
ＮＯ． 代表校 ＮＯ． 代表校

1 山形大学 p.1 1 北海道大学 p.26

2 山形大学 p.2 2 東京大学 p.27

3 福島大学 p.3 3 東京医科歯科大学 p.28

4 千葉大学 p.4 4 新潟大学 p.29

5 電気通信大学 p.5 5 信州大学 p.30

6 金沢大学 p.6 6 信州大学 p.31

7 愛知教育大学 p.7 7 香川大学 p.32

8 兵庫教育大学 p.8 8 九州大学 p.33

9 島根大学 p.9 9 宮崎大学 p.34

10 広島大学 p.10 10 福岡県立大学 p.35

11 愛媛大学 p.11 11 千歳科学技術大学 p.36

12 九州工業大学 p.12 12 青山学院大学 p.37

13 佐賀大学 p.13 13 昭和大学 p.38

14 長崎大学 p.14 14 明治大学 p.39

15 長崎大学 p.15 15 金沢工業大学 p.40

16 熊本大学 p.16 16 京都産業大学 p.41

17 宮城大学 p.17 17 関西大学 p.42

18 埼玉県立大学 p.18 18 関西国際大学 p.43

19 京都府立大学 p.19 19 徳島文理大学 p.44

20 北九州市立大学 p.20 20 名古屋短期大学 p.45

21 九州歯科大学 p.21 21 佐賀女子短期大学 p.46

22 京都産業大学 p.22 22 函館工業高等専門学校 p.47

23 龍谷大学 p.23 23 東京工業高等専門学校 p.48

24 明石工業高等専門学校 p.24 24 富山高等専門学校 p.49

25 鹿児島工業高等専門学校 p.25

【地域連携】 【分野連携】

大学間連携共同教育推進事業　平成２４年度選定取組
実施状況報告書より進捗状況の概要（全取組分）

参考資料１ 



（代表校名：山形大学、取組名称：美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」の展開）

進捗状況の概要 

１ 選定時及び中間評価結果に付された意見等への対応状況 

（１）選定時の意見等への対応

①支援期間終了後の取組の継続については、連携校及び大学コンソーシアムやまがたで検討中であ

るが、山形大学等では２９年度以降も継続した取組を予定している。

②評価体制については、５つの評価システムを構築した。

③受講者の数値目標２００人については、４００人として再設定し、２５～２７年度の平均は

４６５人であった。

（２）中間評価結果の意見等への対応

①社会人力の客観的評価については、２７年度に連携校の教職員が参加できる研究会を立ち上げて、

ルーブリックについて研究し、その開発を試行した。

②連携校それぞれの役割については、申請時の連携校の役割を再確認した。

③大学間共通基準による教育プログラムの評価についてはルーブリック研究の一環で対応した。

（以下、２７年度について記載） 

２ 教育改革 

（１）教育プログラム・質保証システムの構築

山形大学をはじめ６大学等の教員（１２名）が、４教育分野（山形フィールドワーク教育、山形プ

ロジェクト教育、山形起業教育、リーダーシップ教育）において２６科目を「社会人力育成山形講座」

（以下「山形講座」という）として開講した。その質保証システムとして、既設委員会において４評

価システムを運営した。 

（２）教育改革の成果

 学生の社会人力育成については、学生の自己評価を行ったところ山形講座全体で２６年度とほぼ同

様の結果（５段階評価で２６年度開始時３．３９→終了時３．８８、２７年度開始時３．５２→終了

時３．９４）が確認された。また、学生の授業評価については、山形講座全体で２６年度よりも高い

結果（５段階評価で２６年度 ４．７０、２７年度４．７３）が示された。 

３ ステークホルダーとの協働・評価 

（１）７ステークホルダーで構成される連携取組評価部会では本取組全体の評価を行い、山形講座で

は７８の地域ステークホルダー（自治体、ＮＰＯ・集落、企業）と連携し教育・評価を行った。 
（２）連携取組評価部会では、２６年度と同じ内容で９項目からなる本取組の全体評価を行ったが、

総じて２６年度よりも評価が上回った。また、地域ステークホルダーの授業評価では、学生の

受講態度について２６年度よりも低い評価が見られ、ＦＤの検討事項とした。

４ 取組の実施体制・継続発展 

（１）２６年度と同様に、山形人材育成委員会（総会と３部会の構成で、合わせて１６回開催。連携

校担当教職員数は３７人。）を中心としてマネジメント体制が組まれた。

（２）２９年度以降の継続的な取り組みに向けて、例えば教育改革の一環として山形講座類似科目の

必修科目化が図られるなど、いくつかの連携校において具体的な成果が見られた。

５ 取組の成果等 

 受講生の諸評価から、山形講座の取組により、学生の社会人力育成とその教育プログラムの確立が

達成されたといえる。また、社会人力評価と別の受講生データ（入試区分、就労意向等）との関連を

分析した社会人力ＩＲ評価でも一定の結果（ｐ１２に記載）を得ることができた。 
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（代表校名：山形大学、取組名称：東日本広域の大学間連携による教育の質保証・向上システムの構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

東日本広域圏の 19 校の国公私立大学等、特に小規模校が連携する本取組は、その規模から個々の

大学の活動には限界がある中で、連携によって多様な教育資源を融通し、学生・教職員同士が相互研

鑽することによって、実質的かつ効率的な教育プログラム・教育の質保証・向上システムを構築する

ことにある。同時に、本取組は 14 機関のステークホルダー（地方自治体等）が大学と連携すること

によって、教育を通してそれぞれが立地する地域の活性化にも寄与することを目的としている。達成

目標は、学生が主体的な自己学習力と社会人基礎力を身につけることである。 

具体的なプログラムは①自分の大学に合った質の高い授業法の開発・実践を目指した「連携主体的

学習プログラム」、②各校の教職員が自校の教育改善・改革への使命感を持ち、自校のミッションに

沿った、組織的な教育力の向上を担う能力の獲得を目指した「連携 FD/SD プログラム」、③客観的デ

ータによる教育の質保証・向上の基盤となる連携ＩＲシステムの構築を目指した「連携 IR プログラ

ム」の３つである。 

当初申請書で計画していた平成 27 年度までのすべての事業を実施した。いずれの事業も参加者の

満足度は非常に高かった。内容と結果の詳細は、毎年度末に発行している『“つばさ”プロジェクト

報告書』に譲る。 

①のプログラムにおいては、平成 24 年度に連携校共同で学生主体型授業の趣旨や設計の研鑽を進

め、25 年度に各大学で実施し、その成果を授業改善冊子『大学生の主体性を引き出す授業実践』にま

とめ連携校の教員たちに活用されている。26・27 年度は、連携校で「合同成果発表コンテスト」を実

施し、学生主体型授業の成果が取組外の評価者からも高い評価を得た。 

夏季休業中に連携校の学生が参加する現地体験宿泊型教育プログラム「大地連携ワークショップ」

を 24 年度に開発し、25 年度に山形県金山町においてパイロット版を開催した。26 年度にはステーク

ホルダーである地元と連携校が主催して、北海道 2か所（札幌大学+平取町、北翔大学+釧路市・阿寒

町）、神奈川県 2か所（日本女子大学+川崎市、東京家政学院大学+相模原市）、山形県 1か所（山形大

学+戸沢村）の合計 5か所で実施することができた。27 年度には、北海道 1 か所（北翔大学+釧路市・

阿寒町）、神奈川県 1 か所（東京家政学院大学+相模原市）、山形県 1 か所（山形大学+最上町）、加え

て海外版として米国ニューヨーク州の合計 4か所で実施することができた。複数の大学から参加した

学生は主体性や社会人基礎力を伸ばしたと自己評価し、地域の方々からもかれらの成長に高い評価を

下していた。特筆すべきことは、26 年度は 3か所で開催する予定であったものが、連携校と地域の協

力によって5か所で開催することができたことと、当初計画していなかった大学院生を対象とした「大

地連携ワークショップ」が、北海道平取町と東京造形大学の協働で、平成 25 年 8 月、自主的に開催

され大きな成功をみたことである。 

②のプログラムは、毎年「FD ワークショップ」「FD 合宿セミナー」「大学間連携 SD 研修会」「学生

FD 会議」「FD/SD ワークショップ」を開催し、多くの参加者があり、教職員の能力を開発・向上する

ことができた。 

③のプログラムは、統一フォーマットによる「学習成果等アンケート」を開発し、25 年度に初年次

生、26・27 年度に全学年全学生を対象に実施し結果をまとめ、連携校での教育の質保証・向上に役立

てることができた。 

 本取組の内容や成果を連携校以外の他大学等へ波及・還元することを目的とした広報活動として、

毎年、①『“つばさ”プロジェクト報告書』を発行し、②シンポジウムを開催した。また、③Web サイ

ト（http://www.yamagata-u.ac.jp/gp/tsubasa-p2012/index.html）を開設し、④パンフレットを作

って関係機関や関係者に配布した。さらに、⑤広報媒体として冊子『FD/SD news』を毎年発行してき

た。地域と大学の理解を深めるために⑥冊子『東日本広域大学連携通信』を年一回発行し、地域の関

係者に配布してきた。 
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（代表校名：福島大学、取組名称：ふくしまの未来を拓く「強い人材」づくり共同教育プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組は逆境を乗り越え専門職業人として長く活躍できる「強い人材」を育成し、地域にある

高等教育機関としての役割を果たすことを目的としている。「強い人材」とは具体的に、課題探

求・解決力、情報受信・発信力、つなぐ力、導く力を備えた人材である。本取組は①地域の産業

諸機関との連携の下ですすめるモデル的教育プログラム、②逆境を逆手にとった「強い人材」の育成、

③大学生が発信する「入学前教育」、④グローバル教育推進プログラムの４つの柱で開発した教育プ

ログラムを展開して連携校が合同で「強い人材」を育み、その成果を⑤「開かれた内部質保証システ

ム」のモデル開発として評価する仕組みを整えていく。なお、以下このように丸数字で記述する。 

連携校が教育事業を展開するための基本的な仕組みは、既に構築されていたアカデミア・コンソー

シアムふくしまの仕組みを準用したため、連携校が連携をするための基盤は改めて整備していない。

また、①～④のプロジェクトに位置づく教育プログラムについて、明確な計画に対し期待される成果

となる「強い人材」の定義が曖昧であることは当初からの課題であり、まず多様な教育プログラムを

展開し、連携各校やステークホルダーの中での定着を図ると共に、その過程で徐々にクリアになる「強

い人材」の具体像を明確化し質保証につなげていくという二本立てで事業を推進している。 

○ 多様な教育プログラムの進捗状況 

平成 24 年度と 25 年度は、企画実施の準備・試行の段階と位置づけた。この時点で多様な取組を実

施し、まず大学間連携の取組として学外の多様な背景を持った他者との交わりによる気づきの学習を

実現するか否かによる線引きを図ると共に、教育プログラムとして仕上がるよう働きかけを重ねた。 

平成26年度はそうして精選した教育プログラムをカリキュラム化するための検証を始めるために、

シラバスの作成を教育プログラム担当教員に義務付けた。また、学修成果の抽出のために設計した、

後述の共通ワークシートを使用することを促した。 

平成 27 年度は中間評価の結果を踏まえ、上述の教育プログラムの実施前後で個々の学生の能力を

ルーブリックにより抽出するという、シラバス作成の義務化による教育プログラム実施の厳格化に加

え、教育プログラム実施前後のルーブリックを用いた自己評価による個々の学生の学習成果の抽出を

下半期より実現した。また連携校の中で教育プログラムとして定着させ、アカデミア・コンソーシア

ムふくしまの単位互換協定によって連携校の学生が受講できるような仕組みづくりをプログラム担

当教員に促し、その可能性が高い取組みのみを平成 28 年度に実施できるよう、選定作業を行った。 

○ 「強い人材」育成を確認するための「開かれた内部質保証システム」の構築 

平成 24 年度は、教職協働体制の構築、初年次教育プログラムの開発と並行し、学生や教職員が「強

い人材」の像を主体的に意識することができるよう、「合宿型討論会」を実施した。 

平成 25 年度からは「大学間連携共同教育推進事業共通ワークシート」（以下、ワークシート）の設

計に着手し、平成 26 年度からはすべての教育プログラムにおいて参加学生からワークシートを回収

する仕組みを整えた。このワークシートに記された単語等から学習の深度を評価するということその

ものを考える「合宿型討論会」を同年度に実施し、学生や教員に対し求められるルーブリックの像を

この中で検討した。 

平成 27 年度は中間評価の結果を踏まえルーブリックの完成を急ぎ、各教育プログラムの教育・学

習成果の把握、及び振返りを促進させるためのツールとしてのルーブリックの実運用と改善作業に着

手した。併せて連携校の教職員により構成された「学修評価基準に関する研究会」を４回実施し、ル

ーブリックそのものの改善や運用に関する議論を重ねるなど、大きな進展があった。平成 27 年度下

半期にはルーブリックとワークシートを融合させた新しい方式で学生による自己評価を行い、それを

集約して教育プログラムの実施前後を比較することで成長を把握できるようにし、教員の教育プログ

ラムの改善に役立てることのできる仕組みを作るなど、ルーブリックとワークシートによる質保証シ

ステムが高度化している。 
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（代表校名：千葉大学、取組名称：実践社会薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

＜連携教育＞平成２４年度は e-ラーニングシステム構築、コンテンツ作成などに費やし、実質的な教

育活動は平成２５年度より実施している。当初予定した５プログラム（１１クラス）Ａ）放射性医薬

品調製・管理業務、Ｂ）病棟活動における専門職連携、Ｃ）救急災害時医療活動、Ｄ）在宅医療での

薬剤師管理指導、Ｅ）違法薬物、医薬品適正使用、ドーピングの知識普及・啓発活動のうち、プログ

ラムＢはビデオ収録の都合上、遅れざるを得なかったが、平成２５年度はクラスＡ１及び２、クラス

Ｃ１及び２、クラスＤ１～３、クラスＥ１～３の１０クラスをスタートさせた。４月に３大学それぞ

れの授業ガイダンスに於いて学生に周知し受講生を募集している。e-ラーニングの履修を義務づけ、

内容理解度をプレ及びポストテストによってチェックしている。その後、クラスごとに開催される演

習を受講し、演習内容を十分理解した学生には演習１単位を授与した。また、５単位修得した学生に

は連携実践社会薬学コース修了認定証を授与した。平成２６年度には、クラスＢを加え１１クラスを

開講した。 

平成２７年度には中間評価を受け、本事業の高度化経費が認められた。高度化事業として新たに３ク

ラスを追加し、平成２８年度から１４クラスを開講することとした（一部平成２７年度より試験運

用）。これまで２２４名の学生が受講し、単位取得学生は延べ３１０名、コース修了生は２０名であ

った。 

 本教育プログラムでは教育の柱としてアクティブラーニングを積極的に取り入れている。プログラ

ムＥでは、学生自身が小学生対象の啓発活動に使用する教材開発に取り組み、それを用いて教育実践

を行っている。 

教育内容は常に外部評価委員の検証を受け、次年度開講プログラムに反映させている。また、学生意

見もアンケート調査から取り入れＰＤＣＡサイクルを実行するよう配慮している。e-ラーニングシス

テムの構築、充実に向けて教員ＦＤを３回実施している。 

実習に必要な人体シミュレーションなどの機器及び e-ラーニングシステム構築のためのサーバー

等のリース契約、更にコンテンツ作成用機材の調達は平成２４年度にほぼ終了させ、平成２５年度か

ら授業開始に向け、実習演習内容の充実のために一部機材を追加購入した。 

＜組織体制＞平成２４年度に連携する大学及びステークホルダーと共同実施に関する連携協定を締

結した。その後、３大学ともに事務及び教員組織が構築され運営に当たっている。平成２４年度にプ

ログラム運営体制を組織する各委員会を設置した。年間を通じ、統合運営委員会、成績評価委員会（年

２回）、事業運営会議、外部評価委員会を開催し、本事業の運営、学生成績評価、事業外部評価など

を行っている。ステークホルダーである千葉県薬剤師会、千葉県病院薬剤師会、千葉県薬務課及びＮ

ＰＯ法人医薬品適正使用推進機構等と連携を密にし委員会活動や教育実践の場で協働している。 

＜情報発信＞ホームページを用いて事業運営状況を公表するとともに、平成２５年度より年１回ニュ

ースレターを発行し、年度におけるトピックス及び参加学生の声を発信している。ニュースレターは

全国の薬系大学に配布した。教育内容はシラバスとしてまとめ、平成２５年度より毎年発行し、学生

ガイダンスなどで使用してきた。また、シラバスはホームページ上でも公開している。 

平成２６年度には、シンポジウム「大学間連携による新しい薬剤師教育の展望」を行った。シンポジ

ウムでは、２年間の取組みをステークホルダーをはじめとする医療関係者や学生に周知し、他の薬系

プログラムとの連携を図るため徳島文理大学（香川校）、長崎大学及び城西大学から講師を招聘し情

報交換を行った。平成２７年度は学生成果発表会を開催し、３大学の学生が本プログラムへの取り組

み状況を報告し、またプログラムに対する意見を発表した。シンポジウム、学生成果発表会は公開で

行い、ステークホルダー及び地域の薬剤師も参加し意見交換を行った。 
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（代表校名：電気通信大学、取組名称：産学官協働ネットワークによるイノベーション博士養成と地域再生） 
 

 

 

進捗状況の概要 

【本取組の目的】 

 本取組では、「地域の枠を超えた広域産学官協働ネットワークによるイノベーション博士人材育成と

地域活性化」を目標としている。目標実現のために、①イノベーション博士人材育成と地域活性化を

相乗効果として実現する仕組みの設計、②教育プログラムの構築と実施、③学位研究に基づく共同研

究の地域コアネットワークによる推進、を具体的課題として取り組んでいる。 

【進捗状況】 

①イノベーション博士人材育成と地域活性化を相乗効果として実現する仕組みの設計 

 6 大学とステークホルダーがイコールパートナーとなり仕組みの設計を行った。高度で多様、厳

格な教育プログラムと実社会での問題解決およびイノベーション創出を経験する産学官連携での学

位研究を両輪とした修士・博士 5 年間をトータルに考えた仕組みとした。特に、産学官連携での学

位研究のために、各地域に産学官連携のための地域コアを設置し、地域内での共同研究を推進し、

地域コアのネットワークにより、地域間が協働する共同研究を推進する体制とした。この仕組みに

より、現実社会の課題に対応できるイノベーション博士人材が育成され、その人材育成過程で得ら

れる、地域の問題を解決する研究成果が、地域活性化に直接的に寄与するとともに、学位取得後も

引き続きイノベーション博士人材が地域にコミットすることにより、長期間に渡り地域活性化が図

れる。 

学生募集を平成 23 年度 4月から開始し、大学間連携共同教育推進事業として本取組を開始した平

成 24 年度以降の各年度の新受講生は、7 名、14 名、7 名、10 名、7 名である。年平均 10 名程度の

育成を目標にしており、前提条件として想定した新受講生を得ている。平成 27 年度 3月には予定通

り、最初のイノベーション博士を輩出した。 

②教育プログラムの構築と実施 

 本取組で特別に e-learning や集合教育で提供する講義数は約 50 に達している。現時点での 

e-learning の機能レベルでは対応が難しい PBL 科目や演習および討論が多い講義は、各大学で開講

する専門科目を中心に本事業の講義として組み入れることにより、総数としては数百講義／年の講

義を提供している。また、イノベーション博士学生を受け入れる協力教員数は、6 大学で 172 名に

到達しており、教育プログラムの実施体制は構築されている。 

③学位研究に基づく共同研究の地域コアネットワークによる推進 

6 大学の室蘭地域,北見地域,首都圏地域,富山地域,大分地域,秋田地域において、各地域の産学官

が集う地域コアを設立し、各地域の 14、6、10、16、5、16 の企業、地方自治体が集結している。 

地域内共同研究として富士ゼロックス(株)やＪＮＣ石油化学(株)のテーマが、地域間共同研究と

して清水建設(株)や横浜ゴム(株)のテーマが学位研究として推進され、地域コアの全国ネットワー

ク化が機能している。 

【課題と今後の計画】 

 本取組は上記①②③に示すように予定通り着実に実施されているが、博士人材育成のブレークスル

ーとして日本各地で拡大実施されるためには、以下の２つの課題の解決が必須である。 

(a)博士課程進学の障壁への社会的な対応 

本取組の教育プログラムは所属大学院の教育に質、量ともに大幅に強化された高度な講義が受講

できるが、一方で、受講の負荷は高く、高いモチベーションを持っている学生のみが受講している。

それにも関わらず、博士課程進学を決断する学生は 3 割に留まっている。この理由は、ポスドク問

題に代表される博士人材に対する評価・待遇の問題や経済的支援の不足など社会的な問題が学生を

躊躇させていると考えられる。 

この課題の解決のために国の制度として日本版 Industrial PhD を実現すべく活動を行っている。 

(b)本仕組みを定着させるための組織形態の整備 
本事業で設計し、試行している仕組みを定着させるためには、複数の国公私立大学や企業、自治

体等がイコールパートナーとなって運営しうる組織が必要である。現在、一般社団法人スーパー連
携大学院コンソーシアムに複数の大学やステークホルダーが会員となって集う形式をとっている
が、あくまでも支援組織であり、直接運営には関与できない。そこで、国公私立大学、公的機関、
企業等が共同で出資することにより、責任を共有したイコールパートナーでの運営を可能とする新
たな教育研究組織の設置を目標に、連携校およびステークホルダーとの協議を進めている。 
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  （代表校名：金沢大学、取組名称：学都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築） 

