少し

ご紹介できればというわけです。
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その中で、当然卒業生の質、学修成果というのが今

求められているわけで、先ほどの森先生のお話にもあ

りましたけれども、ティーチングからラーニングへと

いうことで、我々は学生がどんなことを学んだか、ど

ういうことを身につけたかということに着目せざるを

得ない状況になっているということになります。

そうすると、我々は当然のことながら、これまで

にも何度も話に出てきましたけれども、学生の学びの

最終的な成果、どんな成果を身につけて出ていくかと

いう最終的な成果のところだけではなく、当然のこと

ながらそのプロセスをきちんと見ることによって品質

管理のようなことができるということになるわけで、

我々が知る必要があるのは、今盛んに言われている学

修成果、最終的な成果だけではなく、当然のことなが

らその途中までのプロセス、学生がどんなふうに学ん

できたのか、その学びのプロセス、それから成果、そ

の両方を知ることが必要になってくるだろう。そのた

めに我々は学生の学びを可視化してあげる必要がある

だろう。そこからまたいろいろなことがわかってきて、

我々の教育の質の改善とか向上につながっていくので

はないか。こういうふうに考えるとわかりやすいのか

なというふうに個人的には思っています。

そのために本学では、先ほども言いましたよう

に 2 つの大きな取り組みをしていますが、これは本学

における、例えば大学における学びというものを図式

化したものですけれども、大学生はどんなふうに学ん

でいるのかというのを考えてみると、授業一回一回で

いろんなことを学んでいく。そうしてその授業15回分

が積み重なって半期の 1 つの授業科目全体としての学

びにつながります。それプラス、授業外でもいろいろ

な学びを学生はしているはずで、そういうものも含め

て学生は半期全体での学びが何かしらある。さらにそ

れが積み上がっていくことで 4 年間全体での学びがあ

るだろう。こういう学びのプロセスを最終的な成果も

含めて可視化していくということがきっと必要なんだ

ろう。そのために我々が行っていることの一つが、e

ポートフォリオというものを導入することによって、

ここら辺の範囲のところの可視化をカバーしようとい

うふうにやっています。

それから、もう一つが学生調査ということで、これ

わゆるユニバーサル段階にどんどん入っていって、大

学進学率が上昇していくに伴って、今までは大学入学

試験を通ってくれば、それなりの学生がきちんと入っ

てくれて、出ていく学生もちゃんとした学生が出て

いってくれているんだというふうに言えたのかもしれ

ませんけれども、そうではなく、多様なバックグラウ

ンドを持った、特にグローバル化に伴って外国からも

来るし、またいろんな学力の学生も来るしということ

で、入学してくる学生が多様化してくる。そうすると、

どうしても出ていくときに、じゃあちゃんとした学生

が出ていってくれているんだろうか、そういうところ

が課題になってくるということで、そういうところで

現在卒業生の質あるいは学修成果というところが特に

強く求められているんだろうというわけです。

これをもうちょっとわかりやすい言葉で言うと、こ

んなふうになるのかな。私自身の言葉というか、非

常に単純な理解で言うと、先ほどの森先生の話にも

ちょっとありましたけど、大学というのを例えば工場

みたいなものに例えたとすると、余りいい例えではな

いと思いますけれども、製造工程を考えたときに、我々

が求められているのはそのプロダクトに対する品質保

証。質保証というよりは品質保証ですね。そうする

と、それは大学でいえば何に相当するか。余りいい例

えじゃないにしても、出ていく卒業生がきちんとした

学力を身につけて、成果を見につけて出ていく、そう

いう意味での品質の保証をきちんとするということが

求められている。

それだけではなく、これまで言われているように、

品質管理というふうに理解してみると、プロダクトを

製造する過程においていろいろな課題があれば、そこ

に対処し、きちんとした製品をつくっていく。そうい

うようなチェック機能を常に内部に持っているという

ことが求められている。

そういう意味でいうと、品質保証、それから品質管

理といった形で理解すると、今言われている質保証、

我々に求められている質保証が何なのかなということ

は何となく理解できるのではないか。そういうふうに

言ったほうが、例えは余りよくないにしても、私自身

の中でのイメージとしては非常にしっくりくるのかな

と思っています。
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リオ、それからティーチング・ポートフォリオ、こ

