
2017 年度法学部 FD 活動 

1 

2017年度 法学部FD活動 

法学部 FD 基礎教育委員会 

2017 年度に法学部でおこなった FD 活動は、おもに授業公開と FD フォーラムである。以下、その

内容につき詳細を報告したい。 

1. 授業公開 

法学部では、授業はすべて公開されていることを前提として、授業アンケート実施時期に合わせて、

授業見学強化期間を設けることとし、前期は 6 月 26 日（月）から 7 月 8 日（土）、後期は 11 月 27 日

(月)から 12 月 9 日(土)の各 2 週間とした。各教員に対し、可能な限り、1 科目 20 分以上、2 科目以上

（法学部 FD 基礎教育委員会の 5 名については、各科目 30 分以上、3 科目以上）の見学をお願いした。

また、後期については、のちにおこなわれる法学部 FD フォーラムにおいて議論の題材としていただ

くために、委員が担当する 1 年次開講科目である「憲法 I（基本的人権）（浮田先生担当）」、「民法

総則（城内先生担当）」を可能な限り見学していただくこととした。 

そのうえで、見学後には報告書を提出していただくこととした。報告書には、①見学した各科目につ

いて、良かった点と改善できると思われる点、②今期の授業を見学したうえで自らの授業において改

善できると考えた点、を記していただいた。 

前期、後期とも、提出していただいた報告書について、法学部 FD 基礎教育委員会で結果をとりまと

め、各科目に対して寄せられた意見を担当者に対してお渡しするとともに、どの科目についての意見

なのかを特定できないようにしたうえで、すべての意見を記載したものも全教員に配布し、授業改善

のために活用していただけるようにした。なお、とくに各科目の「改善できると思われる点」について

は、見学した各教員から率直な意見が記されていることも多く、見学された教員にとっては、学生とは

異なる教員の視点による意見に目を通すことで、授業改善のヒントを得られたと考えてもらうことが

できたようである。 

2. 2017 年度法学部 FD フォーラム 

2017 年度の法学部 FD フォーラムは、2018 年 2 月 5 日に、「大学生としての学び方－我々として

何ができるか－」をテーマに、図書館 3F の第 3 グループ閲覧室においておこなった。まず、議論の前

提となる報告を委員からおこない、そののち、学生が大学で学ぶにあたって必要な姿勢を身に付けて

もらうために、教員としてどのようなことができるのかを議論した。なお、参加者は法学部の教員 19

名と、事務職員 3 名であった。 

以下、報告と議論の内容を紹介したい。 
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リラックスした雰囲気でおこなわれた FD フォーラム 

 

（1） 法学部における GPA 分析～導入後 3 年間のデーターを基に～ (担当：萩原 佐織) 

学部 FD 委員会において、「教員の教育力向上」や「学生への最適な学習方法の指導指針」を話し合

う前提として、学生の能力をどう評価すべきか、成績の評価基準を設けるべきか否か、につき話が及ん

だため、導入直後の 2015 年前期から 2017 年前期の成績を対象として GPA の現況分析を試みた。分

析種別は、①男女別、②入試種別、③選択コース別の累計平均 GPA、そして④それらの頒布状況であ

る。 

① 男女別 

全般的に女子学生の方が高く、1・2・3 学年ともに、累計 GPA1.0 以下なのは男子学生のみ。1 年次

では、女子学生の累計平均 GPA は 2.60 で男子より 0.39 高い。しかし、その差は 2 年次で 0.29、3 年

次では 0.25 と学年が上がるごとに縮まってくる。要因として、ィ）女子学生比率が 20％前後と低いこ

と、ロ）全体的に男女合わせた累計平均 GPA 自体が学年を追うごとに低くなる傾向にあること、ハ）

教養科目だと比較的に真面目に取り組む女子学生に利点がある可能性等が考えられる。 
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② 入試種別 

