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○機関名及び所在地：

琉球大学

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

○沿革及び現況：

琉球大学（以下「本学」）は，昭和25年 5月 22日に

米国軍政府布令により設置され，昭和41年 7月 1日に

琉球政府に移管され琉球政府立の大学となった。その

後，昭和47年 5月15日沖縄の日本復帰に伴い国に移管

され，国立琉球大学となった。

現在，6学部 6研究科 1専攻科を擁し，附属図書館，

附属病院，附属小・中学校，全国共同利用施設及び21

の共同利用施設等により構成されている。

本学は，わが国の最南端に位置する地理的条件，沖

縄県の歴史的・文化的特性を活かし，（1）地域の特性

を活かした国際的教育研究の拠点となる，（2）地域に

開かれた大学にする，（3）平和な国際秩序の実現を図

る，（4）開発発展と自然との調和を進める，の4項目

を基本方針として国際性豊かでユニークな大学づくり

を進めている。

○教員総数（現員）：882人（平成13年5月1日現在）

○学部構成：

本学の平成13年度の6学部における入学定員の総計

は1,545（45）人，また，平成13年5月1日現在の学部

在学生数の総計は7,228人である。なお，各学部の概要

は以下のとおりである。

＊（ ）内は3年次編入学定員で外数

【法文学部】：入学定員520（30）人 在学生数2,425人

総合社会システム学科（昼間主・夜間主含む）／人

間科学科／国際言語文化学科（昼間主・夜間主含む）

【教育学部】：入学定員190人 在学生数819人

学校教育教員養成課程／生涯教育課程

【理学部】：入学定員200人 在学生数858人

数理科学科／物質地球科学科／海洋自然科学科

【医学部】：入学定員155（5）人 在学生数910人

医学科／保健学科

【工学部】：入学定員350（10）人 在学生数1,616人

機械システム工学科（昼間主・夜間主含む）／環境

建設工学科／電気電子工学科（昼間主・夜間主含

む）／情報工学科

【農学部】：入学定員130人 在学生数600人

生物生産学科／生産環境学科／生物資源科学科

本学における教養教育（本学では「共通教育等」と

呼称）は，大学設置基準及び琉球大学学則の中で言及

されている大学教育における教養教育の重要性を踏ま

え，その理念・目標の実現のため，専門教育との有機

的な連携の確保を図るべく4年（又は6年）一貫教育体

制のカリキュラムとなっており，専門教育でも基礎ゼ

ミなどのような教養教育を補完する授業科目を設定す

るなどして共通教育等と専門教育の有機的な連携の確

保を図っている。

教養教育の内容は幅広いものであり，学部・学科の

専門教育のみでカバーできるものではない。そこで，

本学では教養部解消に伴う組織改革に先立って平成 6

年度から全学的な教養教育の新カリキュラムをスター

トさせ，その実施が円滑になされるよう組織改編及び

運営体制を整備した。つまり，大学における授業科目

を共通教育，専門基礎教育及び専門教育の三つに区分

して共通教育と専門基礎教育を共通教育等と呼び，そ

の共通教育等を全学で責任をもって企画・調整・実施

する体制を整え，教養教育と専門教育の有機的な連携

の確保を図っている。平成 8年度からは大学教育セン

ターを学内措置で立ち上げて共通教育等の実施体制を

一段と強化している。

本学では教養教育を専門教育の基礎的授業科目とし

てばかりでなく，「幅広く深い教養」，「総合的な判断

力」，「豊かな人間性」を涵養し，「地域に根ざした個性

的」で，かつ「グローバル」な視野を育成する教育と

してとらえ，専門教育と有機的な連携を図った教育課

程を編成している。この基本方針に基づいて共通教育

等の科目領域は設定されている。共通教育は三つの領

域に区分されており，教養領域及び総合領域では主と

して「課題探求能力」を育成する科目群を，基幹領域

では主として諸学の基礎となるような科目群を配して

