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京都三大学 教養教育共同化による
「新しい時代の要請に応じた教養教育」の実践

京都府立大学

教養教育共同化

教育の
改革
サイクル

京都三大学教養教育研究・推進機構

取組の成果を「京都モデル」として全国の大学へ発信

教養教育共同化施設「稲盛記念会館」

「北山文化環境ゾーン」
京都学・歴彩館、植物園、コンサートホールなど

企画・実践機能

実践例

リベラルアーツセンター

質保証機能 取組状況の報告
・科目の提供状況
 （科目構成、
　科目数・内容）
・履修登録状況
・学生・教員の
  アンケート結果等

取組状況の評価、
科目の内容充実
や質の向上、
授業方法の工夫
等への助言

教養教育
関係の

学識経験者

教育ＩＲセンター

京都工芸繊維大学 京都府立医科大学

教育内容開発／
・ 教育理念の深化・構築
・ 「新しい時代の要請に応じたリベラルアーツ科目」や
　「学部、大学の垣根を超えた学際的科目」の企画実施
・ 専門教育や大学院でのリベラルアーツ科目の実施検討
・ 講演会、フォーラムの開催
・ 提言（現代の大学教育において求められる教養教育について）

質保証システムの研究開発／
・ IR の視点から教育データの分析
・ 共同実施事業固有の評価項目・分析手法の検討
・ 科目ナンバリングなどカリキュラムの体系化に関する
　研究
・ 既存の質保証システムとの連携の研究

研究成果のフィードバック／
・ FD の企画・実施（教育手法の向上等）

三
大
学
教
養
教
育
共
同
化
意
見
交
換
会

共同化授業
科目の実施

三大学教養教育共同化
単位互換科目の実施

「京都学」、「人間学」など
３大学の特徴を生かした
学際的科目の開講

相手を思いやる心を高める
ことに特化した心理学、
コミュニケーション論等の
科目の開講

「広義の教養」を学ぶ
教養講座・講演の実施

（府民にも公開）

地域の団体・機関と連携した
「異分野・地域連携教育」の実施

ノーベル賞受賞者など
世界的権威による学生
向け講演会の実施

成
果

成
果

連
携

交
流

背景
　地球環境の危機や一地域の変化が全世界の人々に影響を与えるほどのグローバル化の進展により、社会全体の枠
組みが大きくかつ急激に変化している。
　現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大によって、多くの尊い命が奪われ、生活や産業、経済関係
にも深刻な打撃を受けるなど、私たちは今、未曾有の危機に直面している。長期にわたるコロナ対策の継続や経済
の行き詰まりは、グローバル化最優先の個人や組織の社会的存在形式だけでなく、対人コミュニケーションや家族
関係など個人の生存の在り方まで、その本質の見直しを迫ったといえる。
　これらを踏まえて、ポストコロナ社会をどのように築いていくべきか、世界レベルで人間の叡智を結集した検討
と取組が必要な状況となっている。

取組コンセプト
　国公立三大学の教養教育カリキュラムを「共同化」し、それぞれの大学の特徴・強みを生かした質の高い、「新し
い時代の要請に応じた教養教育」を実施する。

人材養成の目標
　次の①～③を備えた人材を養成する。
①異なる価値観や視点を持つ他者と協働する力としてのコミュニケーション能力及び相手を思いやる心
②自ら問題を発見し、それにコミットするとともに、「正解」の存在しない問題についても、学際的な視点に立ち、
多様な見解を持つ他者との対話を通して自身の考えを深め、解決に向かって行動する能力
③グローバルな局面で、文化や言語を異にする他者と交流し協働する能力
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京都府立大学
　京都府立大学は、1895（明治 28年）年に創立された京都府簡易農学校に源
を発する創立 120 年以上の歴史を有する大学です。人文・社会・自然の諸分野
にまたがる３学部・３研究科を備えた総合大学であり、教員・学生相互の密度
の高いコミュニケーションをベースに、実験、実習、フィールドワークなど質
の高い教育を実現しています。また、京都府の知の拠点として、京都地域未来
創造センターが中心となり、高度かつ地域社会と密接に連携した研究、府内各
地域の様々な課題に応える地域貢献活動や公開講座などを積極的に展開してい
ます。
　平成 26年度からは、全国初となる京都府立医科大学、京都工芸繊維大学と
の教養教育共同化がスタートし、教養教育共同化施設「稲盛記念会館」で三大
学の学生が一堂に会して学ぶとともに、府民の皆様等との多様な交流が一層促
進されています。
　また、平成 31年４月から、和食文化を幅広い視点から理解した上で新たな
創造を生み出せる人材を育成する、文学部和食文化学科を開設しました。

音声と映像の講義
　本年度はCOVID-19 の影響で殆ど全てがオン
ラインまたはオンデマンドの講義となりました。
私は 2020 年 4 月から京都府立大学の学長をさ
せていただいておりますが、引き続き「生命科学
講話」を担当いたしました。オンデマンドの講義
でした。みなさんはパソコンで受講されたのでし
ょうか？それともスマートフォンでしょうか？受
講場所も自宅とは限りませんよね。出来るだけ文
字を大きく、文章量も少なめにし、代わりに動画
を多くしました。もしかしたらネコと一緒に見て
いたかも知れませんね。今後は、With コロナ、
ポストコロナの状態でも今年のようなオンライ
ン、オンデマンド、対面とハイブリッドという形
式の講義は有意義なものとなるでしょう。先生方
も良い講義のための資料作りに励んでおられま
す。時間にとらわれず、理解度の高い、そして無
茶苦茶面白い講義が三大学連携により創出される
ことを期待しております。夏場の動画作成は蝉の
声がうるさくて難儀します。カラスも意外と騒が
しいものです。

　世界は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、今なお混迷の渦中にあります。このような
危機に直面した今こそ、専門分野を超えて幅広い
教養を深め、世界の動きにも視野を広げていく、
そんな教養教育があらためて求められているよう
に思います。
　昔からよく「無知の知」ということを言います。
現代における教養とは、情報が溢れるほどある中
で、自分がいかに物事を知らないのかをまず知る
こと。自分の引き出しがごく狭いものでしかない
こと、世界がとても広いことを実感できるために
は、周りを俯瞰的に見渡すとともに、自分のその
狭い引き出しがそれでも案外使えると知ること。
つまり、己を知るということではないでしょうか。
　確かに今、私たちはコロナ禍という未知の難題
に直面していますが、程度の差こそあれ、これま
でにも正解のない問いに満ちた世界を生きてきた
はずです。大切なことはその過程で「何を考え、
どう行動すべきなのか」と、自らと向き合う時間
を過ごし、解決への道筋を考え抜くことにあるよ
うに思います。その経験は、やがて自らを支えて
くれる「生きる力」になるはずだからです。
　そうだとすれば、大学における教養教育とは、
単に知識を伝えるだけでなく、その知識をもとに
自分なりに考え抜く力、予期せぬ難題に直面した
時でも社会を生き抜く力を身に付けてもらうこと
ではないでしょうか。
　三大学教養教育共同化は、そのような力を身に
付けてもらうために、各大学の強みと特徴を生か
した科目を提供し合い、多様な価値観をもつ学生
の学びの幅と深みを広げる知的分業ともいうべき
試みといえましょう。その発展の成否を握るのは、
そうした知的分業を可能にする三大学の枠組みへ
の信頼感をいかに高められるかにあります。その
ために、機構運営委員長として、今後も微力を尽
くして参りたいと思っています。

学長あいさつ

副学長あいさつ

京都府立大学学長

塚本 康浩

京都府立大学副学長
京都三大学教養教育研究・推進機構　運営委員長

川勝 健志
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京都工芸繊維大学
　京都工芸繊維大学は、明治時代の工業化や伝統産業の近代化に対応
するために 1902 年に設立された京都高等工藝学校及び 1899 年に設
立された京都蚕業講習所に端を発し、1949 年に新制京都工芸繊維大
学として発足しました。以来、120 余年にわたり日本の産業、社会、
文化に貢献する人材を輩出してきました。歴史文化都市である京都は、
1200 年を超える「みやこ」として、常に新しい「もの」を創出し、
革新的な技術を生み出し、磨きをかけてきました。地球上そして日本
に様々な問題が噴出している今、創造的挑戦心を育んできた京都とい
う場のもつ力を、工学の研究・教育に活かし実践することが本学のミ
ッションです。そのキーワードが、「京都思考（KYOTO Thinking）」
です。

　工科系大学である本学は、TECH LEADER（テ
ック・リーダー）と呼ばれる社会・産業イノベー
ションを牽引できる能力を有する「ひと」を育て
ることを人材育成の目標としています。TECH 
LEADERは、本学の造語ですが、次の４つの工
繊コンピテンシーを修得したひとを呼びます。一
つ目は言うまでもなく「工科系専門力」です。二
つ目は様々な課題を解決に導くことのできる「リ
ーダーシップ」です。これは協働する仲間の中で
自己の役割を把握し、チームの目標の実現に向け
て推進していく能力です。三つ目は「外国語運用
能力」です。日本社会も産業もグローバリゼーシ
ョンを意識せずに活動することはできません。四
つ目が「文化的アイデンティティ」です。自己を
認め、他者を認めて心豊かに暮らしていくには、
互いに拠って立つ文化を理解し、共有することが
必要です。そのためには自己のアイデンティティ
となる基盤形成が重要です。専門分野の異なる学
生が集うこの場は、必ず役立つと思います。三大
学共同で提供される教養授業科目は、「文化的ア
イデンティティ」の形成のみに関連しているので
はなく、４つのコンピテンシーすべてに関係して
います。TECH LEADERのベースとなる主体的・
科学的に考え行動する思考力・判断力・倫理性な
どを育むに必要なものです。
　令和２年度は、COVID-19 のためやむなくオ
ンライン授業となり、三大学の学生が集う機会が
大きく失われることになりました。授業評価アン
ケートや実施状況報告から、受講生、教員からの
苦労も伝わってきましたが、授業方法として新た
な可能性も感じられました。今後に活かすことが
求められます。

　哲学者アリストテレスによれば、「教養は幸運
なときには飾りであり、不運なときにあっては命
綱となる」（桑子敏雄訳）とあり、教養は逆境に
追い込まれたときにでも地位や財産のように失わ
れることなく、最後に人間の身を助けてくれるも
のであることを教えてくれます。大学は最先端の
研究を行いその基礎となる専門を学ぶ場であると
考えがちです。しかし真に新しいものを発見した
歴史は、学問の直線的な積み上げだけによらず、
別の発想にヒントを得ることで飛躍的な発展が生
じることを示唆しています。そのような幅広い発
想を磨くのは若い年代に越したことはありませ
ん。学生の皆さんに将来にわたって「命綱」とな
る教養を身に付けてもらうために、できる限り広
い選択肢を揃えたのが、本学、京都府立大学、府
立医科大学が協力して実施している三大学教養教
育共同化です。
　将来、学生たちが飛び込んでいく現代社会は、
専門的な知識・技術だけでなく、創造力、ダイバ
ーシティ、コミュニケーション能力、グローバル
な素養など多様な能力を求めており、まさに「教
養教育」の重要性が高まっています。昨年度は、
コロナ禍により三大学共同の授業科目のほとんど
はオンラインで開催となり、学生同士の交流も制
限されましたが、多様な形態の中で異なる学風を
感じながら学べるのも本共同化事業の特色です。
専門が異なる学生が協同し合えるのはまさに教養
の力であると感じます。今後も本事業を発展させ
て、三大学が協力し合って持続可能な共同化の体
制づくりに努めます。

学長あいさつ

京都工芸繊維大学学長

森迫 清貴

京都工芸繊維大学副学長
京都三大学教養教育研究・推進機構　運営委員

前田 耕治

副学長あいさつ
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京都府立医科大学
　京都府立医科大学は、1872（明治５）年に開設された京都療病院で
の医学教育を始まりとする我が国で最も古い医科大学の一つで、来年
（2022 年）には大学創立 150周年を迎えます。
　本学では、歴史と実績によって培われた医学・医療技術や高い倫理
観を身につけ、患者の立場に立って考える優れた医療人を養成してい
ます。また、多様な学際的研究活動を推進し、次代をリードする指導
的人材を育成しています。
　本学は、京都府民に開かれた公立大学として、地域医療への理解と
使命感を持った医療人を育成・確保するとともに、大学の理念「世界
トップレベルの医学を地域へ」のもと、最先端の研究を治療に活かす
取組や、健康増進への寄与など、大学の成果を府民に還元するよう努
めています。

学長あいさつ 副学長あいさつ

　京都工芸繊維大学と京都府立大学並びに本学は
平成 19年から教養教育に関して単位互換科目を
開講し、平成 26年から本機構を共同で運用して
います。その前後の医学教育の変遷は極めて現実
的な流れを示しており、平成 13年に医学教育モ
デル・コア・カリキュラムが始まり、平成 16年
には新医師研修制度が実施され、CBTの義務化
とOSCE導入が同時に進行してきました。令和
2年度には卒業前のOSCE が卒業案件とされ、
医師免許国家試験までの医学教育の流れが具体的
に医師法や医療法の定めによって規定されること
になります。既にモデル・コア・カリキュラムは
歯学、薬学に導入されており、看護学も令和３年
度入学生から始まります。このカリキュラムは従
来の古典的な座学を中心とした単位制度とは異な
り、基本的にはOutcome based で導入学部は
分野別評価を受審することが義務化されていま
す。
　医療系では professionalism や生命倫理或い
は行動規範、国際的視野の涵養が必須となり、こ
れら多様な教育要素を医学教育の枠組みに取り組
むことが求められています。医学も学んでいない
新入生に必要な教養とは何か、実は risk 
management などの社会に出て遭遇する事象へ
の対応に必要とされる学問体系ではないかと考え
ています。
　他学部の学生諸君には医療系の academia の
考え方や life science の担い手としての医学に
新鮮な興味を持つことが多いのではないでしょう
か。京都府立医科大学は本機構の基本精神に立ち
戻って「教養」を提言したいと考えています。

