目次
ご挨拶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

第 1 章 本事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

第２章

実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

組織体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
複数の指標を紐付けた分析と学生の個人情報保護の両立・・・

3
6

活動実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

アセスメント・ポリシーの設定・・・・・・・・・・・・・・

東京女子大学 AP シンポジウムの開催・・・・・・・・・・・

9
10
12
33
35
37
38
39

まとめ―取組成果と今後の展望―・・・・・・・・・・

40

取組による教育改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今後の展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40
42

資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

各年度の活動内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44
47
49
53
71
76

第３章

アセスメント・モデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・
アセスメントの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アセスメントの実施による成果・・・・・・・・・・・・・・
授業外学修時間の伸長・・・・・・・・・・・・・・・・・・
教育環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FD・SD 活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第４章

第５章

プロジェクト・チーム構成員一覧・・・・・・・・・・・・・
取組内容の発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京女子大学 AP シンポジウム配付資料・・・・・・・・・・
態度・志向 Web 調査質問項目一覧 ・・・・・・・・・・・・
自己点検・評価報告書及び外部評価報告書・・・・・・・・・

ご挨拶

東京女子大学 学長
茂里 一紘

東京女子大学は、1918 年の創立以来、キリスト教を基盤としたリベラル・アーツ教育に
より「専門性をもつ教養人」を育成し、100 年にわたり社会に有為な女性を輩出してまいり
ました。創立 100 年を迎えた 2018 年 4 月には、学科の再編を行い、「東京女子大学グラン
ドビジョン」に基づいた教育改革のもと、国際性、女性の視点、実践的な学びを一層進化さ
せたリベラル・アーツ教育を展開しております。
文部科学省平成 26 年度「大学教育再生加速プログラム」テーマⅡ（学修成果の可視化）
に採択された本学の新たな取組「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による
学修成果の向上と可視化」は、これまで明確な「物差し」のなかったリベラル・アーツ教育
の学修成果について適切な指標を用いて測定し、その結果を可視化することにより、教育内
容の充実と卒業時の学修成果のさらなる向上へとつなげるための仕組み（アセスメント・モ
デル）を構築することを目標としています。全学的な取組が不可欠である本事業において
は、教職協働体制のもと、採択から 6 年にわたり多面的なデータを収集し、複合的な分析
結果を蓄積することにより、教育改革を行うためのサイクルを稼働し始めることができまし
た。
事業の推進にあたっては、卒業生、企業の方を対象としたアンケートやインタビューの実
施、シンポジウムの開催、外部評価委員会による評価など、多くの方々のご協力を賜りまし
た。ここに改めて御礼申し上げます。
この度、6 年間の歩みについて、本報告書を発行するとともに、本学公式サイトでも広く
公開することといたしました。本学の学修成果の測定モデルが他大学等の皆様の参考となれ
ば幸甚に存じます。
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第 １ 章

本事業の概要

第２章

組織体制について

東京女子大学は、キリスト教を基盤としたリベラル・アーツ教育を通して①専門知識、②

本事業では、学長を委員長とする教育研究開発委員会による事業全体の統括の下に、自己

汎用的能力、③倫理性等の態度・志向を涵養し、「専門性をもつ教養人」を育成してきた。

点検・評価委員会、IR 専門委員会、教務委員会、FD 委員会など、関連する学内諸委員会が

本事業では、本学のリベラル・アーツ教育による学修成果（特に②汎用的能力、③態度・志

関わり、大学が一体となって教育改善を行う PDCA サイクルを構築した。

向の修得度）の効果を測定する独自の指標を作成・開発し、アセスメントを行うことによ

実施体制

本事業の概要

■取組の概要

実施体制
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教育研究開発委員会は、学部長（副委員長）、全学共通教育部長、自己点検・評価委員

り、その結果を可視化し、リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデルを構築することを

長、FD 委員長、教務委員長、IR 推進室長等の教育職員に加え、大学運営部長、教育研究支

目標とする。教養教育にはどのようなアプローチが可能であるか、アセスメント・ポリシー

援部長等の事務職員を委員とする全学的な教職協働の構成としている。これにより、各関係

を策定し、具体的な指標の開発・作成を行う。学内のみならず卒業生や企業等に対しても調

委員会、組織における事業の進捗、目標の達成状況などの把握を行うことが可能となった。

査を行い、本学の教育への客観的な把握も行う。本事業は、本学の教養教育プログラムの人
材養成の目的の達成度を客観的に測定し、教育改善を恒常的に図る取組である。

■事業の進捗状況
2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

IR 体制の強化
成績評価の平準化
コア科目の成績評価にルーブリ
ックを導入
TOEFL ITP®実施、分析、評価
汎用的能力テスト・学修行動調

図 2-1 アセスメントの実施と教育改善のプロセス

査実施、分析、評価
卒業生・企業アンケート及びイ
ンタビュー調査の実施、分析、
評価

■プロジェクト・チーム

アセスメント・ポリシー策定と
指標開発

教育研究開発委員会の下には、２つのプロジェクト・チームを置き、中心となって事業を

本学独自指標によるアセスメン

進めてきた。

トの実施、結果分析、検証

指標開発プロジェクト・チームは、心理学、社会学を専門とする専任教員で構成し、指標

アセスメント・モデルの再構築
及び恒常的な教育改善システム

開発や教育成果可視化に向けた調査の実施、分析作業を行った。2017 年 2 月より、指標開

の確立

発プロジェクト・チームの作業を支援する特任研究員を配置し、チーム体制を強化した。

FD・SD 研修の実施

補助事業期間の中間年度にあたる 2017 年度の中間評価において、教育研究開発委員会の
体制について「多数の役職者、各委員会委員長により構成されているため、やや機動性に欠
2
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3
3

け」るため、「統括機能及び事業体制の連携機能の一層の強化」を要するとの点検・評価を

タの収集・調査・分析等にあたっている。専任職員は、事業期間中、研修等により研鑽を積

行った。これを受け、2018 年度より「アセスメント・モデル構築プロジェクト・チーム」

み、分析に係る専門的スキルの修得に努めた。
教務委員会は、学修成果の可視化の前提となる成績評価の平準化・厳格化、単位の実質化
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を新たに設置し、組織体制を改善した（図 2-2）。

に向けた取組みを全学的かつ組織的に行った。
FD 委員会は、教育方法の充実・改善のため、「学生による授業評価」に関する検討会、

教育研究開発委員会

学部

教員相互の授業参観、学内研修等を行っている。教務委員会と FD 委員会は、ルーブリック

大学院

実施体制

実施体制

全体統括・方針策定

評価導入、シラバスの改善等において連携して本事業に取り組んだ。

全学共通カリキュラム
自己点検・評価委員会
FD 委員会

（学長を中心に）全学的な連携体制
AP 事業全体を統括

■事務組織
IR 専門委員会

教務委員会
将来計画推進委員会
学長

事務局

本事業及び教育研究開発委員会の事務局は、当初、教育研究支援課が担っていたが、
2016 年度より、教学改革を担う学長直属の組織として、大学運営部の中に設置した大学改
革推進課が行うこととなった。2019 年度には、事業期間終了後の本取組を大学の内部質保
証の一部に組み込むことを見越して自己点検・評価委員会の事務局である大学運営部総務課

※2018 年度新設

方針の具体化
アセスメント・モデル構築及び精査
指標開発 PT への作業依頼

アセスメント・モデル構築プロジェクトチーム

に移管し、併せて教育研究開発委員会の事務局を兼ねることとした。関連する業務を総務課
に集約し、本事業の仕上げに向けてスピードアップを図るとともに、事業期間終了後も取組
を円滑に推進できるよう、体制を整えた。

指標開発
測定・可視化の実施

指標開発プロジェクトチーム

図 2-2 本事業推進のための組織体制
同プロジェクト・チームは、事業推進責任者としての学部長、指標開発プロジェクト・チ
ーム責任者、IR 専門委員他を中心とした教育研究開発委員会のコアメンバーにより構成
し、アセスメント・モデルの構築及び精査、事業評価における指摘事項への対応の検討等を
行う役割を担っており、具体的な方策を検討し進捗状況を改善するとともに、事業の補強を
行った。教育研究開発委員会の下で、具体的な方針を策定する一方で、教育研究開発委員会
で決議した方針に基づき、すみやかに関連諸委員会や指標開発プロジェクト・チームへの作
業依頼を行うことで、事業全体の進捗状況を改善した。

■各組織の連携
本学全体の内部質保証を担う自己点検・評価委員会の下に設置している、IR 専門委員会
では、指標開発プロジェクト・チームからの依頼を受けて分析を行うほか、学修行動調査や
TOEFL ITP®等事業に係る統計分析を行った。なお、事務局は、学長直属の組織である IR
推進室が担っており、専任職員（兼務）及び契約職員を配置し、教育改革に資する教学デー
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複数の指標を紐付けた分析と学生の個人情報保護の両立

ままでは保護すべき個人情報であり、取り
扱いが非常に難しい。さらに本事業の開始

学修成果の可視化を大学の教育改善に結びつけていくためには、改善につながる可能性の
ある要因、原因となる説明変数についてのヒント、説明変数と学修成果の関係に注目してい
の長い学生がどの程度教養が身についたと感じているかを知る必要がある（図 2-3）。
アンケート調査結果から、このような質問項目の間の関係を調べる方法として、クロス集
計がある。これは、教室外学修時間の長い学生と短い学生、教養が身についたと思う学生、
思わない学生とそれぞれ２群に分け、この 2×2 の表の中に学生がどのように分類されるか
を調べる方法である（図 2-4）。図 2-4 の下表のように分類されれば、教室外学修時間と学
修成果には関係はなく、教室外学修時間の長さと主観的に身についた教養の程度に違いはな
いと言える。一方、図 2-4 の上表のようになれば、教室外学修時間が長い学生たちの方が教
養が身についたと感じているということが分かる。これは、1 つの質問に対する単純集計で
はできない分析であり、特定の学生が質問項目 A と B にどのように答えたかという情報を
使ってのみ可能となる。本事業では、このように個々の学生に紐付けた分析をすることによ
って、教育改革に役立つ情報を抽出できる仕組みの構築を試みた。

の各部署において厳格に保管されており、
抽出や共有、分析が困難であった。
個人情報を扱う研究では、個人の紐付け

実施体制

実施体制

く必要がある。例えば、教室外学修時間と学修成果の関係を分析する場合、教室外学修時間

当初、各学生の GPA 等の個人情報は、学内
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■個々の学生で紐付けした分析の必要性

を維持しながら個人情報を切り離すため
に、匿名化する方法が一般的であり、個人
名やイニシャルを使用せず、研究協力者 A,

図 2-5 大学では学生番号によって情報が管理されている

B, C に置き換えて分析をしている。しか
し、対象の多い本事業においては、単純な
記号に置き換えることはできず、また、学
生番号と関連するような規則的な付番は避
ける必要がある。
そこで、情報処理センターと連携し、図
2-6 の通り学生番号と別に学生を紐付けら
れる本事業専用の ID（以下、APID とい
う。）を作り、本事業での分析の際には、
学生番号ではなく APID を用いて共有、分
析することにした。APID と学生番号は一
対一に対応しているが、APID から学生番

図 2-6 学生番号を暗号化して APID を生成

号が連想、復元できないよう、暗号化に使
用される関数である一方向性関数を使って
生成することとした。図 2-6 及び図 2-7 中
では APID を 5 桁で例示しているが、実際
の APID は数十桁に及ぶ。
図 2-3 項目間の関係を調べることで改善のヒントが得られる

図 2-4 項目間の関係はクロス集計をすることで見える

教育改革のための分析にはデータと学生
の紐付けは必要だが、個人を特定すること
は不必要である。本事業では、APID をす

■個人情報を保護しながらデータを紐付けする仕組みの構築
大学では個々の学生に学生番号を一意に与えて情報を管理しており、学生番号を用いるこ
とで学生に紐付いた分析は可能となる。ただし、学生番号は学生個人の情報と紐付けられて
いるため、分析に関わることで、特定の学生について日常の学修行動から、GPA 等あらゆ
るアセスメントの結果を知り得ることとなる（図 2-5）。個人に紐付いた調査結果は、その
6
6

べての学生番号のデータと置き換えて使用
することで、紐付けはされているが、個人
が特定されることのないデータセット（図

図 2-7 学生番号を使わずに APID のみで分析

2-7）を作成することができた。さらに、学
生番号と APID の対応づけ表の管理や、デ
7
7

ータの APID 変換の方法についてガイドラインを作成することで、学生の個人情報を守り
つつ、学内の複数部署において安全にデータの共有や分析をするための仕組みを構築した。
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活動実績

アセスメント・ポリシーの設定

■学生のメールアドレスの保護

教育研究開発委員会では、2015 年度にアセスメント・ポリシーを以下のように定めた。

第 ３ 章

実施体制

本学の学生メールアドレスは、学生番号を使用しているため、メールアドレス自体も重要
な個人情報となる。そのため、オンライン調査会社のプラットフォームを利用して実施する

アセスメント・ポリシー

法として、APID 同様に情報処理センターと連携し、調査対象の学生全員について個別の転

東京女子大学は、建学の精神に基づくリベラル・アーツ教育の成果について、多角

送用メールアドレスを設定した。これにより学外のプラットフォームを利用しつつ、安全に
調査を実施することができた。この他、複数の方法で、学生番号やメールアドレスを学外に
知られることなく、学外の調査資源を活用しながら、APID に紐付いたデータを得て、本事
業を実施した。

活動実績

調査においては、本学のメールアドレスを調査会社に開示せず、かつ、回答者を特定する方

的観点から複数の指標に基づいて評価を行う。上記の評価は、エビデンスに基づい
た教育改善を継続的かつ効果的にすすめることを目的とするものである。

これは、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に定めた資質や能力を、どの程度身につ
けられたかを測ることにより、本学のリベラル・アーツ教育による学修成果を総合的に評
価・把握し、恒常的な教育改善を進める目的で設定したものである。
尚、このポリシーは、本事業を推進していくため、教授会で周知し学内で共有しているほ
か、本学公式サイトにも掲載している。
また、2016 年度に 3 ポリシーの見直しを行った際、2016 年 3 月に出された文部科学省
中央教育審議会大学分科会大学教育部会「三つのポリシーの策定と運用に係るガイドライ
ン」において、カリキュラム・ポリシーは「ディプロマ・ポリシーを踏まえた教育課程編
成、当該教育課程における学修方法・学修過程、学修成果の評価の在り方等を具体的に示す
こと」と定義されていることを受け、10 項目にわたるカリキュラム・ポリシーの中に、以
下のように、第９,10 項目として「学修成果の評価」の項目を設けた。このカリキュラム・
ポリシーは、2018 年 4 月以降の入学者に適用される。このことにより、2015 年度に策定し
たアセスメント・ポリシーを大学教育の中に恒常的かつ明示的に位置付けることができた。
【学修成果の評価】
９．学士課程の集大成としての卒業研究（卒業論文、Final Presentation、講究）を全学科
必修とし、目標とする資質・能力を身につけることができたかを、ルーブリックを用
いて評価する。
10. 本学のリベラル・アーツ教育の学修成果について、直接的指標と間接的指標を用い
て、多角的観点から評価を行う。

8
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■アセスメント・プランと経年変化の測定

アセスメント・モデルの構築
■リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル
リベラル・アーツ教育の学修成果の可視化は容易ではない。本事業では、この難しい課題
に挑む１つの具体案として 3×3 の評価表（図 3-1）を作成することで多角的に可視化する
学のアセスメント・モデル」とした。
本学のリベラル・アーツ教育によって身につけられる領域として、専門知識、汎用的能
標、外部評価指標の 3 つの評価方法を設定した。これらは、互いに関連し合うものの、別
の側面を評価したものであり、互いに補完し合うことで学修成果の実像を可視化すると考え
られるため、どれかで代用することはせず、すべてを実施することとした。なお、2020 年
1 月に出された文部科学省中央教育審議会大学分科会「教学マネジメント指針」において
も、学修成果・教育成果の可視化は、「複数の情報を組み合わせた多元的な形で行う必要が
ある」と示されている。

スメント・プランを図 3-2 の通り策定した。アセスメント・プランに基づいて収集した膨大
なデータについて、主に指標開発プロジェクト・チームが、教育改善に結びつく可能性のあ
るものを中心に分析し、学修に影響のある要素の特定等を行った。
変化や伸長を測定する場合、同じ入学年度の学生集団について 1 年次と 3 年次の時点で
調査及び比較する必要があり、その結果が他の入学年度の学生にもみられる傾向であること

活動実績

活動実績

力、態度・志向の 3 つを設定し、それぞれの領域について、直接評価指標、自己評価指

の関連づけを明確にするため、本学のディプロマ・ポリシーと各指標との対応を示したアセ
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試みを実施し、この 3×3 のマトリックスによる包括的・多角的な評価方法を「東京女子大

このアセスメント・モデルに基づいて実際に評価を実施するとともに、大学の教育活動と

を確認するために同様の調査を別の入学年度の学生にも行う等、可視化指標を用いて有用な
結論を導くためには、最低でも数年のデータの蓄積が必要である。学士課程教育が 4 年の
歳月を要すること、得られたデータが多次元かつ大量であることから、アセスメント・モデ
ルから得られたデータの分析、検討には時間を要するが、リベラル・アーツ教育を改善して
いくために有用な情報をアセスメントの実施を通して多数得ることができているため、引き
続き分析・検討を進める予定である。
なお、得られた成果のうち教育改善に役立てられることについては、2016 年度から 2018
年度にかけて当該年度における本事業の成果として各年度末に FD・SD 研修を開催し、学
内で共有した（p.38「FD・SD 活動」参照）。
■アセスメント・プラン
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

TOEFL ITP

2•3•4 年
次アンケ
ート（学修
行動調査、
本学独自）

4 年次 アン

PROG テ ス
ト

卒業 生調
査

雇用者調
査

態度・志向

ALCS 学 修

授業評価

GPA

調査

行動比較調

（本学独自）

査

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

現代教養学部【18 課程】ディプロマ・ポリシー

大学の教育活動レベル
アセスメントの階層

図 3-1 東京女子大学のアセスメント・モデル

3×3 のマトリックスの中に、具体的な評価指標を位置付けたところ、該当する既存の評
価指標がなかった「グローバルな態度・志向」の直接指標については、独自の評価指標を開

DP1

知識・理解

DP2

知識・理解

DP3

汎用的技能

DP4

汎用的技能

DP5

態度・志向性

DP6

態度・志向性

本事業の開始時点で日本語での利用が可能であった外部テスト（PROG）を活用することと

汎用的能力

10

◆

単位修得
状況

IR コモンズ）

独自）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

人間・社会・自然に対する理解を深
め、広範で多様な知識を身につけ
ている。
自分の専攻分野に関する方法論と
専門知識を身につけ、さらに自分
の専攻分野に隣接する分野につい
て理解を深めている。
知識を活用し、論理的思考力に基
づいて、問題を発見し、解決する能
力を身につけている。
他者の表現を適切に理解し、自ら
の考えを論理的に表現し、建設的
な議論を行うことができるコミュ
ニケーション能力を身につけてい
る。
異なる考えや意見を受け入れる力
を身につけ、多文化共生社会への
理解を深め、他者を尊重し協働で
きる力を身につけている。
主体的に学び続け、自己を確立し、
自らのキャリアを構築する姿勢を
身につけている。

間接的アセスメント指標

客観的に測定可能な指標

し、独自指標の開発は見送った。学修行動比較調査については、本学で従来実施していた学

10

個別の授業レベル

成績分布

アンケート

（教学比較

調 査、 本学

直接的アセスメント指標

専門知識

ALCS 学修行動比較調査に参加・協働することとした。

◆

（学修行動

アセスメントに用いる各評価軸の指標

発した。汎用的能力や態度・志向について直接評価をする指標について検討するにあたり、

修行動調査に加えて、本事業の開始とほぼ同時期に開始された教学比較 IR コモンズによる

教育プログラム（学部・学科等の
教育活動）レベル

ケート

・GPA

a.自己報告型の指標
学修行動調査（本学独自）

b.外部評価指標
卒業生アンケート

・修得単位数

・学修行動調査（他大学と比較可能なもの/ ALCS 学修行動調査）

・TOEFL ITP の得点

学修行動調査（本学独自）

卒業生アンケート・インタビュー

・外部テスト（他大学と比較可能なもの）の得点

学修行動調査（他大学と比較可能なもの）

雇用者アンケート・インタビュー

・独自指標
態度・志向

・PROG テスト（他大学と比較可能なもの）の得点

学修行動調査（本学独自）

卒業生アンケート・インタビュー

・態度・志向調査（本学独自）

学修行動調査（他大学と比較可能なもの）

雇用者アンケート・インタビュー

図 3-2 東京女子大学のアセスメント・プラン

11
11

アセスメントの実施

かなりよくあった

■ＧＰＡ

よくあった

GPA が学修成果の指標としてより適切なものとなるよう、事業期間前半に成績評価の平
準化に向けた体制を整えた。具体的には、2014 年度には成績 Web 登録時に、個々の科目に
準の適切性と教育の効果を確認しながら成績を登録できるようにした。2015 年度には、相

