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Ⅰ．ごあいさつ



Ⅰ　ごあいさつ

　この年報は、2017年４月に発足した「総合教育機構」と、そ

れを構成する４つのセンターの活動を広く社会に公開するため

に刊行し、改めて使命と状況を紹介します。

　鹿児島大学の使命は、南九州及び南西諸島域の活性化の拠点

として、地域課題の解決に果敢に取り組む人材を育成すること

です。具体的には地域特有の課題をさぐり発見し、その解決策

を論理的に考案して、さらに解決のため能動的に取り組む学士

を育成することであります。

　以上の方針に基づき、第３期中期目標期間における重点的取

組「南九州及び南西諸島域（島嶼・へき地）の活性化に貢献する人材の育成」では、教育の質を

全学的に保証するための全教員組織である「学術研究院」を実質化し、人材の有効活躍を可能に

する仕組みを構築しました。その上で、共通教育の実質化と高度化、及び学士の質向上を目指し、

地域人材育成の司令塔として「総合教育機構」を設置しました。その具体的な取組内容は、学部

教育に繋がる共通教育の体系的カリキュラム構築、客観的成績評価方法の確立、学習過程の可視

化、単位の実質化、学部横断的な地域人材育成であります。特に高大接続としての初年時教育の

実施は、大学教育を受ける基本的なスキルを身につけると同時に、学生が在学中に質と量を伴っ

た学習時間を確保する上で大変重要であります。

　「総合教育機構」は、高等教育研究開発センター、共通教育センター、アドミッションセンター、

グローバルセンターからなり、2018年4月には総勢50名を超える教員組織になり、大学全体の教

育の人的資源が減少される中でのこの人員強化を伴う「総合教育機構」の設立は鹿児島大学の近

年における最大の組織改革であり、学内はもとより学外からも注目されています。

　総合教育機構の使命は明確でありますがそれを実現することは容易ではありません。今後各構

成員は、個人、所属するセンター、機構全体での役割を理解し、試行錯誤を繰り返しながら本学

独自の教育システムを作り出し、優秀で意欲ある学士を育てるべく引き続き努力する所存です。

　最後に、年報の作成にご協力いただいた皆様に、心よりお礼を申し上げます。

「総合教育機構」年報　創刊の辞

鹿児島大学総合教育機構長　清原 貞夫
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総合教育機構　概要

　総合教育機構は、学士の質保証、共通教育の実質化と高度化、そして地域人材の育成を目的と
して設置されました。入学者選抜方法の改善、全学的な教育の改革・改善と体系的カリキュラム
の実現、グローバルな教育の展開、そして学部横断型の地域人材育成であり、共通教育センター、
高等教育研究開発センター、アドミッションセンター、グローバルセンターの４センターから構
成されています。

高等教育研究開発センター
　高等教育研究開発センターは、我が国と海外の高等教育（≒大学）について研究し、これをベー
スとして現在の鹿児島大学が置かれた状況をデータに基づき的確に把握するための調査・検討を
行う機関です。

共通教育センター
　共通教育センターは、共通教育の運営及びその質保証・質的向上に責任を負う機関です。教育
内容や方法の改善に向けた取組を恒常的に展開します。特に、アクティブ・ラーニング型授業の
拡充に努め、能動的に学ぶことのできる学生の育成に努めます。

アドミッションセンター
　アドミッションセンターは、入学者選抜方法の改善、中長期的な入学者選抜方法の在り方の策
定、入学者選抜機能の検証、学生確保に係る広報活動等を行うことにより、継続的に優秀な学生
を確保することを目的として設置された機関です。

グローバルセンター
　グローバルセンターは国際共同教育研究の促進を支援すると共に日本人学生の海外への留学、
外国人留学生の受入を促進する機関です。

高等教育研究開発
センター

共通教育
センター

アドミッション
センター

グローバル
センター

総合教育機構
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Ⅲ．各センター活動報告

１．高等教育研究開発センター概要
　高等教育研究開発センターは、総合教育機構設置に伴い設立された。その前身に当たるのは教
育センター高等教育研究開発部であり、共通教育のみならず、鹿児島大学全体における教育の質
保証や質的向上に対する貢献を求められる組織である。日本及び海外の高等教育研究の成果を基
盤としつつ、鹿児島大学が置かれた状況をデータに基づき的確に把握するための調査・検討を行
い、鹿児島大学の教育改善に寄与することを主な目的としている。
　2017年４月にセンター長（兼務）と専任教員３名の組織として発足し、10月１日に２名が新た
に着任し、現在は総勢６名の組織である。比較的小規模な組織である一方、業務の守備範囲は極
めて広く、鹿児島大学における教育改革に深く関わっている。

２．2017年度 活動報告
　2017年度に高等教育研究開発センターが主体的に関与した業務は以下の３点である。
　① 全学的な教育改革に関する報告及び提案
　② 「地域人材育成プラットフォーム」の運営及び開発
　③ manaba の導入及び試行

① 全学的な教育改革に関する報告及び提案
　本学では、2016年度より大幅な共通教育カリキュラムの改革を行う等、全学的な教育改革に積
極的に取り組んでいる。2017年度についても様々な改革が進められたが、その中で特に当セン
ターが強く関与したのは、柔軟な学年暦への移行をはじめとした「教育改革の基本方針」素案及
び教員の教育業績に関する表彰制度素案の作成である。また、「地域人材育成プラットフォーム」
の開発に関連して「高度共通教育科目」という新たな枠組みの創出とその位置付け方に関わる一
連の作業にも従事したが、これについては次項にて述べる。
　柔軟な学年暦への移行については、第３期中期目標・中期計画にも位置付けられているもので
ある。しかし、これを実施しようとする場合には非常に多くの課題を解決しなければならない。
特に大きな問題となるのが共通教育である。共通教育は全ての学生が履修するため、ここで柔軟
な学年暦に基づくカリキュラムが構築・実施されているかどうかが本学全体の実施状況を決める
ともいえる。また、共通教育については初年次の段階での履修が比率として高いことから、共通
教育において柔軟な学年暦を導入してそうした学び方に慣れさせる必要もあるものといえる。
　そして、柔軟な学年暦への移行に当たっては、科目数の削減やカリキュラム全体の調整が必要
となる。なぜならひとつひとつの科目運営に当たっての準備やフォローアップにこれまで以上の
コストがかかるためである。それは、これまで行ってきたFDの一環としての授業改善にとどま
るものではなく、それぞれの専門性を踏まえつつカリキュラムに関与する教員団全体でより質の
高い教育へと改善を図るために必要な、まさしくFDそのものである。
　これらの点を踏まえ、また、別に進められている入試改革の動向等も考慮しつつ、我が国にお

高等教育研究開発センター

6
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ける高等教育開発・改革の状況を鑑みて作成したのが「教育改革の基本方針」素案である。これ
については、2018年2月の教育研究評議会において承認され、2018年度以降の本学における教育
改革の根幹をなすものとなった。

② 「地域人材育成プラットフォーム」の運営及び開発
　「地域人材育成プラットフォーム」（以下、「プラットフォーム」と略記する）は2017年度から
運用を開始した本学独自の学部横断型教育プログラムである。地域への貢献を大きな役割と位置
付ける一方、地域を冠した新学部設置を行わないこととした本学における地域人材輩出の中心と
なるものといえる。また、本学が2014年度に採択された「地（知）の拠点整備事業（COC）」及
び2015年度に採択された「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」のうち、特
に教育に関する部分を継承するものでもある。
　2017年度に当センターが具体的に関与したのは、プラットフォームWGでの議論と「かごし
ま地域リサーチ・プログラム」のスタートアップ科目である「地域リサーチ・スタートアップ」
の運営である。プラットフォームは現段階で完成されたものではなく、2017年度に２つのプログ
ラムで運用を開始し、2018年度からさらに３つ目のプログラムの運用を開始する予定である。さ
らにその後も新たなプログラムもしくはコース等の開発が計画されている。当センターはこうし
たプログラム等の開発とその運営に主体的に関与する役割を担っている。この議論の場として
2017年度に総合教育機構運営会議のもとに設置されたのがプラットフォームWGである。WG
ではプラットフォームの運営及び開発に関わる様々な議論を行い、総合教育機構運営会議を通し
て全学的な教育改革へとつなげてきた。
　最も大きな成果といえるのが、「高度共通教育科目」という新たな枠組みの創出であり、これを特別
専門科目として各学部における専門教育科目の卒業要件単位の一部として位置付けることとしたもの
である。全ての学部において位置付けられたものではなく、組み込まれる単位数も異なっており、その
点では今後も課題も少なくない。しかし、高年次の学生を対象としたより高い目標を掲げつつ、特定の
ディシプリンに依らず高度な汎用的能力を育成する科目という枠組みの創出は、今後予想される限ら
れた人員でのカリキュラム運営を想定した場合に有意義であるものと考えられる。

③ manaba の導入及び試行
　manaba は本学が2017年度夏季に導入した学習管理システムであり、その運用を当センターが
担っている。2017年度後期は「初年次セミナーⅡ」において試行的な運用を開始し、その課題を
明らかにするとともに、2018年度からの本格的な運用に向けて課題の解決を図ると同時に、教員
対象説明会を複数回実施した。
　これまで本学が運用してきたmoodle と同様に、学習管理システム最大の課題はできるだけ多
くの教員に積極的に活用してもらうことにある。そのため、説明会の実施やサポート体制の整備
は非常に重要であり、当センターの役割は大きい。同時に、授業時間内外での具体的な活用の仕
方に関する情報発信も有効であることから、2018年度には説明会だけでなく、当センターのウェ
ブページなども用いる必要があると考えている。
　なお、ウェブページに関しては、2017年度中に開設したものの、まだその情報量は多くない。
manaba の活用方法にとどまらず、教育改善に関する様々な情報発信に努めるとともに、昨今話
題となっている大学教育及び大学教育改革に関して用いられる用語の解説なども行う予定である。
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小山 佳一（高等教育研究開発センター　センター長　教授）
　専門は物理学で理学部での教育を主担当しています。2017年より高等教育研究開発センター長
を務めております。昨今の社会の変化は早く、激しく、近い将来さえ予測の困難な時代となりま
した。この時代に柔軟に対応し社会発展に貢献できる人材の育成が求められています。これに対
応するために、従来の大学教育とは異なる新しい高等教育システムを整備する必要があります
が、どの大学もその「解」を未だ持ち合わせていないと感じています。今、鹿児島大学の学生と
社会のため、本学にあった新しい高等教育の整備に、本学教職員が一丸となって果敢にチャレン
ジしていきましょう。

伊藤 奈賀子（高等教育研究開発センター　副センター長　准教授）
　教育センター高等教育研究開発部での約7年間を経て、今年度より新たな組織で業務に当たる
ことになりました。以前はほぼ１人だったことを思えば、仲間も増え、大変心強い限りです。大
学に対する社会的な圧力の大きさと大学内部で個々人が持っている認識との齟齬は小さくなく、
私どもに与えられた役割は非常に大きなものと感じています。それは同時に携わる業務の難しさ
でもありますが、鹿児島大学がより良い形で生き残れるよう、微力ながらも務めていきたいと思
います。

出口 英樹（高等教育研究開発センター　専任教員　准教授）
　私自身の専門は教育行政学であり、特に大学に関する政策、法規、行政、制度といったハード
面の研究と、それを踏まえた実際の制度設計に関心があります。近年は、カリキュラムや教育目
標・方法等のいわばソフト面を視野に入れた研究と実務の重要性を感じています。
　「共通教育の実質化・高度化」、「学士の質保証」そして「地域人材の育成」、これが鹿児島大学
全体の教育をより良いものにするための総合教育機構のミッションです。この大きな理想の実現
に少しでも寄与できるよう、研究と実務の架橋を常に心がけています。

中里 陽子（高等教育研究開発センター　専任教員　講師）
　高等教育研究開発センターで、教学 IR の業務に従事しています。具体的には、学生の成績や
履修状況、学内で実施されている学生調査のデータ等の情報を活用しながら、鹿大生の成長過程
（鹿大生が、どのような経験を通して、どのように成長しているか）を明らかにするための分析
を行っています。
　私生活では、一歳の娘の育児に奮闘しています。学内の教職員をはじめ多くの方のサポートを
受けながら、仕事と育児の両立を目指しています。鹿児島大学の皆様のあたたかさに触れる毎日
です。

スタッフ紹介
高等教育研究開発センター
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高丸 理香（高等教育研究開発センター　専任教員　助教）
　2017年10月に着任いたしました。専門は社会学で、職場におけるジェンダーやキャリアについ
て研究をしています。特に、就業中断経験とエンプロイアビリティ（雇用される能力）との関連、
リカレント教育に関心があります。これまでに、労働局やハローワークにて労働や就職の相談業
務を、大学にて就職支援・キャリア教育に携わってきました。これらの経験を活かして鹿児島大
学が取り組んでいる人材育成や、学生の社会人としての基盤となる「学士力」の向上に貢献でき
るよう尽力したく考えています。

森 裕生（高等教育研究開発センター　専任教員　助教）
　2017年10月に高等教育研究開発センターに着任しました。主にmanaba の運用・活用を担当し
ております。これまでは教育工学・高等教育をフィールドに、大学生の学習支援に関する研究に
取り組んできました。特に近年は、学習ポートフォリオを活用した学習の振り返り支援に関する
研究を行っています。これまでの研究・教育で培った知識を鹿児島大学の学生・組織はもちろん
のこと、鹿児島という地域全体に還元できるように精一杯努力してまいります。