いる。理系の学生のための専門基礎教育の領域は専門

教育の基礎的科目としての色合いが強いが，新しい意

味での教養教育の一端を担っている。専門教育におけ

る「基礎ゼミ」なども専門教育と教養教育を有機的に

連携させるための工夫である。

学問研究の進展が速く，多様な学問領域を総合して

応用する時代になっている現在，的確な判断力をもっ

て創造性に富んだ専門知識を生かす能力が求められて

いる。本学の学部学科の専門教育においても，これま

で以上に教養教育を視野に入れた教育課程の検討が必

要となるだろう。
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目的

1．歴史と環境

琉球大学は住民の熱望に応えて，沖縄における最初

の大学として，1950年に米国軍政府によって設立され，

1966年に琉球政府立となり，1972年沖縄の日本復帰に

伴い，国立大学となった。

（前史）高校生が全琉球連合生徒自治会を結成し，大

学設置の請願書を，寄付金8万5千円（米軍票）を添え

て，当時の沖縄の二つの政府―軍政府と民政府―に提

出した。戦禍癒えない1947年のことである。高校生が

設置運動をした大学は，おそらく他に類例を見ない。

真理・知識を探求した若人の情熱は，本学の教育の底

流に脈打ち，大学の理念「真」として表現されている。

（建学）創立の翌年，第16代アメリカ大統領アブラ

ハム・リンカーンの誕生日を選んで2月 12日に開学記

念式典を挙行した。開学記念式典において，志喜屋孝

信学長は，「奴隷解放の大事業を以ってアメリカ民主主

義の体現者と仰がれる人格徳望を日夜敬慕し，世界全

人類に通じる正義と人道への道を直進したい」と挨拶

している。本学は，戦後沖縄の平和な社会建設に貢献

すべく「自由と平等」・「寛容と平和」というリンカ

ーンの理想を建学の理念として受け継いだといえる。

（本学の性格）創立初年の学生便覧の冒頭に，「本大

学は，勉学せんとする者の要望を満たし，かつ琉球諸

島の人々の役にたつ学府」と述べられている。「人々の

役にたつ」―地域への貢献は，本学の性格となった。

創立当初，本学に常駐したミシガン州立大学教授団が

構想したのが，ランド・グラント大学―産業従事者層

の教養及び実践教育の促進に主眼を置く大学であった。

本学がなすべき真の貢献は，沖縄及び周辺諸島の将来

の発展にこそある，とされたのである。

（本学の環境）本学の立地する沖縄は，国内で歴史

的・地理的に際立った特色を有する。歴史的には明治

初年まで琉球王国であったこと，固有の文化を育んだ

こと，地理的には亜熱帯に属する島嶼県であることで

ある。このような環境は，本学の特色ある教育研究を

生んでいる。共通教育においても，地域に根差した多

数の科目が開設されている。

2．21世紀の大学像・人材像

本学の理念は，基本方針については「1 対象機関の

概要」で述べられているが，大学像・人材像について

は以下のとおりである。

（大学像）本学は，（1）世界に通用する真理探求の府，

特に地域の特性を活かした国際的学術研究交流の拠点

としての大学，（2）地域に根差し地域の要請に応える

開かれた大学，（3）自由と平等，寛容と平和の精神に

基づいた国際秩序の構築に貢献し，人類の福祉・文化

遺産の発展継承，並びに人類と自然との調和・共存を

図る大学を目指す。

（人材像）本学は，（1）自らの文化を学び，語学能力

を培い，異文化を理解し，国際協調・平和愛好の精神

をもった国際的教養人，（2）科学技術のシステムを理

解し，その創造的発展を担える人材，（3）激動の時代

にあって，総合的判断力・先見性・創造性をもつ社会

の指導者・実践者となる人材，（4）地域及び地球的課

題の解決に積極的に取り組む人材を育成する。

3．共通教育等の目的と内容

以上のような歴史・環境・本学の理念等を踏まえ本

学の共通教育等は次のような目的と内容を持つ。

（共通教育等の目的）本学の共通教育等の目的は，

「幅広く深い教養を培い，自主的で批判力に満ちた創造

精神を基礎とする総合的判断力を育成し，もって豊か