各入試の募集人員が変動しているため学年にも依るが、概ねセンターや一般 A・B・後期等「入試後

半組」の累計平均 GPA が高く、逆に、AO、専門学科・総合学科推薦入学試験、内部推薦入学試験等

「入試前半組」のそれは低い傾向が見てとられた。しかし興味深いのは、入試前半組の累計平均 GPA 

は、1 年次においては高く、学年が上がる毎に低下してくるのに対し、入試後半組のそれは、1 年次に

は低いがそれ以後は上昇してくることである。入試後半組は、入学直後は、入試疲れ等で一時的に成績

が下がるものの、それが落ち着くと、従来のあるいは入試等で鍛えられた思考力等をもって成績を伸

ばす傾向にあると考えられる。 

③ 選択コース別の累計平均 GPA 

コース選択人数の内訳は、地域政策（52％）、企業法務（18％）、スポーツ法政策（15％）、法律

学特修（15％）だが、それぞれの累計平均 GPA は地域政策（2.13）、企業法務（2.07）、スポーツ法

政策（2.11）、法律学特修（2.55）であった。 

④ 頒布図 

1 年次前期は、良くも（3.8）悪くも(0.5)全体的に万遍なく散らばっており、すそ野が広いなだらか

な山型。最も多くの学生が取得した累計平均 GPA が 2.4 と他の学年より高い。また累平均金 GPA3.0

以上の成績が良い領域の人数が多いのも特徴である。2 年次になると、累計平均 1.0 以下の学生が減る

が、上位層の学生も減り、累計平均 GPA2.3 あたりの中心に集約されてくる。中心が高い富士山型。3

年次になると逆に分散し、累計平均 GPA2.6 or 2.5、2.3 そして 2.0 を取得する学生が多く、3 つの小高

い丘を有する山型になる。 

 今回は、導入 3 年間と使えるデーターが少なかったため、今後より精緻な分析が必要とされてくる。

また、今後、GPA データーを用いて分析が可能だと考えられる領域として、1．個人の成績の推移の後

追い調査（留年・退学者の予防措置にも利用可か？）、2. 教養並びに専門科目における成績の相関性

（教養科目の成績が良いと専門科目の成績も良い？、その逆は？）、3．成績と就職との相関関係（成

績が良いと就職も良い？、その逆は？）、等が考えらえる。 

 

（2） 出席率と成績の相関 （担当：浮田 徹） 

学生の講義への出席それ自体は、いわゆるアクティブラーニングなどの授業改善と直接関係する要

素ではないが、その前提条件といえる。そしてある調査によれば、出席率は平均して 86%であり、一

般には問題だとは考えられていない。ただ、法学部におけるそれは、1 年科目 81.4%、2 年科目 68.0%、

3 年科目 38.4%である(2016 年度)。FD という視点からすれば、この対策は重要な課題だといえよう。

ここでは学部の諸制度とその現状から、改善の可能性に関し議論の素材を提供した。 
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 GPA 制度との関連では、慶應大学法科大学院における活用が参考となる。ここでは、GPA の分布と

新司法試験の合格率の相関を公表しているということに注目したい。GPA 制度における評価基準設定

には多くの意見があるものの、公表することは、学生にとっては学習への大きなモチベーションとな

ろう。現状で法学部には GPA の評価基準はなく、公開もされない。 

 次に、単位取得率との関連を見ると、上記のような出席率の低下傾向にも関わらず、単位取得率は各

学年とも 80%台半ば〜90%台であり、学生に対し「出席すれば単位につながる」というメッセージを

伝えることができない。また、法学部での評価分布にはかなり極端なもの(100 人を超える規模の講義

で不合格者がゼロ、A 評価が 4 割〜9 割の比率で出される科目など)が複数見受けられるところも、学

生に対するメッセージとしては、非常に困難なものを導いているのではないかということは議論の中

でも指摘された。 

 実際のところ出席率は、現場の講義の「質」に関する何かを示す数値ではない。しかし「質」の確保

を効果的に行うためにはこの改善は重要である。これについては、教員各自の取り組みが不可欠であ

るが、ムラが生じることもあり、実際にもそれが問題を深刻化させている部分はないではない。この意

味では、制度としての枠付けをある程度考察していく必要があるともいえよう。 

 

