
2014(平成 26)年度 GCC(グローバル・コミュニケーションコース) 
基礎データ

※一部、2013(平成 25)年度分も含む 

文責：大学教育研究センター 渡邊席子(GCWG メンバー) 
初出：2014 年 3 月 全学共通教育教務委員会 
加筆：2015 年 8 月 H26 年度 委員からの質問に際して 

１．基礎データ（１） GCC への正式登録者数、GCC_UVic 参加者数 

表１ 正式登録者および GCC_UVic 参加者内訳(2015 年 3 月現在) 

学部

第一期生

(25 年度入学者) 
正式登録者人数

うち

GCC_UVic
参加数

第二期生

(26 年度入学者) 
正式登録者人数

うち

GCC_UVic
参加数

商学部 7 名 5 名 5 名 4 名 
経済学部 7 名 4 名 6 名 3 名 
法学部 6 名 3 名 11 名 7 名 
文学部 6 名 5 名 11 名 6 名 
理学部 0 名 0 名 0 名 0 名 
工学部 0 名 0 名 1 名 1 名 

医学部(看護学科) 1 名 1 名 0 名 0 名 
生活科学部 1 名 1 名 3 名 1 名 

計 28 名 19 名 37 名 22 名 

２．基礎データ（２） GCC_UVic 参加者の Versant テストスコア 

表２ GCC_UVic 参加者の Versant スコア推移 2013 年度実施分(参考) 
Versant 
スコア

第一期生 19 名 
2014 年 2 月 
(カナダ出発前) 

平均・標準偏差

第一期生 19 名 
2014 年 4 月 

(カナダから帰国後) 
平均・標準偏差

分析結果(参考) 

構文 46.47(4.89) 48.79(7.02) t(18)=2.21, p<.05 
語彙 45.47(8.57) 51.11(7.83) t(18)=3.77, p<.001 
流暢さ 39.05(8.06) 44.32(9.84) t(18)=4.87, p<.001 
発音 36.89(6.22) 38.79(6.16) t(18)=3.18, p<.01 
総合 42.16(6.10) 46.05(6.80) t(18)=5.46, p<.001 

【別添資料①】
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表３ GCC_UVic 参加者の Versant スコア推移 2014 年度実施分(参考) 
Versant 
スコア

第二期生 20 名 
2015 年 2 月 
(カナダ出発前) 

平均・標準偏差

第二期生 20 名 
2015 年 4 月 

(カナダから帰国後) 
平均・標準偏差

分析結果(参考) 

構文 46.35(5.90) 47.30(5.18) t(19)=1.06, ns. 
語彙 48.15(7.87) 50.20(5.67) t(19)=1.67, ns. 
流暢さ 40.50(8.46) 47.00(8.06) t(19)=7.16, p<.001 
発音 38.35(6.41) 41.30(6.83) t(19)=6.27, p<.001 
総合 43.40(5.74) 46.70(5.22) t(19)=6.43, p<.001 

※2014 年度の分析対象となったのは、2 月・4 月ともにデータがそろっており、対応のある t 検定を

行うことが可能だった 20 名である。 

---「１．基礎データ（１）」についての覚書--- 

 GCC には、その年度の入学者が、入学年度の 7 月のみ登録できる。定員は 1 学年あたり 40 名。

GCC 正式登録希望者向けガイダンス(＝これに出席し、説明を聞き、所定の手続きを踏まなかっ

た学生は登録を認められない)への参加者は、第一期は 35 名、第二期は 59 名、うち、正式登録

の手続きを踏み、登録を認められたのが表 1 に書かれている人数である。

 あわせて、登録に際しては、語学運用能力のおよその目安が設定されている。希望者多数の場合

は、各種語学力テストのスコアを主な選抜基準として用い、選抜を行う。

2013(平成 25)年度：4 月に CE のプレイスメントテストとして行われた TOEIC-IP テストに 
て 550 点以上を獲得していること、もしくは、7 月にプレイスメントテストとして行われ

た Versant テストにて 30 点以上を獲得していること 
2014(平成 26)年度 ：4 月に CE のプレイスメントテストとして行われた TOEFL  ITP テス

ト

にて 500 点以上を獲得していること、もしくは、7 月の Versant テストにて 35 点以上を

獲得していること(あるいは、独自に受験した TOEIC テストで 550 点以上を獲得している

こと) 
2014 年度の方がやや厳しい基準になっているのは、第一期生の様相を見るに、より高い水準の

スコアをマークできている状態の方が、3 月の GCC_UVic で十分な学修成果を得やすいことに基

づく改定の結果である。

言い換えると、低い水準のまま無理に GCC_UVic に参加しても、ネイティブスピーカーの教員

が話していることを理解できず、ゆえにレスポンスもままならないからである。さらに、何をし

たらいいのか授業中に周りの学生に日本語で訊ねる等、自分自身のみならず、他学生の英語学習

に支障が出やすいことも、学生からの聞き取り調査等より判明している。
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 GCC_UVic とは、GCC 正式登録者で、かつ、一定以上の語学運用能力のある学生が参加できる