　三大学教養教育共同化事業は、文部科学省の支
援を得て平成 26年度に開始された教育プログラ
ムに端を発するものですが、平成 29年度からは
京都工芸繊維大学、京都府立大学及び本学の独自
共同予算による運営となって、少しずつ形を整え
ながら、全国に先駆ける大学間連携のモデル事業
として、高い評価を受けつつ展開してきたもので
す。
　一般に専門性の高い単科大学では、所属する学
生は専門領域の殻の中に閉じこもりがちですが、
本学は、この三大学教養教育共同化事業によって、
学生は三大学それぞれの特長ある教養講義科目を
幅広く選択受講できるだけでなく、リベラルアー
ツゼミナール科目の受講等を通じ、専攻科目や学
修目標の異なるさまざまな学生たちと交流するこ
とができるという大きなアドヴァンテージを得る
ことになりました。学生諸君には、こうした機会
を最大限に活用して、積極的に交流することで豊
かな人間性を築き、みずからの興味に適う幅広い
教養を身につけ、大きく成長してもらいたいと思
います。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の蔓延によっ
て国内外が未曽有の危機に直面する中、三大学が
お互い力を合わせて課題授業や遠隔授業などを組
み合わせることによって、この学びのかたちを維
持してきました。本年度も、状況によりますが、
安全面と学習効果の両者を勘案し、しっかり対策
することによって共同化授業を展開していきたい
と考えます。学生諸君の積極的な参加を期待しま
す。

京都府立医科大学学長

竹中 洋

京都府立医科大学副学長　
京都三大学教養教育研究・推進機構　運営委員

奥田 司

5



第
１
部
　

教
養
教
育
共
同
化
の
展
開

	はじめに
本年度は、新型コロナウイルス感染症対策（以
下、コロナ対策）という未知の難題に直面し、年
度当初からその対応に苦慮したまさに試練の一年
であった。個々の大学でもその対応に混迷を極め
ていた中で、三大学で足並みを揃えて教養教育共
同化の運営を行うことは、かつてない調整を伴う
ものであった。
本稿では、コロナ禍に見舞われた一年を振り返
り、その対応をめぐる調整プロセスで何を教訓と
し、何が問われたのか、最後に若干のコメントを
付したい。

	1.		学期初めの緊急対応
三大学教養教育共同化科目は、通常、学生に初
回授業で科目のガイダンスを行ったうえで、履修
登録を行っているが、前期はそれを省略し、学生
に対しては、「令和 2年度京都三大学教養教育共
同化科目受講案内」やシラバスを参照して履修登
録を行うように指示した。
そのうえで、やむを得ず 3回目（4/13、4/20、
4/27）までを休講としたが、その期間中に学生
に対して、講義資料等を配信するとともに課題を
課し、学習の担保や授業の円滑な開始を図った。
具体的には、共同化科目担当教員に休講分に相当
する教材（講義動画・資料、参考資料等）と「講
義資料配布・課題指示等一覧表」（配信する教材
の内容、教材を用いた学習方法、課題、課題の提
出期限・提出方法、質問がある場合の連絡先・連
絡方法、参考書・参考となるウェブサイト等）を
作成・提出してもらい、各大学の学生用ポータル
サイトを通じて学生に配信した。学生には授業が
始まるまでの間、自分で学習を進め、課題に取り

組むように指示した。
一方、担当教員には、学生から提出された課題
の採点や講評など、授業開始後に適宜フィードバ
ックして頂くようにお願いした。

	２.		初のオンライン授業へ
４回目（５月 11日）以降の授業は、工繊大に
ご提供いただいたクラウド（Next Cloud）を共
同利用して教員・学生との情報共有を図った。そ
の具体的な手順は、以下の通りである。
・工繊大から各教員にアカウントが発行され、各
教員は自らNext Cloud にナレーション付き
パワーポイント資料または動画等の講義資料を
アップロードして提供する。
・各教員は、その提供内容（Next Cloud へのア
クセスURL）を「講義資料配布・課題指示等
一覧表」に記入し、授業の前週に機構事務局に
送付する。
・機構事務局は、それを取りまとめて三大学に送
付し、各大学はポータルサイトに掲示して学生
に周知する。
前期のオンライン授業は、上記のような手順で
Next Cloud を用いたオンデマンド型を中心に行
われたが、一部科目は Zoom等の会議システム
を利用して同時双方向型の遠隔授業が行われた。
ただし、各大学、各教員の判断で後者を採用する
場合には、受講生の通信環境の違い等に配慮する
など、あらゆる受講生が利用可能な方法に限るこ
とを要請した。
授業のフォローアップ等の手法については、各
教員に一任し、学生からの課題の回収やフィード
バック等は、教員と学生がNext Cloud やメー
ル等を利用して直接行うものとした。
なお、前期の試験は対面方式では行われず、レ

第１部　教養教育共同化の展開
 （１）コロナ禍に見舞われた一年を振り返る（機構運営委員長　総括コメント）

（１）コロナ禍に見舞われた一年を振り返る
　　 （機構運営委員長　総括コメント）

京都三大学教養教育研究・推進機構 運営委員長／京都府立大学 副学長

川勝　健志
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ポート課題もしくはオンライン試験での成績評価
を行うことになった（結果的に、オンライン試験
は 1科目のみ）。
以上が、三大学教養教育共同化の前期コロナ対

策の概要である。従来、対面での授業を前提にし
てきた三大学共同化科目が突如、オンライン授業
へのシフトを余儀なくされた際に最大の論点とな
ったのが、いかなる情報システムを用いるかとい
う点であった。利用可能な情報システムは、三大
学それぞれで異なり、まして機構事務局が独自の
共通システムを保有・管理しているわけではなか
ったからである。言い換えれば、三大学それぞれ
の学内システムを可能な限り活用しながら、いか
にして三大学の学生に同等の教育環境を提供でき
るかが問われることになったのである。
しかし、学生にとっても教員にとっても、ただ

でさえ不慣れなオンライン授業のシステムが各大
学でばらばらであった場合の混乱は想像に難くな
い。それゆえに、工繊大情報科学センターから
Next Cloud を三大学共同化科目のためにご提供
いただけたことは、そうした混乱が生じることな
くオンライン授業へシフトできた大きな要因の１
つになったといえよう。

	３.		オンライン授業の改善
前期の終盤には、新型コロナウイルスの感染状

況が落ち着きつつあったとはいえ、後期も対面授
業を再開できる見通しは、楽観視できるような状
況にはなかった。また、前期オンライン授業での
課題を踏まえて、以下のような点について検討す
る必要が生じた。
１つ目は、学期途中での対面授業への切り替え

を想定するかどうかという点である。共同化科目
は、科目ごとに履修定員が定められており、定員

を超える履修希望者がある場合には、抽選で受講
者を決定してきた（※各大学には、定員枠が設定
されており、希望者がその定員枠を超える場合に
は、大学ごとに抽選を行い、履修者を決定してい
る。ただし、履修希望がより多く実現できるよう
に、履修登録の状況を踏まえ、各大学の定員枠を
調整したり、科目定員を変更したりする場合もあ
る）。
ところが、前期は対面授業の再開を想定し、教
室内での学生間の距離を確保するために履修定員
を例年の約３分の２に削減して定員要請を行った
ため、抽選の結果、履修希望がかなわずに登録で
きなかった学生が主に工繊大生において多数生じ
た。そのため、後期の授業は感染症の状況に関係
なく、学期を通じてオンラインで行う基本方針を
早期に決め、履修定員については削減をせず、例
年通りの定員で調整を行った。
少人数のリベラルアーツゼミを除くすべての授
業科目をオンライン授業で行う方針を早期に固め
ることは、とりわけ大学入学以来、一度も稲盛記
念会館で授業を受けたことのない新入生のことを
考えると苦渋の決断であったが、その後の感染拡
大状況もさることながら、三大学学生の受講機会
の確保という意味でも不可避なことであったよう
に思われる。
２つ目は、前期のオンデマンド型の授業で生じ
た課題をいかに解決し、改善するのかという点で
ある。実はNext Cloud を用いた課題の提出・
回収方法では、レポート等の課題が確実に提出さ
れたかどうかを学生側では確認することができず、
不安に感じた学生が何度も同じ課題を提出する、
学生から担当教員や各大学の事務局に問い合わせ
が相次ぐなどの問題が生じていた。これらの課題
を解決するには、工繊大ではすでに導入されてい
たMoodle のような学習管理システム（LMS）

第１部　教養教育共同化の展開
 （１）コロナ禍に見舞われた一年を振り返る（機構運営委員長　総括コメント）

7



第
１
部
　

教
養
教
育
共
同
化
の
展
開

が必要になる。しかし、そのような LMSを機構
事務局はもとより他の二大学が即座に準備できる
わけではない。前期でも課題となった三大学共通
の情報システムをめぐる問題が再び大きな壁とし
て立ちはだかったのである。
幸いにも工繊大情報科学センターからMoodle
共同利用のお申し出を頂き、後期の授業開始に間
に合うかどうかの瀬戸際での協議となったが、
2020 年 8 月 31 日に「令和 2年度後学期におけ
る京都三大学教養教育共同化科目に係るオンライ
ンでの授業実施に関する覚書」を締結し、三大学
としてまた新たな一歩を踏み出すことができた。
その結果、後期は三大学の科目担当教員と共同
化科目を受講する可能性のある全学生にMoodle
の利用に必要なアカウントを配布して、各科目に
作られたコースに教員・学生がアクセスすること
により、課題や小テストの出題・管理・回収が容
易になるとともに、学生が講義資料を閲覧したか
どうか、課題が提出されたかどうかの確認等が可
能になった。また、学生への授業内容の事前周知
や講義資料等の提供を学生に直接行って頂くこと
も可能になり、前期には教員にお願いしていた「講
義資料配布・課題指示等一覧表」の提出を求めず
に済むようになった。
3つ目は、同時双方向型のオンライン授業を行
える環境をいかにして整えるかという点である。
前期のオンライン授業では大半を占めていたオン
デマンド型の授業は、学生にとっては自らの都合
で柔軟に学習できるというメリットがある一方で、
そうした学習方法が不得手な学生はついていけず、
教員が連絡すら取れなくなるケースも散見された。
また教員にとっても、オンデマンド型では学生の
反応や学習状況が把握しづらいという問題もあっ
た。そのため、後期はMoodle を利用したオン
デマンド型の授業を基本としつつも、教員が自ら

選択する Zoom等の同時双方向型の授業の併用
も可能とし、試行的に一部科目で機構契約の
Zoomアカウントを使用してのライブ授業も行
われた。その対象については、機構提供科目の担
当教員としたが、各大学提供科目の担当教員であ
っても、Zoomでの授業を希望され、かつ個人
所有のアカウントでは授業実施に支障がある場合
には、機構契約のアカウントを配布し、ライブ授
業を行っていただいた。
その結果、後期共同化科目 39科目中、ライブ
授業は 25科目、オンデマンド授業は 14科目と、
前期よりライブ授業の割合が高くなった（※ 1
つの科目の中でライブ授業とオンデマンド授業が
混在している場合は、ライブ授業とカウントして
いる）。

	４.		おわりに
今年度は教養教育共同化を三大学で行うがゆえ
の難しさをまさに痛感した一年であった。しかし、
その教訓からむしろここで強調しておきたいこと
は、三大学が叡智を結集して、いかにこの難局か
ら創造的な価値を一緒に作り上げられるかという
視点と、そのプロセスで今後繰り返し交わされる
であろう議論の大切さである。
試練を乗り越えた先に、私たちは何を見出すこ
とができるのか。2014 年に全国初の試みとして
発足した、京都三大学教養教育共同化の真価がい
ま改めて問われているように思われる。

第１部　教養教育共同化の展開
 （１）コロナ禍に見舞われた一年を振り返る（機構運営委員長　総括コメント）
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	はじめに
　当教育 I Ｒセンターの任務も４年目となり、そ
ろそろ後任者への引継ぎなどを意識してファイル
の整理をしておこうなどと思っていた矢先、虚を
つかれるように ‘ コロナ禍 ’ の嵐に見舞われ、は
じめは困惑と戸惑い、後の方では正直に言って困
憊を覚えながら、本年度を過ごすことになった。
いやが応もなくオンライン授業の経験を積む中、
（一講義担当者としては）あらためて悟ったこと
などがいろいろあるけれど、さて、三大学教養教
育の運営組織の一環にある教育 IR センターとし
て今の時点でできることは何か、未だよく見えな
いながら、それぞれ独自の方法・工夫を駆使して
今年度の共同化科目担当を進められた教員諸氏に
対し、各講義の外側のセンシングに入ってくる情
報を（整理不十分でも）示すことには一定の意義
があると考えるので、まとまらないことを覚悟の
上で本稿を書かせていただく。メモ風あるいは断
想的な内容になってしまうかと思うが、何とぞ寛
容にご覧いただきたい。

 1.		実施状況と履修登録者数
の推移

　はじめに、今回の事態の下、本年度の共同化教
養科目がどのように実施されたかを簡潔にまとめ
ておく（より詳しい情報は本報告書第１部（４）
に記載されている）。まず、前期科目の受講登録・
授業開始のときに最大の激震があった。学年開始
早々に、教室の定員を減らし（人の密度を下げ）
た形で５月連休明けから対面授業を開始する方針
が出され、それに応じて、今年度前期のクラスの
受講者数を大幅に制限する措置がとられた。その
方針でクラス分けされた後、全ての授業をオンラ
イン形式にすることが決まった。こうした経緯に
よって、受講者の総数を例年の 2/3 に圧縮して
前期授業を走らせることになったわけである。一
方、後期授業については、早い時期（前期の６月）
に、オンライン方式に統一する方針を定め、各ク
ラス定員は例年どおりとされた。学生が、前期に
履修しそびれた科目数分を、後期に挽回してくれ
ることが期待に含まれていたと思う。
　こうしたコンディションの下、結果的にどのよ

うな受講登録状況になったかを観ていく。図1は、
大学別総受講者数を、前期・後期別に歴年推移と
して描いたグラフである。前期 (a) における本年
度の人数減少は、意外にも、工繊大生に集中する
形になった（工繊大生の前年比減少率は 2/3 よ
りもずっと著しい）。対して、府立大と府立医生
の減少率は僅かである。工繊大生は、希望科目の
ターゲットをしぼり、希望が通らなければあえて
他科目をとらない動向を示したことが窺える。と
ころが一方、クラス定員に特段の変更がなかった
後期 (b) に目を転じると、確かに、主として工繊
大生の数が増加しているが、前期の減少分を補う
ほどの変化にはなっていない。結果として、本年
度の工繊大生の教養科目の履修には（平時の履修
に比べて）相当の積み残しが生じたことになる。
次年度における特に工繊大２年次生の教養科目の
履修動向や時間割の組み立て方を注視していく必
要があるだろう。