進捗状況の概要 

本取組は，石川県内の全高等教育機関と県内全自治体・主要企業団体等が加盟する大学コンソーシ

アム石川の枠組みを使い，石川県の特色を利用して加盟機関・団体等が協働し，全国に通用する課題

解決型グローカル人材を育成する継続的システムの構築を目指すものである。課題解決型グローカル

人材とは、世界規模(グローバル)の視野を持ちながら，地域(ローカル)の課題に主体的に取り組み解

決できる人材で、①発見力，②分析力，③展開力，④行動力，⑤国際力の 5つの力を獲得した人材で

ある。こうした人材を育成するための、連携校横断型の包括的な教育プログラムの構築と質保障シス

テムを作るとともに、それを下支えするためにステークホルダーと協働するシステムや学生・教職員

の支援システムを構築することを目指した。 

 連携校横断型の包括的な教育プログラムの構築と質保障システムの構築では、平成 24・25 年度の 2

年間をかけて個別のプログラム開発や質保障システムの検討を行い、平成 26 年度より「学都いしか

わグローカル人材育成プログラム」としてスタートした。本プログラムは、基礎・行動力発展・国際

力実践の 3ステップに分かれ、それぞれに配当された授業科目・個別プログラム等を修了してポイン

トを集め、各ステップの基準をクリアーするごとに修了証を出してその達成した能力を証明する。授

業科目・個別プログラム等の配当とそのポイント数は、スタンダードリストの名称でオープンにされ

ている。本プログラムには石川県内の全高等教育機関の学生ならば誰でも参加でき、スタンダードリ

スト掲載の授業科目・講座・個別プログラムは、どの高等教育機関にも開放されているもの、もしく

はどの高等教育機関でも実施しているものである。また、スタンダードリストにない個々の高等教育

機関だけで実施される授業科目・個別プログラムでも、各ステップもしくはステップ１の各ブロック

の趣旨に合致すれば、そのポイントを付与する。修了学生の質保障は、修了判定の厳密化で対応して

おり、ステップ 2・3 段階の修了証判定ではルーブリックに基づく定性的評価が導入されている。平

成 27 年度末時点で、登録者は 150 名、修了証はＡＢＣ合計で延べ 9 名が取得した。また、本プログ

ラムうち連携校の学生が共通して受講できる科目・講座・個別プログラムは平成 27 年度には 14 科目・

1講座・18 プログラムを開講し、合計延べ 787 名が受講した 

ステークホルダーとの協働システムの構築では、まず、本取組全体の司令塔である統括本部会議を

高等教育機関側委員（6 名）と同数のステークホルダー側委員（自治体 2 名・企業団体 4 名）で構成

し、ステークホルダー側委員の意見を受けて、授業科目 2、海外インターンシップ 2、講座 1 を開発

した。地域課題の「ジャスト・イン・タイム・システム」は、当初特任助教 2 名が、平成 27 年度か

らは特任助教 1名と委託契約のコーディネータが担当し、自治体や地域企業のニーズを調査して本取

組の各種事業につなげてきている。これによって平成 27 年度までに授業科目 2・個別プログラム 4

が開発されるとともに、企業・自治体への周知と学生の就職支援につなげる事業として、平成 26 年

度からは「学生×企業 POWER 交流会」を、平成 27 年度からは「学生×自治体職員＝地域の魅力再発

見プロジェクト」を開始し、「社会人リカレントプログラム」として、平成 27 年度には「高速展開す

るグローバル・マネージメントと進化する技術経営」、「スーパー公務員塾」を行った。 

 学生・教職員の支援システムの構築では、FD・SD 共同プロジェクトグループが連携校間の合同 FD・

SD 等を企画・運営し、ICT システム活用促進・開発グループが「大学図書館機能強化連携プログラム」

「オンライン共同日本語ライティングセンター」などの具体的な学生支援策を実施し、障がい学生等

支援グループが、「障がい学生等共同サポートセンター」を運営し、具体的な支援を実施していく計

画であった。合同 FD･SD はアクティブラーニングやルーブリックに関する研修を中心に、「大学図書

館機能強化連携プログラム」は毎年図書館員の教育支援能力向上の研修を中心に、「オンライン共同

日本語ライティングセンター」と「障がい学生等共同サポートセンター」は平成 26 年度に立ちあが

って、予定通りの機能を果たし、一大学だけでは実施が難しい学生・教職員のサポートを行っている。 
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（代表校名：愛知教育大学、取組名称：愛知県内教員養成高度化支援システムの構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 本事業は，愛知学長懇話会の愛知教員養成コンソーシアムに加入している愛知県内の国公私立大学

５校（以下，連携５大学）が協力し，教員養成の高度化を目指して，各大学の既存の教育内容・教育

方法をもとに学士課程および修士課程における教員養成プログラムを構想する取組である。このプロ

グラムでは，連携する各大学の特徴を活かし各大学の独自性を保ちながら，一部を共同授業として展

開し，教員養成としての質の保証を目指すとともに，現職教員の研修プログラムの確立や諸資格の取

得を図り，多様で個性的な教員の養成を目的として，次の３つのプログラムに取り組んできた。 

【①各種資格取得プログラム】 

  平成 25 年度にステークホルダーである愛知県学校図書館研究会を通して，教育現場へのｅ－ラー

ニング教材作成への協力要請を行い，小・中学校教員各１名を外部委員とした「学校図書館司書教

諭資格取得コンテンツ検討 WG」を設置し，学校図書館司書教諭資格取得科目のシラバスの内容や現

場での実践に活かす工夫の検討を行い，デモコンテンツを作成し，学生や現職教員等にモニター調

査を実施した。平成 26 年度は，愛知県内の教育委員会や学校長への取材により現場映像の撮影を進

め，資格取得に必要な５科目のシラバスを完成させるとともに「学校図書館メディアの構成」と「学

校経営と学校図書館」の２科目のコンテンツを制作した。平成 27 年度は，上記２科目のコンテンツ

により，試行を実施し，愛知教育大学と桜花学園大学の学生が履修を行い，延べ 44 名の学生が単位

を修得した。また，試行の効果検証を踏まえて，残りの３科目のコンテンツ制作を行うとともに，

本格実施(全５科目)に向けて，単位互換制度のあり方について検討を行った。 

【②共同教育プログラム】 

  先進事例の視察調査結果を踏まえて，平成 25 年度に連携５大学において，学部学生を対象とした

遠隔授業の試行を実施した。試行においては，他大学生との意見交換ができる利点は確認されたが，

５大学の接続においては，学生同士の意見交換の時間が十分ではない等の課題が明らかとなった。

平成 26 年度は，「教育現場での体験」が可能な授業であることや連携大学の授業時間を合わせるこ

とが可能なことを考慮し，学部においては，愛知教育大学の「教職実践演習」の授業を桜花学園大

学と連携した遠隔授業として実施し，大学院の授業においても，愛知教育大学の「保育方法研究演

習Ⅱ」の授業を桜花学園大学との共同授業として実施した。 

  平成 27 年度には，さらに他の連携大学との共同教育を推進し，学部では，桜花学園大学とは前年

度同様の授業科目を全 15 回分，名古屋学芸大学とは４科目，名城大学とは２科目，愛知県立大学と

は１科目を共同授業として実施した。また，大学院科目では，２大学とそれぞれに現場での体験を

絡めた共同授業を実施した。また，愛知教員養成コンソーシアムにおける単位互換を視野にいれ，

連携大学間において，大学院生に対し共同教育が可能な大学院科目についての履修希望調査を行っ

た。 

【③各種現職教育研修プログラム】 

  平成 25 年度に愛知教育大学が所在する刈谷市内の小中学校の校内研修企画担当者に対し「今日的

教育課題」に関するインタビュー調査を実施し，「食物アレルギー」と「スマートフォン」の２つの

課題について校内研修用 DVD 教材を作成することを決定した。これを受け，平成 26 年度に上記２つ

の課題に精通する愛知教育大学と名古屋学芸大学の教員による「現職教員向け校内研修 WG」を立ち

上げ，文部科学省や愛知県総合教育センター，企業等から配信・配付されている当該テーマに関す

る教材との差別化を図りつつ，研修教材のシナリオ及び試作版ＤＶＤを作成した。 

平成 27 年度には，愛知県総合教育センターおよび刈谷市内小中学校においてモニタリング調査を

実施した。今後は，同調査結果をもとに，修正点等を検討の上，完成版を作成し，各学校の校内研

修に活用してもらうこととしている。 
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            （代表校名：兵庫教育大学、取組名称：教員養成高度化システムモデルの構築・発信）

進捗状況の概要 

本事業は，兵庫県下の国公私立 6大学及び兵庫県・神戸市教育委員会との連携・協働により，高度

な実践的指導力の習得が可能な教員養成システムモデルを構築し，そのモデルを全国へ発信すること

を通じて，大学院レベルの教員養成教育の質保証を図ることを目的として進められてきた。

この目的を達成するため，本事業においては，関係機関との連携・協働体制の下で，次の 2点を大

きな柱として取組を進めている。

①学士課程と大学院の6年間を見通した教職課程のカリキュラム及び初任者研修等の内容を踏まえ

た授業科目の共同開発

②初任者研修等の研修内容の改善・充実

①に関しては，連携大学及び教育委員会との連携・協働を通じて，大学院段階における教職課程の

充実を図るシステムモデルを構築し，大学院において教員の専門性や実践力を高める教育プログラム

「教職アドバンストプログラム（以下「アドバンストプログラム」）の実施によりモデル開発を進め

ている。このアドバンストプログラムは，大学院段階における実践的科目導入の先鞭となる「教職ア

ドバンスト実習」（以下「アドバンスト実習」）と連携大学間における「特色ある教職科目の相互提供」

から構成される。

アドバンスト実習は，兵庫教育大学教育実習総合センターが運営し，学部における教員免許状取得

に必要な教育実習の経験を踏まえ，志望する学校種全般で実地に学び，教科指導，生徒指導等を含ん

だ総合的で実践的な指導力・展開力の向上を図ることを目的に行われており，専門教科の授業実践を

繰り返すだけではなく，同僚教師との連携や校務分掌等も含めた学校教育全体に係わる教員の仕事を

総合的に学ぶことを実習の中核に据えている。また，e-ポートフォリオシステムを用いた「教員養成

スタンダード（小学校教員 6年一貫養成版）」の試行的運用も行った。平成 27 年度の連携大学全体で

の試行実施を踏まえて，平成 28 年度から本格実施を行った。 

なお，平成 24 年度から平成 25 年度においては，上記の「特色ある教職科目の相互提供」の検討及

び実習受入れに係る教育委員会及び学校現場との協議を行うとともに，各連携校を結ぶ遠隔講義シス

テムの整備を行った（5大学 7拠点）。

②に関しては，本事業は，教育委員会との連携・協働を通じた現職教員研修の質向上に向けた貢献

も念頭に置いていることから，教育委員会と大学との間における連携方策の在り方に関して教育委員

会と協議を重ねた後，初任者研修に焦点を当てた 2調査を平成 26 年度から平成 27 年度に実施した。

調査の概要等は，以下のとおりである。 

（調査 1）教育委員会・大学間連携における先進事例調査 

教育委員会と大学が実質的な連携・協働を行っている先進事例調査を実施した。組織体制や連携・

協働の在り方・方法や課題に関する実態を把握し，肝要点や経験を参照することで，連携・協働体制

の更なる強化を図ることを目的としており，平成 26 年度は二例，平成 27 年度は二例を自治体・大学

間における先進事例について，対象にインタビュー調査を実施した。 

（調査 2）初任者研修に関するアンケート調査 

 初任者研修に対する初任者教員の認識及び抱える困難や課題の実態，初任者研修に続く法定研修の

実態，管理職教員が抱く研修や初任者教員に対する認識の実態等の把握を目的とし，三者間における

共通認識の相違や課題認識ついてアンケート調査を実施した。 

今後，これらの調査結果を踏まえ，教育委員会との連携・協働の下，教員の育成・研修に係る取組

みの充実と検討を進めていくものである。 

詳細は，「ステークホルダーとの協働・評価」において後述する。 
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（代表校名：島根大学、取組名称：大学と地域社会を結ぶ大学間連携ソーシャルラーニング） 
 

 

 

進捗状況の概要 

この事業は、山陰地域の教育機関が連携し、地域社会と協働することによって豊かな文化的資産に恵

まれた山陰を“教養教育フィールド”として再開発するもので、山陰地域に位置する５大学・短大が連

携し、地域の中核を担う人材を育て、山陰地域を活性化することを目的としている。具体的には、山陰

地域ソーシャルラーニングセンターを中心に、以下の５つのプロジェクトとして実施している。 

①既存授業のソーシャルラーニング化を行う「知的資源共有プロジェクト」（以下「P１」と表記） 

②地域のニーズを踏まえた新規授業開発「山陰地域フィールド教育開発プロジェクト」（P２） 

③低学年で地域に出て社会体験をし、動機付けを促す「アーリー・エクスポージャー・プロジェクト」

（P３） 

④e ラーニングによる学習で連携校間の距離などの地理的不利益をカバーし、ブレンディッドラーニン

グを実現する「ICT プロジェクト」（P４） 

⑤教育方法・評価方法を多角的に検証する「教育評価プロジェクト」（P５） 

 選定された年度に、地域が求める人材像を知るニーズの調査を行い、その調査結果からソーシャルラ

ーニングポリシーを策定し、「主体性」「コミュニケーション能力」「イノベーション基礎力」を備えた人

材を育成することを目標とした。P１では、各連携校の既存授業のうち、大学によっては１年次の必修科

目など、多くの学生の履修が見込まれる科目を中心にソーシャルラーニング化を進めてきた。P２では、

地域ステークホルダーと協働し、前述した３つの力を養成するという地域のニーズを強く反映させた科

目を新規開設した。P３では、「地域社会体験」を新規開設し、地域の企業・団体等において低年次の就

業体験を行い、インターンシップとは異なる学修の動機付けを促した。各連携校が交渉した実習受け入

れ先を連携校共通のリソースとすることで、地理的、業種的にも多様な体験を可能とする特色ある科目

となっている。 

また P４として、P２・３の授業実施の前提となる、eラーニングを含む新しい学びの形態“ブレンデ

ィッドラーニング”を可能とする LMS 及び大学間交流を促進する SNS の整備を進めており、学生成績と

一部有意な相関が見られるなど、教育プログラム改善に分析結果を役立てている。 

 平成 27 年度時点で、P１・２・３の累計で目標値を超える 41 科目をソーシャルラーニング対象科目と

して実施しており、その受講生数は実数累計で 4,838 名に達している。P２・３・４の活性化に資する学

生間交流及びその活動から派生した学生自主企画数は順調に増加しており、平成 27 年度はそれに賛同し

参加した学生数は 200 人を超える規模となった。 

P５では、所属大学と学年を横断した教育質保証のため、連携校で共通のルーブリックを開発し、P１・

２・３の授業における学生の到達度とその評価を統一的に測定し、分析結果を連携校、授業担当教員に

フィードバックしている。連携校の教員、ソーシャルラーニング・コーディネーター、P３の実習受け入

れ先である地域ステークホルダーがコモンルーブリックを使用・分析することで、観点が異なる関係者

が共通の評価指標を使用することから得られる学習効果や、科目の特性等が明らかとなるなど、コモン

ルーブリックが教育プログラム全体の質保証に役立っている。 
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（代表校名：広島大学、取組名称：臨床情報医工学に卓越した地域の先進医療をチームで担う人材育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組は、4 大学連携により学士課程、大学院課程における医療系・情報系・工学系の異分野が融

合した教育・研究の展開から、豊富な臨床実習とインターンシップによる能動的学習環境を提供し、

臨床現場での実践力を備えた人材を育成することを目的としている。 

１．異分野融合による学士課程教育と大学院課程教育を連結させた教育プログラム 

学士課程教育では、4 年間連続した臨床情報医工学カリキュラムを作成しており、異分野の知識・

技術や臨床現場での実践力を養うため、計 14 科目を提供し、履修要件を満たした者には修了を認定

している。1 年次生を対象にした早期医療体験実習では、連携大学の充実した模擬医療施設の見学や

病院での体験を通じて、目標の明確化と主体的な学びの姿勢を醸成している。講義では、双方向講義

システムを利用して、各大学が提供する医学・情報学・工学の専門分野を効率的に学修するとともに、

平成 26 年度より e-Learning システム（Blackboard Learn R9）を導入して能動的学修環境を提供し

ている。異分野の理解度向上のために臨床情報医工学専門用語集（624 単語収載）を作成・事前配布

を進め、授業評価アンケートによる授業内容の理解度は 94％を達成している。各大学の専門性を活か

した演習・実習を通じて、異分野の基礎知識を修得し、病院実習により現場での実践力を養っている。

3 年次生を対象とする臨床情報医工学特別演習では、到達目標である課題発見・問題解決能力やチー

ムワーク能力等の実践力向上の修得を目的として、合同合宿研修や成果発表会を中心とした内容を実

施している。本演習のグループディスカッションを通じたアクティブ・ラーニングや大学間交流は学

生の学修意欲を大きく喚起するとともに、学生による医療機器開発の研究会発足（臨床情報医工学イ

ノベーションクラブ）や関連学会（インタラクション 2016）への参加等の活動に発展し、期待以上の

成果をもたらした。教育の質保証を確立するため、試験やレポートを通じた各分野担当教員の厳格な

評価に加え、平成 27 年度よりルーブリックを導入して課題解決やチームワーク等のパフォーマンス

の多角的な評価を実施している。 

大学院課程教育では、学士課程教育から継続した教育システムを構築し、医療・情報・工学が相互

に関連する領域である臨床情報医工学特論・演習 31 科目を提供することで、学士課程よりも高度な

専門教育を学び、異分野を融合できる力を修得する。異分野の研究者や企業との共同研究を推進でき

る能力を修得するため、ステークホルダーと協働し、地元企業での医療機器の研究開発やネットワー

ク構築、ソフトウェア開発等を実際に経験できるインターンシップ（実績：6名）を取り入れている。 

本取組では、PDCA サイクルの中に自己点検評価を位置づけ、プログラム発展に向けたスパイラルア

ップを強化しつつ外部評価を有機的に連動させることで、教育の質保証システムを構築している。 

２．ステークホルダーとの協働 本取組では、地域に密着するステークホルダーとの協働のもと、異

分野融合型の教育プログラムを構築している。具体的には、企業の機器開発をテーマにした連携講義

の提供や、インターンシップや臨床実習の受入れへの協力等を通じて連携関係を強化している。また、

産学官連携委員会や FD・SD 研修会を通じて情報共有・意見交換を行うとともに、ステークホルダー

を中心とした外部評価委員会を組織し、貴重な提言を得て、取組の改善につなげている。 

３．取組の実施体制・継続発展 連携 4大学が共同で「臨床情報医工学共同教育推進事業運営センタ

ー」を設置し、その中に運営委員会、教育委員会、産学官連携委員会、評価委員会を組織した。これ

により、大学間連携を基盤とした体系的教育カリキュラムと枠組みを持って推進するための組織的な

連携体制が構築できた。定期的に各種委員会を開催し、実行性のある連携教育を展開する体制を強化

している。平成 27 年度には支援期間終了後の運営体制等を具体的に検討するため、連携大学の教職

員によるワーキンググループを立上げた。本プログラムで育成された人材が地域に還元され、ステー

クホルダー等で活躍することにより、地域医療の発展や活性化への寄与が期待される。また、実践力

を保証する優秀な人材の地域への輩出は、企業や団体等のステークホルダーの拡充へ繋がり、本取組

が正のスパイラルへと好循環することにより、持続的な人材輩出が可能となる。 
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（代表校名：愛媛大学、取組名称：西日本から世界に翔たく異文化交流型リーダーシップ・プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 平成 24 年度～平成 25 年度を新規開発・試行実施期、平成 26 年度を本格運用期、平成 27 年度を精

緻化期として位置付け、連携校及びステークホルダーが協働して本事業を実施している。 

 

〇学生リーダーシップ養成プログラムの開発・普及 

  先進的なリーダーシップ養成実践事例を調査し、プログラム構築の知見を収集するとともにフィ

ールド開拓を行うため、平成 24 年度に国内外 10 の先進事例・機関のヒアリングを行った。これら

の調査・開拓を踏まえ、平成 27 年度までに 50 以上のプログラムを実施し、延べ約 2,500 人の学生

参加があった。 

平成 27 年度以降プログラムの精緻化を進め、主となる研修プログラムが定まってきており、継

続した研修プログラムの実施ができるようになってきている。 

  また、研修プログラムとは別に、本事業研修プログラムで学んだ学生が一堂に会し、取組から得

た学びや気づきを共有・整理するための「学生リーダーシップ・カンファレンス」を平成 27 年度

までに 3回開催している。 

〇経験を学びに変える省察手法の標準化 

  経験を学びに変える省察手法の標準化を目指し、経験のない教職員は経験がある教職員と同じチ

ームを構成して研修プログラムの中で実践的な指導を受けるとともに、本事業で作成した教材

（「UNGL のアングル」vol.1～2）を活用して、省察手法の標準化を図っている。また、研修の場面

を映像で記録し、実践の前に事前学習ができるように共有している（例：「学生への振り返り指導

ティップス～学生の自発的な気づきと効果的な成長を促す為に～」等）。学生の成長を測るため、

平成 27 年度から「学生自己・他者診断」を行って学生にフィードバックするとともに、データの

蓄積を開始した。後に分析可能なデータになるよう、これを継続して実施していくこととしている。 

〇持続的なリーダーシップ養成のための教職員能力開発 

  連携校共同会議の開催に合わせて Off-JT 型の教職員研修を継続して行ってきている。加えて、

研修プログラムの中で、学生を支援する教職員の能力開発を同時に行うOJT型の研修を行っている。

これにより、実践を通してリーダーシップ研修を企画・運営するノウハウを各連携校に広めている。

既述のとおり、このために平成 27 年度までに教職員の能力開発に役立つ教材を作成し、連携校で

共有した。 

〇リーダーシップを培うための多様なフィールドの提供 

  国内のフィールドとして、連携校が協働して各地域で研修プログラムを企画・実施し、それぞれ

異なる題材を用いてフィールドを開拓してきた。また、海外のフィールドとして、平成 24 年度に

調査したフィールドのうち、韓国、サイパン、ハワイにおいて研修を実施し、平成 25 年度には新

たに台湾において研修を実施するなど、多様なフィールドを開拓した。現在、開拓したフィールド

における継続的な研修実施の視点にも重点を置き、研修プログラムを実施している。 

〇運営体制等 

  本事業を円滑に推進するため、連携校共同会議を設置し、平成 27 年度末までに 16 回開催してい

る。また、各事業を分担して実施するため、4 部会（学生部会、教職員部会、フィールド部会、評

価部会）を設置し、連携校共同会議の前後に対面で開催している。 

  ステークホルダーを中心に委員就任を依頼して事業評価委員会を設置しており、平成 25 年度か

ら年度末に外部の視点から評価・助言をいただくため、事業評価委員会を対面で開催している。 

 

 平成 27 年度までの実績を踏まえ、平成 28 年度は精緻化した研修プログラムを改善しながら実施す

るとともに、平成 29 年度以降の事業のあり方について検討を行っている。 
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（代表校名：九州工業大学、取組名称：自動車・ロボットの高度化知能化に向けた専門人材育成連携大学院） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組の代表校および連携校 2 校の各大学院（5 研究科・学府）が単位互換制度を利用して、3 大

学一体となった教育プログラムを作成し、学部・高専からのインターンシップ（IS）制度も活用して、

平成 25 年 4 月より連携大学院インテリジェントカー・ロボティクスコース（略称「カーロボ連携大

学院」）を開講し、継続してきた。平成 27 年度まで 3年間で、博士前期課程学生計 123 名、後期課程

学生 4 名を修了させた。また、全国の高専・大学学部からインターンシップ生計 61 名を総合実習に

参加させた。参加した高専生・大学学部生の一部はその後、事業実施している大学院に入学して、正

規の連携大学院履修生となっている。 

取組の実施内容は以下の通り。 

① 4 月：各大学院での新入生オリエンテーションにおいて担当教員がガイダンスを行い、履修生を

選抜する。運営協議会により、履修生の人数調整、選択必修科目の「ロボット工学概論」と「自

動車工学」、および総合実習科目への履修生振り分けを行う。 

② 4 月～7月、10 月～2月：修士課程中心に開講科目を開講する。特に、本事業独自の上記選択必修

科目については、本連携大学院履修生への教育効果を詳細に検証する。遠隔キャンパスへはテレ

ビ講義配信を行う。後期開講科目は通常の単位互換科目で構成されるが、総合実習後のフォロー

アップと位置づけ、教育を進める。 

③ 4 月～6月、12 月～1月：年度毎に西日本を中心として高専・学部インターンシップ募集を行い、

7月までに IS 生を選抜・確定する。海外からも IS 生を受け入れ、国際化を図る。 

④ 8 月後半～9 月：夏休み期間中に総合実習（2 週間）を開講し、修士課程学生と IS 生の協働によ

る教育活動を行う。各実習共に、最終回のコマで成果発表とデモ競技によりコンテストを行い、

担当教員が評価する。平成 27 年度よりルーブリックを導入した。総合実習科目名は以下の通り。 

・ミニカー／ミニロボ製作総合実習：九工大開講。平成 26 年度より英語のみでの実施。 

・移動ロボット制御総合実習：九工大開講。ロボカップサッカーロボットを用いた制御系の実習。 

・＠ホームサービスロボット製作総合実習：九工大開講。ロボカップ用ロボットを用いた、制御・

情報系の実習。平成 27 年度より人工知能技術を FPGA に実装する電子系の内容を追加。 

・認識プログラミング総合実習：九工大・情報工学府開講。画像認識・スマホアプリ作成等。 

・小型 EV 車自動運転制御総合実習：早大開講。平成 27 年度に自家用 HV 車を導入し、実習組み込

み準備中。 

・自動運転支援センシング技術総合実習：北九大開講。ライダ等の自動運転用センサデータ解析。 

・機械設計加工・モデルカー製作総合実習：北九大開講。3DCAD、3D プリンタを使用した設計。 

⑤ 9 月～10 月：開講科目および総合実習の教員の評価および履修生アンケートを実施し、結果を分

析し教育効果を評価する。結果は全体を統括する運営協議会で報告し、改善を検討する。 

⑥ 12 月～2月：FAIS 自動車技術センターとの協働により、連携企業の人事担当者および技術者と履

修生とのグループミーティング（オフサイトミーティング）を開催し、履修生への職業観の醸成

と就職支援を行い、併せて産学連携を推進する。 

⑦ 3 月：運営協議会において修了認定を行い、修了証を発行する。その結果を連携企業の中堅幹部

で構成される事業運営委員会、および学研都市キャンパス運営委員会にて報告・議論し、ステー

クホルダーの意見を集約して、次年度の事業活動の改善に資する。 

⑧ 全期間：本事業に関わる教職員が、外部の取組や学会による最新成果の情報収集、関連企業技術

者との情報交換、教材提供企業からの情報収集などを通して、教育内容に活かす FD 活動を推進す

る。また、履修生を中心とするロボカップなどの競技会参加を支援する。 

⑨ 全期間：履修生が関連企業との共同研究的な「研究インターンシップ」を実施する。 
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（代表校名：佐賀大学、取組名称：大学間発達障害支援ネットワークの構築と幼保専門職業人の養成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