カナダ・ビクトリア大学の研修である。プログラムの内容は GCC 向けのテーラーメイドであり、

比較的難易度が高い。これに参加するための語学運用能力のおよその目安もまた設定されている。 
2013(平成 25)年度：4 月に CE のプレイスメントテストとして行われた TOEIC-IP テストに 

て 550 点以上を獲得していること、もしくは、7 月にプレイスメントテストとして行われ

た Versant テストにて 30 点以上を獲得していること。加えて、カナダへの出発直前(2 月

下旬)には Versant テストで 35 点以上を獲得していること。 
2014(平成 26)年度 ：4 月に CE のプレイスメントテストとして行われた TOEFL  ITP テス

ト

にて 500 点以上を獲得していること、もしくは、7 月の Versant テストにて 35 点以上を

獲得していること(あるいは、独自に受験した TOEIC テストで 550 点以上を獲得している

こと)。加えて、カナダへの出発直前(2 月下旬)には Versant テストで 40 点以上を獲得し

ていること。

2014 年度の方がやや厳しい基準になっているのは、正式登録時の目安と同様、第一期生の様相

を見るに、より高い水準のスコアをマークできている状態の方が、3 月の GCC_UVic で十分な学

修成果を得やすいことに基づく改定の結果である。

---「２．基礎データ（２）」についての覚書--- 

 Versant テストでは、構文・語彙・流暢さ・発音の 4 つの軸による採点が行われ、その結果に基

づいて総合スコアが算出される。最低点は 20 点、最高点は 80 点である。テストは、電話もしく

はインターネット回線を用いて実施される。英語による質問がなされ、それに対して回答者は英

語で答え、その音声が機械採点される。なお、本学の初年次 7 月の総合スコア平均はおよそ 33
～34 点である。

 英語のネイティブスピーカーであれば、軽い気持ちで受験しても総合スコア満点をとれるのに対

し、日本人の場合は 60 点とれれば大変高いスコアをマークしたといえる。一般的にスピーキン

グが苦手な日本人にとっては、難しいテストである。

 GCC 第一期生(平成 25 年度入学者、現３回生)の出発前-帰国後の Versant スコアの変化パターン

と、GCC 第二期生(平成 26 年度入学者、現２回生)のそれとは異なる。第一期生は、帰国前に比

して帰国後のスコアがすべて統計的に有意に上昇していたのに対し、第二期生は発音と流暢さに

集中してスコア上昇傾向が見られ、それが総合スコアの上昇にも反映された結果となっている。

第二期生のスコア変化の結果に対しては、ビクトリア大学英語センターのプログラム担当者も非

常に不思議に思っているようである(曰く、「日本人の学生がもともと構文・文法を得意としてい

るのはよく理解している。故に、構文のスコアが出発前に比して伸びにくいのは理解できる。し

かし、語彙が伸びなかったのは非常に不思議である。午前中の英語研修プログラムではさまざま

な新しい語彙を提供し、午後のプログラムへとリンクさせていたのであるが･･･」)。
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補足事項

補足１．GCC 設置の背景 

2013(平成 25)年度から 2014(平成 26)年度の２年間、GCC が本学に試行的に設置されるに至った背

景のうち、特に教育面で重要なことは２点あった。第一に、本学の英語教育改革とその成果から判明

した課題とその解決、第二に、わが国のグローバル化政策と本学のグローバル化志向の重なりである。

補足２．ねらい(学生に身につけてほしい・学んでほしいこと) 

GCC において、グローバル化する社会で生き抜く人にもっていてほしい基礎力は３つ設定されてい

る。第一に、自己・他者・多様性を理解できる力、第二に、外国語を活用できる力、第三に、学んだ

内容を実践に結びつけることができる力である。GCC は、これらの力を、全学共通科目、および、外

国での研修等を介してできるだけ低年次のうちに身につけ、学年を追うごとに深まる専門分野での学

修に活かしてもらうことをめざした低学年向けのコースである。

また、GCC への正式登録を希望する学生には、基本アドミッションとして次の３点が求められた。 

 主専攻(＝卒業時に授与される学士)をしっかり学び、かつ、コースも学修できる。

 外国語による授業を理解するとともに、外国語を用いて授業に参画できる基礎力がある。

 積極的に学ぶ意思があり、自立的に学修できる。

上記補足２点に関する詳細については、以下の３点の資料論文を参照のこと。

【１】(添付資料②に相当) 
渡邊席子 (2014), 「OCU グローバル・コミュニケーションコース 2013 年度試行の記録」, 『大

阪市立大学大学教育』, 第 11 巻, 第 2 号, 79-86. 