（2）教育 IR センターからの総合報告
　　 － 2020 年度 ( 令和２年度 ) －

京都三大学教養教育研究・推進機構 教育 IR センター長／京都工芸繊維大学 教授

萩原　　亮

第１部　教養教育共同化の展開
 （2）教育 IR センターからの総合報告－ 2020 年度 ( 令和２年度 ) －

図 1.  共同化教養科目全体に対する大学別履修者数の年度
推移 .  (a): 前期科目、(b): 後期科目．
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第１部　教養教育共同化の展開
 （2）教育 IR センターからの総合報告－ 2020 年度 ( 令和２年度 ) －

表１.  2020 年度開講各科目の履修登録者数の分布状況．ポイントは log2（登録者数 / 人）の値．(a) 前期、(b) 後期それぞ
れについて、過去４年分の平均人数に対するポイントと、本年度ポイントを表示．

　　 （※：新規開講  †：集中講義  （リベラル・アーツゼミナール科目は含めていない .））
(a) 今年度前期

　  科目名 （順不同）

過去４年の
登録者数

平均のポイント

本年度の
登録者数
ポイント

(a) 今年度前期

　  科目名 （順不同）

過去４年の
登録者数

平均のポイント

本年度の
登録者数
ポイント

医療人類学 ( ※ ) ― 5.93 SDGsをまなぶ （※） ― 6.51
エネルギー科学 6.39 6.79 アジアの歴史と文化 6.59 6.83
化学概論Ⅰ 6.34 5.93 意外と知らない植物の世界 5.31 4.81
科学史 7.23 5.93 化学概論Ⅱ 4.44 5.86
環境問題と接続可能な社会 6.52 6.71 環境と法 6.17 5.78
キャンパスヘルス概論 7.57 6.88 京の意匠 5.21 6.00
京都の自然と森林 7.53 7.48 京都の経済 ― 6.87
京都の文学Ⅰ 6.49 5.91 京都の農林業 7.60 7.60
京都の歴史Ⅰ 8.03 7.47 京都の文化と文化財（※） ― 6.85
近代京都と三大学 6.20 5.88 京都の文学Ⅱ 6.51 6.41
現代科学と倫理 4.86 5.95 京都の防災と府民 ― 6.83
現代京都論 7.80 6.91 京都の歴史Ⅱ 7.59 7.54
現代教育論 7.48 6.87 経済学入門 6.03 6.88
現代世界とジェンダー 7.04 6.88 現代社会と心 7.60 7.60
国際政治 5.64 5.91 社会学Ⅱ 6.87 7.41
社会学Ⅰ 6.76 5.91 宗教と文化 5.77 6.11
食と健康の科学 7.32 6.64 人文地理学Ⅱ 6.94 7.34
心理学 7.47 6.67 政治学 4.75 6.07
人文地理学Ⅰ 7.59 6.89 生活と経済 6.40 5.88
生物学概論Ⅰ 6.90 6.89 生物学概論Ⅱ 6.52 6.15
生物学的人間学 6.57 7.09 西洋文化論 7.00 7.29
生命科学講話 （†） 9.34 7.50 地球の科学 7.43 7.44
西洋文学論 5.33 6.70 東西文化交流史 7.19 7.59
哲学 6.41 6.71 日本近現代文学 6.86 7.03
発達心理学 （†） 7.42 6.70 日本近代精神 6.42 4.95
人と自然と数学α 6.82 6.77 日本史 6.97 6.85
比較宗教学 7.48 6.87 認知 認知心理学（※） ― 6.88
美と芸術 7.49 6.71 人と自然と数学β 5.24 3.58
物理学Ⅰ 7.04 6.83 人と自然と物理学 4.34 5.46
法学 ― 5.83 文芸創作論 5.19 4.91
ヨーロッパの歴史と文化 7.28 7.44 ラテン語 6.95 6.79

図 2. 受講登録者数ポイントの度数（クラス数）分布 .  (a): 前期科目（左側）と (b): 後期科目（右側）
　　 それぞれについて、上段に過去４年間の平均に対する分布、下段に本年度の分布を示している． 10



　以上の大枠を把握した上で、各科目の履修者数
の変化を観ておこう。前回までに、科目毎の受講
登録者数を歴年追跡したグラフを示してきた。前
期・後期それぞれ特徴的な変動パターンを示す過
渡状態を経て人数分布が落ち着く様子がわかって
一段落したところだったが、コロナ禍インパクト
の勃発によって、原点リセットの機が与えられた。
そこで今回は、今年度実際に開講された科目につ
いての登録者数を表にして、過去４年分の平均人
数と比較する形で掲載する（表１）。人数は、（従
来と同形式のグラフ表示をリブートすることも念
頭に置き）２を底とする対数値のポイントで表し
た。さらに IR 的視点で、各講義の履修者数が分
布する様子を把握すべく、表１のポイントをヒス
トグラムの形で表してみると、図２(a),(b) のよ
うになる。同図の縦軸値は横軸人数区間に対応す
る講義クラスの数である。前期科目の (a) を見る
と、当然の成り行きとして、昨年度まで大人数側
にあった分布が無くなり、中程度（~26 人）に集
中する形を呈している。対して、後期の (b) は、
例年に比べ大人数のクラスが顕著に増えた分布に
なっている。前期に受講希望が叶わなかった学生
の後期の動きとして素直に理解できる。
　こうした今年度の受講者数とクラス人数の分布
を総合的に眺めると、一つの問いかけがもたげて
くる。今回前期の人数圧縮は、確かに学生の希望
を損ねるものだったが、一方で、前期に多く存在
していた巨大人数の教室クラスが無くなり、従前
指摘していた前期側に総数が偏る傾向も（強制的
とはいえ）ほぼ解消されたとの見方ができる。私
は、かねてより、十分な教育的フィードバックを
実現するには、クラス人数は 26（64）を大きく
越えないことが望ましいと考えている。今回、期
せずして、人数分布を理想に近づける実験が為さ
れたわけだが、実際に担当された各位はどのよう
に受け止められたかに関心が向く。もちろん、今
回の事態では、突然のオンライン授業対策が難題
そのものであったから、クラス人数の問題につな
げる議論は馴染まないと承知しているが、今後、
各授業におけるフィードバック充実等を検討する
ときの再参考材料になると思う。担当各位から意
見をいただき意見を交わす機会をもてればよいと
考えるところである。

 2.		オンライン授業を受講し
た学生の声

　今回の非常事態に応じ、３大学がとった授業体
制の方針は少しずつ異なり、また、前期と後期で
扱いに変化があった。そうした中で、先述のとお
り当共同化教養科目は、一貫して ‘ オンライン ’
方式で実施された。その際、３大学が導入してい
る遠隔教育用のシステムに違いがあるため、講義
担当者と受講者の所属が異なるケースに対応する
ための苦労や混乱が多々あったことを聞いている。
残念ながら、当方としては、そうした運営技術面
に関する知識を十分得ていないので、ここでは分
析・コメントを控え、尽力いただいた関係各位に
対し感謝の意を表すにとどめたい。ここでは以下、
オンライン授業の実施について、各大学が学生に
対し実施したアンケートの回答等を閲覧して、気
づいたこと、考えること等をメモ風に記述する。
(a) 回線等の環境
　スマートフォンの所有が当たり前の時代・世代
ということで、インターネットが使えないとした
学生は当初よりいなかった。ただし、スマホのデ
ータ通信とは別の常時接続環境が無いとした１年
次生は、前期には約３割とする調査例があったが、
後期登録時の正式調査では 14%程度に減ってい
た。都合のよいときにファイルをダウン・アップ
ロードすればよい ‘ オンデマンド ’ 方式ならば、
一時的な有償接続やフリースポットサービスでも
対応可能だが、動画によるライブ形式の講義を受
ける場合には高速の常時接続が要件になり、深刻
な問題となり得る。そこで実際の学生の声（ただ
し届いた範囲）を探ってみると、通信に由来する
不満は意外なほど少なかった。この背景には次の
ことがあるようだ。前期から後期に向け、多くの
教員が TVミーティングシステムによるライブ形
式に舵を切る中、徐々にシステムの機能にも精通
して、ライブの記録ビデオをオンデマンドでも提
供する方式が標準化した。一方、学生の側も、現
実的な危機感に促され、ネット通信環境の整備（居
住場所選定を含む）を進めたことが窺える。首尾
よく実施された本年のオンライン授業は、こうし
た教員 -学生双方の動きの上に成り立った、きわ
どくも絶妙の結果だったと言える。
(b) オンライン講義の内容に対する意見

第１部　教養教育共同化の展開
 （2）教育 IR センターからの総合報告－ 2020 年度 ( 令和２年度 ) －
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第１部　教養教育共同化の展開
 （2）教育 IR センターからの総合報告－ 2020 年度 ( 令和２年度 ) －

　肝心なのは、オンライン方式の教育内容に対す
る学生の受け止め方である。まず目につく意見は、
丁寧な解説を伴わない資料 -課題コンテンツに対
する苦言である。文章ベースの解説をつくること
の大変さは、今回、教員は皆痛感したと思うが、
それは、話し言葉による説明がそこそこ ‘ いい加
減 ’ で済むことの裏返しでもある。公表可能グレ
ードのオリジナル解説をつくり上げたならば、そ
れは、対面授業に戻った後にも大いに活きるはず
である。ご担当者諸氏には、是非、今後も継続的
に ‘ 読める ’ 説明文書の整備を進めていただくの
がよいと思う。
　また、「課題が多すぎる」旨のクレームを（教
養科目外を含めた様々な場面・ルートで）非常に
多く聞いた。「一つもない週と多数の週のムラが
あるから教員間で調整せよ」という訴えもあった。
これらに対して思うことはやや複雑である。教員
側が、反応の見えない学生に対し、学習を確認す
べく何かの提出を求めるのは自然なことだろうし、
授業時間外の学習は本来必須であるから、毎週受
講科目の数だけ課題があって然るべきとも言える。
それが、是正すべき問題のようになってしまうの
は、大学を、生涯最も勉強に専念する場や時期と
思わなくてもよいとする、昨今の日本特有に醸成
されてしまった嘆かわしい感覚に根ざしていると
すれば、我々は胸を張って突っぱねればいい。し
かし、「提出に対するフィードバックがない」と
する苦言も少なからず見られ、説明用コンテンツ
の準備不足を課題で穴埋めしている側面があった
かも知れないとの自省ももたげてくる。私の経験
で述べるならば、日頃の理解度チェックには、フ
ォーラムのディスカッションが好適に使える。先
行提出された他者の書き込みが見えるので、筆記
試験のようには扱えないが、問いかける題材を工
夫して、学生どうしの意見交換に導くことができ
る。議論的な書き込みに正当な評点を与えること
に無理はない。また、教員も議論に加わりながら
ときどきアドバイスする方式ならば、労力を節約
してフィードバックが達成できる。対し、レポー
トにコメントを付ける方式は、受講者が多くなれ
ば限度を越える苦行になってしまう。
　最後に触れるべきは、主にオンライン上の相談
を通して少しずつ伝わってくる「友人をつくって
情報交換等したいがそれが叶わない」旨の声であ

る。これは、本年度入学生が抱える（心理側面に
もかかる）最も重大な問題だ。軽々に論じること
はできないが、ライブ形式の講義の中で、学生の
自己紹介や意見交換をとおして個々の発言を促す
ことが一定の好効果を与えた感触はある。ただし、
自ら声を出してアピールすることが苦手な学生が
確かにいて、オンラインの方式上、そこに手を差
し伸べる手立てはなかなか見つからない。本年度
の学生の就学状況については、単位取得の成否だ
けでなく、オンライン上の参加状況を調べ、必要
に応じて、次年度なるべく早期に、個別面談によ
る再履指導などを行うことが必要だろう。

 むすびのひとこと
　大それた事でなくても、壁を乗り越えるように
理解が進むときには、①素地としての思考力、②
広範に渡りかつ最低一領域は深くに及ぶ知識、③
離れた事物の関係に気付く発想力 のどれもが必
要だ。大学の教養と基礎系科目の教育は、このう
ち②の後半以外の獲得を支える根幹の役目を担っ
ている。 ― が、昨今の時流・外圧・内圧の中で、
大学教育におけるこれら３項目内訳のバランスが
保てなくなってきているのではないか ― と沈痛
になりかけていた私の気分は、今期のオンライン
授業中の学生の反応のおかげでかなり立ち直った。
少なくとも私が接した新入生は、文・理を横断す
る基盤的思考力の意義を認識し、それを獲得する
心構えを有していることを実感した。「学生は、
即効的に分かり、効用が見えることを求める」な
どの説に惑わされる必要はなかったのだ。将来の
真の難問に立ち向かう叡智を生む土壌はちゃんと
ある。非即効的な真の思考力の育成に対して及び
腰になるようなことは、ゆめゆめあってはならな
い。オンラインコンテンツの準備の狭間に胸中巡
ったことである。
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第１部　教養教育共同化の展開
 （３）令和２年度のリベラルアーツセンターの活動を総括して

　本年度は文科省事業後の独自運営になってから
４年目にあたり、原則として、第三年度の昨年度
に達成した成果を継続維持してゆく方針であった。
ところが、昨年度末より本格化してきたいわゆる
コロナ禍の影響で、当初よりその活動は多大な影
響を被らざるをえなかった。

1） 令和２年度のカリキュラム構成（科目）の考
え方

2）学生交流事業の企画
3）今後の展望

	1）	２年度のカリキュラム構
成（科目）の考え方

令和２年度は合計 81の共同化科目を用意して、
十分な種類と数の授業を提供できたと考えている。
全体のカリキュラムも、昨年度までの成果に準

拠して、人文・社会・自然諸分野の学術を俯瞰し、
その基礎を学習するとともに、世界の多様性を感
受し、日常社会に生じる問題の真理を探求する議
論ができるような学生を育成する考え方にもとづ
いて構成しており、当面は所期の目標にかなう現
状である。
もとより学生のニーズ・社会の要請に応じて、