ときどきあった
ほとんどなかった

第 ３ 章

第 ３ 章

ついて担当教員が成績分布を確認できるようシステムを改修したことで、自身の成績評価基

まあよくあった

まったくなかった

対評価によって成績を評価する場合の成績分布についてガイドラインを導入した。この他、
2016 年度からは、教務委員会主導のもとに順次ルーブリック評価の導入を開始し、1 年次
演習、全学共通カリキュラム 1・2 年次対象の必修・選択必修科目、進級条件科目、卒業研
究の成績評価にルーブリックの導入を完了している。ルーブリックの作成にあたっては、学
内の成績評価の平準化及び GPA を指標とすることの妥当性の担保に努めるため、授業科目
の到達目標と対応して、専門知識、汎用的能力、態度・志向に関する項目を評価の観点に盛
り込むこととした。

図 3-3

活動実績

活動実績

教務委員会では各科目の成績分布の資料を作成し、各専攻にフィードバックしている。
GPA 段階からみた ALCS 学修行動比較調査における学修経験の違い

また、GPA の低いグループについては、PROG のリテラシー得点及び対課題基礎力の低
さ、一方で対人基礎力の高さが観察され、このグループに対する指導の手がかりが得られた
（図 3-4）。

教育研究開発委員会では、ルーブリックによる成績評価が学修成果の可視化に有効である
と判断し、全学的展開を目指すこととした。これを受け、教務委員会主導のもと、当初より
導入を予定していた科目に加え、資格課程（教職課程・学芸員課程・日本語教員養成課程）
の一部の科目についても、2019 年度から導入を行った。
2018 年度には、GPA を 1.0 未満、1.0 以上 2.0 未満、2.0 以上 2.5 未満、2.5 以上 3.0 未
満、3.0 以上 3.5 未満、3.5 以上の 6 グループに分け（GPA1.0 未満と 3.5 以上はごく少数だ
ったため除いた）、ALCS 学修行動比較調査、態度・志向 web 調査、PROG の各種指標と
の関係を分析した。
ALCS 学修行動比較調査との分析の結果、特に GPA の低いグループで「不達成」
図 3-4

（ALCS 学修行動比較調査の質問項目「提出期限までに授業の課題を完成できなかったこ

GPA 段階から見た PROG テスト結果

と」「授業に遅刻したこと」の合計平均値で算出）の割合が高く、学修行動上の課題がみら
れた（図 3-3）。

■TOEFL ITP®
本学では、在学生の英語力の伸長を測定するため 2014 年度 1 年次入学者より入学時と翌
年 2 年次後期に TOEFL ITP®を受験させている。1 年次は 4 月のオリエンテーション期間に
実施しており、2 年次は 2017 年度より必修科目である「ReadingⅡB」の成績評価の一部に
組み込んでいるため、受験率は毎年 90％以上となっている。TOEFL ITP®の結果は、プロ
グレスチャートに示し、学生に学力の伸びを実感させる工夫をしている。表 3-1 は、2016
12

12

13
13

年 4 月入学者（専攻別）の 1 回目と 2 回目の受験状況である。なお、TOEFL ITP®は

Listening Comprehension、Structure and Written Expression、Reading Comprehension
の 3 つのセクションから構成されており、それぞれのセクションのスコアを元にトータル

哲学

日文

英文

史学

国際

経済

社会

心理

コミュ

言語

数学

情報

2016 年

1030

40

118

135

100

137

54

77

84

100

113

41

31

2017 年

1046

42

111

136

99

139

57

81

85

109

115

40

32

両方受験

980

38

109

128

94

132

51

75

81

98

106

38

30

1051

40

119

142

100

137

56

78

86

104

117

41

31

93.2%

95.0%

91.6%

90.1%

94.0%

96.4%

91.1%

96.2%

94.2%

94.2%

90.6%

92.7%

96.8%

人員月報

(2018.1.1)
受験率

TOEFL ITP®のデータは、毎年 IR 専門委員会において分析を行い、分析の結果は教授会

活動実績

活動実績

全学
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表 3-1 2016 年と 2017 年の受験者数の比較

スコアの変化量

スコアが算出される。トータルスコアの範囲は 310～677 である。

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
哲学

日文

英文

で報告するほか、自己点検・評価委員会を通して学長、学部長及び関連委員会等にフィード
バックを行っている。具体的には、TOEFL ITP®スコアを学科・専攻や入試選抜方式別の情
報と結び付け、専攻や入試選抜方式別に 1 年次から 2 年次にかけての英語力の伸び
（TOEFL ITP®スコアの変化）を確認している。また、第一外国語必修 8 科目の GPA と
TOEFL ITP®のデータを結び付けて、必修英語 8 科目の GPA（以下「必修英語の GPA」と
表記）と TOEFL ITP®との関連も確認している。

2017 年 12 月受験時のトータルスコアから 2016 年 4 月受験時のトータルスコアを引いた変
化量を求め、2016 年 4 月受験時の 1 回目のトータルスコアとトータルスコアの変化量との
関係を専攻ごとにみてみる。
図 3-5 に示す通り、多くの専攻では多かれ少なかれスコアを伸ばしていることがわかる。
特に、英語文学文化専攻（英文）や言語科学専攻（言語）では比較的大きな伸びが確認出来
る。
トータルスコアの変化量について学科・専攻や入試選抜方式別についてより詳細な分析も

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

行っているが、本学入学後の学修成果を見る上では、特に必修英語の GPA との関連が重要
である。必修英語の成果をみるため、ここでは便宜上、必修英語の GPA が 2.0 未満、必修
英語の GPA が 2～2.49、必修英語の GPA が 2.5～2.99、必修英語の GPA が 3.0 以上の学
生の 4 群にわけた分析を行った結果を報告する（図 3-6）。

図 3-5

国際

経済

社会

心理 コミュ 言語

数学

情報

専攻別に見たスコアの変化量（＝差得点）

**
**

スコアの変化量

ここでは、2016 年 4 月入学者のデータについての分析結果の一部を示しておく。まず

**p< .01 (paired t test)

史学

10.13

6.12
3.19

-2.89
GPA2未満

**p< .01

GPA2〜2.49

GPA2.50〜2.99

GPA3以上

図 3-6 必修英語 GPA カテゴリー別に見たスコアの変化量

図 3-6 に示す通り、必修英語の GPA が 2.0 以上の学生では、トータルスコアの伸びが確
認でき、特に必修英語の GPA 3.0 以上の学生については、10 ポイント以上のスコアの伸び
が見られた。

14
14

15
15

このほか、2017 年度から「ReadingⅡB」の履修者を対象に 12 月頃に「英語学習に関す

表3-3 重回帰分析の結果（一般入試の場合）

るアンケート」を実施している。本アンケートは記名式のもので、「大学での授業を通して

B
(定数)

や間接的指標による英語教育の成果を測定している。回収率は毎回 80％以上となってお
り、集計結果は適宜第一外国語運営委員長に報告している。
直接指標の TOEFL ITP®や GPA だけではなく、間接指標である「英語学習に関するアン
ケート」を実施するようになったことで、本学の英語教育、ひいてはリベラル・アーツ教育
の成果をより多角的に評価できるようになった。

β

t値

有意確率

-3.967

.000
.006

1.013

.000

1.013

-26.850

6.768

必修英語通算GPA

7.265

2.651

.126

2.740

1週間の英語学修時間

7.414

1.688

.201

4.393

VIF

F (2, 452) = 14.929, p<.001, R = .062
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英語力が伸びたか」、「授業外の英語学修時間」等について尋ねており、英語学修への意欲

標準誤差

2

従属変数はトータルスコアの変化量。なお英語学修時間は対数変換した。

また、1 週間の英語学修時間（自己報告）と必修英語 GPA の関係（表 3-2）において

活動実績

活動実績

今後も、直接、間接指標の双方を用いて学修成果を把握していくとともに、学修成果に影
響のある要素を探り、教育改善につなげていく。

は、1 週間の英語学修時間と必修英語 GPA との間には比較的弱い関連しか見られなかっ
た。
表 3-2 1 週間の英語学修時間（自己報告）と必修英語 GPA の関係

■ＰＲＯＧ

1 週間の英語学修時間
1 時間未満
GPA2 未満
GPA2～2.49
GPA2.5～2.99
GPA3 以上
全体

2 時間未満

5 時間未満

5 時間以上

全体

PROG は、対象となる学生が学ぶ専門分野にかかわらず、大学教育を通じて育成される

人数

67

40

45

18

170

％

24.3%

17.2%

17.6%

18.2%

19.7%

人数

102

93

95

25

315

％

37.0%

40.1%

37.3%

25.3%

36.5%

人数

83

73

80

35

271

％

30.1%

31.5%

31.4%

35.4%

31.4%

のみ）に PROG を実施し、その結果を「汎用的能力」と「態度・志向」における教育成果

人数

24

26

35

21

106

％

8.7%

11.2%

13.7%

21.2%

12.3%

の直接指標として用いることとした。さらに 2018 年度には、4 年間の学修を終え、その集

人数

276

232

255

99

862

％

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

べき汎用的能力（ジェネリック・スキル）あるいは社会人基礎力を測定するために河合塾グ
ループによって開発されたテストである。テストは、ジェネリック・スキルを、知識を基に
問題解決にあたる力である「リテラシー」と、取り巻く環境に実践的に対処する力である
「コンピテンシー」の２つの側面から測定している。
本学では、2015 年度から毎年 1 年次と 3 年次の学生を対象（2015 年と 2016 年は 1 年次

大成である卒業研究を完成させた後の 4 年次学生（各専攻から推薦のあった 200 名）にも
受験を依頼し、126 名が受験した。これにより、1 年次（2015 年）、3 年次（2017 年
度）、4 年次（2018 年度）の経年変化を見ることが可能となった。
表 3-4

χ2=19.20, df = 9, p=.024, γ=.131

PROG の実施期間と受験者数・受験率

実施年度

次に、入試選抜方式別に、トータルスコアの変化量を目的変数、必修英語の GPA と 1 週
間の英語学修時間の 2 つを説明変数とする重回帰分析を行った。ここでは、人数の最も多

回帰係数（β）の値はさほど大きくはなかった。

受験率

受験者数

2015

4 月 25 日

83.2％

1 年次

834 名

2016

4月4日

99.0％

1 年次

1,045 名

4月4日

99.7％

1 年次

1,056 名

4月8日

38.1％

3 年次

394 名

4月5日

99.3％

1 年次

1,030 名

4月6日

67.2％

3 年次

732 名

2 月 19 日～3 月 10 日

63.0％

4 年次

126 名

4月3日

99.6％

1 年次

899 名

4月4日

73.4％

3 年次

770 名

2017

い一般入試による入学者の結果を示しておく。表 3-3 に示す通り、必修英語の GPA、1 週
間の英語学修時間のいずれもトータルスコアの変化量と有意な関連を示していたが、標準偏

実施日

2018

2019

経年比較の結果、コンピテンシー総合では、1 年次から３年次でいったん下がるものの、
４年次に再び上昇するというパターンが確認できた。特に対課題基礎力において、4 年次
16
16

17
17

は、1 年次や 3 年次のときよりも有意に得点が上昇していた (表 3-5)。卒業論文などを通し

「犠牲と奉仕」の精神に表される「誠実性」にかかわる態度・志向を測定する本学独自指標

て、課題を成し遂げる力が培われたことが示唆される。

の開発を試みた。
調査はオンライン調査会社のプラットフォームを利用して、1 年次と 3 年次を対象に
Web 上で実施した（2017 年度のみ 1・3・4 年次に実施）。各年度の実施時期及び回答率は

分析対象は、15年、17年、18年に回答した62名

表 3-7 の通りである。回答率を維持するために、調査期間中にはリマインドメールの送信、

３つの力
コンピテンシー
総合

15年（1年次）
17年（3年次）
18年（4年次）

3.02
2.66
3.06

対人基礎力

対自己基礎力

3.24
2.87
3.15

a
b
a

3.05
3.00
3.34

a
b

９つの要素
対自己基礎力
統率力

感情制御力

自信創出力

15年（1年次）
4.00 a
3.31
2.77
3.29
2.95
2.97
2.45
2.92
3.18
17年（3年次）
3.48 b
3.39
2.48
3.08
3.79
18年（4年次）
3.53 ab
註. 同じアルファベットがつけられた値間には有意な差がないことを意味している

課題発見力

3.27
3.06
3.06

a
b

表 3-7 態度・志向 Web 調査の期間と回答者数・回答率

対課題基礎力
行動持続力

a

3.26
3.60
4.16

a
a
b

計画立案力

3.24
3.40
4.06

実践力

実施年度

3.79
3.73
4.05

a
a
b

分析対象は、15年、17年、18年に回答した62名
４つの力
リテラシー総合

情報収集力

情報分析力

課題発見力

構想力

4.37
4.34
4.00

言語処理能力
ab
a
b

4.32
4.21
4.19

4.42
4.05
3.60

a
b
c

いほど、GPA が高いことが分かった（表 3-6）。よりよい成績を修めるには、知識を活用
して問題を解決する力、課題に対して計画的に取り組む力が必要であるためと考えられる。

リテラシー

.113

.140

.102**

-.031

-.039

-.096**

-.089**

-.096

対人基礎力

-.128**

対自己基礎力

-.086

-.015

-.031

対課題基礎力

.099**

.199**

.171**

**

2017

7 月 3 日～7 月 21 日

59.7％

1 年次 678 名、3 年次 519 名、4 年次 444 名

2018

6 月 19 日～7 月 2 日

62.3％

1 年次 760 名、3 年次 498 名

2019

6 月 25 日～7 月 15 日

63.9％

1 年次 638 名、3 年次 529 名

（１）質問項目（p.71「態度・思考 Web 調査質問項目一覧」参照）の作成
①グローバルな態度・志向
本学の「育成する人物像」のひとつに、「国際的視野をもった地球市民としての女性」を
掲げている。この達成に必要となるグローバルな態度・志向をどのくらい身につけているか
を測定するためにコスモポリタン志向性尺度（Leung, Koh, & Tam(2015)）を用いることに
した。さらに、グローバルな態度・志向（McFarland & Hornsby(2015)）を参考に、グロー

18年(N=1867)

**

コンピテンシー

**

回答者数

バルな記事への関心の程度をグローバルな態度・志向の指標として用いた。

表 3-6 各年度の PROG テスト結果※と GPA との相関
17年（N=1428）

回答率

非言語処理能
力

また、GPA との相関係数を算出したところ、リテラシー総合と対課題基礎力の点数が高

**

実施期間

処理能力

15年（1年次）
5.85 ab
4.35 ab
4.31
4.24
17年（3年次）
6.00 a
4.52 a
4.08
4.29
18年（4年次）
5.42 b
4.15 b
3.98
4.18
註. 同じアルファベットがつけられた値間には有意な差がないことを意味している

16年（N=1041）

活動実績

活動実績

協働力

ンスしてもらうよう教員への依頼を行った。

a

対人基礎力
親和力

調査について周知するために立て看板の設置、回答率が上がらない場合は、授業中にアナウ

対課題基礎力

3.42
3.61
4.23
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表 3-5 PROG テストの経年比較結果（1 年次、3 年次、4 年次）

※2016 年度は 1 年次、2017 年度及び 2018 年度は 1 年次と 3 年次の結果

②学び続ける力
本学の「育成する人物像」のうち「生涯にわたって主体的に学び続けキャリアを構築する
力」にかかわる態度・志向について、Grit 尺度による測定を行った（日本語版 Grit 尺度; 竹
橋・樋口・尾崎・渡辺・豊沢(2019)）。さらに、学び続ける力を測定する別の指標として知
能観を測定した（Hong, Dweck, Lin, & Wan(1999), 及川(2005)）。「学び続ける力」に関
わる態度・志向として、日本語版 Grit 尺度の「努力の粘り強さ」と「興味の一貫性」、及
び「固定的知能観」により測定した。「固定的知能観」とは、自分の能力は生まれつき決ま
っていて変わらないという信念のことを指す。「固定的知能観」得点が低い人ほど、すなわ

■態度・志向 Web 調査
本調査の目的は、本学として育成する人物像に沿った態度・志向について測定し可視化す
ることである。指標開発プロジェクト・チームでは、本学のグランドビジョンとともに掲げ

ち自分の能力は可変で、努力次第でできるようになるという信念をもつ人ほど、努力し続
け、結果的に難しいことも達成できることが報告されている。

る「育成する人物像」に基づき、「グローバルな態度・志向」、「学び続ける力」、また、
18
18

19
19

③誠実性
本学はキリスト教精神に基づく人格教育を基本としており、高い倫理性や強い責任感とい
う態度・志向の涵養を重視していることから、ビッグファイブ（人間の基本的な性格の 5

図 3-7～図 3-9 の設問の選択肢

次元（外向性・協調性・誠実性・神経症傾向・開放性））を測定できる日本語版 TIPI-J

1：まったくあてはまらない
2：あてはまらない
3：どちらかといえばあてはまらない

た。
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（Ten Item Personality Inventory; 小塩・阿部・ピノ(2012））を用い、「誠実性」を測定し

4：どちらかといえばあてはまる
5：あてはまる
6：とてもあてはまる

図 3-9 コスモポリタン志向性（文化的多様性の尊重）の得点

④その他の測定項目

活動実績

活動実績

グローバルな態度・志向に影響する個人の経験（外国人の友人の数、海外旅行経験、国際
ボランティア活動経験など）やグローバルな態度・志向に関連があると考えられる本学の学
修経験（本学独自の英語教育プログラムの利用経験など）について尋ねた。2017 年以降
は、これらの経験を入学前と入学後に分けて測定した。
さらに 2019 年度より、正課外教育の経験を問う設問を追加し、他の指標と結び付けて分

グローバルな問題への関心を記事への関心得点で学科別に比べてみると（図 3-10～図 313）、国際社会学科の学生においてグローバルな記事、国内記事、個人の記事の順で関心
が高く示されていた（F(2, 134)=3.20, p<.05，図 3-11）。

析することで、正課外教育の成果を測定することとした。

（２）主な分析結果
2017 年データ（1 年次）と 2019 年データ（3 年次）を用い、経年比較の分析を行ったと
ころ、以下のような結果が得られた。
① グローバルな態度・志向
グローバルな態度・志向については学科の違いも大きいと考えられるため、コスモポリタ

図 3-10

記事への関心得点（人文学科）

図 3-11

記事への関心得点（国際社会学科）

ン志向性尺度を用いて学科別で経年比較を行ったところ（図 3-7～図 3-9）、国際社会学科
は他学科よりも「文化的オープンさ」の得点が高いことが分かった（F(1,418) =5.70,

p<.01，図 3-7）。

図 3-12

記事への関心得点（数理科学科）

図 3-8 コスモポリタン志向性（グローバルな向社会性）の得点

図 3-7 コスモポリタン志向性（文化的オープンさ）の得点

20
20

図 3-13

記事への関心得点（人間科学科）

21
21

③ 誠実性

グローバルな記事選択得点について先行研究
に倣い、グローバル問題に関する記事が第 1 位

1 年次と 3 年次の誠実性を含めたビッグファイブの各得点に差があるかどうか見たとこ

に選ばれた場合は 4 点、第 2 位に選ばれた場合

ろ、誠実性、協調性、神経症傾向において有意な差がみとめられた。誠実性と協調性につい

は 3 点、第 3 位に選ばれた場合は 2 点、第 4 位

ては 1 年次よりも 3 年次の得点が高いことが認められた（t(431) =3.62, p<.01, t(431)
=4.22, p<.01，図 3-17）。

出し、その得点をグローバル記事選択得点とし
（得点が高いほど、グローバル問題に関する記
事が選ばれたことを示す）、学科別に見たとこ
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に選ばれた場合は 1 点とし、その合計得点を算

