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フォーラム・セミナー報告

第13回 FDフォーラムを開催しました

日時：6 月 27 日
（土）
10：00 ～ 18：00
場所：第２学舎 ３号館 E301 教室

6月27日、関西大学千里山キャンパスにおいて、第 13 回関

線で活躍する社会人の間でも学び直しで価値の見いだされてい

西大学 FDフォーラム（全国私立大学 FD 連携フォーラム後援、

る分野です。交渉学の基礎概念とその実践をさまざまな授業

関西地区 FD 連絡協議会協賛）を開催しました。今回のフォー

でマイクロインサーションすることで、共通教養科目のみなら

ラムは「交 渉 学 のFuture Design－交 渉 学を身体 化 する－」

ず専門科目の分野でより人間性のある人材を輩出できることが

をテーマに、教員がそれぞれの授業において、その必要に応

期待されています。

じて交渉学のエッセンスを導入することができることを目標に

講演では、交渉学の基礎概念について説明があり、さまざ

おこないました。交渉学のメソドロジーについて、具体的な例

まな基礎教養科目でどのように交渉学をマイクロインサーショ

を用いてインストラクションを行い、その後に「デモ授業」を

ンすればいいかについて､参加者と一緒に考えていきました。

実施した上で、解説を加える形式でおこなわれました。

各グループによる話し合いでアイディアを共有し合い、全体で

講師には一色 正彦 氏（金沢工業大学大学院 知的創造シス
テム専攻 客員教授

共有し、一色氏のフィードバック・コメントをいただきました。
（教育推進部

他）をお迎えし、三浦 真琴（関西大学

山本敏幸）

教育推進部 教授）、山本 敏幸（関西大学 教育推進部 教授）、
田上 正範（関西大学 非常勤講師、追手門学院大学 准教授）、
松木 俊明（関西大学 非常勤講師、弁護
士）がファシリテーターとしてサポートを
しました。
採 択された AP において、アクティブ
ラーニングの成果をどのように可視化する
かという課 題に対し、「交渉 学」の導入
に着手してきました。ハーバード大学で培
われた「交渉学」とは、これから社会に
巣立っていく学生に取って、社会人基礎
力の根幹をなす信頼関係構築に必要なコ
ミュニケーション能力です。このコミュニ
ケーション能力は学生のみならず、第一

講演の様子

第14回 FDフォーラムを開催しました

日時：10 月 3 日
（土）
13：30 ～ 17：05
場所：総合図書館 ラーニング・コモンズ内
ワークショップエリア

10月3日、関西大学千里山キャンパス総合図書館 ラーニン

口大学、名古屋商科大学、山形大学のそれぞれの取組事例に

グ・コモンズ内ワークショップ・エリアにおいて、学習成果の

ついてご発表頂きました。また基調報告では松下佳代先生よ

評価に関するテーマについて議論を重ねてきた大学教育学会と

り学習成果の評価にまつわる課題やルーブリックをめぐる論点

合同して、「第 14 回関西大学ＦＤフォーラム・大学教育学会課

についてご講演を伺いました。さらに各大学からのフィールド

題研究『学士課程教育における共通教育の質保証』合同企画

報告後には濱名篤先生より各取組へのコメントを頂くとともに

イべント」を開催しました。

学士課程教育全体を俯瞰する視座をご提示頂きました。最後

今回のフォーラムではポスターセッション、基調報告、フィー

にパネルセッションでは、安藤輝次先生、深堀聰子先生、濱

ルド報告及び報告に対するコメント、パネルセッションを展開

名篤先生、松下佳代先生にご登壇頂き、共通教育における質

しました。ポスターセッションでは、関西大学、新潟大学、山

の保証や学習成果の評価に関する様々な課題や論点について
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関西大学における国際教育カリキュラム促進のための
日時：7 月 20 日
（月）
～24 日
（金）
FD/PDを実施
場所：関西大学 千里山キャンパス
Knight(1994) では、教育の国際化とは、教育機関の様々

