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ーカリキュラムマップとマイクロインサーションー

西村秀雄
金沢工業大学

1.はじめに

西村です。よろしくお願いいたします。

私は川嶋先生と井下先生のご発表を受け，キャリア教育をどのように具体的な形にして

いくかをお話しさせていただきたいと思います。私の発表は非常に変わっていて，話の中

にキャリアという言葉は一言も出てこなし、かもしれません。

しかし私が科学技術者倫理教育に関して金沢工業大学で経験したことは，会場の先生方

がそれぞれの所属機関でキャリア教育を行う上でかなり有益ではないかと考えているので

す。「学生の能力Jがキーワードの一つです。学生から見たらキャリア教育をどうしなけれ

ばならないのかを考えたいということです。

これから「科学技術者倫理」という言葉が出てきます。私が「科学技術者倫理」と口に

しましたら，皆様は頭の中でこれを密かに，キャリアと変換していただければと思います。

2.全教育課程を通して行う科学技術者倫理教育

今，工業系の大学では，科学技術者倫理が求められています。工業は国際化が進んでい

ますから，ものづくり，ものづくりをする人，ものづくりをする人への教育，これら全て

を国際基準に合わせなければなりません。細かな説明は省略しますが，アメリカの ABET

を受けた JABEE(1日本技術者教育認定機構J)という組織があるのですが，その認証を受け

るためには科学技術者倫理に関する科目を開設する必要があります。「それが求められる時

代だから仕方がない」といった消極的な理由によって技術者倫理を教えている面があるこ

とは否定できないと思います。

一口にものづくりと言っても，つくるものは多様です。自動車もあれば，ソフトウェア

もあります。後ほどまた触れますが，加工食品もあります。そしてそれが何であれ，つく

ったものはユーザーに影響を与えます。もちろん良い影響を与えることが多いでしょう。

しかし，誤って害を与えてしまう可能性もゼロではありません。だからこそ，製品の安全

性などには十分過ぎるほど気をつけなければならないのです。つまり，ものづくりの中心

には倫理的な要素が存在するのです。少なくとも，金沢工業大学ではそのように考えてお

り，本学では全カリキュラムを通して科学技術者倫理を育成しようとしています。

スライドは関係するカリキュラムを示しています。上が教養科目，下が専門科目です。

横軸が時間で， 1年次， 2年次， 3年次というように，右にいくほど年次が上がります。 3

年次の専門科目をご覧ください。スライドは少し古いカリキュラムですが， I科学技術者倫
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理」が 3年次の必修科目として存在します。さらに l年次には「技術者入門」という必修

科目があります。入学してまず，倫理について考えようというわけです。こちらは企業出

身の教員が担当し， 3 年次の「科学技術者倫理J は，我々アカデミック側の人間が 5~6 人

で担当します。このように，技術者倫理は l年次と 3年次に必ず学びます。そればかりで

なく，本学のコアとなる必修の PBL科目でも，倫理と安全について必ず扱っています。後

述しますが，自分の担当する専門科目の中で倫理や安全に触れている教員もいます。この

ように，入学してから卒業するまで，倫理や安全について繰り返し考えさせる仕組みにな

っています。と言うか，そうしないと，学生にはとても安全や倫理を身につけさせられな

いと思います。

3.技術者倫理の育成をカリキュラムマップで可視化

これまでお話したことは一種のカリキュラムマップです。マップは，大学・学部・学科

によってさまざまです。いくつか見てみましょう。愛媛大学工学部電気電子工学科は最下

段に l年次，最上段に 4年次を置き，下から上に見ています。科目相互の関連がよく分か

ります。北海道大学理学部数学科ではさらに，科目問の関連を線できれいに示しています。

では，なぜ科目と科目とのつながりを可視化できるのでしょうか。カリキュラムマップ

を制作した人や読者は，ただ科目というラベルだけを見るのではなく，ラベノレの下にある

内容，つまり，その科目で何を教えるかという内容に注目しているからです。

ここでは本学の 1年次の必修科目「技術者入門 111 IIIJ を例に取り，他科目との連携を

ご紹介しましょう。 3年次の「科学技術者倫理」で法律について学習する際に，実際に用

いるスライドでは PL(製造物責任)法や独占禁止法など，考えるべき項目を列挙しています

が，これは 1年次の「技術者入門」で既に学んだ内容と関連しています。そこで， i技術者

入門Jで使ったスライドを示し， 1年次の学習内容と今の学習内容とがつながっているこ

とを説明します。

新入生は「ものづくりがしたしリという気持ちはありますが，社会のことをよく知らず，

自分の作ったものが社会で実際に使用されるという認識もありません。そのため，教員は

「技術者入門」の授業で， i気持ちは分かるけれど，ものづくりをする前に社会のことをよ

く知ろう」と，新聞を読んでレポートを書くといった宿題を出していました。ところが，

カリキュラムが変わり， i技術者入門」は「技術者と社会」として 2年次に配置されました。

これに伴い， i技術者入門Jで教えていた内容は， 1年次の「修学基礎」という別の科目で

教えることにしました。カリキュラムマップを活用することで，科目を移動させた時に内

容をどの科目に移せるか，移す必要があるかがとても把握しやすくなります。

4.全学的なキャリア教育は職員の支えが必要

次はカリキュラム・チェツクシートです。立教大学では，どの科目で何の能力を育てる

かを一覧にしています。ボローニャ・プロセスの報告書に載っているカリキュラム・チェツ

クシートでは，当該科目でこの内容を教えるという関係が教員の視点から示されています。

ただし学生の視点はあまり考慮、されていません。そうではなく，学生の能力をどのように

伸ばしていくかという視点に切り替えて，カリキュラム・チェツクシートを作成する必要

があると思います。
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次のスライドをご覧ください。上から「科目群JI内容j，学生の「能力」と 3層に分け

