創造的学習の場としてのFDを目指して−シラバスFD報告
大学数育開発研究センター 加藤かおり

1．はじめに
本論は、平成17年11月16日に実施した「シラバス・
ガイドラインを考えるFD」の実施報告を行うととも
に、その実施にあたって大学数育開発センターが目指
した「創造的学習の場としてのFD」てゴくりのプロセ
スを提示し、今後のFDのあり方を考察する。
このFDの実施には、次のような経緯があった。平
成17年10月、全学教育棟構のメンバーによるランチ
ミーティングで、シラバスが話題．になった。全学科日
を扱うことになった事務手続き上、11月にシラバス作
成依頼を各科目担当者に送ることになっていた。「次
年度の夏に予定されている新しい学務情報システムの
起動にあわせた新しいシラバスにしたい」「今のシラバ
スの記入ではジャピーで認められない」「シラバスの書
き方を徹底しないと」「記入ガイドラインを変えるべき
だ」などの話から、「シラバスのFD、ワークショップ
が必要だ」という話に発展した。
その後の会議でこの話は本格化し、全学教育棟構の
教育支援部門を中心にワークショップのプログラムを
企画実施することになり、協力数貞である加藤がプロ
グラム案作成を担当することになった。
当初会議の中では、まず「シラバスとはこういうも
のである、こういうシラバスが必要だ」というシラバ
スの概念について、講師が講演ないし説明し、あらか
じめ用意された新しいシラバスの案と、それを記入す
る際のガイドライン案が提示され論議する、という習
慣化されたFD形式のイメージが漂っていた。
中には、シラバス問題について常に一家言ある学部
や学科の教貞に講演してもらって、不満解消を囲って
はどうかなどという提案まであった。それもー方法で
はある。
ただ、可能であれば、どこかのシラバスから切り
取ってきたものを貼り付けるのではなく、本学独自と
いえるシラバスを作りたVlし、「参加者が学びあいな
がら、新しいシラバスを作り上げていく」という創造
型学習的な興奮を骨で味わえるような場にしたかった。
このプログラム作成において、理論的には構成主義
などの学習理論やそのほかの成人学習理論をベースに
組み立てればよいことはわかっていた。
しかし、実際に理論をどのようにプログラムに組み
込めばよいのか。その具体的なイメージを与えてくれ
たのは、同年9月に参加した英国の新任敦貞研修にあ