強くそう思う

グローバルな記事の選択得点

ろ、国際社会学科が他学科よりもグローバルな
記事への関心が高いことが分かった（F(1,359) =6.12, p<.01，図 3-14）。
グローバルな態度・志向がどのような教育活動と関連して伸長するかは今後の課題として
残されているが、これらの一連の結果は開発した指標の適切性を示すものとして評価するこ
とができる。

まあまあそう思う
少しそう思う

活動実績

活動実績

図 3-14

どちらでもない
少し違うと思う
おおよそ違うと思う
全く違うと思う

図 3-17

ビッグファイブ得点

以上の結果をまとめると、①グローバルな態度・志向については、国際社会学科において

② 学び続ける力
1 年次と 3 年次の Grit 尺度の得点と知能観の得点に違いがあるかどうか見たところ（図 315 及び図 3-16）、3 年次は 1 年次よりも「興味の一貫性」が強いことが示された（t(423)
=2.08, p<.05, 図 3-15）。

は他の学科よりも高いことが示されており、「地域社会から国際社会に至る幅広い現実問題
にグローバルな視野をもって主体的に取り組む女性を育成する」という国際社会学科のアド
ミッション・ポリシーに一致した人物が入学し、そのポリシーに沿った態度・志向が育成さ
れていることが示唆された。
また、②学び続ける力の「興味の一貫性」と③誠実性は３年次に増加することが明らかと

非常にあてはまる

なり、本学の教育によって学び続ける力と誠実性が高まっていることが示された。どのよう

よくあてはまる

な教育活動が特に効果を上げるのかという点については、今後の検討が必要である。

ややあてはまる
あまりあてはまらない

■自己点検・評価委員会による学修行動調査

全くあてはまらない

図 3-15 Grit 尺度得点

2008 年度より、自己点検・評価委員会において無記名の学修行動調査を実施している。4
年次学生を対象にした「4 年次アンケート」を卒業間際の 12 月から 1 月にかけて、また前

とてもあてはまる

年度の学修を振り返ることを目的に 2・3・4 年次生を対象にした「2・3・4 年次アンケー

あてはまる

ト」を 4 月に実施している。各学科・専攻の協力を得て、全員が集まるオリエンテーショ

どちらともいえない

ンやゼミの際にアンケートを実施することで、回収率は毎年 80％以上を維持している（表

あてはまらない

3-8 及び表 3-9）。このアンケート調査では、本学の教育理念・目的及びディプロマ・ポリ

まったくあてはまらない

シーに照らした項目を設定し、毎年 IR 専門委員会において設問内容の適切性を確認し必要
な場合は設問の仕方や選択肢を改善することで、質の高いアンケート調査を実施している。
図 3-16 固定的知能観得

22
22

23
23

表 3-8

年度別に見た 2・3・4 年次アンケートの回収率

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

84.4％

84.7％

82.8％

83.2％

84.3％

84.9％
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表 3-9

年度別に見た 4 年次アンケートの回収率

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

84.2%

87.6%

86.3％

84.4％

83.9％

83.8％

活動実績

活動実績

2013 年度

「2・3・4 年次アンケート」では、前年 1 年間の学びを振り返って、「授業に対する満足
度」（表 3-10）及び「スキル」（図 3-18）、「能力」、「技術」に関する力を身につける
ことができたかどうかを問う項目ついて、専攻・学年・志望順位別に分析を行い、集計結果
を本学公式サイトで公表している。「4 年次アンケート」でも、「2・3・4 年次アンケー
ト」とほぼ同様の設問を設けており、大学 4 年間での学びや生活を振り返り回答する設問
としている。

図 3-18

2019 年度 2・3・4 年次アンケート（各スキルが身についたと思うかどうかの集計結果）

また、「2・3・4 年次アンケート」及び「4 年次アンケート」では、本事業開始前より学
生の授業外学修時間数についての項目を設けている。2019 年度（2018 年度について回答）
では、本事業における目標値の 24 時間には達していないが、自己申告の学修時間数は週あ
たり 16 時間 12 分となっている。個別にみると、3 年次では哲学専攻が 21 時間 08 分、英

表 3-10

2019 年度 2・3・4 年次アンケート
どちらかと

どちらかと

言えば満足

言えば満足

していない

している

語文学文化専攻が 20 時間 39 分、史学専攻が 20 時間 35 分、1 年次では国際英語専攻が 20

授業に対する満足度

時間 10 分、心理学専攻では 20 時間 43 分、数学専攻が 22 時間 53 分など、目標値には達し

満足

大変満足

履修

ないものの、20 時間を超えている専攻が複数ある。これは、教室外学修時間の伸長に向け

している

している

していない

て、本事業においてその要因を調査・分析し、結果を踏まえて対応している成果であると言

%（n）

えるだろう。加えて、アンケートの設問項目見直しにより、「授業外学修時間」を「教員や

全く満足

満足

していない

していない

%（n）

%（n）

%（n）

%（n）

%（n）

%（n）

0.6

1.8

7.7

34.9

45.6

7.3

(17)

(49)

(208)

(944)

(1233)

(197)

全学共通

0.6

2.2

8.7

35.9

42.5

7.4

0.6

カリキュラム

(15)

(59)

(234)

(971)

(1149)

(200)

(16)

学科（専門）の

0.7

1.8

6.8

30.0

45.1

13.0

0.4

授業

(19)

(50)

(184)

(811)

(1219)

(351)

(10)

授業全般

友人と学習に関する話をした時間」等、細かく分けて尋ねるように変更したことで、より実
態を正確に把握できるようになったことも影響している。
学修行動調査の集計結果は本学公式サイトに掲載するだけでなく、学内の関連委員会等に
適宜報告し、活用している。2018 年度には、「2017 年度 4 年次アンケート」及び「2018
年度 2・3・4 年次アンケート」の授業外学修時間に関する分析結果を、次年度の授業計画
策定等の際の参考資料とするため、自己点検・評価委員会を通して各専攻の主任に配付し
た。また、大学評議会においても分析結果を報告し、2018 年度の教育課程の改正に関する
全学的な方針の確認のために活用した。
今後も学修行動調査の集計結果を学内外に積極的に公表することで、学生本人だけでな
く、広く社会に本学のリベラル・アーツ教育の成果を発信するとともに、リベラル・アーツ
教育の更なる強化につなげていきたい。

24
24

25
25

②学習による変化の自覚については専門知識・汎用能力、英語運用能力、対人的能力・問題

■ALCS 学修行動比較調査
2015 年度より 2019 年度まで 1 年次と 3 年次を対象に教学比較 IR コモンズによる
「ALCS 学修行動比較調査」を実施した。この調査の目的は、日ごろの学生の学修行動や主
観的な学習成果を把握することであり、継時的に調査を実施することによって本学の学修を
学が参加するため、他大学との比較が可能であった。

ろ、英語運用能力以外で、いずれも１年次よりも３年次のほうが増えたと回答した（ts >

3.12, ps < .01、図 3-20）。
とても増えた
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通してそれらがどのように変化するのかについて可視化することであった。また、複数の大

解決能力、社会問題への関心・理解の４側面に分類し、それらの合成得点を算出したとこ

増えた

調査期間中には、対象者へのリマインドメールの送信や立て看板の設置による周知し、回
50％以上の回答率の維持に努めた。

変化なし
やや減った
減った

活動実績

活動実績

答率を注視しながら期間を延長したり、各専攻への協力要請を行ったりすることにより

やや増えた

とても減った

表 3-11 ALCS 学修行動比較調査の期間と回答数・回答率
実施年度

実施期間

回答率

回答者数

2015

11 月 23 日～12 月 14 日

51.8％

1 年次 486 名、3 年次 541 名

2016

12 月 1 日～ 12 月 22 日

58.9％

1 年次 631 名、3 年次 525 名

2017

11 月 20 日～12 月 10 日

50.8％

1 年次 558 名、3 年次 486 名

2018

11 月 30 日～12 月 20 日

56.8％

1 年次 660 名、3 年次 537 名

2019

11 月 26 日～12 月 16 日

53.3％

1 年次 557 名、3 年次 470 名

2016 年度に 1 年次に実施した結果と 2018 年度に 3 年次実施した結果を比較することに
より、主体的学習経験、学習に伴う変化の自覚、教育に対する評価の経年比較分析を実施し
たところ、以下のような結果が得られた。

図 3-20

③教育の満足については、教育内

学習による変化の自覚

十分に満足

容の満足にかかわる項目の合成得点

満足

を算出したところ、１年次よりも３

すこし満足

年次のほうが教育への満足が高いと

やや不満

回答した（t（382）= 4.57, p
< .001、図 3-21）。

不満
かなり不満

図 3-21

教育の満足

2017 年度からは学修時間を伸長する要因を探るべく、学習に関する動機付けを測定する

①主体的学習経験の主観的指標

かなりよくあった

として、学習経験を尋ねた項目

よくあった

の中から主体的学習にかかわる

たまにあった

項目の合成得点を主体的学習の

あまりなかった

る可能性の高い動機付けの影響とその影響過程について検討することが可能となった。学習

ほとんどなかった

行動のなかでも近年とくに主体的学習の重要性が指摘されており、学生はどのように主体的

まったくなかった

に学習をするのか、その動機付け、言い換えると学習の目標に注目して分析することは学修

指標としたところ、1 年次より
も 3 年次のほうが、主体的学習
経験が多いと回答していた

項目を本学独自設問として追加した。これにより、ALCS 学修行動比較調査で測定される学
習行動や主観的な学習成果と、GPA 等の客観的指標の関係に加えて、それらに影響を与え

図 3-19

（t（393）= 17.84, p < .001, 図 3-19）。

主体的学習経験（主観的指標）

成果に大きく影響する可能性が考えられた。
本学での主体的学習の経験が学生にどのような効果をもたらすのか、また主体的学習を促
進する要因は何かについて検討するために、学習目標が主体的学習に影響し、それが変化の
自覚、教育への満足、GPA に影響するというプロセス・モデルをたて、2018 年度データを
用いて検証したところ、次の結果が得られた。

26
26

27
27

主体的学習を促進するのは、学びそのものを目標とする「熟達目標」であった。すなわ
ち、熟達目標が高いほど主体的学習経験が促進された（図 3-22）。そして、主体的学習を
経験するほど、入学時よりも専門知識・汎用能力、英語運用能力、対人的能力、社会問題へ
の関心・理解が成長したという自覚がもたらされ、それらの成長の自覚のうち、対人的能力
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以外の成長の自覚が教育への満足を高めていた。さらに、主体的学習経験は GPA に直接影
響し、主体的学習を経験するほど、GPA は高くなっていた。このことから、主体的学習経
験を促進する教育は、学生に自身の能力と教育に対するポジティブな認識をもたらし、授業
成績を向上させることが示唆された。一方で、好成績を収めることを目標とする「成績目

活動実績

活動実績

標」が高いことは、これらの要因に影響しなかった。

図 3-23

GPA と教育満足度に対する主体的学習経験（主観的指標）の影響プロセス
（2016 年-2018 年変化量）

以上の結果から、本学での学びの中で、特に学生が行う主体的学習がさまざまな面で学修
成果を促進していることが示された。主体的学習を促すことができれば、学生に種々のポジ
ティブな効果をもたらすため、主体的学習を促し、熟達目標を活性化させるような教育環
境、内容と方法を探っていくことが重要であることが示唆された。今後、熟達目標を高める
要因について引き続き検討し、教育改革に盛り込んでいく必要がある。

図 3-22

GPA と教育満足度に対する主体的学習経験（主観的指標）の影響プロセス

■卒業生調査及び企業調査
就職を経験した卒業生が、本学での学修を振り返り、身についた力や身につけたかった力
についてどのように評価しているのかを明らかにするため、卒業生を対象としたアンケート

さらに経年変化の影響についてもみるために、2018 年度の各得点から 2016 年度の各得

調査及びインタビュー調査を実施した。また、本学卒業生が就職している企業を対象に、企

点を減算した値を用いて同様の分析を行った（ただし、2016 年度は学習目標を測定してい

業のニーズ、本学の教育及び雇用している卒業生に関する評価を問うアンケート調査と企業

ないため、この分析に学習目標を含めることはできなかった）。図 3-23 から、主体的学習

の人事担当者へのインタビュー調査を実施し、社会での本学の教育成果の評価について把握

経験が増えた人ほど、専門知識・汎用能力が変化したという自覚が促され、GPA 得点が上

と分析を行った。

昇し、教育への満足度が高くなることが示された。
（１）卒業生調査（アンケート調査）
アンケート調査は、毎年異なる 3 学年の卒業生を対象として実施することで、2019 年度
までに 2002 年～2016 年までの 15 年間のすべての年度の卒業生から回答を得られるように
した。各年度の調査対象者には、はがきを郵送のうえ、指定された URL からの回答を依頼
し、表 3-12 のような回答率を得た。

28
28

29
29

表 3-12 卒業生へのアンケート調査の期間と回答数・回答率
実施年度
2015

2018

2019

6 月 1 日～7 月 3 日

11 月 15 日～12 月 22 日

11 月 13 日～12 月 19 日

11 月 12 日～12 月 18 日

回答者数

2012 年 3 月卒

124 名

2010 年 3 月卒

96 名

2005 年 3 月卒

103 名

2013 年 3 月卒

119 名

2011 年 3 月卒

128 名

2006 年 3 月卒

118 名

2014 年 3 月卒

126 名

2007 年 3 月卒

116 名

2002 年 3 月卒

99 名

2015 年 3 月卒

137 名

2008 年 3 月卒

115 名

2003 年 3 月卒

116 名

2016 年 3 月卒

128 名

2009 年 3 月卒

117 名

2004 年 3 月卒

94 名

回答率
13.2％

14.0%

活動実績

活動実績

2017

7 月 24 日～8 月 21 日

調査対象者
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2016

実施期間

19.6％

20.8％

21.0％

図 3-25

2015~2018 年度実施

卒業生調査結果（身についた能力・姿勢）

調査結果の中から、大学在学中に身についたと思う能力・態度について卒業年ごとのレー
ダーチャートを作成したところ、卒業年にかかわらず類似の回答傾向が認められたものの、

在学中に「身につけたかった能力」としては、いずれの卒業年においても「英語」と「プ

卒業年が後になるにつれて、「自己の身体に対する理解」、「自然や環境問題に対する理

レゼン能力」については一定数の回答があった。卒業年ごとにその回答の割合を比較する

解」、「現代社会が抱える諸問題に対する理解」が深まった、「ビジネス場面に対応できる

と、「英語」「プレゼン能力」を挙げる卒業生は徐々に減ってきており、近年の本学におけ

英語力」が身についたとする回答の得点が上昇する傾向がみられた（図 3-24 及び図 3-25）。

る英語教育やプレゼンテーションを要求する教育の導入によって、身についたと評価する学
生の割合が増えたことを示唆している。

図 3-26 身につけたかった能力で「英語」と「プレゼン能力」を挙げる人の割合

図 3-24 2015~2018 年度実施 卒業生調査結果（理解を深めることができた領域）

30
30

31
31

（２）卒業生調査（インタビュー調査）

アセスメントの実施による成果

前述のアンケート調査のうち、2016 年度及び 2017 年度の調査において、個別インタビ
ューに協力可能と回答した卒業生のうち、現代教養学部の卒業生（2013 年以降の卒業生）8
名に 2018 年 3 月にインタビューを実施した。インタビューでは、身について役立っている
ゼン能力」について、どのように感じているのかを尋ねた。
本学の英語教育については、「ケンブリッジ教養講座」や実践的な英語力を養う「英語特
別プログラム」などの具体的な科目や教育環境の充実が好評価を得た一方で、レベル別クラ
める意見が複数からあった。

の３つの側面から評価することにより、包括的かつ大規模な可視化のアセスメント・モデル
を構築することができた。また、複数の評価指標がそれぞれに有効な知見を与えたことによ
り、教育改善に結びつけることができたほか、今後の教育改革のためのヒントを得た。
例えば、卒業生調査では、社会人経験を通して、英語教育や ICT 教育がもっと必要であ
ったという評価が多数の意見として得られた。在学生へのアンケートだけでは得られなかっ

活動実績

活動実績

スの細分化、TOEFL〇点以上といった目標の設定、留学の必須化などのさらなる改善を求

リベラル・アーツ教育の 3 つの領域について、それぞれ直接評価、自己評価、外部評価
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力の他、アンケート調査で身につけておきたかった力として回答の多かった「英語」「プレ

■アセスメント・モデルについて

たこれらの情報により、2018 年度の教育課程の改正において英語教育と ICT 教育を強化す
ることとなった。改正した教育課程の成果については、今後注視していく必要がある。
ALCS 学修行動比較調査と GPA の指標からは、学生を紐付けて分析することにより、学

（３）企業調査
2015 年度に、卒業生が勤務する企業を対象として、アンケート調査及びインタビュー調
査を実施し、卒業生を知る上司や人事担当者に回答を求めた。調査においては、企業側が卒
業生に求めるニーズ、本学の教育及び雇用している卒業生に関する評価について伺い、同年
度に実施した卒業生調査及び PROG の結果と比較分析を行うことで、企業の求める社会人
基礎力と本学の教育の成果の関連について検討した。
その結果、「親和力」「協働力」「行動持続」「課題発見（リテラシー領域）」は、企業
の要請、卒業生の評価とともに高く、本学の卒業生が企業からの期待に応えられているとい
える結果を得た。一方で、課題解決面においては企業の期待に十分応えているとは言えず、
有効な問題解決のプロセスを構想する力やデータを客観的に分析して問題を把握する力、事
態に応じて柔軟に行動を修正する力などの育成が一層求められていることが分かった。
卒業生調査及び企業調査を通して、本学の教育が一定の成果を上げてきたことを確認する

生の学習に対する動機付けが学修成果に大きな影響を与えることが繰り返し示された。
PROG と態度・志向 Web 調査の指標からは、４年間の学修の結果として、汎用的能力であ
る対課題基礎力が伸び、やり遂げる態度が育成されることが示された。しかし、これらの結
果や、すでに前述の個々の指標から得られた知見は、成果のごく一部にすぎない。
2×3（卒業生と企業による外部評価は在学生と紐付いていない）という包括的な指標に
ついて、１学年およそ 1,000 人の在学生について４年間にわたり調査を実施することは、非
常に大規模なプロジェクトであるが、この規模のプロジェクトを実施することができたこ
と、大学教育についてのビッグデータを蓄積したことも、本事業の成果の一つである。事業
期間内に分析できたことは一部であるが、このデータを分析し、教育改革に活用していくこ
とは今後も可能である。
事業終了後も、このアセスメント・モデルを持続可能な形で維持し、検証と改善を重ねて
いく予定である。このことは、このモデルが一定の成果をあげたことを意味している。

一方で、改善すべき点を把握することとなり、2018 年度の教育課程改正においては、英語
教育の内容・方法の見直し、情報処理科目の必修単位数の増加、アクティブ・ラーニングを
取り入れた「1 年次演習」の必修化などを行った。

■教育改革の加速について
本事業における教育改革は、アセスメント・モデルに沿って可視化を行うだけでは実現で
きない。可視化指標の多くは GPA や対課題基礎力などの目的変数であるため、その目的変
数に影響を与える説明変数を見つけ、その影響を分析し、目的変数を上げるために説明変数
を改善していくことにより、改革が可能となる。
本事業において、アセスメント・モデルの中にある可視化指標に説明変数を設定すること
は不可能ではなく、たとえば、学生の学習目的や主体的学習体験を説明変数に設定し、学修
成果を改善する可能性を示すことができた。また、APID を用いて、学生の個人情報を保護

32
32

33
33

しながら学生のデータを紐付ける仕組みを確立したことにより、今後の課題であった教育環

授業外学修時間の伸長

境やカリキュラム上の説明変数（ある教育環境の利用状況やある科目群の履修状況等）との
関係についても分析を進める体制を整備することができた。
本事業における学修成果の可視化とは、テストやアンケート調査、GPA などから得られ

本学学生の授業外学修時間は、本事業の期間中に表 3-13 の通り著しく伸長した。
表 3-13 本学学生の授業外学修時間

学生の授業外学修時間
*
[時間数（１週間当た
り（時間）]

取組であり、これは、大学における教育改革にデータサイエンスを応用した活動であった。
本事業に対して全学的に取り組んだことにより、アセスメントを教育改革につなげる組織
体制を構築することができ、データに基づいた教育改善を恒常的に行っていくことが可能と

