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岐阜女子大学では「人らしく，女らしく，あなたらしく，あなたならでは」の建学の精神の
下，教育目標として「教養ある専門性を持った職業人の養成を重視した教育」を示している。
この「あなたらしく」とは，有能な職業人（Career）とその専門家（Specialist）に求められる
人間像を把握し，関連する専門的な知識・技能を教授・修得できることであり，この教育目標
を達成するためには，「あなたらしく」という専門的知識・技術のアウトカムを明確にして，
学士力を保証する体系性を持った幅広い学びを提供すると共に確実な力を育成する専門教育力
が重要となる。
そこで，この専門教育力を踏まえた文化創造学部の各専攻・コースでの，学習成果や到達目

標の設定，コア・カリキュラム，教材の研究開発などによる質保証の枠組み作りの実践を通じ
て「全ての学生に，学士力を保証する体系性を持った幅広い学びを提供すると共に確実な力の
育成プログラム」を一部試行したのでその成果について報告する。

〈キーワード〉 専門教育力，学士力，教育課程，幅広い学び，多面的な評価，情報通信技術

1．はじめに

本学では，図1のように「人らしく，女ら
しく，あなたらしく，あなたならでは」の建
学の精神の下，教育目標として「教養ある専
門性を持った職業人の養成を重視した教育」
を示している。この「あなたらしく」とは，

有能な職業人（Career）とその専門家（Special-

ist）に求められる人間像を把握し，関連する
専門的な知識・技能を教授・修得できること
であり，この教育目標を達成するためには，
「あなたらしく」という専門的知識・技術の
アウトカムを明確にして，学士力を保証する
体系性を持った幅広い学びを提供すると共に
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確実な力を育成する専門教育力が重要とな
る。
つまり，「何を教えるか」ではなく「何を

できるようにするか」に力点をおき，その「学
習成果」の明確化を図り，シラバスの構成を
検討し，その内容がわかるものとすると共に，
総合的に支援する体制の確立が必要となる。
そこで，大学として一人ひとりの学生に対

し確かな「学士力」を保証するために，次の
ような教育を展開した。

⑴ 専門教育力の育成
コア・カリキュラムで構成された学士力保

証カリキュラムの構築や科目のテキスト等の
教材の整備により，確実な専門的基礎学力を
育成する。

⑵ 個性を生かす専門教育
学生のそれぞれの目的によっては，異なる

分野の知識をつないで考えることができるよ
う2年次に主専門に加え，副専門を選択でき
る履修の支援をする。

⑶ 専門教育の確実な実践力
学士力保証カリキュラムによる確実な専門

知識・理解をもとに，各専門に適応した実践
力の育成のため，モバイル・ラーニングも含
め，学生の学習活動を支援する学士力保証支
援システムを構築する。その中で，全国的な
レベルでの外部評価を実施し，女子大学にお

ける確実な専門教育力と自信をもった学生を
育成する。

2．本学における教育の質の向上への対応

本学の学則第1条には，「本学は，教育基
本法並びに学校教育法に則り，家政学及び文
学に関する学術の教授及び研究を行い，知的，
道徳的，応用的能力を展開させ，健全な平和
社会に寄与貢献する有為な人材を養成するこ
とを目的とする。」と定め，建学の精神と併
せ教養ある専門性を持った職業人を次のよう
な教育を通じて養成している。

⑴ 人材養成目的の明確化
上記目的を達成するために“一人ひとりを

大切に，学士力の育成”を目標にし，大学と
して一人ひとりの学生に対し確かな「学士力」
を育成するために，次のような教育を展開し
ている。
⒜ 学習力差も配慮した【初年次教育】1）

