
教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける研究活動研究活動研究活動研究活動とととと
そのそのそのその成果成果成果成果

社会社会社会社会・・・・時代時代時代時代にににに対応対応対応対応できるできるできるできる新新新新しいしいしいしい教養教養教養教養・・・・教養教育教養教育教養教育教養教育ののののモデルモデルモデルモデル創出創出創出創出をををを
目指目指目指目指してしてしてして……………………

– 「知」のあり方を捉え直し、「身体」と「ことば」を核とした新しい教養の体系を
創出すること

– 「教養」の意味と意義を問い、新たな「知」を創出すること

――――――――これがこれがこれがこれが教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターのののの大切大切大切大切ななななミッションミッションミッションミッションですですですです。。。。

� 授業改革授業改革授業改革授業改革をををを支援支援支援支援・・・・推進推進推進推進していますしていますしていますしています
1）「新しい教養授業の支援」公募事業の実施

2）実験授業の実施

• 基盤研究「身体知」プロジェクトによる実験授業

• 実験授業「アカデミック・スキルズ」

• 実験授業「生命の教養学」

� 学生学生学生学生・・・・教員教員教員教員・・・・職員職員職員職員・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会のののの創造的関係創造的関係創造的関係創造的関係をををを新新新新たにたにたにたに構築構築構築構築していましていましていましていま
すすすす

1）ＨＡＰＰ（新入生歓迎行事・公募企画）

2）「開かれゆくキャンパス」企画

3）日吉キャンパス公開講座

� 新新新新しいしいしいしい教養教育教養教育教養教育教養教育のありのありのありのあり方方方方をををを研究研究研究研究していますしていますしていますしています～～～～創立創立創立創立150150150150年年年年にむけてにむけてにむけてにむけて～～～～

1）基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究」の成果発信

2）基盤研究「身体知プロジェクト」を通じてのさまざまな提言

研究代表者 教養研究センター所長 横山千晶（法学部）



� 研究活動研究活動研究活動研究活動
– 基盤研究

• 慶應義塾大学の教育カリキュラム研究
慶應義塾は教育組織として150年の歴史のなかで、人類の知の遺産の継承、発展
と創造の一端を担ってきました。その教育活動の現場である授業のあり方や組織、
評価と改善のあり方について再検証するとともに、次世代を先導する慶應にふさわ
しい教育モデルを打ち立て、提言していきます。

• 身体知プロジェクト
伝統的な大学教育は、言葉を通じた知識の伝達を中心に考えられてきました。しか
し、言語によって築かれた文明も文化も、身体や感覚を介し獲得され、伝承されて
いきます。身体知プロジェクトでは、体験や表現、現場に実際に出ていくことによって
獲得される知を、どのように捉え、教育プログラムに取り入れていくことができるかを
研究しています。

– 特定研究

• 学術フロンティア「超表象デジタル研究」プロジェクト

– 一般研究

• 一般研究（共同研究）とは、センターの目的に沿った内容の共同研究です。これまで
一定の成果を挙げてきたプロジェクトや、将来、独創的な成果が期待できるプロジェ
クトを推進しています。

� 2005200520052005～～～～2006200620062006刊行物刊行物刊行物刊行物リストリストリストリスト
– ＣＬＡアーカイヴズ

• 『ヨーロッパの大学改革と日本の大学』

• 『2005年度基盤研究 講演記録集』1～3
• 『敵か味方か――ロボットをめぐる文化』

• 『ゲーテの「ファウスト」と脳内人工操作
――21世紀における新人類「ホムンクルス」』

• 『構造的教授法―テーマ発見と書く能力
ドイツ・ケルン大学ライティングセンターの挑戦』

– 各種レポート

• 『教授法の学習方法としてのＳＧＤ
（Systematic Group Discussion）の可能性』2005.10.11

• 『学生フォーラム――感動する大学を作るために』2005.12.17
• 『21世紀の商店街Ⅱ』2005.12.20
• 『一貫教育の冒険① 平家物語群読会』2006.1.29