○ 平成 24 年度は、本事業の実施に向け、大学間共通評価観点や大学間共通教育プログラムを試作し、

様々な規程の作成を行った。 

 

○ 平成 25 年度は試行的に作成した大学間共通教育プログラムに基づき、学生教育を開始した。それ

と同時に、幼稚園や保育所の幼児の実態や保育者の研修ニーズに関するアンケート調査を実施し、そ

の結果に基づき、大学間共通評価観点やプログラムを見直した。 

 

○ 平成 26 年度は、平成 25 年度に引き続き大学間共通教育プログラムである「子ども発達支援士（基

礎）養成プログラム」関連科目を各連携校で開講するとともに、この年度から新たに、四年制大学

生を対象とした「子ども発達支援士養成学生プログラム」関連科目を開講し、そして、短期大学卒業

生を対象とした「子ども発達支援士養成卒後プログラム」の卒後研修を各連携校で実施した。次に、

連携校が有する支援・療育活動を「支援実習Ⅰ」の場として活用し、各連携校の支援コーディネーターや

教員が地域の療育施設や親の会等と緊密に連携を取り、協力を得ることで、多くの学生が療育施設等

での療育活動に参加した他、療育施設でこれまで療育を受けたことのある子どもたちを含め、多くの

幼児・児童生徒を各連携校の支援・療育活動で受け入れを行うことができた。 

また、連携校教職員を対象にした共同 FD・SD 研修会実施による情報共有と意識向上に加え、地域

の方や現職保育者等を対象としたフォーラム実施による発達障害等への理解と支援方法の共通理解

の深化に努めた。 

さらに、平成 25 年度に実施したアンケート調査（ニーズ調査）の分析結果をまとめた報告書の発

行、外部有識者による外部評価の実施により、本事業における課題や改善点を導き出すことで、取組

改善と質向上に向け、継続的に取り組んだ。 

 

○ 平成 27 年度は、大学間教育共通教育プログラムである「子ども発達支援士養成プログラム」関連

の科目を開講するなど、ルーティーンとなった取組を行った。文部科学省より取組に対する中間評価

を受けた。 

また、全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム（石川県）で分科会を担当した。そして、一般

社団法人日本 LD 学会第 24 回大会（佐賀）では、発達障害のある幼児への支援と課題に関する大会

企画シンポジウムを開いたところ、会場一杯の参加者があり、この問題への全国的な関心の高さが示

された。 

また平成 26 年度より、佐賀市保育会の要請を受けて、事例検討を中心とする研修会を年４回、合

計８回開催した。参加者より、非常に参考となったとの意見をいただくことができた。 

佐賀県療育支援センターが編成した現職保育者対象のプログラムの一部に、子ども発達支援士養成

プログラムに受講登録している学生も参加できるようになった。同センターが支援実習Ⅰの場として

だけでなく、学生の学修の場ともなった。上記で触れた佐賀県療育支援センターの現職保育者対象プ

ログラムの本年度の振り返り会議において、佐賀県の幼稚園会等から、子ども発達支援士（基礎）か

子ども発達支援士を取得し、幼稚園等に就職が決まった学生を対象に、２・３月に、入職直前研修を

同センターで実施できないか、との意見があった。同センターとも協議し、今年度は７名が入職直前

研修（３日間）を同センターで受けることとなった。 

大学コンソーシアム佐賀連携校の取り組みは、地域に理解され、着実に根を張りつつある。 
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（代表校名：長崎大学、取組名称：多職種協働による在宅がん医療・緩和ケアを担う専門人材育成拠点） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組の目標は、保健医療における地域社会の必要性に応え、これまでに薬看統合教育体制を確立

している長崎県内の国公私立 3大学が、医学・歯学・福祉学・情報学等の教育者を加えた相互補完に

よる協働教育体制の充実を図り、県内の多数のステークホルダーと連携・一体となって多職種協働に

よる在宅がん医療・緩和ケアを担う専門人材を育成することである。そのため、長崎大学（医学部・

歯学部・薬学部）、長崎県立大学（看護栄養学部・国際情報学部「平成 28 年度から情報システム学部

へ改組」）、長崎国際大学（薬学部・健康管理学部・人間社会学部）の 3大学 8学部が、長崎県をはじ

め 3大学の連携学部のキャンパスがある自治体並びに地域包括ケアの中でがん医療・緩和ケアに携わ

る職能団体等と一体となった「在宅医療・福祉コンソーシアム長崎」を組織し、地域のステークホル

ダーとの課題の共有化と取組の一体化を図りながら協力して在宅医療・がん医療・緩和ケア教育の大

学間合同授業科目（講義・演習・実習）を新たに開講、「NICE キャンパス長崎（長崎県内全ての大学

等が参加した単位互換制度）」へ登録することにより、大学間連携教育の実質化と質保証を目指す取

組となっている。平成 26 年度までに 8 科目以上、平成 28 年度には 10 科目を超える科目を開講し、

プログラムの体系化を図る計画である。 

当初計画のとおり、取組 1年目の平成 24 年 12 月に 3大学・4自治体・12 職能団体からなる「在宅

医療・福祉コンソーシアム長崎」を設立し、ホームページを立ち上げ、本部委員会、推進委員会、運

営委員会の各種委員会を組織し、本取組の推進拠点として代表校である長崎大学に事務局、連携校で

ある長崎県立大学と長崎国際大学にサテライト事務局を設置した。代表校の事務局及び連携校のサテ

ライト事務局に本プログラムの専従教員を採用し、連携 3大学間の取組実施体制を整備した。また全

員が外部評価委員（本取組に関する高い知見を有する有識者 8名）から構成される評価委員会を設立

した。次年度から順次開講する科目の企画・準備を行うとともに、在宅がん医療・緩和ケア合同実習

トライアルを実施した。キックオフシンポジウム、県民フォーラム等へは延べ 726 名が参加し、当該

地域において本補助事業並びに本取組の内容を広く周知することができた。取組 2 年目の平成 25 年

度は、定期的な各種委員会の開催、県民フォーラムの開催を継続しながら、多職種協働による在宅が

ん医療・緩和ケアをテーマとした 9科目（独自のコーディネート科目 7科目を含む）を「NICE キャン

パス長崎」へ登録し、387 名の学生がプログラムへ参加した。当初の予定を上回り、連携 3 大学以外

の大学からの参加者もあった。その他の実施計画についても予定どおりに達成できた。その結果、平

成 26 年 1 月に開催した評価委員会での第 1回中間評価（外部評価）では、全ての評価項目に関して、

本取組は当初の予定どおり又は予定以上に実施されているとの高い評価結果を得た。取組 3年目の平

成 26 年度は、長崎地区の在宅療養支援診療所の医師の団体である認定 NPO 法人長崎在宅 Dr.ネットが

新たな連携組織としてコンソーシアムへ加わりステークホルダーとの関係に深化がみられた。当初計

画を超える 13 科目（独自のコーディネート科目 11 科目を含む）を「NICE キャンパス長崎」へ登録す

ることができ、397 名の学生がプログラムへ参加した。また、第 2 回中間評価（外部評価）の実施を

含めた全ての実施計画を予定どおりに達成できた。その結果、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて

実施された文部科学省の中間評価では S 評価を受けることができた。取組 4 年目の平成 27 年度は、

前年度開講した科目を引き続き「NICE キャンパス長崎」へ登録し、424 名の学生がプログラムへ参加

した。また、評価委員会からの提言を参考に当初計画には無かった取組として、授業内容のエッセン

スを 20 本以上の動画に整理しネット配信する「WEB 講座：多職種協働による在宅がん医療・緩和ケア

の基礎知識」を作成、ホームページから視聴可能とすることで、学生の授業時間外学習の環境整備を

図った。第 3回中間評価（外部評価）の実施を含めた全ての実施計画を予定どおりに達成できた。 

以上、「NICE キャンパス長崎」へ登録する大学間合同授業科目の開発や授業内容の動画配信などを

はじめとする連携取組は順調に進んでおり、現行の努力を継続することによって本取組の目的を十分

に達成できるものと確信している。 
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（代表校名：長崎大学、取組名称：留学生との共修・協働による長崎発グローバル人材基盤形成事業） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本事業は、・県内の１０大学が連携して、・日本人学生と留学生とが、・共修、協働することを通

して、グローバル人材としての基盤を形成することを目的に実施するものである。 

そのために、①本事業の企画、運営を中心となって行う学生企画運営室を開設する「学生企画運営

室開設ステージ」（平成２４年度）、②国際人としてのキャリアに欠かせない多文化理解力及び語学

力を向上させる「多文化理解力・語学力充実ステージ」（平成２５年度～）、③留学生と日本人学生

が一緒になって社会活動できる場の整備依頼を行う「地域貢献、インターンシップ等社会活動企画ス

テージ」（平成２５年度～）、④公共団体や企業でのインターンシップや県下の学校教育の支援など、

社会活動を行う「社会活動ステージ」（平成２５年度～）の４つのステージを経ながら、共修・協働

体制等、本事業の推進体制の整備を進めてきた。現在、長崎大学、長崎国際大学を拠点校として、各

連携大学に学生企画運営委員が配置され、本事業参加者の募集、事業の企画・広報・運営、他大学及

び地域のステークホルダー等との協働等に取り組んでいる。彼らの取組により、募集目標（３００～

４００名）を大きく超えて、平成２５年度 ４７５名（うち留学生２１１名）、平成２６年度 ４７

５名（うち留学生２２２名）、平成２７年度 ４９５名（うち留学生２０３名） 合計 １４４５名

（うち留学生６３６名）が、これまで本事業に参加している。 

 また、次のような取組等を進め、事業の推進体制の整備や教育プログラムの充実と質保証システム

の構築を図ってきた。 

(1) 各大学での外国語の学習に加え、大学コンソーシアム長崎における単位互換科目の中に、「長崎

の歴史と文化科目」、「キャリア教育科目」を本事業の共修科目として位置付け、さらに「キャリ

ア教育科目」として「プレゼンテーション科目」を新規に開講するなど、共修環境を整えた。 

(2) インターンシップ推進協議会等との連携及び受入企業等の自己開拓等により、大学２年次におけ

る日本人学生及び留学生のインターンシップ受入体制を整えた。 

(3) 地域のステークホルダー及びボランティア活動支援組織等との連携により、ボランティア活動等

の地域貢献活動の充実を図った。 

(4) 通常の授業や社会活動に加えて、学生が創案するグローバル人材資質向上プログラム（GET プロ

グラム）としてプレゼンテーション講座や語学講座及び講演会等を実施することにより、大学間連

携による共修・協働教育プログラムの充実を図った。  

(5) 県南・県北実施運営室と学生企画運営室の連携・協働により、多様な共修・協働プログラムが開

発・開拓され、学生の社会活動を支援する体制を整えた。 

(6) 本事業が目指す「他国言語によるコミュニケーション基礎力」、「多文化理解能力」、「社会

貢献への意欲」、「主体的な行動力」、「課題を見極め、解決を図る企画力」等の資質・能力・態

度について、TOEIC、社会人基礎力テスト、ポートフォリオ等を用いた成果の可視化を進めた。 

 

 本事業運営の基盤となっている「大学コンソーシアム長崎」は、「単位互換」と「地域貢献活動」

を柱として運営されてきた。この従前の取組に、大学間連携を基盤にした、①日本人学生と留学生の

共修・協働活動、②行政・企業・NPO 等と連携した社会活動、③学生企画運営室による主体的企画・

運営・連携等による社会活動の３視点を加え、実践化を図ることによって、国際社会型コンソーシア

ム、大学・地域協働型コンソーシアム、主体的運営型コンソーシアムへの移行・発展の道筋が見えて

きつつある。 
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（代表校名：熊本大学、取組名称：減災型地域社会のリーダー養成プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組では、地域社会の自助・共助により災害被害を最小限に抑制することのできる減災型地域社

会の実現に向け、幅広い教養としっかりした基礎に支えられた専門教育を修め、価値観を異にする

人々と議論しながら取りまとめることができる減災型地域社会の実践リーダーを育成することを目

的とする。さらには、減災型地域社会の創生に向けた地域の拠点構想を戦略的に形成し、継続的な地

域貢献を実質化することを目指す。そのために、リーダー育成教育拠点であるケース・ステーション、

実践の場であるフィールド・キャンパスからなる連携フレーム（以下、熊本ケース・ステーション＝

フィールド・キャンパス）を構築する。 

 

 上記の目標に対する進捗状況は以下のとおりである。まず、熊本ケース・ステーションとして幅広

い教養としっかりした基礎に支えられた専門教育を行うため、熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大

学、熊本保健科学大学が、それぞれの大学の強みや特徴を活かして有機的に連携したカリキュラム体

系を構築した。4 大学共通の必修科目である「減災リテラシー入門」を履修したのち、各大学が提供

する選択必修科目 6単位を取得する設計となっている。4大学共通科目である「減災リテラシー入門」

を実施するにあたり、キャンパスの離れた大学間で共通科目を開講するための工夫として、連携大学

や非常勤講師で構成する講師陣が 4つの大学を循環しながら講義を行う方法（講師キャラバン隊）や

ウェブ上で学習する eラーニング・システムを構築した。選択必修科目については、減災型地域社会

リーダーに資する要件をコンピテンシーとして整理し、必要とされるコンピテンシーをすべて身に付

けることで減災型地域社会リーダーとしての能力を有すると評価する仕組みを構築した。さらに、学

生が自分のコンピテンシー修得度合をウェブ上で管理するための eポートフォリオ・システムを構築

した。e ポートフォリオ・システムを活用してすべての学生のコンピテンシー修得度合を体系的かつ

網羅的に把握するともに、教育プログラムの偏りや不備を発見し改善することができるようになっ

た。フィールド・キャンパスについては、地域のステークホルダーである地域運営協議会と連携して

共同学習実践の場を構築しており、それらの場において実際に学生が教員とともに入り行政や住民、

NGO 等のステークホルダーと協働作業を行う仕組みを構築した。地域運営協議会との情報交換は毎年

行われ、地域のニーズ情報や学生の実践教育の場について提供を受けている。そうした場において、

実際に学生が教員とともに行政や住民、NGO 等のステークホルダーと協働作業を行う教育事例が蓄積

されつつある。最後、本プログラムを修了した学生には「減災型地域社会リーダー」として認定証書

を授与する制度を構築している。 
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（代表校名：宮城大学、取組名称：コミュニティ・プランナー育成のための実践的教育課程の構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本事業は、宮城大学が有する食産業教育分野、広域観光ネットワーク教育分野、防災看護活動教育

分野などの資源と、兵庫県立大学が有するグリーンケア教育分野、コミュニティ構築に関わる専門家

ネットワーク、地域産業との連携体制などの資源による大学相互の強みを活かし、地域社会が抱える

コミュニティの弱体化等の様々な課題を解決し、その持続的な継承を担う人材の育成を行うととも

に、地域社会のコアとなる教育機関をめざすことによって、地域再生の大きな原動力となることを目

的としている。選定時から平成 27 年度までの進捗状況は以下である。 

 

■平成 24 年度：大学の連携、学部横断、地域と協働した連携体制をつくりプログラムの検討を開始 

 事業開始にあたり、Ｂ(ビジネス)、Ｃ(ケア)、Ｄ(デザイン)の各分野に関連する全学部が参加。 

 ステークホルダーである 13 団体と連携協定を締結し、意見交換をしやすい連携基盤をつくった。 

 ①両大学幹部をトップとする協議会、②学部横断の委員会、③検討部会の組織体制を確立した。 

■平成 25 年度：目指す人材像を明確にし、地域に根ざした実践的教育カリキュラムを試行、構築 

 科目づくりのため、学部を超えた授業の聴講やワークショップ、演習等の試行を検討・実施。 

 CP の人材像「持続可能な社会の実現に貢献する人」の設定と、CP 育成カリキュラムとして新設科目

群「CP 開講科目」（両校共通 3科目、宮城のみ CP 基礎演習 1科目を開講）と既設科目群「CP 関連科

目」（全学部の既設科目から関連分野 20 科目程度を選定、6単位以上を取得する）を決定。 

 CP 開講科目は学生の主体的な学び（現場調査、グループワーク）・発信（プレゼン）を重視。 

 修了者へのディプロマ「コミュニティ・プランナー アソシエイト」（学部レベル）「コミュニティ・

プランナー」（修士レベル）の設定。 

 新設の CP 開講科目一年生向けの「CP 概論」「CP 基礎演習（宮城大学のみ開講）」を各大学の正規科

目として位置付け。 

■平成 26 年度：初年度カリキュラムを当初計画から前倒し、正規科目に設定し実施・評価・検証 

 「CP 概論」「CP 基礎演習」2科目の実施にあたり、関連学部の担当教員が参加・協働。 

 大崎市・神河町と協働した授業を実施、対象学年に一つのフィールドを設定（3年間は同一地域） 

して地域の自治体、企業、商店組合、住民等が全面的に協力・参加した地域密着型授業を開始。 

 遠隔システムを使った授業運用手法を検討、「CP 概論」の初日・最終回の 2コマを遠隔で共同実施。 

 成績評価にステークホルダーの意見、学部横断の複数教員の評価を含めた客観的評価を導入。 

 これまでの取り組みを自己点検し、その結果を平成 27 年 1 月の外部評価委員会において検証。 

・CP 開講科目二年生向けの「CP 実践論」の開講に向けて、「ダイアログ Bar」（宮城大学）の開催等関

係者との調整を実施。 

 新設の CP 科目「CP 実践論」を各大学の正規科目として位置付け。 

■平成 27 年度：平成 29 年度以降の自立運営に向けた取組の開始 

 本事業のこれまでの成果を活かし、両大学の教育改革につなげる具体的な取組を開始。 

 助成期間終了後の継続的なプログラム運営の検討を開始。 

 シンポジウムや学会等を通じた地域・学術分野への成果還元。 

 平成 27 年 7 月の文部科学省中間評価（A評価）を経て、さらに取り組みを自己点検し、その結果を

平成 27 年 12 月の外部評価委員会において検証。 

 CP 開講科目三年生向けの「CP フィールドワーク演習（以下 CPFW 演習）」の開講に向けて、CP 実践

論受講生を対象とした｢ダイアログ Bar｣（宮城大学）の開催等関係者との調整を実施。 

 新設の CP 科目「CPFW 演習」を各大学の正規科目として位置付け。 
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（代表校名：埼玉県立大学、取組名称：彩の国大学連携による住民の暮しを支える連携力の高い専門職育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組では、地域住民の暮しの課題を多職種の連携により発見・解決できる人材育成（連携力の高

い専門職育成）を目指し、Ⅰ.彩の国大学連携科目の共同開発・共同開講において 4 大学が連携した

専門職連携教育（IPE）プログラム構築を進め、Ⅱ. 彩の国大学連携による教育システム構築におい

て共同開発・共同開講実現に向けた運営や教育能力開発、学生学習支援、広報活動などに努めてきた。 

Ⅰ.彩の国大学連携科目の共同開発・共同開講 

4 大学が連携して行う IPE の共通理解と共同開講方法について議論を重ね、埼玉県立大学で IPE プ

ログラムとして実施している①ヒューマンケア論、②ヒューマンケア体験実習、③IPW 論、④IPW 演

習、⑤IPW 実習の 5 科目を“彩の国連携科目”として 4 大学の IPE プログラムに位置付けることで共

通理解を得た。これらの科目については補助期間 4年間で試行事業を繰り返し、共同開講方法と学生

に教授する具体的な IPE 内容・方法について検討した。その結果、彩の国大学連携科目の共同開講方

法について、（1）4 大学の学生が同じ場で共に学ぶ 4 大学教員協働による共同開講の形態（④IPW 演

習、⑤IPW 実習）、（2）各大学の学生に対して 4大学教員協働による共同開講の形態（主に②ヒューマ

ンケア体験実習、③IPW 論）、（3）4大学教員の IPE 教育目標に関する共通理解のもと、共通教材を使

用し、各大学の学生に対して各大学の教員が授業を行う共同開講（主に①ヒューマンケア論、③IPW

論）の形態の 3種類が現実的である

ことを共通理解できた。また、彩の

国連携科目の共通する教育内容を

抽出して共通教育教材（DVD、授業

資料等）を作成すると同時に、彩の

国連携科目を各大学既存科目（また

は新設科目）に段階的に位置づけて

正規授業内で試行することで、補助

期間終了後の継続的な共同開講の

実施整備がなされてきた。さらに、

当初の計画にはなかったものの、地

域基盤型 IPW に求められる行動特

性（コンピテンシー）を作成し、IPE

学生評価に活用するルーブリック

の作成を進めている。 

Ⅱ. 彩の国大学連携による教育システム構築 

 各大学の運営メンバーを選出し、共同会議（月 1 回）やワーキング会議（年 3～5 回）にて、共同

開発・共同開講実現に向けた運営に取り組んできた。“彩の国連携科目”の教育の質を保証するため

に、IPE に携わる教員・現場専門職（ステークホルダー）を対象とした IPE/IPW 教育研修・講習会・

意見交換会等の実施や④IPW演習や⑤IPW実習のためのファシリテータガイド作成に取り組んできた。

また、外部講師を招いた連携教育に関する講演会や活動報告会の開催（計 7回）において、教育及び

研究上の人材交流と教職員の能力開発に取組んできた。さらに、教育効果検証として、IPW 実習の学

生自己評価（計 4回）、卒業生への IPW 実習効果に関する調査（計 3回）、ステークホルダーへの連携

ニーズ調査（計 1回）を実施し、教育の質保証とともに実践現場の連携ニーズを把握し、学部教育に

反映させる体制作りも実践してきた。学生の学習支援では、自由な雰囲気の中で相互に学び合うアク

ティブラーニングを取り入れた。広報活動ではホームページ作成・更新、ニュースレター発刊（年 3

～4回）、学会等での依頼講演・依頼シンポジウム・演題発表（平成 27 年度 15 件）に取り組んできた。 
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（代表校名：京都府立大学、取組名称：時代が求める新たな教養教育の京都三大学共同（モデル）推進事業） 
 