① 人としての基本行動力の育成
② 知識としての基礎学力の育成
③ 大学生としての基礎学習力の育成6）

④ 外部（学習）評価の実施6）

⒝ 確実な力を育成する【専門教育】
① コア・カリキュラムによる専門的基礎
学力の育成2）7）

② 個性を生かす専門教育
③ 専門の確実な実践力と，一人ひとりの
外部評価8）

図1 建学の精神



学士力を保証する実践力ある学生の養成
―専門教育力を基盤とする教育と評価の一体化―

（久世 均，三宅茜巳，田中陽治，安井智恵，安藤久夫，吉澤龍二，山中マーガレット，今井弘昌，橋詰惠雄，吉水淑雄）

9― ―

⒞ 将来の可能性を広げる【キャリア教育】
① 社会人基礎力・実践力の育成
② 学生のニーズに応じた就職支援
一方，卒業認定・学位授与，カリキュラム

編成，入学者受入のポリシーについては，次
のように実施・展開している。
① アドミッション・ポリシー・・・高等学
校との連携を進めるために，入学支援プロ
グラム1）を実施し，また，学習意識を高め
るための導入教育を実施することにより，
各専攻コースの入学者受け入れ方針の徹底
を図っている。

② カリキュラム・ポリシー・・・各専攻・
コースで学士力保証カリキュラムを設定
し，順次性ある体系的なカリキュラムを編
成する8）。

③ ディポルマ・ポリシー・・・専攻専門分
野の卒業単位修得基準の他に，第三者評価
以上の専門的能力を持つことを条件として
いる。

⑵ 成績評価基準等の明示
本学では，授業の方法及び内容並びに一年

間の授業計画の明示内容・方法や学生の学習
時間確保の方法について，シラバスには，授
業期間全体を通じた授業の進め方を示すとと
もに各回の授業に求められる予習について次
のように具体的指示をしている。
⒜ 授業概要として「授業の目標」「内容・
課題」「授業展開（各回ごとの授業内容）」
「教科書」「参考書」の記載のほか，「授業
の位置づけ」として教育理念にもとづいた
授業であることを明確に表現している。

⒝ 「成績評価方法・規準」については，出
席率，レポート，授業態度，試験など多角
的な評価規準を明示している。

⒞ 学習の成果に係る評価及び卒業の認定に
当たっては，明確な「学習成果」を重視す

る国際的な流れを踏まえつつ，我が国の「学
士力」の水準の維持・向上，そのための教
育の中身の充実を図っていく必要があるこ
とから，卒業認定の方法と基準，明示方法
及び実施方法を検討する体制を強化する。

⑶ FDの実施
本学の部長会を中心に，FD委員会と SD

委員会が中心となって，個々の教員の授業内
容・方法を不断に改善するため，教育理念・
目標や教育内容・方法について「本学の学部，
大学院とも教育・研究に関する研修委員会規
程」をもとに遂行している。
各委員会により，教育内容改善のための自

主活動の全般的支援，授業計画（シラバス）
に関する研究，指導方法に関する研究，教員
による授業参観（ピア・レビュー）・研修に
関する研究・調査・提言等を行っている。

⑷ 自己点検・評価等の展開
平成16年4月1日から認証評価機関による

評価の義務化がなされた中，本学は，平成12
年に，認証評価機関の一つである（財）大学
基準協会に委託して，同機関の認証評価を受
け，適格の証である維持会員校として加盟登
録されている。
自己評価を担当する教職員のみならず，大

学全体の教育活動の基本的な事項について，
共通の理解と認識を持つため，平成18年度か
らは，学生便覧・シラバスの表紙裏面に建学
の精神・教育理念を掲載するようにした。
また，歴史的に築いてきた面倒見のよい大

学としての個性を生かすようにするため，多
様な資格取得，実学教育等へのカリキュラム
変更，学習意欲を高めるための授業改善の推
進，教育支援センター，クラス・アドバイザー
等による学習支援事業・授業補助体制の整
備，卒論ゼミ体制の改善，キャリア支援セン
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ター等による就職支援・促進であり，総ずれ
ば，学生中心の教育体制づくりを目指して構
築してきた。
平成19年10月29日～31日の認証評価・実地

調査を経て，平成20年3月19日に本学は質の
保証された大学として認証されている。

3．具体的な取組内容

専攻・コースの専門教育においては，一般
に選択科目が多く，明確化した「学習成果」
や教育研究上の目的の達成に向け，順次性の
ある体系的な教育課程を編成することが必要
とされている。特に，科目内容・配列に関し
て個々の教員の意向が優先され，必ずしも学
生の視点に立った学習の系統性や順次性が配
慮されていない，あるいは，組織的にどのよ
うな「学習成果」を目指していくかが不明確
である等の課題がある。
また，個々の科目についても，どのような