の 2 つを組み合わせたような形のポートフォリオを導

入しました。

ここで言うティーチング・ポートフォリオ、高等

教育の中で言われるティーチング・ポートフォリオと

我々が導入したポートフォリオ、ちょっと違うと言え

ば違うんですけれども、それに近いものだと思ってい

ただければ、要するにこの 2 つを組み合わせたような

ものだという理解でいいかなと思っております。仕組

みはこんな形です。

もともとこういうものを導入しようと思った背景

は何かというと、そもそも我々授業アンケート、今ほ

とんどの大学で授業アンケートあるいは授業評価アン

ケートというものが行われていますけれども、この授

業アンケートというものにいろんな課題があるといっ

たところから出発しました。

授業アンケートというのは学生に授業を評価しても

らうというふうに思われがちなんですが、ただ、授業

アンケートをしても、そもそも学生に直接的なメリッ

トというのがなかなか出せないというところが一番の

悩みでした。そこで、学生に授業を評価してもらうと

いうのだったら学生にとって余りメリットがない、も

うちょっと何かいい仕組みをつくれないだろうか、と

いうことで考え出したのが我々のeポートフォリオと

いうことになります。

これがその概念的なものをあらわしたものですけ

れども、その中心にあるのが学生の学修自己評価と

書いてある授業科目ごとに行う学びの自己評価になり

ます。要するに、これが今までの授業アンケートある

いは授業評価アンケートにかわるものでして、学生に

は基本的には授業を評価してもらうんじゃなくて、学

びを評価してもらう。むしろ学びを知ることが教員に

とっても役に立つだろうという観点から学生の学びを

自己評価してもらうことにしました。

ただ、それだけではあれなので、半期ごとに自分自

身の学習目標を立ててもらって、半期の授業を受けて

もらい、授業科目ごとに自分の学びを振り返って自己

評価をしてもらう。さらに半期全体としての振り返り

をしてもらうということで、学びのPDCAのサイクル

を回せるような形の仕組みを整えてあげようというこ

はもうちょっと上の範囲ですね。eポートフォリオの

ほうは割と授業に近いところ、授業に絡んだところか

ら上のところを見ていますが、学生調査のほうは授業

各回とか、授業科目一つ一つというよりは、もうちょっ

と上のところを見ている。そういうとこら辺を可視化

するということで、この 2 つの取り組みをしていると

ころです。

では最初に、まずeポートフォリオのほうからご紹

介させていただきたいと思います。

ポートフォリオというのは、皆さんひょっとしたら

ご承知でない方もいらっしゃるかなと思って簡単にご

紹介させていただきますが、一言で言えば成果物を蓄

積したもの、作品集というようなことになるかと思い

ます。

これはうちの息子が学期末に小学校から持って帰っ

てきたものですけれども、その学期に自分がつくった

作品をかばんに入れて持ってきて、まさしくこれが

言ってみればポートフォリオみたいなものなわけです

ね。これを電子化したものがeポートフォリオという

ことになるわけなのですが、大学の教育の中で言われ

ているeポートフォリオというのは、こういうイメー

ジで捉えるとちょっと違うポートフォリオというもの

のほうが今は主流になっているのかなと思っていま

す。

どういうものかをイメージしていただくために、少

し前の中教審の答申を持ってきましたけれども、これ

を見ていただくほうがちょっとわかりやすいかなと

思ったのですが、ここの中では、学生がみずからの学

修成果の達成状況について整理・点検するとともに、

大学が活用し、多面的に評価する仕組み（いわゆる学

習ポートフォリオ）の導入と活用を検討しましょうと

いうことが一つ言われています。

それからもう一つは、ちょっと違う文脈で、授業改

善に向けたさまざまな努力や成果を適切に評価する観

点から、教員が教育業績の記録を整理・活用する仕組

み、いわゆるティーチング・ポートフォリオの導入・

活用を積極的に検討すると。こういう形で中教審の答

申の中ではポートフォリオについて言及されたところ

があるわけですが、本学で導入したポートフォリオは、

言ってみればここで言及されている学習ポートフォ
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うの科目にリンクを張って、これが「Do」に相当し、