科目の内容・構成に改編・洗練を加えていくこと
は不可避である。他方、担当人員・配当予算など
の制約によって、休止・廃止を考慮せざるをえな
い科目もある。
以上の科目数の維持や担当のあり方などについ

ては、昨年度までのリベラルアーツセンターでの
協議を経て、従来の原則などを尊重しつつ、柔軟
に対応してゆく方針を確認してきた。
しかしながら、すでに言及のあるように、新型

コロナウィルス感染拡大・緊急事態宣言発令によ

る年度初めの授業の休止、およびその後の授業オ
ンライン化の対応に追われて、今年度は既存授業
の運営で精一杯であった。カリキュラム全体をみ
わたしたうえでの科目の検討・見直しなどは、と
うてい手の回らない情況が続いて、現在に至って
いる。
それでも、たとえば今年度より開講した「京都
の文化と文化財」では、オンライン方式に対応し
て、今日庵（裏千家）資料館長・金剛流家元・清
水焼窯元清水六兵衞氏など、関連各界から著名な
ゲストスピーカーをお招きして、Zoomによる
ライヴ授業を実施することができた。また産経新
聞からの寄付講座として企画された「SDGs を
学ぶ」も今年度から開講し、各企業・団体・自治
体などから講師をお招きして、SDGs に関する
多様な取り組みを講義していただいた。その詳細
は別に、前田工繊大副学長の寄稿があるので、参
照されたい。
ともかく困難な情況のなか、関係各位のご助力
で、何とか新科目の開講ができたことに安堵して
いる次第である。
コロナ禍の収束はなお不透明である以上、授業
形態の再考もふくめたカリキュラム構成の再検討
にも取り組む必要性が出てくるだろう。あらため
てリベラルアーツセンターの役割もみなおしてい
かねばならない。

 2）学生交流事業
リベラルアーツセンターは例年、三大学の事業
として、学生の自主的な交流事業の推進を積極的
にバックアップしてきた。一昨年まで続けてきた
合宿研修、そして昨年度の三大学学生交流会結成
と交流集会開催は、本欄でも特筆してきたところ
である。

（３）令和２年度のリベラルアーツセンターの活動を総括して
京都三大学教養教育教育研究・推進機構リベラルアーツセンター長／京都府立大学 教授

岡本　隆司
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とくに昨年度は、事業全体をリニューアルし、
学生による FDともいうべき交流集会を試みるな
ど、ようやく学生主体の活動が緒についたところ
だった。その成功に力をえた学生交流会は、コン
ソーシアムでのプレゼンやSNSによる学生向け
発信など、具体的な事業計画の立案を続け、今年
度にむけ、いっそう積極的な活動を期していたの
である。
ところが、このように学生交流会があたためて
いたイベントも、コロナ禍でいっさい休止のやむ
なきにいたっている。せっかく意欲的な学生諸君
が集まってくれて、今年度以降の展開に期待が高
まっていただけに残念であり、痛恨の思いを禁じ
得ない。
リモート・オンデマンドなどで、授業を成立さ
せるだけで手一杯の現状では、いわば課外活動、
しかも学生が集まることを前提にした学生交流事
業などは、とても手がつけられない。コロナ禍の
収束の見通しがつくまでは、身動きがとれない学
生交流事業ながら、リベラルアーツセンターとし
ては、来たるべき原状復帰のあかつきに、学生の
主体的積極的な取り組みが、なるべくスムーズに
復活できるような態勢づくりを考えてゆくほかな
いだろう。

 3）今後の展望
　今年度はいわゆる「ウィズコロナ」のなか、三
大学機構すべてが大きな試練に遭って、試行錯誤
した一年であった。現行カリキュラムの授業実施
は、なお少なからず課題は残しながらも、一年の
経験でどうにか見通しがついた。しかし今なお学
生が普通どおり通学しての原状回復は望むべくも
ない。
　それならリベラルアーツセンターとしても、い

わゆる「ウィズコロナ」の情況を前提に、専門教
育の前提かつ背景をなし、全人的な素養をささえ
るリベラルアーツの理念に即した科目の検討・再
編、そして学生育成の方策を提案してゆく任務に
たちかえらねばならない。
　そのため具体的にどのような対策・企画が考え
られるのか。授業に関しては、担当者会議の復活
や FDなど意見聴取の新たなあり方・しくみを模
索する必要があろう。また学生の自主的な交流活
動も、「ウィズコロナ」に即した、学生に負担を
かけないような形で、再構築をはかっていかねば
なるまい。
　あらためて関係各位のご高見・ご支援を切に求
める次第である。

第１部　教養教育共同化の展開
 （３）令和２年度のリベラルアーツセンターの活動を総括して
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	１　	新型コロナウィルス感染
症の感染拡大防止対策を
講じた授業の概要

　今年度は年度当初から、新型コロナウィルス感
染症の感染拡大防止対策を講じた上での授業の実
施となった。共同化科目は１講義当たりの受講人
数が多いこと、三大学の学生が一堂に会して受講
することなどの事情から、対面授業の実施には慎
重にならざるを得ず、いかにして非対面で対面授
業と同等の教育効果を得られるよう実施できるか
検討を重ねる 1年となった。

	（１）前期
○授業方式検討の流れ
・ 3 月 31 日の副学長会議において、前期 2回目
（4/20）もしくは 3回目（4/27）までの休講
を決定した。

・ 4 月 27 日又は 5月 11 日からの対面授業を想
定し、履修定員を 3分の 2に削減して定員調
整を行った。

・ 前期開講後、三大学がメール等で協議した結果、
前期全授業を非対面授業とすることが決定され
た。

○休講措置
・ 3 回目までを休講とし、共同化科目担当教員か
ら休講分の授業に相応する授業動画・講義資料・
課題等のファイルを提出してもらい、各大学の
ポータルサイトで学生に提示する方法をとった。

○４回目（5月 11日）以降の授業
・ 工繊大提供のNextCloud を利用して教員・学
生との講義情報及び講義資料等の共有を図るこ
ととした。

・ 各科目担当教員は、授業動画・講義資料等のフ
ォルダーと、課題回収用のフォルダーを
NextCloud 上に作成し、それぞれNextCloud
へのアクセスのURLを取得して、指定の「講
義資料等配付表」に記入し、授業の前週に機構
に送付する。機構は「講義資料等配付表」をと
りまとめて、各大学に送付し、各大学はポータ
ルサイトに掲示する等の方法をとった。

・ 授業はオンデマンド方式を中心に行い、一部科
目は Zoom等の会議システムを利用してライ
ブ授業を行った。

○前期試験
・ 6 月 12 日の運営委員会において、対面方式で
の試験は行わず、レポート課題又はオンライン
試験での成績評価を行うこととなった。
・結果的にオンライン試験は 1科目（哲学）のみ。

	（２）集中講義
・ 6 月 12 日の運営委員会において、非対面方式
で行うことが決定された。
・ 前期授業と同様、NextCloud を利用しての情
報共有を行うこととした。
・ Zoomによるライブ授業と、オンデマンド方
式での授業が行われた。

	（３）後期
○授業方式の決定
・ 6 月 12 日の運営委員会において、非対面方式
とすることを決定した。
・ 履修定員については、削減を行わず予定どおり
の定員で調整を行うこととした。
・ 前期のNextCloud を利用した授業で生じた課
題の解決・改善を目指して、8月中に協議を行
った結果、工繊大のmoodle を借用して非対
面授業を行うことが決定された。

○後期授業
・ 工繊大提供のmoodle を利用して、授業を行
うことが決定された。
・ 三大学の科目担当教員と、共同化科目を受講す
る可能性のある全学生にアカウントを配付し、
各科目ごとに作られたmoodle 上のコースに
教員・学生がアクセスすることにより、情報共
有を図ることとなった。
・ オンデマンド方式が中心であるが、機構で
Zoomのライセンス契約を行い希望する教員
にアカウントを配付したため、前期よりライブ
授業の割合が高くなった。
・ リベラルアーツ・ゼミナール科目の一部では、
感染防止対策を講じた上でフィールドワークを
実施した。（「意外と知らない植物の世界」2回、
「資料で親しむ京都学」1回）

○後期試験
・原則レポート課題等での成績評価を行った。
・ 1 科目のみ、moodle を利用したオンライン試
験実施。（「京都の防災と府民」）

（４）令和２年度三大学教養教育共同化の取組

第１部　教養教育共同化の展開
 （４）令和２年度三大学教養教育共同化の取組
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	２　	令和 2 年度の共同化科
目での取組

○開講科目
・ 別添一覧のとおり。

○新規科目
・ 「京都の文化と文化財」は機構提供科目として
新設し、文化財、和食、伝統文化・伝統産業の
3つの分野の授業をそれぞれ京都学・歴彩館、
京都府立大学、京都工芸繊維大学の教職員が担
当した。授業は各分野で活躍するゲストスピー
カーを招いて、Zoomによるライブ形式で行
った。
・ 「SDGs をまなぶ」は産経新聞社からの寄付講
座の申し出を受け、工繊大提供科目として新設
され、各企業・団体・自治体等から講師を派遣
願いSDGsに対する取組を講義いただいた。
　（工繊大前田副学長により後述）

○その他
・ 「京都の経済」は京都銀行との包括連携・協力
協定を元に新設されてから 4年目を迎え、昨
年度からは京都銀行には 3回の講義を担当い
ただく他、各経済団体から講師を派遣していた

だき京都の経済についての講義をお願いしてい
る。今年度は Zoomによりゲストスピーカー
と代表教員（小沢教授）が連携して講義を行っ
た。

	３　履修登録状況
・ 別添の表のとおり。前期は対面授業を想定して
履修定員を 3分の 2に削減して定員調整を行
ったため、履修希望が叶わず登録出来なかった
学生が、主に工繊大生において多数生じたため、
後期は非対面授業方式の方針を早期に決め、履
修定員の削減を行わなかった。
・ 前期と後期を合わせた通年での履修登録者数は
6,955 人で、前年度に比べて 1,186 人減少（－
14.6％）した。大学別では京都工芸繊維大学
が対前年度 1,057 人減少（－ 25.2%）、京都府
立大学が 135 人減少（－ 4.3%）、京都府立医
科大学が 6人増加（＋ 0.7%）であった。
・ 通年の交流率（自大学以外の科目を履修登録し
た学生（機構提供科目履修者を除く）の割合）
は 50.9%であり、前年度より 4.2%減少して
いるものの 50%を超え高い水準を維持してい
る。

第１部　教養教育共同化の展開
 （４）令和２年度三大学教養教育共同化の取組

令和２年度　京都三大学教養教育研究・推進機構　運営委員会　委員名簿
令和 2年 4月

大学名
京都三大学教養教育研究・推進機構　運営委員会

担当副学長 リベラルアーツセンター 教育ＩＲセンター 規約第４条第２項による者
職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名

京都工芸
繊維大学

副学長
（研究科長・
学部長）

前田 耕治 基盤科学系　
教授 朝田 衛

センター長
電気電子工学系　
教授　

萩原 亮

京都府立
医科大学

副学長 奥田 司
生物学
教授
教養教育部長

小野 勝彦
生命基礎
数理学
教授

長崎 生光 学生部長 橋本 直哉 看護学科長 岩脇 陽子

京都府立大学

運営委員長

副学長
（学生部長）

　

川勝 健志

センター長
文学部
歴史学科
教授

　

岡本 隆司
公共政策学部
公共政策学科　
准教授

秦 正樹 教養教育
センター長 窪田 好男 教務部長 長島 啓子

京都三大学
教養教育研究
・推進機構

京都府
公立大学法人
三大学連携担当課長

池田 英孝
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三大学教養教育共同化科目の履修登録者（2020年度前期）
提供
大学

開　講
コース 科　目　名 履修

定員
履修者数

交流率 履修率
工繊大 府大 医大 合計

1 工繊大 月 2 フランス語圏の文化とジャポニスム(※２回生以上） 30 14 10 0 24 41.7% 80.0%
2 府大 月 2 映画で学ぶドイツ語と文化(※３回生以上） 30 9 2 0 11 81.8% 36.7%
3 府大 月 2 観光学α 84 11 63 0 74 14.9% 88.1%
4 工繊大 月 3 哲学 106 55 40 10 105 47.6% 99.1%
5 工繊大 月 3 法学 61 20 27 10 57 64.9% 93.4%
6 工繊大 月 3 現代教育論 120 58 41 18 117 50.4% 97.5%
7 工繊大 月 3 京の産業技術史 - - 0 0 0 - -
8 工繊大 月 3 生物学概論Ⅰ 120 27 72 20 119 77.3% 99.2%
9 工繊大 月 3 科学史 61 31 20 10 61 49.2% 100.0%
10 工繊大 月 3 環境問題と持続可能な社会 106 52 43 10 105 50.5% 99.1%
11 府大 月 3 京都の歴史Ⅰ 181 63 92 22 177 48.0% 97.8%
12 府大 月 3 国際政治 61 11 42 7 60 30.0% 98.4%
13 府大 月 3 現代京都論 120 45 60 15 120 50.0% 100.0%
14 府大 月 3 物理学Ⅰ 120 45 54 15 114 52.6% 95.0%
15 機構 月 3 製品の機能から科学を学ぶ（リベラルアーツ ･ゼミナール） 30 10 10 10 30 100.0% 100.0%
16 工繊大 月 4 美と芸術 106 53 34 18 105 49.5% 99.1%
17 工繊大 月 4 化学概論Ⅰ 61 35 25 1 61 42.6% 100.0%
18 工繊大 月 4 人と自然と数学α 120 74 27 8 109 32.1% 90.8%
19 工繊大 月 4 キャンパスヘルス概論 120 48 57 13 118 59.3% 98.3%
20 府大 月 4 ヨーロッパの歴史と文化 106 38 53 13 104 49.0% 98.1%
21 府大 月 4 京都の文学Ⅰ 61 23 35 2 60 41.7% 98.4%
22 府大 月 4 社会学Ⅰ 61 23 36 1 60 40.0% 98.4%
23 府大 月 4 食と健康の科学 100 38 56 6 100 44.0% 100.0%
24 医大 月 4 医療人類学 61 18 12 31 61 49.2% 100.0%
25 医大 月 4 人文地理学Ⅰ 120 42 46 31 119 73.9% 99.2%
26 医大 月 4 生物学的人間学 136 13 68 55 136 59.6% 100.0%
27 機構 月 4 近代京都と三大学 60 20 33 6 59 100.0% 98.3%
28 機構 月 4 現代社会に学ぶ問う力・書く力 a（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 11 13 6 30 100.0% 100.0%
29 機構 月 4 レーザで測る、創る、楽しむ（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 13 13 4 30 100.0% 100.0%
30 工繊大 月 5 比較宗教学 120 57 40 20 117 51.3% 97.5%
31 工繊大 月 5 西洋文学論 120 15 79 10 104 85.6% 86.7%
32 工繊大 月 5 心理学 106 49 35 18 102 52.0% 96.2%
33 工繊大 月 5 エネルギー科学 120 68 33 10 111 38.7% 92.5%
34 府大 月 5 現代社会とジェンダー 120 43 60 15 118 49.2% 98.3%
35 府大 月 5 現代科学と倫理 106 25 32 5 62 48.4% 58.5%
36 府大 月 5 京都の自然 181 79 83 16 178 53.4% 98.3%
37 機構 月 5 現代社会に学ぶ問う力・書く力b（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 10 10 10 30 100.0% 100.0%
38 府大 集中 生命科学講話 181 68 91 22 181 49.7% 100.0%
39 医大 集中 発達心理学 106 30 21 53 104 49.0% 98.1%
40 医大 集中 時間生物学特論（※ 3回生以上（修士課程大学院生を含む）） 30 12 2 3 17 82.4% 56.7%
41 機構 集中 現代イスラーム世界の文化と社会（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 10 10 10 30 100.0% 100.0%
42 機構 集中 感性の実践哲学（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 10 10 10 30 100.0% 100.0%
43 機構 集中 世界はいま（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 10 10 10 30 100.0% 100.0%