*

2016
目標
実績

2017
目標
実績

2018
目標
実績

9 時間
20 分

9 時間
22 分

17.0
時間

19.0
時間

24.0
時間

13 時間
48 分

16 時間
20 分

16 時間
12 分

4 月実施の 2・3・4 年次対象アンケートにおける、前年度についての数値を基に算出。

活動実績

活動実績

なった。

2015
実績
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る学生のビッグデータを統計的に分析することによって有効な教育のモデルを抽出していく

2014
実績

（2015 年度より、同年度 12 月～1 月実施の 4 年次対象アンケートにおける、同年度についての数値
も含め算出）

授業外学修時間を伸長させる目的で行った主な取組は以下の通りである。
・シラバスの充実
教務委員会が中心となって、毎年シラバスの改善を重ねてきた。具体的には、到達目
標・内容の明確化とディプロマ・ポリシーとの関連づけ、成績評価基準と成績評価方法の
明確化、学習方法の具体的指示・アドバイス、課題等へのフィードバック方法の明記、参
考図書の明記などである。これらによって、シラバスが学生の主体的学修を促すツールと
なるようにした。特に、2017 年度からは、授業回ごとの授業外学修の内容についての具
体的指示（教科書のある章を読んでくること等）とその時間の目安を明記するように変更
した。
・ルーブリック評価の導入
卒業論文などの主要な科目についてルーブリック評価を取り入れ、成績評価基準を領域
とレベルに分けて可視化することによって、学生が自らの学修の現状を自覚し、意識的に
不足部分に取り組み、良い部分を伸長させる形で、主体的学修を促せるようにした。
・「学生による授業評価」の検討会と FD 研修
本学では、「学生による授業評価」アンケートの結果を共有して教育改善につなげるた
めに、担当教員が所属部局ごとに結果を持ち寄り、FD 検討会を行っている。検討会で
は、これまで、本事業に関連し、教室外学修や主体的学修を促進する工夫を共通テーマと
して検討を行ってきた。FD 委員会は、書面により報告された結果を、専任教員限定で、
配付及び Web への掲載によって共有し、様々な工夫を相互に参考にできるようにしてい

34
34

35
35

る。また、その工夫の中から優れたものについては事例報告として教授会後の FD 研修会
にて共有している。

本学では、本事業開始以前から以下のように学習環境を整備し、学生が主体的・自律的に
学習していくための正課外教育の場の充実を図ってきた。

・学生参画型 FD
をテーマに、教員と学生による意見交換会を実施した。こまめなフィードバックなど学生
が能動的に学習したくなるアイデアについて、FD 委員会がとりまとめて報告書を作成

・学内の自習スペースの確保
図書館では「マイライフ・マイライブラリー ―学生の社会的成長を支援する滞在型図
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2019 年度には、新たに学生参画型 FD として、「主体的に学習したくなる授業とは」

し、教授会において共有した。

書館プログラム―」（2007 年度学生支援 GP 採択）を実施し、ラーニングコモンズ、
静穏な学習環境など多様な空間を設け、学生のニーズに合わせたサービスを展開し、図

活動実績
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書館利用を促進しつつ、学生の主体的な学びを支援している。また、CALL 教室
（2016 年度に更新）、情報処理教室（2019 年度より 1 教室増設）等、学習施設の環境

・本事業から得られた成果の共有
本事業内で実施された学修成果と関連した要因の分析から、たとえば、学生の側の学習
に関する動機づけが学修成果に大きく影響することが分かってきた。どのような学習経験
が教育の満足度を高め、それが GPA にどのようにつながるのか、統計的に意味のあるモ
デルを得ることができた。また、授業で課題を課すことが、課題関連学習だけでなく自発
的学習も促進し、専門知識・汎用能力における成長を感じさせる可能性も示された。これ
らの結果は、全学的な FD・SD 研修にて学内で共有した。
・教育環境の整備（p.37「教育環境の整備」参照）
上記の取組に加えて、授業外学修時間を問う調査について、学生自身が授業外学修とは何
かをより理解しやすいよう、調査項目を具体的に記載し、学習のタイプごとに設問を分けて
合計するなどの工夫を行った。これにより、授業外学修時間をより正確に把握できるように
なった。

整備を継続的に行っており、学生の授業外学修の場としても利用できるようにしてい
る。
・英語教育の「プログレスチャート」
英語教育について、学生が各自の英語力を可視化し、自分の強みと弱みを認識すること
を目的として、学内にある様々な英語に関する学習システムの利用状況を収約し、記録
する「プログレスチャート」を構築した。学生が自身の学修の進捗状況を可視化するこ
とで、主体的に不足部分に取り組むことができるようにしている。
これに加えて本事業の開始に伴い、e-learning コンテンツによる自習プログラムを拡充し
た。具体的には、「IT パスポート学習教材」等スタディスキル系の Web Class コンテンツ
の拡充を行い、学生の汎用的能力の伸長のため活用した。また、英語力の増強を目的として
語学系コンテンツ（電子書籍）を導入し、学生、教員の利用に供した。これらは、関連する
授業科目のシラバスに e-learning コンテンツを明記したり、授業担当者が授業内外で推奨し
たりすることにより学生に対して周知し、授業外学修の教材として活用を図った。

36
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教育環境の整備
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ＦＤ・ＳＤ活動

東京女子大学 AP シンポジウムの開催

本学の FD・SD に関する取り組み全般については、FD 委員会が中心に実施しており、教
育方法の充実・改善のために、毎年、「学生による授業評価」に関する検討会、教員相互の
授業参観、学内研修などを行っている。

2019 年度の本事業の最終年度にあたり、本学の
取組を総括し、成果報告を行うシンポジウムを開
催した。どのように教育評価を行い、その結果を

た集計結果をもとに所属部署ごとに検討会を開催することを義務付けている。検討会では、
されたテーマに基づく議論及び方策案についての共有を行う。各部署の検討内容は、FD 委
員会が報告書として取りまとめ、教員に開示するとともに、すぐれた実践については FD 学
内研修における事例報告として全学で共有している。また、学生からの意見については、改
善策を学生に開示している。
FD 委員会は、この他、学外研修等についても広く情報を提供し、教職員の参加を支援し
ており、キリスト教学校教育同盟や日本私立大学連盟の研修、大学基準協会の大学・短大ス
タディープログラム等の外部機関の研修に毎年教職員が参加している。
本事業開始後は、教職協働体制をさらに促進し、教学マネジメントの先導役となる教職員
の育成を図るなど、教職員全員で FD・SD 活動を実施してきた。具体的には、FD・SD 学
内研修において、学内外の講師によるルーブリック評価や PBL 型授業、汎用的能力を測る
学修行動調査など本事業に関連するテーマを選択し、全学規模の研修会を開催した。また、
本事業の成果を学内で共有するため、指標開発プロジェクト・チームより、学修成果を可視
化することの意義やこれまで進めてきた各種アセスメント指標の分析結果を報告した。学生
の授業外学修時間を伸長させる要因や成績不振の要因、教育の満足度を高める学習目標と
GPA の関係など学修成果を向上する情報について共有し、各教員が授業運営や学生指導を

どう改革に結びつけるのかに焦点を当て、他の教
育機関にも広く利用可能な知見を抽出して議論す
ることを目的とした。本学からの報告のほか、学
外からの事例紹介として、半田智久お茶の水女子

活動実績

活動実績

学生からの意見の共有や具体的な改善策や対応について検討するほか、FD 委員会から指定
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「学生による授業評価」アンケートは半年ごとに実施し、担当教員にフィードバックされ

大学教授と若菜啓孝長崎大学教授にご講演をいた
だき、「質疑応答・総合討論」にもご参加いただ
いた。
本学の取組による成果については、次の内容を
報告した（p.53「東京女子大学 AP シンポジウム
配付資料」参照」）。まず、本学の取組が目指す
ものと、そのために実施しているアセスメントと
主な成果等、本事業の概要について小田浩一全学共通教育部長（AP 事業指標開発プロジェ
クト・チーム責任者）が報告した。次に、具体的な成果報告として、態度・志向を測定する
本学独自調査とその分析結果を高林久美子特任研究員が、ALCS 学修行動比較調査の結果か
ら主体的な学習経験がもたらすポジティブな効果について宮崎弦太特任講師が、それぞれ報
告した。
本事業の採択校など全国各地の大学から参加いただき、講演後の議論も活発に行われ、有
意義なシンポジウムとなった。

する上で役立てられるようにした。本事業に関連した学外研修については、他大学のシンポ
ジウム等に複数の教職員が参加し、その内容を教育研究開発委員会で共有することにより、
本事業の推進や今後の教育改革に活かせるようにした。
本事業を通して従来の FD・SD 活動をさらに活性化させ、より積極的な活動として教職
員の間に浸透させることができた。
若菜啓孝長崎大学教授による講演

半田智久お茶の水女子大学教授による講演

38
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第 4 章 まとめ－取組成果と今後の展望－

明確に位置づけるために、2016 年度に、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリ

取組による教育改善

ト・ポリシーに基づく本事業の取組を明確に位置づけた（p.9「アセスメント・ポリシーの

■教育課程の改正

設定」参照）。

本事業の進捗に伴い学修成果の可視化が進み、学長のリーダーシップの下、エビデンスに
基づく大学改革を迅速に行うことが可能となり、2018 年度に教育課程の改正を行った。

性を就職後に強く認識した旨の回答が多数あり、在学中の学修の動機付け強化の重要性が明
項目に比べて、リーダーシップをとる力、物事を数値やデータに基づいて実証的に検討する
力が身についたかという問いに対し、自己評価が低い結果が得られた。これらを受け、

また、学修成果を段階的に評価して教育の質を保証するために、本学では４年次に進級す
る際に全学科・専攻で進級条件科目を設定してそれを必修として課し、また、卒業研究を必
修としてきた。加えて 2016 年度より、本事業の取組の一環として、進級条件科目と卒業研
究にルーブリック評価を導入している。さらに、2018 年度より、全学共通カリキュラムの
１、２年次対象の必修科目でもルーブリック評価を導入している。これにより、３、４年次
だけでなくすべての学年で学修成果を段階的に評価して、教育の質をより厳格に保証するこ

まとめ ― 取組成果と今後の展望 ―
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らかとなった。また、自己点検・評価委員会による学修行動調査の結果、本学学生は、他の

にわたるカリキュラム・ポリシーの中で【学修成果の評価】を方針として定め、アセスメン
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具体的には、2015 年度に実施した卒業生アンケートの結果、語学力（特に英語）の重要

シー、ディプロマ・ポリシーの３ポリシーの再検討を行った。この見直しの結果、10 項目

とが可能となっている。

2018 年度の教育課程改正に以下の点を反映した。
全学共通カリキュラムでは、グランドビジョンと共に掲げる「大学として育成する人物
像」第 2 項「国際的な視野をもった地球市民としての女性」に対応して、英語教育の内
容・方法、科目の学年配置を見直すとともに、必修単位数を 1 単位増やすことで上級学年
での英語学習の動機付けを図った。また、第 5 項「２１世紀の高度情報化社会に対応でき
る女性」に対応して、情報処理科目の必修単位数 2 単位増を行うとともに、文系学生のた
めの数学科目を新設した。さらに、第 1 項「知力（知識）を行動力にするリーディングウ
ーマン」に対応して、体験的・実践的学びの促進、実社会の課題解決に取り組む力を身につ
ける「挑戦する知性科目」を設けた。学科科目においても、主体的な学びの姿勢を養うた
め、アクティブ・ラーニングを取り入れた「１年次演習」を前期に置き、全学科・専攻で必
修化し、問題解決力、論理的思考に基づく判断力・決断力・実行力を強化していくこととし

■各種アセスメントの分析による教育改善
これまで、アセスメント・モデル及びアセスメント・プランに基づき、指標ごとのデータ
を収集し、指標開発プロジェクト・チームで分析を重ねてきた。複数の指標を結びつけて分
析することで、授業外学修時間を伸長させる要因や成績不振の要因、学習目標が教育の満足
に及ぼす影響等を検討し、GPA に影響する要因を特定するなど成果をあげている。これら
は「学生の学びの質」を向上させる教育改善に資する知見として、教育研究開発委員会から
自己点検・評価委員会、教務委員会、FD 委員会に共有されている。また、FD・SD 研修で
発表を行い、学内教職員と共有することにより、各教員が授業運営や学生指導に役立ててい
る。

た。
本学のリベラル・アーツ教育の両輪となる全学共通カリキュラムと学科科目の双方におい
て、能動的学修を促進することで「大学として育成する人物像」全 5 項目を兼ね備えた
「専門性をもつ教養人」を育成する教育プログラムを展開している。

■教育の質保証の取組
本事業に取り組むにあたって、2015 年度にアセスメント・ポリシーを策定したが、入口
（入学）から出口（卒業）までの質保証を伴った大学教育の中にアセスメント・ポリシーを
40
40
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■恒常的な教育改善

今後の展望
事業期間終了後も、以下の通り、引き続きリベラル・アーツ教育の学修成果の向上及び可
視化に努め、全学的な PDCA サイクル機能を向上させていく予定である。
■実施体制

本取組の一環による分析結果を学内で共有し、2018 年度の教育課程改正案策定にあたり
一つの判断基準として活用したことは p.40「取組による教育改善」にて報告の通りであ
る。現在は、2018 年度の教育課程改正の実効性について、自己点検・評価委員会及び IR 専
門委員会を中心に検証を開始している。今後もアセスメントを継続して行い、教育課程改正

事業期間中は、教育研究開発委員会の下部組織である 2 つのプロジェクト・チームが中

時に意図した成果が得られているかどうかについて、具体的に検証していく。

心となって事業を進めてきた。アセスメント・モデル構築プロジェクト・チームは、アセス
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メント・モデルの構築及び精査、事業評価における指摘事項への対応の検討等を行う役割を
担い、具体的な方策を検討し事業を補強してきた。また、指標開発プロジェクト・チーム
は、指標の開発、教育成果可視化に向けた調査の実施、分析作業を行ってきた。

まとめ ― 取組成果と今後の展望 ―
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事業期間終了後は、アセスメント・モデルの運用実施を中心に据えた体制に移行してい
く。そのため、総括する委員会を教育研究開発委員会から、自己点検・評価委員会に変更す
る。引き続きアセスメント・モデルに基づく学修成果の可視化に取り組み、内部質保証体制
との有機的な連携により、各指標の活用を強化していく。
教育研究開発委員会のもとに設置していた両プロジェクト・チームは、2019 年度末で解
散とするが、活動の継続性のため、自己点検・評価委員会の小委員会を新たに設置し、指標
開発プロジェクト・チームの課題を引き継ぐ。引き続きアセスメントの継続的な実施、指標
の見直し、複合的な分析による測定方法の検討等について担当していく。

■学修成果を測定する指標
事業期間中は、リベラル・アーツ教育が重視する３つの領域①専門知識、②汎用的能力、
③態度・志向の学修成果について、直接評価、自己評価、外部評価の３つの指標から多角的
にアセスメントを行うため、さまざまな調査、外部テスト等を実施してきた。指標開発プロ
ジェクト・チームでは、収集した膨大なデータのうち、教育改善に結びつく可能性のあるも
のを中心に分析を行い、学修に影響のある要素の特定等を行ってきた。
しかし、多元的で大量のデータを用いる評価は、多くの知見をもたらす一方で、テストや
アンケート調査を受ける学生、データ分析を行う教職員への負担が大きい。指標の中から継
続するものを厳選し、分析の視点を絞り込むなど、継続的に実施可能な体制を整えていく必
要がある。今後、指標の絞り込みや複数の指標の合併、指標のサンプリングの周期等を検討
し、これらの検証・改善を重ね、アセスメント・モデルそのものの改善にもつなげていく。
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第５章

資料

・引き続き、本事業に関する認識を共有するための FD・SD 研修を実施した。
・4月より、学長のリーダーシップのもと大学改革を恒常的に担う専門組織として、大学改革推進
課とIR 推進室の２部署を設置した。
・2月より、アセスメント指標の開発を行うプロジェクト・チームに、責任者の指示のもと計画遂

各年度の活動内容
■2014 年度

行に必要な業務を行う特任研究員を配置し、指標の検討、開発を進めた。

＜実施体制の整備＞

・IR 体制の強化のため、特任専門員を公募・決定した。
・事業に必要なコンピュータ及び周辺機器、統計ソフトウェアの他、関係資料を購入した。
・学習環境の整備のため、学生の授業外学修に効果的な教材を導入した。
・英語力の測定のため、学生に対し 1 年次入学時と翌年 2 年次後期に実施する TOEFL ITP®を当
年度より導入した。
・成績評価の平準化、厳格化を促進するため、成績 Web 入力時の成績分布の可視化を、後期より
2015 年度より適用することとした。
・本事業に関する認識を共有するため、先行事例の研究者の招聘及び事例等調査出張による FD・
・教育研究開発委員会の下に心理学・社会学を専門とする専任教員を含めたプロジェクト・チーム

で、経年変化を確認できるデータが出揃い、各データを結びつけた分析に着手した。
・ALCS 学修行動比較調査では、学修時間を伸長する要因を探るべく、学習に関する動機づけを測
定する項目を追加して実施した。
・IR 専門委員会では、TOEFL ITP®のスコアの分析を行い、教授会で報告することで、本学学生
の英語力に関する課題を共有した。また、授業外学修時間を伸長させる取組に生かすため、IR
専門委員会が行った学生の授業外学修時間の分析結果について教授会で共有した。
・態度・志向を測定する本学独自指標による調査を開始し、学修成果のうちこれまで大学として組
織的に測定していなかった側面の可視化を進めた。
・これまで卒業生に対し実施した質問紙調査の回答者の中から対象者を選定し、個別インタビュー

料

料

を構成し、独自の指標開発のための準備を開始した。

・さまざまな可視化指標を得るため、引き続き、学生に対し、各種アセスメントを実施したこと

資

資

SD 研修を実施した。

＜本学独自指標の開発＞
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非常勤講師を含めた全授業科目について実施した。また、成績評価のガイドラインを作成し、

■2017 年度

を実施した。
・FD 学内研修では、学修成果を可視化することの意義やこれまでの各種調査の分析結果を共有す

■2015 年度

＜アセスメント・モデルの土台構築＞

・学長を委員長とする教育研究開発委員会の議を経て、アセスメント・ポリシーを策定した。
・IR 専門委員会に特任専門員を配置し、アセスメント指標の開発・作成に有益な、教学に関する
多様なデータの収集、調査・分析を開始した。

ることで、本事業の意義について理解を深めた。加えて、ALCS 学修行動比較調査の結果のう
ち、学生の授業外学修時間を伸長させるために行った分析結果も共有した。
・事業の進捗状況等の自己点検・評価を行い、外部評価委員による評価を受けたことで、これまで
の事業を見直し、改善を図った。

・学生に対し、従来の TOEFL ITP®、本学独自の学修行動調査に加え、PROG、ALCS 学修行動
比較調査の実施を開始した。
・3 学年の卒業生を対象に、本学でのリベラル・アーツ教育の成果が専門知識、汎用的能力、態
度・志向の修得に、どのように役立っているかを問う質問紙調査の実施を開始した。
・本学卒業生が就職している企業を対象として、企業のニーズ、本学の教育及び雇用している卒業
生に関する評価を問う質問紙調査と企業の人事担当者へのインタビュー調査を実施し、社会での
本学の教育成果の評価について把握と分析を行った。
・成績評価の平準化・厳格化のためのルーブリック評価の導入については、2016 年度に運用を開
始するための準備を整えた。
・学修成果や質保証についての教職員の意識を高めるため、FD・SD 研修等を実施した。

■2018 年度

＜アセスメント・モデルの検討・構築＞

・さまざまな可視化指標を得るため、引き続き、学生に対し、各種アセスメントを実施し、経年変
化の確認と、各データを結びつけた分析を行った。
・教育研究開発委員会の下に、具体的な方針の策定や関係諸委員会との連携を担うアセスメント・
モデル構築プロジェクト・チームを構成し、事業の進捗状況を改善した。
・ALCS 学修行動比較調査では、昨年度に引き続き、学習に関する動機づけを測定する項目を追加
して実施した。どのような学習目標が教育の満足度を高め、それが GPA にどのように反映され
るのか、影響過程についての検証を行い、FD 学内研修でその分析結果を共有した。
・IR 専門委員会では、TOEFL ITP®のスコアに、必修英語の GPA 及び英語に係る授業外学修時間
のデータを紐付けて分析を行い、結果について教授会で共有した。