棈松 恒久（学生部教務課　課長）
　教務課は、現在４係１室の組織で教務関係事務に携わっており、総合教育機構に関する事務も
担当しています。教育改革等の大きな目標達成にも寄与しつつ、日々の業務においてはスチュー
デント・ファーストをモットーに，何をすべきかを模索しながら役割を全うしていきたいと考え
ておりますので、今後ともご協力、ご支援方よろしくお願いいたします。
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2017年度　活動報告
共通教育センター長　飯干 明

１．共通教育のカリキュラム改革推進に向けて
　2017年度は、2016年度よりスタートした共通教育の新カリキュラムについて現状を分析し、課
題を把握しながら、新カリキュラムの充実を図るとともに、共通教育センターへの専任教員の配
置を進めていくことが主な活動でした。いずれも、共通教育等企画室・センター企画会議合同会
議で原案を検討し、カリキュラムや関係規則については共通教育センター運営委員会や共通教育
委員会で審議をしました。

２．共通教育等企画室会議、センター企画会議合同会議
　共通教育等企画会議、センター企画会議合同会議は、共通教育に関する現状と課題を把握する
とともに、2016年度からスタートした共通教育の新カリキュラムの充実に向け、カリキュラムの
検討と関係規則や要項の整備等を中心に、学部の検討結果も踏まえながら共通教育センター運営
委員会に上程する原案等を作成しました。また、共通教育センター専任教員の計画的な配置につ
いても検討を行った結果、新規採用ではなく学内異動により2018年度の人員配置を行うことを決
めました。
　カリキュラムの検討については、①卒業要件単位数の再検討、②初年次教育科目の検討、③教
養教育科目の検討、④地域人材育成プラットフォームの新規開設でした。そのなかで、卒業要件
単位数の再検討については、卒業単位として初修外国語の必要性や基礎教育入門科目の必要性に
ついて、関係学部で再検討を依頼することにしました。また、初年次教育科目については検証を
行うとともに、非常勤講師の依存率が高い異文化理解入門についてクラス数の見直しなどによる
検討を行うこと、教養教育科目については非常勤講師の担当科目の精査と、自然科学分野の科目
増について検討を行うことにしました。そして、地域人材育成プラットフォームについては、現
行の２つのプログラムにグローバル人材育成プログラム（仮）を加えるなどして、2019年度まで
にプログラムを増やしていくこととしました。なお、カリキュラムに関する、これらの検討事項
については、共通教育委員会で審議することにしました。
　グローバル人材育成に関連して、本学では、2009年度から「鹿児島大学若手教員海外研修支援
事業」を実施するなどして、次世代を担う若手教員の海外の教育研究機関等における研修を支援
することにより、教育研究能力等の向上を図るとともに、教育研究の国際的通用性・共通性の向
上に取り組んでいます。そして、グローバル人材の養成を推進するため、英語による授業に取り
組んでいるところですが、今後、さらに、本学における英語による授業を増やし、グローバル教
育を推進していくためには、若手教員の英語による授業運営能力を開発し、向上させていく必要
があることから、今年度より、計画的に若手教員を海外の高等教育機関へ派遣し、英語による教
育手法や科学英語に関する指導力を修得させる研修について検討を進めた結果、「鹿児島大学若
手教育海外語学研修支援事業」を新設することになりました。研修の対象者として、前期の休暇
中に２名、後期の休暇中に２名を全学に募集したところ、前期は法文学部の教員と共通教育セン
ターの教員が、後期は共通教育センターの教員２名が、それぞれ書類選考で選ばれ、オーストラ

共通教育センター
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リアの大学にて有意義な研修を行いました。
　共通教育センター専任教育の人員配置計画については、共通教育改革計画書で配置が承認され
た39名のうち、2016年度までに新規採用や学内異動により27名の配置が修了していたことから、
残り12名の教員を配置する計画を立てました。その後、概算要求で認められた教員人件費により、
高等教育研究開発センター（旧教育センターの高等教育研究開発部門）へ２名配置することにな
り、共通教育センターでは残り10名の配置について検討を進めました。その10名の内訳は、初年
次教育・教養教育部門４名｛人文社会科学系１名、自然科学系３名（物理、化学、地学で各１名）｝、
外国語教育部門（英語）４名、体育・健康教育部門２名で、英語と体育・健康については、新規
採用の可能性についても検討しました。しかし、新規採用は人件費ポイントとの関係で困難であ
ることから、学内異動により10名全員を配置することにし、自然科学系６名、人文社会科学系３
名、英語１名で全学に募集を行いました。その結果、人文社会科学系１名、自然科学系６名、英
語１名で合計８名の応募があり、平成30年４月から共通教育センターへ異動することになりまし
た。その結果、共通教育センターへの教員配置は、残り２名となり、その２名については2018年
度に配置することにしました。
　なお、2016年度に退官教員の後任補充等で公募していた英語教員２名が、10月１日付けで採用
されました。また、2017年３月末で割愛により転出した教員の後任については、2018年10月１日
の採用予定で、政治学及び政治思想、国際関係論を担当する教員（准教授、講師もしくは助教）
の公募を開始しました。

３．共通教育センター運営委員会
　2017年３月16日に「鹿児島大学共通教育センター規則」が制定され、第９条に「センターに、
センターの業務を円滑に処理するため、共通教育センター運営委員会を置く」と記載されている
ことをもとに、2017年４月より「共通教育センター運営委員会」を毎月１回、開催することにな
りました。この委員会で審議する事項は次のとおりです。①共通教育センターの運営に関するこ
と、②共通教育カリキュラムの編成に関すること、③共通教育の授業実施に関すること、④共通
教育の単位認定に関すること、⑤センターの規則の制定改廃に関すること、⑥センターの予算・
決算に関すること、⑦センターの施設管理に関すること、⑧センターのファカルティ・ディベ
ロップメントに関すること、⑨法人評価及び認証評価等に関すること、⑩非常勤講師の雇用に関
すること、⑪科目等履修生の受入れ審査に関すること、⑫大学教育の全学的な連絡調整に関する
こと、⑬その他センターの運営及び業務等に関することです。
　2017年度の主な審議事項としては、これまで暫定的に作成していたカリキュラムマップについ
て、仮称であった科目が決定されたことをうけ、記載文言等を変更して作成したカリキュラム
マップが正式なマップとして承認されました。
　次に、第３期中期計画の「グローバル化に関する目標を達成するための措置」の１つとして、
「グローバル化が進む社会で異なる地域や文化に対して理解のある人材を育成するために、意欲
的な学生に対して授業時間外に外国語活用能力を高めるための学修の場として、ネイティブや異
文化経験が豊かな教員等が運営に携わる『外国語サロン（仮称）』を平2018年度までに開設する
など、異文化理解に関する学修機会を拡充する。」と記述されています。そこで、共通教育棟２
号館１階に専用のスペースを設定し、外国語教育部門を中心に、10月から12月まで、「外国語サ
ロン」を試行として開設しました、その結果、参加学生数が予想を大幅に上回るとともに、好評
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であったことから、2018年度の4月より、本格稼働させることになりました。
　カリキュラムについては、工学部が2020年度より導入を検討している「大括り入試」に関連し
て、「情報活用」と「基礎物理学実験」の取り扱いについて検討依頼があり、工学部の検討を踏
まえた上で対応していくことになりました。
　共通教育センターの FD活動については、改組に伴って共通教育課が３係から２係の体制に
なったことから、従前どおりの授業アンケートなどによるFD活動が困難なこと、2017年度に導
入が予定されている、学習支援システムを利用したWeb での授業アンケートに転換する準備期
間が必要であることなどの理由から、FD活動の一部を休止する暫定処置がとられました。その
結果、「授業改善に資するアンケート」の実施は、必修科目である初年次セミナー、大学と地域、
異文化理解入門のみとし、授業公開・授業参観可能な科目は初年次セミナーのみとしました。な
お、授業アンケートについては、後期から学習支援システム（manaba）を利用して実施されま
した。
　2018年度の大学入試センター試験に関して、共通教育センター教員を学部（法文学部と教育学
部）へ４名派遣することにしました。また、2018年度新入生オリエンテーションについては、各
学部より共通教育のカリキュラム及び履修について説明の要請があった場合には、対応すること
になりました。
　その他、関係規則の一部改正については、鹿児島・南九州の「地域活性化の知の拠点」として
の役割を担う本学が、地域人材の育成を行うために学部横断的な教育プログラムの枠組として提
供する「地域人材育成プラットフォーム」の構成科目として位置づけられ、共通教育の２年生以
上を対象に開講する「高度共通教育科目」に関連する規則の一部を改正しました。また、外国語
科目分科会と体育・健康科目分科会については、共通教育センターの専任教員が増えたこと、学
部選出委員の負担軽減を図ることなどの理由で、いずれも廃止することにし、関連する共通教育
センター規則の一部を改正しました。それにともない、体育・健康教育部門会議及び外国語教育
部門会議へ参加希望がある学部は、共通教育係に連絡し、あらためて学部委員の選出を依頼する
ことになりました。
　非常勤講師の雇用について、2013年４月１日以降に開始された有期労働契約者を対象とし、通
算５年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申出により無期雇用転換となること、その時
期が平2018年度雇用契約を締結した段階で本申出の権利が発生することから、共通教育センター
では2017年度の非常勤講師雇用者約 185 名のうち56名が本制度に該当するので、当該ルールに
対応する全学的方針に従って対応することになりました。
　その他、11月開催の共通教育センター運営委員会が修了した後で、保健管理センターにて「ア
レルギー疾患対応も含めた一次救命措置に係る講習会」を開催したところ、多数の共通教育セン
ターの専任教員が参加し、有意義な講習会となりました。

４．共通教育委員会
　共通教育委員会は、2017年３月16日に制定された「鹿児島大学共通教育委員会規則」により、
グローバルセンターから選出された委員が加わるなど、これまでの共通教育委員会とは構成委員
がやや異なった会議体でスタートしました。
　共通教育委員会では、共通教育カリキュラムの現状と課題について、次の４つの観点から検討
することになりました。（１）卒業要件単に数の再検討について、（２）初年次教育科目の検討に
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ついて、（３）教養教育科目の検討について、（４）地域人材育成プラットフォームへの科目提供
についてです。
　卒業要件単位数の再検討については、初修外国語を卒業単位に課している学科は専門教育との
関連から、その必要性の再確認を依頼しました。 その結果、医学部保健学科では、４単位必修
としていた初修外国語を必修としないこととする代わりに、人文・社会科学分野の選択科目（初
修外国語も含む）の単位数を２単位から６単位へと増やすことになりました。なお、基礎教育入
門科目についても、設置目的及び専門教育との関連性から、その必要性の再確認を関係学部に依
頼しましたが、検討の結果、変更を申し出た学部はありませんでした。
　初年次教育科目の検討については、初年次教育科目の検証を行うとともに、特に異文化理解入
門科目の非常勤講師率が大きいことから、今後ＷＧを設置し検討することにしました。 また、
教養教育科目の検討については、自然科学分野科目が少ないことから抽選漏れも多いなど課題が
あることから、自然科学分野の選択科目の開設を増やすための方策についての教示依頼と、非常
勤講師担当科目の精査について関係学部に検討を依頼しました。なお、初年次セミナーの全学支
援体制については、共通教育センターの専任教員が学内異動で増えたものの、学部の専門教育を
多く担当する教員も多いため、引き続き全学の支援が必要であることから、各学部の割当につい
て検討した結果、了承されました。今後、各学部への担当割当依頼は、共通教育センター専任教
員の教育体制を整えつつ、徐々に減らしていくことを説明しました。
　地域人材育成プラットフォームへの科目提供については、現在「かごしまリサーチプログラム」
と「かごしまキャリア教育プログラム」の２つのプログラムが開設されているが、COCプラス
事業では2019年度迄に教育プログラムを増やす必要があることから、今後検討を依頼することに
なりました。
　グローバル教育科目群については、各種技能審査合格等の単位認定基準の変更について審議し
た結果、認定できる級位または得点に関して、実用英語技能検定では２級を準１級に改めたり、
TOEIC については４技能（聞く、話す、読む、書く）を元にした得点に改めたりすることが承
認されました。
　共通教育の行事予定について審議した結果、2018年度は曜日振替無しの案で実施するが、2019
年度からは曜日振替を実施する方向で検討することにし、その具体案の１つとして、授業開始を
早めるために受講者名簿の作成方法を変更することなどを検討してくことになりました。

５．今後の展開
　今後の展望として、残り２名となった共通教育センター教員の人員配置について、2018年度中
に完了させる必要があります。また、必修科目である初年次教育科目やグローバル教育科目の内
容、教育方法については、授業担当教員の意見や授業アンケートの結果をもとに、テキストや
ワークブック、マニュアルも含めて改善していく必要があります。さらに、学部横断型プログラ
ムである地域人材育成プラットフォームに関しては、共通教育として開講が予定されている高度
共通教育科目も検討しつつ、プログラムの充実を図る必要があります。そして、2016年度にス
タートした新カリキュラムのさらなる充実を図るためには、来年度から本格稼働する学習支援シ
ステム（manaba）を有効に活用しながら、共通教育センターを中心とした総合教育機構だけで
なく、引き続き全学による共通教育の支援体制が望まれます。
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初年次教育・教養教育部門活動報告
初年次教育・教養教育部門長　岩船 昌起

1．はじめに
　初年次教育・教養教育部門は、平成29年４月に「共通教育センター」創設とともに設けられた
３部門のうちの１部門である。平成29年度本部門構成教員11名は、本学の文系または理系の学部
等あるいは他大学からの異動等によって在席することとなり、それぞれ専門分野の知識や技能等
を生かして教育研究活動を行っている。他の2部門の体育・健康教育部門および外国語教育部門
に比較して、本部門では“専門性”が豊かで、多種多様な授業科目の実施にかかわっている。
　初年次科目にかかわる検討事項については「初年次科目分科会」でも所掌されており、教養科
目にかかわるそれについては「教養科目分科会」にて取り扱われている。本来、初年次教育およ
び教養教育にかかわる企画運営等を検討するべき組織であり、それを期待されて各学部等から教
員が異動してきたものの、現時点では、異動してきた各学部での授業等の負担との兼ね合い等か
ら、本部門では、特に初年次教育にかかわる企画等の業務を中心的に執り行えていない。
本稿では、このように「試運転的な状態」にある本部門での平成29年度の活動を報告する。