【２】(添付資料③に相当) 
渡邊席子 (2015), 「GCC(グローバル・コミュニケーションコース)から GC(グローバル・コミ

ュニケーション)副専攻へ ～2013年度から 2014年度にかけての 2年間のGCC試行を振り返る

～」, 『大阪市立大学大学教育』, 第 12 巻, 第 2 号, 

【３】(添付資料④に相当) 
渡邊席子 (2015), 「第 17 回大学教育研究セミナー グローバル・コミュニケーションコース

(GCC) 2013 年度成果報告 ～GCC_UVic をコアとする「語学で学ぶプログラム」成果と課題

～」, 『大阪市立大学大学教育』, 第 12 巻, 第 2 号, 81-85. 
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資料

OCUグローバル・コミュニケーションコース
2013年度試行の記録

A Report about 2013’s Trial of OCU Global Communication Course

渡　邊　席　子
大阪市立大学大学教育研究センター

WATANABE, Yoriko
Osaka City University, Center for Research and Development of Higher Education

抄録
本資料は、2013年10月より大阪市立大学に試行的に設置されたグローバル・コミュニケーション

コース（GCC）の2013年度実施記録である。第 1章では2012年度の準備活動を振り返り、GCCが
なぜ設置されるに至ったのか、設置にあたってどのような準備が行われ、どのようなコースデザイ
ンがなされたのかについて振り返る。第 2章では、2013年度にGCC第一期生を迎えて始まった試行
状況について述べる。ここでは主に、GCCの目玉であるGCC専用ビクトリア大学海外研修
（GCC_UVic）を取り上げて説明する。第 3章では、2014年 1月までに浮かび上がっている問題を
挙げ、すぐにとり得た解決策を紹介するとともに、今後慎重に検討すべき課題を指摘する。

キーワード：グローバル化、学修成果、プログラム評価
Keywords: Globalization, Learning outcomes, Evaluation for programs

本資料は、2013年10月より大阪市立大学に試行的に

設置されたGCCの2013年度実施記録である。この実施

記録の作成を通じて、2013年度の実績、および、2014

年度以降に向けて解決すべき課題を整理することは、

コースに関するPDCAサイクルの一環を担うものとし

て位置付けられる。

1 ．2012年度後期、GCC設置準備

本章では、2007年に行われた大阪市立大学の英語教

育改革の話題や、2012年に打ち出された中央教育審議

会答申内容を含めつつ、渡邊（2013）にてすでに一部

紹介されているGCC設置の経緯と背景について振り返

る。

1 ．1 ．GCC設置の背景

大阪市立大学におけるGCC設置の背景には、大きく

三つの要因が関係している。

一つ目は、国のグローバル化政策と大阪市立大学の

グローバル化志向の重なりである。中央教育審議会

（2012）の答申（新たな未来を築くための大学教育の

質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力

を育成する大学へ～（答申）、以下、質的転換答申

2012と呼称）では、グローバル人材の土台について次

のように述べられている（P8～9）。

我が国の現在の状況に鑑みれば、グローバル化

の加速する社会において活躍できる人材の育成の

重要性が増していることは論を俟たない。政府の

グローバル人材育成推進会議も、層の厚いグロー

バル人材が必要だと指摘しており、その具体的な

育成の目標と方策を示しているが、そのために高

等教育が果たすべき役割は極めて大きい。グロー

バル人材の土台として重要なのは、我が国の歴史

や文化に関する知識や認識、多元的な文化の受容

性、あるいは前述のような認知的、倫理的、社会

的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力で

ある。これらはグローバル化による社会経済構造

【別添資料②】
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【資料】渡邊「OCUグローバル・コミュニケーションコース　2013年度試行の記録」