たる高等教育資格課程（Pt）StgraduateCerti丘catein
HigherEducation）のワークショップ、そして10月に
NPO法人まちづくり学校の方々と協同でプログラム
を練った成人学習講座での経験であった。
2．プログラムの作成とその理論的背景
FDは、教員を対象として、大学教育をテーマに行
われる学習の場としての機能を持つ。このFDプログ
ラムを作るということは、言い換えれば、教貞という
成人学習者を対象に、「シラバス」をテーマに学習プ
ログラムを組むということに他ならない。
このシラバスFDのプログラムの作成に際して、最
初に考えたのは、経験やそれなりの前提知識がある参
加者が、どのようにしたら違和感を持つことなく、新
しい知識や情報に対して理解を深めることができるの
かということである。
その間題に対して、構成主義や経験主義の学習理論
や、成人学習理論における「いかにして私たちは学ぶ
のか」という理論が解決の糸口を与えてくれた。私た
ちが何かを学ぶ時のプロセスを、そのままワーク
ショップのプロセスに置き換えればよいのである。
次の（1）から（3）において、それらの理論の概観を説
明し、続く3のワークショッププランにおいて、理論
をどのようにFDプログラムに置き換えていったのか、
そのプロセスを説明する。
（1）構成主義や経験学習、成人学習の理論、そして近
年の深層的学習アプローチが示唆することを取り入
れる。
いかにして私たちは学ぶのか、その学びのプロセス
に関する最も有名かつ実用的な説明として用いられて
いるのが構成主義（Constructivism）である。
周知のように構成主義は、古くはカント哲学に遡り、
その後デューイなどの経験主義やピアジェ、ブルー
ナー、そして振り返り中心の学習研究の基盤となって
おり、人間の理解が経験といかに密接な関係にあるか
を示している。
また、ノールズのアンドラゴジーをはじめ成人学習
理論は、例えばどのような状態の時に成人は学習動機
を持つのかなど、成人が学習をする時の状態について
示している。
さらに、近年英国などで中心的な学習アプローチと
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なっている探層的アプローチ（thedeepapproach）は、
理解を深めるということについて、学習者自身が自分
の目標を明確にし、自分で答えを出すことの重要性を
示している。
これらの学習理論は学習についての多くの示唆を与
えてくれるが、今回のFDプログラムを作成するにあ
たっては、次の3点を特に意識した。
① 目標や期待される成果が明確であり、それらが自
身の問題意識や現状に照らして有用であると確認さ
れる時、成人は強い学習動機を持つということ。
（丑 成人が何かを学ぶとき、それも表面的な記憶のレ
ベルではなく、その事柄がどのような意味を持ち、
何とどうつながっているのかにつVlて理解するには、
事前の知識や経験に付け加えられる、若しくは変化
するプロセス、あるいは関連した事柄と結びつくプ
ロセスを通ることが必要であるということ（このプ
ロセスを通って理解した事実については、その記憶
を長期にわたって維持することができる）。
一方的な知識や情報の伝達は、理解として受け止
められなVlこと。
③ どのような発言も認められる（評価される）雰囲
気ヤフイードバックが、参加者を勇気づけ、その場
への積極的な貢献を促すこと。
そして、そうした参加者同士の前向きな雰囲気がよ
り活発な参加を促すこと。結果として、その集団のも
つ最大限の創造性を引き出し、より良い成果を得るこ
とができる。さらには、そこでの達成感が次の学習へ
の意欲をもたらす。
（2）学習理論からの示唆、学習のプロセスに沿った
ワークショップのプログラムを作成する。
（1）であげた①から③の学習理論からの示唆を要約
すると、参加者自身の「現状と目標の確認」「文脈、蓄
積された経験、知識」を考慮し、参加を勇気づけ活性
化するということである。これらのことをプログラム
として組み込むと、次のようになる。
① 自分は何をどこまで学ぶのか（目標の設定、確
認）を参加者自身が「目に見える形」で、最初の段
階で認識できる機会をつくる。
② まず、参加者の事前の知識や経験、文脈を引き出し
ながら、新しい知識や情報は補足的に付け加えること。
あわせて、そのプロセスや最終的に形成される概念の
全体などが参加者に見える形にする。英国で参加した
ワークショップも、このような参加者の経験の振り返りに
新情報をつなげる手法がとられている。
③ 参加者「全員」が自分の持っている知識、経験を
話す機会をつくる。その発言の内容を、ファシリ
テーション・グラフィックで書きとめることによっ
て、一人ひとりが自分の発言が、他の参加者と共有
されていることを視覚的に確認し、自分（の意見）
が尊重されていることを実感できる空間をつくる。

この3つの点を押さえることによって、FDの企画実
施担当者がよく問題として口にする「教員のニーズと
の間にギャップがある」「提案や説明をすると、批評や
細かい指摘ばかりする」中には「学ぶことがなかった、
つまらないなどと、あからさまな不満を口にする教員
がいる」などについて、かなりの部分・を解消すること
ができる。
（3）ファシリテータ一になる。
最後に、進行役の態度として重要なのが「教えよう