■2016 年度

＜アセスメント指標の開発・作成＞

・さまざまな可視化指標を得るため、引き続き、学生に対し、各種アセスメントを実施した。
・卒業生に対し実施した質問紙調査の分析を行い、個別インタビューの準備を行った。
・成績評価の平準化、厳格化のためのルーブリック評価については、導入・運用を開始した。

44
44

・引き続き実施した本学独自指標による調査では、本学として育成する人物像に沿った態度・志向
について測定し、これまでに得た各種指標と合わせて分析を行った。
・卒業研究を終えた 4 年次学生の中から本学での学びを通じてよく成長したと考えられる学生を
抽出し、PROG の実施を開始した。これにより、1 年次、3 年次、4 年次の学年進行に伴う経年
変化を比較し、汎用的能力、態度・志向の伸長を測定することとした。

45
45

・リベラル・アーツ教育が重視する 3 つの学修成果（①専門知識、②汎用的能力、③態度・志向
の習得度）を直接評価、自己評価、外部評価の 3 つの指標から多面的に行うことを図表化し、
第一のアセスメント・モデルと位置づけ、それに基づき、アセスメント・プラン（DP に対応す
る評価方法）等を作成した。
・これまでに蓄積された各種データを関連づけた分析を行うことにより、現在実施している各種ア
セスメントを基に、本学の教養教育の成果に合致するアセスメント・モデルの検討・構築を進め
た。

■2019 年度

＜事業の総括、取組継続の体制整備＞

・さまざまな可視化指標を得るため、引き続き、学生に対し、各種アセスメントを実施し、経年変
化の確認と、各データを結びつけた分析を行った。教育改善に結びつく可能性のあるものを中心
・ALCS 学修行動比較調査では、学習に関する動機づけを測定する追加設問について、経年比較を
行い、学習目標のうち熟達目標を伸長させる要因について分析を行った。
・本事業の達成状況等についての自己点検・評価を行い、有識者を委員とした外部評価を受けるこ

・6 年間にわたる事業を総括するため、シンポジウムを開催し、これまでの取組により得られた成
果を発表した。
・これまでの調査結果から得た指標によりアセスメント・モデルを再検討した。補助期間終了後の
組織体制を整備し、指標の絞り込みや合併について検討を行い、アセスメントの実施を全学的な
内部質保証体制の中にルーティン化していくこととした。

1

小田

浩一

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

2

工藤

恵理子

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 教授

3

栗田

啓子

現代教養学部 国際社会学科 経済学専攻 教授

4

岡村

清子

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

5

唐澤

真弓

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

6

樋脇

博敏

現代教養学部 人文学科 史学専攻 教授

責任者

≪2015 年度≫
指標開発プロジェクト・チーム
1

小田

浩一

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

2

工藤

恵理子

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 教授

3

栗田

啓子

現代教養学部 国際社会学科 経済学専攻 教授

4

岡村

清子

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

5

唐澤

真弓

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

6

樋脇

博敏

現代教養学部 人文学科 史学専攻 教授

責任者

料

料

図るシステムの確立につなげていく。

指標開発プロジェクト・チーム

資

資

とで、より客観的に本学の教育を見直した。自己点検・評価の結果を本学の教育改善を恒常的に

≪2014 年度≫
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に分析を行い、学修に影響のある要素の特定等を行った。

プロジェクト・チーム構成員一覧

≪2016 年度≫
指標開発プロジェクト・チーム
責任者

1

工藤

恵理子

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 教授

2

有馬

明恵

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

3

岡村

清子

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

4

唐澤

真弓

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

5

樋脇

博敏

現代教養学部 人文学科 史学専攻 教授

6

高林

久美子

人間科学研究科 生涯人間科学専攻 特任研究員

2 月より

7

宮崎

弦太

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 特任講師

3 月より

≪2017 年度≫
指標開発プロジェクト・チーム

46
46

1

小田

浩一

現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授

2

工藤

恵理子

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 教授

3

金野

美奈子

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

4

樋脇

博敏

現代教養学部 人文学科 史学専攻 教授

5

宮崎

弦太

現代教養学部 人間科学科 心理学専攻 特任講師

6

高林

久美子

人間科学研究科 生涯人間科学専攻 特任研究員

責任者

47
47

≪2018 年度≫

取組内容の発信

アセスメント・モデル構築プロジェクト・チーム
1

原田

範行

2

小田

浩一

3

坂下

史

4

大山

淑之

5

樋脇

博敏

現代教養学部長
（現代教養学部 国際英語学科 国際英語専攻 教授）
指標開発プロジェクト・チーム責任者
（現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 コミュ
ニケーション専攻 教授）
教務委員長
（現代教養学部 人文学科 歴史文化専攻 教授）
IR 専門委員会より
（現代教養学部 数理科学科 数学専攻 教授）

責任者

おり、事業開始以降、事業内容の周知を目的に以下を実施してきた。
■公式サイトへの掲載

本事業の開始時から、本学の公式サイト内に「文部科学省 AP 事業「学修成果の可視化」」専
用ページを作成し、事業の概要・目的のほか、イベント、ニュースなど個々の事業内容について

現代教養学部 人文学科 歴史文化専攻 教授

随時更新している。

恵理子

3

金野

美奈子

料

4

宮崎

弦太

5

高林

久美子

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 心理学専
攻 特任講師

料

工藤

責任者

資

2

現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 コミュニ
ケーション専攻 教授
現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 心理学専
攻 教授
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資
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小田

ず、独自の指標の開発も含めて可視化し、アセスメント・モデルを構築することを目標として
いる。このアセスメント・モデルは他の教養教育を行っている大学等でも有効なものと考えて

指標開発プロジェクト・チーム
1

本事業は、本学のリベラル・アーツ教育の学修成果について、既存の指標の活用にとどまら

人間科学研究科 生涯人間科学専攻 特任研究員

≪2019 年度≫
アセスメント・モデル構築プロジェクト・チーム
1

林

2

小田

青司
浩一

3

丸山

直子

4

樋脇

博敏

現代教養学部長
（現代教養学部 数理科学科 情報理学専攻 教授）
指標開発プロジェクト・チーム責任者
（現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 コミュ
ニケーション専攻 教授）
教務委員長
（現代教養学部 人文学科 日本文学専攻 教授）
IR 専門委員会より
（現代教養学部 人文学科 歴史文化専攻 教授）

責任者

■自己点検・評価及び外部評価の実施
実施年度

内容

外部評価委員（五十音順）

2017 年度

事業開始から 4 年目の時点までの

・鏡 久賀氏

自己点検・評価及び外部評価を実
施し、進捗状況や成果を確認し、

指標開発プロジェクト・チーム
1

小田

浩一

2

金野

美奈子

3

宮崎

弦太

4

高林

久美子

現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 コミュニ
ケーション専攻 教授

・中村雅子氏（東京都市大学メディア情報学部学部長）

う見直しを行った。

責任者

現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 心理学専
攻 特任講師
人間科学研究科 生涯人間科学専攻 特任研究員

＊肩書等は、すべて当時のものです。

48

会社代表取締役社長）

補助期間内に事業を達成できるよ

現代教養学部 国際社会学科 社会学専攻 教授

48

（富士ゼロックスインターフィールド株式

2019 年度

本取組の最終となる自己点検・評

・浦野 光人氏

（りそなホールディングス社外取締役）

価及び外部評価を実施し、事業の

・鏡 久賀氏

（富士ゼロックスインターフィールド株

総括を行い、事業期間終了後の体
制、実施内容の検討を行った。

式会社代表取締役社長）

・鈴木 典比古氏（国際教養大学 理事長・学長）
・中村 雅子氏

（東京都市大学メディア情報学部教授）

いずれも報告書を作成し、本学公式サイトにて公表している。

49
49

（６）一般社団法人日本私立大学連盟「私立大学における教育の質向上に関する取り組み～学修成果

■ALCS 学修行動比較調査 内部報告会

の可視化による大学教育の質保証～」（2019 年 3 月発行 教育研究委員会）

2015 年度より毎年度、教学比較 IRcommons の

「リベラル・アーツ教育の学修成果の可視化

ALCS 学修行動比較調査の内部報告会に参加し、参

―現況と課題―」

加大学間での情報共有を行ってきた。本学は、アセ
スメント指標検討の観点から、本学学生の学修の特

■他大学からの面談調査対応

徴等について報告した。

（１）広島大学

参加校数
3校

参加校名（五十音順）
お茶の水女子大学、帝京大学、東京女子大学

2016 年度

7校

岡山大学、お茶の水女子大学、津田塾大学、帝京大学、東京女子
大学、奈良女子大学、日本女子大学

2017 年度

13 校

〇調査実施校
岡山大学、お茶の水女子大学、嘉悦大学、川崎医科大学、高知大
学、津田塾大学、帝京大学、田園調布学園大学、東京女子大学、
奈良女子大学、日本女子大学、横浜商科大学
〇2018 年度調査実施予定校
フェリス女学院大学
〇調査実施校
岡山大学、お茶の水女子大学、嘉悦大学、川崎医科大学、共立女
子大学、帝京大学、田園調布学園大学、東京女子大学、長崎県立
大学、奈良女子大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、宮城
大学、明星大学、横浜商科大学
〇2019 年度調査実施予定校
椙山女学園大学

16 校

及び分析等に関する調査研究」訪問調査（2015 年 2 月 19 日）
本学の対応者：樋脇博敏（全学共通教育部長）
小田浩一（AP 補助事業実施責任者）
濱田ひろみ（教育研究支援部長）
（２）札幌国際大学教育支援センター長によるヒアリング（2018 年 11 月 23 日）
本学の対応者：小田浩一（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム責任者）
倉本聖恵（大学改革推進課長）
（３）立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部副学部長によるヒアリング（2019 年 2 月 25 日）
本学の対応者：原田範行（現代教養学部長）
小田浩一（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム責任者）

資

資

2018 年度

平成 26 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業「大学教育改革の実態の把握

第 ５ 章

第 ５ 章

年度
2015 年度

料

料

工藤恵理子（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム）
倉本聖恵（大学改革推進課長）
吉原亜生（大学改革推進課主任）
■事例報告
（１）第 2 回フェリス女学院大学 FD 講演会「学修成果の把握－東京女子大学に学ぶ－」での講演
（2017 年 11 月 21 日開催）

■情報誌等の原稿執筆、取材対応
（１）公益社団法人私立大学情報教育協会 機関誌「大学教育と情報」2016 年度

No.1

「学修成果の可視化による教育改革の試み～東京女子大学～」
執筆者：小田浩一（AP 補助事業実施責任者）
（２）IDE 大学協会 機関誌「IDE 現代の高等教育」2017 年 5 月号
「東京女子大学における学修成果の可視化への試み」
執筆者：工藤恵理子（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム責任者）
（３）リクルート「カレッジマネジメント」Vol.204

May-Jun.2017

「ビジョンに基づき課題を改善する PDCA サイクルの恒常化」
執筆者：小野祥子（学長）
（４）朝日新聞への取材協力（2017 年 12 月 9 日朝日新聞朝刊教育面掲載）
本学の対応者：樋脇博敏（全学共通教育部長）、
小田浩一（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム責任者）
（５）公益財団法人大学基準協会「学習成果ハンドブック」作成のための訪問調査

講師：樋脇博敏（全学共通教育部長）
テーマ：リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による学修成果の向上と可視化
（２）大学情報・機関調査研究会第 7 回 MJIR 研究集会（2018 年 8 月 18 日・19 日開催）における
発表
・ALCS 学修行動調査を用いた主体的学習経験の役割の検討（１）－学習目標からの影響と教育
への満足に及ぼす影響－
発表者：宮崎弦太（現代教養学部心理・コミュニケーション学科特任講師）
・ALCS 学修行動調査を用いた主体的学習経験の役割の検討（２）－学習目標と学習経験が専門
知識・汎用能力の向上の知覚に及ぼす影響－
発表者：高林久美子（人間科学研究科生涯人間科学専攻特任研究員）
（３）一般社団法人日本私立大学連盟

教育研究シンポジウム「教育活動の可視化と向上―学生調査

とアセスメント・ポリシー」（2019 年 12 月 12 日開催）事例発表
本学の発表者：小田浩一（AP 事業指標開発プロジェクト・チーム責任者）

本学の対応者：樋脇博敏（全学共通教育部長）
坂下史（教務委員長）
倉本聖恵（大学改革推進課長）
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■大学再生加速プログラム テーマⅡ採択校の活動

東京女子大学 AP シンポジウム配付資料

テーマⅡの幹事校である北九州市立大学が行う活動に参加し、本事業について報告したほか、
パンフレットや報告書作成にあたり、北九州市立大学主導のもと、原稿を作成した。
（１） テーマⅡ・Ⅴ共同シンポジウム「高等教育に

■小田浩一教授 発表資料

求められる質保証を考える－学修成果の可視
化による教育改善と卒業時の質保証－」にお
けるポスターセッション（2018 年 2 月 16 日
開催）
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（２） テーマⅡ「学修 成果の可 視化」成果報告 会
「学修成果の可視化は大学教育をどのように
変えたか」における成果報告（2020 年 2 月 14
日開催）

■東京女子大学ＡＰシンポジウムの開催（2019 年 9 月 3 日）（p.39「東京女子大学ＡＰシンポジウ
ムの開催」参照）

＊肩書等は、すべて実施当時のものです。
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■高林久美子特任研究員 発表資料
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■宮崎弦太特任講師 発表資料
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68
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態度・志向 Web 調査質問項目一覧

質問項目

回答選択肢

Q1 コスモポリタン志向性尺度
Leung, A. K.-y., Koh, K., & Tam, K.-P. (2015). Being environmentally responsible: Cosmopolitan
orientation predicts pro-environmental behaviors. Journal of Environmental Psychology, 43, 79-94.
※本尺度をご利用になりたい場合は、お手数ですが、事前に本学までお問い合わせください
全くあてはまらない(1)

～ 非常に当てはまる（6） ６件法

項目順ランダマイズ

私は文化の多様性を受け入れている
人助けによって私は世界という共同体に奉仕したい
私たちは文化に違いがあるということを称えるべきである

4

世界をみんなにとってより良い場所にするように、私は自分の役割を果
たしたい
外国人が助けを必要としているときに、助けようとする人が誰もいない
と、つらい気持ちになる
たとえ他の国から来た人であっても、私は不遇な人のことを助けたい

5
6

料

料

私は、たくさんの異なる文化を体験するために旅行したい
１つの文化が世界を支配することに私は反対である
私は異なる文化で暮らしても大丈夫だ
他の国から来た人が助けを必要とするときには、私は精一杯力になるつ
もりだ

資

資

7
8
9
10

第 ５ 章

第 ５ 章

1
2
3

11 私は文化による違いを尊重する
12 外国の文化に浸るのはわくわくする
13 その土地の文化本来の姿を維持することは重要である
14 私は、世界の異なる文化についてより多く学ぶことが楽しい
15 私は、海外の他の文化の中で勉強や仕事をしたい気持ちがある
Q2 ビッグファイブ（TIP-J） 誠実性に特に関心
小塩・阿部・ピノ（2012). 日本語版 Ten Item Personality Inventory(TIPI-J)作成の試み
パーソナリティ研究. 21, 40-52.
私は自分のことを・・・(1）全く違うと思う～(７）強くそう思う ７件法
項目順固定（著者による指定）
1 活発で、外向的だと思う
2 他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う
3 しっかりしていて、自分に厳しいと思う ＊誠実性
4 心配性で、うろたえやすいと思う
5 新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う
6 ひかえめで、おとなしいと思う
7 人に気をつかう、やさしい人間だと思う
8 だらしなく、うっかりしていると思う ＊誠実性（逆転）
9 冷静で、気分が安定していると思う
10 発想力に欠けた、平凡な人間だと思う
Q3 Grit
竹橋・樋口・尾崎・渡辺・豊沢（2019）. 日本語版グリット尺度の作成および信頼性・妥当性の検討
心理学研究. 89, 580-590.
(1)全くあてはまらない ～ (5)非常にあてはまる
５件法
項目順ランダマイズ
1
2
3
4
5
6

70
70

重要な試練に打ち勝つため、困難を乗り越えてきた
新しいアイディアや計画によって、以前のアイディアや計画に注意を払
わなくなることがある
私の興味は年々変わる
困難があっても、私はやる気を失わない
あるアイディアや計画に一時的に夢中になっても、あとで興味を失うこ
とがある
私は頑張り屋だ