２．平成29年度の活動内容（審議事項）
　⑴　初年次教育・教養教育部門会議の運営
　　・「初年次教育・教養部門」の位置づけ・あり方
　　・部門会議の開催方法等
　⑵　管理・運営費の扱い
　⑶　「初年次セミナーＩ」担当者への「教科書に関する意見等」調査
　⑷　期末試験の別室監督者の割り当て
　⑸　共通教育センター教員評価の見直しに向けての検討および意見の取りまとめと確認

３．改善事項等
　各学部等から異動してきた本部門構成教員は、必修科目「初年次セミナーⅠ」および「初年次
セミナーⅡ」等を担当しつつ、初年次教育にかかわる授業の内容や運営等のあり方を個々に考え、
本学にとって適切な初年次教育のカリキュラム等の体系を模索している。初年次科目分科会につ
いても、別稿にて報告されるが、初年次教育の管理運営の一部を担っているのみで、平成29年度
におけるその企画立案等については、実質的に執り行えていない。本部門教員の兼業状態が改善
され、かつ「初年次教育」全般についての知識と経験が蓄積された段階では、本学の共通教育で
の根幹となる「初年次教育」のほぼ全てにおいて、実質的に任されることになるのであろう。
　また、「初年次教育」における必修科目の一つである「大学と地域」についても、COCセンター
が平成30年度を持って閉設されることとの関係から、平成31年度以降での企画運営等について
は、本部門あるいは初年次教育科目分科会のいずれか／両方において担うこととなる予定であ
り、現状の把握を行いつつ、改善策を具体的に見出す準備を行う必要がある。そして、「異文化
理解」については、本部門教員が責任教員を務めている。
　一方、教養教育については、本部門副部門長を中心に、教養科目分科会にて実質的なところも
含めて執り行われている傾向にある。
　今後、本部門が担う割合が大きくなることが明らかであり、今後に備えたい。

共通教育センター
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初年次科目分科会 活動報告
初年次科目分科会長　岩船 昌起

1．はじめに
　初年次科目分科会は、平成29年４月に創設された。審議等の結果は「共通教育センター運営委
員会」に上程される。１号委員（共通教育センターから１名選出）、２号委員（法文学部、教育
学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部、共同獣医学部から各１名選出）、
３号委員（高等教育研究開発センターから１名選出）の11名からなる。専門教育の基盤となる共
通教育を実施運営するにあたり、各学部選出委員等の意見を早期に反映させる機能を有してい
る。
　本稿では、本分科会での平成29年度の活動について報告する。

２．平成29年度の活動内容（審議事項）
　⑴　初年次科目分科会の位置づけや役割等
　⑵　開設授業科目の変更等の確認 ―「初年次セミナーⅠ」「大学と地域」
　⑶　ゲスト講師招聘の年度計画の確認 ― 「大学と地域」
　⑷　平成30年度「共通教育履修案内」での「初年次セミナー」の確認
　⑸　平成30年度以降での「初年次セミナー」担当の学部負担についての検討
　⑹　初年次セミナーⅡ情報交換会の内容（議事録）の確認

３．改善事項等
　初年次科目にかかわる企画運営等については、初年次教育・教養教育部門会議でも取り扱われ
ることとなっており、これと連携しつつも取扱い事項の整理分担が今後必要になるであろう。「初
年次セミナー」および「大学と地域」については、授業内容および運営方法等に課題があり、高
等教育研究開発センターおよび産学・地域共創センターから所管が移る過程で、柔軟に見直す必
要がある。

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

教養科目分科会　活動報告　平成29年度
教養科目分科会長　渡邊 弘

1．はじめに
　教養科目分科会は、平成29年４月に創設された。審議等の結果は「共通教育センター運営委員
会」に上程される。委員については、⑴共通教育センターから選出された者２名、⑵各学部の教
授、准教授または講師の内から選出された者各１名、⑶その他センター長が必要と認める者若干
名からなる（鹿児島大学共通教育センター運営委員会規則第８条第３項）。本分科会は、初年次
科目をはじめとする共通教育諸科目と連携しつつ、専門教育の基盤となる能力を涵養するととも
に、学士にふさわしい広く深い教養を学生に得させるべく、体系的な教養教育のあり方について
議論し、教育を実施する機能を有している。

２．平成29年度の活動内容
　⑴　教養科目分科会の位置づけや役割などの確認
　⑵　開設授業科目の精選と体系化
　⑶　非常勤講師担当科目の精査
　⑷　ゲスト講師招聘に関わる年度計画 ･授業計画の確認
　⑸　単位を認めるべき放送大学科目の選定と単位認定試験の実施
　⑹　平成30年度「共通教育履修案内」等の改定
　⑺　教養科目全体の教育目標の検討
　⑻　その他、教養科目に関わる事項

３．改善事項など
　第一に、非常勤講師担当科目についての「申合せ」を作成し、教養科目については原則として
専任教員が担当する方向で調整を行うことを明確化した。この「申合せ」に基づき、平成29年度
中に非常勤講師担当科目を一定程度削減することとなった。この点については、平成30年度以降
も引き続き「申合せ」に沿った形で検討 ･実施することとしている。
　第二に、教養科目全体の体系化に関する議論を開始した。教養科目は、全学のディプロマポリ
シー ･カリキュラムポリシーとの整合性をもつよう編成され、かつ、共通教育科目全体の教育目
標と整合性のあるかたちで体系化されるべきであることを確認するとともに、教養科目の教育目
標に関する議論を開始することができた。平成30年度は、この成果に基づき、さらに議論を行っ
た上で、教養科目の精選と体系化を進める。同時に、学生の教育要求に応えられる教養科目編成
を実施していきたい。

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

実験等科目分科会　平成29年度活動内容
実験等科目分科会長　横川 由起子

　以下の問題に関して、次年度に向けて対応策を講じることにした。

１．70歳を越える共通教育センター非常勤講師の変更
　共通教育センター非常勤講師に関する申し合わせに「非常勤講師の年齢は年度末年齢70歳を上
限とする」と規定している。そのため基礎数学入門、基礎化学入門Aについては、平成30年度
から常勤の教員が担当することにした。基礎物理学実験では、新規に70歳以下の非常勤講師を雇
用した。しかし基礎物理学実験については、まだ70歳を越えている非常勤講師が多いのが現状で
ある。基礎物理学実験を担当できる70歳以下の非常勤講師を、早急に見つけることが必要である

２．実験の講義コマ数の削減と非常勤講師の削減
　平成28年度から、４科目の実験を２単位から１単位にした。しかし過渡期でもあったため、平
成28～29年度はこれまでと同様のコマ数を開講した。そのためクラスによっては受講者数が非常
に少ないクラスがあった。そこで統合が可能であるコマは統合し、一部は廃止することにした。
これにより、非常勤講師の削減が可能となった。また受講者数が少ないと見込まれるクラスの非
常勤講師の削減も行うことにした。非常勤講師の雇用削減は、適正な人件費にもつながる。

３．実験の事故防止策・安全管理
　平成29年度から、基礎化学実験は白衣の着用を義務付けた。

４．基礎統計学入門の担当教員
　基礎統計学入門を必修指定している学部は多いが、担当できる教員が少ない。そのため、１ク
ラスが多人数の受講生になっており、担当教員に負担がかかっている。基礎統計学入門の指定や
クラス編成の見直し、担当教員の確保等が今後の課題である。

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

平成29年度　情報科目分科会
情報科目分科会長　新森 修一

　平成29年度から新しい総合教育機構がスタートし、本委員会の名称も「情報科目委員会」から
「情報科目分科会」に変更された。本分科会が所掌する科目「情報活用」については、共通教育
において、必修科目－初年次教育科目に位置付けられ、全学部で１期に開講する科目である。本
科目では、コンピュータの機能を十分に活用するための基本的な知識・技術、プレゼンテーショ
ン技能、インターネットの適切な利用方法および情報セキュリティについて学修するとともに、
本学の情報ネットワークやコンピュータの教育環境を有効に活用する能力等を修得することを目
指している。本年度の主な活動な内容等と次年度の取組み、検討事項や展開等について簡潔に述
べる。

１．平成29年度の主な活動内容等
　⑴　新入生履修申請時における科目「情報活用」等の申請指導・助言（各学部委員）
　⑵　Moodle を利用した双方向情報教育の強化
　　　（授業アンケート、ミニッツペーパー、携帯版Moodle 等の取り組み）
　⑶　情報セキュリティ教育のさらなる強化
　　　（学術情報基盤センターのセキュリティ教育コンテンツ活用の推進等）
　⑷　科目「情報活用」の担当教員やTAの確保、TA活動報告書の分析など
　⑸　次年度の開設科目の依頼・確認とTA経費の申請
　⑹　授業運営経費にて、135号教室に赤外線マイクシステムの設置とレーザーカラープリン

ター用トナーの補充

２．次年度の取組み、検討事項や展開等
　⑴　科目「情報活用」の円滑な実施と問題点等の検討
　⑵　学術情報基盤センターとの連携、セキュリティ教育強化のためのコンテンツ利用の推進
　⑶　「情報活用」と「初年次セミナー I」との連携の在り方
　⑷　「情報活用」のクォーター制の検討
　⑸　TA制度の活動評価方法などの検討
　⑹　TAによる教育成果報告書（教員）、TA業務に関する報告書（TA）の確実な回収と分析
　⑺　新・学習管理システムmanaba の積極的な活用

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

平成29年度　日本語・日本事情科目分科会
日本語・日本事情科目分科会長　和田 礼子

１．本年度の主な活動内容
　⑴　新入生（外国人留学生）に対し履修申請時に補助をおこなった。
　⑵　共通教育改革に伴う開設科目の変更
　共通教育改革に伴い「初年次セミナーⅠ」「大学と地域」「異文化理解」が留学生の必修科
目に加わった。論証型レポートの作成を学習目標とする「初年次セミナーⅡ」は日本人学生
には必修だが、語学的要素が強いことから留学生には必修とせず、その内容を日本語科目で
取り扱うためカリキュラム変更を行った。具体的には前期に開講する「日本語Ⅱ」で「レポー
トの構成・表現」を学び後期に開講する「日本語Ⅳ」でレポート作成を行うこととした。
　また、日本事情科目に関しては、必修科目が増え、「大学と地域」「異文化理解」の内容が
「日本事情」とやや重複するという理由からH28年度は３科目開講していた日本事情科目を
２科目に減らした。この結果、日本語・日本事情科目は、日本語科目－４科目、日本事情科
目－２科目となり、１年時に履修し終わることとなった。

　⑶　留学生の学習状況の把握
　新しく必修科目になった「初年次セミナーⅠ」について留学生を対象にアンケート調査を
行い、学習状況の把握に努めた。この調査結果は今後の日本語科目での指導に反映させてい
きたい。

２．次年度の課題
　・「初年次セミナーⅡ」への対応について
　H29年度は「初年次セミナーⅡ」の学習内容を日本語科目に取り入れたカリキュラムを実
施したが、これを検証し、留学生の日本語力強化とアカデミッジャパニーズを身につけるた
めの効果的な方策について検討する必要がある。

共通教育センター

20



Ⅲ．各センター活動報告

学芸員資格科目委員会
学芸員資格科目分科会長　井村 隆介

　学芸員資格科目委員会では、関係部局（法文学部、教育学部、理学部、農学部、水産学部、共
通教育センター）と鹿児島島大学総合研究博物館とで３回のメール会議を含む計５回の会議が開
催された。昨年度同様、学芸員資格に関する科目の実施や夏休みに行われる博物館実習の受け入
れ先の調整などについて話し合い、スムーズにカリキュラムを実施することができた。また、平
成29年度入学生より、農学部の学芸員養成課程が廃止となったので、農学部の過年度入学生につ
いて不利益にならないように対応していくことが委員会で確認された。
　これまで学芸員資格科目委員会の課題であった、外部からの非常勤講師が多いこと、非常勤講
師が高齢化していること、について引き続き審議し、雇用計画の見直し等を行ったが、大きな改
善には至らなかった。今後予定されている共通教育課程の見直しと合わせて検討していく必要が
ある。

共通教育センター
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Ⅲ．各センター活動報告

平成29年度　体育・健康教育部門活動報告
体育健康科目分科会長及び体育・健康教育部門長　末吉 靖宏

体育・健康教育部門
１．平成29年度の主な活動内容
　⑴　体育・健康の授業について
　体育・健康科学実習では、平成30年度の実習ノートの改訂を行った。また、非常勤講師を
含む体育・健康科学実習担当教員を対象に平成30年度に向けた研修会を以下の内容で行い、
共通理解を図った。
①　実習の学習目標と学習内容および評価についての確認（同一科目として統一を図るために）
②　実習ノートの改訂についての説明
③　平成29年度に新規購入したトレーニングマシン（６台）の取り扱い説明と試行
④　ニュースポーツ種目の解説と実演

　⑵　体育・健康に関する研究的取り組み
　新入生の体力測定および有酸素能力の測定を集計し、平均値や５段階評価境界値を求めて
平成30年度の実習ノートの中に反映させ、今後の研究データとして蓄積した。

