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“The Multiple Program Elective Course System” has been adopted since 2011 in Ochanomizu 
University. This system offers specialized courses and enables students to take courses across 
disciplines. By adopting this education system, the university aims for students’ acquisition of 
high level of expertise and a wide range of knowledge. Students must complete the first and 
second programs, and besides, they can add the third program. As the first program, students 
need to complete “core programs” that are composed of main subjects offered by departments 
where students belong. As the second program (and the third program), students can freely 
select the programs from the followings: “specialty programs” that are composed of advanced 
subjects offered by departments where students belong, “subprograms” that are composed 
of subjects offered by other departments, and “interdisciplinary programs” that have hybrid 
structures. (Some departments require students to complete “specialty programs” as the second 
program.) Although the Multiple Program Elective Course System gives students more options, 
several surveys have shown that this system makes the relationship between each course and 
program more complicated, which prevent students and teachers from understanding this 
system clearly. To approach this problem, we started to build the database for information 
search to visualize the relationship between each course and program, and the function of each 
courses in each department. This practical report summarizes the followings: the background 
of the database building, the building process, and the process for the practical use.

keywords : The Multiple Program Elective Course System, Visualization of relationship 
between each subject and the program, Database building

問題の所在

　専門教育課程がタコツボ化を進めすぎたことによる
反省とカリキュラムにおける柔軟性の確保に関して
は、20 年ほど前から国家レベルで議論が行われてき
た。例えば、平成 9 年の文部科学省審議文書を参照
すると、既にこの時点で「専門に偏らず、幅広い知
識（文部科学省 HP,1997（2017 年 2 月 24 日閲覧））」
をつけるために「複数の学部学科の専門科目を同時に
履修できるようなカリキュラム上の工夫が必要である

（文部科学省 HP, 同上）」ことや、「学生の流動性（選

択の幅）を高める工夫（文部科学省 HP, 同上）」とし
て、「まず、学部・学科間の壁を低くする（文部科学
省 HP, 同上）」ことが述べられている。このような時
流に呼応し、多かれ少なかれどのような大学でも、既
存の学部学科の枠組みの見直しやカリキュラム再編の
動きがあったことは言うまでもない。
　お茶の水女子大学で導入された複数プログラム選択
履修制度（以後、「複プロ制度」と記す）も、上記の
ような専門教育課程改革と捉えることができよう。複
プロ制度は、2012 年度より導入され、お茶の水女子
大学における専門教育課程の支柱として機能してき
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た。複プロ制度の特徴は、学生が自らの学修ニーズに
合わせ、学科を超えて提供されているプログラムを選
択することができる点にある。この「プログラムを自
ら選択する」というシステムは、主体的に自らの学修
プロセスを構築しつつ高度な専門性と幅広い見識を育
む（お茶の水女子大学「複数プログラム履修制度パン
フレット」2017 年 2 月 24 日閲覧）ことを目論んだ
ものである。
　この改革によって、学部専門課程における選択肢は
多様化した。しかし、どの部分でどの程度自由度が高
まったのかという「改革の具体的内容」や、教員、職
員、学生などの内部関係者にどの程度認知されている
のかという疑問が、様々なアンケートの結果からあが
るようになった。学科の壁を低くし、学生の選択肢を
増やしたからこそもたらされた構造の複雑さを解消す
るツールが必要であろうという認識から、教学 IR・
教育開発・学修支援センターでは、各学科に配置され
ている科目とプログラム選択との関係をわかりやすく
可視化させるために、データベースを構築するに至っ
た。まずは、データベースの内容を記す前に、複数プ
ログラム選択履修制度の構造を述べておきたい。

複数プログラム選択履修制度の概要と履修方法
　
　本学の複プロ制度には、「主プログラム」、「強化プ
ログラム」、「副プログラム」、「学際プログラム」の 4
つのプログラムが存在しており Table1 に記載されて
いるような教育目標が設定されている。学生はこの 4
つのプログラムの中から在学中に主プログラム（第一
のプログラム）の他、2 つのプログラム（第二のプロ
グラム、第三のプログラム）を強化プログラム、副プ
ログラム、学際プログラムの中から選択することがで
きる（Figure1）。主プログラム（第一のプログラム）
は、卒業に必要な単位数の 44-60 単位を占めている。
第二プログラム、第三プログラムは、それぞれ 20 単
位取得することがプログラム修了条件となっている。
第三のプログラムまで選択すると負担が大きくなるた
め、第三プログラムまで選択する学生は少ない（全体
の 7.7%）。第一のプログラムは、必ず主プログラム