な人間性を涵養すること」を目的としているが，また

特に，地域に根ざした個性的な大学という側面を強調

して言えば，「幅広く深い教養，総合的な判断力，豊か

な人間性を涵養し，地域に根差した個性的な大学とし

て平和を愛する心，地域の文化を理解し得る能力及び

異文化コミュニケーション能力の養成を理念・目的と

している」ということになる。

（共通教育等の内容）本学の共通教育等は次のような

能力を養うことを内容とする。

（1）現代社会の課題に対応する総合的視野と柔軟な

知的能力

（2）自ら考え，判断し，行動する能力

（3）個別分野に偏らない幅広い知識

（4）学問の基礎となる能力　

（5）心身の健康についての知識と健康増進のための

実践的態度と技能　

（6）文芸，学術の理解と豊かな感性

（7）情報化社会に適切に対応できる基礎的な情報処

理能力及び国際的視野に立つ異文化理解とコミュ

ニケーション能力

目標

1．共通教育等の内容面について

1）幅広い知識，現代社会の課題に対応する総合的視

野を与えるため，総合大学としての力を活かし，学生

の学びへの意欲を喚起する豊富な魅力ある講義を提供

する。従来の学問分野の枠を越えた総合的多面的視点

95 琉球大学

994

九
州
・
沖
縄

３　教養教育の目的及び目標



を持つ総合科目を積極的に開設する。

2）専門教育は，ある特定の分野を対象とするので全

国画一的になりがちである。教育における大学の個性

化は，共通教育等においてこそ発揮できる。本学の理

念を具体化する教育―（1）「自由と平等」・「寛容と

平和」の教育，（2）地域に根差した教育，（3）国際化

に対応する教育，（4）「熱帯，亜熱帯，海洋，島嶼」を

考える教育―（琉球大学特色科目）を共通教育等にお

いて行う。

3）国際化の時代に対応した語学教育を行う。沖縄県

は，我が国の最南，最西端に位置し，古くから中国や

アジア諸国との交流が盛んであり，歴史的に南北アジ

アのクロスロードであった。そのような歴史的・地理

的背景の下，アジアの言語を重視した科目の提供を行

う。

4）多様化した学生に応じたきめ細かい教育を行う。

基礎力の不足した学生に対する対応はもとより，より

力をつけたい学生のクラスを設置する。

5）本学は創立50周年を記念して「琉球大学環境宣

言」を定めた。その中では「自然を愛し，自然と共に

生きる地球市民としての自覚と誇りをもって思考し，

行動する」と謳われている。共通教育等のカリキュラ

ム面においても地球環境時代にふさわしい環境教育を

行う。

6）情報リテラシーの獲得は，必須である。全学生が

情報処理教育を受講できるよう情報科学演習のクラス

を十分に準備する。

7）大学教育を受けるにふわさしいリテラシーとして

思考の表現力を高める教育が必要であり，表現技法の

一つとして「日本語表現法入門」を開設する。

2．共通教育等の制度面について

1）多様な学科のそれぞれの教育方針や個々の学生の

自主的学習計画に対応できるよう柔軟な制度を構築す

る。具体的には，全学同一学年暦・同一授業時間帯

（医学部を除く）とし，8時限まで開講，4年間いつで

も学べる共通教育等，昼夜間の相互履修，クラス指定

は最小限とし学生の選択の自由度を高くする。

2）共通教育等の目的が現実に達成できるシステムを

工夫する。学生が，共通教育等の目的を理解していれ

ば，期待も学習意欲も高まる可能性があることが本学

の自己点検の結果明らかとなっている。共通教育等の

目的を教官，学生が共通に認識できるシステムを作る。

3）大講義を避ける。そのため大講義室（156人以上）

を設けず，学生の需要が高い科目は複数開講する。語

学のクラスは40人以下とする。

4）共通教育等と専門教育の有機的連携を図る。その

ため高学年次における共通教育等や，学部専門科目と

して学問への入門や大学への適応等をねらいとする少

人数による基礎演習（基礎ゼミ）などを開講する。
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（1）実施体制