71
71

料

料
72

【日本の｢無戸籍者｣問題 「無戸籍者」が生まれる背景とは】無戸籍者
とは、出生後なんらかの事情で出生届が提出されず、戸籍のないまま生
きている人たちのことをいう。今、無戸籍者の存在が問題となってい
る。なぜこのような事態が生じるのだろうか。このようなことが起こら
ないためにはどのような改革が必要だろうか。
9 【糖尿病の初期症状とその対策】健康診断で糖尿病予備群と言われた人
は、糖尿病にならないように日々の生活習慣を気をつけたいところ。糖
尿病は早期発見早期治療がとても大切。症状と予防策を知って糖尿病の
リスクを減らそう。
10 【ミレニアル世代の消費スタイルの特徴】2000 年以降に成人や社会人と
なった 20―35 歳の「ミレニアル（新千年紀）世代」では、倹約や節約を
重視する消費スタイルが広がっている。彼ら特有の消費に対する意識
と、それが生み出す消費スタイルについて考える。
11 【これからの時代の掃除の新ルール】私たちの住宅事情や生活環境は時
代とともに変化してきている。これまで当たり前だった常識も時代の変
化に伴い常識ではなくなることもある。住まいにおける掃除の常識につ
いてはどうだろうか？これを機に考え直してみては？
12 【所得格差と「身体の痛み」の関係】人が感じる痛みの程度には、さま
ざまな要因が関わっている。その中で、個人が経済的な不安を感じるほ
ど、その人が経験する身体的な痛みは増すという関係が近年の研究で示
されている。なぜ経済的不安が痛みをもたらすのか、その最新の研究成
果に迫る。
Q6 グローバル関心 （雑誌記事選択） ４つ
１位～４位
上記の順番で１２タイトルを呈示（順番は固定）
Q6. 前ページでみた 12 の記事について、あなたが読みたい記事の上位４
つを選び、読みたい順に順位をつけてください。記事のタイトルを再掲
しますので、読みたい順位の記事をそれぞれ選択してください。
Ｑ７～Ｑ１６グローバルな関心に影響をもつと考えられる経験についての質問 入学前と入学後で分けて尋ねる
あなた自身のことについて
Q7
ここからは入学前のことについてお尋ねします
1.はい
本学入学前にあなたは外国人の友人（SNS などのオンラインの友人も含
2. いいえ
む）がいましたか？
Q7-1
本学入学前にあなたには外国人の友人が何人いましたか？以下の空欄に
人数をお書きください
Q8
本学入学前にあなたは海外留学をしたことがありますか？
1.はい
2. いいえ
Q9
本学入学前にあなたは海外旅行（修学旅行以外）に行ったことがありま
1.はい
すか
2. いいえ
Q9-1
本学入学前に海外旅行(修学旅行以外)に何回行きましたか？以下の空欄
に回数をお書きください。
Q10
本学入学前にあなたは国際ボランティア活動（国内での活動も含む）に
1.はい
参加したことはありますか？
2. いいえ
Q11
本学入学前に、あなたは、グローバルな問題（例えば、地球温暖化問題
1. まったく見なかった
や難民問題）を扱ったドキュメンタリー番組をどのくらい見ていました
2. ほとんど見なかった
か？
3. たまに見た
4. よく見た
Q12
本学入学前にあなたは留学とは別に外国で暮らしたことはありますか？
1.はい
2. いいえ
Q13
ここからは本学入学後のことについてお尋ねします。
1.はい
本学入学後に新たに友達になった外国人の友人（SNS などのオンライン
2. いいえ
の友人も含む）がいますか？
Q13-1
本学入学後に新たに友達になった外国人の友人は何人いますか？以下の
空欄に人数をお書きください
Q14
本学入学後にあなたは海外留学をしましたか？
1.はい
2. いいえ
Q15
本学入学後にあなたは海外旅行に行きましたか？
1.はい
2. いいえ
Q15-1
本学入学後にあなたは海外旅行に何回行きましたか？以下の空欄に回数
をお書きください。
Q16
本学入学後にあなたは国際ボランティア活動（国内での活動も含む）に
1.はい
参加したことはありますか？
2. いいえ
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7 目標を決めても、後から変えてしまうことがよくある
8 数ヵ月以上かかるような計画に集中して取り組み続けることは難しい
9 始めたことは、どんなことでも最後までやりとげる
10 数年にわたる努力を要する目標を達成したことがある
11 数ヵ月ごとに新しい活動への興味がわいてくる
12 私は精魂傾けてものごとに取り組む
Q4 自尊心尺度＋知能観（11～13） 知能観を測定するのが主目的
自尊心尺度 Mimura, C., & Griffiths, P. (2007). A Japanese version of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation
and equivalence assessment. Journal of Psychosomatic Research, 62, 589–594.
知能観
及川(2015) 知能観が非意識的な目標追求に及ぼす影響. 教育心理学研究, 53, 14-25.
(1)全くあてはまらない ～ (5)非常にあてはまる
５件法
項目順ランダマイズ
1 私は、自分自身にだいたい満足している
2 時々、自分はまったくダメだと思うことがある
3 私にはけっこう長所があると感じている
4 私は、他の大半の人と同じくらいに物事がこなせる
5 私には誇れるものが大してないと感じる
6 時々、自分は役に立たないと強く感じることがある
7 自分は少なくとも他の人と同じくらい価値のある人間だ、と感じている
8 自分のことをもう少し尊敬できたらいいと思う
9 よく、私は落ちこぼれだと思ってしまう
10 私は、自分のことを前向きに考えている
11 私は一定の才能をもって生まれてきており、それを変えることは実際に
はできない
12 私の中で、才能はほとんど変えることのできないものだと思う
13 新しいことを学ぶことはできても、基本的な才能は変えられない
Q5 グローバル関心 （雑誌記事読みたい程度）
McFarland, S. & Hornsby, W. (2015) An analysis of five measures of global human identification.
European Journal of Social Psychology, 45, 806-817.
※本尺度をご利用になりたい場合は、お手数ですが、事前に本学までお問い合わせください
(1)まったく読みたくない ～ (7)とても読みたい ７件法
呈示順ランダマイズ
1 【拡大する格差：その原因と対策】NPO のオックスファムの報告によれ
ば、世界で最も裕福な 62 人が保有する資産は、世界の貧しい半分（３６
億人）が所有する総資産に匹敵する。深刻化するこの格差の問題に国際
社会はどのように取り組むべきか。本稿ではその対処策として３つ提案
する。
2 【児童労働を無くすために】国際労働機関（ILO）によれば、１億 6,800
万人にものぼる数の子どもがいまだ労働に従事している。インドで子ど
もの権利保護を訴えるカイラシュ・サティヤルティ氏のノーベル平和賞
受賞は、この困難に立ち向かうきっかけとなるだろうか。
3 【HIV/エイズ問題で本当に考えなければならないこと】サブサハラ・ア
フリカ(サハラ砂漠以南)諸国にとっての深刻な社会問題は HIV/エイズ問
題だろう。国連をはじめとする国際機関が支援を続けているが、解決に
は長い道のりが見込まれている。その問題の本質は何か。
4 【世界が直面する水不足問題】水が豊富にあると思われている地球であ
るが、私たちが生活に利用できるのはそのうちの約 0.01%である。ま
た、世界では、安全な水を飲めない人が８人に１人いるとも言われてい
る。地球温暖化や人口の増加によって、地球規模で起こる水不足の危機
について考える。
5 【日本で認知症高齢者の入院が減らない事情】近年、認知症のケアに対
する国際的な考え方として、認知症ケアには病院モデルでは不十分で、
生活モデルへの転換が必要と主張されている。しかし、日本ではまだ認
知症高齢者の入院者は多い。なぜ日本では、認知症のケアには医療が必
要という考えが根強いのだろうか。
6 【日本のエネルギー問題 原発のない社会の可能性】東日本大震災以
来、日本における原発への信頼は大きく崩れ、否応なしにエネルギー転
換を迫られている。日本においてリスクの高い原発に頼らず、自然エネ
ルギーを中心にエネルギー転換をしていくことは可能だろうか？
7 【日本のいじめの特徴 知られざる要因】いじめによる自殺は後を絶た
ない。なぜだろうか。政府も専門家もいまだに解決策を見出せていな
い。学校の問題か家庭の問題か、というとらえ方ではいつまでたっても
この問題は解決しない。いじめをなくすには、日本社会全体の問題とし
て考えていくことが必要だ。
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Q17

本学入学後に、あなたは、グローバルな問題（例えば、地球温暖化問題
や難民問題）を扱ったドキュメンタリー番組をどのくらい見ています
か？

Q18
Q19
Q20

本学入学後にあなたは留学とは別に外国で暮らしたことはありますか？
あなたは本学のキャリア・イングリッシュ課程に登録していますか？
あなたは本学にあるキャリア・イングリッシュ・アイランドをどのくら
い利用していますか？

Q21

あなたは本学の海外研修プログラムに参加したことがありますか？
該当するものをすべて選択してください（複数回答可）。

Q23－1
Q23－2

あなたは学内公認サークルの活動に参加していますか？あるいは参加し
ていましたか？
現在、サークル活動を継続中ですか？
サークル活動に参加している（参加していた）期間を回答してくださ
い。参加している（参加していた）学内公認サークルが複数ある場合
は、最も活動期間が長い（あるいは長かった）ものについて回答してく
ださい。

Q23－3

サークル活動によってあなたは成長したと感じますか？

Q24

あなたはサークル活動以外にどのような学内の課外活動等に参加してい
ますか？あるいは参加していましたか？
該当するものをすべて選択してください（複数回答可）。

Q25

先ほどの問い（Q24）で選んだ学内の課外活動等は１つでしたか、それ
とも複数でしたか？
Q25 で「 1 つ」と回答した人
現在、その活動を継続中ですか？

Q26-1

74
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1. 利用したことがない
2. ほとんど利用したことがな
い
3. たまに利用している
4. ときどき利用している
5. ひんぱんに利用している
ニューヨーク国連研修（「総
合教養演習（女性の生きる
力）B」）
ケンブリッジ教養講座
語学研修
スタディ・ツアー
タイ・ワークキャンプ
その他
参加したことがあるものはな
い
1. 0
2. 1～2
3. 3～4
4. 5～6
5. 7～8
6. 9～10
7. 11 個以上
1.はい
2. いいえ
1.はい 2. いいえ
1 カ月未満
1 カ月～2 カ月未満
2 カ月～3 カ月未満
・・・
23 カ月～24 カ月未満
24 カ月以上
1. まったくそう感じない
2. ほとんどそう感じない
3. あまりそう感じない
4. ややそう感じる
5. かなりそう感じる
6. とてもそう感じる
ボランティア活動
図書館の学生アシスタント
情報処理室の学生アシスタン
ト
障がい学生支援（PC ノート
テイカー、学習サポーター）
スチューデント・パブリシス
ト（大学広報学生スタッフ）
留学生バディ
東京女子大学学会での学生研
究奨励費によるグループ研究
その他
参加しているものはない/参
加したことがあるものはない
1. 1 つ
2. 複数
1.はい
2. いいえ

Q26-1

Q25 で「 複数」と回答した人
あなたが参加している（参加していた）学内の課外活動等の中で、あな
たが最も熱心に取り組んでいる（取り組んでいた）活動を１つ選択して
ください。

Q26-2

Q25 で「 複数」と回答した人
現在、その活動を継続中ですか？
Q25 で「 複数」と回答した人
その活動によってあなたは成長したと感じますか？

Q26-3

所属に関する質問
Q27
あなたの学年をお選びください。
Q28
あなたの学科をお選びください。
Q29
あなたの専攻をお選びください

1. まったくそう感じない
2. ほとんどそう感じない
3. あまりそう感じない
4. ややそう感じる
5. かなりそう感じる
6. とてもそう感じる
ボランティア活動
図書館の学生アシスタント
情報処理室の学生アシスタン
ト
障がい学生支援（PC ノート
テイカー、学習サポーター）
スチューデント・パブリシス
ト（大学広報学生スタッフ）
留学生バディ
東京女子大学学会での学生研
究奨励費によるグループ研究
その他
1.はい
2. いいえ
1. まったくそう感じない
2. ほとんどそう感じない
3. あまりそう感じない
4. ややそう感じる
5. かなりそう感じる
6. とてもそう感じる

料
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Q23

Q25 で「 1 つ」と回答した人
その活動によってあなたは成長したと感じますか？

資

資

あなたは本学において、グローバルな問題（例えば、地
球温暖化問題や難民問題）を主に扱った授業をこれまで
にどのくらい履修しましたか？

Q26-2
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Q22

1. まったく見ない
2. ほとんど見ない
3. たまに見る
4. よく見る
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自己点検・評価報告書及び外部評価報告書

第Ⅰ章

＊2019 年度に実施した本事業における自己点検・評価報告書及び外部評価について、以下の通り報

本事業を担う組織体制を整備する。
〔点検・評価項目〕本事業を担う組織体制が整備され、機能しているか

告書を掲載いたします。本文中の【 】は資料番号を記載していますが、根拠資料及び参考資料は
本書に掲載しておりません。

本事業を担う組織体制の整備

到達目標

【現状の説明】
本事業は、学長を委員長とする教育研究開発委員会が全体を統括し、これに自己点検・評価委員
会、IR 専門委員会、教務委員会、FD 委員会など、関連する学内諸委員会が一体となって、教育改善
の PDCA サイクルを構築する体制をとっている。

文部科学省大学教育再生加速プログラム（AP）

第 ５ 章

第 ５ 章

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル
構築による学修成果の向上と可視化」
自己点検・評価報告書

資

資

料

料

図１：アセスメントの実施と教育改善のプロセス
事業の進捗とともに、FD 活動の推進、IR 機能の充実、プロジェクト・チームの体制強化、諸委員
会をバックアップする事務体制の強化を進めている。
事業の中心となる教育研究開発委員会は、学長（委員長）、学部長（副委員長）、全学共通教育部
長、大学院合同研究科会議議長、自己点検・評価委員長、将来計画推進委員会副委員長、学部長補
佐、FD 委員長、教務委員長、IR 推進室長、学長が指名する現代教養学部教員（若干名）の教育職員
に加え、大学運営部長、教育研究支援部長、総務課長、教育研究支援課長の事務職員を委員とする全
学的な教職協働の構成としている【1-1】。これにより、各関係委員会、組織における事業の進捗、
目標の達成状況などの把握を行うことが可能となっている。
AP 事業及び教育研究開発委員会の事務局は、2016 年度より、教学改革を担い学長直属の組織とし
て大学運営部の中に設置した大学改革推進課が行っていた【中間報告書 p.2「現状の説明」】。2019

2019 年 7 月
東京女子大学 自己点検・評価委員会

年度に 2018 年度学科専攻の改組における役割を終えたことから、学内の組織変更により、大学改革
推進課を廃止し、その業務を企画室(新設)と総務課で担うこととした。AP 事業については、事業期
間終了後の本取組を大学の内部質保証の一部に組み込むことを見越して自己点検・評価委員会の事務
局である大学運営部総務課に移管し、総務課が教育研究開発委員会の事務局を兼ねることとした。関
連する業務を総務課に集約し、AP 事業の仕上げに向けてスピードアップを図るものである。
教育研究開発委員会の下には、アセスメント・モデル構築プロジェクト・チームと、指標開発プロ
ジェクト・チームを置いている【1-1】(図２参照)。（アセスメント・モデル構築プロジェクト・チ
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ームについては後述する。）指標開発プロジェクト・チームは、心理学、社会学を専門とする専任教

ている。IR 専門委員会の事務局は、学長直属の組織である IR 推進室が担っている。【1-7 第 4 条、

員で構成し、指標開発や教育成果可視化に向けた調査の実施、分析作業を行っている【1-2】。2017

第 8 条別表第 2】。

年 2 月より、指標開発プロジェクト・チームの作業を支援する特任研究員を配置し、チーム体制を強
化している。補助事業期間の中間年度にあたる 2017 年度の中間評価において、教育研究開発委員会
の体制について「多数の役職者、各委員会委員長により構成されているため、やや機動性に欠け」る
ため、「統括機能及び事業体制の連携機能の一層の強化」を要するとの点検・評価を行った【中間評
価報告書 p.2～3「点検・評価、長所・問題点」「将来の改善に向けた方策」】。これを受け、2018
年度より「アセスメント・モデル構築プロジェクト・チーム」【1-1】を新たに設置し【1-3】、組織
体制を改善した（図２参照）。

【点検・評価、長所・問題点】
事業を担う組織体制は概ね整備されていると評価できる。
中間評価を受けて、教育研究開発委員会と指標開発プロジェクト・チームの仲介を担い、教育研究
開発委員会の機動性を補う新たなアセスメント・モデル構築プロジェクト・チームを設置したことは
評価できる。
教育研究開発委員会は、主に各部局の役職者により構成されており、本学の教育理念の実現及び研
究活動の充実に資することを目的とし、教育研究に関する新たな取組を検討、開発していく役割を担
って AP 事業を統括してきた。事業期間終了後は、本事業の成果をもとに、アセスメント・モデルの
運用、個別のアセスメントの継続的な実施を、大学の内部質保証の取り組みの一部に組み込み、ルー
第 ５ 章
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ティン化させていくことから、恒常的な実施体制に移行していく必要がある。そのため、事業期間終
了後の組織体制、各部局の取り扱い事項については見直し、整理が必要である。

資

資

【将来の改善に向けた方策】
事業期間中は、アセスメント・モデル構築のため、アセスメント・モデル構築プロジェクト・チー

料

料

ムが実施部署となり、教育研究開発委員会の総括のもと事業を進行してきた。事業期間終了後は、ア
セスメント・モデルの運用実施を中心に据えた体制に移行していく。
総括する委員会を教育研究開発委員会から、自己点検・評価委員会に変更する。引き続きアセスメ
ント・モデルに基づく学修成果の可視化に取り組み、内部質保証体制(図４参照)との有機的な連携に
より、各指標の活用を強化する。(図３参照)
教育研究開発委員会のもとに設置していた両プロジェクト・チームは、年度内で解散とするが、活
動の継続性のため、自己点検・評価委員会の小委員会を新たに設置し、指標開発プロジェクト・チー
ムの課題を引き継ぐ。引き続きアセスメントの継続的な実施、指標の見直し、複合的な分析による測
定方法の検討等について担当する。

図２：AP 事業推進のための組織体制
同プロジェクト・チームは、事業推進責任者としての学部長、指標開発プロジェクト・チーム責任
者、IR 専門委員他を中心とした教育研究開発委員会のコアメンバーにより構成し、アセスメント・
モデルの構築および精査、事業評価における指摘事項への対応の検討等を行う役割を担っており、具
体的な方策を検討し進捗状況を改善するとともに、事業の補強を行っている（第 3 章 p.12 参照）。
教育研究開発委員会の下で、具体的な方針を策定する一方で、教育研究開発委員会で決議した方針に
基づき、すみやかに関連諸委員会や指標開発プロジェクト・チームへの作業依頼を行うことで、事業
全体の進捗状況を改善した。
他方、本学全体の内部質保証を担う自己点検・評価委員会の下に設置している、IR 専門委員会
【1-4】では、指標開発プロジェクト・チームからの依頼を受けて分析を行う他、学修行動調査や
TOEFL ITP®等事業に係る統計分析を行っている【1-5】【1-6】。なお、本事業の取組の一環で、専
任職員（兼務）及び契約職員を配置し、教育改革に資する教学データの収集・調査・分析等にあたっ

図３：内部質保証体制と事業期間終了後のアセスメント実施体制

ている。専任職員は、事業期間中、研修等により研鑽を積み、分析に係る専門的スキルの修得に努め
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アセスメント・ポリシー：
東京女子大学は、建学の精神に基づくリベラル・アーツ教育の成果について、多角的観点から複数
の指標に基づいて評価を行う。上記の評価は、エビデンスに基づいた教育改善を継続的かつ効果的
にすすめることを目的とするものである。
また、本学では学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた資質・能力を実際に修得させるた
めに、カリキュラム・ポリシーを定めている。
2016 年 3 月に出された文部科学省

中央教育審議会大学分科会大学教育部会（以下、中教審）

「三つのポリシーの策定と運用に係るガイドライン」【2-5】において、カリキュラム・ポリシーは
「ディプロマ・ポリシーを踏まえた教育課程編成、当該教育課程における学修方法・学修過程、学修
成果の評価の在り方等を具体的に示すこと」と定義されている。これを受け、本学ではカリキュラ
ム・ポリシーの見直しを行い、『学修成果の評価』の項を設けた（2018 年 4 月以降入学者を対象）
第 ５ 章
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【2-2 カリキュラム・ポリシー】。アセスメント・ポリシーに沿って、第 9 項には学士課程の集大成
である卒業研究について、目標とする資質・能力を身につけることができたかを、ルーブリックを用
いて評価すること、第 10 項には直接的指標と間接的指標を用いて、多角的観点から評価を行うこと

図４：東京女子大学の全学的な内部質保証体制(参考)

を定めている。
資
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第Ⅱ章「アセスメント・ポリシーの設定」の実施内容は

第Ⅱ章

アセスメント・ポリシーの設定

【点検・評価、長所・問題点】
中教審のガイドラインに沿ってカリキュラム・ポリシーを見直したことにより、学位授与方針（デ

料

料

2017 年度の中間評価時点で完了しておりますため、本報告書では、中間評価報告書に記載した内容
をそのまま掲載しております。

ィプロマ・ポリシー）、カリキュラム・ポリシーおよびアセスメント・ポリシーの連関が強化され
た。学修成果の目標となるもの（ディプロマ・ポリシー）、目標を達成するためにどのような教育を

到達目標

し、学修成果を評価するか（カリキュラム・ポリシー）、どのような指標を用いて評価するか（アセ

本学の教育目標に沿って適切なアセスメント・ポリシーを設定する。

スメント・ポリシー）が明確になり、適切に設定されている。特に、アセスメント・ポリシーは、学

〔点検・評価項目〕AP 事業を推進していくうえで、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シーに沿ってアセスメント・ポリシーが適切に設定されているか
【現状の説明】
現代教養学部は、学則に定める通り「広い識見と創造性を有し、専門性をもつ教養人として、現代
社会の多様な課題を主体的に解決しうる人物の育成」を目的としている。この人材育成を実現するた
め、6 項目からなる学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定め、【2-1 第 3 条第 2 項】本学のリ
ベラル・アーツ教育を通して身につけるべき能力や資質について示している【2-2

ディプロマ・ポ

リシー】。
たとえば、第 3 項には「知識を活用し、論理的思考力に基づいて、問題を発見し、解決する能力を
身につけている」、第 5 項には「異なる考えや意見を受け入れる力を身につけ、多文化共生社会への
理解を深め、他者を尊重し協働できる力を身につけている」、第 6 項には「主体的に学び続け、自己
を確立し、自らのキャリアを構築する姿勢を身につけている」等、具体的に記載している。

修成果の測定方法を「多角的観点から複数の指標に基づいて」と明記していることから、より客観性
のある学修成果の把握・評価を行い、教育改善に資するための重要な方策として、適切に設定されて
いると評価できる。
【将来の改善に向けた方策】
今後は、上記アセスメント・ポリシーの下、教育改革を円滑に推進していくために、各種アセスメ
ントの目的、評価方法及び評価結果の利活用に関する運用ガイドラインを定め、本事業の目的である
アセスメント・モデルを構築してゆく。これにより、大学全体としてエビデンスに基づく教学マネジ
メントを確立させていくとともに、本学の学修成果について説明責任を果たしていく。
※「将来の改善に向けた方策」の実施内容については、本報告書 1 章、3 章、4 章をご覧ください。

教育研究開発委員会では、2015 年度にアセスメント・ポリシーを以下のように定めた。これは、
上述の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に定めた資質や能力を、どの程度身につけられたかを
測ることにより、本学のリベラル・アーツ教育による学修成果を総合的に評価・把握し、恒常的な教
育改善を進める目的で設定したものである。
尚、このポリシーは、本事業を推進していくため、教授会で周知し学内で共有している【2-3】ほ
か、本学公式サイト【2-4】にも掲載している。
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第Ⅲ章