てみました。各層はもちろん無関係ではなく，何らかの形で、つながるべきでしょう。「内容」

と「能力Jとの聞に「概念J(コンセプト)という新たな層を挿入することで，つながりが

よりよくわかるようになるのではないでしょうか。これはあくまでもイメージですから，

常に 4層から成るべきである，あるいは各層がこのようにつながるべきであるということ

を示すものではありません。コンセプトマップについては，関西国際大学の山本秀樹氏が

『大学教育学会誌』で紹介しているので，ご覧いただければと思います。

科目，内容と学生とをつなぐとは，カリキュラム全体をマネジメントすることだと，私

は考えています。ただし，全体を術轍できない人がマネジメントしようと考えても，そう

簡単にはいかないと思います。本学では文部科学省から特色 GPに選定されたのを機会に

学部横断の組織「科学技術者倫理教育タスクフォース委員会Jを設け，全学一丸となって

取り組む体制をっくりました。職員は，特色 GPの選定までは深くかかわっていましたが，

科学技術者倫理教育そのものにはあまり関与していません。しかし，キャリア教育を行お

うとする時は，職員の支えが必要になると思います。そのため，キャリア教育を行うにあ

たって，本学のカリキュラムマネジメントの仕組みをそのまま用いることはできませんが，

応用することはできるのではないかと，私は考えています。

5.キャリア教育を動かす仕組み・インフラ整備を

福山大学生命工学部生命工学科のカリキュラムマップをスライドに示します。関西国際

大学の演名篤先生が『カレッジマネジメント』で紹介したものです。右端に，この学科で

はこういう学生を育てるという「目標」があります。科目をただ並べるのではなく，そこ

で育成すべき「知識」と「技術J，そして「態度」が示されています。「態度Jをあえて掲

げているのは，知識と技術の育成は必要だけれども，それだけではなく，人生をより良く

生きていくために求められる力も育成しようという考えがあるからでしょう。一番下には，

どのように学生のキャリア形成を支援するかも書かれています。一方，一番上には， 1年

次が「自立j， 2年次が「対話J，3年次が「社会参力日J，4年次が「自己実現」というよう

に，各年次で何を目指すかが書かれています。この目指す内容について，個人的には異存

があります。私は「技術者入門 111 IIIJ で l年生を教えた時，彼らの視野がとても狭いこ

とを痛感しました。 1年生には，自分が社会について何も知らなかったことを実感させる

必要があると思います。もちろんこれには賛否両論があるでしょう。しかしなぜ賛成する

人と反対する人に分かれ得るのか，つまり，なぜ議論がきちんと成り立つのかというと，

その前提となるカリキュラムマップがあるからです。科目とその内容，学生に育成したい

力などが相互に関連づけられ，明示されているからです。キャリア教育においてもこのよ

うな仕組みは，議論の基盤となるインフラストラクチャとして機能します。教職員一人ひ

とりの力は小さくても，インフラが整備されていれば，学生にとって有益な取り組みを行

うことができるはずです。

6.ルーブリックもカリキュラムをチェックするための武器に

大学が最終的に目指す目標は建学理念に表れているべきです。たとえば本学の建学理念

(1見学綱領J)は「人間形成JI技術革新JI産学協同」です。他の二つに先立つ「人間形成」
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から，現代的にはものづくりにおいて倫理や安全を最優先すべきであるという考えが導か