– 教養研究センター選書
• 『「ドラキュラ」からブンガク：血(ち)、のみならず、口(くち)のすべて』



教養研究センター

調査・研究セクション

教養研究センター発足時、交流・連携セクション、広報・発信セクションとともに設
置された研究・推進セクションの活動は、教養研究センター内で行われる各種研
究活動の支援を目的としていた。その後研究推進セクションの活動の多様化なら
びに国内外における大学を取り巻く環境の変化がこれからの教養教育の有り方
に大きく影響を与えることを視野に入れ、国内外の大学がこれにどのような取り
組みをしているかについて調査する必要性を鑑み、名称を「調査・研究セクショ
ン」へと変更した。

調査・研究セクションのこれまでの活動は、以下のようなものがある。

1. 科研費取得のための勉強会

2. ＦＤを考える
「アメリカの授業運営・FD事例の報告」、「学生による授業評価と
FD活動 ‐シラバスと授業評価・SFCにおける12年の推移‐」、「日
本の大学の欠陥を補完する制度・GPA／アドバイザー制」、「大学
評価とFD活動」、「カリキュラム改革の今後の方向性とFDについ

て」、「『構造的教授法』 テーマ発見と書く能力 ドイツ・ケルン大学
ライティング・センターの挑戦」

3. ＦＤワークショップ
「“双方向授業を目指して”-携帯電話によるアンケート・小テストの
実施-」、「ことばにつばさを-ドラマクラスと教育の身体アプローチ-」、
「ディスカッションをいかにファシリテートするか-体系的グループ討
論法(Systematic Group Discussion)の紹介-」

4. 公開授業の促進

5. 国内他大学の調査

6. 国外高等教育の現状調査

研究代表者 教養研究センター 近藤明彦（体育研究所）



教教養研究センター
調査・研究セクション

国外・国内大学調査

■■■■ 韓国韓国韓国韓国
「韓国の大学の教養教育」

１．教養研究センターと韓国の大学との交流
教養研究センターの調査・研究セクションでは2004年より海外の高等教育機関の調査のためにソウルの

各大学を訪問し、特に1，2年を中心とした教養教育の実態を調査してきた。現在までに訪れた大学は
以下のとおりである。

・ソウル国立大学校 Center for Teaching and Learning
基礎教育院

・成均館大学校 学部大学
・延世大学校 学部大学

Center for Teaching and Learning
Cyber Education Center

また、ソウル国立大学校、成均館大学校、プサン国立大学校のそれぞれから来訪を受け、慶應義塾
大学での教養教育の取り組みについて質疑応答を行うとともに、大学での教養教育について、活発
な意見交換を行ってきた。同時に意見交換の主体を学生にまで広げて、学生によるWeb会議を、２００
５年度より開催している。

２．韓国の大学における教養教育の現状
続いて韓国の高等教育における教養教育の現状について指摘したい。以下からわかるように、教養
教育をめぐる組織編制が速やかに進んでいる韓国の大学から日本の大学が学べることは大いにあ
るだろう。

・学部横断的な共通カリキュラムの施行
現在韓国の大学では学部大学（University College）を中心として、学部横断的に教養教育カリキュラ

ムを履修させるシステムが整いつつある。どのような共通カリキュラムを考えていくかはそれぞれの
大学に任されているものの、骨子としては専門に進む前の１年、および１年半の間に専門を横断する
教養を科目として履修し、すべての専門に共通する語学力やアカデミック・スキルズを身につけさせる
ことを主眼とし、どの大学もこの共通カリキュラムの構築に真剣に取り組んでいる。

・Center for Teaching and Learning
同時にきめ細かな学生の個人指導ができるようにと、Center for Teaching and Learningを併設して