 

 

進捗状況の概要 

（「教養教育共同化施設」の建設による学生交流の促進 －設置形態を超えた教養教育共同化－） 

・事業採択年度の平成２４年１０月、三大学の教職員で構成する「京都三大学教養教育研究・推進機

構」を設置。共同化に向けた具体的な協議・検討を進め、平成２６年度前期から全国初となる共同化

授業をスタートさせた。同時に、機構に「リベラルアーツセンター」と「教育ＩＲセンター」を設け、

教養教育科目の改善・充実と質保証システムの構築を進めてきた。 

・平成２６年夏、共同化の取組支援として、ステークホルダーである京都府が教養教育共同化施設「稲

盛記念会館」（総工費約２８億円）を建設。このことで、２６年度前期には三大学分散していた授業

が、後期からは共同化施設での実施が可能となり、三大学学生の交流が一気に進んだ。 

（「単位互換」から「共同化」への連携進化 －正規科目選択幅の大幅拡大－） 

・共同化に当たり三大学で学年暦を統一し、大学間移動などを考慮して、月曜午後に集中しての授業

とし、初年度（２６年度）は、人文系、社会系、自然系をバランスよく配置した６８科目でスタート。

２７・２８年度は７４科目に拡大させた。 

・全国初の取組となる共同化は、単位互換とは異なり、各大学が提供する科目を相互に自大学の科目

として取扱うこととなる。この結果、学生の科目選択幅は各大学で約２～５倍と大幅に広がった。 

（主体的な学びを促す教養科目の開講・拡充 －ゼミナール・京都学・高度教養教育科目の体系化－） 

①少人数での討論等を中心とした「リベラルアーツ・ゼミナール」の開講（㉖７科目、㉗・㉘９科目） 

②京都という地の地域的、歴史的、文化的特色を活かし、三大学にまたがる学問分野の広さと各大学

の専門性の強みを発揮した多様な「京都学」を開講（㉖１０科目、㉗・㉘１２科目） 

③平成２７年度からは、３回生以上を対象とした２科目（「時間生物学特論」「英語で京都」）や２回

生以上を対象のゼミナール科目（「経営哲学」）といった上回生対象の高度教養教育科目や、フィール

ドワークを取り入れた科目「意外と知らない植物の世界」を開講 

（学生主体の課外活動を支援 －三大学の学生によるシンポジウム・夏季宿泊研修の実施－） 

・教養教育共同化により課外での学生主体の取組が芽生え、２７年度に学生によるシンポジウム「人・

サル・植物の関係から知の源流と未来を探る」を実施。本年４月には、学生による新入生歓迎講演会

が開催されるとともに、夏休みには、京都府中丹地域で宿泊研修が計画されている。 

（共同化授業受講者数及び学生交流率の増に向けた取組） 

・マスプロ授業を避け最大 200 人規模を原則とし、科目ごと大学ごとに定員設定の上、すべての科目

において異分野の学生が混在し協同して学べる環境を整えた。 

・これまでの三大学間の単位互換だけでは 300 人程度にとどまっていた履修者数が、教養教育共同化

により、初年度（２６年度）前・後期計で 5,896 人、２７年度計は 6,637 人に増加。直近の２８年度

前期は、履修者が 4,494 人、科目提供大学以外の大学の履修者数を当該科目全履修者数で割った交流

率は 42.6％となり、いずれも前年度前期に比べ数値を伸ばした。 

（「三大学教養教育運営協議会」による外部評価体制の構築 －大学コンソーシアム京都と連携－） 

・平成２４年１０月、有識者を構成員とする「三大学教養教育運営協議会」を設置。大学コンソーシ

アム京都理事長を座長に、毎年、協議会を開催し、評価を受ける体制を構築している。  

（「北山文化環境ゾーン」立地施設と連携した教養教育の推進） 

・京都府は現在、教養教育共同化施設をはじめ、府立大学、府立京都学・歴彩館、府立植物園等が集

積する北山地域を、多様な交流により世界に発信する街「北山文化環境ゾーン」として整備中。これ

まで以上に立地施設との連携による教養教育の充実等、多様で幅広い交流が期待されている。 

（時代が求める新たな教養教育「京都モデル」の発信） 

・本年１１月、「三大学教養教育共同化フォーラム（仮称）」を開催し、「京都モデル」ともいうべき

これからの教養教育のあり方の一つの指針を示し、発信することとしている。 
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（代表校名：北九州市立大学、取組名称：まちなかＥＳＤセンターを核とした実践的人材育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

１ 地域実践活動「まなびとプロジェクト」 

広範なテーマを対象とするＥＳＤを推進するため、環境・福祉・国際社会・食育等、様々な分野

における連携大学の強みを活かしたプロジェクトを実施してきた。開所以来、行政やＮＰＯ等から

多数の協働依頼がきており、その数は、平成 25 年度は 23、平成 26 年度は 29、平成 27 年度は 25

と、当初目標としていた 15 を大きく上回っている。今までに約 600 人の学生とセンター及び連携

校の教員が、地域の人々の協力のもと、実践教育を通じた課題発見能力・解決能力、高度な協働的

コミュニケーション能力の向上に取り組んできた。 

２ 学生対象・単位互換講座「まなびと講座」 

連携大学の専門分野を集結してＥＳＤの知識や必要性を学ぶ「まなびと講座」を開催している。

平成 25 年度は 21 講座を開講した。平成 26 年度は、連携大学学長による「授業の相互実施及び単

位互換に関する包括協定」のもと、4 校において履修者に対する単位認定化を開始し（前期・後期

各 2 単位、90 分×15 回)、前期は 3 校において 53 人の学生が、後期は 4 校において 112 人の学生

が講座を履修しそのうち 49 名、77 名が単位を取得した。その後平成 27 年度には 6校へと拡大し、

全ての大学から学生が参加した。前期は 92 人の学生が、後期は 110 人の学生が講座を履修しその

うち 74 名、75 名が単位を取得するなど、履修者の増加につながった。これにより、より多くの学

生に対し、ＥＳＤへの理解・必要性を伝えることができた。また、各大学の教員や学生等多くの人

が考えを共有し議論を深めることにつながり、大学間連携の強化を図ることができた。 

３ 市民対象講座「まなびとセミナー」 

学生及び市民を対象に、「誰もが先生になり誰もが学生になれる相互学習による生涯教育」で地

域について考える「まなびとセミナー」を実施している。平成 25 年度の参加者は 226 名（10 回開

催）だったが、平成 26 年度は、企画内容及び広報を充実させた結果、参加者は 1,041 名（42 回開

催）と大幅に伸びた。平成 27 年度は、評価委員会の意見を反映し、まなびとプロジェクト「ｉｄ

ｅａ＋」や地元の「Ｗｅ Ｌｏｖｅ 小倉協議会」との共催プロジェクトなど様々な講座を開催し、

参加者は 987 名（63 回開催）となった。当初から地域住民に対しＥＳＤに資する様々な講座を提供

し、地元のＮＰＯや、行政をはじめ、ＩＴ、商店街等多様な分野から多くの講師を招聘し、地域と

の連携を図ることができた。 

４ 認証制度「まなびとマイスター制度（北九州ＥＳＤ実践人財育成・認定事業）」 

  平成 26 年度 4 月に、ＥＳＤに関する一定の知識と実践経験を積んだ学生に称号を付与する認証

制度「まなびとマイスター制度」を施行し、ＥＳＤに関する講座を受講し、半年間の実践経験を積

んだ受講生に「まなびとリーダー」を、専門的知識と長期間の実践経験を持つ市民、学生に「まな

びとマイスター」の称号を付与してきた。プロジェクトに参加している大多数の学生が「まなびと

リーダー」に申し込む等、本事業参加へのモチベーションの向上につながっている。これまで「ま

なびとリーダー」として、平成 26 年度については、前期 32 名、後期 8 名の計 40 名が認定され、

平成 27 年度については、前期 12 名、後期 1名の計 13 名が認定された。また、平成 28 年 2 月には、

2 名の学生が初の「まなびとマイスター」に認定された。今後は、「まなびとリーダー」「まなびと

マイスター」のキャリアパス的価値を創出し、企業や行政機関を含め、どのような場面で活躍でき

るのか等についてステークホルダーと協働し検討していきたい。 
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 （代表校名：九州歯科大学、取組名称：地域連携による「ものづくり」継承支援人材育成協働プロジェクト） 
 

 

進捗状況の概要 

 本プロジェクトでは図 1のように九州歯科大学を代表校として、医療分野、工学・技術分野の各連

携校（産業医科大学、北九州市立大学、九州工業大学）、ステークホルダー（福岡県、北九州市、北

九州商工会議所）との連携・協働教育体制を構築して、北九州地域における健康増進の視点に立った

就業高齢者支援の拠点化のために、地域のニーズに合った学際的職業人を育成することを目的とした

活動を、平成 24～27 年度に展開してきた。 

具体的には、以下の項目を重点課題とし

て取り上げ、活動を行ってきた。 

・ 単位互換協定締結による連携講義の

実施 

・ 大学院教育の質の保証と向上 

・ 国際シンポジウム等を通した発表機

会の提供 

・ 市民公開講座を通じた住民との対話 

また、設置形態の異なる 4大学による単

位互換制度は日本初の試みであり、4大学

学長会議において本事業終了後の継続が決定したため、継続的に人材を輩出していく予定である。 

平成 24 年度に協働教育プログラムの立案、本事業の運営等を行う「北九州地区大学連携教育研究

センター」を設置し、4 大学の代表者を構成員とした担当者会議での意見を踏まえ、活動してきた。

あわせて、本事業の運営の方向性を多面的に検証する組織として、4 大学及びステークホルダーで構

成する運営協議会を設置し、担当者会議とあわせて 4回の会議を行った。 

平成 25 年度は 4大学の学生を対象に各領域の専門家が講演を行う特別講演会を 10 回開催し、総計

107 名の大学院生が受講した。また、学生のさらなる学際的視野の高度化、連携教育の円滑化のため、

4大学の大学院における単位互換協定を締結した。さらに、外部より多面的な意見をいただくために、

工学系、歯学系、医学系、産業界及び教育界の委員からなる外部評価委員会を設置した。 

平成 26 年度は特別講演会とともに、各大学の特色を活かした大学間連携科目 10 科目を開講し、2

年間で累計 534 名の学生が受講した。大学間連携科目では、外部評価委員会での意見を踏まえ、平成

26 年度から複数科目において同時配信型の双方向遠隔講義、短期集中型講義を実施している。また、

能動的な学習を推進する観点から、一部の大学間連携科目に PBL 形式を導入した。受講後の意識変化、

行動変容等について学生に行った調査では、両年度ともに 8割の学生が視野の拡大につながった旨を

回答しており、学際教育に関する一定の効果が確認できたと考える。 

平成 27 年度には、教育内容の更なる充実を図るために、教材として、北九州地区の現状と単位互

換科目における基礎知識をまとめた共通テキストブック及び学習成果の確認のためのポートフォリ

オを作成し、4 大学の学生に配布した。学生はこの教材を用いて自学自習した内容をレポートとして

提出し、教員が評価することで学習の質を担保する予定である。さらに、平成 27 年度は学習成果を

確認する観点から、4 大学共催の国際シンポジウムにおいて英語による学生の研究発表と教員による

評価を行い、評価結果を学習の質保証に活用した。大学院の修了要件である学位審査についても 4大

学間で検討を行い、共同審査を実施するという方向性で意見が一致した。また、平成 26 年度及び 27

年度に行った受講者の職業選択等に関する調査では、工学系学生におけるヘルスケア関連企業へのイ

ンターンシップ選択率が高く、就職先に北九州市の企業を選択する割合が高い等、興味深い傾向が見

られた。さらには、本事業では活動内容や成果を広く北九州市民に還元する観点から平成 26 年度及

び 27 年度に市民公開シンポジウム等を行った。 

平成 27 年度以降は、中間評価結果を踏まえ、4大学の連携を強化し、積極的に改善・充実を図った。 
 
 

図 1 
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（代表校名：京都産業大学、取組名称：産学公連携によるグローカル人材の育成と地域資格制度の開発） 
 

 

 

進捗状況の概要 

採択年度以降、下記の取り組みを行ってきた。なお、申請時点では仮の資格名称として「グローカ

ル人材能力」資格と記載していたが、正式名称を「グローカルプロジェクトマネジャー」（以下、「GPM」）

と決定した。 

○経済団体・行政等との関係構築 

NPO 法人グローカル人材開発センター（以下、「グローカルセンター」）は本事業の中核支援組織で、

GPM プログラムにおける PBL 科目等のコーディネートや資格発行、また、資格プログラム以外では授

業におけるアクティブラーニング化やゼミ活動の支援を担う。採択年度に発足して以来、経済界や行

政と連携しながら連携校の授業や FD、成果報告会などにおいて、運営支援や講師の調整などを行って

きた。 

グローカルセンターは、京都経済 4団体の事務局長クラスと連携 5大学の教員が理事となり、府・

市とも連携しながら京都全体の企業と学生連携プロジェクトを推進している。本事業における正課科

目のコーディネートは H27 年度までに 21 例となり、その他にも課外活動としてプロジェクトに関わ

る学生支援も担い、H25 年度にはグローカルセンターにて述べ 175 人の学生が 23 の企業プロジェクト

に参加した。H25～H27 年度までの 3年間では述べ 800 名超、100 プロジェクト以上にまで伸びている

ことからも、企業の将来を支える人材を育成する全国的にも例のない組織だと言える。 

○資格プログラム設計の検討～運用 

幹事会を中心に各種会議でプログラム設計について検討を重ね、併せて先進的なシステムや取り組

みがある国内外の地域で大学や行政機関等へのヒアリングを実施し、本事業の参照軸とした。H26 年

度は連携校全体の意見を取り入れながら、代表校とグローカルセンターが中心となって PBL のルーブ

リック開発と GPM ガイドライン（運用マニュアル）を策定し、資格のプログラム設計を完成させた。

H27 年度から各大学で資格プログラムを正式に開始・運用する中でガイドラインの改良も進めている。 

○質保証システムの構築 

本事業の質保証について、委託先の地域公共人材開発機構（COLPU）が認証機関として研究会を開

催し、EQF（欧州資格枠組み）を参照しながら学習アウトカムや質保証の仕組みについて検討を重ね

た。H27 年度の正式運用の開始に伴い、GPM を構成する各大学の基本科目および仕上げ科目である PBL

について、COLPU の質保証を受審しいずれも「適切である」との結果が得られた。 

○成果報告会・フォーラム 

H25 年度より、年度半ばに中間報告会、年度末に「グローカル人材フォーラム」を連携校全体で開

催することとし、毎年連携校の学生による取り組み報告やパネルディスカッション、企業と学生の意

見交換の場であるトークセッションなどを行った。H27 年度はフォーラムだけに絞り、学生発表にア

ワードを設けて熟議型・社会開放型で取り組みを評価する試みを取り入れた。フォーラムには多くの

企業トップを含め各界からの参加者が年々増加している。 

○ゼミ・専門科目等の実践化 

代表校および連携校において、企業連携の導入を目指した既存科目の見直しや、ゼミの見直しを行

った。ゼミを母体とした学生有志の活動も活用しつつ、実質的な企業連携プロジェクトへの参加を進

めた。 

○FD の実施 

H24 年度以降、教職員の意識改革のため各大学で FD セミナー等を開催し、H27 年度は連携校合同で

の FD シンポジウムも開催した。こうした FD への参加およびグローカルセンターへのヒアリングは全

国から相次ぎ、視察に来た大学は 23 校、自治体は 6 団体(静岡、沖縄、大阪、青森、北海道、千葉)

に及ぶ。 
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（代表校名：龍谷大学、取組名称：地域資格制度による組織的な大学地域連携の構築と教育の現代化） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組の趣旨・目的は、地域資格制度を通じて大学と地域社会との組織的な連携の恒久的な仕組み

を確立し、大学教育の本体部分に地域社会との連携を埋め込んでいくことにより、教育の現代化を図

ることである。このことによって、地域社会の公共的課題に応えることのできる人材＝「地域公共人

材」を社会に輩出し、社会の要請に応える教育を実装化することができる。 

これまでの取り組み期間において、①大学地域連携による課題解決型アクティブラーニングをコア

カリキュラムとして含む地域公共人材育成のための教育プログラムの開発、②地域資格制度（地域公

共政策士並びに初級地域公共政策士）に基づく教育プログラムの体系化と認証制度の確立、③学習ア

ウトカムにもとづく地域資格制度とすることによる教育の質保証システムの確立、以上 3点を実現す

ることができた。 

課題解決型アクティブラーニングを正課科目として位置づけるカリキュラム改革を連携各大学が

実施した。各連携大学において初級地域公共政策士資格はカリキュラムに組み込まれており、この点

の取組の実施体制・継続発展についての継続性を確保することができた。 

平成 27 年度からは、中間評価での指摘を踏まえて、本取組の共同教育部分の充実展開を果たすた

めに、次の 2つの方向性を確認した。①アクティブラーニングの現場を開拓し、本取組において共同

活用すること、②資格教育プログラムのモジュール化を検討し、各連携大学の資格教育プログラムに

おいてモジュール単位での単位互換を実現することである。アクティブラーニングに各連携大学取り

組む中で、正課・課外に関わらず、地域社会にコミットするような学生・大学院生の学びの効果が、

地域社会、学生、大学教員のそれぞれから認識されるようになった。その結果として、①の方針につ

いては、地域社会側からの支援を伴った、具体的な大学地域連携の取組が広がりはじめた。 

京都府北部地域では本取組の一環として、京都北部地域・大学連携機構に部会を設けて、仮想的キ

ャンパスという構想の下、大学生が学ぶフィールドを北部地域で展開するとともに、地域のニーズに

応えるような大学地域連携事業について検討をしてきた。その第 1弾として、京丹後市が「夢まちづ

くり大学」と名打って、平成 27 年度より大学生・大学院生が地元でアクティブラーニングを実施す

るための移動手段や宿泊施設の提供に予算をつけて支援を開始した。北部地域の自治体や企業から事

業協力と一部費用負担を得て、「いなか留学」「ローカルインターンシップ」が実施されるようになっ

た。 

連携団体である京都府は、平成 27 年度の補正予算で「１まち 1 キャンパス」事業を採択し、大学

が基礎自治体と連携して、学生のアクティブラーニングを促進する施策を開始した。本取組でも連携

大学が京都府や自治体と話し合いを重ね、同事業に複数大学が連携して複数地域での事業申請をして

いる。 

大学発のアクティブラーニングに刺激され、こうした地域社会発のアクティブラーニングが開始さ

れたのが平成 27 年度であった。共同教育部分の充実展開の②の方針とも関わって、地域社会発のア

クティブラーニングについても、地域資格制度と連動させ、各大学が資格教育プログラムの一部とし

て用いることができるように、認証機関（地域公共人材開発機構）とともに認証基準に関する研究を

平成 27 年度から開始している。また、大学コンソーシアム京都の単位互換制度とキャンパスプラザ

推奨科目の制度を活用して、北部地域での地域社会発のアクティブラーニングを組み込んだ正課科目

を各連携大学と協力して開講することが決定され、平成 28 年度より第 1弾を実施している。 

平成 28 年度からは、②の方針に従って、アクティブラーニングだけでなく、座学も含めた資格教

育プログラムをモジュール化することで、複数大学の複数モジュールを組み合わせて、地域社会のニ

ーズと学生のニーズに応じた新たな初級地域公共政策士資格教育プログラムを共同運営できるよう

に検討を進める。 
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（代表校名：明石工業高等専門学校、取組名称：近畿地区 7 高専連携による防災技能を有した技術者教育の構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 近畿地区 7高専すべてにおいて「防災リテラシー」に係わる科目の講義を実施している。各高専の

地域性を考慮した授業を行い、直接授業や e-learning、反転授業など、専門の教員数や高専の特徴に

あった形式で講義を展開している。平成 27 年度末には、本事業が開始されてからの「防災リテラシ

ー」修了者が 1900 名を超えた。明石高専主体で実施してきた本授業は、平成 26 年度より日本防災士

機構の機関認定を受けており、授業を修了した学生には防災士の受験資格が与えられる。これまでに

336 名が防災士試験に合格した。座学以外にもクロスロードゲームや、まち歩きをしてつくる防災マ

ップづくりなどの演習系の授業も取り入れており、学生の能動的な学習を促している。「防災リテラ

シー」の教材は、授業を担当する特命教員 2名が中心となり作成したオリジナルテキストを使用して

きた。平成 28 年 3 月には、オリジナルテキストを元に、防災リテラシー科目の教科書を出版した。 

講義とは別に、地元消防局の協力を得ながら救急救命講習も行っており、平成 27 年度は明石高専

170 名、神戸高専 240 名の 1 年生全員が救急救命講習を修了した。その他の高専でも、希望者が救急

救命講習を受講しており、高専生の災害時の対応力を高めている。各高専の取組として、明石高専で

は、緊急時災害無線講習を毎年実施している。災害時には電話回線の輻輳により満足な通話ができな

いため、アマチュア無線の活用が期待できることもあり、アマチュア無線 3級にはこれまでに学生・

教員合わせて 50 名以上が合格している。「人とのつながり」再生プロジェクトでは、明石高専近郊の

5 つの自治会で合同避難訓練を実施し、防災ワークショップ、防災トークカフェを開催した。また、

舞鶴高専では、これまで地震・津波災害を学ぶ液状化再現装置、津波再現装置、小型斜面崩壊再現装

置など、防災教材を開発してきた。奈良高専は、電気・電子情報系における ICT の応用として防災に

関わる課題解決型学習を実施しており、多分野にわたり防災教育が波及している。和歌山高専は平成

25 年度に和歌山高専大地震対応マニュアルを作成し、学生の防災意識の啓発などに努めており、この

取組は他の高専にも波及している。大阪府立大学高専は平成 25 年度から日本気象予報士会近畿支部

理事の難波良彰氏による気象に関連する防災教育および技術者教育について防災講演会を開催してい

る。これまでにのべ1100 名が受講完了しており、講演会はDVD に収録して近畿7高専内で教材として使

用できるようにしている。神戸市立高専は、1 年から 3 年の特別授業として「防災・減災入門」を位

置づけることで、学年間の垣根を取り払い、運用に柔軟性を持たせている。さらに、高学年ではエン

ジニアリングデザイン演習のテーマを防災として、異専攻混合グループが課題に取組んでいる。近大

高専はステークホルダーである名張市と合同で、毎年防災に関する講演会を実施しており、学生と市

民が連携して防災技能の向上に努めている。 

 平成 24 年度より毎年開催している近畿地区 7高専連携によるシンポジウムでは、防災教育報告会、

防災講演会、ならびに学生による成果発表会を実施している。これは、各高専の情報交換の場として

だけでなく、学生の成果発表の場を提供し、防災教育について広く知る機会をつくるためである。災

害時に役立つ乗り物コンテストでは、審査員による評価を受けることによって、学生たちは社会から

の客観的な意見を知る機会となり、さらなる飛躍の場となっている。また、年度末毎に、ステークホ

ルダーである地方自治体および兵庫工業会、近隣住民に対して本連携取組の活動報告・意見交換の場

として有識者懇談会を開催している。これは、多様な視点から評価を受けることで、事業の発展につ

ながっている。  

 その他、本校の様々な取組について本校のホームページでは 91 件以上活動報告を掲載し、TV 局、

ラジオ、新聞等の報道機関には、本事業の成果が 30 件以上掲載された。 

本事業の展開は、学内に留まらず、防災意識の向上や地域における防災活動の推進につながってい

る。平成 27 年度からは有志の学生による防災活動を行うグループが立ち上がり、本事業にて学んだ

知識と経験を地域で活かす活動が始まり、各種メディアから取り上げられている。 
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（代表校名：鹿児島工業高等専門学校、取組名称：高専・企業・アジア連携による実践的・創造的技術者の養成） 
 