としないこと」「伝えすぎなVlこと」である。
教員を相手に教えようなどと思わないまでも、FD、
研修、学習などの場においては、つい新しい知識や情
報を伝えようとしてしまう。しかし、実際、参加者の
教員は「教育」についての経験があり、知識もあり、
自分の意見を持っている。
成人学習理論では、こうした参加者がすでに持って
いる経験や知識を引き出すことから始める。成人学習
の場で、インストラクター（教師）ではなく、ファシ
リテ一夕ー（つなぎ役、引き出し役、促進者）が重要
とされる所以である。
さらに、ファシリテ一夕ーは場をつくる人でもある。
参加者がワークショップに主体的に参加し、成果の形
成に貢献しやすい雰囲気づくりを心がける。同時に、
ファシリテーションフィツタなどを用いて、参加者一
人ひとりが提供する情報や、その場で生まれた新しい
知識を、全員が視覚的に共有できるようにしていく。
3．ワークショッププラン
実際の具体的なワークショッププランは資料1の通
りである。
大数センターで設定した今回のワークショップの目
標は、「シラバスについて、特に授業の目的と学習成
果についての参加者の共通認識をつくる」ことと、
「新しいシラバスの形式の雛形をつくり、その雛形の
項目内容に合わせた平成18年度用の記述のためのガ
イドラインを作成する」ことである。
この目標を達成するために、次のような手順でワー
クショップを進行させることを計画した。
（1）今日の予定とシラバスをめぐる実務的な現状の説明
進行役として加藤がファシリテ一夕ーを務める。現
状について挨拶をかねてセンター長が説明を行う。
（2）今日のワークショップでの参加者各自が期待する
成果（目標）を確認
自己紹介を兼ねて、参加者全員が発言できる雰囲気
づくりを心がける。ファシリテ一夕ーは、発言者全点
の発言をファシリテーションフィツタで書きとめ、目
に見える形にする。
ここで、参加者自身の現状把握と、このワーク
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ショップにおける目標の確認が行われる。
（3）シラバスの目的についての共通認識
参加者の持っている知識や情報を出し合いながら、
全体的な共通認識を図る。必要があれば新情報をファ
シリテ一夕ーが補足する。
ここでは、参加者の「文脈、経験、知識」の引き出
しと補足的な新情報の付加によって、シラバスについ
ての理解を深める。
（4）新シラバス形式の作成
O「シラバスに必要な項目は？」考えつくものを、
参加者にあげてもらう。現シラバス形式も提示。
ファシダラでまとめる。
○ 各項目の意味内容について、発言者に確認する。
特に、目標、目的、成績評価の基準・方針（授業計
画および教育学習目標のヒエラルキー）について十
分・整合性をとる。
O「学生の主体的学習を促進するツール」としての
シラバス＝学習目標（成果）中心 について補足す
る。
○ 新しいシラバスに載せる項目（名称）をピック
アップする（選択肢も残しておく）。
（5）現シラバス（全学科目）の項目を用いて「新シラ
バス案」に内容的に近づけるための記述ガイドライ
ン（平成18年度用）づくり
○ 参加者にとくに注意を促すべき項目は？（概要、
達成目標、評価方法と基準）
○ その項目ごとに、新シラバスの内容に照らして、
強調して提示すべき事項をあげる。
項目ごと、模造紙にまとめ文章化する。
4．ワークショップの成果
○ ワークショップに期待する成果
具体的に出された意見は、「うちの学部のシラバス
を全学に理解してほしい」、「機能的なシラバス」「学生
にとって使える道具としてのシラバス」「新潟大学オリ
ジナルのシラバス」を作りたいとVlうものから、「シ
ラバスは何のためにあるのか」「シラバスの書き方を知
りたい」というものまで様々であったが、結論として
まず、第1ステップとLて「シラバスについての合意、
共通認識をつくる」ことが必要ということになった。
（FGl参照）
○ シラバスとは何か
シラバスとは何かについて、「教育活動の計画書で
ある」「講義概要である」「説明責任のための契約書で
ある」などの意見、シラバスの目的について「学生が
何を目標に何を学ぶのか、学生が知るためのもの」、
「この科目を受ける意味」「授業時間外の学習方法」を

知らせるもの、などの意見が出された。「大学数育は、
自分で考えることができるようにすることが大切であ
る」という意見も出され、それらのすべての意見を集
約して、ここではシラバスとは「学生が自分で学習を
考えるツール」であるということにまとまった。
同時に、「シラバス作成に至るまでの教育計画が大
切である」という意見が出たことから、大数センター
から「授業計画のヒエラルキー」について補足説明を
行った。そこから、シラバスの目標が、コースの目標、
大学の目標と一貫性があることが大切であるという話
し合いに発展した。（FG2参照）
○ 新シラバスの形式
次に、今回のワークショップの主要目的の1つであ
る新シラバスの項目について話L合った。シラバスの
目的について「学生の学習に役立つもの」という合意
ができていたので、必要な項目はスムーズに設定され
ていった。
話し合いで時間をとったのは、これまで「達成日
標」としていた項目について、「教員側からのねらい」
と「学生の学習のねらい」の2つの目標が必要であり、
その名称をどうするかということであった。
すでにこの2つの側面の目標を自学部のシラバスに
取り入れていた一部の学部から、「一般目標」と「行
動目標」という案が出されたが、検討の結果、「科目
のねらい」と「到達目標」に落ち着いた。以下が、そ
れらを含む変更点である。
平成18年度までのシラバス→新シラバス項目（案）
○講義番号→型旦番号
○概要→型月＿型概要
○達成目標→科目のねらい
その科目を学習する意義、科目の位置づ
け、一般的な科目の目標を記入する。
学習の達成日標
学生が、科目のねらいを達成するために何
をどの程度できるようになればよいのかを記
入する。観察可能な学習成果（知識、技
能など）を箇条書きにする。
○受講要件→登録のための条件（注意）
登録のための条件・注意を記入する。
○履修上の注意→学習方法・学習上の注意
学習方法（予習・復習など学生の自己学
習を促進する方法）や学習上の注意、授
業の形式（講義、演習、実習など）を記
入する。
（残りの項目は、現シラバスどおり）