　⑶　体育・健康に関する施設設備の管理
①　実習関連の体育器具、施設設備の巡視および安全確認を定期的に行い、老朽化した体育
器具の廃棄を行った。
②　老朽化し、利用学生の危険度が高いと予想されるトレーニングマシン４台を廃棄し、新
しいトレーニングマシン４台と入れ替えた。また、次年度以降に入れ替えが必要なマシン
の点検と購入計画を立てた。
③　手押し式スイーパーを使用して、第２体育館の玄関および玄関前の清掃を頻繁に行った。
④　第２体育館の修繕工事を以下の通りに行った。
　・玄関ロビー、階段、男女更衣室、男女シャワー室に LED照明（人感センサー）を設置
　・エレベーター設置
　・玄関タイル貼り替え
　・卓球場およびトレーニング室の床補修工事
　・２階アリーナの床補修（ウレタン樹脂塗装）

２．体育・健康に関する今後の課題
　⑴　体育・健康の授業について
①　新規購入したトレーニングマシンを正しく安全に取り扱いできるように掲示の工夫や体
育実習での指導が必要である。
②　体育・健康科学理論について、現在、シラバスの内容が教員ごとに異なったままである。
この統一を図るため授業内容および評価の統一を目指す。このため、「体育・健康科学理
論」として鹿児島大学入学の１年生全員に７回の講義で伝えるべき内容の検討を行い、授
業内容の統一化を目指して、定期的な授業検討会を実施していく。
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Ⅲ．各センター活動報告

2017年度　外国語教育部門活動報告
外国語教育部門長　ネバラ・ジョン

　高等教育（大学教育）は、時代に合わせながら変化しつつある。高等教育の中の一つの部門で
ある外国語教育も例外ではない。学生や社会のニーズに合わせながら、鹿児島大学共通教育セン
ターの外国語教育部門は、毎年進歩できるよう努力している。2017年度の活動内容を振り返って
みると、まさにその通りである。忙しい一年であった。この報告には１）体制について、２）カ
リキュラムについて、３）現場について、の三つの分野に分けて一年間の活動を手短に紹介する。

１）体制について
　2017年度には「グローバル化」に対応する外国語教育の体制を確認し、必要に応じて調整を
行ってきた。2016年度末まであった外国語教育推進部の代わりに、2017年度から外国語科目分科
会が中心的な組織になった。これに伴い、初修語（ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語）の
ため、副部門長という新しいポストが導入された。また、別の例を挙げると、既修語（英語）関
連の仕事の役割分担を徹底し、毎月英語ミーティングも行った。これに加え、2016年度からの共
通教育の新しい体制に基づき、外国語関連では、４月からドイツ語教員１名と、10月から英語教
員２名をセンターに迎えることとなった。教育のカリキュラム等がしっかり管理できるよう、部
門を充実化している。多くの非常勤講師を含め、教員全員が協力し合い、本学の外国語教育に貢
献できるように、良い職場環境作りと適切な担当振り分けに努めた。このような「インフラ整備」
のような活動を行ってきた。

２）カリキュラムについて
　外国語教育のカリキュラムも確認し、必要に応じて調整を行ってきた。2016年度から新カリ
キュラムを導入したので、当然ながら2017年度から調整が必要であった。PDCA（Plan-Do-
Check-Act）サイクルを考えると、例えば2016年度に課題として出てきたことを2017年度に改善
した。一例として、１年生の英語教育はライティング指導が足りないという指摘があったので、
2017年度からライティング中心の授業を増やした。このため、推奨教科書リスト等も見直した。
実は、新しいカリキュラムでは２年生用の英語 III と英語 IVを初めて教えたので、英語教員が
英語ミーティング等で点検をしながら、年度途中と年度末に非常勤講師を含めた会でのテーマに
した。これも PDCAサイクルに基づいたものである。また、外部試験の単位認定制度を変更し
たことは、カリキュラム確認の中の大事なことの一つである。英語と中国語の単位認定基準を変
更したが、特に英語の基準を大幅に高くした。学生がもっと英語を勉強する、もっと高いレベル
を目指すためのものである。その上で、教員にも学生の英語能力に責任を持たせるためのもので
もある。また、GTEC CTE の英語外部試験（2016年度から学生全員に実施）を中心に、実施・
運用状況について英語ミーティング等で諮ることにした。この件に関して、詳細は2017年度末に
出来上がった56ページものの「鹿児島大学　平成28（2016）年度　共通教育英語教育活動報告書」
にまとめたので、こちらでは説明を省く。
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Ⅲ．各センター活動報告

３）現場について
　体制とカリキュラムがどんなに良くても、現場（主に授業）に係る点検や整備を行う必要があ
る。学生にとって一番大事なことである。2017年度は教員同士で授業方法・授業内容の問題点を
探り、授業改善に努めた。例えば、授業時間外の学習やフィードバックの方法等について検討し
た。結果として、これが英語教育の推奨教科書リストの改善に繋がり、８月と２月にあった英語
FD会のテーマの一つになった。また、どのようにE-learning が授業に導入できるかについて話
し合った。初修語の方では、同じように授業の点検や整備が行われた。例を挙げると、初修語授
業と異文化理解入門のクラスサイズや運用方法について点検と整備があった。しかし、2017年度
では現場の一番大きな変更点は LOL外国語ラウンジのパイロット・プログラムの実施であろう。
10月から英語、韓国語、フランス語、中国語、イタリア語の５ヶ国語で始めた。授業ではないが、
授業を補填する形で学生の外国語学習の動機づけになる、楽しく外国語を使うスペースとして生
まれた。既修語と初修語の教員全員の協力で、予定より６ヶ月早い10月に学生のために作り上げ
られた。その後、概念に基づき、運用されてきた。参加した学生の間では好評で、リピーターが
多かった。
　2017年度の外国語教育部門活動は上記のようであったことを報告する。字数が限られ、全ての
活動について書けないが、主な活動について触れた。しかし、今後の展開としては、少なくとも
いくつかの課題が残っている。体制から考えれば、また2018年度から変更がある。外国語科目分
科会が廃止となる。今まであった学部とセンターの繋がりも無くならないように気をつけなが
ら、新体制で運用しなければならない。そのうち、新しい文化・新しい運営の仕方が生まれれば
と思う。しかし、良い職場環境の下、教員全員が協力・共同できることは、学生に良い教育を提
供できることに変わりはない。従って、外国語教育部門の充実化を念頭に、英語専任教員の追加
採用を2018年度に検討する。
　カリキュラムの面では、2017年度末までに１年生用の新カリキュラムを２年間続けて、２年生
用の新カリキュラムを１年間実施したことになる。PDCAサイクルでは、2018年度が確認でき
る年になる。既修語の場合、一年をかけてカリキュラムを確認し、必要に応じて調整を行う予定
である。あらゆるエビデンス（つまり、データ）に基づき、教員全員で話し合って改善点を見つ
けるつもりである。いわゆるプログラム評価を行う。評価方法について、大学改革支援・学位授
与機構の「教育の内部質保障に関するガイドライン」に基づく。
　このプログラム評価を機に、授業に係る点検や整備も行う予定である。2017年度に検討した問
題点等を掘り下げ、更なる授業改善に努める。ここでは、授業時間外学修の確保、マナバの活用
法、E-learning の検討など、様々なことについて議論する。また、LOL 外国語ラウンジが本格
的に始まる。英語、韓国語、フランス語、中国語、イタリア語、に新しくドイツ語が加わる。ラ
ウンジの新しい展開になるので、運営の仕方が難しくなるであろう。「学生のため」というモッ
トーを忘れずに運営できればと考えている。
　以上、2017年度の外国語教育部門活動報告である。
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スタッフ紹介

飯干 明（共通教育センター長、教授）
　2013年４月より共通教育センター長を務めさせていただいており、５年目となりました。平成
2016年度からスタートしました、共通教育新カリキュラムの現状の分析と課題の検討を進めると
ともに、共通教育センター専任教員の計画的な増員にも取り組みました。新カリキュラムにつき
ましては、全学の教職員の皆様のご理解とご協力をいただきながら改善に取り組み、共通教育の
充実、発展に貢献できればと思っております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

桑原 季雄（共通教育センター副センター長 初年次教育・教養教育部門　教授）
　法文学部から本センターに移籍して２年目になります。専門は文化人類学と島嶼学です。特に
鹿児島県の島々の人類学的研究に力を入れています。授業は初年次セミナーの他に、「文化人類
学の世界」と「屋久島の環境と文化」を教えています。最初の着任が本学の旧教養部だったので、
20年の時を経てまた最初の職場に戻ってきたような感じです。この間、大学や学生の置かれた状
況も大きく変わりました。この変化に自も適応しつつ教育に取り組んでいきたいと思っていま
す。

岩船 昌起（共通教育センター初年次教育、教養教育部門長　教授）
　2017年４月より、初年次教育・教養教育部門長を務めさせていただいております。さまざまな
分野の専門家からなる本部門では考え方が多様であり、部門内での調和を図るために重要事項の
取り扱いでは「説明と同意」に努めております。個人としては、地理学、防災科学、健康環境学
等を専門としており、南九州や南西諸島での地域防災力の強化にかかわるとともに、本学の初年
次教育等でも防災教育の推進に積極的に取り組んで参りたいです。

末吉 靖宏（共通教育センター体育・健康教育部門長　教授）
　教育学部から2017年４月に学内異動して参りました、共通教育センター体育・健康教育部門の
末吉です。現在、部門長を仰せつかっています。鹿児島大学での教員生活は、1987年に旧教養部
保健体育科の助手として始まり、その後教育学部に学内異動し、今回が２回目の学内異動となり
ます。教育学部では生涯教育総合課程健康教育コースの学生指導を行っており、課程の廃止は決
まっておりますが、しばらくは共通教育センターと学部の二輪車状態が続きます。今後再び新し
い「体育・健康科目」の授業構築で共通教育センターの教育に貢献できればと考えています。

ネバラ ジョン（共通教育センター外国語教育部門長　教授）
　2016年４月より共通教育センターの一員として赴任しましたネバラです。アメリカ出身で、
1990年に初めて日本に参りました。鹿児島大学の前は、９年間神戸にある大学で働いていました。
その前は、東京、鳥取、名古屋にも住んだことがあります。研究のテーマは特に英語教育（専門
英語）と高等教育です。趣味はスポーツ（特にバスケットボール）や日本語の学習です。鹿児島
大学の英語教育向上に貢献できたらと思っています。

共通教育センター
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渡邊 弘（共通教育センター初年次教育・教養教育副部門長　准教授）
　最近、特に関心を持っているテーマは、①憲法や法律を子どもたちにどのように教えたらよい
か（法教育）、②憲法の基本的理念（特に個人の尊重）に関する研究、③新聞を活用した教育の
あり方（NIE：教育に新聞を）です。
　憲法に定められた基本的人権については、私たちの日常生活の「常識」からすれば、一見おか
しなこともあります。一つの例が「悪いことをしたとしても、それについて黙ってていい」とい
う黙秘権の保障です。このような憲法の定めをどうやって理解してもらうか、日々悩んでいると
ころです。

福満 博隆（共通教育センター体育健康教育副部門長　准教授）
　2017年４月に教育学部から移籍してきました。鹿児島大学へは、1992年７月に旧教養部保健体
育に赴任しました。教養部廃止後1997年から教育学部に移籍しましたが、移籍後も教養部が担っ
ていた大学体育の教育には、元教養部の先生方と責任教員として携わってきました。移籍当時は
８名でしたが、現在は４名の専任教員で忙しく頑張っています。今後も大学体育の教育の充実に
力を注いでいきたいと思っています。専門分野が野外教育、レクリエーションなので、教養科目
では自然体験活動入門講座を担当し、夏は高隅にある自然学校でキャンプ実習を行い、学生たち
と沢登りを満喫しています。

中筋 健吉（共通教育センター外国語副部門長　准教授）
　本学、旧教養部、法文学部を経て、2017年に転属してまいりました。全学共通教育においては「初
級中国語Ⅰ」「初級中国語Ⅱ」を担当しております。専門は中国の古典文学で、漢魏六朝時代の詩文、
文論を研究対象にしており、その影響を受けた明代の文学にも目を向けています。また近年は盛
唐の詩人李白の作品にも対象を広げ、特にその古詩や古賦に注目しています。次々と新しいもの
が生まれては目まぐるしく消え去っていく現代社会において、「故（ふる）きを温（あたた）めて
新しきを知る」ことのできる古典の素晴らしさを、学生の皆さんに伝えたいと思います。

黒田 景子（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　教授）
　2017年に法文学部人文学科から移籍してきました。共通教育センターでは主に初年次セミナー
を担当しています。研究では東南アジア史、特にタイとマレーシアの歴史を文献だけではなく、
現地に行って聞き取り調査をし、生態観察をおこなう地域研究的な手法で行っています。初年次
セミナーの皆さんは高校まで、「ただ１つの正解」がでるような問題ばかり勉強していました。
それらは注意深く受験のために選ばれたものです。現実の世界において正解はなかったり、複数
あったりして悩むことがあります。その悩みを自分で考えて解決するのが大学です。好奇心を
もって楽しく研究しましょう。