共通教育等は，琉球大学全学教育委員会―琉球大学

教育企画運営委員会―琉球大学大学教育センター（共

通教育等企画部門）並びに各学部・共同利用施設が有

機的に一体となって実施している。

（1）強力な大学教育センターの設置

平成 8年学内措置によって大学教育センターが設置

された。大学教育センターが共通教育等の実施と教育

改善の要である。すなわち大学教育センターは 2つの

部門からなる。共通教育等企画部門は共通教育等の企

画・調整・実施を担い，研究開発部門は，大学教育の

充実向上のための調査研究を担っている。

本学は教育の重要性に鑑み，大学教育センターに重

い組織的位置付けを与えている。すなわち，（1）セン

ターは部局並に扱われ，センター長は評議会はもとよ

り部局長会のメンバーである。（2）2人の部門長は評

議員である。（3）センターに学内措置により1人の教

官を配している。

（2）共通教育等の実施体制

共通教育等は，全学教育委員会・教育企画運営委員

会の下で，大学教育センターと学部の協働により展開

されている。大学教育センターが企画・調整を行い，

学部が授業科目を提供する仕組みである。共通教育等

の企画と調整は，大学教育センターに置かれた九つの

科目企画委員会によって行われる。

科目企画委員会は，（1）開設授業科目の名称，授業

概要及び科目数等の原案作成，（2）シラバスの作成依

頼とその取りまとめ，（3）時間割の調整，（4）共通教

育等に対する学部からの要望・意見への対応等を行う。

学部は，科目企画委員会が作成したガイドラインに従

い，共通教育科目等を提供する。

（3）全学的組織

共通教育等の教育課程編成及び企画運営等に関する

全学的委員会として琉球大学全学教育委員会とその下

に位置する教育企画運営委員会が置かれている。全学

教育委員会は，学長を委員長とし部局長・学部教育委

員長等によって構成され，大学教育の基本方針，自己

点検・評価，共通教育等の教育課程の編成及び履修基

準等を含め，大学教育に関する重要事項が審議・決定

される。企画運営委員会は，大学教育センター長を委

員長とし，学部教育委員長，科目企画委員会委員長・

副委員長等によって構成される。企画運営委員会にお

いては，共通教育等の企画，調整及び実施，教育課程

の改善等について審議を行う。

（4）授業改善の諸施策　

大学教育の改善を図るため，大学教育センターの研

究開発部門に，教育改善等専門委員会を置いている。

授業改善の取り組み情況は次のとおりである。

（1）FD－平成11年度から本格的に取り組み，大学

教育の専門家を招いての研修会，シンポジウム，ワー

クショップを開催している。ちなみに平成12年度は，

大学教育センター主催によるワークショップが 4回，

シンポジウムが2回，公開研究授業が2回開催されてい

る。大学教育センター以外でも専門分野の独自の取り

組みがあり，また大学が実施する初任教官研修も一部

FDの性格を持っている。さらに，大学教育センターで

は，大学教育学会等に積極的に教官を派遣し，先進的

事例の摂取に努めている。

ワークショップは，その対象を新任教官，教授昇任

者，非常勤講師等キャリア別と全学教官を対象とした

ものがある。公開研究授業は，単に授業の公開だけに

とどまらず，事後の研究会を持つ等実質的改善に結び

つくよう工夫している。

FD活動は，本学の地域貢献という意味と公開研究授

業については広い視野から批判を受けることを目的と

し，地域の公私立大学にも公開している。

（2）授業評価―学生による授業評価は，平成7年度

後期から行われている。すでに定着したと言えるが，

その活用法に一段の工夫が求められている。
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（2）教育課程の編成及び履修状況