合　　　　　　計 3,712 1,386 1,600 554 3,540 51.5% 95.4%
（注）交流率：科目提供大学以外の大学の履修者数をその科目の全履修者数で割った値。

第１部　教養教育共同化の展開
 （４）令和２年度三大学教養教育共同化の取組
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三大学教養教育共同化科目の履修登録者（2020年度後期）
提供
大学

開　講
コース 科　目　名 履修

定員
履修者数

交流率 履修率
工繊大 府大 医大 合計

1 医大 月 1 医学概論 (※２回生以上の工繊大・府大生） 120 45 13 0 58 100.0% 48.3%
2 府大 月 2 映画で学ぶ英語と文化 (※３回生以上） 30 10 17 0 27 37.0% 90.0%
3 機構 月 2 資料で親しむ京都学 (リベラルアーツ・ゼミナール）（※ 2回生以上） 20 4 6 0 10 100.0% 50.0%
4 工繊大 月 3 東西文化交流史 196 107 57 29 193 44.6% 98.5%
5 工繊大 月 3 日本近現代文学 174 67 57 7 131 48.9% 75.3%
6 工繊大 月 3 日本近代精神史 99 18 13 0 31 41.9% 31.3%
7 工繊大 月 3 京の意匠 120 37 17 10 64 42.2% 53.3%
8 工繊大 月 3 政治学 99 29 35 3 67 56.7% 67.7%
9 工繊大 月 3 生物学概論Ⅱ 99 28 39 4 71 60.6% 71.7%
10 府大 月 3 京都の歴史Ⅱ 299 86 96 4 186 48.4% 62.2%
11 府大 月 3 社会学Ⅱ 174 63 99 8 170 41.8% 97.7%
12 医大 月 3 宗教と文化 99 24 15 30 69 56.5% 69.7%
13 医大 月 3 文芸創作論 120 11 15 4 30 86.7% 25.0%
14 医大 月 3 現代正義論（リベラルアーツ ･ゼミナール） 30 8 7 2 17 88.2% 56.7%
15 機構 月 3 京都の経済 120 81 27 9 117 100.0% 97.5%
16 機構 月 3 意外と知らない植物の世界（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 14 12 2 28 100.0% 93.3%
17 工繊大 月 4 日本史 120 56 42 17 115 51.3% 95.8%
18 工繊大 月 4 科学と思想（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 20 2 3 25 20.0% 83.3%
19 工繊大 月 4 環境と法 99 30 25 0 55 45.5% 55.6%
20 工繊大 月 4 人と自然と数学β 99 9 3 0 12 25.0% 12.1%
21 工繊大 月 4 人と自然と物理学 99 39 5 0 44 11.4% 44.4%
22 府大 月 4 京都の文学Ⅱ 99 41 42 2 85 50.6% 85.9%
23 府大 月 4 現代社会と心 196 80 107 7 194 44.8% 99.0%
24 医大 月 4 ラテン語 120 41 29 41 111 63.1% 92.5%
25 医大 月 4 人文地理学Ⅱ 174 90 64 8 162 95.1% 93.1%
26 医大 月 4 認知心理学 120 58 29 31 118 73.7% 98.3%
27 機構 月 4 社会科学の学び方（リベラルアーツ・ゼミナール） 30 10 9 2 21 100.0% 70.0%
28 機構 月 4 京都の防災と府民 120 71 42 1 114 100.0% 95.0%
29 工繊大 月 5 西洋文化論 174 81 62 13 156 48.1% 89.7%
30 工繊大 月 5 経済学入門 120 89 25 4 118 24.6% 98.3%
31 工繊大 月 5 SDGsをまなぶ 99 63 27 1 91 30.8% 91.9%
32 工繊大 月 5 化学概論Ⅱ 99 39 19 0 58 32.8% 58.6%
33 工繊大 月 5 地球の科学 174 104 65 5 174 40.2% 100.0%
34 府大 月 5 アジアの歴史と文化 120 34 66 14 114 42.1% 95.0%
35 府大 月 5 英語で京都（※ 3回生以上） 30 3 0 0 3 100.0% 10.0%
36 府大 月 5 生活と経済 99 26 31 2 59 47.5% 59.6%
37 府大 月 5 京都の農林業 196 86 103 5 194 46.9% 99.0%
38 機構 月 5 京都の文化と文化財 120 44 60 11 115 100.0% 95.8%
39 機構 月 5 経営哲学（リベラルアーツ ･ゼミナール） 30 6 2 0 8 100.0% 26.7%

合　　　計 4,396 1,752 1,384 279 3,415 50.3% 77.7%
（注）交流率：科目提供大学以外の大学の履修者数をその科目の全履修者数で割った値。

第１部　教養教育共同化の展開
 （４）令和２年度三大学教養教育共同化の取組
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第２部　共同化科目の授業研究
 （１）先行き不透明な状況で（科目名：文芸創作論）

後期の授業はオンラインによる、とのこと。
2020 年度は新型コロナ禍への緊急対応で、教員・
学生も、事務職員も、誰もかれも大変です。
年が明け、13 回目の講義を無事終えました。
引きつづき事務局の、N副課長・Y専門幹両氏の
支援を受けています。主にN氏が対面で、わた
しの話を聞いてくれているのです。静かな部屋で
時々、「カリカリカリ カリカリカリ」と乾いた音
がします。副課長さんがメモをして、必要な連絡
事項などを後で、Moodle に載せてくださってい
るのでした。Moodle での、資料配布もできる範
囲でお願いしています。Zoom操作もMoodle
も手探りの状況なのですが。事務局も人手不足で
とても忙しく、連絡もスムーズというわけにはゆ
かないし。

オンラインの講義をどうするのか？　パワーポ
イントのスライドを PDFにして、Moodle に資
料を載せるのも考えました。でも受講生にすれば、
画面に資料が次々と表示され、資料を目で追い読
みながら解説を聞くのは、負担の大きい作業に違
いありません。仮にコンテンツが分かり易く視覚
化されたパワーポイントのスライドでも、紙芝居
みたいな講義はダメでしょうね。結局、ライブ配
信はラジオ放送をイメージしてやっています。資
料をできる限り減らし、毎回、台本替わりの原稿
をせっせと書いて。視覚的なスライド資料を整理
し、耳で聞けるように変換して、原稿に盛り込ま
なければなりません。工夫のしどころ、です。
オンラインで、受講生が集中できる時間は限ら
れています。一般に限度と言われる 60分で、何
ができるのか、あれこれ考えました。まずは講義
全体の情報量・トピックを大幅に減らす必要があ
ります。減らすなら、内容は単純計算で例年の３

分の２ぐらいかな、とか。講義内容を大胆に削る
なら、テーマを絞り込み、授業のゴールをもっと
明確にしなければ、などと。
事前に取り組む作業は用意しておきますが、
授業毎の課題はなし、平常点もありません。
Moodle への投稿も自由ですから、反応がなかっ
たらどうするのか。不安はいっぱい、です。
資料を少なくしてアップするにしても、受講生
のインターネット環境がよく分かりません。仮に、
学生がパソコンやタブレット端末ではなく、スマ
ホで受講しているとしたら、資料の活字の大きさ
が問題にならないのか？　資料の保存、プリント
アウトはできるのか？　あるいはまた、学生の
IT リテラシーの差はどうなのか？も気になりま
す。
ライブ配信では、手元に目を落としたまま原稿
を読まない、そんな心づもりでパソコン画面に向
かいます。話の展開、文字でつづる順にできれば
と願います。でも大抵、予定通りにはいきません。
いつも、原稿を見ないでしゃべることになってし
まうのです。結果的に。すると自然、頭に浮かぶ
即興の話が入り込み、時間配分が狂います。パワ
ーポイントなら、スライド数で、大体の講義時間
を決められますが。スライド数の増減で調整して。
おしゃべりを中心にすると、予定の 60分をオー
バーするはめになるのですね。話がフラフラしな
いよう事前に、頭の中で話の展開をイメージして
おく、シミュレーションしておく必要がありまし
た。

双方向的なのが Zoomの売りのはずですが、
現実には、パソコンの分割画面で、受講生皆さん
の、一人ひとりの顔、反応を見ながらしゃべるの
ではありません。あちら側でカメラOFFになっ

（１）先行き不透明な状況で　
　 　（科目名：文芸創作論）　

　京都府立医科大学　特任教授

　藤田　佳信

20



第２部　共同化科目の授業研究
 （１）先行き不透明な状況で（科目名：文芸創作論）

ていれば、画面は真っ暗なのですね。某私立大の
友人など、自室で独り、ひと気のない暗い画面に
向かってしゃべるのだそうです。事務局の協力も
なく、フリーズとか、ハード面の不具合が起きた
ら、どうするのでしょうか？　講義は中断し、そ
のまま終わりかな？　Zoomには、「世界同時不
調」なるものも起こるらしいですね。
Zoomの授業、これまでのところ事務局のサ

ポートで、なんとかライブ配信をこなせています。
ノートパソコンを前に、わたしは自分が映る画面
に語りかけ、画面のあちら側では、受講生も同じ
わたしの映像を見ながら、声を聞いているはずで
す、たぶん。
実際のところ、画面のあちらに誰か、受講生、

本人がいるかは分かりません。不安ですね。それ
で確認のため？課題がどっさり出ると、学生のス
トレスは増大し、苦情もあると聞きました。ある
いは、誰か別人が画面の向こうにいて、課題をせ
っせと出していたら、どうします？　ニューヨー
クの某大学でそんなことがあったとか、ネットの
記事で読みました。まるで怪談のような話。亡く
なった学生から、レポートが送られつづけていた、
というのですから。死亡事故のあともずっと。
12 月のはじめに、１つめの創作課題エッセイ

がMoodle に投稿されました。試験に替わる目
標課題の１つです。科目の登録者は、30 名。内
25 名が投稿しています。翌週フィードバックす
るので早速、読みました。３回読みます。１回目
は一般読者として、２回目は評価のために。３回
目にコメントをメモしながら。受講生が探し出し
たテーマは予想通り、多種多様です。興味深いエ
ッセイがいくつもありました。どの作品もオリジ
ナルで、けっこう読ませます。また、確かに話を
聞いている痕跡も、エッセイのあちこちに見つか

ります。タイトルなしのエッセイが７点ありまし
た。バーチャルな Zoomに入室したものの、席
を外していたのでしょうか？　それぞれのテーマ
をあらわすタイトルについては、くり返し話をし
ていますが。オリジナルな創作であるための、必
要不可欠な条件なのですから。
提出されたエッセイの中に１つ、追伸がありま
す。「講義を聞いていたつもりですが、読書感想
エッセイというものをあまりつかめませんでした。
もし、あまりにもかけ離れているようであれば修
正する機会をいただきたいです。」良かった！　
ちゃんと聞いてくれています。「Kさん、大丈夫
です。創作条件をすべて満たしていますし、面白
いエッセイだと思いました」と、毎回そんな声掛
けをしたいです。

収まらないコロナ・パンデミック、いまは誰も
かれもが大変です、世界も。学生の皆さんも、オ
ンラインで送られてくる課題を独りで黙々とこな
すだけなら、日々不安が募ると思います。新型コ
ロナ感染が拡大し、また２度目の国の緊急事態宣
言も出て、孤立しやすい状況ですから。心身共に
元気でめげずに、決して好奇心を失わず、ねばり
強く学問に勤しんでほしいです。わたしも頑張り
たいと思います。

（本年度オンライン授業では、事務局の西浦圭
彦副課長・保田令子専門幹、両氏のお世話になり
ました。記して感謝の意を表したいと思います。）
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	1．はじめに
この授業は、筆者が本年度より前任者から引き
継ぎ、担当したものである。筆者がこれまで経験
してきた授業は、専門科目や教養科目であっても
学科やコースに特化した科目であったが、本授業
は、三大学の教養科目にあたる。したがって、1 
回生の受講生が大多数を占める上に、幅広い課程・
学科の受講生が集まるということで、開講前は毎
回の授業内容に受講生からどのような反応が返っ
てくるか、正直不安もあった。というのも、今年
度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、受
講生 100 名を超える授業をオンラインで開講し
なければならなかったため、尚更のことであった。
本授業は、後学期の開講であったため、対面授
業が再開された大学も見られた中、三大学教養教
育共同化科目の授業は全面的にオンラインによる
非対面方式で実施された。受講生は京都府立大学
42 名、京都府立医科大学 17 名、京都工芸繊維
大学 56 名の計 115 名であった。うち 1回生は
府立大 25 名、府立医大 17 名、工繊大 39 名で、
およそ 7割を 1 回生が占める授業となった。2
回生以上は昨年度以前も他の授業を受けるなどキ
ャンパスに通った経験を有しているが、1回生は
入学式を秋に開催した大学もあるなど、ほとんど
キャンパスに通った経験がないところから授業が
始まった。つまり、ほとんど学生同士の交流もな
く、授業についての情報交換をする相手もいない
だろうことが想定された。したがって、例年以上
に質問しやすい環境に気を配った。