最後に授業の振り返りをしてもらうリンクがここにあ

るという形で、授業科目単位での「Plan」「Do」「Check」

もできるようになっているという形になります。それ

らが半期ごとにデータとして蓄積されていくという

ことで、これを我々は「学習・教育支援サイト」とい

う形で立ち上げていまして、これは別に半期に 1 度こ

こに行って書き込むというだけでなく、ふだんからオ

ンラインで何らかの活動をするときにはここを通って

いってもらうという形にしております。こういう形で

日常的な学習教育環境の中に埋め込むことで、こうい

う振り返りができるだけ自然にできるようにという形

にしております。

これらのデータから当然学生にいろいろな情報を可

視化して見せてあげることができるようになります。

例えば自分自身の学修の自己評価とそのクラスの自己

評価がどう違うのかといったことを見ることが当然で

きるようになっていますし、このシステムを入れてか

ら、学生には成績情報をきちんと公開するようにして、

どんなクラス成績分布の中で自分がどんな成績をとっ

たのか、クラスのGPCがどんなふうだったのか、そ

ういうところまできちんと公開した上で、自分の学び

がどんなふうだったのかといったことを把握する際の

参考にしてもらうようにしております。

それから、先ほどのは科目単位の話でしたけれども、

これは半期全体で自分がどんな成績だったのか、ある

いはGPAがどんなふうに変化していったのか、周りと

比べてそれがどうだったのか、あるいは自分の記録し

た自己評価の平均値がどんなふうにこれまで変わって

きたのか、そのようなことも含めていろいろな学修情

報を可視化してあげて、学生に提示することで自分た

ちの学びの改善の役に立ててもらうようにしようとい

うことにしています。

こういうデータは当然のことながら教員にもいろい

ろな形で可視化したものを提供しているわけですが、

当然それぞれの授業科目単位では、自分の学生の自己

評価の平均値などを教員は見ることができるように

なっています。

ちょっと特徴的なところだけご紹介させていただく

と、自分の授業科目を、これまで過去教えた科目をざっ

とにしたわけです。

教員のほうは当然シラバスを書いて授業を設計し、

授業を行い、学生の学びを知ることによって自分の授

業のチェックができるだろうと。そこから自分自身を

振り返ってどうだったということを考え、さらに次に

生かしていけるだろう。こういう仕組みにしたら、授

業アンケートというようなものではなく、もうちょっ

といい仕組みになるんじゃないかということを考えて

導入したわけです。

この学生の学びの自己評価の部分、我々は「授業

ふり返り」と呼んで実施していますけれども、学びの

プロセス、それから達成度の自己評価をしてもらって

います。それから、あとは自由記述として授業でどん

なことを身につけたのか、あるいは達成度の自己分析

といったことを行ってもらうという形で、よく大学で

行われているポートフォリオの中には達成度のみを自

己評価してもらうというのが多いんですけれども、う

ちでは達成度だけではなく、学びのプロセスも含めて

自己評価をしてもらおうと。そういうふうにして自分

の学びをきちんとコントロールしてもらうということ

と、教員にとってそれが役に立つだろうということで

こういうことにしております。

それから、ここの「半期のふり返り」というところ

では、自分が立てた学習目標に対する振り返りを記入

してもらうのとあわせて、うちの大学が定めている学

修成果に対する自己評価、これをしてもらうというこ

とにしています。これによって我々は、能動的、自律

的に学んでいける学生になってほしいということでこ

ういう仕組みを整えているということになります。

ざっとですけれども、学生の画面を見てもらいます

と、学生はこんなふうな画面になります。ここでは、

大きく分けると、ここに自分自身の半期の目標を書く

欄があり、これが「Plan」ですね。半期全体の「Plan」

があり、半期でどんな授業を受けるか、「Do」に相当

するものがここに並び、最後、半期の振り返りでチェッ

クをしてもらうという感じで、半期単位の「Plan」「Do」

「Check」ができる。

それから、授業科目単位で見ると、「Plan」に相当

するところにシラバスがあって、いつでもシラバスを

きちんと参照できるようにし、授業支援システムのほ
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たことが簡単にできますので、いろいろな任意の集団