いる大学が多いことも、韓国の大学における教養教育の重要性を物語っているだろう。
ここでは、アカデミック・スキルズやE-learningなどの個々のスキルズにおいて、学生をサポートするの
みならず、学生主体のディスカッション・ミーティング開催の後援など、学生の視点から大学運営を考
えるプログラムも推進している。

・教員の支援組織の構築（FD、授業評価など）
また、学生による授業評価のあり方、その評価の教育へのフィード・バック、授業評価に伴う教員の

サポート体制などについても現在実施に取り掛かり、研究を進めている大学が多く、そのための専門
部署を設立してよりよい授業作りと学生・教員サポートを目指している。２００６年１０月にはソウル国
立大学のCenter for Teaching and Learningの来訪を受け、慶應義塾大学でのFDの試みの質疑応答
を受けると同時に、ありうべき授業評価、および教員支援のあり方について意見交換を行った。ソウ
ル国立大学では現在Center for Teaching and Learningが中心になって、FDについて調査と研究を重
ねている。

３．学生Web会議の開催
２００５年度より教養研究センターでは、ソウル国立大学校のCenter for Teaching and Learningが主

体となって声をかけた学生グループと、教養研究センター設置科目のアカデミック・スキルズの履修
者を中心とした学生グループとの間でのWeb会議を開催している。２００５年度の開催された１回目の
Web会議では、”For the Improvement of Teaching and Learning”をテーマに、それぞれの大学の学生
たちがあるべき大学のカリキュラムと授業内容について真剣に意見交換を行った。次回は２００７年
度の夏に開催を予定しており、互いの文化的価値観を交換し合うことで、新たな教養を学生たち自身
が模索していく場とする予定である。

研究代表者 教養研究センター 横山千晶（法学部）



� オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア((((シドニーシドニーシドニーシドニー))))

University of Sydney（US), University of New South Wales(UNSW)で、自然科学を中心とした教育シス

テム、外国人への英語教育およびPeer mentoringなどについてそれぞれの専任教員より説明を受け、
意見交換を行った。(06年3月 横山・井上・青木・中島)

– システム 豪州の大学は通常、3年間の専門教育科目のみでbachelor学士が与えられる、イ
ギリス式である。ただしUNSWでは、General Education Requirementとして、複数の学部の
科目履修が求められている。

– 複合学位 一方、double major, double degreeという複合的な学位をとる学生が増えている。

これは就職に有利ということもあろうが、「教養」教育への潜在的要求と捉えることもできる。

– 英語教育 通常の大学カリキュラムには英語はもちろん、独、仏などの外国語の義務はない。
非英語学生(留学生、移住者)に対してはInstitute of Language などにおいて工夫されたプロ

グラムに沿って集中的な教育が行われている。

– Peer mentoring 上級生が新入生のさまざまな相談乗るボランティアシステムで、その経験を

就職に生かすことができるということもあり、積極的な参加がある。慶応はシニアとジュニアの
キャンパスが離れているが、これらの連携を強める手立てとしても、このシステムの導入を前向
きに検討したらどうであろうか。

– 訪問対応 両大学とも訪問に好意的で、USでは専門窓口による1時間刻みのプログラムが準

備してあった。

� 国内調査国内調査国内調査国内調査グループグループグループグループ（（（（立教大学全学立教大学全学立教大学全学立教大学全学カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム））））

91年の大学設置基準の大綱化に伴う改革として97年より全学共通カリキュラム（全カリ）を実施してい

る立教大学の全カリ運営センターを訪ね、山本センター部長、藤原事務課長より実施経緯、実態、諸
問題について詳しく説明を受けた。05年12月2日 根岸（経）・白崎（文）・中島（文）