となるため、多様化の指標として着目すべきは、「選
択」が可能になる第二のプログラムで学生が何プログ
ラムをとるか、という点であろう。この第二のプログ
ラムで「強化プログラム」、「副プログラム」、「学際
プログラム」のどれを選ぶのかで（Figure1）、卒業
までに行われる学修（個々人の知の体系化）に個性が
でることになる。
　複プロ制度導入前の学部専門課程は、基本的には所
属学科に配置されている「基礎科目と発展科目」の組
み合わせという単線的な構造であったが、複プロ制度
導入後は、学生の履修形態は学科を超え多岐にわたる
ようになった。Figure2 は、実際に文教育学部の学生
が行った第二プログラムの選択を図式化したもので
ある（人数は省略）。Figure2 の赤系統のプログラム
が第一のプログラムとして選択する「主プログラム」
で、青系統が「副プログラム」、オレンジ系統が「強
化プログラム」、緑が「学際プログラム」を表している。

「強化プログラム」は所属するコースの学生（つまり、
所属コースの「主プログラム」を選択した学生）しか
とれないため、単線系（赤系統ーオレンジ系統）を示
しているが、「副プログラム（青系統）」と「学際プ
ログラム（緑）」と「主プログラム（赤系統）」の選
択パタンを見るとその関係が複雑多岐であることが
わかる。
　このように、第二プログラムは他学科の学生が、第

Table1: 各プログラムの位置付け

Figure1：複数プログラム選択履修制度の構造
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三プログラムは他学部の学生が学部学科の縛りを超え
て選択することができるようになったことから、自
由度が増したというメリットはあったものの、カリ
キュラム構造が複雑化したことがわかる。さらに、
Figure1 で示したようなプログラム選択における原則
以外に、細かな制約（この学科に所属する学生はこの
科目は取れない、といったようなもの）が多く、学生
にとっては個別の科目が置かれている条件を確認する
という手間が発生している。また、いわゆる人文社会
科学系の科目に関しては、1 つの科目が、複数のプロ
グラムに配置されていているケース（Figure3 を参照
のこと）がほとんどで、これが複雑さを増す要因と
なった。複雑性という点のみに着目すれば、これは制
度上のデメリットと捉えられるが、1 つの科目を様々
な学科の学生が履修していることを可視化させること
ができれば、お茶の水女子大学の専門教育課程が、学
びの多様性を担保する、豊かな教育カリキュラムを展
開していることを示す格好の機会になる。
　以上のような問題意識から、個別の科目と各学科が

提供するプログラムとの関係を可視化させるための
データベース「複数プログラム制学修 NAVI」の構築
を行うことになった。

複数プログラム制学修 NAVI の構造（科目名検索）
　
　複数プログラム制学修 NAVI のトップページに行
くと、まずは、入学年度を選択する画面が表示される

（Figure4）。これは入学年度によって履修できる科目
が異なることに対応するために設置されている。入学
年度をドロップダウン選択し「検索画面へ」というボ
タンを押すと、項目検索の画面に移動する（Figure5）。
Figure5 に示されている検索画面で、「科目名検索」、

「プログラム検索」、「教員名検索」の文字入力検索と
「学科・コース・講座検索」のドロップダウンボック
ス検索の４つのタイプの検索が行えるようになってい
る。
　まず、科目名で検索を行ったときのウェブ画面の
遷移を記していきたい。Figure5 の「科目検索」欄に

Figure2: 文教育学部のプログラム選択状況

Figure3：科目のプログラム重複例 Figure4：入学年度選択画面
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「自然」という単語を入れて、検索ボタンを押すと、
Figure ６が示すように、「自然」という単語を含む科
目名の一覧が表示される。このとき、画面の上部で、