最後に、新シラバスでの変更点や、今回のワーク
ショップでの意見を踏まえて、平成18年度シラバス
作成用のガイドラインを作成した。（資料3参照）
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5．おわりに
このワークショッププログラム案を会議に初めて提
出した時、辛か不幸かプログラム作成者本人は欠席し
ていたのであるが、予想通り「無理があるのでは」と
いう重たい空気があったと報告を受けた。「全学部の
先生で話しても、折り合いがつくわけがない」という
諦めの囁きが事務の方からも洩れてきた。
勿論不安がないわけではなかったが、それは参加者
の教員に対してではなく、自分の立てたプログラムに
ミスがないか、ファシリテ一夕ーとしての役割を果た
せるかどうかに対する緊張であった。特に理由はない
が、プログラムさえ誤りや無理がなければ、参加者の
先生方と面白い場がつくれると確信していた。
実際の場で気を配ったのは、ここに記述したような
企画側の意図を参加者に感じさせることなく、いかに
スムーズに学習のプロセスを進めるかということで
あった。
気遣ったというより、プログラムの実行中は、準備
したプログラムの意図は一旦忘れて、目の前で起こっ
ている出来事、それは参加者の気づきであったり、経
験や知識の提僕であったりするのだが、「その場で起
こっていることに耳を傾け続けた」といった方が適切
かもしれない。おそらくそれが、ファシリテーション
であり、私がNPOの方がたとのワークショップ活動
の中で学んだことである。
そして時には、私自身も参加者の一人として自分・の
持っている知識を提倶した。合わせて、その場で形成
されたもの、形成されようとしているものが目に見え
る形になるように、ファシリテーション・グラフィッ
クを行った（FGl〜4）。
結果として、このワークショップの成果である新し
いシラバスの項目案と、18年度シラバス作成のための
ガイドライン案を、約4時間、10分の休憩1回のほとん
どノンストップで作り上げた。参加者の集中力に感激
した。

ワークショップ開始当初、「自分の学部のシラバス
を他学部にも理解してほしい」とVlっていた参加者の
1人が、ワークショップ終了後には、「このシラバス
を全国に広めたい。」と言って下さったり、このワー
クショップの数日後、間接的に他の参加者が「シラバ
スがどういうものか良くわかった。」と言っていらし
たと聞いたりした。プログラムについて直接評価を受
けたわけではないが、参加者の方がたも達成感のよう
なものを感じてくださったようである。
今回は、実施の契機はやや突発的であったものの、
理論をベースにプログラムを構成しつつ、このような
場作りを行えば、大学数育開発研究センターの目指す
「創造的な学習の場」としてのFDの実現に近づけると
いうことを経験し、確認することができたと考えてい
る。この経験を生かして、今後のFD研究およびFDの
企画案施を行っていきたい。
最後に、FD企画実施にあったって、いつも裏方で文
字通り支援し、気遣ってくださる教務課教育支援係の
方々に感謝いたします。
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平成17年11月16日
大数センター会議室
13：00〜17：30

シラバスFロワークショッププラン
1．プログラムの目標
シラバスについて、特に授業の目的と学習成果・目標についての参加者の共通認識をつくる。
同時に、新しいシラバスの形式の雛形をつくり、その雛形の項目内容に合わせた平成1呂年度用の記述のため
のガイドラインを作成する。

2．進行予定（ファシリテ一夕ー：加藤）
（1）あいさつ（センター長）、今日の予定＆シラバスをめぐる実務的な現状を説明

（2）自己紹介＆本日のワークショップの達成目標の確認
O「今日のワークショップで達成したいことは？（何がどこまでできるといいか）と名前を記入して発
表。ファシダラでまとめる。
O「シラバスは、何のため、誰のためにある？」の概念形成
→特に、「学生の主体的学習」を促進するツールとしての機能についての共通認識を図る。

（3）シラバス形式の作成
O「シラバスに必要な項目は？」考えつくものを、参加者にあげてもらう。現シラバス形式も提示。
ファシダラでまとめる。
○各項目の意味内容について、発言者に確認する。
→特に、目標、目的、成績評価の基準・方針（授業計画＆教育学習目標のヒエラルキー）
O「学生の主体的学習を促進するツール」としてのシラバス＝学習目標（成果）中心 について補足す
る。
○新しいシラバスに載せる項目（名称）をピックアップする（選択肢も残しておく）。