	2.	講義の概要
講義は、日本史の中でも特に文化・思想を中心
として時代の流れに沿って行った。古代から近代

までの広い時代を取り上げるため、できるだけ写
真、図表などを提示し、理解を促すよう工夫した。
また、最新の研究成果を示すように努めた。
高校で日本史を履修した者、しなかった者、留
学生など多様な受講生が参加しているが、どうい
った層にもそれぞれの気づきがあるよう、まず現
代にも通ずる文化・思想を中心に身近な話題を紹
介し、そこから政治・経済等の歴史に広げていく
講義を行った。
講義は 毎回 Zoomを使用し、PowerPoint を
共有して行ったが、受講生からの要望に応じて 3
回目の授業以降、授業前に毎回 PowerPoint を
PDF変換し、レジュメとしてMoodle に上げる
ようにした。これは、授業を受ける際に、共有が
うまくいかない場合、音声のみでも授業を進める
ためでもあり、受講生からこの資料にメモ等を記
入したいという要望があったためでもある。
また、回線の都合等で、リアルタイムに授業を
受けられない場合も考慮し、リアルタイム授業の
録画データをMoodle に授業後数時間以内に上
げるようにした。そして、授業中に出席を取らな
い代わりに、リアルタイム授業の受講後あるいは
録画データ視聴後にコメントペーパーをMoodle
から提出してもらうこととした。

	3.	コメントペーパーの利活用
リアルタイムの授業を受講する場合であっても、

受講生側の通信量等も考慮し、受講生側はビデオ
をOFFにしても構わないとしたことから、結局
ビデオをONにして参加する受講生は現れなかっ
たが、毎回のコメントペーパーでどの程度授業を
聞いているかについては、ある程度把握ができた。
また、受講生側のビデオはOFFになっている
ので、筆者にとって授業についての反応がわかり

（２）コロナ下にいかに１回生主体の教養教育を進めるか
　 　（科目名：日本史）

　京都工芸繊維大学　非常勤講師

　浅井　雅
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づらい点もあったが、コメントペーパーには毎回、
「改善した方が良い点・困ったこと」を書いても
らう項目を設けたため、細かいことでも受講生か
ら指摘が入り、次の授業では改善するよう努めた。
さらに、この「改善した方が良い点・困ったこと」
については特に、次の授業の最初に、前回のコメ
ントペーパーで気になった点を匿名で紹介するよ
うにした。すると、他の受講生にも「そんなこと
でも言っていいのか」と思ってもらえたのか、回
が進むごとにさらに忌憚のない意見を言ってもら
えるようになった。そして、コメントを紹介され
た本人は、その回の授業のコメントペーパーでは
「前回、○○のことでコメントを書きましたが、
対応くださってありがとうございます。」などと
書いてくれることも多く、そのようなことから、
徐々に信頼関係も築いていけたように感じている。
コメントペーパーの別の項目では、「今日の授

業で、気づいたこと・学んだこと・改めて調べた
いこと」や「今日の授業で良かった点」を書いて
もらった。初めは、「（授業内容について）だいた
い知っている内容でした。」等のコメントも見ら
れたが、授業の早いうちに、「大学の授業である
以上、教養科目であっても、そこから何か自分で
考えてほしい。高校までの覚える学習、試験対策
の学習とは違い、大学ではこれまで知っているこ
と、新しく学んだことから、さらに新たなものを
生み出していくのが学習であるはず。教養である
以上、ある程度知っていることもあるだろうが、
『知っている』『知らない』だけで終わらせないで
ほしい。」という話をしたこともあり、コメント
の内容もその回から一気に変化が見られた。また、
途中、「しょうもないことばっかり書いてすみま
せん。」というコメントも見られたが、「しょうも
ないことなんて一つもない。一つ一つの気づきが
大事だ。」という話もし、最初に比べると全体と

して字数が自然と増えていった。
以上のように、コメントペーパーは、筆者の側
で理解度合い、受講生の反応を把握するだけでな
く、受講生との信頼関係を築くのに役立った。

	4.	おわりに
受講生の成績評価は、この毎回のコメントペー

パーの提出（授業の 2/3 にあたる 10 回分の提出
を必須とした）と期末レポートで行った。期末レ
ポートについては、「（今年度後期の）共同化科目
の成績評価については、原則、試験ではなくレポ
ート課題等」により行う旨の通知が出たため、定
期試験から変更したのであるが、他の授業も含め
学生が課される期末レポートが例年より増えるこ
とも予想されたため、早めに課題を出した。この
ことにより、それ以降の授業を受講してもらえる
かとも考えたが、「今日も授業ありがとうございま
した。」「次回も楽しみにしています。」等のコメン
トもどんどん見受けられるようになり、最後まで
変わらず熱心にオンラインの受講生数やコメント
提出数が変化することなく、受講してもらえた。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、例年にない授業形態を余儀なくされたが、
その中でもより良い授業を実施するために協力し
てくれた受講生に感謝したい。最初の不安は全く
と言っていいほど当たらず、Zoomの画面OFF
の真っ暗な画面から毎回授業終わりに拍手してく
れる受講生もおり、そのたびに授業の疲れが吹き
飛んだ。今年度の受講生とは授業で直接顔を合わ
せることはできなかったが、また何処かで会えた
り、授業での筆者の発言により何かを学んで、そ
れが何かに役立てばうれしい。
そして、今年度の受講生からの指摘等を、来年
度以降も「日本史」の授業に活かしていきたい。
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（３）教養としての「国政政治」とは何か
　 　（科目名：国際政治）

　京都府立大学　非常勤講師

　依田　博

	1.		ある講演主催者の忖度の
ない言葉（？）

「教養部の先生ですか。2年間の教養課程で私が
学んだことは何一つありませんでした。」交換し
た筆者の名刺をつくづくと見て講演主催者が（こ
れから演壇に上がる予定の）筆者に言い放った遠
慮のない一言である。教養教育についてのこの感
想は、今も昔も多くの学生に共通のものだろう。
1980 年代以降、筆者の大学も教養教育の意義
や手法の検討に膨大な時間とエネルギーを費やす
こととなり、その帰結が教養部もしくは教養課程
の廃止もしくは解体であった。検討の過程で明ら
かになったことは、教養教育の意味は「学生の大
学生活への社会化過程」という側面である。

	2.		「教養」とは何か
　筆者自身がたどりついた教育の対象としての
「教養」とは、
　a. 専門学習の入門
　b. 専門外の知識の習得による知的地平の拡大
　c. 市民として身に着けるべき知的作法
である。
このいずれもが、学生にとっては退屈であり、
かつ何の役に立つのかがわからない無意味な学習
だったのだろう。「専門学習の入門」は、筆者の
専門である政治学でいえば、高等学校で社会、歴
史、地理などの授業を受けた学生にとっては、高
校で習ったことと重なっているので、退屈だった
に違いない。専門外の知識の習得にどうして「政
治学」の学習が必要であるのかがわからない学生
にとっては学習に身が入らない。ましてやすでに
「市民」であるのに、そのうえで市民としての教
育が必要であると思わない学生もいたはずである。
動機や知的関心が一様ではない学生の教育、教養

教育の難しさは、ここにある。
しかし、こうした学生側の事情よりもはるかに
筆者の頭を悩ましていたのは、具体的に何を学生
に伝えるのか、そしてどのような方法で伝えるの
かという問題である。筆者が担当してきた政治学
や国際政治という分野の授業は 100 人よれば
100 とおりの内容と教え方がある、標準的な教
え方やテキストがないといわれてきた。かくして
試行錯誤の繰り返しであった。
それでも、筆者が最も腐心したのは、社会化過
程としての教養教育を意識した「市民として身に
着けるべき知的作法」である。次節でこのテーマ
を検討してみたい。

	3.		市民として身に着けるべ
き知的作法とは何か

そもそも「市民」とは誰か。ここでは、政治の
領域で「自治権」を行使する存在としておこう。
自治権を行使する際に求められるのは、政治の領
域である限り、その結果が社会全体に及ぶことへ
の認識である。もちろん、フリーライドという決
定の選択肢もある。どのような選択肢を選ぶにせ
よ、決定の結果は、政治の世界では、社会を構成
するすべての人を拘束する。それだけに、決定権
を行使する者にはそれにふさわしい能力や資質が
求められる。
その能力・資質とは、論理的思考力、分析力、
批判力、想像力、表現力、そして責任感である。
いずれも大学教育で培うことができる。学生には、
すべてのことを疑ってかかる慎重さ、問題の解が
複数あるとの認識、解やその妥当性がわからなか
ったときにはまず自分の知識を総動員し、それで
も満足しなかったなら自分の外にある情報源を徹
底的にしらべるという粘り強さ、解の設計におい
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てデータなどの確かな根拠に基づくこと、解や意
見を他者に伝える文章力などの表現力を磨くこと
などを求めた。
特に力を入れたのがエッセーライティングであ

る。テーマは、授業で学習した内容とそれに関連
する国際政治の出来事を題材にした。学生には課
題ごとにルーブリックを示し、ルーブリックに基
づいて評価し、添削して返却した。エッセーを書
く際に、誰かの意見やデータを引用する場合、そ
の引用元が確かであることを常に確認し、かつ明
記をすることを要求した。その際、ウィキペディ
アは参考にしてもよいが、決して引用しないよう
に釘を刺した。というのは、ウィキペディアの内
容に誰が責任を持つのかが不明であり、かつその
内容も誤りが多いからである。ちなみに、事典は、
編集委員会のメンバーはもとより、項目ごとの執
筆者が明記され、内容についての責任がはっきり
している。ネット上での ”Encyclopedia” も同じ
である。また、データも確かなものなのか、参考
にする議論の前提や論理展開に無理がないかどう
かも見極めるようにアドバイスした。証明のしよ
うのない噂や陰謀説は論外であるとし、コピペは
「盗作」にあたると禁止事項にした。ライティン
グを通じて筆者が求めたのは、社会人としての作
法の習得である。

	4.	教養としての国際政治
　多くの分野がそうであるように、政治学にもア
リストテレス以来の長きにわたる蓄積があり、現
代の国際政治も含めて古典や研究書は膨大な数に
のぼる。また、政治がかかわる問題領域は、国内・
国際も含めてきわめて多岐にわたるために、いき
おい焦点を絞って授業を構成しなければならない。
では、どう絞るのか。幸いにして、長い研究の蓄

積を反映して国際政治のテキストも洗練され、で
きるだけ新しく、国際問題を理論的に説明してい
るテキストを選ぶことができた。
　内容的には、学生が有権者として、あるいは社
会人として国際的な出来事に接するときに参考に
なるように、重大な時事問題（国際機関、メディ
ア、学界で盛んに議論されている問題）を取り上
げ、その問題を国際政治学での有力な理論に基づ
いて解説した。国連を例にとれば、国連の報告書
で解決に取り組むべき重大な人類的課題として、
①経済的・社会的脅威：貧困、感染症、環境悪化、
②国家間紛争、③国内紛争：内戦、大量殺戮その
他の大規模な残虐行為、④大量破壊兵器：核兵器、
化学・生物兵器、⑤テロリズム、⑥国際的組織犯
罪を挙げている（A more secure world: Our 
shared responsibility Report of the High-
level Panel on Threats, Challenges and 
Change, 2004, p.2）。さらに、これらの問題を
横軸、近代以降の世界史を縦軸として問題の構造
や背景を説明した。

 5.		現代の教養教育：むすび
にかえて

ポスト真実と反知性主義の時代を迎え、教養教
育は新たな課題に直面している。これまでの大学
教育は、近代社会が育んできた合理主義や科学精
神に基づく研究成果に依拠してきた。しかし、先
の人類的課題の多くは、近代社会のこれらの知性
によってもたらされたものであり、さらに深刻な
度合いを加速させている側面がある。さらに、合
理主義や科学は、人々をめぐる困難な状況を残酷
なまで客観的に明らかにする。たとえば貧しさや
生活の苦しさは、合理主義や科学の受容の失敗で
あり失敗の責任は本人にあるとして、人間の感情
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第２部　共同化科目の授業研究
 （３）教養としての「国政政治」とは何か（科目名：国際政治）

を逆なでする。むろん、セーフティネットも整え
られるが、それも社会的ゆとり次第で伸縮するの
で、「セーフティ」というほど安定しない。合理
主義や科学の恵みにあずかるのは一握りの「学力
エリート」であり、セーフティネットで保護され
た人々である。それ以外の人々は、それに対する
信頼感を持つどころか、彼らの存在の限りなく軽
いこと、すなわち「承認への欲求」が満たされな
いがゆえに、反感すらいだく。日本では、生涯賃
金を比べると、学力エリートとそうでない人との
間では 1億円以上の格差、つまり人生設計の可
能性に大きな違いがある（労働政策研究・研修機
構『ユースフル労働統計　2019』）。
加えて、現代社会が直面する諸問題に対処する
ための政策は、近代の合理主義や科学の素養を身
に着けた者（学力エリート）たちが設計する。そ
の政策によって状況がますます悪化すると感じる
者は、政策設計者のみならず彼らがよって立つと
ころの知識や科学に恨みを抱くに違いない。
近代社会が育んできた知性への信頼が揺らいで
いる、このような時代の教養教育の意義とは何だ
ろうか。政治学などの社会科学の最新の研究から
うかがえるのは、研究者自身は、その知的関心の
あくなき追及を止めることは決してないばかりか、
ますます精緻なものとなっていこう。しかし、知
的営みの成果への社会の信頼感は、ますます激し
く揺らいできている。欧米や一部の国では、その
揺らぎはポピュリズムや権威主義への傾斜となっ
て現れている。日本では、その兆候は欧米ほど明
確ではないものの、社会構造的には潜在化・陰湿
化するであろう。社会化過程としての教養教育は、
知的アノミーという新たな困難な時代を迎えてい
るといってよい。