「自然」という単語を含む科目が、何件存在するかを
カウントし、表示させる部分を設けている。
　この結果から得られた「自然」を含む科目の中から、
調べたい科目の左側に配置されているラジオボタンに
チェックを入れて、「科目提供元プログラム一覧へ」
というボタンをクリックすると、当該科目がどのプロ
グラムで提供されているかを示す結果一覧が表示され
る。例えば、今回は Figure6 に示された科目一覧の
中から「自然と人間」という科目を選択し、この操作
を行うと、Figure7 のような結果を得ることができる。
つまり、「自然と人間」という科目は、Figure7 に表
示されている通り、「哲学・倫理学・美術史主プログ
ラム」、「比較歴史学主プログラム」、「地理環境学主プ
ログラム」、「グローバル文化学（人文）主プログラム」、

「グローバル文化学（言語）主プログラム」、「グロー
バル文化学（人社）主プログラム」および、「地球環
境学副プログラム」に配置された科目であることがわ
かる。これによって、学生は興味関心がある科目が、
どのプログラムに配置されているかを確認することが
でき、第二プログラムを選択する際の参考にすること
ができる。また、教職員は、当該科目をどのような学
科やコースの学生が履修をしてくるのかを確認するこ
とができる。
　先に述べた通り、主プログラム、強化プログラムは
その学科（コース）に所属している学生のみが選択す
ることができる。たとえば、Figure7 を用いて説明す
ると、「哲学・倫理学・美術史主プログラム」は、「文

Figure8：副プログラム・学際プログラム配置科目を
第二プログラム・第三プログラムとして履修可能であ
る学科コースを表示させた結果

Figure5：文字入力検索、学科・コース・講座検索画面

Figure7：科目提供プログラム名一覧

Figure6：科目検索結果画面
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教育学部、人文科学科内の「哲学・倫理学・美術史
コース」に所属する学生用に作られたプログラム」と
いう意味で、他に「主プログラム」という言葉がつい
ているものに関しては同様の意味になる。一方、当該
科目が、副プログラムや学際プログラムとして配置さ
れている場合、その科目は「その副プログラムが制限
する範囲内で学科や学部の制限を超えて、学生が履修
することができる」という意味を持っている。例えば、
Figure7 で示された「自然と人間」という科目が提供
されているプログラム一覧を見ると、この科目が「地
球環境学副プログラム」という「副プログラム」に
配置されている科目であることがわかる（Figure7）。
この「地球環境学副プログラム」がどの学科やコース
に開かれているのかを確認するには、左側のラジオボ
タンを ON（アクティブ）にして、下の「履修可能学
科表示」というボタンを押す。すると、「自然と人間」
を「地球環境学副プログラム」として履修できる場合、

「地理環境学副プログラム」を第二プログラムまたは
第三プログラムとして履修可能な学科・コース・講座
の一覧が、結果として表示される（Figure8）。

複数プログラム制学修 NAVI の構造（プログラム名検索）

　検索画面内の「プログラム検索」欄に検索ワードを
入力し、右側に配置されている「検索ボタン」を押す
と、検索ワードを含むプログラム名を表示させること
ができる（Figure9）。今回は、Figure9 にあるように、
プログラム名検索欄の中に「社会」という言葉を入力
した結果を事例として示す（Figure10）。ここで得ら
れた結果を使って、表示されたプログラム名左側のラ
ジオボタンを ON（アクティブ）にし、「科目一覧へ」
というボタンを押すと、選択したプログラム内にどの
ような科目が配置されているのかを確認することがで
きる。例えば、Figure10 の画面で「社会学強化プロ
グラム」を選択し、「科目一覧へ」ボタンを押すと、
Figure11 のような結果を得ることができる。
　Figure11 で示された科目は、大学本体が提供して
いるウェブシラバスサイトにリンクしており、上記
の手順と同様に授業名が表示されている左側のラジ
オボタンを ON（アクティブ）にし、「授業シラバス
へ」というボタンを押すと、「複数プログラム制学修
NAVI」のサイトを離れ、ウェブシラバスの当該科目
説明ページにジャンプする仕組みになっている。

Figure10：プログラム検索の結果の例

Figure9：プログラム検索の例

Figure12：教員名検索結果の例

Figure11：プログラム内配置科目の一覧
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複数プログラム制学修 NAVI の構造（教員名検索）