1．教育課程の編成

本学の授業科目は，共通教育，専門基礎教育及び専

門教育に分けられ，共通教育と専門基礎教育を共通教

育等と呼び，共通教育等と専門教育を有機的に連携す

べく4年（6年）一貫教育として行われることになって

いる。専門教育は各学部学科ごとに行われているが，

共通教育等は本学が総合大学であるという特徴を生か

す形で，「全学出動方式」で実施し，学内措置で立ち上

げた琉球大学教育センターの下に九つの科目企画委員

会を置き，カリキュラムの企画・調整・実施を行い，

各科目の提供責任学部を明確にしている。

共通教育等授業科目については，「琉球大学共通教育

等履修規程」（平成5年10月12日制定）で全学的に履修

すべき科目や最低修得単位数などを定めており，さら

に「各学部学科等別共通教育等履修基準表」を設けて，

全学的に検討したガイドラインに基づいて学部・学科

ごとに履修すべき科目や単位数を定めている。

本学の教育の特色の一つは，共通教育等の中に総合

領域を設けて全学部横断的に，しかも現代的なテーマ

の授業科目を開発し，学生たちに選択履修させる仕組

みを作っていることである。総合科目の中に高学年次

総合科目を用意して，高学年になってからも教養教育

を継続して学習できる編成をしている。また，琉大特

色科目は本学の共通教育等の目的を具体化する科目と

して位置付け，多様な科目を提供している。

他の共通教育の授業科目においても低学年次（1・2

年）だけの履修に限定することなく，高学年次になっ

てからも履修できるようになっており，時間割もその

履修方針に沿って組まれている。

したがって，低学年次において専門教育の基礎的な

授業科目が導入されていると同時に，高学年次になっ

てからも共通教育の授業科目が履修できる緩やかな教

育課程の編成になっている。

2．共通教育等の科目区分

本学の共通教育等の科目区分は次のとおりである。

A．共通教育

（1）教養領域

人文系科目，社会系科目，自然系科目，

健康運動系科目

（2）総合領域

総合科目（一般総合科目，高学年次総合科目）

琉大特色科目

（3）基幹領域

情報関係科目（情報科学演習，日本語表現法

入門）

外国語科目（英語，ドイツ語，フランス語，

スペイン語，ロシア語，ラテン語，ギリ

シャ語，中国語，朝鮮語，タイ語，ベト

ナム語，インドネシア語）

B．専門基礎教育（主として理系用）

（1）先修科目

（2）転換科目（高校教育の補完科目）

教養領域の科目群は，問題解決に必要な固有の知識

や方法を学ぶための科目であり，人文系科目，社会系

科目，自然系科目及び健康運動系科目から構成されて

いる。人文，社会，自然諸科学の内容や特有の課題に

精通し，それらを現代的状況に応用できる能力を養う

ことを通して，個々の学生の視野を広げるとともに，

多面的に問題をとらえる態度や資質を養成することを

目指している。本領域の特徴は，現代的な状況や問題，

個々の学生の興味や関心・能力に配慮して，テーマや

内容を，精選・再編しているところにある。

この領域の「健康運動系科目」は従来の「保健体育

講義」と「体育実技」の 2つの科目に代わって，理論

と実践を有機的に結合した授業科目や，沖縄独自の実

技科目を含む多様な授業科目や，さらに，身体障害

者・低体力者用の特別クラスも用意している。

総合領域の科目群は，重層的で複雑に絡み合った現

代的な課題を解決するに当たって，多角的に分析する

ための能力や総合的に判断するための能力を培うこと

を目的としており，「総合科目」と「琉大特色科目」の

二つから構成されている。

教養領域と同じく，本領域でも授業科目のテーマや

内容に工夫がなされている。人文・社会・自然の分野

を横断する現代的で重層的なテーマを持つ授業科目が

設定されていると同時に，隣接領域の複数の教員が，

それぞれのアプローチでもって，共同で担当するテー

マを扱う授業科目もある。平成8年度から「高学年次

総合科目」が開発されていて，それ以外の総合科目を

「一般総合科目」と呼んで区別している。

高学年次総合科目は，総合科目の中でも特に高学年

次学生（3・4年次）の知的・精神的発達に応じた内容

を持ち，全学の複数教員の担当によって提供される科

目である。「現代社会の課題」や「女性学」など六つの

授業科目が開発されており，同様の授業科目をもっと

多く開発することが課題となっている。

また「琉大特色科目」は，総合科目と同じような観

点やアプローチでもって，四つの教育理念（自由と平

等・寛容と平和を目指す教育，地域に根ざした教育，

国際化に対応した教育及び熱帯，亜熱帯，海洋，島嶼

を考える教育）に焦点を当てた科目群であり，「平和論」

「沖縄研究入門」「沖縄のサンゴ礁」などの科目から編

成されている。本学の教養教育の個性的な側面を鮮明

に打ち出している。
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基幹領域は，「情報関係科目」と「外国語科目」から構