の変換に対応するためのすべての国民の課題でも

ある。

質的転換答申2012の内容でポイントとなるのは、

「グローバル人材の土台として重要なのは、我が国の

歴史や文化に関する知識や認識、多元的な文化の受容

性、あるいは前述のような認知的、倫理的、社会的能

力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力である」の

部分である。この内容と、大阪市立大学の人材育成目

標（優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な

判断力と豊かな人間性を備え、社会に積極的に参加す

る市民的公共性を持った人材を育成する）には、それ

ほど大きなずれはない。つまり、大阪市立大学が自ら

立てた人材育成目標を達成することは、現在の国の政

策に合致する結果を生み出すことと重なりうる。また、

国際化・グローバル化をメインテーマとして2012年 9

月27日に開かれた大阪市立大学全学FD事業第19回教

育改革シンポジウム（大阪市立大学大学教育研究セン

ター, 2013）や、同年に発表された大阪市立大学国際

化1stアクションプラン（大阪市立大学, 2012）では、

大阪市立大学にはすでに国際的な取組が複数あり、特

に英語運用能力の向上と英語利用機会の増加に着目し

てそれらを組織的かつ積極的に展開してゆこうとする

方向性が示されている 1）。

二つ目は、大阪市立大学の英語教育改革とその成果

である。2007年度の改革を経て、大阪市立大学の英語

科目CE（College English）は、1クラスあたりの人数

を25名程度とする3段階の習熟度別クラスを設定して

実施されることとなった。あわせてACE（Advanced

College English）も新たに設置し、英語科目の充実を

図った。2007年から2010年までの学修成果を語学力テ

ストVersantのスコアの推移に着目して分析した結果、

設置されているクラスの 9割以上を占める下位・中位

クラスの学生には一定の学修成果がみられたものの、

上位クラスは力を十分伸ばせていない可能性が示唆さ

れた（飯吉・平, 2012）。つまり、本学に入学した学生

のうち大部分が入学後も英語力を維持・促進できてい

たのに対し、もともと力のある学生に対する教育的効

果には課題が残っており、それら上位層の学生を対象

とした何らかの手当ての必要性が示唆されている。

三つ目は、GCC設置のタイミングの問題である。早

ければ2016年度に、大阪府立大学と大阪市立大学の統

合が予定されている（大阪府・大阪市・大阪府立大

学・大阪市立大学, 2013）。統合に際しては、今後設置

認可を受けるために両大学のディプロマポリシー・カ

リキュラムポリシー・アドミッションポリシーの摺合

せと見直しが本格化するのはほぼ確実であり、その直

前ともいえる2013年のタイミングで、グローバル人材

育成を掲げて現行のカリキュラムを大きく変更するの

は現実的ではない。かといって、二つ目の要因として

挙げた上位層学生を大学が統合するまで放置しておい

てよいということにもならない。そこで、現実的な落

としどころとして、現在開講されている科目や海外大

学との交流協定を活用し、特に英語運用能力の増強に

重点を置くコースの設置を目指すことになった。

1 ．2 ．GCCの全体像と三つの力

2012年10月、GCC設置準備のために作られたグロー

バル・コミュニケーションコース設置ワーキングは、

三回の会議を経て、質的転換答申2012の内容と大阪市

立大学の人材育成目標との整合性を保ちつつ、意欲と

余力のある学生に初年次のうちから意識的に身につけ

てもらいたい三つの力を設定し、これらの力をつけた

人に学長名で修了認定証を授与するコースのあり方に

ついて議論した（図 1）。

三つの力のうちの一つが、「外国語を活用できる力」

である。これは、過去の英語教育改革を経て上位者向

けに設置されたACEを積極的に受講することで身につ

図1．GCCの全体像と三つの力 
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く英語運用能力と定義される。二つ目が「自己・他