  検索画面（Figure5、Figure9）の「教員名検索」で
は、検索文字を名前に含む教員の一覧を示し、さらに
はその教員が担当する科目の一覧を表示させること
ができるようになっている。検索は漢字、アルファ
ベット、全角カタカナの３種類で行える。Figure12
は、例として「石田」という文字を検索欄に入力し検
索結果を表示させたものである（Figure12）。教員名
検索（Figure12）で得られた結果から、特定の教員
名を選択して「担当科目一覧へ」というボタンを押す
と、その教員が担当している科目一覧が表示される

（Figure13）。さらに、当該教員が担当している科目
一覧から、特定の科目名を選択し（左側ラジオボタン
をアクティブにし）、「科目提供元プログラム一覧へ」
という下部のボタンを押すと、その科目が提供されて
いるプログラム名が表示され（Figure14）、副プログ
ラムと学際プログラムに関しては、履修可能学科を表
示させることができるという構造になっている。

複数プログラム制学修 NAVI の構造（学科・コース・講
座検索）

　「学科・コース・講座検索」では、検索画面（Figure5、

Figure14：科目提供プログラム表示例

Figure13：教員名検索から担当科目一覧を表示させた例

Figure16：コース選択の画面

Figure15：学科別検索の画面

Figuire 17
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Figure9）の下部分に配置されている「学科を選択し
てください」というドロップボックスをクリックする
と、Figure15 のような形式で、学部と学科の一覧が
表示される。この中から検索をかけたい学科を選ぶ
と、コースを配置している学科に関しては、コース選
択のドロップボックスがさらに表示されるようになっ
ている（Figure16）。
　例として、「言語文化学科」、「日本語・日本文学
コース」を選択し、「検索」ボタンを押した結果を示
すと Figure17 のようになる。この画面も大学本体の
ウェブシラバスとリンクを貼っており、Figure17 に
示されたプログラム名の左側にあるラジオボタンをア
クティブにし、下部に配置されている「プログラムシ
ラバス」ボタンを押すと、大学が提供する「各プロ
グラムシラバス（http://tw.ao.ocha.ac.jp/Syllabus/
index_prog.cfm）」にジャンプするようになっている。

おわりに

　冒頭で述べた通り、複プロ制度の導入により、異な
る学科で開設されている科目を履修できる機会が増え
た。これにより、学生は主体的に自らが所属する学科
で開設されている主プログラム内の科目、および、他
の学科で開設されているプログラム（副プログラム、
学際プログラム）との関連性や学科同士の関連性を考
える機会が増えた。この多様性が担保されたからこそ
見えにくくなった各プログラムと科目の関係（特徴や
レベル）を、今回開発した「複数プログラム選択履修
制学修 NAVI」は可視化させた。「複数プログラム選
択履修制学修 NAVI」は 2019 年 10 月から学内運用
を開始する。まずは、学内の関係者にこの NAVI が
どのように活用されるのかを、来年度は注視し今後の
運用方針をさらに練る必要がある。様々なレベルでの
利用が考えられるが、1. 学生がプログラム選択時に
この NAVI をどのように利用しているのか、2. 教員
は自身が担当している科目のプログラム配置などの確
認に活用したか、さらには、3. 学修支援センターの
業務（どのプログラムを選択したら良いか相談しにく
る学生に対応することを想定し開設された部門）に活
用されたか、などを定点的に確認していく必要があろ
う。

　状況が整えば、ゆくゆくは、4. 受験を希望する高
校生や保護者などの学外者にもアクセスできるよう準
備をしていく予定をしている。これによって、お茶の
水女子大学の専門教育課程を文書などの説明レベルだ
けではなく、個別具体的なデータベースリソースレベ
ルで知ってもらう機会になることが期待されている。
可視化プロジェクトによって、漠然としたイメージと
して捉えられていた本学の専門教育課程、複数プログ
ラム選択履修制度が具体的な情報として提示されるこ
とは、大学における情報公開につながり、社会的責任
を説明する材料の 1 つとして機能するのではなかろ
うか。

付記
本プロジェクトを実体化するに当たって、初期プロトタ
イプの開発に携わってくださった岩崎愛さん（お茶の水
女子大学大学院人間文化創成科学研究科ライフサイエン
ス専攻 博士前期課程修了、2017 年）、プログラミングに
よる開発に携わってくださった牧野美紀さん（お茶の水
女子大学大学院人間文化創成科学研究科ライフサイエン
ス専攻 博士前期課程修了、2018 年）にこの場を借りて
深く御礼申し上げます。
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