– 全カリは、言語教育と総合教育科目において、教員人事、予算編成までをも含めた思い切った
全学的カリキュラム改革による教育システムである。

– 言語教育は授業内容、教科書、試験、評価基準における統一カリキュラムで行われ、英語では
入学式前日の全員プレイスメントテストでクラス分けされる。

– 総合教育科目群はカテゴリー別の総合A群、複合分野にまたがる総合B群、情報、スポーツに

ついて、全専任教員が担当する。

– センターに専属メンバーはおらず、全学部から出た運営委員、総合/言語部会が実質運営を行

う。日吉の教員の立場、および教養センタ、外国語センタ」に対比できるが、人事権、カリキュラ
ム権、予算を持ち、各学部の理念とは関係なく独立性を保持している。

– このような改革が実行できたのは、2キャンパス、学生数13,000名という大学の規模にあるの

かもしれない。改革当初はトップダウンで各学部の実行力のあるメンバーによる検討委員会が
牽引したから実効ある全カリが実施できたという言葉が印象的であった。



教養研究センター
調査・研究セクション

国際会議 The First-Year Experience

� 国際会議国際会議国際会議国際会議The FirstThe FirstThe FirstThe First----Year ExperienceYear ExperienceYear ExperienceYear Experienceへのへのへのへの参加参加参加参加

－－－－ このこのこのこの会議会議会議会議のののの目的目的目的目的はははは、、、、大学大学大学大学１１１１年生年生年生年生のののの高等教育高等教育高等教育高等教育へのへのへのへの適応適応適応適応やややや学業学業学業学業のののの成功成功成功成功をををを促進促進促進促進するするするするプログラムプログラムプログラムプログラムやややや戦略戦略戦略戦略、、、、研究成果研究成果研究成果研究成果をををを検討検討検討検討することにあるすることにあるすることにあるすることにある。。。。
参加者参加者参加者参加者はははは世界各国世界各国世界各国世界各国のののの大学大学大学大学においてにおいてにおいてにおいて、、、、導入教育導入教育導入教育導入教育にににに携携携携わるわるわるわる教職員教職員教職員教職員でありでありでありであり、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの教育的教育的教育的教育的なななな試試試試みについてみについてみについてみについて紹介紹介紹介紹介するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、活活活活
発発発発なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答とととと意見交換意見交換意見交換意見交換がががが行行行行われるわれるわれるわれる、、、、ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション形式形式形式形式をををを大幅大幅大幅大幅にににに取取取取りりりり入入入入れていることがれていることがれていることがれていることが特徴特徴特徴特徴であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを通通通通
してそれぞれのしてそれぞれのしてそれぞれのしてそれぞれの試試試試みをみをみをみを体感体感体感体感できることもできることもできることもできることも導入教育導入教育導入教育導入教育にににに携携携携わるものにとってはわるものにとってはわるものにとってはわるものにとっては、、、、大大大大いにいにいにいに刺激刺激刺激刺激となるとなるとなるとなる。。。。

教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターではではではでは昨年度昨年度昨年度昨年度のののの第第第第１８１８１８１８回国際会議回国際会議回国際会議回国際会議からからからから２２２２年連続年連続年連続年連続でででで同学会同学会同学会同学会にににに参加参加参加参加しているしているしているしている。。。。第第第第１９１９１９１９回回回回のののの国際会議国際会議国際会議国際会議はははは２００６２００６２００６２００６年年年年７７７７
月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））からからからから２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））のののの４４４４日間日間日間日間にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、トロントトロントトロントトロント（（（（カナダカナダカナダカナダ））））でででで開催開催開催開催されたされたされたされた。。。。教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターからはからはからはからは代表者代表者代表者代表者をををを含含含含めめめめ３３３３名名名名のののの所所所所
員員員員がががが参加参加参加参加しししし、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ、、、、およびおよびおよびおよび研究発表研究発表研究発表研究発表ととととディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションにににに参加参加参加参加したしたしたした。。。。
今回今回今回今回はははは、、、、以下以下以下以下のののの３３３３つのつのつのつの視点視点視点視点からからからからこのこのこのこの第第第第１９１９１９１９回国際会議回国際会議回国際会議回国際会議 The FirstThe FirstThe FirstThe First----Year ExperienceYear ExperienceYear ExperienceYear Experienceののののポイントポイントポイントポイントをををを紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。これらのそれぞれはこれらのそれぞれはこれらのそれぞれはこれらのそれぞれは、、、、
教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターからのからのからのからの参加者参加者参加者参加者がががが、、、、慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、日本日本日本日本のののの大学大学大学大学のののの導入教育導入教育導入教育導入教育にににに応用応用応用応用できるとできるとできるとできると考考考考えられるものであるえられるものであるえられるものであるえられるものである。。。。