者・多様性を理解できる力」である。これは、全学共

通教育において現在開講されている歴史・文化・人

間・社会・自然等多岐にわたる科目を介して身につけ

る力であり、受講者が自らの立ち位置について思慮し、

他文化圏の人々に自分の意見を表明し、かつ、他文化

圏の人々の考え方や意見を理解できるようになるため

の基礎と定義される。三つ目は、「学んだ内容を実践

に結びつけることができる力」である。これは、海外

への短期留学などを介し、一つ目と二つ目の力を自ら

結び付け、主に英語を運用して異文化圏の人々ととも

に学びあうことのできる力と定義される。実践力を発

揮する場としては、新たにGCC専用ビクトリア大学海

外研修（GCC_UVic）を設置することが決まった。

グローバル・コミュニケーションコース設置ワーキ

ングでの検討の結果、2013年度第一期生向けのコース

認定科目は以下のとおりとなった（図 2）2）。

図2．2013年度　GCC第一期生向け開講科目一覧 

主専攻に加えてさらに学べる力と余力をもった学生

に、コースを介してこれら三つの力を新たにつけても

らう、もしくは、もともとの力をさらに伸ばしてもら

うことが、GCCの目標である。

2 ．2013年度

2 ．1 ．第一期生募集と正式登録者確定

2013年度第一期生の募集にあたっては、図 1および

図 2の内容を中心にコース紹介資料を作成するととも

に、計三回、三種類の方法（チラシ配布、パンフレッ

ト配布、全学ポータルサイトでの情報開示）で学生へ

の告知を行った。第一回目として、2013年度新入生向

けの入学手続き書類とともにコース紹介資料を配布

し、加えて、新入生向けパンフレットにもコース紹介

を載せて新入生全員に配布した。第二回目として、

2013年 7月に、初年次学生全員が必ず履修している英

語の授業（CE）にてコース紹介資料を再び配布した。

この資料配布とタイミングをあわせて、第三回目とし

てポータルサイトにGCC正式登録者募集情報を掲載し

た。

このとき、GCCで学んでほしい学生に求める資質

（＝GCCアドミッション）として、次の三点を示して

いる。
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・主専攻（＝卒業時に授与される学士）をしっかり学

び、かつ、コースも学修できる人

・外国語による授業を理解するとともに、外国語を用

いて授業に参画できる基礎力がある人

・積極的に学ぶ意思があり、自立的に学修できる人

これら三点に示されているとおり、GCCの対象とな

る学生は、特に英語運用能力について一定以上の水準

を有し（2013年度は、TOEIC550点以上、もしくは、

Versant30点以上と定めた）、主専攻に加えてさらに学

べる力と余力のある者である。2013年度は試行期間第

一年目ということもあり、まずは、GCCの定員を最大

40名 3）、目標登録者数30名として始めることとなった。

そして、2013年 7月の正式登録前ガイダンスには35名

が参加し、30名がGCCに正式登録する運びとなった 4）。

2 ．2 ．GCC_UVicについて

第 1章にて触れられていたGCC専用ビクトリア大学

海外研修（GCC_UVic）5 ）は、「学んだ内容を実践に

結びつけることができる力」と対応しており、大阪市

立大学の教員（英語教育）と、すでに大阪市立大学と

交流協定を結びプログラム実施の実績をもつビクトリ

ア大学ELC（English Language Centre）が協力して、

GCC向けに新たに共同開発した目玉研修である。なお、

GCC_UVicの参加資格は、GCC正式登録者のみに与え

られている。

GCC_UVicには、次の特徴がある。

特徴 1：難易度はやや高め

先に示したとおり、GCCは意欲と能力のある上位者

向けに設定されたものであり、GCCのためにテーラー

メイドでデザインされたGCC_UVicもまた上位者向け

の難易度で設計されている。めやすとしては、

GCC_UVic出発時において、TOEIC650点（うち、リ

スニングスコア350点前後）、またはVersant総合スコ

ア35点程度に届いていることである。

特徴 2：午前は語学研修、午後は「英語で学ぶ・活動

する」

一般的な短期海外研修プログラムでは、現地で語学

を学ぶことが主要な活動として据えられている。それ

に対してGCC_UVicでは、英語「を」学ぶ時間は午前

のみであり、午後は英語「で」学ぶ時間として確保さ

れている。つまり、現地で英語「で」さまざまなアク

ティビティに参加できる程度の語学力をあらかじめ有

している学生に参加してもらうことを前提としたデザ

インである。

特徴 3：午後のアクティビティの多様性

午後の時間帯に実施されるアクティビティの内容は

人文・社会・自然科学など多岐にわたり、植物園や美

術館、自然公園に出向いたり、議会や法廷を見学した

り、伝統的なスポーツを体験・観戦するなど、現地で

の体験を中心とした内容で構成されている。さらに、

先住民族（First Nations）やビクトリア大学の在学生

との交流も予定されている。参加者には、多岐にわた

るテーマについて自分なりに関心をもち、人々との交

流の中で自分が考えたこと・思ったことについて英語

で意見交換・議論することが期待される。

特徴 4：事前研修と語学力チェック

GCC第一期生向けのGCC_UVicは、2014年 3月に約

1ヶ月間実施される。出発前、参加者はコース認定科

目を介しての学修はもちろんのこと、英語のネイティ

ヴスピーカーが担当する事前研修（課外学習）を2013

年12月と2014年 2月に受け、トレーニングを積んでか

らカナダに向かうことになる。

12月の事前研修は、英語での発話に慣れることや、

西欧圏で短期間過ごすときにすぐに使える英語のフレ

ーズの習得、現地の様子や文化についての基礎知識の

習得など、ベーシックな内容で構成されている。出発

直前のタイミングで行われる 2月事前研修は、よりア

カデミックな内容に特化して実施される。具体的には、

人文・社会・自然科学に関する複数のトピックについ

ての英語でのプレゼンテーション課題や文章作成課題

を通じて、より適切なスピーキング・ライティング技

能の習得を目指すことに重点がおかれている。

さらに、GCC_UVicに出発する前の 2月と帰国後の

4月に、参加者は全員Versantを受験する。出発前と出

発後のスコアを比較することによって、参加者が
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GCC_UVicを介して英語運用能力をどの程度発達させ