大野 克彦（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　准教授）
　共通教育では「異文化理解入門」「初級独語」「独語入門」、教育学部では言語学関連の授業を担
当しています。専門は対照言語学および言語類型論で、様々な言語の文法を比較研究しています。
　1991年に旧教養部に着任、旧教養部解体により1997年から2016年まで教育学部，2017年に共通
教育センターに移動してきました（戻ってきました、という感覚です）。まだしばらくは、学部
の授業や諸委員の仕事等が残っているため、こちらで新たな科目を開講する余裕はありません
が、現在担当している授業に全力を傾注して、鹿児島大学の共通教育に微力ながら貢献できれば
と思っています。
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庄野 宏（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　准教授）
　学内異動により2017年４月に水産学部から移ってきました。専門は水産資源解析学・応用統計
学で、漁業データ等を用いて海中にいる魚の数を推定する資源評価、魚をどのように獲っていけ
ば良いかを考える資源管理の研究に従事しています。また、医薬品臨床試験や計量経済学、マー
ケティングなど統計学の応用研究にも携わっています。教育面では数学や統計学、水産資源学等
の講義を担当しており、特に学部１－２年生の基礎統計学の授業を多く受け持っています。ビッ
グデータ時代における統計学の重要性は高まっており、学生の皆さんが社会に出てからも役に立
つ知識を教授することを心掛けています。

藤田 志歩（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　准教授）
　2017年度に共通教育センターに着任しました。授業では、初年次セミナー（Ⅰ・Ⅱ）、屋久島
の環境文化（生き物）などを担当しています。新たな分野の授業を受け持つことになり、試行錯
誤の１年が過ぎました。学部混成授業のため、多様な意識や目的を持つ学生らから多くの刺激を
受けながら、授業づくりを進めています。
　私の専門は霊長類学です。現在は、ガボン共和国で、野生ゴリラの行動や生態について研究を
しています。また、ニホンザルやアマミノクロウサギなど、鹿児島県に生息する野生動物の研究
にも取り組んでいます。

山田 隆行（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　講師）
　2016年４月より共通教育センター講師とされ採用されました、山田隆行といいます。
　自分の専門分野は統計学です。情報技術の進歩により、大規模なデータの収集・保存が可能に
なりました。そのようなデータから情報を読み取る手法を研究しております。１年生対象の講義
を主に担当しますが、専門教育へうまく橋渡しができるように尽力する所存です。
　よろしくお願いします。

郭 永明（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　助教）
　前の所属は鹿児島大学工学部と理工学研究科でした。2017年４月より共通教育を主担当とし、
専門教育を兼担することになりました。専門分野は計算力学と機械工学です。新しい計算力学方
法の開発、塑性加工に関するシミュレーション方法の高度化は主な研究テーマです。いくつかの
メッシュレス法、選点法、部分領域法などのオリジナル数値計算方法を提案しています。また、
これらの方法および有限要素法等を用いて、コンピューターで塑性加工等における被加工材と工
具の変形を再現し、設計と加工の最適化を図っています。

河邊 弘太郎（共通教育センター初年次教育・教養教育部門　助教）
　2017年４月に自然科学研究支援センター遺伝子実験施設から異動してきました。初年次セミ
ナーと教養基礎科目として生物学などを担当しています。自分にとっては新たなチャレンジであ
る初年次教育についても理解を深め、少しでも学生さんたちにとって有益な内容を教えられるよ
うに努力してまいります。専門分野は動物遺伝学で、アジア各地に生息している、在来のニワト
リの多様性や野生種であるヤケイとの類縁関係について調べています。

金岡 正夫（共通教育センター外国語教育部門　教授）
　大学の英語教育カリキュラムを研究しています。自己論、社会構築主義、自律学習、スピリチュ
アリティ、動機づけが基本キーワードになっています。人生の来歴が「カリキュラム」の語源か
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つ本質です。それゆえ英語（学習・教育）は確かな自己形成と内面的成熟にどう有機的に関わり、
融合し、貢献していけるのか。これが最近の研究テーマです（vs. 道具主義・行動主義英語教育）。
この教育・研究路線で世界の研究者とのつながりを進めています（e.g. 国際学会シンポジウム）。
研究知見と成果は授業に還元し、そこから新たな学びを教室現場から得ています。有機的連動が
あってこその大学英語教育です。

髙橋 玄一郎（共通教育センター外国語教育部門　教授）
　総合教育機構発足の初年度（2017 年度）は、新カリキュラム対応の英語教育改革が新たにス
タートした２年目にあたります。それに係る諸活動の流れを辿る一助として、本年報の他、「2016
年度英語教育活動報告書」が2017年度に部門の英語教員によりまとめられています（鹿大レポジ
トリー）。変化の激しい教育現場での様子を顧みつつ、新たに取り組む教育の一端を考える機縁
となれば幸いです。教職協働のもと、試行錯誤を経ながら新たな知識や知恵が生まれているよう
に感じます。新しい活力を得た機構を通じ、具体の仕事で多様な見方、考え方を学ばせていただ
きながら、微力ですが努めて参ります。

安東 清（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　旧教養部から教育学部を経て共通教育センターへと職場を変わってきました。教育学部にはま
だ指導すべき学生が残っているため、共通教育センターと教育学部とを兼任しています。専門は
ドイツ語教授法と社会言語学で、共通教育では長年ドイツ語を教えてきていますが、教育学部で
の授業はドイツ語と言語学の他に、異文化理解的な観点からドイツヨーロッパをはじめとする世
界各地の文化、慣習等も取り扱っており、学生の海外実習や留学の指導も行っています。言語は
どれだけ学んでも学びきれるものではなく、その面白さを伝えることができたらと思っていま
す。

アン・ブレイジア（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　2006年に赴任、あっという間に12年が経ちました。現在１、２年生の英語科目を担当していま
す。そして2017年度後期以降、LOL（Language Out Loud）という外国語ラウンジの運営を担当
しています。LOLとはすべての鹿児島大学生、特にやる気のある１、２年生で、共通教育で外
国語を受講中の学生を対象とし、授業とは離れて楽しく前向きな姿勢で自律学習することができ
る場所、異文化と触れ合いながら、かつ外国語でコミュニケーションをとる機会を提供するラー
ニングスペースです。それぞれの学生が対象言語を使用する機会を十分に確保するため、英語、
韓国語、フランス語、中国語、イタリア語、ドイツ語を含めて合計週９回にセッションを開講し
ています。LOLは新しい取り組みですので、まだ改善点があると思います。これからグローバ
ルな視点で、更に共通教育における外国語の発展を目指していきたいと思います。

鄭 芝淑（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　ヨロブン、アンニョンハシムニカ（みなさん、こんにちは）。韓国語を担当しています鄭芝淑
（ちょんじく）です。鹿児島大学に赴任して３年目を迎えました。初めての土地で最初はちょっ
と不安でしたが、住めば都で今ではすっかり鹿児島が好きになりました。専門は韓国語教育と比
較ことわざ学です。教室はもちろん授業外活動でも、できるだけ多くの学生と触れ合うよう心が
けています。せっかく鹿児島に来たのですから、鹿児島弁と鹿児島のことわざについても少しず
つ勉強しています。これからも学生の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。チャルプー
タッカムニダ（よろしくお願いします）。
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トレマーコ・ジョン（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　イギリス出身で専門は応用言語学で、鹿児島大学において本年で12年目です。それ以前は関東
で上智大学や ICU、広島での勤務を経験しました。私の研究の核となるものは、医学英語「医
者と患者のコミュニケーション（谷山生協病院でのボランティア）とラーニングストラテジーに
焦点をあてています。一生懸命頑張る学生をサポートする存在であり続け、鹿児島大学の英語教
育向上（英国との留学プログラム作成など）に貢献できるように活動しています。

ハムチュック モニカ（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　2017年10月１日に着任いたしました。専門分野は比較言語学、外国語学習、外国語教育、
CLIL（内容言語統合型学習）、EMI（英語による科目教育）です。また、３、４年前から批判的
思考能力についても共同研究を行ってきました。鹿児島大学では主に１、２年生の共通教育科目
としての英語を担当します。英語能力は勿論のこと、今まで研究してきた教育方法、批判的思考
能力などを導入しながら、学生が生涯使えるスキルを身に着けるお手伝いをしていきたいです。
また、本学の教育改革にも貢献できるように尽力する所存です。

原 隆幸（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　鹿児島大学に赴任して６年が経ちました。共通教育センターおよび外国語教育部門における
様々な業務を中心に、共通教育の英語科目を担当しています。４技能を統合した英語力を伸ばせ
る授業を心がけると同時に、グローバル化する社会で生きていくために必要な知識などを、英語
の授業を通して伝えています。また、総合教育機構では、英語教育以外の業務にも携わっていま
す。引き続き教職員の皆様のご助言を仰ぎながら、これまで得てきた知見を生かしつつ、鹿児島
大学の外国語教育と共通教育センター、および総合教育機構に貢献していきたいと思います。

村山 陽平（共通教育センター外国語教育部門　准教授）
　2017年４月から共通教育センターの一員となりました。主に１、２年生向けの英語科目を担当
しています。調査や研究では、初等、中等、高等教育での英語教育について、現場での調査、実
践を踏まえた検証を行なっています。これらから得られた結果も活かし、鹿児島大学での英語教
育の充実や運営に貢献できればと思います。鹿児島生まれ熊本育ちで、イギリスと青森でも数年
暮らし、仕事での所属先もこの10年で４つ目となりました。おかげさまで、馴染みのない環境で
もどうにかやっていける自信がつきました。どうぞよろしくお願い致します。

藏本 真衣（共通教育センター外国語教育部門　講師）
　鹿児島大学の共通教育の英語を担当しています。着任して３年目になりますが、多くの方々の
支えで授業と研究活動ができる環境に感謝しています。特に関心のある分野は、英語で授業を行
い、CLIL（内容言語統合型学習）に基づく様々なレベルの学生に応じた英語教育です。また、
初等教育及び小中高大との連携した英語教育に関心があり、教員養成の分野にも携わりたいと考
えています。学生さん一人ひとりの未来に役立つような英語教育に力を注ぎ、鹿児島大学に少し
でも貢献できたらと願っております。

寺西 光輝（共通教育センター外国語教育部門　講師）
　共通教育の中国語や異文化理解入門を通して、グローバル化社会に対応できる人材の育成に貢
献できるよう、取り組んでいます。今後、2017年度後期に開設した中国語ラウンジも活用して、
鹿児島大学に100名ほど在学している中国人留学生と、中国語や中国文化を学ぶ日本人学生との
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交流の機会を提供するなど、大学内に日本人学生と留学生が関わり合いつつ学んでいけるよう
な、環境を作っていければと考えています。

ニコライ・ギュレメトヴ（共通教育センター外国語教育部門　講師）
　ブルガリア出身で2007年の文部科学省奨学生として来日しました。2008年から鹿児島大学法文
学部へ入学し、本学の人文社会科学研究科の博士後期課程に在学中です。前期課程では英語・英
米文学に関する研究を行い、現在では地域文化政策について研究をしています。2017年10月より
共通教育センターに赴任し、英語科目を担当しています。
　以前担当していたインテンシブイングリッシュコースやTOEFLコース、英語によるグローバ
ル人材育成などの教育経験を活かして、本学の英語教育の向上に貢献していきたいと思います。

二村 淳子（共通教育センター外国語教育部門　講師）
　比較文学比較文化研究者です。国際日本文化センター（大学共同利用機関法人 人間文化研究
機構）の共同研究員もしております。研究対象にしているのは、フランスと東アジアの近代文化、
文化交流史、異文化コミュニケーションです。７月に、アジア近代美術における最も有名な画家
のひとりとしてみなされている常玉の画集『常玉 SANYU 1895-1966 モンパルナスの華人画家』
を監修しました。夫はフランス人、娘は franco-japonaise で、家庭では仏語が第一言語です。

日髙 佑郁（共通教育センター外国語教育部門　助教）
　2016年に鹿児島大学に赴任し、共通教育の英語の授業を担当して３年目になります。学生の英
語運用能力の向上と学習ストラテジーの習得に加え、社会への関心や問題解決能力を養うことの
できる授業を目指しています。専門分野は英語教育学で、特に効果的な語彙の学習方法やリスニ
ングの学習方法に関心があります。グローバルに活躍することを目指す鹿児島大学の学生を精一
杯サポートしていきたいと思っています。

石走 知子（共通教育センター体育・健康教育部門　准教授）
　鹿児島大学で働かせていただき16年目になりました。専門は保健学で看護や助産、学校保健と
いった、人間の生涯を通じた健康にかかわる教育、研究を行っています。
　近年では、鹿児島県や鹿児島市、教育委員会といった地域からの要請に応じた健康教育活動を、
時に学生と取り組むことで、地域ニーズと健康教育の最新知見との融合を図り、教育、研究の視
野を拡げさせて頂いています。今後とも地域に貢献し、学生を大切にできる教員として、鹿児島
大学で精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

安田 和義（学生部共通教育課長）
　共通教育センターの事務スタッフは、課長１名、課長代理１名、総務係５名、共通教育係８名、
臨時用務員１名の総勢16名で共通教育に関する諸業務を担当しています。
　３カ年計画でスタートした「共通教育改革」も今年で最終年を迎える節目の年となりました。
今後も事務スタッフ一同は共通教育の充実・発展に寄与するため、それぞれの役割で仕事に取り
組んでまいりますので、引き続き皆様方のご支援のほどよろしくお願い申しあげます。

30



アドミッションセンター



Ⅲ．各センター活動報告

アドミッションセンター

明治維新とアドミッションセンター
教育担当理事・副学長・アドミッションセンター長　清原 貞夫

32



Ⅲ．各センター活動報告

アドミッションセンター

アドミッションセンター概要
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アドミッションセンター

自己推薦型入試の導入
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アドミッションセンター

多面的・総合的能力の育成と入試を考えるシンポジウム
―高大双方の教育の取り組み事例から―

35



Ⅲ．各センター活動報告

 

 