目標，内容・水準であるのかが判然としない
など，単位の互換性や通用性の面でも，支障
が生じかねない状態である。
そこで，文化創造学部の各専攻・コースで

の，学習成果や到達目標の設定，学士力保証
カリキュラム，授業評価と改善，教材の研究
開発などによる質保証の枠組み作りとそれら
を支援するシステム構築を行うことが必要で
ある。
本取組みの実践を通じて以下のような内容

について明確にすると共に，学生の視点に
立った「学士力を基盤とした実践力のある学
生の養成」を行う2）。
⒜ 学士力保証カリキュラムの策定
学部長を中心に，各コースのコア・カリ

キュラムを中心に，習得すべき知識，技能，
態度等を明確にし，到達目標やそのために必
要な授業単位数を定め，体系的な学士力保証
カリキュラムを策定する7）。

⒝ 到達目標と教育内容の構造化
学士力保証カリキュラムを中心に，教科と

科目の位置づけを明確にし，内容を再構築す
る。具体的には，各科目の到達目標と教育内
容を構造化することにより，ゴールとステッ
プを明示する8）。
⒞ 継続的な授業改善手法
上記の到達目標と教育内容の構造化を行っ

た後，授業の多面的な評価を行うと共に，教
材，指導法の改善の方策を得る。
⒟ 学士力保証支援システムの構築
全てのコースにおける学士力保証カリキュ

ラムのカレッジ・テキスト（大学独自のテキ
スト）を作成し，専門教育の教材，指導法の
改善を行い，FDを通じて授業改善の方策を
共有し，それを支援するための学生の視点に
立った学士力保証支援システムの構築をす
る。

⑴ 取組の具体的な展開
これらを明確にするために具体的に以下の

内容を総合的に展開する必要がある。
⒜ 学士力保証カリキュラムの策定
学部全体について，コア・カリキュラムで

構成する学士力保証カリキュラムを策定す
る。

PDCA改善サイクルに沿って学士力保証カ
リキュラムの科目それぞれの授業計画の明確
化から多面的な評価を確定する8）。
⒝ 授業改善のための授業評価
教材や指導法の改善を行うには授業の多面

的な評価が重要である。そのために各プロセ
スにおける授業改善方策の明確化を行う7）。
⒞ 学士力保証支援システム
前記の PDCAプロセスに従った，全学部

のコースの学士力保証カリキュラムに対応し
たテキストの作成と授業実践を行う。
これらを支援するための図2に示す授業外
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図3 システムのイメージ

学習の強化をするために，情報通信技術を活
用したモバイル・ラーニングを含め多面的な
評価等の学生の視点に立った，学生のための
学士力保証支援システムを構築する。
⒟ 学士力保証カリキュラム
これらの成果により，全ての学生に，学士

力を保証する体系性を持った幅広い学びを保
証すると共に専門教育を見直し，この成果を
生かした新しい学士力保証カリキュラムによ
る学部に再編成する。

⑵ 学士力の確保や教育力向上に向けた方策
策定した学士力保証カリキュラムを基に，

ガイドライン，教科の目的，学習ユニットに
対応したＡ知識，Ｂ理解，Ｃ応用（分析・評
価・統合含）と到達目標を示す学習目標表を
策定する。
学習ユニット単位に，受講前と受講後に「想

定したとおりの教育効果が学生にもたらされ
たか」という視点で多面的な評価を実施する。
この評価により，評価が何故良かったのか，

何が問題であったのか，それはなぜか，どの
ように改善すべきかなどの評価結果を作成
し，継続的な PDCA改善サイクルを形成す
る。

⑶ 学習成果の多面的な評価
⒜ 学士力保証カリキュラムなど授業科目に
ついて各教科（授業科目）の達成度の調査

項目，達成感，満足度の調査各教科の授業
によるイメージの変化の調査（因子分析等
で要因を見出し改善）

⒝ 学習（大学生活等も含め）専門教育に関
する学士力調査

⒞ 教材・テキストについての評価
教材に関する評価項目，提示・利用に関

する評価項目

4．学士力保証支援システム

全学的な専門教育の学士力保証カリキュラ
ム，及び評価基準・方法の標準化に伴い，学
生の情報の一元管理と到達目標等に関する教
員・学生間の情報共有を図るため，図3に示
す「学士力保証支援システム」を構築・運用
する。