れます。

その目標の達成に向けて，カリキュラムがしっかり構築されているかどうか，きちんと

機能しているかどうかを点検する仕組みも必要です。たとえば愛媛大学では，授業アンケ

ートや卒業予定者アンケートなどによってチェックし，課題が見つかれば改善するように

なっています。

ノレーブリックも，カリキュラムをチェックするための武器となると思います。本学では

まだカリキュラム全体では用いていませんが，先ほどお話しした 3年次の必修科目「科学

技術者倫理」で用いています。最初と最後で共通テストを実施し，学生の変化を見ていま

す。

初めの方でお話ししましたが，本学ではまだ一部ですが，ごく普通の専門科目の中で，

その内容に関係する科学技術者倫理の要素に触れている教員がいます。専門科目に少しず

つ科学技術者倫理教育を挿入する「マイクロインサーションj という手法の採用です。

マイクロインサーションの例をご紹介しましょう。通常の電化製品は電源プラグをコン

セントに接続しますが，これによって必要な電源電力が供給されます。しかし多くの場合，

そのままでは電子回路を動作させることができないので，必要な電圧の直流に変換します。

その際，コンデンサーと呼ばれるある部品が， しかも特定の部品が安全上重要な役割を果

たすことを専門の教員はよく分かつています。授業で回路を組んだ時に，教員がこのコン

デンサーが鍵となるということを示せば，学生はそのコンデンサーが電化製品の安全性保

持と密接に結びついていることに気づくはずです。

次は，データベース管理のためのソフトウェアの作成例です。問 3では，データベース

にログインする際に適切な対策を立てておかないと，どのような事態を招く可能性がある

かといったことを考えさせます。答は， I大規模な情報漏洩につながる可能性がある」です。

授業中に時間がなければ宿題にするという方法もあります。

続いて，ダイエット飲料の消費期限の例です。微生物を使って生産物をつくるために必

要な計算式を教える時に，自分が商品を開発しているつもりで考えさせると，学生は微生

物の毒性はもちろん，製造してから消費者に届くまでのプロセス，体力のある人ばかりが

消費者になるとは限らないことなど，製造する際に気をつけるべきことがたくさんあるこ

とを学生に気づかせることができます。

7.求められるチーム医療のような仕組み

繰り返しますが，まず議論の仕組みをつくることが大切です。そしてその前提として，

大学がどのような状況に置かれているのか，改善するために何が求められるかを客観的に

把握する IRが重要です。これが，仕組みを下支えすることになるのです。この仕組みはま

さに，マクロ， ミドルレベルでの FDそのものなのです。

先日，久しぶりに入院したのですが，患者を管理する仕方が変わっていて驚きました。

以前は医師や看護師などの個人的な技量に依存していたという気がします。医療者一人に

かかる負担が大きかったのではないでしょうか。ところが，今はチーム医療ですから，負

担は分散されます。一人では休めなかったとしても，チームで分担すれば休めるようにな

るわけです。
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チーム医療のような仕組みを，大学にもつくってはいかがでしょう。教職員一人ひとり

の負担が減り，成果も上がるはずです。その仕組みを皆様の大学につくる上で，科学技術

者倫理教育に関する本学の取り組みがお役に立てれば幸いです。

ご静聴ありがとうございました。
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マクロ・ミム両面からキャリア教育の実質化を考える i
ーカリキュラムマップとマイクロインサーションー

西村云トム時点)~l

全教育課程を通して行う科学技術者倫理教育

砂技術者倫理教育の必要性

参 rJABEE対応」

→「技術者倫理教育は工学教育の周辺に新たに発生した課題」

砂金沢工業大学の「全教育課程を通して行う科学技術者

倫理教育J(~thics dcross the豆urriculum)体制

金調工業大学にお付る全教務線経を過しτ行う科学銭術者倫理教務体制【2004-200T年度)

内容

砂マクロの視点から

歩技術者倫理教育をめぐる金沢工業大学の経験

惨カリキュラムマップの活用

砂ミクロの視点から

参マイクロインサーション

-・ 2

カリキユラムマップ例・愛媛大学工学部電気電子工学科

験 3 今一……………一 一一一一一一一宇 I I .. 4 

2 

3 4 

カリキユラムマップ例・北海道大学理学部数学科 11 科目配置、内容とカリキュラムマップ

肉容

イメジ 入学 事鍵・修了
様ζ@岨に .互副隠・.よu..指・・量倉む

砂5 .. 6 
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5 6 
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初年次科目「技術者入門」との連携

~ r技術者入門J

砂 7

f r週間レポートJ(新聞を読む)

砂小論文

，ビデオ視聴レポート

砂ライフプラン考察・グループ討議

7 8 

「技術者入門j→「技術者と社会J 11 カリキユラムjチヂツークシート例;立教大学
砂開講学年の変更(1年→2年)

章者カリ

...""・会浮'H学復。カリキュラムマヲ7
同組大⑮省軍."'.・a除}

1> . I I 1> 10 

9 10 

カリキュラム・チェツクシート 11 学生の「能力1とカリキュラムマップ
Example 

lJnitl 
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UlUt3 
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「概念J(コンセプト)とカリキュラムマップ 金沢工業大学のEAC倫理教育体制

砂科学技術者倫理教育タスクフォース委員会

金担1盛大学における全教青置轄を過して行う科学技術者倫思融資体制 (2004-2007&手置)

イメージ 事業・修了
車，.他民、車正障措.畠よび正問活訓告書む

険 14

13 14 

科学技術者倫理教育タスクフォース委員会

砂全学部横断の組織
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・委員長は教務部長

砂 15 11 '" 

キャリア教育の実質化に向けて

15 16 
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金沢工業大学のEAC倫理教育体制

砂科学技術者倫理教育タスクフォース委員会

~ rマイクロインサーションj

争 19
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マイクロインサーションの好例(1) 

電化製品の安全性
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マイクロインサーションの好例(2)

データベース管理

作成夏目賢准教慢〈倉沢ヱ東大学
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マイクロインサーションの好例(3)

ダイエット飲料の消費期限

作成片倉嘗雄教療関西大学
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