36



Ⅲ．各センター活動報告

アドミッションセンター
大学からの情報発信①
筑波大学での取り組み
筑波大学 アドミッションセンター長　島田 康行　先生

　筑波大学の島田と申します。本日は「国語の記述式問題の位置付けと活用のあり方」について
ご説明をした後に、筑波大学の取り組みについてご紹介しようと思います。よろしくお願いいた
します。
　それでは初めに、新しい共通テストにおける国語の記述式問題について、これまでに発表され
た文章・報告等から位置付けを行っていきたいと思います。2016年３月の「高大接続システム改
革会議」最終報告の中で、今後の社会では、「複数の情報を統合し構造化して新しい考えをまと
める思考・判断の能力や、その過程や結果を表現する能力」が特に重要となるため、共通テスト
においてマークシート問題を一層改善するとともに、記述式問題を導入していくのだということ
が言われましたが、これが大本にあったのかなと思います。記述式問題の導入が象徴的に言われ
ますが、新しい共通テストでは、マーク式問題の改善も併せて図られていることがここから分か
ります。
　次に記述式問題を導入する具体的なメリットについては、「より主体的な思考力・判断力の発
揮が期待できる」こと、「思考のプロセスがより自覚的なものとなる」こと、あるいは、もちろ
ん記述式ですから「表現力の発揮が期待できる」ことが挙げられます。さらに、もう一つは、記
述式を導入することによって、高等学校において「言語活動等の充実が促され、生徒の能動的な
学習をより重視した授業への改善が進むことが期待できる」ということが挙げられ、いわばウ
オッシュバック効果のような効果が期待されています。
　これについては、2016年８月に出された「高大接続の進捗状況について」という報告でも、同
様に言われていました。さらに、「記述式試験で評価すべき能力に関する高校・大学間での共通
理解を深めることができる」とあるように、共通テストの中で記述式問題を実施することで、共
通理解が進むのではないかということが意義として言われていました。
　これに関して、文科省が明らかにした「国立大学の二次試験における国語、小論文、総合問題
に関する募集人員の概算」というデータによると、国立大学の二次試験において、国語、小論文、
総合問題のいずれも課さない学部の募集人員は全体の61.6％に上ります。この数字は、数え方に
よって随分変わってきます。ほかの学科試験の中でも記述式は導入されているのでこんなに少な
くはないという指摘ももちろんあります。では、母語としての日本語の運用能力を中心として測
る国語の記述式問題の場合、個別試験で課しているのは本学では前期定員の11.2％に過ぎません。
選択科目として課しているところまで含めても21.2％です。実際にはこんなに多くの学生は選択
しませんので、本学入学生の場合、二次試験で国語の試験を通過してくるのは十数％となります。
　その結果と言えるのかもしれませんが、次のようなことが起こっています。現在、約96％、ほ
ぼ全ての大学で１年生に対する初年次教育が行われています。その中で実際に行われているもの
として一番多いのは、「レポート・論文の書き方などの文章作法を身につけるためのプログラム」
で86.2％です。しかし、実際にはレポートの書き方のような作法を教えて済む問題ではありませ
ん。論ずるとは何か、論証するとはどのようなプロセスなのかといった基本的なところから指導
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するのが、このことの実際の中身になっている大学が、恐らく全国でも多いのではないかと思い
ます。
　一方で、実はこれらのことは、本来であれば、高校までに学んできてほしいことでもあるわけ
です。高校の必須履修科目「国語総合」の学習指導要領は、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、
「読むこと」という大きな三つの領域からなっています。その各領域の中に指導事項が並んでい
ます。しかし、印象として申し上げれば、「書くこと」あるいは「話すこと」、「聞くこと」の指
導というのは、現状の高等学校の授業の中では、どちらかというと低調だと思います。このよう
な状況がある中で、記述式問題を導入していこうという流れになっています。
　高大接続システム改革会議の最終報告では、「解答の自由度の高い記述式ではなく」、「『条件付
記述式』を中心に作問を行う」こと、そして「平成36年度以降の次期学習指導要領の下ではより
文字数の多い記述式の問題を導入する」こと、さらに記述式問題の結果については「段階別表示」
とすることが言われていました。
　さて、それでは国語の記述式問題の場合、どういう枠組みで作問が行われていくかについてで
す。先述した「高大接続改革の進捗状況について」の中の、国語における「評価すべき能力と問
題の形式」で挙げられているもののうち、「①テクストの部分的な内容を把握・理解して解答す
る」、あるいは「②テクストの全体的な精査・解釈によって解答する」という辺りの問題は現行
のセンター試験でも測っているところです。しかしその次の「③テクストの全体的な精査・解釈
によって得られた情報を編集・操作して解答する問題」という部分までは現行のセンター試験で
はもちろん測られていません。さらに、各国立大学の記述式の問題を調べてもここまでやってい
るのは散見される程度です。従って、共通テストの国語の記述式問題では②と③の内容を問うて
いくことが想定されています。一方、「④テクストの全体的な精査・解釈を踏まえ、自分の考え
と統合・構造化して解答する問題」は相当自由度が高くなりますので、これは各大学の個別試験・
小論文等の中で問われる部分になります。
　では、②と③の内容について、それをどのような出題の形式で、具体的にどう解答させるかに
ついて見ていきましょう。
　「②テクストの全体的な精査・解釈によって解答する問題」では、「テクストにおける筆者の主
張と理由・根拠を説明する」、「テクストに表現された事物について、目的・場面・文脈・状況等
を説明する」、「テクストの会話や表現等に着目して、登場人物の心情の変化等を説明する」、「テ
クストを通じて対比されている事項について考察し、共通点や相違点について説明する」、「目的
に応じてテクスト全体を要約し、論旨に沿って説明する」といったことが具体的な問題として表
現されています。また、「③テクストの全体的な精査・解釈によって得られた情報を編集・捜査
して解答する問題」では、「テクスト全体の論旨を把握し」、「推論による内容の補足をして、筆
者の主張について論じる」、「既有知識や経験による内容の精緻化を行って論じる」、「目的に応じ
て必要な知識を付加、統合して比較したり、関連づけたりして論じる」ということのほか、「複
数のテクストの妥当性を吟味し、情報を統合・構造化して論じる」といったことが挙げられてい
ます。そして、今回の記述式の問題の中では特に③のほうに重点を当てて出題をしていこうと
なったわけです。
　先月発表された「『大学入学共通テスト（仮称）』実施方針（案）」の中でも、やはり一貫して「複
数の情報を統合し構造化して」、「根拠に基づいて論述したりする」力を評価するのだということ、
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また、特に「論理の吟味・構築」や、「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評
価を重視するのだということを言われていたわけです。
　そのほか「出題・採点方法」について、作問、出題、採点はセンターにおいて行うことや、採
点に関しては民間事業者を有効に活用することも言われていました。また、出題素材選定として
「契約書や法令の条文、公文書等」のようなものも使われるということで、モデル問題が公開さ
れました。「これが国語の問題か！？」とびっくりした方も随分多かったようですが、実用的な
文章を教材として取り扱うことは従前より学習指導要領で定められています。教科書には牛乳の
成分表や薬の効能書きが教材として載っています。しかし、本来、なぜ実用的な文章が教科書に
載っているのかという点が重要ではないでしょうか。
　今後、何回かのプレテスト等を通じて、結果表示のあり方や条件付作文の条件が整理されてい
くことになります。先生方のご関心の高いところかと思いますので、一緒に見守っていっていた
だければと思います。
　それでは続きまして、筑波大学の入試改革の取り組みについてお話しいたします。
　筑波大学には学部・学科はありません。「学類」あるいは「専門学群」という教育組織、募集
単位があります。学類・専門学群ごとに全体の定員が決まっており、実施する入試の種類や募集
人員も学類・専門学群ごとに決まっています。また、現在、筑波大学では、全部含めて14種類の
入試を実施しています。一昨年からは国際バカロレア特別入試も始めました。
　従来から、地歴公民の個別学力検査等では「○○について、400字以内で解答しなさい」とい
う問題を４問、ずっと出し続けていました。それから、そのほか理科等の中でも、比較的量のあ
る記述式の問題を出していました。思考力・判断力・表現力はこれまでも測っていたと考えられ
ますが、今後の改革の中で一層そういったことへの説明がつくように、重点的に記述の問題も改
革を行っていこうとしています。
　それから推薦入試についてです。筑波大学は1970年代に創設されましたが、実は、創設当初か
らずっと推薦入試をやっています。全入学定員の25％を推薦入試で取っています。選抜の方法と
しては、小論文あるいは実技に加えて面接という形です。この推薦入試の現在の平均倍率が2.6
倍ぐらいです。出願にあたっては、「学習成績概評がA段階に属すること」という要件を設けて
います。「高校成績が良好である」ということはいったい何を意味するのかということを考えた
結果、それは「学習習慣」がしっかり身についており、「自己管理能力」が高く、「協調性」があ
り、「規範意識」が高いこととわれわれは評価することにしました。どんな学校でも、A段階の
子にはこのような傾向が見られるのではないかと思います。
　さらに、国立大学では先駆けとして、九州大学や東北大学とともに、2000年からアドミッショ
ンセンター入試（AC入試）という自己推薦型の入試を始めました。現在、全入学定員の４％を
AC入試で選抜しています。この入試では「課題発見・解決能力」を重視します。「主体的に学
ぶ力」を「学力」と見なし、これを重視するということで、推薦入試とは異なる評価基準で選抜
をしています。成績概評の要件はなく、既卒者、社会人であっても受けられる入試です。AC入
試では、９月上旬に出願があり、まず、第一次選考は書類選考を行います。志願理由書と自己推
薦書を出してもらいますが、一番大事なのが自己推薦書でして、これは形式も分量も自由です。
本人の課題発見・解決能力が分かるように、志願者の主体的、継続的な研究活動の中で、どうい
う課題の発見と解決があったのかということを書類にまとめて出していただきます。第二次選考
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は個別の面接になりますが、書類選考を経て、「この書類のとおりであればこの方は合格にしよ
う」という方を面接に呼んでいます。ですので、面接を受ける受験者数は定員の１倍台程度に
ぐっと絞り込んでいます。この個別の面接では、自己推薦書についてやりとりをすることにして
います。やり取りを通して、本当に受験生本人がその自己推薦書を作るだけの能力を有している
のかということを確かめています。ということで、「主体的、継続的な」という辺りが一つのポ
イントです。研究活動の到達度を測るのではなく、そこに至るプロセスを重視するという形で、
活動の質を評価しているということになります。
　さて、AC入試で入学した学生の入学後の様子についてですが、GPAで見ると、成績は良かっ
たり悪かったりです。しかし、本学で国際・国内レベルの審査、または学会等で高い評価を得た
者を対象として行っている「学生表彰」をどれくらい受けているかという指標で見てみると、
2005年から2010年までの５年間で71人が学生表彰を受け、そのうち23件がAC入試の学生でした。
全学生定員の４％であるAC入試の入学者が学生表彰中では32％を占めているということであり
ます。さらに、本学には「先導的研究者体験プログラム」というものがあります。これは学部１
年生から３年生を対象としており、「自分はこういう研究がしたい」という意思があって、それ
を申請し、審査によって認められれば、大学１年生でも学内に研究用のスペースと予算がもらえ
るというプログラムです。これについては2009年～2012年までの間に115件が採択されています
が、そのうちAC入試の合格者が42件でした。また、AC入試入学者のうち約10％はこのプログ
ラムに応募して、参加しています。
　AC入試も始めて16年になりました。入学者も1,000名をようやく超えたところです。比較的、
目的意識をはっきりと持って来る者が多いので活躍する者も少なくありません。
　それ以外にも、本学ではグローバル化に向けた入試改革としてさまざまな取り組みを行ってい
ます。
　まず、平成32年度より一般入試を「大括り」化します。大括り化して、一つの受け入れ先に学
生を受け入れます。受け入れ先は「スペシャリティー・ファインディング・ターム」とか「SFター
ム」と呼びます。ここへは三つの入試区分から学生を受け入れます。文系の方が受けやすいよう
な入試区分、理系の方が受けやすいような入試区分、どちらの方でも受けられる入試区分という
三つを検討しています。そこから２年生に進級するときに各学位プログラムに配属されていきま
すが、どの入試区分で入っても、自由に進むプログラムを選ぶことができるという仕組みです。
もちろん、希望する学位プログラムごとに、SFタームの間に履修すべき科目や、その成績に関
する要件はあります。以上のような大括り入試の実施に向けて、「どういう区分にしたらいいだ
ろうか」とか、「SFタームをどう設計したらいいだろうか」ということをあれこれと考えている
ところです。
　それから、既に発表していますが、特別入試枠は現行の30％からだんだん拡大していく方針で
す。あまりもう時間はありませんが、本年度中に大枠を決定して公表する予定です。
　以上のことについて、まだまだ暗中模索、手探りで進めているところです。ご清聴ありがとう
ございました。
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アドミッションセンター
大学からの情報発信②
九州大学での取り組み