適切な指標を用いた測定、可視化への取組み

到達目標
本学のリベラル・アーツ教育による学修成果を適切な指標を用いて測定し、可視化を進める。

・TOEFL ITP®【3-9】
2014 年度 1 年次入学者より、入学時と翌年 2 年次後期に TOEFL ITP®を受験させている【310】。本学の英語教育による 2 年間の学修成果を学生本人も確認できるようにしている。IR 専門委
員会において、分析を行い【1-6】、分析結果は教授会で報告する【3-7】ほか、自己点検・評価委員

〔点検・評価項目〕
本学の教養教育の学修成果を適切な指標を用いて測定し、可視化を進めることができたか
【現状の説明】
【１】各種指標について
本学のリベラル・アーツ教育が重視する３つの学修成果（①専門知識、②汎用的能力、③態度・志
向の修得度）について、アセスメント・モデルに基づき、各指標により測定を行っている。これによ
り得られたデータを用い、指標開発プロジェクト・チームでは多角的、複合的に分析を行っている
【3-1】。このうち具体的な成果を得られたものについて、以下に記述する。

・GPA
事業期間前半には、学修成果の指標として利用するために、成績評価の平準化に向けた体制を整え
た【3-2】ほか、成績評価のガイドラインを導入した【3-3】。教務委員会では各科目の成績分布につ

また、2016 年度から、ルーブリック評価の運用を進めている【3-5】。教務委員会の下、授業科目
の到達目標と対応して、専門知識、汎用的能力、態度・志向に関する項目を、評価の観点に盛り込ん
でいる。教育研究開発委員会では、ルーブリックは学修成果の可視化に有効であるという判断から、
全学的展開を目指すこととし、教務委員会では当初導入を予定していた科目に加え、資格課程（教職
課程・学芸員課程・日本語教員養成課程）の一部の科目について、2019 年度から運用している【35】。

ITP®）との関連を分析している【1-6】。
また、学修成果はプログレスチャートに示し、学生に学力の伸びを実感させる工夫をしている【311】。
・PROG テスト【3-12】
業界・職種・地域・環境・立場・性別を問わず、社会で生かすことのできる汎用的な「能力」「態
度」「志向」、いわゆるジェネリックスキルを測るためのテストである。ジェネリックスキルを構成
するリテラシー（知識を活用して問題を解決する課題解決力等汎用的能力）とコンピテンシー（人と
自分に最適な状況をもたらそうとする行動特性等、一般的な「社会人基礎力」を基盤として社会人に
求められる態度・志向）の二つの側面から得点化される。
同テストは、2018 年度時点で 200 校以上の４年制大学で採用されており【3-13】、他大学との比
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学内の成績評価の平準化及び GPA を指標とすることの妥当性の担保につとめている【3-4】。

アンケート」結果と結び付け、英語教育と学修時間や成績（GPA）、英語力の伸び（TOEFL

資
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いて状況を確認する資料を作成した。これらにより、成績評価のガイドラインの運用状況を確認し、

また、上述の通り、TOEFL ITP®スコアは、第一外国語必修 8 科目の GPA、「英語学習に関する
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○直接的アセスメント（パフォーマンスから客観的に測定可能な指標）

会を通して学長、学部長、及び関連委員会等にフィードバックを行っている【3-8】。

較により、本学学生の成績を相対的にも把握することができる。結果は学生本人及び各専攻に結果報
告書と説明会の形でフィードバックしている。
2015 年度より、1 年次学生に対し実施を開始した。その後、2017 年度からは 3 年次にも実施し、
指標開発プロジェクト・チームで入学当初との比較による分析も行っている。GPA との相関関連を
調べると、GPA が高いほどリテラシー得点は高い傾向があり、コンピテンシーの対人基礎力得点は
低く、対課題基礎力得点は高くなることがわかった【参考資料１】。
2018 年度には、アセスメント・モデル構築プロジェクト・チームより、学年進行に伴う経年変化

IR 専門委員会では、入試種別ごとの追跡調査として、2015 年度より第一外国語必修 8 科目の
GPA を結び付けた分析を行っている【1-6】。
また、2014 年度から導入した TOEFL ITP®の 1 年次入学時、2 年次後期に受験させたスコア、
2017 年度から開始した「英語学習に関するアンケート」結果も併せて分析を行っている。「英語学
習に関するアンケート」は、「英語学修の成果」や「学修時間」等を把握することを目的とした記名
式のアンケート調査で、第一外国語必修科目の「ReadingⅡB」の履修者（主に 2 年次生）を対象に
実施している【3-6】。分析結果は教授会で報告し【3-7】、学内で共有するほか、自己点検・評価委
員会を通して学長、学部長、及び関連委員会等にフィードバックを行っている【3-8】。
指標開発プロジェクト・チームでは、GPA を ALCS 学修行動比較調査、PROG、態度・志向 web
調査といった他の指標との複合的な分析に用いている。（具体的な内容については各指標の項目に記
述を譲る）
2018 年度には、GPA を 1.0 未満、1.0 以上 2.0 未満、2.0 以上 2.5 未満、2.5 以上 3.0 未満、3.0 以
上 3.5 未満、3.5 以上の 6 グループに分け、ALCS 学修行動比較調査、態度・志向 web 調査、PROG

を比較し、汎用的能力、態度・志向の伸長を測定するため、卒業研究を終えた 4 年次学生に実施する
ことが提案された。それを受けて、同テストを 2019 年 2 月に 4 年次学生 126 名に実施した。そのう
ち、1 年次、3 年次、4 年次の 3 回受験した 62 名についてこれまでの結果を比較分析したところ、3
年次から 4 年次にかけて、コンピテンシー得点、特に課題基礎力が大きく上昇していたことが分かっ
た【参考資料２】。卒業研究の影響、および就職活動の影響が考えられる。本学では、卒業研究を学
士課程の集大成と位置づけ、全学科・専攻で必修としているため、卒業研究により自らの課題に取り
組み、問題解決につなげていく能力、姿勢を育成することで、学生の課題基礎力の上昇につながって
いると考えられる。
3 年次の受験率については、2017 年度は 38.1％と低かったが、2018 年度は実施期間を変更し、
67.2％に向上した。また、2017 年度の中間評価において、学生に向け積極的な受験を促すために、
キャリア・センターでの結果報告書の活用を方策として検討していた【中間評価報告書 p.10「将来
の改善に向けた方策」】が、進路相談の面談等に使用するためには、キャリア・カウンセラー全員に
PROG の基礎的な理解を進める必要があり、現時点で導入に至ってはいない。

の各種指標との関係を検討した。特に GPA の低いグループで学修行動上の課題や PROG のリテラ
シー得点の低さ、一方で対人基礎力の高さが観察され、このグループに対する指導の手がかりが得ら
れた【参考資料１】。
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・態度・志向 web 調査（一部間接指標も含む）【3-14】【3-15】

「2・3・4 年次アンケート」では、事業期間開始前より学生の授業外学修時間数についての項目を

本学のグランドビジョンと共に掲げる「育成する人物像」【3-16】に基づき、①グローバルな態

設けている。2013 年度調査（2012 年度について回答）では、1 週間あたり 9 時間 34 分という結果

度・志向（多文化共生社会への理解、国際的視野）、②学び続ける力（生涯にわたって主体的に学び

になった。2019 年度（2018 年度について回答）では、目標値の 24 時間には達していないが、自己

続けキャリアを構築する力）を測定すること。また、③キリスト教精神を背景とした「犠牲と奉仕」

報告の学修時間数は 16 時間 12 分となっている【3-22 p.7】。個別にみると、3 年次では哲学専攻が

【3-17】という本学のモットーに集約される通り、本学では、高い倫理性や強い責任感といった態

21 時間 08 分、英語文学文化専攻が 20 時間 39 分、史学専攻が 20 時間 35 分、1 年次では国際英語専

度・志向の涵養を重視していることから、ビッグファイブの 5 因子のうち、「誠実性」に関わる態

攻が 20 時間 10 分、心理学専攻では 20 時間 43 分、数学専攻が 22 時間 53 分など、目標値には達し

度・志向を測定することが、本指標の目的である【3-18】。数年の準備を経て、2017 年度より調査

ないものの、20 時間を超えている専攻が複数ある【3-22 p.9】。

を開始し、年に一度、1・3 年次を対象（2017 年度のみ、1、3、4 年次に実施）に、ウェブによる調
査として実施している。

2018 年度には、「2017 年度 4 年次アンケート」及び「2018 年度 2・3・4 年次アンケート」の授
業外学修時間に関する分析結果を、次年度の授業計画策定等の際の参考資料とするため、自己点検・

①については、2018 年度調査で、2018 年度に新設した国際英語学科に入学した学生は、他の学科
の学生よりもグローバルな態度・志向が高いという結果が得られた。これは、アドミッション・ポリ

評価委員会を通して専攻主任に配付した。また、大学評議会においても分析結果を報告し、平成 31
年度の教育課程の編成に関する全学的な方針の確認のために活用した。

シー【2-2】にあった学生を受け入れていることを示す結果と言える【参考資料３】。
の差があり、4 年次の方が 1、3 年次よりも得点が高かった。また、4 年次の方が「固定的知能観」

・ALCS 学修行動比較調査【3-23】
2015 年度教育研究開発委員会において、他大学との比較も行える教学比較 IR コモンズ【3-24】の

（自分の能力は生まれつき決まっていて変わらないという信念）得点が低く、「自分の知能が努力に

ALCS 学修行動比較調査を実施することを決定し【3-25】、2015 年度より、1、3 年次の学生を対象

よって変化しうる」、「努力をし続けることができる」との認識を持っていることが伺えた。1 年次

に導入した【3-26】【3-27】。

料

こでも卒業研究や就職活動の影響が考えられる。

2018 年度には、参加大学は 16 大学に増えており、毎年参加大学による内部報告・意見交換会にお
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と 3 年次の間では差は認められず、2018 年度調査でも同様の結果であった【参考資料４】ため、こ
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②については、2017 年度調査では「学び続ける力」の中の特に「努力の粘り強さ」において学年

③については、ビッグファイブ（性格分類の考え方の一つで、人の性格は 5 つの要素、「外向性」

見交換を行っている。その中で、参加大学の平均値と本学の平均値のパターンや得点は全般的に類似

「情緒安定」「開放性」「誠実性」「協調性」から構成されるという学説）のうち、「誠実性」に関

していることが確認された。2018 年度には、参加大学のうち 5 女子大学間で結果を共有し、相互の

わる態度・志向を測定した。2017 年度調査では 4 年次の方が 1、3 年次よりも得点が高く、2018 年

教育改善に役立てる意見交換を行った。

度調査では 3 年次の方が 1 年次よりも得点が高かった。また、ビッグファイブの内、関連する項目と
して「協調性」についても数値を確認している【参考資料５】（ただし、経年変化ではないので、留

料

いて、自大学の調査結果に対する見解や、学生の高評価につながったと考えられる取組等について意

また、ALCS で調査結果の大学間比較分析を行っている。（他大学との意見交換、比較内容につい
ては非公表であるため、本報告書では記述を控える。）
2017 年度より、AP 事業の重要な指標の１つである授業外学修時間を伸ばす要因を検討するため、

意が必要である）。
GPA と 2017 年度調査の関連では、GPA が高いほど「誠実性」と「努力の粘り強さ」の得点が高

学習に関する動機づけを測定する項目を本学独自設問として追加し【3-28】、どのような学習経験が

い【参考資料６】。「誠実性」と「努力の粘り強さ」は学年進行とともに上昇する傾向にあることか

教育の満足度を高め、それが GPA にどのようにつながるのか、影響過程について検証を行った。ま

ら、GPA を上昇させることに寄与する志向性を学生が次第に身につけていると解釈することができ

た、専門知識・汎用能力の変化の知覚を促す主体的学習行動を具体的に特定するため分析を行った。

る。

2017 年度調査では、学びそのものを目標とする「熟達目標」得点が高いと、主体的な学習経験が増

2017 年度後期末の TOEFL ITPၥ得点との関連では、2017 年度調査におけるグローバルな態度・

加し、その結果、専門知識・汎用能力、英語運用能力が身についたといった成長の自覚を介し、教育

志向との検討から、文化的にオープンな学生ほど TOEFL ITPၥの得点が高いという傾向が認められ

への満足度が高まる結果となった。一方で、好成績を収めることを目標とする「成績目標」の得点が

た【参考資料７】。

高いことはこれらの要因に影響しなかった。主体的な学習経験を授業外学修時間に置き換えてもほぼ

2019 年度には、課外活動に関する項目を追加し、他の指標と組み合わせて分析することで、課外

同様の結果が得られた【参考資料８】。GPA を含めた分析からは、「熟達目標」得点が高いと、主
体的な学習経験が増加すること、授業外学修時間が増加することで、成長の自覚や教育への満足度を

活動の成果を測定することとしている。

介さず、直接 GPA を高める効果が認められた【参考資料９】。
授業で課題を課すことが専門知識・汎用能力における成長の自覚に与える影響を検討した。課題を

○間接的アセスメント（自己報告型の指標）
・自己点検・評価委員会による学修行動調査（本学独自）
自己点検・評価委員会において、2008 年度より実施している。現在は「4 年次アンケート」を 12

与えることで、課題関連学習だけでなく自発的学習も促進し、専門知識・汎用能力における成長を感
じさせることが示された【参考資料 10】。

月から 1 月にかけて、「2・3・4 年次アンケート」を 4 月に実施している。学科・専攻の協力を得
て、回収率は毎年 80％以上を維持している【3-19】。この調査では、本学の教育理念・目的及びデ
ィプロマ・ポリシーに照らした項目を設定し【3-20】【3-21】、毎年度 IR 専門委員会において設問
項目についての適否を確認することで、質の高いアンケートを実施している。

84
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・卒業生および企業による外部評価アンケート
2015 年度より異なる 3 学年の卒業生を対象に実施している自己評価アンケート（東京女子大学の
教育ならびに卒業生の就業状況に関する調査）【3-29】【3-30】、および 2017 年度に実施した卒業
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生へのインタビュー【3-31】【3-32】により、本学のリベラル・アーツ教育が、専門知識、汎用的能
力、態度・志向の修得にどのように役立っているか検証している。
アンケートについて、卒業年度ごとの傾向比較を行ったところ【参考資料 11】、卒業年度が後に
なるにつれて、本学での学修により「自己の身体に対する理解」、「自然や環境問題に対する理
解」、「現代社会が抱える諸問題に対する理解」が深まった、「ビジネス場面に対応できる英語力」

・正課外活動（タイ・ワークキャンプ）の成果確認
大学が学生を主導するタイプの正課外活動のうち、建学の精神「キリスト教の精神をもって、人格
形成の基礎とする」こと、「犠牲と奉仕」の精神【3-17】を体現するプログラムとして「タイ・ワー
クキャンプ」について、その成果を確認することとし、IR 専門委員会に作業を依頼した。
「タイ・ワークキャンプ」は、本学キリスト教センター主催により、タイ北部チェンライにある山

が身についた、と学生が回答していた。アンケートは 2019 年度までに 2002 年～2016 年までの 15

岳少数民族の児童養護施設でボランティアワークを行うプログラムで、創立 100 周年記念事業とし

年間の卒業生に実施する予定である。

て、2016 年度より実施している。IR 専門委員会では、これまでに実施された 3 回分の活動報告書

インタビューでは、内容のテキストデータを整理し、身につけたかった能力についての回答につい
て、本学での学習に対する要望の把握を行った【参考資料 12】。

【参考資料 14】について、内容分析を行った【3-46】。
学生の報告では、現地の実態を知り視野を広げた、問題意識や自分も貢献したいという気持ちを持

また、卒業生が勤務する企業の雇用者対象アンケート（大学教育へのニーズ実態調査）【3-33】

つことができた／「犠牲と奉仕」の精神を再認識した／奉仕を通して「心の豊かさ」に触れることが

【3-34】およびインタビュー【3-35】【3-36】により、企業の求める社会人基礎力と本学の教育の成

できた等、ワークに参加できたことに対する感謝の言葉が述べられている。本学の標榜するキリスト

果の比較を行った【参考資料 13】。

教精神に基づいた「犠牲と奉仕の精神」を実践し、再認識したことが確認できた。また、国際的な視

2018 年度に設置したアセスメント・モデル構築プロジェクト・チームでは、AP 事業申請書及び

これ以外の正課外活動については、指標開発プロジェクト・チームで進行している態度・志向 web

2017 年度中間評価を踏まえ、事業の進捗状況を確認した。指標開発プロジェクト・チームを中心と

調査や、自己点検・評価委員会実施の「2・3・4 年次アンケート」【3-21】でも調査を行っているた

して実施している、アセスメント・モデルに基づいた測定・分析に加え、本学の特徴的な要素を含む

め、合わせて成果を確認していく。

IR 専門委員会へ分析を依頼した【3-39】。

【２】本学の特徴的なアセスメント・モデルの構築について
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あることを確認した【3-37】【3-38】。正課外活動のうち、「タイ・ワークキャンプ」については、
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授業科目等や正課外活動（教育課程外の活動で、学内で行われるもの）についての分析を行う必要が
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野で社会に貢献したいという意欲を高めて帰国した者も見られた。

上述の通り、本学では、本学のリベラル・アーツ教育が重視する３つの領域、①専門知識、②汎用
的能力、③態度・志向の学修成果について、直接指標と間接指標の双方により多角的に可視化・分析

・単位修得状況

を行っている。間接指標については、さらに、学生が自分の主観に基づく評価を行う自己報告型の指

正課教育については、本学の教育理念(キリスト教精神に基づいたリベラル・アーツ教育・女子教

標と、卒業生や卒業生を雇用する側から見た外部評価の指標の２つを用いている。これらを表すマト

育)や、教育内容（学科・専攻の横断的学び、少人数による演習等）に関わる学生の学修行動につい

リックス表に、個々の指標を位置付けたものを本学の第一のアセスメント・モデルとしている（図５

て調査、分析を行うにあたり、教育研究開発委員会の方針に基づいて、学修成果の検証のため、本学

参照）。

の特徴的な教育と考えられる科目群の検討を行った【3-38】。
教育理念を強く反映した教育プログラムとして副専攻制度【3-40】、授業科目として挑戦する知性

リベラル・アーツ教育の３領域について、大規模で多角的な評価を行い、可視化の困難なリベラ
ル・アーツ教育の成果を捉えようとしているところに特徴がある。

科目【3-41】、総合教養科目「女性の生きる力」領域【3-42】、本学の特徴的な教育を行っているも
のとしてアクティブ・ラーニング科目（Ａ科目）【3-43】、グローバル科目（Ｇ科目）【3-43】、文
理融合科目（総合教養科目のうち文系学生のための数学科目【3-44】と学科科目のうち数理科学科関
連科目【3-45】）が挙げられた。
これらの科目群の履修状況、単位修得状況を他の指標と結び付けることで、学生の学修行動に影響
のある科目を探り、本学の教育の長所や改善点を見出すことを目的とする。
当初は、事業期間中にこれらの作業を終える予定になっていたが、2018 年度にカリキュラム改正
を行ったことから、対象学生を 2018 年度以降入学者とし、カリキュラム改正の振り返りを行う際に
役立てていくこととした。抽出した科目の多くは 2 年次以上を対象とする科目となるため、2019 年
度後期以降、指標開発プロジェクト・チーム（2020 年度以降は新設する小委員会）に具体的な作業
を依頼し、学生の履修データから分析を行っていく。

図５：東京女子大学アセスメント・モデル
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事業申請当初より構想した第一のアセスメント・モデル(図５)を、学内で実際に機能させるため、
各指標の実施や活用に向けた学内各部局での調整、独自指標の開発等を経て具現化し、「アセスメン
ト・モデルの構築」を図った。アセスメント・モデルを、実施可能でかつ、本学のディプロマ・ポリ
シーに対応した教育の一貫として組み込むかたちで評価方法をまとめたものがアセスメント・プラン
【3-47】である。指標開発プロジェクト・チームでは、アセスメント・プランに基づいて収集した膨
大なデータの内、教育改善に結びつく可能性のあるものを中心に分析を行い、学修に影響のある要素
の特定等を行っている【3-48】
。
大学教育には原則として４年という年月を要すること、また、得られたデータが多次元かつ大量で
あるため、現時点ではその全容を明らかにできていないが、指標開発プロジェクト・チームではリベ
ラル・アーツ教育を改善していくための、直接的、間接的な情報を多数得ることができた。こうした
成果については FD・SD 研修を通して学内に共有し【3-49】、各教員が授業運営や学生指導に役立て
ている【3-50】。