ることができたかを確認できる。

特徴 5：授業料補助

GCC_UVicに参加する学生は、大学から授業料

（1920カナダドル）の補助を受けることができる。大

阪市立大学側の予算、および、ビクトリア大学側の受

け入れ態勢を考慮して、2013年度第一期生向けの

GCC_UVicの定員は20名とされた 6）。

GCCにおける理想のコースワークは、①初年次前期

のうちに高校での勉強から大学での学修への転換をは

かり、②後期からは語学力を伸ばし、また、その語学

力を介して他者に伝えることのできる材料をより意識

的に集め、③特に高い能力と意欲をもつ学生は 3月の

GCC_UVicを目指し、④GCC_UVicに参加することが

認められた学生は、12月と 2月の事前研修での準備を

経て 3月にGCC_UVicに出向き、⑤そこでの経験を 2

年次に活かして学修を続け、⑥ 2年次終了時にコース

の修了認定を受ける、という流れである。

2 ．3 ．GCCWG結成

2012年度に設置されていたグローバル・コミュニケ

ーションコース設置ワーキングの後を受け、2013年11

月、GCCWG（グローバル・コミュニケーションコー

スワーキング）が結成された。2013年度の実績として

GCCWGは、2014年度第二期生向けのコース認定科目

の設定を行うとともに、2013年度中に解決できること

と、時間をかけて検討すべき課題を整理した。これら

の2013年度実績に関しては、次の第 3章にて述べる。

3 ．GCCWGが解決すべき今後の課題

3 ．1 ．学修成果の把握：GCCスコア（仮）とGCC

ポートフォリオ

GCCが適切に機能しているかどうかを把握し、

PDCAサイクルを実質化するために第一に着眼すべき

は、学生の学修成果である。GCCの学修成果は、

GCCを通じて学生に身につけてもらう三つの力（自

己・他者・多様性を理解できる力、外国語を活用でき

る力、学んだ内容を実践に結びつけることができる力）

がどのくらいついたか、あるいは、もともとの状態か

らどのくらい伸ばせたかを多面的に測定することによ

って確認できる。

GCC試行期間中は、主に二種類の方法で学修成果を

確認していく。まず、量的・客観的方法のひとつとし

て、GCCスコア（仮）を用いる。これは、GCC版

GPAとも呼べるものであり、コース認定科目の成績評

価に基づいて算出されるスコアを介し、初年次からコ

ース終了時までの学修成果の時系列的変化をチャート

化するものである。スコア算出方法はまだ確定してい

ないが、スコアをチャート化したときのイメージを図

3として示している。

図3．GCCスコア（仮）イメージ 
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GCCスコア（仮）には、主専攻に加えてさらにコー