の学びを我々は把握することができるようになってき

たということになります。

それから、これはもう一つの事例ですけれども、学

生ごとの学修自己評価項目の平均値とGPAを加えたも

のの間の相関を見たものです。ちょっとわかりにくい

かもしれませんが、こういうふうに見てください。学

生に自己評価をさせて、半期の学生ごとの自己評価の

平均値を集めます。そうすると、どんなことを評価し

てもらっているかというと、到達目標をどれだけ理解

していたか、どれだけ出席したか、あるいはどれだけ

勉強したか、どんなふうに深く学んだか、そういうよ

うなことを自己評価してもらって、これが原因に相当

するものだと思ってもらったらいい。その原因に対し

て、どれだけ理解でき、どれだけ達成し、どれだけ成

果に満足したか、最終的に半期のGPAがどうなったか、

それらの間の相関を見てみただけのものなんですが、

こうして見るとどんなことがわかるかというと、まず

成績と相関があるのって何だろうって見ると、実は成

績と一番相関があるのはここ、出席率。どれだけ真面

目に学生が出てきたか。ここが一番きいて、ほかはあ

んまりきいていないということがわかります。

どれだけ授業時間外に学習したかというのも、あん

まり成績にきいていないですね、残念ながら。じゃあ、

授業外に勉強しなくてもいいのかというと、さすがに

そういうことではなく、授業外に学習をすれば、各回

の理解度はかなり相関があるだろうと言えるというわ

けで、当然授業外の学習時間は必要なんですけれども、

ただ、成績ということに関して言うと、授業外の学習

時間よりも、どれだけ真面目に出てきたかというよう

なことがきいてきてしまっているなということがここ

からわかってくるということになります。

それから、これは府大が目指す学修成果というこ

とで、半期ごとに振り返ってもらって自己評価しても

らっているものですけれども、府大では今 9 項目、府

大が学士課程の中で目指す学修成果として 9 項目を定

めています。これらについて、学生にそういうことが

あるんですよということを知ってもらう意味も込め

て半期ごとにこれの自己評価をしてもらい、それぞれ

の能力に対してどれだけふえたか減ったかといったこ

と選んで、その比較が簡単にできるようになっていま

す。要するに経年変化を見ることができるようになっ

ています。

例えばこれは私の授業です。とある授業の2012年

度から15年度までのデータですけれども、これ、授

業時間外の学習時間がどうなっているのかといったこ

とを簡単にぱっと見ることができるようになっていま

す。これを見ると、私の授業、最初の2012年度、この

紫の部分が少ないところに着目してもらったらいいか

と思うんですけど、これは何かというと、 1 週間当た

り 3 時間以上勉強している学生の割合です。最初は

10％ぐらいだった学生が、2015年度になると30％ぐら

いの学生は 3 時間以上この科目に対して時間を割いて

いるということで、大分勉強時間が延びてきたなとい

うようなことが簡単にわかる。こういうことで学生の

学びを我々自身が知り、経年変化を知ることでいろい

ろな気づきを教員が得ることができるという仕組みに

なっております。

こういうデータは当然学生にも見せますし、教員自

身にもデータを見せる。それ以外にも当然そういう集

計データを、大学全体としての集計データを得ること

によって、そこからいろいろなことがわかってくると

いうことになります。

このポートフォリオでは、当然のことながら誰が

どんなことを記入したかというのがわかります。従来

やっていた授業アンケートですと匿名でやっていまし

たので誰がというのがわからなかったわけですけれど

も、これは匿名ではありませんので、任意の集団の学

びの情報を可視化することができるようになります。

これは、例えばある学科の学生の教養科目、初年次

ゼミ、初修外国語、専門科目、それぞれの自己評価の

平均値がほかの全学生と比べてどうなっているのかと

いうのを比較したもので、例えばこの学科の学生は、

初修外国語は勉強はしているんだけど、なかなか満足

度も達成度も低いよねとか、専門科目にはなかなか時

間を割いてなさそうだなとか、教養科目はあんまり力

を入れてないぞとか、そういうようなことがほかと比

較することによって見えてくるということになりま

す。ですので、こういうことで、いろんな任意の集団

をここからピックアップしてその平均値を見るといっ
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ております。大学IRコンソーシアム、ちょっと後でま