■■■■ ピアピアピアピア・・・・リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップやややや補助教育補助教育補助教育補助教育のののの導入導入導入導入のののの利点利点利点利点
（（（（キーワードキーワードキーワードキーワード：：：： ピアピアピアピア・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、補助教育補助教育補助教育補助教育））））
- ピアピアピアピア・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー（（（（以下以下以下以下ＰＬ）ＰＬ）ＰＬ）ＰＬ）とはとはとはとは、、、、仲間仲間仲間仲間のののの学生学生学生学生たちにたちにたちにたちに教育上教育上教育上教育上ののののサーヴィスサーヴィスサーヴィスサーヴィスをををを提供提供提供提供するためにするためにするためにするために選別選別選別選別されされされされ、、、、訓練訓練訓練訓練されたされたされたされた上級生上級生上級生上級生をををを指指指指すすすす。。。。

PLPLPLPLプログラムプログラムプログラムプログラムのののの利点利点利点利点はははは以下以下以下以下のののの７７７７項目項目項目項目にまとめられるにまとめられるにまとめられるにまとめられる。。。。
・・・・ （（（（１１１１）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬはははは１１１１年生年生年生年生とのとのとのとの円滑円滑円滑円滑なななな人間関係人間関係人間関係人間関係をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす
・・・・ （（（（２２２２）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬはははは成功成功成功成功ののののロールモデルロールモデルロールモデルロールモデルとなるとなるとなるとなる
・・・・ （（（（３３３３）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬはははは助言者助言者助言者助言者としてとしてとしてとして役立役立役立役立つつつつ
・・・・ （（（（４４４４）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬはははは学生学生学生学生にとってにとってにとってにとって学問学問学問学問のののの供給源供給源供給源供給源となるとなるとなるとなる
・・・・ （（（（５５５５）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬプログラムプログラムプログラムプログラムはははは優秀優秀優秀優秀なななな学生学生学生学生ににににリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのののの機会機会機会機会をををを提供提供提供提供するするするする
・・・・ （（（（６６６６）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬはははは学生学生学生学生とととと教師教師教師教師のののの橋渡橋渡橋渡橋渡しとなるしとなるしとなるしとなる

・・・・ （（（（７７７７）））） ＰＬＰＬＰＬＰＬははははオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションのののの延長延長延長延長となるとなるとなるとなる

- 補助教育補助教育補助教育補助教育（（（（Supplemental InstructionSupplemental InstructionSupplemental InstructionSupplemental Instruction、、、、以下以下以下以下SI)SI)SI)SI)とはとはとはとは、、、、高高高高いいいい継続進学率継続進学率継続進学率継続進学率のののの維持維持維持維持とととと学生学生学生学生のののの学習能力学習能力学習能力学習能力ややややパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスのののの向上向上向上向上をををを目的目的目的目的とととと

