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到達目標2、3の実現が教養教育にも求められている 

・学士力に必要な教養数学教育、他の専門科目の基
礎としての数学教育は、TBLの精度向上の実施により、
到達目標１，２（一部）を実現する授業になるであろう。 

・到達目標２、３を実現する授業構築には、学士課程
における専門科目と科目横断的な連携を、あるいは、
社会（企業等）との連携を実現するための仕組みが、
必要だと考える。 

 

話題提供(RKU_N.Ikawa) 6 2015/12/26 



日本を支える若者育成のための貢献 

2018年問題を乗り越え20年後の日本を支える若者の
育成のための教育という観点にたつと、 

従来型のライブ授業⇒これからのライブ授業 
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教員の知識力が重要 教員の人間力・
教育力が 
求められてる 

AL＋TBLベースの授業 

AL:アクティブ・ラーニング（能動的学修）、
TBL：チーム基盤型学修 知的財産の有効活用 

 



学生が主体的に学ぶ チーム基盤型学修の導入 
 

（A：授業共同体の形成） 

担当教員・学生間の授業のなかでのディスカッション
（コミュニケーション）ができる“グループ”の形成 
←大規模授業による能動的学修に必須 

 
（B：学士力との連携） 

学生が授業について、学びたい事柄（興味）、学びた
いエネルギーが必要である 

←学びのモチベーションの向上 
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チャレンジ 



流通経済大学について 
 

話題提供(RKU_N.Ikawa) 9 2015/12/26 

 在籍数 平成27年5月1日 現在   

学部 

経済学部 
経済学科 1,053 

経営学科   717 

社会学部 
社会学科   561 

国際観光学科   510 

流通情報学部 流通情報学科   611 

法学部 
ビジネス法学科   430 

自治行政学科   450 

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科   946 

学部 小計 5,278 

34% 



経済学科の実学教育 
株式投資シミュレーションに挑戦 
    (copyright T.Nagase) 

• 未来の日本を担う企業・産業に架空資金500 
万円を投資。 

• 投資成績と、斬新な着眼点を競う。 
• 株式投資の知識を養う and 自分が働く産業・
企業の将来性を分析 → 就職活動に役立つ！ 



経済学科の実学教育(copy right T.Nagase) 
千葉銀行ビジネスアイディアコンテストに挑戦 

• 地域振興・経済成長に貢献する新しいビジネスアイディアを公募。 
• 優秀なレポートには優秀賞（賞金10万円）、銀行からの融資でアイディ
アを実現。 

• 2014年度長瀬ゼミ「病院の待ち時間でショッピングができる新型呼出機
の需要分析」が最終選考に残る！ 

• 「成田空港に地産地消レストランを」「鹿島灘波力発電の将来性」など。 



平成22年度 第１回ちばぎん学生版ビジネスアイディアコンテスト応募作品 

メディカルケア ＆ 買い物支援用タブレット型通信 

端末の開発 (copy right T.Nagase)  

 関東近県、特に千葉県における高い高齢化率 

 Time-consumingな通院治療・介護の待ち時間を有効活用できないか？ 

 → 病院内での通信にも支障がないPHS通信機能とGPS機能､指紋認証による本人確認機能、メディカ
ルアプリケーションと決済機能を備えたタブレット型情報通信端末を開発 

 

 （特徴1）運動量、血圧、摂取カロリーなど各種健康情報を取得 

 → メディカルアプリケーションによる健康管理やアドバイスを受ける 

 （特徴2）取得した健康情報を病院とデータリンク 

 → 問診等の時間短縮、精度の向上 

 （特徴3）保険証・診察券の電子情報化 

 → 受診受付時間の短縮、処方箋の電子化による薬剤処方の時間短縮、投薬履歴の管理 

 （特徴4）決済機能、通信機能とGPS機能を搭載 

 → 院外の提携店での買い物も可能、患者の所在地をGPSで把握し、受信時に呼び出し 

 

 期待される効果： 

① 患者の健康状態や受診履歴の一括管理、受診時間の短縮、診療待ち時間の有効活用 

② 特に、診療待ち時間を利用した物品購入等の需要の喚起、病院周辺への商業地の集積を促進 

 



経済学科の実学教育 
三井住友銀行つくば支店研修講座                    
(copyright T.Nagase) 
 

支店長をはじめ、
支店の方々には、
多忙の中、熱心に
講義をしていただ
きました。 

熱心に耳を傾ける
学生たち。就活前
にスーツに身を包
むのも良い経験で
す。 

壱百萬円、弐百萬円、参百萬円・・・ 

金額表示で使う正確な漢字を書いて
みよう。 



経済学科の取り組み：経済学研究サークル
(copy right T.Nagase) 