た説明しますが、ほかの大学と共通でやっている調査

ということになります。

それから、卒業予定者アンケートも、これもここら

辺の調査と一部項目をかぶらせていますので、共通調

査項目プラスアルファということで、 1 年生から卒業

のあたりまでの学びといったことを我々は調査して知

ることができるということになります。

ついでにですけれども、大学IRコンソーシアムは

2012年 9 月に設立されたものですけれども、本学を含

めて、あと甲南大学や同志社大学、北海道大学が中心

になって立ち上げたものです。現在49大学が加盟して

いますので、共通の調査をこれだけの大学で行ってい

て、ほかの大学と自分の大学とを比べることができる

ようになっているといったところが大きな特徴になっ

ています。

その比較するためにIRシステムというのを運用し

ておりまして、自分の大学の結果が出せるだけではな

く、ほかの大学と比べてどうなんだ、あるいはほかの

国立の理工系の大学と比べてどうなんだといったよう

な比較が簡単にできるようになっていますので、自分

の大学の強み、弱みといったことがここから見えてく

るということになります。

学生調査でどんなことを質問しているかですけれど

も、いろんな学習経験だとか、どんな活動時間の配分

になっているのか、あるいはどんな能力、知識が変化

したか、あるいはどんなことに満足しているかといっ

た、いろいろなことを聞いていますが、特徴的なのは

学籍番号を基本的には書かせているということです。

これによってどの学生がどんなふうに育って変化して

いったのかということを我々は追うことができるよう

になっています。ということは、当然成績のデータと

結びつけることが可能ですので、どんな成績をとった

学生はどういうことを経験しているのかというふうな

分析がここからできるようになっています。

これは一つの事例ですけれども、成績、これはGPA

の上位、中位、下位といった層を分けた上で、これ

は 3 年次、上級生の調査のデータを出していますけれ

ども、成績上位、中位、下位でどんな学習経験がその

成績の違いになっているのかということを見たという

とを自己評価してもらっています。それを2012年度の

入学生について平均をとったものを半期ごとに積み重

ねていったグラフがこれになります。要するに、「知

識 1 」と書いているものがどんどん半期ごとに積み重

なっていって、一番「知識 1 」が伸びたんですね。そ

れに対して技能 1 とか 2 というのはなかなか伸びてい

ませんねといったことがこれからわかります。

一番伸びているのは何かというと、これは当然のこ

とながらかもしれませんが、専門分野の知識というこ

とになって、当然学生は、自分の自己評価でしかあり

ませんけれども、専門分野の知識が一番伸びていると

感じている。

ところが、日本語できちんと論理的に相手に伝える

能力であるとか、あるいは英語の運用能力みたいなも

のは自己評価がどうしても低い。これは本学に限らな

いと思いますけれども、英語の能力というのはなかな

か伸びが感じにくいというところになります。

さらにこうやって半期ごとに能力を積み上げていく

と、例えばここの技能 2 、英語の部分で、特に 3 年次

前期の評価が非常に低いことがわかります。これはカ

リキュラム的な問題であることはほぼ明らかで、ここ

のところでどうしても英語が一旦途切れてしまうんで

すね。英語で学ぶ科目、英語を学ぶ科目、そういうも

のが一旦なくなってしまう。後期になると、また専門

の科目で英語の文献を読むとか、そういうような活動

がふえてくるとまた少し伸びてくるんですけれども、

どうしても 3 年次前期のところが低いというようなカ

リキュラム上の問題がこういうところからもわかって

くるということで、データを可視化することによって

いろいろな学生の学びがわかってくるということにな

ります。

続いて、学生調査のほうに移らせていただきたいと

思います。

先ほどのeポートフォリオポートの話がここら辺で

したが、学生調査はもうちょっと上のレベルの話とい

うことになります。

本学では、学生調査、一年生調査、上級生調査、卒

業予定者アンケート、卒業生調査と、いろいろやって

いるんですけれども、この中の一年生調査、上級生調

査というのは大学IRコンソーシアムの調査を活用し
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それから、データの活用の事例ということでもう一