成されている。本領域は，全ての分野の基礎をなす領域

であり，全ての学生にその履修と習熟が期待されている。

「情報関係科目」は，国際化・情報化社会に必要な，

そしてまた，専攻分野を学ぶに最低限必要な基礎的情

報処理能力と，諸分野の科目履修の前提となる日本語

表現能力を訓練するための科目であり，「情報科学演習」

と「日本語表現法入門」から構成されている。

「外国語科目」は，本学の共通教育等の目標の一つで

ある「国際化に対応した教育」の実現，とりわけ，外

国語でのコミュニケーション能力を育成する科目群で

あり，専攻分野を学習するに必要な基礎的な外国語運

用能力と，異文化理解・国際感覚を培うことを目標に

している。この科目群には，英語，ドイツ語，フラン

ス語，スペイン語，ロシア語，ラテン語，ギリシャ語，

中国語，朝鮮語，インドネシア語，タイ語及びベトナ

ム語の授業科目がある。

「専門基礎科目」は理系の学生が専門教育科目を履修

するに当たっての基礎となり，かつ教養教育の趣旨を

踏まえた科目から構成されている。この科目群は教養

教育的内容も含まれるが，それよりもむしろ理系の専

門教育を履修する上で基礎となる科目群である。「先修

科目」と「転換科目」から構成されている。

「先修科目」は，理系の学生が専門科目を履修する前

の，なるべく早い時期に学ぶべき科目である。「転換科

目」は，中等教育から高等教育への過渡期の教育を目

的とする科目である。高等学校での科目の選択制や，

大学入試での選択科目の選び方によって，大学入試時

に履修していないが，学生にとって必要な科目の補完

を目的としている。

3．教育課程編成方針

本学では共通教育等の教育課程を編成するに先立っ

て琉球大学改革検討委員会で基本方針が策定され，そ

の基本方針に基づいて全学教育改善特別委員会を設置

して教育課程の編成をした。本学の教育課程編成の基

本方針は以下のとおりである。

1）本学の理念と特色を活かしつつ，各学部・学科等

の教育上の目的を達成するため，専門教育と共通教育

等の有機的連携を図り，4年（6年）一貫教育を行うた

めに必要な授業科目を開設し，体系的に編成する。

2）各学部・学科等の学芸を教授するとともに，幅広

く深い教養及び総合的な批判力を培い，豊かな人間性

を涵養するため，ここに定める基準に従って共通教育

等を履修させるほか，専門以外の専門科目についても

履修させるよう適切に配慮する。

3）卒業要件の設定にあたっては，ゆとりのある大学

教育を実施するため，124単位（又は188単位）を大幅

に超えないよう配慮する。

この基本方針と琉球大学改革検討委員会第 2 部会

（一般教育・専門教育の在り方に関する専門部会）がま

とめたガイドラインに基づいて，全学教育改善特別委

員会で教育課程の編成について具体的に審議が行われ，

共通教育等の履修基準が決まり，「琉球大学共通教育等

履修規程」（平成5年10月12日制定）が整った。

4．共通教育等の履修基準と履修状況

本学の共通教育最低修得単位数は28単位であり，緩

い基準となっている。それは理系の学生が「専門基礎

科目」を履修する必要があることと，単位取得のみの

目的で授業科目を多く履修せざるを得ないという受動

的な学習を極力さけ，履修したい授業科目を受講して，

能動的学習によって教養教育の質を高めさせるために

とられた措置である。履修基準では最低修得単位数は

28単位と少なめの設定になっているが，「各学部学科

等別共通教育等履修基準表」を見れば分かるように，

各学部学科はその独自性を出しながら，授業科目や単

位数を設定し，独自の共通教育等の履修基準を定めて

いる。それによると，ほとんどの学部学科が共通教育

等から40単位以上履修させることになっている。しか

し，学部学科の中には履修上の制約から最低修得単位

数にとどまらざるを得ないところもでている。

最低修得単位数28単位の取得方法については，健康

運動系科目を2単位，外国語科目を8単位としているだ

けで残り18単位の履修方法は，学部学科の独自性に任

されている。

5．共通教育等の教育課程編成の特色

本学の共通教育等の教育課程編成の特色は，全学的

なレベルでは最低修得単位数を少なめに設定し，学部

学科の独自性を活かした履修基準を設けている点であ

る。さらに共通教育の総合領域に「琉大特色科目」を

設定して本学の教育目標を鮮明にしている点と，理系

の学生用として「専門基礎科目」を設定している点が

特色として浮かび上がっている。

6．学生の学力の多様化への対応

「専門基礎科目」は「先修科目」と「転換科目」に分

かれるが，「転換科目」は高校でその科目を履修してい

ない学生のために設定されていて，学力の多様化に対

応する科目といえる。また，基幹領域の外国語科目の

中で，「総合英語演習」や「英語講読演習」の授業科目

のクラスに職業高校から入学し，学力が不足している

学生のためのクラスも設定されている。