 

ＭＯＵ締結実績
締結年度 相手先教育機関

カセサート大学（タイ）
キングモンクット工科大学北バンコク校（タイ）
ペトロナス工科大学法人（マレーシア）
ガジャマダ大学（インドネシア）
ガジャマダ大学専門学校（インドネシア）
ハノイ大学（ベトナム）
厦門理工学院（中国）
モンゴル科学技術大学（モンゴル）

平成２７年度 キングモンクット工科大学トンブリ校（タイ）

平成２５年度

平成２６年度

プログラム数推移
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

学生交流 0 5 7 13
インターンシップ 0 2 6 12
プログラム参加者数推移

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
学生交流 0 60 61 149
インターンシップ 0 7 15 26

 

進捗状況の概要 

本事業開始以降、積極的にア

ジア諸国の教育機関とＭＯＵを

締結している。右表に示す本事

業でＭＯＵ締結した教育機関に

加え、高専機構でＭＯＵを締結

しているキングモンクット工科

大学ラカバン校（タイ）やシン

ガポールのポリテクニックと協

定し、様々な学生交流を行って

いる。また、海外インターンシ

ップについても、九経連と協働

することで、受入企業を拡大し

た。さらに、異文化理解のため

の授業や、九経連の会員企業か

ら講師を招聘した企業講演会を

平成２５年度から毎年開催し、高専間連携教育支援システムを利用して９高専で視聴できるようにし

ている。異文化を理解し、また海外の現場で活躍している方の話を聞くことで、学生が抱いている海

外に対する恐怖心をなくし、プログラム参加への動機付けが行われている。 

平成２６年度は、本事業最大の交流先であるタイの政情不安により、学生交流２プログラムとイン

ターンシップ１プログラムの中止を余儀なくされたが、それでも参加学生数は増加の一途をたどって

いる。プログラムに参加した学生を対象としたアンケート調査では、８０％以上の学生が英語学習に

おいてのモチベーションが向上したと回答しており、また、異文化に対する理解が深まったことによ

り、半数以上の学生が海外で就業することに対して興味を持ったと回答している。 

１ヶ月以上の長期インターンシップを可能とする仕組みとして、沖縄高専で先行してカリキュラム

の変更を行っており、今後、他の８高専へ波及し、専攻科生がインターンシップの経験ができる機会

を増加させていく。 

これらの取組の成果は、TOEIC-IP のスコアとして現出している。本事業を通じ海外渡航をした学生

のプログラム参加前と終了後１年以内のスコア分布を下図に示す。平均して５０点以上の向上が見ら

れ、特に低スコアだった学生が大きくスコアアップしている。これにより、海外渡航を経験したこと

で、自発的な英語学習への意欲が増し、英語力が向上していることが伺える。 
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（代表校名：北海道大学、取組名称：教学評価（ＩＲネットワーク）による学士課程教育の質保証） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 学生の自己評価を中心とした 100 問以上の質問項目にわたる学生調査の実施によるデータの蓄積、

そのデータを活用した教学評価体制の構築、学士課程教育の質保証システムの創出、教学支援組織の

育成を目指し取組を展開してきた。 

過去 4回実施された一年生および上級生学生調査については、準備期間の都合で全大学が参加でき

なかった第 1回目の調査を除き、全連携校 8大学が参加している。過去 3回の調査における調査規模

は、選定時目標の 8 千人を 2 倍以上上回り、2 万人規模となっている。データは、代表校である北海

道大学に集められ集計したうえで、報告書、または web ページ上に公開してきた。これにより、連携

大学のみならず全国の高等教育機関において次のことが可能になった。①連携する 8大学全体の分析

結果をベンチマークとして相互比較を行い、自大学の強みと弱みを明らかにすることができる。②継

続的な調査結果から、経年変化が得られる。③公表された集計値を使用し、個別の大学間で比較を行

うことができる（個別の集計値の公表は、北海道大学とお茶の水女子大学のみ）。各連携校において

は、それぞれの計画目標に合わせてデータ分析を行い、ニュースレター、会議資料、IR 担当者と各学

部の担当者との面談資料等として加工され、教職員へ周知している。また、学内の FD、SD 等の研修

会の資料として用いるなどして、情報の共有を図っている。さらに、各学部の担当者へのフィードバ

ックを行い、授業改善、カリキュラム改革を見据えた議論へと発展している連携校も存在している。

大学執行部へ向けても様々な形で報告されており、教育プログラムや質保証システムの改善のための

資料として役立てられている。そのフィードバック過程については、各連携校で試行錯誤している部

分があったが、取組後半において、IR 担当部署の新設などによりその体制が整いつつあり、連携大学

間で随時情報共有が行われるようになった。さらにその内容をシンポジウムやセミナー、依頼公演、

Web ページなどを通じ、公表している。 

蓄積が進んでいる各大学の学生調査データは、本取組の連携機関である大学 IR コンソーシアムに

より、データベース化されている。このデータベースは、学生調査結果に加えて、大学基本情報、GPA

などの学生環境データを格納している。データを相互比較する機能も備えており、連携校も各種デー

タをアップロードし、各校で多様なデータの比較が可能となっている。当初は大学間の比較を行うこ

ととしていたが、連携校はもとより、多くの大学からの要望により 2014 年データ登録時から学部間

比較の機能がデータベースに発展的に導入された。これにより、学部教育における教育プログラムや

質保証システムの改善にも対応できる基盤が整った。 

卒業生調査については、1 年目にステークホルダーと共同で設問項目を設計し、2 年目より 2 校で

調査を開始した。昨年度 4年目の調査では実施校を 5校まで拡大した。教育の改善において、卒業生

の意見は貴重であり、本取組の基盤となっている学生調査と本卒業生調査を組み合わせた分析結果は

特に各学部の教育改善に有益な情報となっている。ステークホルダーとの意見交換においては、これ

までの結果を踏まえて、特に女性が一度離職する影響や転職の影響を加味した分析を行うべきと具体

的な分析軸の提案が挙がっており、今後の分析に取り入れる予定である。 

英語力調査においては、グローバル・モジュール（英語のスキル別到達度レベル指標）の精度向上

のため、各連携校の英語標準テストデータ、学生調査の英語力自己評価回答結果を精査している。学

生調査における英語力の自己評価と標準テストとの能力の差異がある程度存在すること、大学による

差異、スキル別の差異なども見えており、グローバル・モジュール策定に向けて調整すべき視点が明

らかになっている。また、このような評価方法は、数学や物理など他の科目の評価の見本になるとの

指摘が外部評価委員会であり、新しい試みとして注目されている。 

以上、取組は計画通り進んでいると自己評価している。 
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（代表校名：東京大学、取組名称：グローバル社会を担う次世代型獣医学系大学教育機構の構築） 
 

  

 

進捗状況の概要 

【平成 24 年度】・連携大学の実行委員で構成される合同委員会を設置して合同委員会を開催（計 4 回）

し、各大学のカリキュラムの分析や、学生、教員の移動を伴う講義実習を企画した。各大学に学内実

行委員会（総計 19 回開催）を、また分担毎にワーキンググループを設置して細かな協議をした。 
・ICT 企業と協議し、教材をタブレット PC で検索・閲覧できるシステムの共同開発を開始した。電

子書店サイト上で、コアカリ教科書の電子版配信が決まった。全学生にオンラインアンケート調査を

行い、IT 利用環境およびリテラシー状況を調査した。 
・バーチャルセンターである教育資源管理運営センター開設に向けて、教育コンテンツ配信に必要な

システムを設置し、オンデマンドビデオ講義（計 3）を配信した。 
・スキルラボ実施に向けて実習機材を購入し、感染症診断スキルラボ（東大）、産業動物スキルラボ

（麻布大）、感染症診断スキルラボ（日大）、獣医療面接実習（日獣大）を行った（総計 55 人参加）。 
 
【平成 25 年度】・合同会議（計 3 回）および大学毎に学内委員会（総計 21 回）を開催し、平成 25 年

度および 26 年度の事業について協議した。 
・本事業の HP を開設し、連携大学専用のセキュリティサーバー（Samepage）を設けて、教育コンテ

ンツを格納し、全教員の ID を準備し配布した。コアカリ教科書は新たに 7 冊が配信された。 
・基本的症例標本をバーチャル化し（バーチャルスライド）、アップロードすることで（計 56 枚）、

Samepage からの閲覧が可能になった（トライアル版の利用開始）。オンデマンドビデ講義（計 19）、
臨床教育に必要な画像アトラス、獣医コミュニケーション学ビデオ教材を、Samepage で配信した。 
・小動物臨床スキルラボ（東大）、感染症診断スキルラボ（東大）、産業動物スキルラボ・牛編（麻布

大）、同・豚編（麻布大）、感染症診断スキルラボ（日大）、小動物臨床スキルラボ（日大）、獣医療面

接スキルラボ（日獣大）を行った（総計 96 人参加）。実習後にアンケートをとり、改善点を確認した。 
また、東大客員教員による「英語で学ぶ薬理学」を企画、開催した（計 5 回開催、10 人参加）。 
 
【平成 26 年度】・合同委員会（計 2 回）および大学毎の学内委員会（総計 13 回）を開催し、平成 26
年度および 27 年度の事業執行について協議した。 
・各ステークホルダーと協議を重ね、本事業への要請の把握と課題の共有を図った。 
・バーチャルスライド標本を新たに 80 枚アップロードした。コアカリ教科書 10 冊が配信された。iPAD
を用いた双方向実習、教育資源管理センターを利用した授業、実習が行われた。 
・小動物臨床スキルラボ（東大）、産業動物スキルラボ（東大）、感染症診断スキルラボ（東大）、産

業動物スキルラボ・鶏編（麻布大）、同・馬編（麻布大）、同・豚編（麻布大）、小動物歯科スキルラ

ボ（麻布大）、小動物臨床スキルラボ/内視鏡（日大）、感染症診断スキルラボ（日大）、獣医療面接実

習（日獣大）（総計 104 人参加）を行い、実習後のアンケートから、改善点を確認した。 
・自己点検評価および、外部評価を実施した。 
 
【平成 27 年度】・合同委員会（計 2 回）および大学毎の学内委員会（総計 14 回）を開催し、平成 27
年度および 28 年度の事業執行について協議した。 
・ステークホルダーからの講師による講義を行い、一部オンデマンドビデオ教材とした。 
・バーチャルスライド標本 60 枚をアップロードした。サーバーシステムを Samepage から Moodle へ

移行し、新たなシステムを用いた双方向講義や実習を行った。既存の教材コンテンツをバージョンア

ップし、内容を充実させた。ビデオ教材（計 7）をアップロードした。 

・前年度までのアンケートを参考に、改善できる点を検討し、小動物臨床スキルラボ（東大）、産業

動物スキルラボ（東大）、感染症診断スキルラボ（東大）、産業動物スキルラボ・牛豚編（麻布大）、

同・馬編（麻布大）、同・鶏編（麻布大）、小動物歯科診療スキルラボ（麻布大）、感染症スキルラボ

（日大）、内視鏡スキルラボ（日大）、獣医療面接スキルラボ（日獣大）を行った（総計 115 人参加）。

実習後のアンケートから、更なる改善点を確認した。 
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（代表校名：東京医科歯科大学、取組名称：東京コンソーシアムを基盤とした大学院疾患予防科学コース設立） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本取組では、平成 21 年度のコンソーシアム設立時より行ってきた 4 大学（東京医科歯科大学、お茶

の水女子大学、学習院大学、北里大学）大学院における共通シラバスによる講義・演習や単位互換等

の修士課程および博士課程教育の高度化を発展的に推進するとともに、世界的な課題である「疾患予

防」の科学に関する博士課程コースを東京医科歯科大学とお茶の水女子大学に新設した。コース設置

においては、コンソーシアムの外部諮問委員（5 名）のアドバイス、本事業のステークホルダー（3

企業、6学協会）を含む企業人や研究機関の研究者（約 60 名）への直接ヒアリングや委員会への参画

等をもとにコース内容を立案し、4 大学で連携した指導体制、キャリア支援、学位審査等を含む総合

的な教育システムを開発した。本コースの講義では、4 大学の教員に加えてステークホルダーを含む

企業人や研究機関の約 40 名の研究者に非常勤講師として本取組に参画していただくことで、社会の

課題や大学院教育への要請を直接コースへと導入した。講義は少人数の討論形式で行い、また講義実

施時には、研究所・研究室訪問を実施する機会を積極的に設けることで学生の視野を広める機会を創

出した。広報に関しては、コース開講前にホームページとパンフレットを、それぞれ日本語と英語で

準備することで情報を発信し積極的に広報に努めた。また説明会の開催も国内外において定期的に実

施し、本取組の紹介と優秀な学生・留学生の獲得に向けて取り組んだ。本コースは平成 26 年に開講

し、初年度平成 26 年度は 4名（定員は 2校で若干名）、27 年度は 5名が入学しており概ね目標を達成

した。平成 27 年度は、本コースの設置校以外の北里大学の博士課程学生が、本コースの科目を履修

し単位を取得したことから、本取組の重要課題である国立大学と私立大学の連携の点で進展があっ

た。実際の講義では、コース所属以外の 4 大学の学生の受講を可能な限り受け入れることにより（3

〜5 名。対話型講義のため受講生上限をコース生と合わせて 10 名程度に設定）、一般学生への機会の

創出と同時にコースの普及・広報を図った。さらに、本取組の発展的展開として、平成 26 年 10 月に

は留学生向け国際大学院教育プログラム「Disease Prevention Global Leader Program」を開講し、

コース講義の英語化に加えて、日本人と留学生の合同企業研究所訪問（平成 26 年度 5 カ所、平成 27

年度 7カ所）等を実施することで、日本人と留学生がとともに学べる機会を創出する等、国際化教育

にも積極的に取り組んだ。 

一方、質の保証として、「疾患予防科学コース（領域）」で育成する人材、教育内容そして学位の基準

を明確にするために、疾患予防科学コースのアドッミッションポリシー、カリキュラムポリシー、デ

ィプローマポリシーを 4大学で検討し共有化を図った。これらのポリシーは 4大学共通シラバスに記

載するに留めず、ホームページにおいても積極的に公開することで学生のみならず内外への周知して

いる。講義とコースの質に関しては、講義ごとのアンケート調査と年度末のコース調査を実施し、こ

れらのアンケート結果を学生と講師で共有することで講義内容の質の向上に努めている。またこれら

の情報はホームページにおいても積極的に公開しており、本取組において実施した具体的な取組内容

や学生・講師の意見から寄せられた意見・感想・課題などに関しても広く情報公開することで、本取

組における教育改革の現状を広く社会へと情報発信した。本取組における「育成人材の評価指標」に

関しては、国内外で人材評価指標の確立を進めている機関とも連絡を取りながら、新たな評価指標の

検討を平成 27 年度から始めた。具体的には、英国で博士人材やポスドク・研究者に必要な能力を RDF

（Researcher Development Framework）プラナーとして大学へ提供している英国 VITAE や、国内で類

似の取り組みを実施している大学と連絡を取りながら評価指標の検討を進めた。学位審査に関しては

博士課程では、「疾患予防科学コース」も含め、コンソーシアムの共通ガイドラインに基づいた学位

論文指導と学位審査を行うことで、学位審査の透明性を確保している。また、4 大学連携教員リスト

を共有し、共同研究の推進に加えて、研究指導、課題研究の中間アドバイス制度（研究生活の中間で

研究のゴールと方向性を指導）における外部アドバイザーや学位審査の外部審査委員として他大学教

員が参画するシステムを構築している。 
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（代表校名：新潟大学、取組名称：連携機能を活用した歯学教育高度化プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 本取組の達成目標と具体的取組内容は以下の表の通りである。 

達成目標 具体的取組内容 

臨床能力を具備した歯科医師の育成 

① 優れた歯学教育教材の開発・提供・実践・改善 

② 問題発見・解決型学習の展開 

③ 特色ある教育の提供 

次代を担う歯学研究者の養成 
③ 特色ある教育の提供 

④ 学生の交流実習 

国際性と社会性の涵養 

② 問題発見・解決型学習の展開 

③ 特色ある教育の提供 

④ 学生の交流実習 

評価法と教育能力の開発 ⑤ 客観的評価方法の開発 

・PBL 教材として「PBL チュートリアル・ガイドブック」を、大学入学直後の学生に自主学習を導く

ためのテキストとして「スタディ・スキルズ」を刊行し、3 大学で共有すると共に、成果公開シンポ

ジウム等で配布した【①、②】。 

・歯学教育の特色の 1つである技能教育の充実に向け、患者の一口腔を再現し、治療体系を学ぶため

に作成した総合模型を、毎年 3大学 30 名計 90 名を対象にしたアンケート調査を基に、改良版病態顎

模型を完成させた。また病態顎模型に合わせた X線写真をはじめ、各種臨床データを集積し、実際の

患者のデータと病態顎模型の整合性の確保に取り組んでいる。また、現在、臨床実習終了時の技能評

価への応用の可能性を、共用試験実施評価機構とともに検討している【①、②】。 

・東北大学を中心として、管理する歯科シミュレーションソフトを完成させた【①】。 

・広島大学が主催するバイオデンタル実習の継続的な参加者アンケートにより、歯学教育で不足して

いるバイオメディカル・デンタルの実習書を完成させた【①】。 

・3大学がもつ教育資源の共有化、補完を目指して共同講義を開設し、平成 27 年度では「先端歯科医

療概論」（年間９コマ）として開講している【③】。またこれまでの講義は、デジタルコンテンツ化し

ている【①】。 

・当初、広島大学が主催する「バイオデンタル実習」のみであったが、平成 27 年度には新潟大学が

「先端歯科臨床実習」を開講し、平成 28 年度からは東北大学が「災害歯科医療学実地研修会」を開

講し、サマースクールとし、また 3大学以外の全国の歯学生にも開放することとなっている【④】。 

・JASSO の留学生交流支援制度の支援を受け、３大学協働で毎年 15 名の学生を海外に短期派遣してい

る。この際、海外留学に向け教材を 3大学で作成し、派遣前の教育に活用している。この教材は単独

大学での海外派遣の際でも用いられている【①、④】。 

・技能教育の評価は主観的評価になりがちであるので、ルーブリックを活用した客観的評価法を検討

し、病態顎模型を用いた卒業時の臨床能力試験（トライアル）に用いている。パフォーマンス評価に

加え、PBL チュートリアル評価にトリプル・ジャンプ評価の導入の可否を検討するため、新潟大学で

トライアル評価を行っている。これらは京都大学との共同研究の一部にもつながっている【⑤】。 

・新潟大学では臨床実習の電子ポートフォリオシステムを完成させ、供用を開始した。なお、このシ

ステムは平成 26 年度歯科医学教育学会システム開発賞を受賞した【⑤】。 

・３大学教員の教育に対する共通理解、教育能力の向上を目指し、共通テーマで教育 FD を毎年開催

している。「新たな教育評価方法」（H24、25 年度)、「歯学教育の標準化」（H26 年度）、「共用試験の改

革の方向性」（H27 年度）【⑤】。 

・情報発信として、成果公開シンポジウムの開催に加え、日本歯科医学教育学会（ステークホルダー）

学術大会、その他各種国内外の教育系学会、シンポジウム等で成果発表を行っている。 
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（代表校名：信州大学、取組名称：研究者育成の為の行動規範教育の標準化と教育システムの全国展開） 
 

 

 

進捗状況の概要 

選定時から平成 27 年度まで、主に①e-learning 教材作成・改訂（随時）、②講演等による広報活動

（随時）、③成績管理者・受講者アンケートの実施（年 1回）等による意見募集、④連携 6大学から

なる運営委員会（講演会併催）の開催（年 2回）、④研究倫理教育責任者・関係者連絡会議（前ユー

ザーミーティング）の開催（年 1回）、⑤外部評価委員会の開催（年 1回）、⑥米国 CITI Program 会

合等への参加および海外における情報収集（年複数回）、⑦年次報告書および WEB サイトの更新（随

時）、⑧継続発展のための新事業準備等を行ってきた。その中から下記 2点について取り上げ、報告

する。 

1．e-learning 教材作成・改訂の実績および今後の計画 ※共有単元は 1 カウントとする 

■配信中の教材 ※下記①～⑥の他、選定前から配信されている単元有り 

①「責任ある研究行為：基盤編（RCR）」日本語版：12 単元、英語版：12 単元 

②「人を対象とした研究：基盤編（HSR）」日本語版：13 単元、英語版：5単元 

③「責任ある研究行為：基盤編（RCR 理工系）」日本語版：9単元、英語版：6単元 

④「研究の安全性（BIO）」日本語版：11 単元、英語版：なし 

⑤「実験動物の取り扱い（ACU）」日本語版：2単元、英語版：作成中 

⑥「GCP/治験」日本語版：10 単元、英語版：なし 

■改訂済みまたは改訂中の教材 ※日本語版の改訂に伴い、英語版も適宜修正を行っている。 

①「責任ある研究行為：基盤編（RCR）」日本語版：12 単元 

②「人を対象とした研究：基盤編（HSR）」日本語版：13 単元 

③「実験動物の取り扱い（ACU）」日本語版：2単元 

■新規作成中の教材 

①「責任ある研究行為：基盤編（RCR 人文系）」日本語版：4単元 

②「責任ある研究行為：基盤編（RCR 理工系）」英語版：3単元 

③「社会科学・行動科学（SBR）」日本語版：4単元 

④「実験動物の取り扱い（ACU）」英語版：2単元 

■新規作成を検討している教材 

「研究の再現性」日本語版：1単元、英語版：1単元 

2．成績管理者・受講者アンケート調査の実施および結果の活用方法 

本事業では平成 25 年度から毎年度「成績管理者・受講者 WEB アンケート調査」を実施しており、

年度末の外部評価委員会等において数値的結果および分析結果を共有するとともに、報告書を配布・

WEB サイトに掲載するなどして公表している。■教材内容について：調査結果から、履修内容につい

ては各年度とも 7割以上の受講者が「役に立った」と回答しており、数ある単元の中でも「責任ある

研究行為について」「研究における不正行為」「データの扱い」について「特に役に立つ」と感じてい

ることが示された。また、平成 27 年度は受講者数が飛躍的に増加したことから受講者の職種や研究

分野が複数の領域に広がったが、現在の教材は医学系等の領域を扱う内容が多い印象を与えており、

人文・社会科学系教材が求められている。この課題については RCR 人文系、社会科学・行動科学系等

の教材作成により対応する予定である。■システムについて：本教材は PC 等を用いて学習する

e-learning 教材であることから、米国 CITI のソフトウェアを使用した現システムに対し、より高い

視認性、操作性を求められており、今後、日本人に合った仕様とするための大規模なシステム改修が

必要である。現在、平成 29 年 10 月からの利用開始を目指し「新システム検討ワーキンググループ」

を立ち上げ、例年 WEB アンケート調査を実施している「使いやすさ向上のためのワーキンググループ」

がアンケート結果からまとめた「利用者の要望リスト」を基に、仕様の検討を開始している。このワ

ーキンググループには、今後、利用機関の代表者にも参加して頂く予定である。 
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（代表校名：信州大学、取組名称：繊維系大学連合による次世代繊維・ファイバー工学分野の人材育成） 