つお示ししますが、本学では、大阪市立大学の方はよ

くご存じかと思いますが、2012年度から我々は学域・

学類制というのに変わりまして、変わったことによっ

てどれだけ変化があったのだろうか、そういうような

ことの検証にこれらのデータを活用しています。

これは2009年から2012年、2012年が学域制のところ

になりますけれども、2012年のところで急激に変わっ

ているものはないだろうかといって見ると、ここにあ

りますように、授業中に学生同士が議論するとか、学

生が自分の考えや研究を発表する、あるいは提出物に

添削やコメントをつけて教員が返却してくれるといっ

たような、こういうとこら辺が2012年になると非常に

大きく伸びているということがわかります。すなわち、

これによって教育がこういう観点では変わってきたん

だということがここからわかってくるということにな

ります。

さらにはどんな能力が変わってきたか。これも同じ

ように見ると、これは 1 年生なのであれですけれども、

プレゼンテーション能力がかなり伸びていると学生は

感じているようです。これについては、この学域制の

導入のときに初年次ゼミナールを導入しましたので、

これによって学生はこういう能力が伸びているんだろ

うなと、そういうことにつながっているんだなといっ

たことがわかってきます。

さらには、初年次教育のプログラムの満足度をこれ

は経年で比較したものですけど、2010、11、12、13、

14と見てみますと、11年から12年にかけて、12年のと

ころで「とても満足」まで含めると飛躍的にここの満

足度が伸びているということがわかります。「満足し

ている」と答えてくれている学生が半分近くいると。

急激に変わっているということで、こういうとこら辺

でも我々は初年次教育のプログラム、効果があらわれ

ているんだなということがわかる。

さらには、ほかの大学と比較をしてみます。これは

2014年なので、もう既に導入した後ですけれども、こ

れまでうちの大学では初年次教育のプログラムの満足

度が、2011年までは低かったんですけれども、2014年

になりますと、ほかの国立大学、国公立大学のグルー

プ、あるいは全大学と比べてもうちの大学の初年次教

ふうに思っていただければと思います。

そうすると、この中で非常に違うところだけをピッ

クアップすると、授業をつまらなく感じた、遅刻した、

欠席した、あるいは提出期限までに課題を完成できな

かったといったようなところ、こういうところが非常

に成績の上位、中位、下位によって変わってきている。

それ以外のところはそれほど大きく違いはないという

ことがわかります。例えば教員の研究プロジェクトに

参加したとかいうことはほとんど変わりません。ある

いはインターネットを使って課題を受けたり、こんな

ところもきいてないとか、そういうことがわかってき

て、結局、真面目にやったかどうかといったところが

成績の上位、中位、下位の違いになっている。先ほど

のポートフォリオのデータでもそうでしたけれども、

どれだけ真面目かどうかといったところが非常によく

きいている。

それから、これも同じデータですけれども、上位、

中位、下位の成績に分けたところで、どんな能力に違

いが見られるかですけれども、一番違いがちゃんと出

ているのが専門分野のところ、知識、この部分は当然

上位のほうが伸びたと感じています。

ところが、それ以外のことというのはほとんど違い

が出てきません。特に、例えば外国語の運用能力なん

かに至っては、逆に成績下位層のほうが伸びたと感じ

てしまっています。

というわけで、結局これまでのデータをいろいろ分

析してみると、学習経験、学習態度でGPAに影響を与

えているというのは、基本的には怠惰な学習態度、要

するに負の相関として真面目にやったかどうかといっ

たところが成績に影響を与えているだけであって、結

局、成績のいい学生というのはどんなことを身につけ

ているかというと、いろいろな能力を身につけていっ

たというよりは、専門分野の知識については身につけ

ていると言えるだろうと、そういうようなことがわ

かってきたということになります。

今いろんな能力が求められています。コミュニケー

ション能力とか、いろんなことが言われていますけれ

ども、そういうのは成績ときちんとした形で相関して

いないといったところがどうなんだろうといったとこ

ろが一つの課題になります。
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といったところが必ずしも十分にできていませんでし