（2）現シラバス（全学科目）の項目を用いて「新シラバス案」に内容的に近づけるための記述ガイドライ
ン（平成18年度用）づくり
○参加者にとくに注意を促すべき項目は？（概要、達成目標、評価方法・基準？）
→平成17年度の文書（センター長名の）を提示する。
○その項目ごとに、新シラバスの内容に照らして、強調して提示すべき事項をあげる。
→項目ごと、模造紙にまとめ、文章化する。
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［亘垂］
平成17年11月16日
シラバスFD資料

学習成果ベースの授業計画
1．学習成果（目億）ペースの授業計画−その潮
流の背景
欧米の高等教育は、1990年代半ば以降カリキュラム
重視の教育（何を教えるか）からアウトカムズ（学生
が何を学んだ、身につけたか）を重視する方向、すな
わち学習成果の設定を適切に行い、かつ学生自身が期
待される成果を学習の目標として認識できるよう促す
ような、主体的な学習支援という方向へシフトしてい
る。
職業人としての継続教育（成人教育、生涯学習）へ
の連続的な教育効果を重視していた医歯学教育などで
は、すでに30年前から「学習」を中心とした教育改
善を実施しているが、特に欧州では2000年以降、高
等教育全般の教育学習改善において急速な広がりを見
せている。その背景には、知識基盤社会への変容によ
る生涯学習への意識の高まりと、ボローニヤ宣言に象
徴される欧州高等教育の基準化などがある。
2．授業計画における設定事項と優先順位
基本的に、授業計画は、①トピック、②目標、③
学習成果、④授業内容に大別され、①〜④の順に重要
度が高いとされる。計画は、科目全体のもの、各回の
プログラムごとに作成される。
型＿上ピック（科目のテーマ）
トピッタには科目としてのテーマや、各回プログラ
ムのトピックがある。
② 授業の目的および最終目標（Aim）
この授業は何のためにあるのか、何を伝えようとす
るのか、なぜこのトピックが重要なのか、この授業を
受けると何に役立つのかなど（有益性、社会性）。カ
リキュラム作成者や授業担当者、学生がこの授業の意
味や位置づけを確認するためのもの。

③周嘩／学翠成果
（Objectives／LearningOutcomes）

受講後、学生が身につけていることを期待されるこ
と。大別して、知識、技術、態度の3つの領域が含ま
れる。学生が、自分・は何を理解し、習得すればよいの
かを確認できるもの。成績評価は、この達成度を示す
ものとなる。（試験で問われる内容がここに示されて
いることになる。）
（学習成果の意義）
○ 教員よりもむしろ学生のためにある。学生が自
分・は何を要求されているのかを理解できる。

○ 学習の目的や意味を明確にするのに役立つ。
○ 敦貞が教授方法や成績評価の方法を選択するの
に役立つ。
○ 授業計画や実施方法の長所短所を判断するのに
役立つ。
○ 同僚間での授業計画に関する議論を進めるのに
役立つ。
④ 授業内容（Content）
プログラム概要、計画を表すもの。1回の授業ごと
の細かなトピックや授業の進め方、教育材料（使用す
る文献資料、その他メディアなど）の準備。シラバス
であれば、学生が読んでおくべき文献、要求される課
題や活動なども記述される。

3．学習目標／成果の設定、記述
現在のアウトカムペースの授業計画では、効果的
なプログラムの設定は、いかに適切な学習目標／成果
を設定するかにあるとされ、シラバス作成においても
最も難しいとされるのも目標・成果の記述である。
目標／成果の内容には、（1）知識（想起レベル、解釈レ
ベル、問題解決レベル）、（2）技能、（3）態度の3つの領
域を含めることが望まLく、その内容は、次の5つの
点が求められる。
（1）現実的（それを学ぶことの意味を学習者が理解
できる）
（2）理解が可能（学習者にわかる言葉で記述され、
教員間でも共有可能なもの）
（3）測定可能（目標が達成されたか観察が可能なも
の、評価判定の説明が可能なもの）
（4）行動的（学生が何を身につけるのかが明確）
（5）達成可能（学習方法、レベル、教育資源などを
含めて実現可能である）
通常「（学生は）〜ができる′」の形で示され、曖昧
な言葉、難解な言葉は極力使わないこと、特に「〜を
理解する」「〜を知る」「〜に親しむ」「〜が分かる」な
どの動詞は用いない。具体的に「何と何について説明
できる」「〜について3つの形式をあげて、その相違を
比較することができる」「〜についての図を描写でき
る」など、学生が自分はどこからどこまでできれば良
いのかを確認できるようにするのが望ましい。
含まれる知識、技能、態度の3領域の内容について
は、たとえば英国では、専門分野ごとに知識や技能の
基準を示す
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Benchmark Statement一†があり、それらを