26



（４）ゼミナール型授業における遠隔システムの活用方策
　 　（科目名：社会科学の学び方）

京都三大学教養教育研究・推進機構　非常勤講師

児玉　英明

 Ⅰ　	ゼミナール型授業におけ
るコロナの影響

著者はリベラルアーツ・ゼミナールを 3科目
担当している。前期が「現代社会に学ぶ問う力・
書く力」、後期が「社会科学の学び方」「経営哲学」
である。本稿では、ゼミナール型授業における遠
隔システムの活用方策について論ずる。
通常であれば、4月の履修ガイダンスにおいて

リベラルアーツ・ゼミナールの特色が周知される。
そこで関心を持った新入生が第 1回目の授業を
体験受講して、履修を決定する。しかし、2020
年度はこのようなプロセスを経ることなく、遠隔
授業が始まってしまったため「ゼミナール型の授
業は講義型の授業とどのように違うのか」をよく
理解しないまま履修登録をした学生もいた。
著者が担当するリベラルアーツ・ゼミナールで

は、前期に開講した「現代社会に学ぶ問う力・書
く力」を受講した学生の中から、毎年、8名程度
が後期も継続して「社会科学の学び方」を受講す
る。前期から継続して受講する学生は「レポート
執筆」や「プレゼンテーション」の作法にも習熟
し、特に「グループディスカッション」ではリー
ダーシップを発揮してくれる。このような前期か
らの継続履修の学生が、後期から参加する学生を
ひっぱってくれるおかげで、リベラルアーツ・ゼ
ミナールの主体的な雰囲気が保たれてきた。
ところが、2020 年度に遠隔授業になってから、

リーダーシップを発揮する学生がいなくなってし
まった。「社会科学の学び方」（履修者 21名）は、
Zoomを活用して、全ての履修者が顔を出して
オンラインで実施した。その中には、前期からの
継続履修の学生が 12名いるのだが、前期のゼミ
ナールをオンデマンドで実施した弊害は大きく、
継続履修の学生も総じて受身の姿勢であり、教室
で実施するときのような活発さが見られなかった。

	Ⅱ　	オンデマンドとオンライ
ンのハイブリッド

シラバスの授業計画は、対面授業を前提として
書かれたものである。対面授業ではうまく実施で
きていた教育プログラムであっても、それを遠隔
システムに乗せた場合、同じように効果を上げる
プログラムもあれば、効果を上げないプログラム
もある。これは容易に想像がつくことなのだが、
著者自身が遠隔授業に不慣れだったこと、また学
生の IT 環境の整備がまちまちだったこともあり、
前期の授業では対応が後手に回ってしまった。
「現代社会に学ぶ問う力・書く力」では、4 月、
5月の前半 4回は、高校レベルの「論理的な文章
の書き方」に関する演習に当てている。このよう
な演習を中心としたライティングプログラムは、
受講生が都合のいい時間に聴講し、課題提出を行
うオンデマンド型授業が適している。
ただし、オンデマンド型授業からは、ゼミナー
ルの醍醐味である学生交流は生まれない。対面授
業では、演習中心の回の場合でも、個別ワークの
前に、三大学の学生が混在した 4人グループを
組み「どんなサークルに入ったか」「どんなバイ
トを始めたか」など、近況を報告しあう時間をと
っている。しかし、オンデマンド型授業では学生
交流を促す対話の積み重ねができなくなってしま
った。
Zoomのブレイクアウトルーム機能は、学生
交流には有益なのだが、ゼミナールを通じた継続
的な人間関係には発展せず、人間関係がその都度
リセットされてしまうバーチャル感がぬぐえない。
学生交流の機会も維持しつつ、リベラルアーツ・
ゼミナールの授業改善を考えるならば、オンデマ
ンドとオンラインのハイブリッドということにな
る。個人演習中心のプログラムはオンデマンド、
三大学の学生と意見を交わすプログラムは
Zoomを使ったオンラインということになる。

第２部　共同化科目の授業研究
 （４）ゼミナール型授業における遠隔システムの活用方策（科目名：社会科学の学び方）
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	Ⅲ　	授業の細分化と個別フィ
ードバック

リベラルアーツ・ゼミナールを遠隔で行う上で
心がけた改善は、第一に授業の細分化、第二に個
別フィードバックである。対面授業でも同じだが、
遠隔授業になって改めてこの二点を意識した。
オンデマンド型で授業をする場合、90 分授業
を 9つに細分化して、1ユニットを 10分で完結
するように収録している。収録する際は 10分と
いう限られた時間で、いかに密度を高めて、簡潔
に話すかに意識が向くので、対面授業よりも隙の
ない授業を提供できている。遠隔授業において、
学生の集中力を維持するためには、普段以上に授
業を細分化し、一つひとつの部分品を積み重ねる
ようなつもりで全体を構成することが有効である。
遠隔授業においても、教員から指名されて発言
が求められる緊張感を維持する。しかし、1クラ
ス 21名の「社会科学の学び方」では、全ての学
生を時間内に指名するわけにはいかない。その代
わりに、3名 7 グループに分けて、Zoomのブ
レイクアウトルーム機能でグループをつくり、グ
ループ内で全ての学生に発言させる。この機能は、
各グループを教員が巡回することも可能である。
リベラルアーツ・ゼミナールを遠隔授業で実施
する際は、対面授業のとき以上に、一人ひとりに
個別フィードバックする機会を増やすことである。
「社会科学の学び方」では、毎回、教科書『君
たちはどう生きるか』を読ませ、自分に引き付け
ながら感想文を書きためてきた。感想文にはメー
ルで個別フィードバックを行い、グループディス
カッションの中でも紹介しあってきた。授業形態
が対面授業から遠隔授業に変わっても、個別フィ
ードバックが行われ、学生同士がグループディス
カッションで交流できるという参加意識が保たれ
れば、学生の主体的な姿勢は維持される。

 Ⅳ　	オンラインしゃべり場と
自主ゼミナール

2019 年度のリベラルアーツ・ゼミナールの受
講生に協力いただいて、4月から 7月の毎日 18
時から 18時 45 分に「オンラインしゃべり場 喫
茶児玉」を開催した。新入生の孤立を防止するた
めに、会議アプリ（Vidyo）を使って、お互いに
顔を合わせておしゃべりをしようという企画であ
る。オンラインしゃべり場の開催には、オンデマ
ンド授業で学生交流が不可能な現状を補う狙いも
あった。
「喫茶児玉」を開けても、全く客が来ない日も
あるが、予期せぬ話で盛り上がる日もある。京都
府立医科大学の学生と「釣り」の話で盛り上がっ
たり、京都府立大学の学生の「遠隔授業に関する
嘆き」をみんなで聞いたりした回が印象的だった。
オンラインしゃべり場では大学別、学科別の情
報交換会も実施した。特に、看護学科の 2回生
が協力してくれた学習相談会は盛況だった。遠隔
授業では把握しにくい看護学科の学びについて、
2回生が 1回生の質問に丁寧に答えてくれた。
Zoomが普及したことで、場所にとらわれるこ

となく、自主ゼミナールの開講も容易になった。
2020 年度は、2019 年度の「経営哲学」ゼミナー
ルの受講生が中心になって、毎週水曜日の 19 時
から 19時 45分に、経営学の自主ゼミナールを開
講している。『現代経営学入門』を精読したり、就
職活動の準備となる新聞記事の紹介を行ったりし
ている。応用化学科の学生 4人が参加する LINE
グループを立ち上げ、各自が切り抜いた化学産業
に関する新聞記事を、LINE上で共有している。
三大学の学生を横につなぐリベラルアーツ・ゼ
ミナールは、京都三大学教養教育研究・推進機構
の象徴的な取組である。コロナの制約はあれども、
今できることを積み重ね、引き続き三大学の教養
教育と学生交流を促進していきたい。

第２部　共同化科目の授業研究
 （４）ゼミナール型授業における遠隔システムの活用方策（科目名：社会科学の学び方）
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第２部　共同化科目の授業研究
 （５）三大学共同化科目「世界はいま」を担当して（科目名：世界はいま）

 １.	実施概要
京都三大学教養教育研究・推進機構から、夏季

講座として連続講義を行う旨の依頼を受け、
2020 年 8 月 27-28 日の２日間で、あわせて 8
コマの講義を行いました。コロナ禍が続く中、対
面ではなくオンラインでの講義となり、受講者は
三大学あわせて 25名でした。
講義の内容は「世界はいま」という主題で、副

題を「グローバルVSローカル」とし、グローバ
ル化が叫ばれてきた時代に、改めてグローバルと
は何を意味し、いかにとらえるべきなのか、そし
てグローバルと対局のコンセプトとして見られる
ローカルとは？を考えるところを端緒とし、講義
を通して、各学生が、京都（ローカル）から世界
（グローバル）へつながる行動を実現することは
可能かをグループで討論し、発表するという形式
をとりました。

 ２.		オンライン講義のメリッ
トとデメリット

３つの異なる大学の、名前や顔を知らない学生
たちを相手にオンラインで講義をすることとなり、
果たして一日 4コマ、2日間という長時間にわた
り、集中力が持続するのか、少し不安があったこ
とは確かです。そのため、できるだけ視覚と聴覚
に訴える講義内容にする工夫と、さらにはコマご
とに講義形式を変えること、その中に学生同士の
ディスカッションを取り入れ、各自に役割を与え
て発表まで行きついてもらう、能動的な参加を促
す形を取り入れました。オンライン会議ツールの
ZOOMはブレイクアウトセッション（いわゆる
分科会のようなもの）が可能であり、それぞれの
部屋で参加者が文書や図なども共有できたため、

どの部屋も活発な討論が展開しました。
オンライン授業のメリットは、受講者一人ひと
りの顔が見え、双方向のコミュニケーションがと
れるため、大講堂で講師が話をし、受講者はそれ
をじっと聞くという形よりも、講師と受講者の双
方向の質疑応答が行い易い雰囲気があり、受講者
が眠ることも不可能な、ある意味緊張感をもって
講義ができるという利点があると感じました。ま
たオンラインコミュニケーションに慣れているい
まの学生たちも、講師との会話が、むしろ画面を
通したほうが容易だと感じているかに見受けられ
たほどです。
デメリットとしては、特に今回のような連続講
義の場合、視覚に訴えるパワーポイントなどをよ
り多く作る必要があるように感じ、準備に時間が
かかると感じたこと。そして、当然ながら同じ空
間と時間を共有することによって、生身の人間同
士のコミュニケーションの中で感じ取ってもらえ
ること、たとえば行間を読んでもらうことや、討
論の中で体感として得る共感などが欠ける感じが
することでした。

 ３.	「世界はいま」の講義内容
2 日連続の講義は、第 1日目の 1枠目は大学
の研究者ではなく、報道記者としての実務を経験
してきた私の経歴を理解してもらうことによって、
なぜ “ グローバル ” と ” ローカル “ への思考が重
要であるのかを考えて頂くことにしました。
私はほぼ 30 年近く、NHKの海外ニュースを
取材し、原稿を書き、あるいはリポートをしたり、
番組を作る仕事を行ってきたので、いわゆるグロ
ーバルな事象を、日本に伝える仕事に携わってき
ました。2013 年からは発信のベクトルが真逆と
なり、東京から日本やアジアのニュースを中心に、

（５）三大学共同化科目「世界はいま」を担当して
　 　（科目名：世界はいま）

　京都三大学教養教育研究・推進機構　非常勤講師 / NHK 国際放送局ワールドニュース部　エグゼクティブディレクター

　榎原　美樹
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第２部　共同化科目の授業研究
 （５）三大学共同化科目「世界はいま」を担当して（科目名：世界はいま）

世界 160 か国へ英語で 24 時間発信する国際放
送を担当しています。実はニュースの取材は、対
象が国際的な事象であっても、発信源の現場にい
ると言う意味では、常にローカルです。しかし、
そのローカルで起きていることが、世界にとって
どのような意味があるのか、またはグローバルな
歴史の中でどのような位置づけであるのか、また
は位置づけになりそうなのかなどを短い時間で見
極め、瞬時に発信することを求められる仕事でも
あり、多角的な視点から個々の事象を検証するこ
とが重要だという話から、講義を始めました。

（PP例：南米チリ地震を報告する筆者　2010 年）
今回の講義の大きな目的は、“ グローバル ” の
概念について学生が考えを巡らせること、そして
グローバルなものとは決して自分と関係のない遠
いところのものではない、ということを掴んでも
らいたいというものでした。それをまさに体感で
きるのが今全世界を震撼させている新型コロナウ
ィルスの感染拡大であり、その意味ではこれ以上
ない好機だったことは確かです。
2枠目からは疫病との闘いを続けてきた人類の
歴史を振り返ったあと、世界各地で見られるリー
ダーシップとコロナ対策の成否の関連性、アメリ
カ・ブラジル・日本・台湾でとられる対策の違い
や、コロナ禍の中での政治・社会的対立などにつ

いての分析や比較、展望について話し合いました。　　　 

（PP例：アメリカで起きた感染症対策への反発）

2日目の 4枠では、京都に住む学生自身が今、
ローカルで人々が困っている事象があるとすれば、
それをどのように解決することができるかについ
て考えよう、というテーマを追ってもらいました。
コロナ禍による経済への影響により、アルバイト
がなくなっている、閉店に追い込まれている商店
がある、仕送りが止まった友人がいる、といった
身近な問題や、海外から来た技能実習生が困窮を
極めている、地域の病院が医療崩壊寸前に追い込
まれている、あるいは、どの情報を信じてよいの
かわからないと言った情報リテラシーの問題まで、
身の回りで起きている様々な問題があがり、それ
らをどう解決してゆくべきかについて、5つのグ
ループにわかれて討論を行ってもらい、解決策を
探り、最終的に発表をしてもらいました。
学生たちの議論は非常に活発で、中には今から
でも実施していけるような具体的な解決策をあげ
たグループもありました。最終リポートの中に、
「自分のローカルに誇りをもってグローバルに生
きていけるような人になりたい。」との学生の言
葉があり、今回の連続講義で何かを得てくれたの
であれば、参加させていただいた意義があったと
思いました。
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第２部　共同化科目の授業研究
 （６）「SDGs をまなぶ」の実施報告（科目名：SDGs をまなぶ）