た。

そこで、我々、このAPの事業の取り組みとして分

析結果をできるだけ各部局の先生方にフィードバック

し、議論の場を設けることによって、もうちょっとど

ういうところを改善していったらいいか、そういうの

を話し合うきっかけにしようということで、現在こう

いうところを積極的に進めているところでございま

す。

全体的な取り組みはこんな感じになっていますが、

最後のところにおつけしていますので、後でよく見て

おいていただければと。アクティブ・ラーニングと学

修成果の複合型ということで我々は取り組みを進めて

いるところであります。

最後に、「まとめにかえて」ということなんですけ

れども、私の話、ざっとまとめるとこんなことだとい

うふうに理解していただければと思います。

 1 つは「TeachingからLearningへ」ということで、

我々は学生の学びの成果だけではなく、プロセスにも

注目しましょうということで、プロセスと成果に注目

をするというところから始めて、そこからデータを可

視化していろいろな気づきを促すための仕組みをこれ

までつくってきました。その一つがeポートフォリオ

であり、学生調査だったということになります。

そういうことでデータがいろいろ集まってきました

が、それを今はこのAPの事業の取り組みを使い、こ

こで集めたさまざまなエビデンスに基づいて、教育と

いうよりは学生の学びと言ったほうがよりよいかもし

れませんが、そういうものの改善をさらに実質化して

いこうじゃないか、そういうことの取り組みとして本

学ではこのAPの事業を推進しているということにな

ります。

本学の事例が大阪市立大学のご参考になれば幸いで

す。どうもありがとうございました。（拍手）

育のプログラムの満足度が高くなっているということ

がわかり、学域制の移行に伴って初年次教育の満足度

が向上しているなといったことがわかってきたという

ことになります。こういうところでも学びの可視化を

することによって我々の教育がどんなふうに変わって

きたのかということを知ることができるようになって

きたということになります。

最後に、これらのことも踏まえてうちの大学でどん

な事業をしようとしているか、しているかというお話

ですが、その前に、こういうデータを可視化すること

によってどんなことが見えてきたのか。いろんな課題

があるわけですけれども、 1 つ、まずはやはりなかな

か頑張っても、これはAPの事業を始めてからでもな

んですけれども、授業時間外の学習時間がなかなかふ

えません。

これはちょっとデータをお見せできなくて申しわけ

なかったんですけれども、それから、先ほども申しま

したように、成績といったものが知識習得以外の学修

成果を十分に反映した形になっていないといったとこ

ろ、これはどうなんだろうということになっています。

この授業時間外学習時間がふえないということに関

しては、反転授業などの先進的な取り組みをされてい

る先生方を支援して、局所的なところから始めて、そ

れを全学的に展開していくような形で、まずは最初に

先進的な事例の取り組みのところで重点的に支援をし

ていく。そこから拡大していくというようなことを現

在行っています。

それから、成績、学修成果の観点では、ルーブリッ

ク評価の導入を促進するというようなことで、もう

ちょっと知識以外のことをきちんと評価できるような

ことをしていかなくちゃいけない。ルーブリックを

入れただけでどうこうということはないかもしれませ

んけれども、もっともっとこれからこういう部分は

ちょっと考えていかないといけないだろうなというこ

とを考えています。

それからもう一つ、これまでさまざまなデータを

我々は集めてきたわけですが、なかなか可視化した

データの活用というのが十分にできていませんでし

た。いろんなことは、変化はわかってくるんですけれ

ども、それを教育にどうやってフィードバックするか
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大学教育におけるポートフォリオ大学教育におけるポートフォリオ

「学生が，自らの学習成果の達成状況について整理・点検する
とともに，これを大学が活用し，多面的に評価する仕組み（いわ
ゆる学習ポートフォリオ）の導入と活用を検討する。」

「授業改善に向けた様々な努力や成果を適切に評価する観点
から，教員が教育業績の記録を整理・活用する仕組み（いわゆ
るティーチング・ポートフォリオ）の導入・活用を積極的に検討す
る。」

「学士課程教育の構築に向けて」
(2008.12.24）中教審答申
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• 達成度自己分析 他

• 「半期ふり返り」

• 自分が立てた半期学習目標に対するふり返り

• 「府大が目指す学修成果」に対する自己評価

能動的、自律的に学んで行ける学生
日常的な学習・教育
環境の中に埋め込む

CDP

学生向けサイト画面

P

D

C

半期ごとのデータを蓄積

学生へ成績情報公開
（本取り組み〜）

受講科目の学修情報を可視化 半期全体の学修情報を可視化
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2

大学教育におけるポートフォリオ大学教育におけるポートフォリオ

「学生が，自らの学習成果の達成状況について整理・点検する
とともに，これを大学が活用し，多面的に評価する仕組み（いわ
ゆる学習ポートフォリオ）の導入と活用を検討する。」

「授業改善に向けた様々な努力や成果を適切に評価する観点
から，教員が教育業績の記録を整理・活用する仕組み（いわゆ
るティーチング・ポートフォリオ）の導入・活用を積極的に検討す
る。」

「学士課程教育の構築に向けて」
(2008.12.24）中教審答申

授業アンケート から eポートフォリオ へ授業アンケート から eポートフォリオ へ

授業
（学習）

学習目標設定
（半期毎）

学習
ふり返り記録
（半期毎）

授業
（教育）

授業計画
（シラバス）

教育
ふり返り記録
（授業科目毎）

データ蓄積
可視化・分析

学生 教員

本システム機能

学生の
学修自己評価
（授業科目毎）

• 「授業ふり返り」

• 学びのプロセスと達成度の自己評価（８項目）

• 授業で何を身に付けたか

• 達成度自己分析 他

• 「半期ふり返り」

• 自分が立てた半期学習目標に対するふり返り

• 「府大が目指す学修成果」に対する自己評価

能動的、自律的に学んで行ける学生
日常的な学習・教育
環境の中に埋め込む

CDP

学生向けサイト画面

P

D

C

半期ごとのデータを蓄積

学生へ成績情報公開
（本取り組み〜）

受講科目の学修情報を可視化 半期全体の学修情報を可視化

授業アンケート  から  eポートフォリオ  へ 

授業 
（学習） 

学習目標設定 
（半期毎） 

学習 
ふり返り記録 
（半期毎） 

授業 
（教育） 

授業計画 
（シラバス） 

教育 
ふり返り記録 
（授業科目毎） 

データ蓄積 
可視化・分析 

学生 教員 

本システム機能 

学生の 
学修自己評価 
（授業科目毎） 
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教員向け機能