「もっと経済学を勉強したい！」学生が集まった、経済学を自発的に
勉強するサークルです。 

勉強したいテーマに合わせて、経済学科の教員を招いて勉強会を
随時開催しています。 
勉強だけではなく、合宿、BBQなど、充実した学生生活を送ることを
目的にしています。 



経済学科の取り組み：経済学研究サークル
(copyright T.Nagase) 

夏休み中には、学生自らが企画したワークショップも行われました。 

この夏、みっちり学習したい内容の教材を持ち寄って各自学習し、
経済学科教員が適宜アドバイスします。 
写真↓は英語の勉強中。長文読解に挑戦中です。 



数学においては？ 

以上の流通経済大学経済学科の事例紹介にもみられる
ように，専門科目においてその学士課程の到達目標を
実現する、アクティブラーニングの取り組みが実践され
てきている。 
 

学士課程でどのような取り組みが行われているかを知る
ことは大切! 

そのなかで数学の融合・貢献を見出すことが重要！ 

 

次に、 

数学教育の学士課程との連携について考える 
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学士課程に連携した数学教科書の作成（現状） 

学士課程に連携した数学教科書を作成している： 
（事例1）経済・経営学の専門実践数学 
『悩める学生のための経済・経営数学入門』 
  白田由香利著，共立出版，2009． 
http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320018921 
（事例2）特に経営学における実践数学 
『経営・経済を学ぶ学生のための基礎数学』 
  柴田 淳子,奥原浩之著，共立出版，2012． 
http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320110175 
（事例3）（専門＋教養＋高校）教員と学生連携執筆の基礎数学 
『大学生のための「基礎から学ぶ教養数学」』 
  守屋悦朗監修, 井川信子編著，サイエンス社，2015． 
http://www.saiensu.co.jp/?page=book_details&ISBN=ISBN978-4-7819-
1353-7&YEAR=2015 
他多数．．． 
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井川担当科目の位置づけ（現在） 

数学Ⅰ,Ⅱ 
・カリキュラム上：全学生対象の教養基礎（選択）科目  
・到達目標１，２【提言】に準拠した内容 
・平均履修者数約500名（1クラス250名×2クラス） 
  
 
 
 
 
 
・受講学生は 
 数学へのかかわり度や数学力などにばらつきあり 
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学年 構成比 学科 構成比 

4年 15% 経済 26% 
3年 10% 経営 28% 
2年 17% その他 46% 
1年 58% 



主体的学びのための授業の工夫（現状） 
 

（１） 学修者中心の視点を教授法に取り入れる： 
・問題提起型学修（PBL）→先ず問題プリントを配布しそれ
を各自が解くことから始める。 

・学生がどれだけ学んだかを定量的に評価できるように 

確認テスト(RingTest)を毎回行う。 

（２） 講義内容（音声も含む）、黒板の記録、学生の質疑

やディスカッションの様子、演習問題の解答例などを録画
（動画）し、授業の予習・復習、課題提示に活用している。 

（３） レビューシートにより、学生は授業後の感想、質問
を書き込む、教員はフィードバックコメントを送る。 
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授業の進め方の工夫（現状） 

プリントの演習問題を 

解く＝＞質問， 

質問に答える 

確認テスト＆出席 

の実施（随時） 

テーマの説明 

例題提示 

ライブ授業 
     AL+TBL? 

授業映像 
の配信 

WEBベース
RingTest 

スマホ対応 

（ 

反転授業 
のように 

 （ 

PBL 
のように 

 

WEBベース 
レビューシート スマホ対応 



アクティブラーニング“グループ”の課題 
                     
・授業外に構築されたゼミや部活等の仲間の継
続であり、授業内でのグループ作りができてい
ない。－＞改善案？ 

・授業時間、回数、シラバス（講義内容）などの
制約により、十分なディスカッションの時間の確
保ができない。 
－＞失敗を恐れないでTBL実践するには、授
業外でもディスカッションできる環境等（ICT活
用）が不可避。 
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アクティブラーニング“経済＋経営+数学の連携”話題提供  

・専門（経済・経営）において必要な数学の教科書
を作成 

さらに必要な内容について、教員間、学生との
一層のディスカッションができれば 

・カリキュラム上教養科目は学部共通であることが
多い 

共通（一般教養）科目から学士課程に融合する
ことは可能か？ 
 

皆様の積極的なご意見交換を期待します。 
よろしくお願いします！ 
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共通（一般教養）科目から学士課程に融合することは
可能かあるいは従来通りで不要か？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆様の積極的なご意見交換を期待します。 
よろしくお願いします！ 

アクティブラーニング“経済＋経営+数学の連携”話題提供 
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