参考にプログラムの内容やレベルに合わせた目標／成
果を設定していく。（これらのベンチマークは、The
HigherEducationAcademyを中心に分野別の専門家集
団によって提供されている。）
（記述に適している動詞の例）
（1）知識：
分析する、配列する、評価する、計算する、予測す
る、列挙する、引用する、分類する、比較する、対比
する、批判する、定義づける、記述する、発展させる、
証明する、区別する、用いる、例を挙げる、図解する、
修正する、名称をあげる、体系づける、概要を説明す
る、要点を述べる、計画する、記録する、関係づける、
訂正する、選択する、解く、特定する、述べる、提案
する、−敦させる、表にする

FGl．ステップ1「このWSでどのような成果を得た

（2）技術：
調整する、適用する、組み立てる、特性を示す、図
にする、収集する、証明する、措く、設置する、公式
化する、図解する、作動させる、突き止める、維持す
る、管理する、測定する、モデルをつくる、修正する、
捷作する、説得する、整理する、推奨する、解決する、
選択する
（3）態度：
承．認する、導入する、支持する、賛同する、評価す
る、挑戦する、特徴づける、選ぶ、批判する、弁護す
る、主張する、同情する、判断する、説得する、薦め
る、関係づける、価値｝ゴける
串ロンドンインペリアル大学高等教育費格課程コア
ワークシ ョ ップテキストおよびAHandbookfbr
Tbaching＆LearninginHigherEducationを参照

FG2．ステップ2「シラバスとは何か？」

いか？」

FG3．ステップ3「現行のシラバスから新シラバスの
項目へ」
−

−

‥

FG4．ステップ4「現行のシラバス項目を用いた記入
のガイドライン（H相年度用）」
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平成18年度Gコード科目シラバス原稿を作成する際のガイドライン
1．シラバスを作成される際には、学習者（学生）にわかりやすい内容となるようにお願いします。
2．以下の項目については、特に留意して、空欄のないように記入してください。

項

目 記入の際に留意していただきたいこと

科目

の概要

○科目の概要を2、3行で、記入してください。
O「科目のねらい」と「学習の到達目標」に分けて記入してください。
O「科目のねらい」には、その科目を学習する意義、科目の位置づけ、一般的な
科目の目標をご記入ください。たとえば、〜を理解する、習得する、〜に親し
むなど。

達

成

目

標

O「学習の到達目標」には、学生が、科目のねらいを達成するために何をどの程
度できるようになればよVlのかを記入してください。
○ 評価可能な学習成果（知識、技能など）を箇条書きにしてください。たとえ
ば、〜を説明できる、列挙できる、分析できる、計算できる、実施できるなど。

受

講

要

件

履修上の注意

授

業

計

画

○ 登録のための条件・注意を記入してください。（〜を履修Lていること、〜の
前提知識があることが望ましいなど）

○ 学習方法（予習・復習など学生の自己学習を促進する方法）や学習上の注意、
授業の形式（講義、演習、実習など）を記入してください。
○ 毎回の授業内容を明記することが望ましい。

○ 評価の方法とその比重を具体的に明記してください。例：論述○％、口頭○％、
成績評価の
方法と基準

客観○％、レポート○％など
O「学習の到達目標」の達成度を評価するものであることが望ましい。
○ 出席点は、原則として含めないで下さい。
○ 授業において使用するテキストの著者、題名、出版社、および価格を記入し

使用テキスト

てください。
○

テキストは、授業において使用するもので、学生各自が購入するものを記入
してください。

○ 学習上の参考文献の著者、文献名、出版社、および価格を記入してください。
○ 参考文献は次の2種類に分・けて記入してください。
参

考

文

献

① 主要参考図書：授業の参考として必読すべき図書で、付属図書館に備え付け
て、学生が常時閲覧できるもの。なお、絶版など入手しにくいものもあります
ので、入手しやすい本をあげるようにしてください。
② 推薦図書：学生の自発的学習意欲を促す、授業内容に関連を持つ学術雑誌や文献。

備

考 ○ 空欄でお願いします。
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