スで学ぶことがそれぞれの学生にとって負荷となり、

本来的に学ぶはずの主専攻を圧迫していないかどうか

を確かめる一指標としての機能も期待される。たとえ

ば、GCCスコア（仮）が高いのは望ましい一方、一般

的な算出方法によるGPAがGCCスコア（仮）よりも著

しく低い場合には、コースが主専攻を圧迫している可

能性が高い。このような場合には、学期ごとに学生と

の面談を行い、あくまでも主専攻あってのコースであ

ることを指導していく必要がある。また、将来的に日

本学生支援機構が公募している海外留学支援制度（短

期派遣）の奨学金を受けることができた場合には、誰

に奨学金を付与するかを決める際のデータとして用い

ることもできる。

そしてより大切なのは、学生が実際に何を学びとり、

その結果どのように変化したかという質の部分であ

る。質的な側面での学修成果を確認するため、

GCC_UVic参加者向けの12月事前研修を皮切りにGCC

ポートフォリオの導入が開始されている。GCCポート

フォリオには、学生自身の手による学修目標や学修成

果を個人単位で蓄積していく。より具体的には、①正

課外の活動に際しての意気込み・何を学びとりたいか

（学修目標）、②具体的に何ができるようになったと考

えるか（手ごたえ）、③課外で行う研修等（たとえば

事前研修）の成果物、④年度終了時に作成する成果報

告書（一部外国語での作成を求める）、⑤海外研修中

に作成した成果物（プレゼンテーション資料など）、

⑥各種語学力テストスコアなどを蓄積し、学生が「こ

のコースで自分は何をめざし、結果何を獲得できたか」

を自ら証明することを基本とする。

GCCスコア（仮）とGCCポートフォリオは、GCC

をデザインした大学側にとってPDCAサイクルを回す

ための重要な材料としての意義をもつのみならず、学

生自らが自身の学修を振り返り、自分の到達度を確認

し、以降の学びへとどのように活かし結びつけるかを

意思決定する際にも重要な材料となりうる。また、こ

れら二種を学修成果測定方法として精査させていく作

業は、今後のGCCWGの主要な課題である。

3 ．2 ．現時点で判明している運用上の課題

3 ．1 ．で示した学修成果方法の精査の他にも、

GCCには運用上の課題が大きく三つ存在している。う

ち二点については2013年度中に既に対応を始めてい

る。残る一点については、今後の検討と対応が必要で

ある。

課題 1：学生へのより確実かつ迅速な情報伝達手段＝

対応済

GCC第一期生を対象とする情報を全学ポータルサイ

トに載せて周知を試みたところ、三つの問題が判明し

た。第一点目は、各種資料・ガイダンスで必ずポータ

ルサイトを見るよう案内しているものの、ポータルサ

イトの情報を見ていない学生が少なからずいる実情で

ある。第二点目に、現状のポータルサイトの構造の問

題である。ポータルサイトにおいて、GCCに関する情

報は学生向け掲示板の全学共通教育カテゴリーに置い

てあり、情報までたどり着くには複数のリンクをたど

っていかなければならない。このような状況が、必要

な情報からかえって学生を遠ざけ、第一点目で挙げた

情報未確認という現状を生み出すことにつながってい

る可能性がある。第三点目に、GCC情報を本来はポー

タルサイトのどこに載せるべきなのかという問題であ

る。現状の運用ルールに厳密に照らして考えると、

GCCへの正式登録募集の告知は全学共通教育カテゴリ

ーにてポータルサイトに挙げてもよい内容の範疇に収

まる。しかし、選抜後の正式登録者、すなわち、全学

共通教育を受けている学生のうちごく一部の学生への

各種告知は、現状のポータルサイトの編集権限には含

まれておらず、グレーゾーンでの運用となっている。

ポータルサイトは次年度以降改定される予定である

が、その改定を待つよりも先に、学生がGCCに関する

情報に触れやすく、現状よりも迅速に情報を受け取る

ことのできる措置をとらなければならない。特に年度

の変わり目となる 3月 4月は、GCC_UVicに関する情

報はもちろん、成果報告書についての告知など、コー

ス修了認定にかかわる大事な情報を学生に届ける必要

がある。そこで2014年 1月、ポータルサイトが整うま

での間、情報へのアクセス利便性を高めることを目的

に、GCC専用の情報発信サイトを開設する運びとなっ
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た。