「SDGs をまなぶ」は、三大学教養共同化科目
のひとつとして、2020 年度に初めて開講した。
毎回の受講者数は 70人超であった。SDGs自身
が 17 課題 169 目標を抱える包括的プログラム
であり、国、自治体、企業、各種団体、個人を実
践主体とするため、その全貌を理解するために、
幅広い実践例を聴講したうえでグループワークを
主体的に行うというカリキュラムを構成した。末
尾の講義リストに示したように、各界から幅広い
実践例を学ぶことができた。授業の目的として下
記の 7つを掲げた。
1）SDGs の理念および 17 の目標について理

解を深める。 2）17 の目標の相互連関と現実社
会の変革の可能性・困難さについて考察する。 3）
諸団体がどのように SDGs をとらえ、実践して
いるかを理解する。 4）諸団体の取り組みについ
て批判的に考察し、また提案を試みる。 5）学生
自身としての SDGs の捉え方、実践について考
察する。 6）学生自身の今後のキャリアとSDGs
の関係について考察する。 7）学生どうしのグル
ープワークを通じて、SDGs の実践モデルを作
成する。
講義はすべてオンラインで実施した。完全なオ

ンデマンド配信となった京都市の授業を除いて、
すべての講義では、ライブによる講師の肉声を聞
きながら活発な質疑応答が交わされた。京都生協
の講義ビデオはオンデマンドで配信され、学生は
予習したうえで当日の質疑だけライブで参加する
という変則的な形態であったが、学生はよく予習
をしていて、40 分間の質疑時間はあっという間
に過ぎた。学生は、毎回の授業が終わるたびに講
師に対して質問・感想文を提出した。講師からは
フィードバックや優秀回答者の選抜を行ってもら
い、優秀者には成績に加点した。また、4週分の
講義を受けてレポートを提出してもらい、担当教
員が採点した。レポートでは、講義の要約だけで
はなく、自分の意見、疑問、提案などの記述を重
視した。以上を総覧すると、回を追うごとに、学
生の SDGs に対する理解は深まり、上記に示し
た授業の目的に接近していることが感じられた。

最終成績は、質問・感想文による平常点を 30%、
3 回のレポート点を 60%、グループワークを
10%として評価した。
第 13 週から第 15 週までの３回の授業では、
集大成としてのグループワークを行った。以下は、
グループワークを担当した筒井講師からの報告で
ある。
-----------------------------------------------------------
私は、第 13 回から第 15 回を担当した。毎回
の授業を受講生が振り返り、受講生同士で共有し、
自分の関心の強い回を選択した。それを来年度の
受講生に向けて、１～３分間の動画と 2000 字程
度の文章で説明し、Webサイトに掲載した。著
作権を遵守することと来年度の受講生を想定して
作品を作ることとした。作品は以下のサイトに公
開されている。
https://learning-sdgs.wixsite.com/home
第 13 回は、三大学の受講生 70～ 80 名が参加

していたが、異なる大学の大学生など知らない学
生との交流をオンラインでおこなった。Zoomの
ブレイクアウトセッションで、１ルーム５，６名
で自己紹介、大学の自慢などについて話し合った。
授業の最後に、録画が視聴可能な９授業中、自分
がもっとも好きな回の希望を出してもらい、次回
からは、それに基づいて、グループワークをした。
第 14回は、希望を元に、９グループ（１グル
ープあたり約 10名で、三大学混合メンバー）に
分かれて、１～３分動画・2000 字のメッセージ
作成について話し合い、第 15回で発表した。授
業終了後には、期限通り全グループが動画と文章
を提出した。
第 15回は、９ルームに分かれて、グループの
半数のメンバーが前半の発表を担当し、残りの半
数は別ルームで発表を聞き、後半は交代した。
成績については、１）授業終了後に毎回の振り
返り、２）グループ内での相互評価、３）自己評
価を積算した。相互評価は、５項目についてグル
ープ内の他のメンバーを評価しあうことでグルー
プへの貢献を評価した。
以上のように、オンライン授業では、グループ

（６）「SDGs をまなぶ」の実施報告（科目名：SDGs をまなぶ）
 　京都工芸繊維大学　工芸科学部長 京都工芸繊維大学　基盤科学系　教授

 　前田　耕治 秋富　克哉
 　京都工芸繊維大学　基盤科学系　教授 京都工芸繊維大学　非常勤講師

 　人見　光太郎 筒井　洋一
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ワークの実施や、グループワークの評価が難しい
という声があるなかで、いずれにも対応可能な新
しいオンライン授業の実例を提示した。
-----------------------------------------------------------
上記の作製動画は、受講した講義の中から一つ
を選んで、紹介メッセージや SDGs の解説を来
年度の 1回生に送るという趣旨で作られた。い
ずれも、講師の単なる受け売りではなく、学生た
ちが話し合って一致した重要なメッセージが、レ
ベルの高いプレゼンテーション技術とともに散り
ばめられている。この動画メッセージは、まさに
SDGsの 17 番目の課題である、あらゆる国、地
域、個人をつなぐパートナーシップを体現してい
るといえる。この動画が次年度の受講生に対する
本講義のいざないになることは間違いなく、持続
可能なFD活動となることを願いたい。

～講義の題目と講師～
１． SDGs の概要と授業の目的（担当教員によ
るガイダンス）

２． SDGs をまなぶ　～金融機関の果たすべき
役割～（野村ホールディングス株式会社）

３．JT グループのサステナビリティ戦略と
SDGsへの貢献（日本たばこ産業株式会社）

４． SDGsと ESGのつながりを知り、ビジネス
で SDGs に貢献することの意味を理解しよ
う（株式会社日本総合研究所）

５． ポスト・コロナ社会におけるレジリエンス・
SDGsの推進（京都市）

６． SDGs に掲げられる平等な社会と、オンラ
インゲームの持つ可能性（レノボ・ジャパン
合同会社）

７． 信頼で世界をつなぐ ~JICA の国際協力と
SDGs達成に向けた取組み~（JICA関西セ
ンター）

８． 我が国における SDGs の取組と展望（外務
省地球規模課題総括課）

９． 社会課題を克服する未来のまちづくり「スー
パーシティ」（参議院議員　片山さつき氏）

10． 世界が学びたい「日本の高齢者福祉」、日本

が学ぶべき「フィンランドの女性活躍と幼
児教育」（社会福祉法人 隆生福祉会）

11． SDGs と私たち（株式会社パソナグループ）、
SDGs と持続可能性の本質（株式会社パソ
ナ農援隊）

12． 生活協同組合（コープ）と SDGｓ～たす
けあいの理念をいかして、だれ一人取り残
さない社会を～（京都生活協同組合）

＜参考資料＞

～グループワークでの学生のメッセージ（抜粋）
の紹介～

１．サステナビリティ戦略（JT）
今まで JTグループがどのような事業を展開し
ているのかほとんど知りませんでしたが、慈善事
業ではなく本業を通じて SDGs 達成に向けた取
り組みを行うという考え方が今までもしくは他の
企業とは違う考え方で斬新かつ画期的であり、こ
れからの企業のあり方であると思いました。
２． 企業にとっての ESG投資のメリットとは？
（日本総研）
経営者になる人もそうでない人も今後このよう
な一見単独で存在しているものを繋げ、結び付け
る意識をすることで人として多利益な人材となり
必ず重宝されるため、この講義の主題である 
ESG について理解を深めた方がいいと思われる。
３． レジリエンス（京都市）
これからの社会では、今までの経済成長至上主
義による「成長社会」を脱却し、「定常型社会」
への挑戦が待ち受けています。かつて誰もが経験
したことのない状況に、私たちはどのようにして
向き合っていけばいいのでしょうか。今後の社会
の変革に向けて、人が育ち、学ぶ仕組みを構築す
る必要があるといえます。人が生涯育ち、学び続
ける社会こそが「レジリエンス」のある社会だと
定義できるでしょう。
４． Global company to SDGs（レノボ・ジャ

パン）
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レノボは電子機器の会社であるという特性を生
かし、今までの教育よりも専門性の高い教育を受
ける機会を提供している。これは、SDGs の目
標４「質の高い教育をみんなに」に関連する。現
代社会には SDGs の 17 の目標以外にも様々な
課題が山積している。Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics の５領域の力
を養い、AI にはできないような独創性あふれる
思考ができるかどうかが持続可能な社会をつくる
にあたって大きなカギとなるだろう。
５．信頼で世界をつなぐ（JICA関西センター）
ところで「アラブの春」をご存知でしょうか。

このような事件を防ぐには経済だけでなく、様々
な視点で国を見ることが重要です。そして、その
ためにはコミュニケーション力が必要だと JICA
の方はおっしゃります。ここで言うコミュニケー
ション力とは現地の文化を理解する力、現場の匂
いを肌で感じる力、人々と同じ目線で共感する力
です。このように「相手を理解しようとする力」
が国際協力には必要なのです。
６．我が国における取り組み（外務省）
SDGs は大きな目標を掲げ、政府や地方自治

体、様々な団体が目標達成のために活動していま
す。しかし、それに加えて私たち個人の行動も、
目標達成のためにとても重要です。具体的な方法
としてまず、SDGs を知ることが挙げられます。
大学の授業で SDGs について学んだり、イベン
トに参加してみたり、ニュースや書籍で調べてみ
たりするなど、方法は様々です。「外務省×
SDGs」という外務省公式の Twitter アカウン
トもあります。次に、自分にできることを考えて
みましょう。個人としてでも、サークルなどの団
体や職業を通してでも、SDGs につながること
を考えてみましょう。そして、最後にできること
からやってみましょう。
７．スーパーシティとは（片山さつき参議院議員）
この「SDGs を学ぶ」の講義は SDGs に関連

した様々な社会問題をテーマとしています。その
ため、文系、理系関係なく自分の興味にあったテ
ーマを必ず見つけることができます。また、この

講義では、SDGs に関連した様々な社会問題に
対して最前線で取り組んでいる現場の人たちの貴
重な意見を聞くことができます。片山さつきさん
は現役で国会議員として働かれている方で、地方
創生大臣やまち・ひと・しごと創生大臣などの国
のトップの役職を歴任されてきました。普段の大
学の講義では話を聞くことができないような豪華
なゲストの貴重な話を聞くことができる機会を得
ることができます。
８．日本の高齢者福祉（隆生福祉会）
フィンランドの女性活躍のお話を聞き、日本の
女性が社会に進出していく大切さを学びました。
フィンランドには政治や企業、様々な方面で活躍
される女性が数多くいます。その理由は、働く母
親を基準に設計された社会制度で女性が働きやす
い環境が整えられているからです。これに対し日
本は、男女平等に関する国際ランキング 153 国
中 121 位という不名誉な結果があります。ジェ
ンダー平等とは、すべての人が自分の能力を最大
限に発揮できるチャンスを得られるようにするこ
とだと学びました。日本が今後より良い国になる
かどうかは女性の活躍にかかっています。
９．助け合いの理念を生かして（京都生協）
今年度の受講者がこの回で特に印象に残ったこ
とを来年度の受講者に伝えるために、このグルー
プ全員で出し合った生協の授業の感想からそれぞ
れ要素を取り出していった。「エシカル消費」が
8人とグループ内のほぼ全員が言及していた。そ
の次は「SDGs 採択前という、早期から存在す
る持続可能な概念とそれに対する取り組み」「『一
人は万人のために、万人は一人のために』などの
生協独自の理念」。その次に多かったのは 2要素
同率 2人の「生協という言葉の持つ意味」と「せ
いきょう牛乳」だった。以上の結果から、この講
義で一番今年度受講者の記憶に焼きつかれ、一番
来年度の受講者に学んでほしいと我々が勧めるの
はやはり「エシカル消費」だ。
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 会議の審議状況

□	副学長会議	審議状況
開催日時 開催場所 審議事項

令和 2年 5月 29日（金）
午後 2時 30分～午後 4時 00分

教養教育共同化施設
「稲盛記念会館」
2階
会議室

【協議・報告等】
(1) 令和 2年度の運営体制について
(2) 令和 2年度の予算・事業計画等について
(3) 令和 2年度前期 教養教育共同化授業の履修登録者について
(4) 三大学教養教育共同化 意見交換会について
(5) 三大学教養教育共同化 学生交流会について 
(6) 令和 3年度学年暦 (案 ) について
(7) 新型コロナウィルス感染症対策等について

令和 2年 10月 20日（火）
午後 2時 40分～午後 3時 40分

教養教育共同化施設
「稲盛記念会館」
2階
211 講義室

【協議・報告等】
(1) 令和 3年度Moodle 提供の京都工芸繊維大学への要請について
(2) 令和 3年度学年暦（案）について
(3) 令和 3年度事業計画（案）について
(4) 令和 3年度予算（案）について
(5) 令和 2年度後期授業「SDGｓをまなぶ」に係る報告について

□	運営委員会	審議状況
開催日時 開催場所 審議事項

令和 2年 6月 12日（金）
午後 5時 40分～午後 7時 10分

教養教育共同化施設
「稲盛記念会館」
2階
会議室

【開会】
(1) 令和 2年度運営委員等の紹介
【協議・報告等】
(1) 令和 2年度機構人事について
(2) 令和 2年度の取組について
(3) 令和 2年度前期教養教育共同化授業の履修登録者の状況について
(4) 三大学教養教育共同化意見交換会について
(5) 両センターの活動について
(6) 令和 3年度学年暦の対応について
(7) 新型コロナウィルス感染症対策等について

令和 2年 12月 1日（火）
午後 4時 10分～午後 5時 40分

教養教育共同化施設
「稲盛記念会館」
2階
会議室

【協議・報告等】
(1) 令和 2年度後期教養教育共同化授業の履修登録者の状況について
(2) 令和 2年度教養教育単位互換科目の状況
(3) 令和 3年度学年暦について
(4) 令和 3年度共同化科目について
(5) 令和 3年度 LMS等の対応について
(6) 令和 3年度事業計画及び予算について
(7) 令和 2年度後期試験の対応について
(8) 京都府公立大学法人令和 3年度計画案のヒアリングについて

令和 3年 3月 24日（水）
午前 10時 00分～午前 11時 30分

教養教育共同化施設
「稲盛記念会館」
2階
会議室

【協議・報告等】
(1) 令和 3年度共同化科目について
(2) 令和 3年度予算（案）・事業計画（案）について
(3) 「共同化科目担当教員の授業実施に当たっての留意事項」について
(4) 三大学教養教育共同化の現状と今後の課題について

会議の審議状況
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