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（3）教育方法

１．時間割作成における教養教育の重視

本学では専門教育と教養教育の有機的な連携を図り，

4年（6年）一貫教育として行われているので，低学年次

から専門教育の授業科目が編成されているし，高学年

次になってからも共通教育の全ての授業科目が履修で

きる教育課程になっている。したがって，時間割表作成

に当たっては，緩やかな指定制をとっている「総合英

語演習」や「英語講読演習」，情報科学演習，及び専門

基礎科目が優先的扱いを受けている。次いで教職関係

科目の時間割が組まれ，専門教育科目はそれらを考慮

した上で時間割作成が行われている。

２．共通教育等のクラスサイズ

共通教育等の授業がその目的に基づいて円滑に行わ

れ，効果的かつ十分な教育が実施されるよう，各領域，

各科目の講義，演習，実習，実験，実技についてそれ

ぞれ妥当と思われる標準のクラスサイズが，平成 6年

10月に「教養部改革専門委員会」で審議され，提案さ

れた。それによれば，健康運動系の講義科目は80人，

教養領域，総合領域，専門基礎領域の講義科目は 100

人，外国語演習，外国語講読科目は40人，健康運動系

実技科目は50人，日本語表現法入門科目は50人，情報

科学演習科目は45人，教養領域の実験，演習科目は30

人，専門基礎実験科目は30人となっている。ところが

現実には，教室の数及び収容人員，教員数などに制約

があるので，上記の設定は一応，目標値としての機能

は果たしているが，現状は20人以下のクラスもわずか

ばかりあるし，100人を超える上限のクラスもかなり

の数ある。受講学生のニーズに見合ったクラス数の設

定及びクラスサイズの再検討が必要である。

３．学習指導

学習指導上，出欠点検は重要であり，多数の教員が

シラバスの「成績評価の方法」の項目でその重要性に

ついて触れている。また，オフィス・アワーを設けた

り，双方向の授業を行うことで学生の学習意欲を引き

出すよう，大学教育センター主催の FD活動を通じて

呼びかけている。しかし，実際には，クラスサイズが

大きいことと，非常勤講師控室が足りないことで，一

斉に実施するのは難しい状況にある。学習指導全般に

おけるシラバスの重要性は今更強調するまでもない。

大学教育センターでは大学の理念，共通教育等の目

的・目標をシラバスの巻頭に載せることを検討してお

り，各担当教員がそれを踏まえて各自の授業目標をク

ラスで学生に説明するよう呼びかけているところであ

る。また，本学では学部の各学科に指導教官をおいて

学習指導に役立てているが，授業科目におけるオフィ

ス・アワーと並んで学生とのコミュニケーションを深

める重要な役割を果たしている。

４．学習環境

沖縄は蒸し暑い夏の期間が長いので暑さ対策が肝要

である。共通教育棟の各教室にクーラーを設置して，

学習環境の向上を図っている。また視聴覚機器などが

授業で活用できるように設備面での対応も行われてい

る。情報科学演習の授業のための実習室（3室）には

各50台のパソコンを備えており，そのうち1室は自習

室として開放し，学生がいつでも自習できるようにし

ている。また，情報科学演習の全クラスにティーチン

グ・アシスタントを配置し，実習がスムーズに行われ

るように配慮している。専門基礎科目の実習や実験の

授業においても，実習や実験がスムーズに行われるよ

うに予算的な配慮がなされている。外国語の場合には，

学内共同利用施設として「語学センター」が設置され

ており，ラボ教室の管理・運営は全学のサポートを受

けているので，語学教育の施設面での学習環境は整っ

ているといえよう。キャンパスの広さ及び自然景観も

学習環境としては整いつつある。本学は創立50周年を

記念して「琉球大学環境宣言」を定めており，学習環

境の改善が期待される。しかし，共通教育棟の教室の

絶対数が不足している点や，廊下が狭く，学生が授業

時間外に交流するラウンジなどのスペースが非常に少

ない点などが学習環境を著しく妨げているので，施設

面での対応が緊急課題である。

５．成績評価基準

学生の卒業時における質の確保を図ることは重要で

あり，「成績評価基準をシラバスなどに明示した上で，

厳格な成績評価を実施する」ことが求められている。

本学では，共通教育等の『授業計画書』の中で多くの

教員が「評価方法」の項目に「学期末の試験だけでな

く学生の授業への出席状況，宿題への対応状況，レポ

ート等の提出状況，日常の学業への取り組み状況」等

を考慮して評価すると記載している。「学生の授業への

出席状況」に関しては，「琉球大学各学部共通細則」第

14条で「授業科目の授業総時間数の 3分の 1以上欠席

した者には，その授業科目の単位は与えない」と厳し

く規定している。

ほとんどの学生が受講する「総合英語演習」では，