課題 2：主専攻科目とコース認定科目の開講時間帯バ

ッティング＝一部対応済

30名のGCC正式登録者のうち10%にあたる 3名の学

生から、専門科目とコース認定科目の時間帯がバッテ

ィングしてしまって履修できなかったという申し出が

あった。GCCはあくまでも主専攻あっての付加的なコ

ースであるから、開講時間帯がバッティングした場合

は主専攻の科目を優先して履修するのが鉄則である。

この大前提を守ることは主専攻の学位プログラムの質

保証の面で必要不可欠であるが、同時に、主専攻に付

加して学ぶ各種コース・副専攻を拡大することへの大

きな障害となっている。

2013年度、文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

（大学COC事業）に、大阪市立大学と大阪府立大学が

共同申請した「大阪の再生・賦活と安全・安心の創生

をめざす地域志向教育の実践」が選定され、新たに

CR副専攻が設置された。現在は二大学共同事業とい

うことになっているが、今後、大阪府立大学と統合し、

現在大阪府立大学において複数運営されている副専攻

がCR副専攻とあわせて統合後の新カリキュラムで拡

大されていくならば、主専攻科目と副専攻科目との開

講時間帯のバッティングは避けては通れない問題とし

てさらに大規模に顕在化するだろう。

構造的な解決策として最も単純なのは、副専攻に関

する科目のみが開講される時間帯を設置することであ

る。たとえば、1～ 5限の時間帯を主専攻のために確

保するならば、それ以降の時間帯に「 6限目」を設置

する可能性について全学的に検討する等である。すで

に募集は停止されているが、大阪市立大学にはかつて

2部（夜間）が存在していた実績がある。すぐに実現

することは難しく、さまざまな調整が必要であるが、

5限目以降の時間帯を活用することには検討の余地が

残されているだろう。

ひとまず、両大学統合前のGCC正式登録者に対して

現時点でとりうる解決策は、コース認定科目の選択肢

を増やすことである。2014年度はコース認定科目を39

科目とし、2013年度の33科目に比して 6科目増を予定

している。増加した科目は、2013年度第一期生にも適

用される。

課題 3：コースプログラムにおける新修外国語の位置

づけ＝未解決

本件は、2012年度にグローバル・コミュニケーショ

ンコース設置ワーキングで準備をしていたときから課

題として挙がっていたことがらであり、時間をかけて

解決していくべきである。

現状のGCCでは特に英語運用能力に重点が置かれて

おり、新修外国語は「自己・他者・多様性を理解する

力」に対応する科目として位置づけられている。しか

し本来ならば、グローバルなコースを謳うのであれば、

英語以外の外国語についてもGCC_UVicのような現地

でのアクティビティを充実させた海外研修を新設し、

英語以外の外国語を積極的に学びたい人のためのコー

スをデザインする必要がある。しかし仮にそれが実現

したとして、別な問題が発生することも判明している。

それは、入学前に数年間学んでから大学に入ってくる

ことになる英語と、大学に入ってきてから初めて学ぶ

新修外国語とでは学修時間と学修実績に大きな差があ

り、スタート地点からすでに大きな差のある異なる外

国語をGCCというひとつのコースにまとめて修了認定

することが現実的に可能なのかという問題である。こ

の問題については、試行期間を経ながら、GCCWGに

て慎重に検討する必要がある。

注

1）第19回教育改革シンポジウムの内容については、『大学

教育』第10巻第 2号（大阪市立大学大学教育研究センタ

ー, 2013）を参照されたい。あわせて、国際化アクショ

ンプランについては、「大阪市立大学　国際化1stアクシ

ョンプラン」（大阪市立大学, 2012）を参照されたい。

2）「自己・他者・多様性を理解する力」に含まれる新修外

国語特修は、原則、初年次に各新修外国語について所定

の基礎科目を修めた者に履修資格が与えられるため、実

際に履修が可能になるのは 2年次以降となるのが通常で

ある。また、「自己・他者・多様性を理解できる力」を

つける科目の選定には、総合教育科目の授業の達成目標

に関するアンケート調査報告書（西垣, 2012）もあわせ

て活用されている。

3）GCCへの正式登録定員を最大40名とすることに対して、

人数が少ないとの意見があることは承知している。しか
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し、現在の入試を経て大阪市立大学に入学してくる新入

生およそ1500名の入学時点でのTOEIC平均スコアは480

～500点程度であり、GCCへの登録のめやすとして設定

されている550点よりもかなり低いのが実情である。さ

らに、550点以上のスコアをもつ学生は新入生のうちお

よそ20%、600点以上はおよそ10％である。よって、語

学力のみならず、主専攻にプラスアルファで学べるだけ

の時間的・能力的余力がある意欲的な学生は40名程度で

あるとの見立ては、かなり現実的な数字であると理解し

ている。

4）2013年度は、GCCへの正式登録希望者が定員40名に達し

なかったが、仮に40名を超える応募があった場合には、

TOEICとVersantのスコアを参考に、高得点者から順に選

抜することとなっていた。

5）ビクトリア大学（University of Victoria）は、カナダ西部

にあるブリティッシュ・コロンビア州の州都に位置して

いる。カナダ現地において、GCC_UVic参加者はホーム

ステイしながら約 1カ月の研修期間をすごす。ホストフ

ァミリーの選定については事前に調査を行い、その結果

に基づいて学生とホストファミリーのマッチングをビク

トリア大学側が判断する。なおその際、同一国籍・同一

母国語をもつ学生が三人以上同じホストファミリーの下

に配置されることによって、英語での日常的コミュニケ

ーション機会を損なうことのないよう、最大限の留意が

なされている。

6 ）2013年度のGCC第一期生は30名である。これに対して

GCC_UVicに参加できるのは20名であり、他10名の行き

先がないように見えるが、大阪市立大学にはビクトリア

大学以外にも複数の交流協定先大学がある。GCC第一期

生30名の中には、GCC_UVicを目指す学生が多い一方で、

英語圏にある他の協定先大学（イギリス・オックスフォ

ード大学ハートフォードカレッジ、シェフィールド大学

など）の短期語学研修への参加を希望している学生がい

る。また、ごく少数であるが、英語圏ではない提携先大

学（ドイツ・ハンブルグ大学）の短期語学研修への参加

を希望している学生もいる。なお、GCC_UVicに上限を

超える応募があった場合、2014年度はTOEFL、Versant、

およびTOEICのスコアを参考に、高得点者から順に選抜

する予定である。
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