するするするする上級生主体上級生主体上級生主体上級生主体のののの補習補習補習補習セッションセッションセッションセッションをををを指指指指すすすす。。。。 そのそのそのそのポイントポイントポイントポイントはははは以下以下以下以下のののの１０１０１０１０項目項目項目項目にまとめられるにまとめられるにまとめられるにまとめられる。。。。
・・・・ （（（（１１１１）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩののののセッションセッションセッションセッションはそのはそのはそのはその対象対象対象対象となるとなるとなるとなる講義講義講義講義をををを受講受講受講受講したことのあるしたことのあるしたことのあるしたことのある学生学生学生学生によってによってによってによって運営運営運営運営されるされるされるされる
・・・・ （（（（２２２２）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩリーダーリーダーリーダーリーダーはははは講義講義講義講義にににに参加参加参加参加しししし、、、、模範的模範的模範的模範的ななななロールモデルロールモデルロールモデルロールモデルとなるとなるとなるとなる
・・・・ （（（（３３３３）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩののののセッションセッションセッションセッションではではではでは、、、、講義講義講義講義のののの内容内容内容内容のののの理解理解理解理解だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、学習方法学習方法学習方法学習方法のののの習得習得習得習得もももも目標目標目標目標とするとするとするとする
・・・・ （（（（４４４４）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩリーダーリーダーリーダーリーダーはははは学期学期学期学期のののの開始前開始前開始前開始前、、、、およびおよびおよびおよび学期中学期中学期中学期中をををを通通通通じてじてじてじて教授法教授法教授法教授法のののの訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けけけけ続続続続けるけるけるける
・・・・ （（（（５５５５）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩプログラムプログラムプログラムプログラムははははコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの監督下監督下監督下監督下にあるにあるにあるにある
・・・・ （（（（６６６６）））） 教員教員教員教員ははははＳＩＳＩＳＩＳＩプログラムプログラムプログラムプログラムにににに積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力するするするする
・・・・ （（（（７７７７）））） セッションセッションセッションセッションはははは毎週定期的毎週定期的毎週定期的毎週定期的にににに開催開催開催開催されるされるされるされる
・・・・ （（（（８８８８）））） セッションセッションセッションセッションのののの参加参加参加参加はははは学生学生学生学生のののの自由意志自由意志自由意志自由意志にににに任任任任されされされされ、、、、匿名性匿名性匿名性匿名性がががが保保保保たれるたれるたれるたれる
・・・・ （（（（９９９９）））） 学期末学期末学期末学期末にににに評価評価評価評価がががが行行行行われるわれるわれるわれる

・・・・ （（（（１０１０１０１０）））） ＳＩＳＩＳＩＳＩはははは学業学業学業学業のののの振振振振るわないるわないるわないるわない学生学生学生学生ではなくではなくではなくではなく、、、、学業学業学業学業にににに困難困難困難困難をををを感感感感じるじるじるじる学生学生学生学生のののの多多多多いいいいクラスクラスクラスクラスををををターゲットターゲットターゲットターゲットにするにするにするにする

� １１１１年生年生年生年生セミナーセミナーセミナーセミナーのののの３３３３つのつのつのつの具体例具体例具体例具体例
（（（（キーワードキーワードキーワードキーワード：：：： １１１１年生年生年生年生セミナーセミナーセミナーセミナー））））

---- （（（（１１１１）））） 「「「「調査調査調査調査をををを中心中心中心中心とするとするとするとする勉強法勉強法勉強法勉強法」（」（」（」（マクマスターマクマスターマクマスターマクマスター大学大学大学大学、、、、カナダカナダカナダカナダ））））

・・・・ 学生学生学生学生のののの主体性主体性主体性主体性をををを最大限最大限最大限最大限にににに尊重尊重尊重尊重するするするする教育法教育法教育法教育法のののの実践実践実践実践
---- （（（（２２２２）））） 「「「「少人数少人数少人数少人数１１１１年生年生年生年生セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」とととと「「「「治療教育治療教育治療教育治療教育」（」（」（」（長崎大学長崎大学長崎大学長崎大学））））