外国語の教育委員会などで成績評価基準を設定してシ

ラバスに明示しているように，他の領域または分野の

複数のクラスを持つ授業科目においても実施していく

ことが肝要であり，大学教育センターの九つの科目企

画委員会での検討・実施が課題であろう。
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1．変遷

（教育におけるアメリカの影響）

本学は，開学当初，アメリカの大学特にミシガン州

立大学の影響を受け，教育の諸制度が整えられた。今

日も本学の教育の特色となっているセメスター制，単

位登録上限制，修学不良学生（年間16単位を取得でき

ない学生）の除籍制度等がそれである。登録にあたり，

担当教官の1対1の指導をうけさらに指導教官の認印を

得て登録を行うシステムもかなり形式的にはなったが

今日なお維持されている。

（全学出動の教養教育）

開学当初，教養部はなく，一般教育科目は関連する

専門科目を担当する教官が提供する仕組みであった。

教官の間に教養担当，専門担当という区別はなく，今

でいう全学出動方式である。1964年教養部が設置され

たが，文理学部教官が一般教養科目を担当する方式は

維持された。1972年，国立移管に伴い教養部の陣容は

飛躍的に強化されたが，教養部としての形は整備しつ

つ，教養科目の提供は全学総当りとし，運営の権限は

学部と教養部から選出された委員からなる一般教育委

員会が担うという仕組みが取られた。教養部教官の人

事は学部学科主導で行い，教養部教官は専門科目も担

当し，学部教官も教養科目を担当した。これを相互乗

入れと称していた。

（教養部の廃止）

平成 8年度末，全学的な改革を目指し，教養部は発

展的に解消された。「専門教育と教養教育との有機的関

連性を持たせるとともに，琉球大学の理念と社会の変

化に対応した魅力有る教育の展開」を推進することが

目的である。教養部教官は各学部に分属したが，相互

乗入れの素地があったためスムーズであった。二重構

造はほとんどなく，新しい授業科目も年をおって増加

している。

（大学教育センターの設置）

共通教育等を企画し，調整する組織として大学教育

センターが学内措置により設置された。大学教育セン

ターで共通教育等の毎学期のガイドラインを作成し，

それに従って各学部が授業科目を提供するシステムは

順調に機能している。

（新カリキュラム）

平成 6年琉球大学はカリキュラムを一新した。その

視点は次のようなものである。

社会の少子化，大学の大衆化が進む中，学生の学習

意欲の減退，基礎学力の不足，質の多様化が顕在化し

てきた。他方において，科学技術の進歩と経済の発展

により，社会は，多様化，国際化，情報化の進展の著

しい時代となった。大学教育もこれらに適切に対応し

なければならない。

以上のような視点のもとで，改革の方向は，本学の

理念と特色を生かすこと，4（又は6）年一貫教育を行

うこと，学生の多様化に対応すること，情報処理・日

本語表現法等学問のスキルを獲得すること等であった。

2．今後の方向

共通教育等の実施体制と授業科目区分については，

大枠において特に変更の必要はない。自己点検・評価

及び外部専門家による評価を受けた上での今後の課題

は次の諸点にある。

（1）自己点検作業の学生アンケートの結果では，学

生は，「国際感覚，語学力，情報処理能力を身につけて

いない」と自己判断をし「身につけたい」と思ってい

る。学生は，これらの能力の重要性を認識し獲得すべ

き水準を高くおいていると思われるが，その期待に応

える教育をどのように行うか。

（2）共通教育等の目的・目標を理解することによっ

て，教育効果が高まることが自己点検作業中の教官・

学生アンケートで明らかになっている。この成果をい

かに教官・学生に広げるかが課題である。

（3）教官の二重構造はほぼないものの，全教官出動

にはいたっていない。共通教育等を担当する教官を増

やし，講義を豊富にし，非常勤講師依存率を減少させ，

専任教官による担当の比率を高めることが課題である。

（4）15回分の授業内容の明示，成績基準の明示，オ

フィスアワーの設定等，シラバスの内容を向上させる。

成績基準を明示した上，厳格な成績評価を行う。

（5）プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー等教育に優

秀な教官の顕彰制度を含め，教育業績の評価を行う。

（6）大学教育センターに高等教育専門家を配置する

など，大学教育センターを強化する。
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５　変遷及び今後の方向



95 琉球大学

1001

九
州
・
沖
縄

６　選択肢式等設問の回答
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