た EMI(English Mediated Instruction) を展開するというの

な機能、研究、そして教育において国際的な要素、または異

が、本学においても現実的な方向性だろう。UQ（クイーンズ

文化を意識づけた側面が加味される過程であると定義されて

ランド大学）による CLILワークショップは、合計 16 名の関

いる。大学 教育の根幹を成すものは、教育カリキュラムであ

西大学の参加者らを対象に行われた。まず第一日目に CLIL

る。そのカリキュラムを国際化しなければ、真に大学が世界

とは何かを理解することから始まり、二日目以降は英語を用

的な通用性を目指すことはできない。しかし現場において、

いた授業ではありながら、学習者の内容理解のプロセスを効

このプロセスは容易なものでない。平成 27 年度における国際

率よく支援する様々なメソッドや教授の工夫などについて実体

教育のためのFD/PDとして、本学では７月末の 5日間（7月

験しながら進められた。本ワークショップで、留学生と日本

20 日～ 24日）の集中トレーニングワークショップを開催した。

人学生の混在する多様な教室事情にも対応できる教授法を具

このワークショップ は、CLIL（クリル/Content Language

体的に実体験することができた。参加した教員達からも希望

Integrated Learning 内容言 語 統合 学習）と言う、専門教

があったが、この機会を皮切りに、次年度についてもこのよう

科を英語で学び教科知識、語学力、思考力、コミュニケーショ

な企画をより多く提供していく予定である。
（国際部

ン力を統合して育成する教授法である。CLIL の手法を通し

池田佳子）

て、効率的かつ 深いレベルで専門内容を修得し、また 英語
を学習手段として使うことで、４技能はもちろんのこと、批判
的思考力やコミュニケーションにおける実践力を伸ばすことが
できるため、一般的な学習スキルの向上も意図されている。
CLIL は、外国語教育の様々な教育原理・技法を有機的に統
合することで、高品 質な授業の実現を目指す。CLIL の基本
原理は言語教育に基づくが、日本国内の事情、特に昨今の
高等教育機関においては専門科目を英語で教授する必要性が
高まっており、多くのケースにおいて日本人学生と国際学生が
混合した履修者を対象とする教室が対象となる。多言語支援
や、日本語と英語をどれぐらいの比率で、またはどのようなチャ
ンネルで応用しながら学習者の最大限の学びを引き出せるの
かなど、多くを思案しなくてはならない。これらの事情にあっ

CLIL ワークショップの様子

コラボレーションコモンズだより
凜風館 1 階に開設している「コラボレー

ています！

ションコモンズ」では、誰でも気 軽に本

「コラボレーションコモンズ」内であれ

を読んでもらえるようにと、
「LinCom（リ

ば、自由に手にとって閲覧できるので、

ンコム）ライブラリー」を設置しています。

ソファーでリラックスして読んでいる学生

ライブラリーはエリアの特色に合わせ

さんや友達と一緒に見ながら談笑してい

て大きく２か所に分かれています．「コン
シェルジュカウンター前の本 棚」には、

る学生さんも多くいます。
配架する図書については、随時募集し

新着図書・特集本・小説・洋書・英語コミッ

ていますので、「こういった本があればい

ク・写 真 集（カウンタースペース）を、

いなぁ！」「最 近話題になったあの 作 家

「ICTエリア（デスクトップ PC２台設置）

の小説が気になる」などあれば、コンシェ

学生はもちろん、先生方からの応募や

前の本 棚」には、パソコンスキルに関す

ルジュカウンターに設置している申し込み

本の寄贈なども大歓迎ですので、ぜひと

る本・レポート作成についての本・学 術

用紙やインフォメーションシステムの「申

もよろしくお願いいたします！

図書・雑誌等を合わせて約 200 冊配架し

請・アンケート」からどんどん申し込 ん

でください。

（柴田晴美、嶋本美幸、中田裕己、岩﨑千晶）