 

進捗状況の概要 

繊維・ファイバー工学分野は、近年広範囲な産業分野に次世代展開を進めており、グローバルな視

点からも成長産業といえる一方で、日本国内での教育研究者は激減しており、関係学協会や産業界か

らは若手人材の育成を望む声が多い。本取組は、こうした背景を受け、大学院に「繊維・ファイバー

工学分野」の専攻を有する信州大学（大学院総合理工学研究科 繊維学専攻・生命医工学専攻）、福井

大学（大学院工学研究科 繊維先端工学専攻）、京都工芸繊維大学（大学院工芸科学研究科 先端ファ

イブロ科学専攻・バイオベースマテリアル学専攻）が教育研究資源を連携・融合した繊維系大学院連

合を形成し、関係学協会、産業関連団体（産業界）とも連携して、同分野の基礎から応用までの一貫

した知識とグローバルな視野、リーダーシップを兼ね備えた技術者・研究者を育成することを目的に

実施している。 

上記取組目的を達成するため、平成 25 年 4 月に各大学院の修士課程に「繊維・ファイバー工学コ

ース」を開設し、修士課程入学者に対して毎年各大学定員 5名、計 15 名の学生を選抜し、連携教育

を実施している。平成 27 年度末までに、第１、2期生の 32 名がコースを修了し、修了生全体の 7割

が繊維系企業（繊維を活用した分野を含む）へ就職した。平成 28 年度の支援期間終了時までに、52

名程度の修了者を繊維産業界や学界へ輩出する予定である。 

＊ 平成 25 年度（第一期生）志願者数： 23 名、コース採用者数： 17 名 

＊ 平成 26 年度（第二期生）志願者数： 22 名、コース採用者数： 18 名 

＊ 平成 27 年度（第三期生）志願者数： 27 名、コース採用者数： 19 名 

本取組の教育プログラムには、三大学が共通の内容で行う基幹科目（7 科目）と各大学が開講する

連携科目（各大学 10 科目、合計 30 科目）を設定し、コース修了のためには各大学院の修士課程修了

要件に加えて、基幹科目から 10 単位以上、連携科目から 6単位以上を修得することを要件とした。 

これに伴い、平成 25 年 4 月に三大学の単位互換協定を締結し、連携大学で開講している連携科目に

ついて、自校において単位認定できるようにした。基幹科目は、各大学のコース生が共通の科目を受

講するため、他大学の学生と一緒に学ぶことにより、お互いに良い刺激を与え合って成長しており、

連携事業ならではの人材育成効果が現れている。 

本取組の事業実績としては、平成 26 年 9 月に“繊維・ファイバー工学分野に関する国際教育会議

(ICEFT2014)”を開催し、海外招待講師 4 名に、同分野における各国の教育事情や大学連携について

の講演をいただいた。ステークホルダーである繊維学会の協力の下、大規模な国際学会“繊維の科学

と技術に関する国際シンポジウム(ISF2014)”との同時開催により、本取組を広く周知する機会とな

った。修士 2 年のコース生は、ISF2014 において研究発表を行うことにより、研究交流の場ともなっ

た。さらに平成 27 年度の繊維学会秋季大会においても、コース生が研究発表を行い、学会の活性化

につなげることができた。繊維学会に合わせて、コース生の成果報告会を開催し、修士 2年のコース

生は、本取組によって自身がどのくらい成長できたかについて報告を行った。この成果報告会には、

第 1 期修了生も参加し、4 名が本取組で学んだことが実社会でどのように役立っているかについて講

演を行い、さらにコース生のグループワークでは、アドバイザーとして後輩への助言を行った。この

ように、三大学の横のつながりだけではなく、縦のつながりも作られつつあることは、繊維業界での

人脈の広がりにつながり、繊維業界全体への波及効果が期待できる。 

外部評価については、平成 26 年度に外部評価委員会による中間評価を実施し、教育プログラムの

構築については、最高評価の A 評価をいただいた。平成 27 年度の運営委員会においても、ステーク

ホルダー委員から、本取組は順調に行っているとの意見をいただいた。その一方で、産業界に対して

事業内容のさらなる周知が必要との意見があった。そこで、各ステークホルダー団体に属する企業等

への周知、また各大学で開催の企業説明会等での周知を積極的に行ってきた。平成 28 年度は事業の

最終年度であり、国際会議と外部評価委員会による最終評価を実施する。 
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（代表校名：香川大学、取組名称：四国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 本事業は、平成 24 年度に採択され平成 28 年度までの 5年間実施する予定である。ここでは平成 24

年度～27 年までの 4年間に実施した事業内容及びその進捗状況の概要について示す。 

平成 24 年度は、東日本大震災の教訓を踏まえて、想定を超える大規模広域地震災害やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化す

る危機に対して教育訓練できる指導者・専門家の養成を目指して「四国防災・危機管理特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」

の開設準備を行った。本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは、①学校防災・危機管理ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、②行政・企業防災・危機管理

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、③救急救命・災害医療・公衆衛生対応ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの 3 ﾀｲﾌﾟの実践力を備えた専門家を養成す

るために、表-1 に示す 13 科目の講義・演習・実習のｶﾘｷｭﾗﾑﾌﾟﾗﾝやｼﾗﾊﾞｽの作成、講師陣の選出等を行

った。ｶﾘｷｭﾗﾑの特徴としては、3 ｺｰｽ共通の共同実施基礎科目 4科目 7単位を必修科目として幅広い基

礎力の修得し、さらに専門的能力を高めるために各ｺｰｽで「ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」、「事業継続計画(BCP)策定・

実践」を課している。修了に必要な修得単位数は 12 単位で、基本的には 1 年目に共通基礎科目、2

年目にｺｰｽ毎の専門科目を受講するｶﾘｷｭﾗﾑ設計にしている。 

表-1 四国防災・危機管理特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ授業科目一覧 

区分 科目名称 1 年生 2 年生 単位数 

共同実施基礎科目群 

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ○   2 

危機管理学  ○   2 

災害と健康管理・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ ○   2 

防災・危機管理実習  ○   1 

行政・企業防災・危機管理ﾏﾈｰｼﾞｬ

ｰ養成科目群 

行政・企業のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ   ○   2 

事業継続計画（BCP）の策定と実践    ○ 2 

救急救命・災害医療・公衆衛生対

応ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成科目群 

災害医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ    ○ 2 

健康危機管理  ○   2 

学校防災・危機管理ﾏﾈｰｼﾞｬｰ養成

科目群 

教育機関のﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ○   2 

教育継続計画（ECP）の策定と実践    ○ 2 

実務演習科目群 

行政・企業防災・危機管理実務演習    ○ 1 

救急救命・災害医療実務演習    ○ 1 

学校防災・危機管理実務演習    ○ 1 

 

平成 25 年度は、定員 20 名を上回る 43 名の受講生を受入れ、1 年次配当の「共同実施基礎科目」4

科目、「専門科目」3科目を実施した。特にﾁｰﾑﾜｰｸ、実践力の養成に力点のおくために、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式

の講義や 2泊 3日の合宿実習を実施し、受講生、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ、外部評価委員会から高い評価を得た。 

平成 26 年度は、香川県、徳島県からの要望で 1 年間修了の短期集中ｺｰｽを設ける等、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰと

の連携や外部評価委員会から受講生参加型の講義実施の助言に基づきﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改善・運用に努め、

第一期修了生 45 名（学校防災ｺｰｽ 5 名、行政・企業ｺｰｽ 37 名、救急救命・災害医療・公衆衛生対応ｺｰ

ｽ 3 名）に対して、「災害・危機対応ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（日本特許庁認証）」の資格を授与した。これは 3 ｺｰｽで

20 名の達成目標を大幅に上回る成果である。毎週の講義終了時に課すﾚﾎﾟｰﾄと学期末の総合ﾚﾎﾟｰﾄ課題

により、「知識(ﾅﾚｯｼﾞ)」、「技術（ｽｷﾙ）」、「対応能力（ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ）」の習得状況をもとに成績を評価し

ており、進捗状況に応じて上記能力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを確認して、社会で通用する実践力の担保に努めた。 

平成 27 年度は、第二期修了生 16 名（学校防災ｺｰｽ 3 名、行政・企業防災ｺｰｽ 11 名、救急救命・災

害医療・公衆衛生対応ｺｰｽ 2 名）に対し、「災害・危機対応ﾏﾈｰｼﾞｬｰ」資格を授与した。現在、平成 27

年度入学生が 44 名学んでおり、第三期修了生として平成 29 年 3 月に修了予定である。 

これまでの 3年間で、講義 9科目 810 時間、実習 1科目 90 時間、演習 3科目 270 時間、総計 1,170

時間を実施し、行政職員、民間企業、医療機関等の社会人 109 名及び大学院生 60 名、総計 169 名が

学んだ。この間に本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの修了生は 61 名に達し、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ修了後は派遣元の行政機関、企業、医

療福祉機関等からﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務、BCP 策定や継続的管理業務、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務での活躍、学校等の教

育機関や地域ｺﾐｭﾆﾃｨからは防災教育・訓練の実施並びに自主防災会のﾘｰﾀﾞｰとしての活躍が報告され

ており、様々な分野で活躍が評価されており今後とも活躍が期待されている。 
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（代表校名：九州大学、取組名称：未来像を自ら描く電気エネルギー分野における実践的人材の育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

【１】 教育プログラムの構築 

 本連携事業の目的は、参画した５大学の得意分野を活かしつつ産業界とも協働しながら、電気エネ

ルギー分野において深い知識を持ち、さらに志向力、企画能力、プレゼンテーション能力、コミュニ

ケーション能力、協働能力を有した修士課程修了者を養成することである。平成 26 年度より各大学

において本事業の取組を具現化するための授業科目 2科目を新設し、カリキュラム化した。 

(1) ディスカッション重視のオムニバス講義による大学と産業界の連携教育 

 現状の大学院教育は、均質なバックグラウンドを持つ学生からなる環境での講義や、研究室単位の

狭い領域での研究指導を中心に行われており、志向力や協働能力の育成に資する教育プログラムとは

言い難い。そこで、産業界と連携してオムニバス形式の講義を組織的に実施した。電気エネルギー分

野を中心に、電気電子工学分野で活躍する講師を産業界や国内外から招聘し、学生との討論を含む双

方向的な講義を実施した。平成 28 年 3 月末までに招聘した講師はのべ 128 名（うち外国人 71 名）、

受講修士学生はのべ 1,995 名である。また、本プログラムの成果と自らの研究成果発表の場として、

国際研究集会での発表と討論も評価対象として認めており、平成 28 年 3 月末までにのべ 201 名の学

生が国際研究集会での発表を行っている。 

(2) 討論型合宿授業 

 多様なバックグラウンドを持つ人々と協働する能力を高めるため、連携校の学生と教員、更に産業

界からの技術者・研究者が同一施設に宿泊して、合宿形式で自身の研究発表、ディスカッション、グ

ループディスカッションを行った。学生の自主的企画・運営によって同教育プログラムを実施するこ

とで、企画能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、多様な人々との協働能力など

の人間力をもつ学生の育成を図っている。平成 28 年 3 月末までに、のべ 117 名の学生が参加してい

る。 

 

【２】 質保証システムの構築 

 本事業における質保証は、カリキュラム・インベントリ（CI）に基づく学生評価・講義評価と、運

営・教育プログラム・成績評価の３委員会による Plan-Do-Check-Act(PDCA)サイクルによって行って

いる。 

(1) カリキュラム・インベントリに基づく学生評価・講義評価 

 オムニバス講義、国際会議発表、討論型合宿授業の各々について、学生の志向力、企画能力、プレ

ゼンテーション能力、コミュニケーション能力、協働能力の向上にどのように貢献し、どの観点から

評価できるかを明示した CI を作成し、これに基づいて学生の能力および講義等の効果を定量的に評

価・可視化するシステムを開発し、参加各大学で使用している。 

(2) 運営・教育プログラム・成績評価の３委員会による PDCA サイクル 

 教育プログラムを企画する運営委員会、具体的な実施を担当する教育プログラム委員会、成績評価

方法を決定する成績評価委員会の３委員会が、相互に連携し、CI 評価などを踏まえ、PDCA サイクル

を実行することにより、本プログラムの質向上と学生の質保証を行っている。これら委員会には企業

の技術者・研究者も加わり、ステークホルダーの視点も積極的に取り入れている。 

 

【３】 自己点検評価・外部評価の実施 

 事業開始後 4 年目にあたる平成 27 年度に自己点検評価および外部評価を実施した。外部評価にお

いては、多様な視点からの意見・コメントを得ることができ、本事業の改革や将来継続の計画立案に

役立てることができた。 
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（代表校名：宮崎大学、取組名称：地域の医療現場と協働したサービス・イノベーション人材の育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

大学教育の質保証の観点から、2010 年に改正された「大学設置基準」により、学生が社会的・職業

的自立を図るために必要な能力を「就業力」と位置付け、正課教育の中でこれを体系的・組織的に養

成する教育プログラムが求められた。本取組の目的は、「就業力」を「自ら課題を発見し解決する態

度と基礎的思考力」と捉え、社会人を対象とした医学研究科修士課程において、医療に変革をもたら

す医療サービス・イノベーションを主導する人材育成プログラムを創成することにある。具体的には、

平成 27 年度までに以下の取組を行った。 

(1)医療サービス・イノベーション（MSI）ニーズ調査 

 平成 24 年度、25 年度に実施したニーズ調査により、MSI のイメージとして「患者主体」「医療サー

ビスの科学」「多職種連携」「改革」「人材育成」があり、医療関連部門において魅力的な概念である

ことが示された。また大学・大学院での学習への意欲については 2割が“考えている”と答えた。 

(2)科目開発 

 宮崎大学（医療情報部）、久留米大学（バイオ統計センター）、北陸先端科学技術大学院大学（知識

科学研究科サービス知識領域）のそれぞれの強みを活かして、医療サービス・イノベーション論、医

療サービス・統計論、医療サービス・知識創造論の講義と演習（7科目 10 単位）を開発した。 

(3)教育支援 

医療サービス・イノベーション人材育成のための教育支援システムとして以下の開発を行った。 

①教育用電子カルテ匿名化診療データ： 宮崎大学医学部附属病院の患者約 500 名分の全ての実診

療データを匿名化し、MSI、医療安全、経営改善等の教育に利用可能な教材とした。 

②学習ポートフォリオ： 社会人学生が学びやすい学習環境提供、コンピテンシーの理解と活用を

主たる目的としてネット上で利用できる学習ポートフォリオシステムを開発した。また、動画の

視聴状況を把握できることから、教育の質保証としても有効であった。 

③IT 活用能力成熟度モデル（IT-CMF）： Innovation Value Institute(アイルランド国立大学)と

協定を締結し、IT-CMF の評価モデルを医療サービス・統計論開発に活かしている。 

④コンピテンシー評価のためのルーブリック開発： 就業力の基礎となるコンピテンシーを評価す

ることはきわめて重要であるが、明確なものは存在しない。われわれは、ルーブリックという形

で評価手法を開発した。ルーブリックによる自己評価システム（電子ルーブリック）の開発を行

った。久留米大学での授業に活用した。ルーブリックは、6つのコンピテンシーごとに 5段階の

能力達成度を明確に記述して、自己評価も可能とした。 

(4)授業の実践 

①医療サービス・イノベーション講座： 社会人中心に受講生に対して、イノベーションマインド

とコンピテンシーの理解と活用のための教育を行った。 

②久留米大学授業： 開発した 7科目 10 単位の内、講義+演習 3科目 6単位の授業を平成 26 年度に

実施した。平成 27 年度にも、同様に授業を実施した。アンケート調査も実施した。 

(5)医療サービス・イノベーションシンポジウム 

 平成 26 年 3 月 14 日に宮崎において開催した。特別講演として Innovation Value Institute より

Brian Donnellan 教授を招聘した。さらに、平成 27 年 3 月 5日には、久留米にて、平成 28 年 3

月 10 日には金沢で実施した。シンポジウムと同時に、ステークホルダーによる評価委員会を開

催した。 

(6)コース開設準備 

宮崎大学、久留米大学の両大学において、平成 28 年 4 月より医療サービスイノベーションコー

スを解説することを決定し、規程や募集要項等の準備を完了した。 
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（代表校名：福岡県立大学、取組名称：多価値尊重社会の実現に寄与する学生を養成する教育共同体の構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

(１)本取組の趣旨・目的 

本取組は、福岡県と沖縄県の８つの看護系大学と５つのステークホルダーが連携して教育を推進す

る教育共同体を構築し、早期離職を防止し、“折れず”に成長できる看護職者を養成する「①しなや

かな使命感を育成する基盤的取組」と、国際協力や災害看護等を高度に実践できる看護職者を養成す

る「②多様な価値を付加する先端的取組」の両面から教育の質向上を目指すものである。 

(２)教育プログラムの進捗状況 

①しなやかな使命感を育成する基盤的取組 

１)キャリア像確立講義：各連携大学の卒業生とステークホルダー等のプロフェッショナルを講師

に、講義(キャリア像確立講義Ⅰ・Ⅱ)を各８回実施し、オンデマンド配信をしている。平成２７

年度に単位化が決定し、平成２８年度から受講生に単位（各１単位）が与えられる。 

２)ナーシング・キャリアカフェ：福岡と沖縄のサテライトにおいて、各会場で月１回の定例の会

と、月１～２回程度の非定例の会が実施されている。定例会は、部会においてテーマを決定して

おり、これまで６８回を開催し、１,１０３名の学生が参加した。 

３）しなやか使命感尺度：本取組におけるしなやかな使命感を定量的に把握するため、独自に「し

なやか使命感尺度」を開発し、本尺度用いた調査を実施した。平成２６年度に実施した第１回調

査（８大学４９８名の学生を対象）の結果、本取組の教育プログラムに参加経験のある学生の尺

度得点平均値は１４６.２点であり、参加経験のない学生の平均値１４２.０点を上回った。 

②多様な価値を付加する先端的取組 

１)統一コード化の実施：各連携大学のすべての授業に対し、統一ルールに基づくコード化を行い、

指定規則による共通の科目以外の各大学の個性・特色を明確化し、特徴科目の情報を共有した。 

２)特徴科目の相互受講・単位互換：統一コード化作業によって、各連携大学の強みを活かした特

徴科目として１４４科目が抽出され、そのうち相互受講・単位互換が可能な科目として３６科目

が確定した。全大学による単位互換の調印が完了、開始となり、平成２７年度は、延べ２２９名

（全体の９.０%）の学生が相互受講・単位互換した。 

３)合同短期研修：ステークホルダーの国立国際医療研究センターと兵庫県災害医療センターにお

ける研修を平成２５年度から実施しており、さらに、新規領域は島嶼看護研修を２６年度から実

施している。これまで計８回実施し、延べ合計１６０名の学生が参加した。 

(３)本取組の波及効果 

１)学会での報告：取組の内容や得られた成果について、看護系の学会において発表し、または交

流集会を企画・開催して情報発信している。これまで本取組について、口頭発表を２件、ポスタ

ー発表を９件、交流集会を５件実施し、連携大学及びステークホルダーにおける発表者延べ合計

は１６２名である。 

２)シンポジウム等の開催・参加：平成２５年実施の「しなやかな使命感国際シンポジウム(福岡市)」

では、１０３名の参加者を得た。また、２６年の「大学間連携共同教育推進事業選定取組全国シ

ンポジウム(千代田区)」(金沢大学主催)においては、取組についてのポスター報告を行い、２０

０部の説明資料を配布した。 

３)単位互換への新規の大学参加：福岡女学院看護大学と平成２７年度に単位互換包括協定の調印

に至り、連携大学以外の大学が本取組の教育プログラムに参加し、単位互換を行うこととなった。 

(４) 質保証システムの構築 

各大学に複数の担当教職員を配置し、平成２７年度は延べ１００名（実数８２名）の教職員がプ

ログラムを実施した。さらに外部評価委員会を設置し、評価内容をプログラムに反映している。 
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（代表校名：千歳科学技術大学、取組名称：学士力養成のための共通基盤システムを活用した主体的学びの促進）

 

進捗状況の概要 

連携大学が協力して、英語・数学・日本語・情報等の共通基盤的な教育内容に関するモデルシラバ

ス・教材・到達度テストを ICT 活用で共有し、かつ FD・SD を通じて各大学の教育方法も共有しなが

ら質の高い教育プログラムを展開することにしている。 

(1) 共通基盤システムの構築

事業開始 1年目に、設定 4科目に関するプレイスメントテスト（大学入学時の能力確認）の整備を

推進会議（計 4 回実施；平均出席者 50 人）にて図った。各テストは、大学のニーズに応じて、Web

又はマークシートで実施できるようにした。さらに学習者特性に関する自己診断テストの整備を日本

リメディアル教育学会協力の下で整備した。一連のテスト結果は、PDF 形式の診断表の形で受検者毎

に配布できる仕組みを構築した。事業 2年目には、推進会議及び公開フォーラム（計 4回実施；平均

出席者 54 人）で、初年次に学生が身につけるべき力を検討し、ルーブリック及び到達度テスト（英

語・数学・日本語・情報各数セットを整備した。また事業 1年目から 3年目にかけて、各学生の知識

レベルに応じて、リメディアル系・初年次系・キャリア（資格）系に関する eラーニング教材の整備

とモデルシラバスの整備を図った。教材セットは、大学 eラーニング協議会と連携したクラウドでの

運用を通じて、8大学以外の大学機関（平成 28 年 3 月段階 15 大学）にも試験的に評価を頂いている。

事業終了後は、拡大した連携を活用して自主運用を図っていくことにしている。 

(2) 初年次系の学修支援プログラムの構築

事業 2 年目から、プレイスメントテストを実際に行い（平成 25 年度延べ 11,309 人，平成 26 年度

延べ 14,565 人 平成 28 年度延べ 23，303 人）、その結果を診断表の形で受検者全てにフィードバッ

クしている。また、事業 2年目から 3年目にかけて、各大学で学部 1年又は 2年生を対象に到達度テ

ストの実施（平成 26 年度 6,829 人 平成 27 年度 1,1714 人）も行った。さらに、プレイスメントテ

ストの結果に基づいて個別の学修指導を行いながら、主体的な学びの促進を図る取組（山梨大学・愛

知大学・北星学園大学）や、e ラーニング教材を活用したブレンド型授業（愛媛大学）の試行も開始

した。 

(3) キャリア系の学修支援プログラムの構築

事業 3年目から、到達度テストの結果を踏まえ、各大学でキャリア教育の試行を図っている。ポー

トフォリオを活用した就職指導を実践する事例（桜の聖母短期大学）、TOEIC 対策を全学的に実施する

事例（佐賀大学）、キャリア系科目での e ラーニングを用いた主体的学びの展開を図る事例（千歳科

学技術大学）が進んでいる。 

(4) 特色ある教育プログラムの構築と教育方法の共有

事業 3年目には、学習者特性の診断テストを受検した学部 1・2年生を対象に、各大学から 3～4名

ずつが福島に集まり、学生交流を図った（外部評価委員のコメントに基づく計画の前倒し実施）。こ

の結果を踏まえ、学習者特性のブラッシュアップを図ると同時に、事業 4年以降の各大学の体験型学

習プログラム（アクティブ・ラーニング等）の検討・実施を図っている。 
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（代表校名：青山学院大学、取組名称：データに基づく課題解決型人材育成に資する統計教育質保証） 
 

 

 