到達目標
本事業における取組により、本学の教育改革を推進させる。
〔点検・評価項目〕
本事業が、本学の教育改革に寄与し、全学で PDCA サイクルを向上させているか
【現状の説明】
本学は、自己点検・評価委員会や将来計画推進委員会を中心とした全学的な内部質保証体制をとっ
ている（p.5 第 1 章 図４参照）。毎年積極的に自己点検・評価活動に取り組み、各部署で恒常的にＰ
ＤＣＡサイクルを回すだけでなく、検証の際には全学的な見地から自己点検・評価委員会が関わる
【4-1 p.103, 104】こととしている。2008 年度からは在学生アンケート調査を実施し、学士力、社会
人基礎力、本学のディプロマ・ポリシー【2-2】を基とする教育成果の測定に努めている。組織にお
第 ５ 章
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制を強化してきた。これらを背景として、第 3 期認証評価を見据え、学長を中心とした教育研究開発
委員会により、学修成果の可視化・向上に向けた取り組みとして AP 事業を立ち上げた経緯がある。

・教学マネジメントの先導役となる教職員の育成
FD 委員会では引き続き、教職員の意識の向上、各種指標の運用能力の向上のための FD・SD 研修

本事業は、直接指標、間接指標の双方によって、本学のリベラル・アーツ教育が重視する 3 領域
目的としている。測定の対象となる能力・資質や、測定に用いる指標について整理を行い、第一のア

6 年間にわたる事業の最終年度にあたり、9 月には事業の総括として、シンポジウムを開催して成
果報告を行う。シンポジウムでは、本学の AP 事業が試みてきたリベラル・アーツ教育の評価をどの
ように改革に結びつけるかに焦点をあて、本学の取組の特徴的な部分を紹介する狙いである。
また、2019 年度末までに事業報告書を作成し、本取組の成果を学内外に発信する。
【点検・評価、長所・問題点】
直接評価と間接評価の双方から、リベラル・アーツ教育の成果を３つの領域に分けて多元的に可視
化しようとしていることについて、特に３×３のマトリックスという大きな枠組みでアセスメントを
実施するという、大規模な可視化を実現したことは評価できる。
また、独自に、グローバル志向等を測定する態度・志向 web 調査を開発し、教育理念に即した学
修成果の測定を行えるようにしたことは評価できる。
多元的で大量のデータを用いる評価は、多くの知見をもたらす一方で、テストやアンケート調査を
受ける学生、データ分析を行う教職員への負担が大きい。指標の中から継続するものを厳選し、分析

セスメント・モデルとした【4-2／p.14 第 3 章 図 5】
。このアセスメント・モデルに基づく評価を実
施するために、本学のディプロマ・ポリシーと各指標との対応を示したものがアセスメント・プラン
である【3-47】。現在は、アセスメント・プランに基づき、指標ごとのデータを収集し、指標開発プ
ロジェクト・チームで分析を重ねている段階である。アセスメント結果と、教育の特徴的な要因との
関係性を裏付ける意味での更なる「教育成果の可視化」はこれからの課題となっている。一方で、指
標開発プロジェクト・チームでの分析により、複数の指標を結びつけることで GPA に影響する要因
を特定するなど成果をあげている【3-48】。これらは「学生の学びの質」を向上させる教育改善に資
する知見として、教育研究開発委員会から自己点検・評価委員会、教務委員会、FD 委員会に共有さ
れている。また、FD・SD 研修で発表を行い、学内教職員と共有している【3-49】
【3-50】
。
事業期間前半には、卒業生アンケートや、自己点検・評価委員会による学修行動調査の具体的な分
析結果を、2018 年度の教育課程策定に役立てることができた。具体的には、2015 年度に実施した卒
業生アンケートの結果、語学力（特に英語）の重要性を就職後に強く認識した旨の回答が多数あり、

の視点を絞り込むなど、事業期間終了後の実施体制を整えることが求められる。

在学中の学修の動機付け強化の重要性が明らかとなったこと、自己点検・評価委員会による学修行動

【将来の改善に向けた方策】
引き続き、アセスメント・ポリシーに基づいて各種指標の分析を実施していく。ただし、事業終了

いて実証的に検討する力が身についたかという問いに対し、自己評価が低い結果となったことを受け

後にサステナブルな可視化と教育改革のサイクルを回し続けるための体制づくり（第 1 章「将来の改

全学共通カリキュラムでは、グランドビジョンと共に掲げる「大学として育成する人物像」第 2 項

善に向けた方策」参照）と並行して、指標の絞り込みや複数の指標の合併をしていく。また、指標に
よってどの周期でサンプリングするかについても検討する。これらの検証・改善を重ね、アセスメン
ト・モデルそのものの改善にもつなげていく。

料
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（専門知識、汎用的能力、態度・志向）を多角的に可視化・分析を行い、教育改革に役立てることを

資

資

・事業の総括、発信

本事業の教育改革への寄与

いても、2014 年度に IR 専門委員会【4-1 p.104③】、2016 年度に IR 推進室を設置し、内部質保証体

【３】今後の事業計画について

を実施し、認識、情報の共有を図る。

第Ⅳ章

調査の結果、本学学生は、他の項目に比べて、リーダーシップをとる力、物事を数値やデータに基づ
て、以下のとおり教育課程を改正している。
「国際的な視野をもった地球市民としての女性」に対応して、英語教育の内容・方法、履修年次を見
直した他、上級学年での必修単位数を 1 単位増やした【4-3①】。第 5 項「２１世紀の高度情報化社
会に対応できる女性」に対応して、情報処理科目の必修単位数 2 単位増を行う【4-3②】とともに、
文系学生のための数学科目を新設した【4-3③】。第 1 項「知力（知識）を行動力にするリーディン
グウーマン」に対応して、体験的・実践的学びの促進、実社会の課題解決に取り組む力を身につける
「挑戦する知性科目」を設け【4-3④】【4-4】、「女性の起業」【4-5】や「ニューヨーク国連研
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修」【4-6】、「PBL キャリア構築講座」【4-7】等、体験的・実践的学びに重点を置いた科目を一

部質保証体制の中にルーティン化していく。引き続き、本事業の目的であるアセスメント・モデル構

つの科目群にまとめている【4-8】。

築に向けた各作業を進めることにより、リベラル・アーツ教育の学修成果の向上及び可視化に努め、

学科科目においても、主体的な学びの姿勢を養うため、アクティブ・ラーニングを取り入れた「１
年次演習」を前期に置き、全学科・専攻で必修化した【4-9】。

全学的な PDCA サイクル機能を向上させていく。
今後も、2018 年度のカリキュラム改正の実効性について、自己点検・評価委員会及び IR 専門委員
会を中心に、各種アセスメント結果を活用しながら検証していく。カリキュラムは、学科・専攻の再

2018 年度カリキュラム改正の実効性についての検証は、4 年後の 2022 年度以降に本格的に実施す

編により改正後 4 年間は設置計画通りに履行することが求められており、大幅な変更は行えない。従

る予定であるが、自己点検・評価委員会を中心に、必要なデータを収集し、可能な部分から検証を開

って現在は、その実効性を振り返り、教育内容の適切性を確認していくとともに、FD 委員会では引

始している。

き続き、AP 事業の成果を用いた学内研修を行い、授業運営を改善していく。ひいては教育内容、教

「挑戦する知性科目」における「女性の起業」、「ニューヨーク国連研修」については、いずれも

育方法双方の改善に本事業での成果を役立てていく。

定員を上回る履修希望者が出ており【4-10】、学生の関心、ニーズに合った授業科目を提供できてい
ると考えられる。
カリキュラム改正を機に「挑戦する知性科目」に位置付けた「Critical Thinking 演習」及び「発
第 ５ 章
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話・パフォーマンス演習」（両授業科目ともカリキュラム改正を機に「挑戦する知性科目」に配置を
変更している。科目の到達目標、概要についての変更は行っていない。）については、自己点検・評
価委員会で実施する点検・評価の一環で履修した学生にインタビューを実施している。「就職活動、
卒業論文の執筆、人と話す上でも役に立っている」、「英語で論理的に考え議論すること、人にどう
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に立った」、「話す、聞く、書く、プレゼンテーションをするなどの能力を付けられる、能動的に参
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伝えるかを学んだ。英語を通して学んだ考え方を、日本語を使う場面にも応用でき、就職活動でも役
加する授業」との発言があり【4-11】、学生が英語技能の習得にとどまらず、英語を手段として論理
的思考に基づく判断力・決断力・実行力、幅広い視点から考える力を身につけることができたとの実
感を持っていることを確認できた。このことから当該授業科目は、グランドビジョンに対応した「挑
戦する知性科目」の趣旨に沿っており、また、本学の「リベラル・アーツ教育そのものがキャリア教
育である」という考え方【4-12】に基づいて、適切な学修成果を得られていることを確認している。
「1 年次演習」のアクティブ・ラーニング化及び「情報処理技法」の必修単位数 2 単位増について
は、自己点検・評価委員会で毎年 4 月に実施している「2・3・4 年次アンケート」【3-21】の結果か
ら、2018 年度と 2019 年度実施調査のうち、2 年次学生の回答を抜き出して分析を行ったところ「昨
年 1 年間で身についたと思うスキル・能力・技術」についての項目において、当該科目と関連する項
目に若干の伸びが見られた【4-13】【参考資料 15】。ただし、カリキュラム改正後に初めて行った
比較であることから今後も継続的な検証をしていく予定である。
【点検・評価、長所・問題点】
指標開発プロジェクト・チームでの分析結果は今後の教育改善に資するものであり、また、教育研
究開発委員会に報告することで学内各部局に共有していることは本学の PDCA サイクル向上につな
がるものと評価できる。
また、本事業の一環による分析結果を学内で共有し、2018 年度の教育課程改正案策定にあたり一
つの判断基準として活用したこと、2018 年度改正教育課程が一定の成果を見ていることは評価でき
る。ただし、今後もアセスメントを継続して行い、教育課程改正時に意図した成果が得られているか
どうかについて、具体的に検証していくことが今後の課題である。
【将来の改善に向けた方策】
事業期間終了後は、第 1 章に記載のとおり、指標開発プロジェクト・チームの手掛けてきた作業
を、自己点検・評価委員会のもとに設置した小委員会が引き継ぎ、アセスメントの実施を全学的な内
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外部評価委員会名簿

うらの

みつど

浦野 光人氏

りそなホールディングス 社外取締役

文部科学省大学教育再生加速プログラム（AP）
かがみ

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル
構築による学修成果の向上と可視化」

ひさが

久賀氏

富士ゼロックスインターフィールド株式会社
代表取締役社長

すずき

鈴木
なかむら

中村

のりひ こ

典比古氏
まさこ

雅子氏

国際教養大学 理事長・学長
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外部評価報告書

鏡

東京都市大学メディア情報学部 教授
（委員は 50 音順）
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2019 年 10 月
東京女子大学「AP 事業」外部評価委員会
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2019 年 9 月 30 日
文部科学省 AP 事業採択

文部科学省 AP 事業採択

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による学修成果の向上と可視化」

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による

に対する評価結果

学修成果の向上と可視化」に対する評価結果
外部評価委員

浦野 光人

外部評価委員

鏡 久賀

【総 評】

【総評】
リベラル・アーツ教育の学修成果を可視化、各指標間の関連に分析を加え、それらを教育内容の革新
に活かす PDCA が組織的に回っている。その結果、学士課程教育の質保証がなされ、自ら考え、知
識や能力を行動に移す「専門性をもつ教養人」を育成する本学の最終目標に限りなく近付いている。

本事業は、リベラル・アーツ教育の学修成果可視化により教育内容の充実と向上へつなげる仕組みの
構築という挑戦的な目標を掲げた活動である。可視化にあたって、教養教育の目標を 3 領域に設定
し、直接・間接指標を用いた 3×３の多元的評価モデルを枠組みとし、在校生、卒業生、他大学、社
第 ５ 章
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会（企業）まで広く検証を行い、多面的なデータ収集と複合的分析結果が蓄積された。また、その結
果を教育改革につなげる取組も、既に始動している。アセスメント・モデルの有効性を今後も継続し

【優れている点】
（１）本事業は全学的な教職協働のもと教育研究開発委員会が全体を統括し、機動力を持つ 2 つのプ
ロジェクトチームが置かれたこと。さらにこの 2 チームは自己点検・評価委員会の下に設置されてい

（２）アセスメント・モデルは 3 × 3 のマトリックス・多元的評価で示され、極めてわかりやすい。
さらにアセスメント指標は、直接的指標として GPA や TOEFL

ITP のみならず他大学と比較可能

なものとして PROG テストを採用、間接的指標では各アンケート・インタビューに加え、ここでも
他大学と比較可能なものとして ALCS にも目を向け、できうる限り客観性を保とうとした努力が認
められる。これらの指標とディプロマポリシーを対応させたアセスメント・プランは秀逸である。
（３）間接的指標である学生に対する学修行動調査アンケートや卒業生・企業調査の内容を直接的指
標と絡めて分析し、早速教育課程の変更に役立てたこと。中でも「挑戦する知性科目」は刺激的であ
る。
（４）内発的「熟達目標」は主体的な学習を増加させ、その結果、成長の自覚が得られるとの分析結
果は極めて重要である。「熟達目標」へ学生の目を向けさせるような教育改革に全学のベクトルが合
った事は大きな成果である。
（５）卒業研究を学士課程の集大成と位置づけ、目標とする資質・能力を身に付けることができたか
をルーブリックを用いて評価し、学生が自らの課題に取り組み、問題解決につなげていく能力、姿勢
の育成を図っている。学生も自分の成長を自覚し卒業研究の成果を享受している。

おさめたものと評価する。
複雑化、高度化する社会環境の中で、東京女子大学には、人間らしい構想力、基礎を柔軟に応用する
汎用的な力を発揮できる、所謂〝Society 5.0″を実現する女性を輩出する教育機関であり続けて頂く

料
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を設け、アセスメント・モデルを運用し、検証と改善を繰り返していくことが決まっていること。

て高めていくという認識に立ち、検証結果の活用と継続改善の基盤を築いた本事業は、一定の成果を

資
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る IR 専門委員会と連携していること。また事業期間終了後も自己点検・評価委員会の下に小委員会

ことを期待する。
（優れている点）
１． 本事業の成果を定着化する組織体制
本事業期間終了後も自己点検・評価委員会小委員会が指標の改善を継続し、IR 専門委員会が実
施・分析を担うという、アセスメント・モデルを運用実施する組織体制が整備されている。この
体制により、本事業の成果は全学的な内部質保証体制の中にルーティン化されることとなる。
２． アセスメント結果を教育改革に活かす実践
本事業の成果を 2018 年度教育課程策定に活用し、「大学として育成する人物像」に対応した
科目開設、必修単位数増、アクティブ・ラーニング必修化等が実行に移され、事業成果を教育
改革に活かす取組が始動している。
（努力課題：今後の取組への期待）
１． 東京女子大学の特色ある教育成果を可視化する指標への進化
本事業で設計された指標を、東京女子大学の特徴である「専門性をもつ教養人」育成の成果向
上に活かすための指標へと進化させることが望まれる。2018 年度カリキュラム改正の実効性

【努力課題】
（１）「東京女子大学グランドビジョン」を強く反映したはずの副専攻制度の履修率が高くない事は
残念である。カリキュラムを見直し、副専攻からの発信力を高めて欲しい。
（２）直接的アセスメント指標や学修行動調査を通じて、学生との双方向コミュニケーションが取ら
れていることは多とするが、これにとどまらず教学マネジメント改革のために設けられた各委員会等
に学生が参加すれば、さらなる深まりも期待できるのではないか。

94

検証の過程において進められるものと期待する。
２． キャリア形成支援への活用
東京女子大学の教育の特徴は、リベラル・アーツ教育による学部教育全体がキャリア教育と位
置づけられている点にある。学士課程での学びを通じ、生涯にわたって社会に貢献できる自立
した女性を育成するというビジョンである。在学中に磨かれた、主体性、実行力、課題設定・

以上
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2019 年 9 月 30 日

解決能力、創造力といった社会人基礎力は、キャリア形成支援を通じて社会で発揮される。本
事業の成果がキャリア支援の場でも活用されることを望む。

以上

95
95

2019 年

9月

30 日
2019 年 9 月 21 日

文部科学省 AP 事業採択

文部科学省 AP 事業採択

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による

「リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による
学修成果の向上と可視化」に対する評価結果

学修成果の向上と可視化」に対する評価結果

外部評価委員
外部評価委員

鈴木

典比古

【総

中村雅子

評】

【総

ことを高く評価します。

評】

中間評価の段階において、組織・体制の整備、アセスメントの前提となる 3 ポリシーの連関の強化、
正課教育についての GPA の活用とその前提としての成績評価の平準化、ルーブリックに沿った授業

に位置付け、その学修成果の向上と可視化に結び付けるという企画は非常に原理的正当性をもち、

展開等、取り組みの基盤となる部分がきちんと整えられていることを確認させて頂きましたが、それ

先進的である（８頁）。

らの基盤の上に、今回の成果が示されていると考えます。

料

料

リベラルアーツ教育を「専門知識」「汎用的能力」「態度・志向」というプロセスの進化と達成

資

資
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当初、本 AP 事業で目指していた目標は概ね達成されており、実際に成果が可視化、把握されている

事業体制についても実効性のある２つのプロジェクト・チームを中心に機動的に取り組みが行われて
おり、事業としての期間終了後への継続的な仕組みづくりも確認されました。
学生の取り組みによる変化については、今後年次を追ってデータが蓄積される途上にあるとのことで
すが、すでに自主的学習時間の伸長（自己申告）などの形で示されているものもあります。この事業

（優れている点）


自己点検・評価委員会の下に小委員会を設置し、その活動をルーティン化させていこうとする方
針は高く評価できる（１８頁）



リベラルアーツ教育の成果を多角的観点から複数の指標に基づいて評価を行なうことは評価の公
平性と客観性の維持からも大切である（７頁）



エビデンスに基づいた評価を教育改革に結びつけている（１６頁）



学外学修時間も目標を 24 時間/週と掲げていることは十分であろう（１１頁）



「アセスメントプラン」の実施は期待できる。他大学のモデルになりうる（１４頁）

のもとで指導を受けた学生の卒業とその後の社会的活躍によって最終的にはこの事業の成果が確認さ
れるものと思われますが、今後も貴学の取り組みが継続され、さらなる成果が生まれることを期待し
ます。
（優れている点）
１）取り組みへの組織づくり：教職員が一体となって組織化された「教育研究開発委員会」が置か
れ、学長のガバナンスのもとで取り組みへの全学的体制が整っています。
２）アセスメントモデルの工夫：アセスメント・ポリシーに基づいて 3☓3 のマトリックスを設定
し、多面的に測定する工夫が見られます。成果の可視化のために一方では TOEFL ITP、PROG、
学修行動調査などを活用し、他大学や外部の大規模サンプルとの比較によって自校のデータの相対的

（努力課題）


な評価を行っています。加えて独自尺度を作成して大学の特色となる教育についても把握に努めてい

なし

ます。これらの構築されたモデルに基づいて着実に事業を推進していると考えます。
３）モデルに基づく着実な事業の推進：豊富なデータに基づいて丁寧に検証・分析が行われており、
中でも「熟達目標」と「成績目標」の学習成果への変数としての機能の仕方については結果に共感す
るところが大でした。得られた知見は学生に熟達目標をいかに持ってもらうかという、広い意味での
学習環境のデザインについて示唆に富んでいると考えます。
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４）教育への成果：モデルに従って改善された施策によってすでに多くの教育的改善・成果が見られ
ます。
（今後への期待）
１）継続的な効果の検証：実施中にカリキュラムの変更が行われたため、その変更を含めた効果はこ
れから明らかになるとのことでしたので、成果の検証については今後、継続的に検討されるものと考
えます。
２）施策への取り組みコストの低減：教職員および学生の調査・試験疲れを低減するために、アセス
メントのメリットをより積極的に伝えていくことや、吟味を踏まえた測定の簡素化なども並行して試
みられるとよいかと思います。
また指標の一つである PROG については、キャリア支援に活用予定だがキャリアカウンセラーに
第 ５ 章

PROG の理解周知がまだ十分できてない（p.10）との記述がありました。今後、この取り組みも推
進されることを期待します。
以上
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