九州大学 人間環境学研究院（教育学部）　木村 拓也　先生

　九州大学の木村と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は、九州大学21世紀プログラ
ムの17年間の経験をお話ししたいと思います。公表されている募集要項等では分からないところ
まで、少し踏み込んで、どういう入試で、どういう学生が入ってきたのかということをお話しし
たいと思っています。
　そもそも、実は21世紀プログラムは、もう募集を停止しています。ご存じのとおり、九州大学
は平成30年度から「共創学部」という新しい学部を新設します。21世紀プログラムはそちらに吸
収されますので、今後募集は行われません。これまで21世紀プログラムは、学部に所属せず、卒
業論文の指導教官を自由に選べる仕組みとしてやってきました。本学の定員は2,555人ですが、
そのうち26人しか21世紀プログラムでは入学しません。わずか１％です。しかし、その彼らがも
のすごく学内の中で存在感を示してきた17年であったと総括ができると思います。
　まず、21世紀プログラムの選抜方法ですが、センター試験を使わない入試をやってきました。
東北大学・九州大学・筑波大学にアドミッションセンターができ、AO入試が始まった当時から、
九州大学ではこの入試に取り組んでいます。その途中で、さまざまな試行錯誤を重ねてきました。
最初の頃は、受験生を図書館に送り込み、その中で自由に好きな本を見つけて小論文を書いても
らうという形の試験を行っていました。その後、一次選抜の書類審査を経て、二次選抜では１日
目に講義・レポートを３テーマ課し、２日目にグループ討論・小論文・個人面接を行い、11月下
旬に合格発表という形に変わりました。
　それでは、講義型試験を実施する狙いについてまとめていきます。この試験では、まず先生方
の講義を大学と同じように聞きます。その後、レポートを書き、それに基づくディスカッション
を行い、最後に自説をまとめる小論文を書きます。これら全てが大学での学習そのものです。こ
の講義型入試は、大学の学習生活そのものをぎゅっと詰め込んだ入試として、大学入学後に授業
でばんばん発言して、活躍してくれるような学生を選ぶために行われていました。ディスカッ
ションはものすごく盛り上がります。教員が止めないと、もうしゃべりまくって会話が聞き取れ
ないぐらい議論を活発に行います。そこで評価された学生は、入学してもやはりよく話す学生、
よく議論ができる学生です。また、試験で課す三つのレポートと小論文はかなり長時間にわたっ
て書かせます。すると、やはりよく書ける学生がこの試験を経て入ってきます。一般入試よりも、
よりアクティブで目的意識を持った学生が入学する入試区分として、この講義型試験を私たちは
非常に評価しています。
　次に、21世紀プログラムの志願者・合格者の推移についてです。志願倍率は初年度から一時期
下がっていましたが、毎年、募集人員のおよそ4～5倍、人数にして大体120人ほどの方に受験し
ていただいていました。また、男女の割合を比較すると、合格者は女性が圧倒的に多く、男性が
少ないということが分かります。さらに、合格者の出身地別に見てみると、21世紀プログラムは
東京から来る学生も多いですが、九州を中心に受験生を集めております。東京から来る学生は、
少し特殊な高校からよく受験していただいていました。九州に関しましては、県立高校・私立高
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校問わずさまざまな高校から受験いただきました。
　そして卒業研究ですが、先ほど、どの学部からでも指導教官を選べるとお話ししました通り、
医学部も含めた幅広い分野で卒業論文が書かれています。特に教育学部や農学部のような、どち
らかというと学際系の強い学部が、よく卒業研究の分野に選ばれていたという印象を持っていま
す。
　次のデータが恐らく驚異的なのですが、21世紀プログラムから88.5％の学生が留学をしていま
す。これは延べ数なので、１人で何回も留学している学生もカウントしていますが、21世紀プロ
グラムの学生は、留学をする割合が圧倒的に高いです。２番目に高いのが文学部の34％です。
　また、卒業生の進路ですが、大学院進学が37.2％です。実際に、研究者としてはまだ若手です
が、最初の一歩を踏み出している方もいます。その他の進路における21世紀プログラムの学生の
特徴としては、例えば就職では、募集していない企業に自分で履歴書を送って、就職に結びつけ
るようなパワフルな学生がいます。そのほか起業する学生もいます。就職先一覧には見えないと
ころではありますが、そういう学生が育っております。
　次に九州大学には「山川賞」という賞があります。この賞は学部２年生、３年生を対象に、採
択されると卒業まで毎年100万円ずつ、多い学生は卒業までに300万円ほど奨励金が支給されま
す。この山川賞への応募者数のうち３割が21世紀プログラムの学生です。彼らは定員の１％の人
間です。実際に採択者数も３割が21世紀プログラムの学生で、私からするとかなり高い割合では
ないかと思います。
　さて、こうした21世紀プログラムの学生を、実際の入試で具体的にどのように選抜しているの
かということを改めてお話しします。まず一次選抜では、志望理由書・調査書・活動報告書の書
類審査のみを行っています。特に重視するのが志望理由書です。複数の学部にわたって自分でカ
リキュラムを組み立てて学ぶだけの力があるのか、その意気込みがあるのか、そして、アドミッ
ションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーを十分に理解しているのかという
点で判断します。評価は４名の者によって、AからDの４段階（活動報告書に関しては３段階）
で行っています。
　二次選抜は、先述のとおり、ミニ大学生活を体験するような中身で、大学の学習に耐え得るだ
けの力があるかを判断します。１日目に講義が三つありますが、三つであるのには理由がありま
す。それぞれ人文科学・社会科学・自然科学の分野で、昔、教養部があったときの三本柱となっ
ています。この各分野から一人ずつ先生を立てて50分の講義を行います。それから、その講義に
対して期末試験で課すようなレポートをそれぞれ70分で行います。これで１日が終わります。２
日目はまずグループ討論を行いますが、当日の朝に「こういうテーマで議論してください」とい
う論題を渡します。これは１日目の夜に論題の関連情報をインターネットで検索して、予習させ
ないためです。「テーマに合致しない議論をした者はどんどん落としてください」と私たちは言っ
ています。受験する方にもそういう形で説明をしています。グループ討論の150分間は、まず三
つの講義テーマから二つを選び、手を挙げて意見を述べる時間を与えられます。残りの時間はフ
リーディスカッションで、誰がしゃべってもいいという形になっています。グループ討論の場で
は、さまざまな人がいますが、自分の意見を自分の頭で考えて、はっきりと主張できるかが評価
のポイントになっています。その後、一つの論題に関して小論文を行います。また、小論文を作
成している間に１人ずつ個人面接を行います。想像できないかもしれませんが、試験会場では飲
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み食い自由、さらにしゃべっても構いません。もう他の人の意見をグループ討論で聞いているの
で、それが正しいかどうかも分からないわけです。ですから、静かな試験室ではありません。こ
うして試験は午後５時に終わります。以上の試験が合計大体13時間かけて行われます。
　試験委員は、講義を担当するA委員と、面接を担当するB委員がいます。A委員については、
各講義それぞれ、講義を行う人１名とレポートを採点する人２名の計３名でやっていますので、
３講義合わせて９名います。面接を担当する B委員は各部屋３名、理系文系織り交ぜて専門分
野に分けています。面接室は５室ありますので、B委員は合わせて15名います。以上、計24名の
教員が試験委員として関わっています。裏方の教員も含めると30名ぐらいで試験を行っていま
す。26名を選抜するのに約30名の教員が関わっているわけですので、結構コストが高い入試であ
ることに間違いありません。
　次に講義内容ですが、人文・社会・自然科学の幅広い分野から選ばれます。前提知識がなくて
も講義に取り組み、大学と同じように自分でアウトプットをして、レポートを書き、ディスカッ
ションをすることに耐えられるかどうかを試しています。「大学の講義を聞けただけでも受けた
甲斐があった」と、毎年この講義が終わったあとには学生からなぜか拍手が起こります。うちの
大学で一番講義がうまいといっても過言ではない、ベストティーチャーのような先生を3名選ん
で講義をしてもらいますので、われわれも聞いていて非常に面白い講義です。
　一方で、その先生たちに「講義をしてください」と頼むのは私たちの仕事なわけですが、もう
そういう先生たちを探すのが非常に大変です。依頼の仕方としては「先生がお持ちの講義のネタ
の中で、大学生になりたての学生へ最初にする授業をしてください」とお願いをします。最初の
授業は、自分の講義に関心を持ってもらうため、やはり興味をひかせる話題や、前提知識のあま
り要らない内容のはずです。そうした講義を依頼して、その後のディスカッションのネタも考え
ていただいて、討論になるような内容をアドミッションセンターの教員とコミュニケーションを
取りながら作っていくという作業をしています。ですから、この時に講義担当の先生たちを出題
委員として、アドミッションセンターの教員はさながら問題の点検委員のような形で講義型の試
験を作っています。
　２日目のグループ討論はテーマごとに討論をしますが、まず、講義に関して挙手制の意見発表
を行い、その後時間が余ったら自由討論を行います。これを講義三つ分、３セット繰り返します。
実際の現場では、前に先生が３人おり、それをコの字に生徒が囲んで、議論をするという形に
なっています。
　小論文は大きな教室で270分ずっと座って書きます。最初の60分で書き終える人もいますし、
270分ずっと書いている人もいます。答えはないですから、受験生も悩みながらやっているのが
非常に伝わってくる試験会場です。
　他にもこの入試で苦労している点はいくつかありまして、その一つとして、第二次選抜のディ
スカッションのグループ分けをこだわってやっていることが挙げられます。このグループ分けで
は、まず、一次の成績をベースに一番良かった人から順番にグループに並べて行きます。そうし
て各グループの第一次成績、つまり本学の21世紀プログラムのアドミッションポリシーを理解し
ている度合いを均等化するとともに、男女比や現浪比、地域性が均等になるように操作します。
同じグループに一つの県や高校の出身者が偏って話しやすい雰囲気をつくられないように、九州
外がちゃんといるように操作をしてグループをつくっています。
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　第一次選抜の順位付けには「多次元マトリックス方式」というものを使います。先ほど、書類
審査で提出された志望理由書・調査書・活動歴報告書にA～ C（D）で成績を付けるとお話しし
ました。ここで、一番評価が高いのがAAAの学生です。その次はAAB、あるいはABAとい
う学生です。このように3次元で評価を行うためにキューブの角から順番に番号を振って、その
番号を基に受験生に順位点を付けて、その順位点の低い者から合格者を出していくというやり方
で評価を行っています。
　実は九州大学の多くのAO入試で、こうした方法で評価を行っています。これには理由があ
りまして、点数で付けてしまうと非常に不都合なことが起こります。評価を点数で付けた場合、
点数差を多く付けた先生の意見が効いてしまいます。５点足しても、10点引いても結果は変わり
ません。それを防ぐためにA・B・C・Dというカテゴリに分けて、点数差のばらつきがないよ
うにやっています。採点基準を作るよりも、採点方法のルールのほうが、こういう総合的な評価
をするときには大事ではないかというのが九州大学の17年間の経験です。採点基準は何度やって
も完璧なものを作るのは非常に難しいです。個々の教員の観点も違います。それよりも、「どう
いう得点分布で採点するか」というルールを設けて、それを逸脱しないようにするのが非常に大
事なやり方ではないかと思います。そのために、第二次選抜のグループ分けでは、まず各グルー
プの成績を均等にそろえておくという作業が非常に重要になってくるわけです。
　次に、採点基準です。先ほど「採点基準はない」というお話をしましたが、ただ、われわれは
「ぜひ入学をしてほしい者にAを付けてください」と言っています。先生が見て、学部１年生と
比べてきちんと遜色ないかどうかということのみを評価基準にしています。もちろんいろいろな
評価基準を細かく立てることは可能ではありますが、われわれが17年間やってたどり着いたの
は、もうごちゃごちゃせずにシンプルに評価を行ってもらうということです。
　最後に、講義型の入試の制度設計のコツは、とにかく面白い講義を提供することに尽きるので
はないかと思います。「入試自体も大学入試広報なのだ」という気持ちで、「こんなに面白い先生
がいるならこの大学で学びたい」と受験生に思わせる入試作りに取り組んでいます。
　こうした入試の広報面での効果もあってか、実は21世紀プログラムのAO入試は大学全体と
しての連続受験が非常に多いです。21世紀プログラムの入試自体は1回しかありませんが、それ
で落ちても前期で入ってくる学生が結構います。
　昨今の入試改革によって選抜方法だけが非常に工夫されても、よい志願者がいなければ、よい
学生は入学しない、これは当たり前だと思います。ですので、広報が大事だということをつくづ
く感じている次第でございます。
　広報ももちろんですが、もしかするとそれよりも、高校と一緒にどういう生徒を育てていくの
か、そのポリシーが大学にとって重要なのではないかと思っています。九州大学では、さまざま
な高大連携事業、高大接続事業を行っています。やはり、入試改革だけではなく、高校と大学が
手を組んでいろんな学びのあり方を提供することで、つまり、入試と教育が両輪にあることで、
成功していくのではないかという実感を持っています。
　長くなりましたが、私の話は終わりにさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがと
うございました。
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アドミッションセンター
高校からの情報発信