進捗状況の概要 

事業計画立案の際に作成した PDCA サイクルについては、統計検定の制度変更および連携大学の追

加に対応した若干の修正を加えたほかは、ほぼ忠実に当初の計画に従って順調に事業を進めている。 

活動開始とともに「統計教育大学間連携ネットワーク」（略称 JINSE）を設立し、事業の運営委員

会を発足させた。 

活動全体の運営を担当する運営委員会では、連携団体として社会が求める人材像を明確にしつつ、

各年度の活動状況を評価する外部評価委員会の意見を生かしながら、「質保証委員会」において統計

教育の基本的な体系を作成・改訂し、「カリキュラム策定委員会」においてシラバスの具体化・教材

開発を進めてきた。各委員会の主要な活動とこれまでの成果は次のとおりである。 

本事業を円滑に実施するための組織として、連携校の取組担当者の他、外部評価委員会委員長、ス

テークホルダーである各学会から推薦された質保証委員会委員とカリキュラム策定委員会委員、各学

会から推薦された学識経験者からなる「統計教育大学間連携ネットワーク運営委員会」を設置し、事

業の進行状況を管理する体制が整備された。その後、さまざまな事業の基本的な計画と管理を運営委

員会が担当することによって、進捗状況を把握しつつ、事業を推進してきている。 

 運営委員会は対面の他、電子メールによる審議として毎月 1、2 回実施し、連携校における事業計

画の進行状況を掌握するとともに、ホームページ、研究集会、シンポジウムなどを通じて広報活動を

充実させる役割を果たしている。 

 外部評価委員会は、社会が求める人材像を明確にするため、平成 24 年度から 25 年度にかけて月１

回程度の頻度で開催された。海外アドバイザリーボードについては、その構成員を招聘してシンポジ

ウムを開催して海外の事情を確認し、意見を交換するとともに、構成員の所属機関等を訪問して統計

教育に関する実態調査を行い、教育用コンテンツの収集作業を実施した。外部評価委員会が提示した

人材像を実現するために、質保証委員会において、統計学分野の教育課程編成上の参照基準（以下参

照基準）の改訂を繰り返し、日本統計学会が主催する統計検定との連携を具体化した「統計教育達成

度評価システム」の開発を進めている。 

 参照基準案の検討と並行して、カリキュラム策定委員会を定期的に開催して、参照基準に沿った標

準カリキュラムの策定、統計教育教材・コンテンツの開発を継続している。カリキュラム策定委員会

では、統計教育プログラムの具体的なモデルを作成し、毎年、外部評価委員会に提供して評価を受け

てきた。その結果を反映して、統計教育プログラムの開発を続けている。 

 発足直後の平成 24 年度には、全国で統計関連科目を担当している教員等を対象とするアンケート

調査を実施して、単位互換等に対する需要状況および教育上の問題に関する調査を実施した。 

 各連携大学は、日本統計学会の協力を得て、統計検定を応用した「統計教育達成度評価システム」

を作成し、これを利用して統計学を受講する学生を対象とした学習達成度評価を実施するとともに、

質保証委員会と協力して検定の結果を分析している。統計検定は平成 24 年度から 26 年度は 11 月の

み実施されたが、27 年度からは 6 月と 11 月の２回実施となったため、学生に対する教育効果を高め

ることが可能となっている。特に、事業開始以来収集された統計検定のデータに基づいて、教育効果

の検討を行っている。さらに、連携大学の一部では次の取組を展開している。大阪大学と同志社大学

の間で交換講義を開始、大阪大学大学院において高度副プログラムを開始、早稲田大学においてオン

デマンド講義と統計検定を組み合せた入門段階の統計教育を開始。 
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（代表校名：昭和大学、取組名称：IT を活用した超高齢社会の到来に対応できる歯科医師の養成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

① １）口腔乾燥症、２）基礎疾患を有する患者の歯科診療、３）地域における歯科医療(急性期)、

４）地域における歯科医療(回復期)について、前年度に継続して 3年生に対する IT 教材（基礎

知識の修得を目的とした e-ラーニング）の改良に各ワーキンググループで取り組んだ。 

② １）口腔乾燥症、２）基礎疾患を有する患者の歯科診療、３）地域における歯科医療(急性期)、

４）地域における歯科医療(回復期)について、前年度に継続して 4 年生に対する IT 教材（コミ

ュニケ-ションと臨床推論能力の養成を目的とした e-ラーニングと VP）の改良に各ワーキンググ

ループで取り組んだ。 

③ 「目標書き出しシート」「ふりかえりシート」「成長報告書」「授業報告書」からなる 3大学共通

のシートを用いたポートフォリオを 3年生、4年生に活用し、「目標書き出しシート」「ふりかえ

りシート」「成長報告書」「SEA（有意事象分析）」シートを用いたポートフォリオを 5年生の臨床

実習で活用した。 

④ 5 年生に対して、3年生、4年生で学んだ内容を復習できる「復習用ライブラリー教材」と臨床を

シミュレートして学ぶ「症例課題」を作成しトライアルを実施した。トライアルに参加した学生

からアンケートおよび口頭で意見を聴取した。また IT 教材をステークホルダー（歯科医師会）

に提示して意見を聴取した。 

⑤ 3 年生用と 4年生用の IT 教材が完成し、3年生はユニット「口腔医学とチーム医療Ⅰ」4年生は

ユニット「口腔医学とチーム医療 II」で IT 教材を活用した能動型授業を実施し、学生と教員に

アンケート調査を実施した。また学生インタビューを実施して意見を聴取した。 

⑥ 歯科医師会と学外臨床実習の教育についての意見交換会を行う事によって、学生の習熟度、態度

などの教育に関するステークホルダー（歯科医師会）からの意見を聴取した。 

⑦ 2015 年 6 月に第 1 回公開シンポジウムを昭和大学、2016 年 1 月に第 2 回公開シンポジウムを盛

岡歯科医師会館で開催し、取組の概要と今まで得られた成果を広く公開し意見を聴取した。 

⑧ 2014 年 7 月、2015 年 7 月に本取組を歯科医学教育学会で発表して他大学にも広く本取組による

教育効果を公表した。 

⑨ 5 年生を対象として、本事業で行った授業で取り組んだ学修の到達度を評価するための 3 大学共

通の習熟度評価試験(トライアル)を実施し、本取組の成果を評価した。   
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（代表校名：明治大学、取組名称：国際機関等との連携による「国際協力人材」育成プログラム） 
 

 

 

進捗状況の概要 

国際機関等との連携による「国際協力人材」育成プログラムは、「国際公務（国連職員等）へのキ

ャリア・パス形成を頂点とし、グローバル・イシューについて、国際社会が標準としている諸規範並

びにこれを所管する国際諸機構を目的達成の手段として活用できる人材及び新たな理念形成に参画

しうる人材を『国際協力人材』と定義し、その育成のための共同教育プログラムの構築」「国際協力

人材の育成について質保証を連携機関と協働で行う『国際協力人材育成ネットワーク』の形成を目指

す」という目標達成に向け推進している。共同教育プログラムの構築については、本プログラムにお

いて初めて実現した明治・立教両大学間の学部間単位互換協定の締結をベースに、両大学において学

部横断的な形式で科目を開講している。本プログラムでは、「国際協力人材」に必要な知性を「グロ

ーバル共通教養」（Liberal Arts for Global Common）と規定している。「グローバル共通教養」とは、

冷戦崩壊後の激動の世界の問題の多様性とその因果関係、そして、これに国連を中心とした国際社会

がとってきた対応について、その経緯を包括的に把握し、これを自らの個性に基づき説明できる力で

あり、さらに国際協力人材としての自らのキャリア・パスを構築できる力のことである。 

本プログラムで提供する科目は、三大学間で体系的に構築されており、グローバル共通教養を自ら

の言葉で表現することが出来る能力を身につけるための「モチベーション・パス」、国際公務を含む

国際協力人材への進路を自らデザインできる能力を身につけるための「キャリア・パス」の２つのパ

スを設けている。平成 27 年度は「モチベーション・パス」科目を 9科目、「キャリア・パス」科目を

3 科目開講（下図参照）している。各科目は、これまで三大学が有してきた教育リソースと、ステー

クホルダーである連携機関が有する国際協力に関するリソースを活用する内容となっている。プログ

ラムを開始した平成 25 年度以降、履修者数（延べ）は平成 25 年度 319 名、平成 26 年度 280 名、平

成 27 年度 347 名となっており、3年間で本プログラム履修者総数は約 1,000 名になった。 

質保証システムの構築状況については、ラーニング・アウトカムとして設定した「グローバル共通

教養を自らの個性に従って表現でき、国際協力人材への自らのキャリア・パスを構築できる」に基づ

き、プログラムの「基幹ルーブリック」を教員・学生間で共有し、ルーブリックに基づいた「自己評

価テスト」を学生個人が実施することで、自身の能力を確認する機会を提供するとともに、「学習ポ

ートフォリオ（manaba folio）」を活用し、課題レポートの提出履歴等により学生が自身の学習度合

を把握し、適切な学習と学習進捗度に応じた教員のサポートを受けられる体制を構築している。 

ステークホルダーとの評価にあたっては、本プログラムの改善・改革に有意な意見、提言をまとめ

るため、幅広い機関と有識者で構成する「外部評価委員会」にて平成 26 年度に評価を実施した。 

また、連携機関やその他、国際連合をはじめとした国際機関との連携も拡大しており、授業科目へ

のゲストスピーカー派遣のみならず、共同イベント等の多数開催している。本事業におけるシンポジ

ウム等は、平成 25 年度以降、本プログラム主催、学生企画、国際機関との共同開催などを含め、計

28 回に及び、本プログラムの成果を

広く社会に発信している。 

今後の継続発展について、明治大

学、立教大学、国際大学では、三大学

ともスーパーグローバル大学創成支

援に採択されており、各大学とも本プ

ログラムを継続していくことを構想

調書に記載し、本プログラムで培った

実績や成果をもとにさらに発展させ

ていく体制を構築している。 
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（代表校名：金沢工業大学、取組名称：実践力と創造力を持つ高信頼スマート組込みシステム技術者の育成） 
 

 

 

進捗状況の概要 

金沢工業大学（以下 KIT）と北陸先端科学技術大学院大学（以下 JAIST）およびステークホルダー
が連携して、①高信頼スマート組込みシステム技術者を育成する教育コースの構築とコラボレーショ
ン教育並びにテーラーメイド型教育の実施、②実践力を高めるための学修フィールドの形成とチーム
ラーニングを行う教育環境の整備、③学生の成長を支援する評価システムとして、自己評価と他者評
価の仕組みの構築、④学士課程・修士課程教育、社会人の学び直しとして、継続した活用ができる教
材の開発を実践している。 
【① 教育コースの構築】 
 組込みシステム技術と組込みシステム業界の魅力を学生に伝え、自らの専門分野を基軸に持ちなが
ら情報・電気・機械系分野の学問を横断的に思考する実践力を養う「学士課程コース」、組込みシス
テム分野の最先端技術を学習する PBL 教育を通じてイノベーション力を養う「修士課程コース」、多
様な学習歴を持つ両大学の学生が組込みシステム技術を学習する「学士・修士課程共通コース」を構
築している。 
「学士課程コース」は、実習と組込みシステム技術者との意見交換を通じて、業界の魅力を知ると

共に組込みシステム技術の実践的な学習を行う「組込み基礎Ⅰ・Ⅱ」と、組込みシステム企業の就業
体験を通じて、自身の成長に必要なアクションプランを検討する「実践型インターンシップⅠ」を平
成 24 年度に検討・開発し、平成 25 年度に試行した。JAIST の学修環境を利用して JAIST 教員から指
導を受ける「実践型インターンシップⅡ」は、平成 25 年度に検討・開発し、平成 26 年度に実施した。
平成 26 年度以降はこれらの教育コースの PDCA を回すことで改善を図りながら実施している。なお、
「組込み基礎Ⅰ・Ⅱ」は平成 27 年度から、情報・電気・機械系の学生が「実践型インターンシップ
Ⅱ」に参加しやすくするための事前教育科目を平成 26 年度から正規科目（2 単位）として開講した。
「実践型インターンシップⅠ」は、ステークホルダー会員企業と学生指導の連携を図ると共に、大学
全体で実施している「インターンシップ実践」のひとつとして、平成 28 年度に組み入れるための検
討を平成 27 年度に実施した。 
「修士課程コース」は、組込みシステムの開発を通じて、高信頼の開発技術および品質保証技術を

体験・獲得できる「高信頼組込みシステム開発演習」、組込みシステムの品質特性を実現するための
開発手順を設計する能力を養成する「高信頼組込みシステム開発プロセス設計」、センサ技術やクラ
ウド技術等を統合したスマートシステムを構築する能力を養成する「スマート組込みシステム開発演
習」を平成 25 年度に開発・試行、平成 26 年度には単位化し、高信頼スマート組込みシステムプログ
ラム（旧：高信頼スマート組込みシステムコース）の PBL として開講している。 
 「学士課程・修士課程共通コース」は、組込みシステム技術に関連する基礎力や応用力を学習する
オムニバス形式の講習会を、両大学の学生が参加できる「実装講習会」として KIT のキャンパスで実
施している。平成 24 年度に試行した 3テーマの講習会を基に、平成 25 年度から講習会の運営改善と
講習テーマの充実化を図っている。平成 27 年度は、19 テーマの講習会を両大学の教職員が連携して
開講した。 
【② 学修フィールドの構築】 
 KIT では、平成 24 年度より、キャンパスの資産を活かしながらチームラーニングのための学修フィ
ールド（KIT マイクログリッド）を構築すると共に、組込みシステムを開発する学生に対するオフィ
スアワー的な役割を担う「組込み学修支援室」を設けて技術支援を行っている。 
 JAIST では、平成 25 年度より学修フィールドとして JAIST スマートハウスを学士課程コース・組込
み基礎Ⅱの補助教材、修士課程コース・スマート組込みシステム開発演習の課題等、両大学の教育コ
ースの教材として活用している。 
【③ 学生の成長を支援する評価システム】 
 平成 24 年度は、組込みシステム技術者に必要な人間力を評価する方法を検討した。平成 25 年度は
ステークホルダーが新入社員に求めている能力項目を基に、「ET 人間力」と「ET 技術力」を開発した。
また、教育コースと評価の仕組みを学生に伝える「学生ガイドブック」を作成して周知を図ると共に、
学生ガイドブックの評価シートを利用した評価の仕組みを基に「評価システム」を構築した。平成 26
年度は、学生個々の組込みシステム技術に関わる学修履歴を可視化する「ET 習熟度」を開発した。 
 これら 3つの評価項目を学生の成長を支援する「評価システム」として、KIT では平成 25 年度、JAIST
では平成 26 年度から教育コース全体で運用を開始した。平成 27 年度は、評価システムをより活用し
やすくするための学生機能と教職員用管理機能の強化を図った。 
【④教材の開発】 
ステークホルダーから要請された技術要素を取り入れた教材の開発を平成 24 年度から行い、平成

27 年度までに 25 テーマの eBook 化した教材を開発した。多様な学習歴を持つ KIT と JAIST の学生が
教育コースや学修フィールドを利用した学習に役立てている。これらの教材は、学生アンケートおよ
びステークホルダーからの意見を基に改善を図っている。 
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 （代表校名：京都産業大学、取組名称：産学協働教育による主体的学修の確立と中核的・中堅職業人の育成） 
 

 

          
進捗状況の概要 

平成 27 年度までの進捗状況は、当初計画通りバランスよく順調に進行している。「主体的学修の確

立」を目的に、４大学それぞれの特色・強みを融合させ、ステークホルダーとともに試行実施を繰り

返してプログラム開発を進めるとともに、PDCA サイクルを循環させるための質保証システムを構築

して、プログラムの教育的効果について検証・改善を行ってきた。 

【共通プログラムの開発・実施】４大学での実践、教員の知見、海外でのヒアリング調査、ステーク

ホルダーとの議論を重ね、主体的な学修習慣の確立に寄与する８つの学修成果（以下、アウトカム：

成果物①）を抽出し、本事業全体の共通基盤を確立した。先進的な産学協働教育プログラムを実践し

てきた４大学の教職員が協働して、「大学での学修の意義・意味づけ」のための「４大学合同合宿型

プログラム」（成果物②）を開発、実施した(４年間で計３回、362 名が参加)。参加学生の１週間に

おける学修時間が４大学平均で約２時間（約 13％）増加する結果となり、本プログラムが主体的学修

の向上に効果的であることを確認した。合宿型プログラムの開発を契機に、４大学それぞれが得意と

し、強みであるコンテンツ（内容・技法）を統合させ、産学協働教育プログラムを開発、実践（成果

物③）した。併行して産学協働教育の効果を高めるための、大学人を対象とした専門人材の育成プロ

グラムを開発し、４大学の教職員を中心に研修会を実施した（基礎編・実践編各１回、延べ 26 名が

参加：成果物④）。その結果、参加者の担当授業内容や運営の改善に関する知見等が得られ、平成 28
年度新たに実施する、他大学を含めた研修会に向けたプログラムの基盤ができた。 

【インターンシップ・プログラムの開発・実施】４大学がこれまで実践してきたプログラムを融合さ

せ、「大学教育との関連」を重視した主体的学修を促す教材として、主にインターンシップの事前・

事後の学修支援ツール（成果物⑤）を開発した。その結果、インターンシップと大学での学びを深く

関連させる教育効果の高い事前・事後学修プログラムの改善をもたらした。また、ステークホルダー

や他企業との連携のもと、長期インターンシップ・プログラムを開発した。京都産業大学・新潟大学

では、先行して実践しており、その結果や実施ノウハウ等をハンドブックにまとめ（成果物⑥）、本

成果の普及を目的に、全国 123 の大学及び関係機関に配付した。「長期インターンシップを企画する

上で非常に役立つ」といった意見が聞かれ、今後の活用に一層期待ができる。平成 28 年度には、本

ハンドブックを活用し、成城大学・福岡工業大学でも長期インターンシップを実施する。 

【質保証システムの確立】開発・実施したプログラムの教育効果検証に向けて、学生の主体的な学修

時間を調査（成果物⑦）したところ、１週間における学修時間が４大学平均で約２時間（約 20％）増

加した。その効果検証の過程で、アウトカムに基づいた、新たなルーブリック（成果物⑧）を開発し、

学生の成長促進と効果測定をより効果的に進めている。また、各種プログラム内容の検証、改善を図

っていくために、４大学での相互評価・フィードバック・パッケージを開発、実施した（成果物⑨）。 

【ステークホルダーとの連携や外部評価による事業推進】４大学および協働するステークホルダーで

構成する、産学協働人材育成コンソーシアム運営協議会（以下、運営協議会）で取組成果を報告し、

相互評価を実施の上、産学協働教育の在り方に関する踏み込んだ議論を行った。また、外部評価委員

からの評価、助言を受け、事業推進への取組ごとのつながりを明確にしながら事業を遂行している。 

【普及・推進に向けたプラットフォームの確立】今後、産学協働教育プログラムの質保証、向上のた

めの基準を策定し、本事業で生み出している成果を日本の大学に広げていくため、平成 27 年３月に

産学協働人材育成コンソーシアム（以下、コンソーシアム：成果物⑩）を設立した。現在、会員は 18
大学・32 団体等まで拡大しており、そのコンソーシアム主催の研究会や研修会を通して、より一層学

生の主体的な学修の確立に寄与していく。 

【共通プログラム】成果物①…産学協働教育で目指す「学修成果（アウトカム）」の開発と活用 
成果物②…教職員、学生交流を活用した「４大学合同合宿型プログラム」の開発と実施 
成果物③…「産学協働教育プログラム・ハンドブック」の開発と活用 
成果物④…大学人のための「専門人材プログラム」の開発と研修会（基礎編・実践編）の実施 

【インターンシップ】成果物⑤…「産学協働教育の学修支援ツール」の開発と活用 
成果物⑥…「長期インターンシップ・ハンドブック」の開発と活用 

【質保証システム】成果物⑦…「学修実態調査」の開発と活用 
成果物⑧…学修成果（アウトカム）を用いた「ルーブリック評価表」の開発と活用 
成果物⑨…「相互評価・フィードバック・パッケージ」の開発と活用 

【プラットフォーム】成果物⑩…「産学協働人材育成コンソーシアム」の設立と成果の普及・推進  
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（代表校名：関西大学、取組名称：〈考え、表現し、発信する力〉を培うライティング／キャリア支援） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 

 本取組では、事業開始直後にプロジェクト運営委員会および複数の部会を発足させ、両大学の密接

な連携のもとで、事業を展開してきた。具体的な事業としては、本取組における５つの柱を中心に、

年次計画に基づいて展開してきたが、事業はすべて計画どおり進捗しており、遅れの見られる事業は

存在しない。以下、具体的な進捗状況の概要をまとめる。 

①ライティングセンターを中心とした支援体制の再構築 

 この事業は、関西大学および津田塾大学のライティングセンターの拡充と、支援体制の充実を図る

ことを目的とする。以下、申請書（5頁）記載の内容に沿って進捗状況をまとめる。 

(a)ライティングセンターの拡充と充実 発足直後に、ライティングセンター運営のための新体制を

組織し、両大学の連携のもとに、ライティングセンターを運用している。支援内容の拡充や啓発行事

の実施についても、年度ごとに新たなプログラムを実施し、その充実が図られている。その他、能力

向上のための各種プログラムや、英語ライティングの実施などについても、両大学で協力し、年度ご

とに新プログラムを導入し、拡充が図られている。さらに、自己発信支援として、作文コンテストや

エッセーコンテストを継続的に実施している。 

(b)TA とピアサポートによる支援体制の整備 TA の研修は両大学で継続的に実施し、指導法の改善を

行うとともに、ガイドライン・マニュアルの作成を行っている。合同研修も毎年実施し、TA の指導力

は計画どおり向上している。また、学生ピアサポーターの活用なども積極的に推進している。 

(c)教職員のための FDの実施 国際シンポジウムや国際ワークショップの開催による FDを平成 25年

度に実施したほか、教職員 FD/SD を毎年定期的に実施し、教職員の指導力向上を図っている。 

(d)各種リーフレットの作成 両大学で協力し、毎年新たなガイドブック・リーフレットを作成し、

教員・学生に配布するなど、活用を図っている。 

②e ポートフォリオシステムの開発 

 e ポートフォリオシステム（TECfolio）の開発については、平成 24 年度に大規模な調査を実施し、

調査結果を反映したシステムの開発を平成 25 年度におこなった。平成 26 年度には、ライティングセ

ンター予約・管理機能の開発が完了し、試験的運用を開始するとともに、e ポートフォリオ機能の開

発を進めた。平成 27 年度にはシステム全体の開発が完了し、計画どおり、両大学において本格的な

運用が開始されている。 

③評価指標の確立 

 評価指標の確立については、〈書く力〉をめぐる評価指標、および、〈考え、表現し、発信する力〉

をめぐる評価指標に関して、客観的評価指標と自己評価指標をルーブリックとして開発した。平成 27

年度までに作成された多数のルーブリックは両大学で共有され、ライティング支援や授業において活

用が図られている。 

④カリキュラムとの連携 

 カリキュラムとの連携については、両大学における正課科目の授業とライティングセンターの連携

体制の強化がなされ、連携授業が増加するとともに、ライティングセンターの浸透が全学的に進み、

授業連携をする科目が増加している。 

⑤社会との連携 

 高大連携として、高校生向けのセミナーや講演会を毎年実施しているほか、社会との幅広い連携を

図り、連携プログラム等の各種事業を、毎年実施している。また、ステークホルダーとの積極的な協

働を行ない、様々な事業での連携が行なわれている。 
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 （代表校名：関西国際大学、取組名称：主体的な学びのための教学マネジメントシステムの構築） 
 