・・・・ 学習学習学習学習のののの基本的基本的基本的基本的なななな思考法思考法思考法思考法ややややスキルスキルスキルスキルをををを訓練訓練訓練訓練するためのするためのするためのするための１１１１年生年生年生年生セミナーセミナーセミナーセミナーとととと学習学習学習学習にににに必要必要必要必要なななな知識知識知識知識のののの準備準備準備準備をををを目的目的目的目的とするとするとするとする治療教育治療教育治療教育治療教育
---- （（（（３３３３）））） 「「「「ニューニューニューニュー・・・・ミレニアムミレニアムミレニアムミレニアム・・・・スタディーズスタディーズスタディーズスタディーズ」（」（」（」（コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア・・・・カレッジカレッジカレッジカレッジ・・・・シカゴシカゴシカゴシカゴ、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ））））

・・・・ 創造的創造的創造的創造的かつかつかつかつ批判的批判的批判的批判的なななな思考思考思考思考をををを養養養養うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的とするとするとするとするポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ・・・・プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにしたがいにしたがいにしたがいにしたがい、、、、学生学生学生学生はははは１１１１年間年間年間年間のうちにのうちにのうちにのうちに４４４４つのつのつのつのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
（（（（芸術作品芸術作品芸術作品芸術作品））））とそれについてのとそれについてのとそれについてのとそれについての報告書報告書報告書報告書(Process Statement)(Process Statement)(Process Statement)(Process Statement)をををを提出提出提出提出

・・・・ 学生学生学生学生のののの感性感性感性感性とととと知性知性知性知性をををを統合統合統合統合するするするするチャレンジングチャレンジングチャレンジングチャレンジングなななな試試試試みみみみ

■■■■ テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジーによるによるによるによる「「「「結結結結びつきびつきびつきびつき」」」」のののの構築構築構築構築――――――――トロントトロントトロントトロント大学生物学部大学生物学部大学生物学部大学生物学部のののの学生向学生向学生向学生向けけけけサイトサイトサイトサイトbiomebiomebiomebiomeのののの試試試試みみみみ
（（（（キーワードキーワードキーワードキーワード：：：： 学生向学生向学生向学生向けけけけサイトサイトサイトサイト））））
---- 閉鎖的閉鎖的閉鎖的閉鎖的になりがちなになりがちなになりがちなになりがちな生活空間生活空間生活空間生活空間をををを大学内部大学内部大学内部大学内部ののののネットワークネットワークネットワークネットワークにににに切切切切りりりり開開開開きききき、、、、接続接続接続接続していこうとするしていこうとするしていこうとするしていこうとする積極的積極的積極的積極的なななな試試試試みみみみ
---- 学生学生学生学生がががが大学生活大学生活大学生活大学生活にににに必要必要必要必要なさまざまななさまざまななさまざまななさまざまな情報情報情報情報をををを入手入手入手入手しししし、、、、新新新新しいしいしいしい人間関係人間関係人間関係人間関係をををを構築構築構築構築しししし、、、、大学大学大学大学コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティへのつながりをへのつながりをへのつながりをへのつながりを深深深深めることをめることをめることをめることを目的目的目的目的

研究代表者 教養研究センター 佐藤元状（法学部）



教養研究センター
調査・研究セクション

公開授業

�公開授業公開授業公開授業公開授業
– 目的：互いの授業の工夫を紹介し、よいところを学びあい、問

題点を話し合い、共に自分自身の課題として解決していくこと
が授業公開の目的です。

– 活動：教師の方々への参加呼びかけ

• 授業公開の募集「ちょっと窓をあけてみませんか」配布

• 回答票（メッセージ・シート）の配布

– 授業公開のタイプ

①いつでも公開可

②指定した曜日・時限のみ公開

③録画した授業を公開する

– 協力者数１７名（２００５年度秋）

１３名（２００６年度）

– 公開授業に参加して

教養研究センターNewsletter, No. 8（２００６年７月）に、公開

授業レポートが掲載されました。

・授業：佐藤望（商学部）「音楽Ⅰ」（一般教養科目）

・参観者：本谷裕子（法学部）

・レポート内容：本谷先生による参観記および本谷先生から

佐藤先生へのインタビュー

研究代表者 教養研究センター 八嶋由香利（経済学部）