（3） 自宅学習と成績の相関－授業内アンケート(2017 年民法総則)の分析（担当：城内 明） 

 本報告では、自宅学習と成績の関係を明らかにすべく、昨年 11 月に城内が担当した法学部 1 年後期

配当科目である民法総則の受講学生に実施した自宅学習状況についてのアンケート結果(予習の頻度・

予習に要した時間・復習の頻度・復習を行ったタイミング・復習に要した時間に係る回答)、及び、同

日実施した「まとめノート」(試験時に持込が許される自筆ノート。授業中、資料等参照不可の条件で

作成。日々の復習の動機付けを目的とし、試験時に返却)の出来と、最終的な成績(定期試験の点数)・

単位取得率の相関の有無を分析した。 

 まず、受講学生の予習の現状について。頻度につき、ほぼ毎回予習を行うと回答した学生は 15 名に

とどまった。2 週に 1 回程度の学生が 34 人と最多。3 週に 1 回程度が 24 人。ほとんどしないと回答

した学生も 31 人にのぼった。費やした時間についても、5 分程度との回答が 35 人と最も多く、以下

10 分程度が 29 人、15 分程度が 24 人、20 分程度が 12 人であった。もっとも、本調査においては、予

習の頻度・時間と成績及び単位取得率の相関関係は認められなかった。 

 次に、受講学生の復習の現状について。まず、頻度につき、最も多かったのが 2 週に 1 回程度との

回答(36 人)であり、ほぼ毎回と回答したのは 21 人にとどまった。3 週に 1 回程度が 25 人、ほとんど

復習を行わない学生も 27 人にのぼった。復習のタイミングとして最も多かったのは、授業から 1 週間

以内との回答(54 人)であり、以下、授業当日が 34 人、授業翌日が 36 人と続いた。復習に費やした時

間は、5 分程度との回答が 28 人、10 分程度との回答が 21 人、15 分程度が 28 人、30 分程度が 19 人、

60 分程度が 4 人、90 分程度が 2 人との結果となった。 
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 復習と成績及び単位取得率との相関関係をみると、まず、目につくのが、復習の頻度との強い相関関

係である。成績(点数)との相関係数は 0.34 にとどまるものの、単位取得率との相関係数は-0.85。特に、

ほぼ毎回復習を行う学生の単位取得率 95%は、その他の学生の単位取得率 72%に対し、顕著に高い数

値を示していた。また、復習に要した時間についても、成績(点数)との相関関係は認められなかったも

のの、単位取得率との関係では、5 分程度の復習しかしていない学生の単位取得率 64%に対し、10 分

以上の復習を行う学生の単位取得率は 78%と、顕著な違いを見出すことができた。なお、復習のタイ

ミングと成績及び単位取得率との相関関係は認められなかった。 

 最後に、まとめノートの内容との関係では、成績(点数)との相関係数が-0.47、単位取得率との相関

係数が-0.94 となり、ノートの出来のよい学生ほど良い成績をおさめていることが明らかとなった。も

っとも、復習とノート内容の評価の間にも一定の相関関係が認められることから、まじめに復習を行

う学生が、優秀なノートを作成し、単位も取得しているとの実態も明らかとなった。この分析は、まと

めノートだけでなく、授業中に随時小テスト等を実施した場合等にも妥当すると考えられよう。 

 以上の分析からは、特に単位取得率との関係で、復習の頻度・復習時間との強い相関関係が明らかと

なった。この結果を踏まえ、学生に対して以下の指摘は、自宅学習の動機付けとして有効と考えられ

る。 

① 毎回復習をする人の単位取得率は 95％。2 週に 1 回では 78%に落ちる。 

⇒ 単位を取りたいなら、毎回復習をすべきである。 

② 5 分しか復習しない人の単位取得率は 64%。10 分以上復習する人の単位取得率は 78%。 

⇒ 単位を取りたければ、少なくとも毎回 10 分以上は復習をすべきである。 

③ まとめノート(小テスト等)の成績が良い学生の単位取得率は高い。 

⇒ 成績に反映されないとしても、時々の課題にはまじめに取り組むべきである。(ただし、課題の

成績が良いのは普段から復習をきちんと行っている学生である)。 

 なお、今回調査を実施した民法総則では、全 15 回、毎回の講義内容から、少なくとも 1 問は出題す

ることを徹底し、学生にも周知している。毎回の復習が成績に直結する（＝日々の努力が結果につなが

る）試験を行っていることが、上記データの大前提であることを最後に指摘しておきたい。 

 

（4） 講義におけるマナーと迷惑行為について（担当：家本 真実） 

学生が講義におけるマナーについてどのような意識をもっているのかを調査するために、1 年次開

講の憲法 I を受講している学生に対して、昨年 12 月 15 日(金)にアンケートへの回答をお願いし、142

名から回答を得た。 
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質問項目は以下の通りで、自由記述により回答してもらった。1 つの質問に対し複数回答している場