⒜ キャリアプラン・シラバス
学生の現在の出席状況や履修状況・資格取

得状況とシラバスとを連携させ，明示する
「キャリアアップ・シラバス」により，コー
スごとに求められるコンピテンシーや専門的
知識・技術のアウトカムと自己のスキルとを
比較検討することが可能となる。
また，アウトカムに対する達成状況を

チャートで示すことにより，学生の自己の学
士力形成の方向性と進度を提示する。
⒝ ｅ―授業コンテンツ
専攻別・コース別に，コアの授業や教材を

図2 学士力保証支援システム
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映像で記録し，その業種・職能を希望する学
生に社会を理解し，職業を理解する能力を養
成する目的で，ｅ―授業コンテンツを作成す
る。
また，本学の特色であるデジタル・アーカ

イブ技術を活用して，業種別の専門家の口述
した内容を統一的な質問項目に従ってテキス
ト化，分析することにより，業種ごとに求め
られる専門教育力を明確にする。
⒞ マルチメディア・ポートフォリオ
学生の社会体験活動や将来の設計を映像化

し，記録すると共に，継続的な指導や教育の
質を確保した社会体験活動の「学習成果」を
学生自らが管理・点検し，これを多角的に評
価する「マルチメディア・ポートフォリオ」
を導入することにより，継続的指導・評価を
行う。
⒟ MYキャンパスプラン
学年末に段階的に自己目標，自己像などを

記録することにより，自己の学士力や専門教
育力を客観的に示す「MYキャンパスプラン」
を作成する。
これらの機能により，マルチメディア・

ポートフォリオでは，各コア・カリキュラム

科目において，学生評価のチェック場面を設
定し（授業やフィールドでの成果発表など），
デジタル・アーカイブ技術を利用した発表
（動画像）や職業観（メタ情報）を映像化し
経年管理・比較することが可能となる。
また，コア科目での携帯電話や複合的デバ

イス（iPodなど）のモバイル端末を利用し，
授業の様子の蓄積を行い，標準的な評価手法
と評価基準を策定することにより，授業外で
のコア・カリキュラムにおける教育の質を確
保することができる。
これら⒜⒝⒞の機能を一体化した「学士力

保証支援システム」を構築し，「学士力保証
カリキュラム」と連携して，総合的な「学士

図4 コア・カリキュラム

図5 学習成果や達成目標の設定
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力保証支援プログラム」を構築する。

5．学士力保証カリキュラム

各コースで学士力保証カリキュラムを設定
している。例えば文化情報コースでは図4の
ように，①文化情報処理②マルチメディア③
デジタル・アーカイブ④メディアと著作権⑤
文化情報管理と流通⑥文化情報システム⑦文
化情報メディアの7科目をコア・カリキュラ
ムにした学士力保証カリキュラムを構造化し
ている。
これらの科目を中心に，基礎科目，実習科

目を設定し，「デジタル・アーキビストの養
成」として，21世紀にふさわしい文化を創造
する人材養成を目的にしている。
また，学士力保証カリキュラムを構成する

各科目について，科目の学習内容と行動目標
を構造化した図5のような表を作成すること
により，学習成果や到達目標の設定等による
質保障の枠組みづくりを行う。
この表を，学部全体のコースにおける学士

力保証カリキュラムについて作成することに
より，各学習ユニットの到達目標を明確にす
る。
このように，各科目の到達目標と教育内容

を構造化することにより，ゴールとステップ
を明確することができる。また，この到達目
標を明確にすることにより，学生は何をどの

ように，どの程度学習することが必要である
かを知ることが可能となる。
また，学士力保証カリキュラムのこれらの

科目は，図6のように順次性のある体系的な
教育課程の編成を行う。

6．学士力保証カリキュラムの評価

①行動目的に準拠した評価として，履修の
前後の学習内容評価の達成状況の調査，②他
己評価として，自己の発表に対する評価項目
を選択して他人に評価してもらう評価法，③
学生に学ぶ目標と達成目標（状況）の評価，
学生に自信および次の学習への展望を持たせ
るために，第3者評価を行っている。
特に，①の評価は，図7のように単に授業