2012年度

2014年度

2013年度

2015年度

「学生の学び」のデータに基づく教育改善「学生の学び」のデータに基づく教育改善

全学生平均

Ｃ学類学生平均

初年次ゼミ 教養

初修外国語 専門
任意の集団（or 個人）の学びを把握できる

6. 各回理解度 7. 到達目標
達成度

8. 学修成果
満足度 9. 半期GPA

1. 到達目標
事前理解度 0.77 0.668 0.675 0.199

2. 出席率 0.219 0.388 0.287 0.583

3. 各回目標
事前理解度 0.853 0.732 0.712 0.212

4. 授業時間外
学習時間 0.42 0.3 0.298 0.116

5. 学習
アプローチ 0.801 0.661 0.664 0.221

学生毎の学修自己評価項目別平均値（+GPA）間の相関

京都大学高等教育研究 第20号 1-15頁（2014）
http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/kiyou/data/kiyou20/01_takahashi.pdf

「府大が目指す学修成果」自己評価累積「府大が目指す学修成果」自己評価累積

0 2 4 6 8

知識１

知識２

判断・行動１

判断・行動２

判断・行動３

技能１

技能２

技能３

技能４

2012前

2012後

2013前

2013後

2014前

2014後

−2（大きく減った） 〜 ＋２（大きく増えた）

2012年度入学生のデータ

←専門分野の知識

←日本語

←英語

3年次前期の評価が低い

1. はじめに … 学びの可視化と「質保証」

2. eポートフォリオ

3. 学生調査

4. 本学AP事業
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本学で実施している学生調査本学で実施している学生調査

共通の調査項目＋α

大学IRコンソーシアム調査

• 一年生調査

• 上級生調査

• 卒業（修了）予定者アンケート

• 卒業生（修了生）調査

IR （Institutional Research, 機関研究）

大学IRコンソーシアム大学IRコンソーシアム

2012年9月設立

49大学加盟（2016年12月）

IRシステムを運用

他大学との相互比較が可能

学生調査の主な質問項目学生調査の主な質問項目

• 学籍番号

• 各種学習経験、態度（例：授業課題のための図書館利用）

• 各種活動時間（例：授業外の学習、アルバイト）

• 各種能力、知識の変化（例：コミュニケーション能力）

• 教育内容の満足度（例：授業の質、学習支援）

• 設備、学生支援制度の満足度（例：図書館、奨学金）

• キャリア意識（例：将来の見通しの有無）

→成績等のデータと結びつける事が可能

成績（GPA）を用いた分析成績（GPA）を用いた分析

京都大学高等教育研究 第20号 pp.1-15（2014）

上級生調査（2009年度入学生）データ

上級生調査（2009年度入学生）データ

京都大学高等教育研究 第20号 pp.1-15（2014）

学習経験、学習態度でGPAに影響を与えているのは、
“怠惰な学習態度”のみ（負の相関）

GPAが高い学生ほど増えているのは、専門分野の知識のみ

学域制・新カリキュラム導入の効果検証学域制・新カリキュラム導入の効果検証

「フォーラム」誌（大阪府立大学高等教育開発センター）第22号 p. 4
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「フォーラム」誌（大阪府立大学高等教育開発センター）第22号 p. 4

→ 「初年次ゼミナール」導入の効果と思われる
「フォーラム」誌（大阪府立大学高等教育開発センター）第27号 p. 5

初年次教育プログラムの満足度（経年比較）

「フォーラム」誌（大阪府立大学高等教育開発センター）第27号 p. 5

→ 学域制移行に伴い、初年次教育の満足度が向上

初年次教育プログラムの満足度（他大学との比較）

1. はじめに … 学びの可視化と「質保証」

2. eポートフォリオ

3. 学生調査

4. 本学AP事業

見えてきた課題見えてきた課題

・授業時間外学習時間が増えない

・GPAが知識習得以外の学修成果を反映していない

→ 反転授業など先進的取り組みの支援と拡大

→ ルーブリック評価の導入促進

・可視化したデータの活用が不十分

→ 分析結果を基にした議論の場

まとめにかえてまとめにかえて

「学生の学び」のプロセスと成果に注目

（Teaching から Learning へ）

気づきを促すための仕組みの構築

（可視化、情報公開）

エビデンスに基づく教育（⇔学び）改善の実質化

（教育の「質保証」）
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