合もあるため、各質問項目の回答総数は必ずしも 142 とはなっていない。 

1. 「大学の講義におけるマナー」として、皆さんが講義を受けている間に守らなければなら

ないことは、どのようなことだと考えていますか。 

2. 皆さんが実際に自分で守っている「大学の講義におけるマナー」はどのようなものですか。 

3. 皆さんが講義を受けていて、迷惑だと考える他の学生の行動はどのようなものですか。 

① 「大学の講義におけるマナー」とは 

大学の講義において守るべきマナーとはどのようなものかを尋ねたところ、「私語をしない、うるさ

くしない」という回答が圧倒的に多かった（回答総数のうち 49.4％）。 

次にスマホを触らない、マナーモードにする、といった「スマホに関するマナー」（回答総数のうち

9.5％）や、教員の話をしっかり聞く、質問に答える、授業の妨げになる行為をしない、教員に失礼な

態度をとらない、といった「授業に集中する」（同 9.1％）ことを挙げた学生も多かった。また、「居

眠りしない」（同 6.2％）、「帽子をとる」（同 5％）、「飲食しない」（同 3.7％）といった回答がそ

れに続いた。 

② 自分で守っている「大学の講義におけるマナー」 

実際に自分で守っている「大学の講義におけるマナー」はどのようなものか、に対する回答は、大学

の講義において守るべきマナーとはどのようなものか、に対する回答とほぼ同じものが同じような割

合で出そろった。 

最も多いのは「私語」に関するものであった（回答総数のうち 52.9％）。「授業に集中する」（同

11％）、「スマホ」（同 7.1％）、「居眠りしない」（同 6.7％）といった回答も多い。 

③ 迷惑だと考える他の学生の行動 

最も多いのは「私語」に関するものであった（回答総数のうち 67.4％）。私語を超えて騒がしい、

授業中なのに話しかけてくる、などといったものもここには含まれている。割合でみると、前 2 問よ

り数値が上がっており、私語を迷惑行為と感じている学生がかなり多いことがわかる。 

「いびき、姿勢、態度」としてまとめたもの（同 7.8％）には、グループワークでの欠席、足を投げ

出して座る、他に迷惑のかかるような悪い姿勢で座っている、貧乏ゆすり、前の座席を蹴る、タバコ臭

や加齢臭（学生の？）といった物理的に迷惑をこうむる様々な要因が含まれている。 

他に、「（おそらく、教員と学生との間の）くだらない身内同士の馴れ合い」、「スポーツ推薦学生」、

「学生証をリーダーにかざして逃げる（いわゆるピ逃げ）」といった少数意見もあった。 
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④ まとめ 

授業中に私語をすることも、他の学生が私語をしていることも、マナーに反する迷惑な行為である

という意識は、多くの学生のなかにある。また、私語に限らず、スマホから発される音やいびきなど、

騒音を出すような行為をはじめとして、授業に集中できないことにつながる行為は、大学における受

講マナーに反すると考えている学生が多い。ただし、実際に授業を見学していると、私語が横行し、マ

ナーがまったく守られていないと思われるような授業もある。 

授業における私語が与える悪影響を考えれば、「私語をしない」といった授業に集中できる環境を保つ

ために守るべきマナーを学生に自覚してもらい、授業に集中できる環境を乱さないよう、入学後の早

い段階で指導することは、学生が「自ら学ぶ」ことを実践していくために重要ではないだろうか。 

 

（5） 議論 

参加者からは、どのような形式の試験をおこなえば学生の学習の到達度を測ることができるのかと

普段から考え工夫しているがなかなかうまくいかない、試験の評価をどのように成績に反映させるの

が良いのか試行錯誤している、GPA が導入されている以上、一定の評価基準を法学部教務委員会で示

すことが必要ではないか、といった意見が出された。 

いずれも、学生が大学レベルの学習をしっかりおこなうようにするためには、教員の授業や成績評

価において何らかの方策をとったり、うまく工夫することも必要であるとの考えがうかがえるもので、

今後、学部内でさらに議論して、大学生として学習してもらうために何ができるのかを考えていくべ

きだとの課題が示されることとなった。 