鹿児島中央高等学校での取り組み
鹿児島県立鹿児島中央高等学校　上赤 洋平　先生

　鹿児島中央高等学校の上赤と申します。本日は鹿児島中央高校の取り組みということで、どう
いう経緯で中央高校が SSH 採択に向けて動くようになったかということをお話しいたします。
どうぞよろしくお願いします。
　振り返りますと、先代の校長先生から赴任されて早々に、「新入試に向けてプロジェクトチー
ムを作らないといけない」との提言があり、職員に声を掛けられて「維新プロジェクトチーム」
という名前で新入試研究のプロジェクトチームが作られました。メンバーは数学担当の進路主任
と理科担当の進路副主任、そして体育担当の先生と国語担当の僕の４名です。この４名で新入試
について研究するプロジェクトチームが去年の４月から結成されて、毎週1回の会議を重ねなが
ら進めてまいりました。その会議でいろいろな意見を出し合いましたが、この話し合いは個人的
にすごく楽しかったです。中央高校の現状と、これからどうすれば中央高校が伸びていくかとい
うことについて、４人で熱く語ってまとめてきました。それを９月の職員会議で提言しました。
　提言では、最初に鹿児島中央高校生の現状を示しました。その内容の前に、少し鹿児島中央高
校の紹介をします。中央高校は今年で創立55周年ですので、今の１年生は55期生ということにな
ります。現在、１学年に320名の生徒がおりますが、毎年そのうちの170名前後が国公立大学に進
学し、ほとんどの生徒がセンター試験を受験する、いわゆる進学校です。鹿児島大学さんにも毎
年たくさんの合格者を送り出しており、大変お世話になっています。
　中央高校生の現状として、まず、そのよいところは何だろうとプロジェクトチームの４人で話
し合ったときに、まじめでコツコツ頑張る子たちであることが挙げられました。ご存じのように
中央高校では朝の０限のほか、３年生になると放課後補習、放課後自習を行っており、県内の進
学校だとこういうところも多いと思いますが、生徒は朝の７時35分から夜の７時まで学校で勉強
をしています。生徒たちは本当にまじめでこつこつ頑張っております。
　しかし、そんな生徒たちにもっと改善してほしいなと思うところもあります。それは、非常に
受動的であること、学習意欲が非常に低いこと、乏しい学問観であることです。「○○大学に行
きたい」とか、「将来何になりたいか」ということを生徒と結構話しますが、その学問でどうい
うことをするのかが分かっていなかったり、「将来○○になりたい」という話も、ただ自分が知っ
ている仕事について言っているだけで、本当にそれになりたいのかということが突き詰められて
いなかったりします。このような課題があるのではないかという話に対して、先ほど紹介した維
新プロジェクトチームのメンバーの先生から「中央高校のように０限から夜の７時まで学校で勉
強させることが、こういう生徒を作っているのではないか」という興味深い問題提起もありまし
た。これについては本当にいろいろな議論をしました。
　職員会議では、こうした鹿児島中央高校生の現状を示した後に、職員向けに、今、求められて
いる「学力の３要素」を示す資料や、「新入試改革のポイント」、「大学入試制度の変化」をまと
めたほか、「国公立大学の対応」を示しました。その中で、国公立大学の対応の変化として、各
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大学が SSH、SGH校からの入学者をどのようにして獲得するかを模索しているという現状があ
ることを示し、「だからこそ、ぜひ本校でも SSHを導入しよう」ということで、共通理解を求め、
職員会議で説明しました。
　さらに、「目指す生徒像」として、「自主：自分の意思で行動する生徒」、「好学：好奇心旺盛で、
自ら学ぶ意欲に満ち溢れた生徒」、「敬愛：互いに尊重し合う人間関係を形成できる生徒」という
３点をプロジェクトチームから提言しました。この「自主」・「好学」・「敬愛」は、「三綱領・五
条目」という鹿児島中央高校の校訓のようなものに絡めています。この「自主」・「好学」・「敬愛」
という言葉をよく考えてみると、まさに今求められている総合的な学力とかそういうものを表し
たすごい言葉なのだなと改めて思います。
　具体的な提言としては大きく２点あります。まず「アクティブラーニングと探究活動を教育の
柱にしよう」ということで、その合言葉として中央高校の Cを使った「Challenge」、「Create」、
「Collaborate」という三つの言葉をキーワードにすることを提言しました。ロゴマークも作りま
した。中央高校の校章のシルエットの中央に Cを配置して、三つの矢印の先にそれぞれのキー
ワードを配置しています。次に、「学校で100％やり切ろう」ということで、「宅習３時間より学
校での８時間」を重視することを提言しました。生徒は学校に０限から７限までの８時間います。
そのような中で、生徒たちの帰宅後の３時間の宅習よりも、学校にいる８時間でしっかり勉強を
させて、そこで力を付ける方向に転換していくことを提言しました。
　今後の課題としては、「授業の中でアクティブラーニングをどう取り入れるか」ということを
挙げました。「朝日子」という名の本校の総合的な学習の時間では、今まで、小論文の学習指導
を中心に行ってきましたが、そこから探究活動を行う形に変えていってはどうかという提案を行
いました。以上が2016年９月に行った提言です。
　2016年10月になりますと、今度は「SSH準備委員会」というものを結成しました。「維新プロ
ジェクト」が鹿児島中央高校全体の現状を見て、再び活性化を図ることを目的としていたのに対
し、そこから SSH採択のためにもっと具体的な検討を行うために作られたのが SSH準備委員会
です。メンバーは、国語・地歴・数学・英語・家庭・体育の担当が各１名と理科担当の２名、計
８名で構成されており、この中の理科の先生方が実際に中心になって準備してきました。毎週１
回の会議を行いながら、10月、12月、３月の計３回の職員会議で SSHの採択について説明しま
した。
　その中でも、10月の職員会議で説明した内容をいくつかお示しします。まず中央高校の課題と
して、維新プロジェクトチームでまとめたような課題があることを示して、その課題の解決へ向
けた中央高校の変革のきっかけに SSHを利用してはどうかという形で提案を行いました。SSH
に指定されると、初年度に1,600万円の資金の援助があり、有名な先生を呼んだり、実験器具を
そろえたりすることができます。それを中央高校の変革のきっかけに活かせないかということを
説明しました。中央高校が SSH指定校として目指す研究開発テーマは「日本の未来を担い、世
界が求める人材の育成 ～21世紀の教育のありかたを提案する～（仮題）」であり、「①課題探求
型学習の充実」、「②新学習指導要領の目的に基づいたカリキュラム、スケジュールの開発」、「③
主体的・協働的な学びを指導できる指導法の確立」という、この三つを柱としています。
　さらに、職員会議ではSSHとはどういうものかについて、資料を用いて説明しました。そこで、
職員に SSH導入の有効性というものを説明しましたが、いろいろな考えをお持ちの先生がたく
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さんいらっしゃいました。
　SSH準備委員会と維新プロジェクトチームとしては、あくまでも鹿児島中央高校変革のきっ
かけのために SSH を取り入れようと提案しており、SSH の導入だけではなく、そのほかにも、
いろいろな部分の変革を提言しました。例えば、一つは、現在「０限」という名前で朝補習をやっ
ていますが、その朝補習を廃止、もしくは朝自習という形にすることを提案しました。また、現
在、７時間授業の際は終礼が午後４時40分ぐらいに終わるので、放課後に教師と生徒が触れ合う
時間がなかったり、探求型の活動等を取り入れたときに放課後に取り組む時間がなかったりする
ため、毎日行っている職員朝礼を廃止するなどして午後４時に７時間目の授業が終わる形にし、
放課後に何とか時間を作ろうということも提案しました。
　このような提案に対し、「そもそも０限の時間をカットして学力が担保できるのか」という意
見や、「学習指導要領が変わったり、大学入試が変わったりすることはよくあるけれども、それ
に振り回されて学力を担保できないカリキュラムを学校で組んでいいのか」という懸念が寄せら
れました。それに対して、アクティブラーニングの有効性だとか、SSHを採用するメリットをじっ
くり説明するべきでしたが、推進委員の先生自身も「探究活動を重視しよう」と言っている反面
で、「果たして探究活動を本当に指導できるのか」という不安を抱えている状況がありました。
　以上のような形で、鹿児島中央高校では SSH採択に向けて頑張っていましたが、残念ながら
昨年度は採択していただけませんでした。しかし、2017年４月になりまして、中央高校では、
「SSH準備委員会」から「SSH推進委員会」へ名前を変えて、また今年度以降も採択に向けて取
り組んでいこうとしています。昨年度同様、国語・地歴・数学・英語・家庭・体育の担当が各１
名と理科担当２名の計８名のメンバーで、週１回の会議を重ねながら、現在取り組んでいるとこ
ろです。
　昨年度、鹿児島中央高校は SSHには採択されなかったのですが、そのほか、いくつか新入試
に向けて改革しているところもありますので、ご紹介したいと思います。まず、今年度は総合的
な学習の時間を探求的なものに変える取り組みを行っています。具体的に動き始めるのは７月ぐ
らいからになるので、現在、実際に子どもたちが動いているわけではないですが、週１時間の総
合的な学習の時間をプレ課題研究のような探求型の活動にしていく予定です。また、理科のほう
では今年度から「科学と人間生活」をカリキュラムに加えていますが、かなり探求の色の強い内
容になっています。そうした中で、生徒たちは本当に嬉々として実験に取り組んでおります。こ
の前授業をしていたら、男の子と女の子が４人ぐらいで授業中に廊下をとことこと歩いていまし
た。前もって理科の先生から「授業中に生徒たちが移動することがあるかもしれません」という
説明はありましたが、その子たちに「今、何しているの？」と聞いたら、「校内を調べている」
と言いました。生徒たちはすごくにこにこしながら楽しそうに取り組んでいて、それを見るだけ
でも、やはり探求というのは基本的に楽しいのだなというような思いを持ちました。また、来月
（７月）からは試験的に職員朝礼をなくすことも考えており、放課後に生徒たちと触れ合ったり、
活動したりする時間を増やせないか模索しているところです。
　最後に、昨日、「鹿児島県進学指導ステップアップ研究会」の総会が偶然あったのですが、そ
こでも新入試や総合的な学力の育成がどの学校でも話題になっていました。各校本当にいろいろ
悩まれて様々な実践をされているのだということを改めて知ったところでした。
　それでは、以上で鹿児島中央高校からの取り組みの報告を終わります。どうもご清聴ありがと
うございました。
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アドミッションセンター

「入試と入学後成績の追跡調査」の実施
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アドミッションセンター

鹿児島大学 平成29年度入試分析
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アドミッションセンター

鹿児島大学主催 単独説明会の実施
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アドミッションセンター

高等学校での大学説明会の実施
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アドミッションセンター

高等学校等からの大学訪問受け入れの実施
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アドミッションセンター

秋季オープンキャンパスの実施
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アドミッションセンター

アドミッションセンター運営委員会実績
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アドミッションセンター

教　員　紹　介
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アドミッションセンター

職　員　紹　介
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グローバルセンター
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スタッフ紹介

馬場 昌範（グローバルセンター長　難治ウイルス病態制御研究センター教授）
　平成29年４月より、グローバルセンターは総合教育機構の一員になりました。同じ時に、私は
国際企画推進担当副学長を拝命し、さらに平成30年４月からは副学長職に加えて、グローバルセ
ンター長を併任させて頂いております。平成30年３月には、本学の国際化を推進する目的で、「鹿
児島大学国際化の基本方針」が制定されました。グローバルセンターはその方針に則り、セン
ターの皆さんおよび学生部へと改組された国際事業課の方々と力を合わせ、本学のグローバル化
と教育研究の発展に尽力して参りたいと思います。

畝田谷 桂子（グローバルセンター副センター長　学生海外派遣部門長　学長補佐（国際教育担当）教授）
　学生海外派遣部門では、学生が海外活動を身近な選択肢として考えられるよう、情報提供や教
育・支援を行っています。また、日本人学生と外国人留学生の交流を促進するため、Global 
Language Space での協働学修など様々な活動を企画し、実施しています。様々なチャンスの周
知をさらに進めて、個々の学生が最適な選択ができるよう、お力添えをいただければ幸いに存じ
ます。引き続き、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

中谷 純江（教授、グローバルセンター・キャンパスグローバル化部門長、北米教育研究センター長）
　教育研究の国際化を推進するための体制整備や国際プロジェクトの企画運営などを担当してい
ます。大学のグローバル化は、全学が連携して取り組む必要があるとともに、地域との連携が重
要な課題です。学部間や、そして地域とをつなぐ役割を果たせるように務めます。専門は社会人
類学、インド社会を主な研究対象にしています。近年は、近代化やグローバル化が家族や親族の
形をどのように変化させるのか、どのように地域社会は維持されるのかをテーマに喜界島やミク
ロネシアの島でも調査を行っています。

和田 礼子（グローバルセンター外国人留学生部門　教授）
　専門は日本語教育です。学部留学生を対象とした共通教育の日本語科目の他、交換留学生や研
究生、大学院生を対象とした日本語クラスで外国人留学生に日本語を教えています。鹿児島大学
には324名の留学生が在籍しています。自然な形で日本人学生と留学生が語り合える大学になれ
ばと思います。

市島 佑起子（グローバルセンター外国人留学生部門　講師）
　現在、共通教育日本語科目、留学生を対象とした日本語 ･日本文化学修プログラム（Study 
Japan Program）を主に担当しています。以前は中国 ･韓国の大学で日本語を教えており、鹿児
島大学に着任して６年がたちました。異なる背景を持つ学生達が、互いを尊重し、共に学びを深
められる環境づくりに少しでも貢献できたらと思っています。

グローバルセンター
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森田 豊子（グローバルセンター特任准教授）
　2016年にグローバルセンターに赴任いたしました。P-SEG 短期海外研修（台湾、イラン）お
よび学生海外派遣（協定校留学派遣、トビタテ！ JAPAN留学派遣等）を担当しています。自身
の専門は国際関係論および中東地域研究（特にイランの家族法、子どもの権利）です。鹿児島大
学で2002年から非常勤講師として2016年からは現職で「世界の中のイスラーム」を担当していま
す。鹿児島地域の多文化共生、ムスリム対応にも取り組みたいと考えています。

福冨 渉（グローバルセンターキャンパスグローバル化部門　特任講師）
　タイ語翻訳者として仕事をしておりましたが、2017年に鹿児島大学に着任いたしました。
P-SEG プログラムの海外研修科目（タイ研修・シンガポール研修）、英文広報誌KU Today の編
集や、SNS の運用などを担当しております。タイの現代文学を専門に研究しておりまして、文
芸作品の日本語訳などもおこなっています。鹿児島大学の学生のみなさんがご自身の世界を拓い
ていく学びの、お手伝いができればと思っております。

安永 政喜（国際事業課　課長）
　国際事業課は、グローバルセンターが平成29年度に総合教育機構に編成されたことにより旧研
究国際部から学生部へ改組となりました。事務職員８名、グローバルセンター所属特任専門員４
名、非常勤職員４名の体制により国際事業、留学生等に係る業務を行っております。
　今後も平成29年度に策定された「鹿児島大学国際化の基本方針」をベースにグローバルセン
ターと一体となって本学の国際化に向け取り組んでまいります。
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