評価として授業に関する意識調査をするので
はなく，教員の指導法の改善につながる自己
評価とした。つまり，それぞれの指導過程に
おいて評価を行うことによりこれらの評価を

図7 学生による自己評価シート（例）図6 学士力保証カリキュラムの構造化
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用いてカリキュラム・テキスト・教材・指導
法の改善につながる評価法にしている。
つまり，授業（学習）の前後で，学習の状

態を調査，評価し，カリキュラムおよび教材，
テキスト，指導法の改善を進める。これによ
り，授業（カリキュラム，教材，テキスト，
指導法）の計画，実践，調査・評価，改善の
1つのサイクルを構成することが可能になる
と考える。

7．おわりに

文部科学省中央教育審議会の「学士課程教
育の構築に向けて」では，専門教育について
次のように言及している9）。
⒜ 教育課程編成・実施の方針は，学位授与
の方針，教育研究上の目的等の実現を図る
観点から，それらと整合性・一貫性を持っ
たものであることが求められる。

⒝ 教育課程は体系性を持ったものであるこ
とが，法制上でも要請されている。各大学
は，個性・特色ある方針に基づいて，基礎
教育や共通教育，専門基礎教育，専門教育
などの適切な区分を設けて，教育課程を編
成・実施することが期待されている。

⒞ 「学士力」等の「学習成果」は，これら
特定の区分の科目のみではなく，課外活動
を含め，あらゆる教育活動の中で，修業年
限全体を通じて達成し，培うものとして考
えていく必要がある。
また，専門教育の課題として次のことが

挙げられている。
⒟ 我が国の学士課程の教育課程について
は，科目内容・配列に関して個々の教員の
意向が優先され，必ずしも学生の視点に
立った学習の系統性や順次性などが配慮さ
れていない。

⒠ 組織的にどのような「学習成果」を目指
していくかが不明確である等の課題が指摘

されてきた。個々の科目についても，どの
ような目標，内容・水準であるのかが判然
としないなど，単位の互換性や通用性の面
でも，支障が生じかねない状態にある。こ
れらの課題は，今日なお解決されていない。

⒡ 特に，専門教育については，大学院教育
の役割の比重が大きくなり，学士課程教育
では，完成教育というよりも，専門分野を
学ぶための基礎教育や学問分野の別を超え
た普遍的・基礎的な能力の育成が強調され
るようになってきている。このため，教育
課程に求められる体系性に関しても，学問
的な知識の体系性という観点からのみ考え
ることは適当ではない。むしろ，当該大学
の教育研究上の目的等に即して，いかにす
れば，専攻分野の学習を通して，学生が「学
習成果」を獲得できるかという観点に立っ
て，教育課程の体系性の在り方を考えてい
くことが一層大切となる。
これらの問題を解決するために，今後，現

在のカリキュラム，テキストで理解できない
学生のためにも，質問・個人指導時間，およ
びモバイル・ラーニングによる補完学習を設
け，学習前後の変化の状況から，教育課程の
評価，該当する授業内容のテキスト，教材等
の改善を行うことが大切である。
また，教材の価値や内容は，教授・学習の

実践の中で発見・開発・評価されていく。同
じ教材でも，学習者の活動や経験はさまざま
である。そこで，教材の質は，教授・学習過
程の中で問われるべきで，学生の活動を引き
起こすものとしての教材を求めて，教師は，
ひとりの人間として，教材の意味を実践の中
で発見していくものである。そしてまた，評
価を通して，教師自身も豊かになると考えら
れる。
今後，学部全体で，学士力を踏まえた学習

成果や到達目標の設定，コア・カリキュラム，
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教材の研究開発などによる質保証の枠組み作
りの実践を通じて「全ての学生に，学士力を
保証する体系性を持った幅広い学びを提供す
ると共に確実な力の育成プログラム」は，こ
れらの課題を解決するための一つの方法であ
ると考えている。
本研究にあたって，授業評価や全体のカリ

キュラムについては，岐阜女子大学学長の後
藤忠彦教授に指導していただいた。また，文
化創造学部の教員の方々の大変なご協力に対
し，厚く感謝の意を表します。
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