 

 

進捗状況の概要 

本事業における３つの取組のうち、「アクティブラーニング等教育方法の充実」については、平成

24 年度には、学生が授業時間外に学修できる環境を整えるため、各連携校においてアクティブラーニ

ングスペースの整備に努めるとともに、アクティブラーニングを導入した授業運営の拡充に取り組ん

だ。また、各連携校において、フィールドリサーチやインターンシップ、サービスラーニング等ＨＩ

Ｐのモデルとなる国内外の教室外プログラムの実施を進めた。平成 25-26 年度には、連携校間の教室

外プログラム部会において、教室内・外プログラムの要件を策定し、各連携校において実施する教育

プログラムの内容改善や標準化に努めた。代表校では、教室外プログラムでの学生のふりかえりや指

導者のモニタリングを目的とする遠隔指導システム「リフレクションカレッジ」を開発した。平成 27

年度には、前年度におけるステークホルダーである評価委員の助言を受け、大規模教室におけるアク

ティブラーニングを推進するため、「アクティブラーニング研究会」を開催し、連携校間において共

有化を図った。また、事業の効果や課題を学生の視点から実証するため、連携４大学の学生が意見交

換し、経験と価値を共有、検証する「ＨＩＰ学生交流会」を開催した。以上のように、学生の主体的

な学びを推進するため、時間外学修の場の整備、アクティブラーニングを活用した授業運営の拡充、

インパクトのある教室外プログラムの開発や標準化等に取り組んできた。 

 次に、「学修成果の可視化」については、学修成果の測定方法として、ルーブリックを導入した。

代表校が既に開発し活用していたライティング、プレゼンテーション、リサーチの共通ルーブリック

に加え、平成 25 年度には、連携校から代表校に派遣されていた教員が協働して「多様性理解」、「チ

ームワーク」のルーブリックを開発した。以後も、各連携校のＦＤ研修会などで作成方法や活用方法

の研修を行い、開発・活用が進んでいる。また、本取組のステークホルダーである大学入試センター

が開発した言語運用力及び数理分析力テストのモニター調査を行い、学生の入学時の能力測定を行っ

ている。さらに平成 27 年度からは、「論理的思考テスト開発研究部会」を立ち上げ、学生の論理的思

考レベルの評価を目的とするテストの開発を進めている。また、補完的に学生の学修状況等を把握す

るための学修行動調査を、各連携校間で共通項目を設定し実施している。以上のように、学修成果の

可視化の有効な手段の確立を目指して、ルーブリックの開発及び各種のテストや調査を実施してい

る。 

３つ目の取組である「教学マネジメントシステムの構築」については、採択年度には、まず事業推

進体制を確保するため、連携校間の連絡・会議体制を整えるとともに、各連携校において事業推進室

や、関連の委員会等を整備した。また、ＨＩＰやルーブリック等について、本事業に先進的に取り組

む米国や国内大学等における調査の実施や、著名人を招聘して講演会や４大学連携ＦＤ研修会を実施

して調査・研究を推進するとともに、大学教育学会等において事業の成果を発表するなど、その普及

に努めてきた。また、各連携校においてＤＰ、ＣＰの見直しを行うとともに、この見直し結果に基づ

くカリキュラムの改訂等も推進している。さらに平成 26 年度以降は、アセスメントポリシー（プラ

ン）の策定にも取り組んでいる。平成 27 年度からは「ＩＲ研究部会」を立ち上げ、学生支援や教育

改善を目的として、ＩＲシステムの開発を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

43



（代表校名：徳島文理大学、取組名称：四国の全薬学部の連携・共同による薬学教育改革） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 

①  教育分野における大学間連携による学部・大学院講義の共同実施：遠隔講義システムを

構築し、リアルタイムあるいはオンデマンドで４薬学部の共同受講の実施が可能になっ

た。現在は、オンデマンドの講義については４薬学部の学生が都合の良い時間帯に受講

している。更に講義の収録数を増やす作業を行っている。 

②  教育の質向上とナショナルスタンダードの確立に向けての教職員 FD の共同実施：４薬学

部が共同して毎年１回分野別ＦＤ(７分野)を実施している。また、分野を越えた合同Ｆ

Ｄとして外部から演者を招待し、遠隔講義システムを活用して定期的に講演会を開催し、

教員のレベル向上に努めると同時に学生に対する教授法の開発を行っている。 

③  大学-地域間連携による臨床研究や治験への参画、地域病院・薬局からの社会人大学院生

の受け入れ：治験コーディネータを養成するために治験力向上に資する授業を実施し、

病院における治験実習の計画を作成した。講義を週末や夕刻に開講する等社会人が学び

やすい大学院作りを行っている。現在、社会人大学院生は４薬学部で 27 名である。 

④  薬学部附属薬局の連携活用を通じた地域薬剤師の技能均てん化への取組および地域薬局

の在るべき姿の探究と先駆的取組：７大学薬学部の附属薬局を視察し、附属薬局開設の

条件を探りながら運営に関するノウハウを３大学で共有してきた。その結果を基に、各

大学に附属薬局設置を働きかけつつ、学外の５つの保険薬局と連携協定を締結し実践教

育に活用できる体制を構築している。 

⑤  高大連携を通じた薬学知識の普及・啓蒙と高校生発掘事業の共同開催 ：オープンキャン

パス、出前授業・実習を通じて薬学の啓蒙活動を行っている。これらの事業は毎年行っ

ており、オープンキャンパスは毎年約 850 名、出前授業・実習には約 3600 名の高校生が

参加している。 

⑥  研究分野における大学間連携による、施設・機器の共同利用体制の構築、共同研究発表

会の開催、教員・学生・院生の相互交流：平成 28 年 1 月 6 日に４薬学部で施設・機器の

共同利用に関する協定を締結した。年１回、大学院生、学生の共同研究発表会を開催し

ており、その中で４薬学部の教員、学生、院生の相互交流を図っている。 

⑦  自治体との連携が重要な災害支援薬剤師の養成をめざす。これらの取組に関してステー

クホルダーである地域の医療系団体、自治体、NPO、企業等の積極的な関与(外部評価者

としての評価・提言)を求め、取組の質保証を担保する仕組みを整える：地震に対応でき

る災害支援薬剤師養成のための講習会を学生、地域の薬剤師を対象にして地域の基幹病

院と共同で定期的に行っている。また、へき地医療対応の薬剤師養成のための研修をへ

き地の NPO 法人と共同で実施している。これら事業の質保証を確保するために年１回評

価委員会を開催し、ステークホルダーの意見を取り入れ、PDCA を行っている。 

⑧  欧米諸国の薬学教育の状況を視察し、薬剤師養成教育のグローバルスタンダードを把握

し、我が国の薬剤師養成教育のナショナルスタンダードを確立する：欧米６か国の薬学

部、大学病院、市中薬局を視察した。今後、これらの視察内容を精査し、薬剤師養成教

育のナショナルスタンダード確立に役立たせると同時に、教科書として出版する。 

⑨  副作用診断教育プログラムと香川医薬連携情報共有システム(K-CHOPS)の四国全県への

普及啓発活動：副作用診断教育プログラムは４講座 20 講義を開講し、学生および全国の

薬剤師が受講している。K-CHOPS とは香川県で取り組んだ病院と薬局の情報を連携した仕

組みで、このような、お薬手帳も含めて病院、薬局、患者で情報連携・交換することの

重要性を啓発するため、講演会を開催し、また先進事例をホームページで紹介している。 
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（代表校名：名古屋短期大学、取組名称：基幹保育者養成プログラム開発のための共同教育事業） 
 

 

 

進捗状況の概要 

27 年度は、連携事業 5 年計画のうちの終盤 4 年目にあたり、これまでの調査研究の「現状と課題」

（「中間報告」）を踏まえて、さらに事業を進めると共に、最終年度の「提言」のために取組の成果を

まとめることを主要な課題とした。そのため、「基幹保育者養成プログラム開発」に取り組むための

組織を 8プロジェクトから 3ユニットへ整理収斂させ、これまでの各プロジェクトにおける取組の「成

果と教訓」をまとめることを各ユニットの課題とした。特に、27 年度の取り組みでは、我が国の保育

制度が大きく変化する「子ども・子育て支援新制度」施行年度であったことから、「新制度導入」施

策による「保育の量的拡大」の中で、あらためて問われる「保育の質保証」（「保育者の資質向上」）

についての提言を中心的課題とした。 

１．取り組みの進捗状況 

【ユニット 1】でのこれまでの取り組みでは、本事業の「基幹保育者養成プログラム」を、「在学中

カリキュラム」と「卒業後カリキュラム」によって構成されるものと規定した。「在学中カリキュラ

ム」では、保育に関する「専門的知識・技術・技能」に関する教育とともに、保育現場が保育者に求

める「資質・能力」の育成が課題となるとし、「在学中カリキュラム」に「正課カリキュラム」と「課

外カリキュラム」を設定した。リーダーシップ等の資質を伸ばすには課外カリキュラムの開発が必要

だからである。また、基幹保育者養成のためには現任保育者に対する「卒後の研修」が不可欠であり、

初任から少なくとも 5年程度の職務経験を持つに至るまで、保育に関する系統的な「学びの支援」が

必要であるとし、モデルカリキュラムの策定とその実証のための研修を実施した。今後、在学から卒

業後まで一貫したステークホルダーとの共同教育事業として本プログラムの系統化を図りたい。 

【ユニット 2】では、最新の「遠隔講義システム」、「講義収録システム」、および「教育支援システ

ム（LMS）」を活用した「授業の共有化」（FD）や、多様なメディアによる教材の共同開発などを進め

るとともに、「共同教育推進による『保育者養成の質保証』の可能性」について検討した。先行する

同種のシステムの活用事例や共同教育事業の調査研究を行い、その成果をふまえて、授業の質的な向

上のために各システムの試行的活用を行い、特に保育者養成における各システムの有効な活用方法に

ついて検討を行ってきた。また、「遠隔講義システム」を学生の交流にも活用した。現状の活用状況

を踏まえ、今後これらのシステムを活用した卒後教育や学生と保育者（卒業生等）とのコミュニティ

形成の可能性も展望したい。 

【ユニット 3】では、主に「課外カリキュラム」の開発を主要な課題としている。2600名に上る卒

業生を対象にアンケート調査を実施し、約 600名の回答を得た。本アンケートから、保育者の「離職

原因」と「復職条件」の分析を行い、ステークホルダーとともに克服課題を共有することとしている。

基幹保育者となるためには、職務を継続することが重要だからである。また、課外活動の経験が卒業

後どのように生きているのかについても意識調査と分析を行った。 

大学間で連携した「正課外活動支援」を立案し、学生の企画による「自主合同合宿」・「模擬保育実

践交流会」等の取組に対する支援を通じ、保育職に求められる「主体的・創造的・組織的」能力の育

成の試みを行ってきた。また、ステークホルダーと連携して、学生の自主的諸活動にとどまらない保

育現場と連携した課外教育の在り方へ向けての発展的な取組を行ってきた。 

２．最終年度へ向けての展望 

 28 年度の取組の課題は、①本事業の基幹保育者養成プログラムの目的と意義、②在学中の教育（正

課教育および課外教育）のあり方と卒業後の教育（初任者研修・5 年目研修）のあり方、③大学間で

連携した学生活動のあり方、ステークホルダー（行政・現場）との協働のあり方について成果に基づ

いて提言をまとめることである。27 年度までの取組の成果並びに課題認識の共有を「第 3 回シンポ

ジウム」及び 27 年度「事業成果報告書」において行ったが、さらに取組の現状を発展させ、28 年度

はステークホルダーとの連携を踏まえた事業のまとめを行いたい。 
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（代表校名：佐賀女子短期大学、取組名称：短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学ＩＲネットワーク） 
 

 

 

進捗状況の概要 

【平成２４年度】 

事業推進のための基盤整備を行い、それぞれの事業を進めるために３つの部会を立ち上げた。また

職業・キャリア教育の充実に向けた取り組みとして研究会を開催し、「ＷＩＬとは何か」（講師：筑波

大学・稲永由紀）という講演を実施した。さらに連携校共通のＩＲネットワークシステムを構築する

ための基盤調査およびシステム開発に着手した。 

【平成２５年度】 

 学生の合同アクティビティとして高校訪問キャラバン隊と短大フェアに参加した。高校訪問キャラ

バン隊では、学生自身の学びの在り方や自身のことを発信する機会として、学生が高校へ訪問し、高

校生へ情報提供を行った。短大フェアでは、学生が修得した学びの成果を、地域のステークホルダー

に向け披露した。学生が地域の方へ向け学びを披露する機会は決して多くない。そのため地域の方と

直接交流して反応をいただくことで、学生たちの学びへの意欲向上を促した。ＩＲネットワークシス

テムのうち学生調査システムが完成し、試験運用として在学生調査（入学半年後調査）を実施した。

回答率が実施方法の差（メール配信のみ／ＰＣ室等で一括実施）で大きく左右された。在学生調査の

調査項目を、成果検証部会中心に協議・開発した。 

 また短期大学に適した職業・キャリア教育の開発、改善に向けてＷＩＬや職業・キャリア教育の先

進事例を収集し、研究会の実施連携校の教育改善の参考とした。さらにＩＲネットワークシステムの

理解進化のためＦＤ／ＳＤ研修会を実施した。 

【平成２６年度】 

学生の合同アクティビティを２５年度同様に実施した。加えて２６年度には「学生と地域との対話」

をテーマに卒業生へインタビューを実施し、リーフレットを制作し、短期大学の学びと職業や地域に

ついて理解を深めた。高校訪問キャラバン隊では、講和形式から対話形式へ改良し、高校生との直接

的な対話を増やして学生自身のアピール力の向上を図る等、より教育成果を上げるプログラムに改良

した。ＩＲネットワークシステムのうち夢・目標セルフチェックシステム、学生サポートメモが完成

し、一部の学校で運用を始め、学生のキャリアと現在の学びの状況を意識すること、教職員による適

切な支援活動の充実を図った。また学生調査では在学生調査と卒業時調査を実施し、ＩＲ活動のため

のデータを蓄積した。 

職業・キャリア教育の充実に向けた活動ではＷＩＬ等の先進事例や短期大学教育の現状把握を実施

し、研究会などでステークホルダーとも課題共有をした。 

さらに、短期大学職業・キャリア教育フォーラム「地域の職業人養成と短期大学―地域の未来を支

える人を育てる教育を目指して―」を開催し、短期大学教育の現状や地域で求められる人材像等につ

いて、連携校・連携ステークホルダー・地域の企業や施設等と議論した。 

【平成２７年度】 

 学生の合同アクティビティは２５年度と同様に２つを実施した。高校訪問キャラバン隊では事前研

修会を開催し、「プレゼンテーションとは何か」を学び、高校生との対話前に模擬体験することがで

き、より教育効果を上げることできた。また短大フェス（２６年度から名称変更）では、学生が意欲

的に広報活動等に参加し、実施に向け自ら行動することで行動力や思考力を高めた。ＩＲネットワー

クシステムでは、学修ポートフォリオが完成し、学生が単位取得情報を常に可視化できるようになっ

た。また、２６年度に続き在学生調査と卒業時調査を実施し、ＩＲ活動のためのデータを蓄積した。 

 今後は在学時・卒業時・卒業後と定期的な調査の実施によって、短期大学の学生像を明らかにする

とともに、短期大学に適した教育、特に職業・キャリア教育の在り方を明らかにし、連携校の教育課

程と学生支援体制の改善を進める。 
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（代表校名：函館工業高等専門学校、取組名称：分野別到達目標に対するラーニングアウトカム評価による質保証） 

 
 

 

進捗状況の概要 

平成 23 年度末、高専機構では分野別到達目標（モデルコアカリキュラム(試案)：以後、MCC）が策定

された。これを受け、全国高専は MCC に従って質保証された人材を送り出すことが責務となった。本事

業では、各高専で育成される人材の質保証の仕組み、教育支援の仕組み、人材の可視化と社会へのマッ

チングシステムの構築を進めている。 

【高専版 PISA 試験の導入】達成度：95% 

高専版 PISA 試験の導入を目指す上で、「知識を工学の場で適用できる」を高専としての PISA 型試験

と定義した。PISA型試験問題の具体的な検討と併行し、想定実施形態であるCBT形式の試験システム(以

後、CBT 試験)構築・試験運用を進め、以下の流れを構築し、各種要項をまとめた。 

①MCC 対応の試験問題作成・レビュー②試験実施③学生へのフィードバック④結果分析による問題の

質保証⑤試験結果に基づいた各高専での学生指導や授業改善、FD の実践 

平成 27 年度は、①の各種要項を、ブラッシュアップし、④に関する複数の分析方法を調査・試行す

ることで、難易度判定のモデル提示を行い、質保証された問題の確保を進めた。CBT 試験は、事業終了

後、全国高専で実施する方向が確認されており、高専機構本部との連携を開始している。 

MCC では、社会人基礎力に関する到達目標も定めており、社会人基礎力を測定する既存アセスメント

を実施した。結果より、社会人基礎力と授業科目の成績に相関がみられ、アクティブラーニング(=AL)

等を導入した授業で、学生の主体的な学びを推進し、学力と社会人基礎力の成長を促す。 

CBT 試験のパイロットと位置づけた、高専版の組込みスキル試験(e-Test)では、ステークホルダーで

ある組込みシステム技術協会(JASA)の認定試験である ETEC を実施した。2つの試験結果分析から、組

込み系の知識をある程度習得した学生の試験結果に相関がみられ、e-Test に関する一定の効果が確認

できた。e-Test は、パイロットの役割を終え、仙台高専を中心に自立運営を開始している。 

【高専ポートレートの構築】達成度：80% 

高専ポートレートの構築では、ポートレート上で表示すべき共通の基本学校情報と各校の特徴を可視

化できる項目の精査を実施した。精査した項目について、実際に連携校からデータ収集を実施し、収集

項目のブラッシュアップを実施した。さらに「キャリア実現」を明示できる項目案策定のため、連携校

で共通の授業評価アンケートの実施・分析や、国際性を示す項目案の検討を進めている。 

【技術者教育の改革支援】達成度：100% 

 連携高専で実施している授業科目の属性（分野、レベル、開講年度、学校番号、学科番号、学年）を

ナンバリングした。また、シラバスに含まれるキーワードから連携校間の科目のつながりを可視化でき

る科目連関システムを構築した。さらにシラバスと MCC のマッチングを確認できるシステムを構築し、

高専機構全体へ公開し、一部高専でシラバスの MCC 対応の確認ツールとして活用されている。 

【連携による教材開発・FD 推進】達成度：90% 

学生の学びを支援するために到達水準を意識して、以下の教材開発を進めた。 

・iTunesU KOSEN：各校で開講されている授業等の動画配信が可能な専用ページを開設した。全高専で

動画配信が利用できるようマニュアル等の整備を行い、事業 HP 等で公開し、活用されている。 

・学習管理システム(LMS)：連携校にて利用講習会を実施し、授業で LMS を活用している教員の事例を

公開。平成 27 年度からは、全国高専で利用可能となり、高専機構本部が運営・管理を実施している。 

・電子教科書：函館高専、仙台高専を中心に電子教科書の利用を開始し、学生の閲覧履歴を教員が確認

できるシステムを導入し、Bb(Blackboard)側でも履歴を閲覧できるシステムを構築した。 

 また、FD 推進として、AL を取り入れた授業実践、AL 手法の検討を進め、その成果を公開する「AL

研究シンポジウム」を全国の高専等からの参加のもと、平成 26 年から開催している。AL には、授業設

計が重要であることがわかり、学習指導案の作成・実践、効果測定を進めている。また、他拠点間の遠

隔授業における AL の試行実践を進めており、連携校の学生が積極的に授業へ参加している。 
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（代表校名：東京工業高等専門学校、取組名称：ＫＯＳＥＮ発“イノベーティブ・ジャパン”プロジェクト） 
 

 

 

進捗状況の概要 

【平成２４年度】（1 年目） 

事業運営委員会及び社会実装プロジェクト実行委員会等を組織し、社会実装教育の実施体制を構 

築するとともに先行事例に関する実地調査及び情報収集等を行い、関連情報の入手と相互協力関係

を構築した。連携校において学生向けワークショップを開催するとともに 3月に第 1回社会実装コ

ンテストを東京大学で開催し、参加学生による活動報告と意見交換等を展開した。併せて学識経験

者等による評価委員会を設置し、事業運営及び教育改善に取り組む上での貴重な意見を聴取した。 

【平成２５年度】（2 年目） 

社会実装プロジェクトとして、学生が参加するワークショップ等を連携校において開催し、参加 

 学生は 9月の中間報告会（合宿）を経て、26 年 3 月の第２回社会実装コンテストにて年間の活動報

告を行った。また、第１回・第２回 WEB 討論会を開催し、今後のエンジニアの能力と教育方法等に

ついて Web サイトから関係者間に配信した。併せて学会や大学等において連続ワークショップを開

催し、Web サイトからの報告等により広く情報発信に努めた。第２回社会実装コンテストはテレビ

東京のニュース番組「ワールドビジネスサテライト」の取材を受け放送を通じて内容が紹介された。

高専研究の一環として、特命教授による連携校校長、在校生、卒業生インタビューを実施した。 

【平成２６年度】（3 年目） 

  社会実装プロジェクトとして、今後の技術者教育等をテーマに第 3回・第 4回 WEB 討論会を開催

し、Web サイトから関係者間に配信した。「社会実装教育」をテーマに学生も参加する各種ワークシ

ョップを連携校の他、大学や自治体等において開催し、教育手法の開発や改善等について議論を展

開してテレビ会議を通して全国の高専に配信した。実践紹介をテーマに参加教員等を対象に 4回シ

リーズでワークショップを開催し、テレビ会議を通して参加高専間に配信した。これらの成果を基

に日本工学教育協会の「工学教育」誌（2015 年１月号）「特集社会実装」において、「社会実装教育」

のプロセスや手法等を取りまとめて紹介した。新たに国土交通省が建築現場の課題を解決する技術

開発が実施できるように「建設現場プロジェクト」を新設して支援を開始した。第 3回社会実装コ

ンテストでは従来の生活支援、福祉・医療現場等の他、新たに化学・環境・バイオ・建設等への取

り組みを増やすことで、より多くの高専や学科で「社会実装教育」を導入できる可能性を提示した。

一方、高専時代の学習習慣と卒業後のキャリアとの因果関係を明らかにするため「高専研究調査委

員会」を設置し、全国 13 高専（14 キャンパス）の卒業生を対象に、「高専卒業生キャリア調査」を

実施した。3,408 名から回答を得て、単純集計結果を「第一次報告書」として取りまとめた。   

【平成２７年度】（4 年目） 

社会実装プロジェクトとして、学生と協働した「社会実装教育」の評価と改善の観点から、学生

FD 活動として、9月に参加学生間の議論による学生研究会、28 年 3 月にアドバイザーを交えて活動

を振り返るフォーラムを第 4 回社会実装コンテストにおいて開催し、「教育プログラム」としての

改善を図った。一方、3月の教員 FD 研修会では指導者としてアイデア創出と整理のスキルを実践的

に学ぶとともに「社会実装教育」の今後について議論した。また、イノベーション教育の体系化に

向けた科目・教材等の開発の観点から、教材集「社会実装イントロ講座（仮称）」の作成に着手し、

テレビ会議での検討や授業での試行を通じて評価・改善を図った。高専研究としては、「高専卒業

生キャリア調査」の集計結果に基づき、「高専の学びがその後のキャリアにどのような影響を与え

ているか」との観点で 10 月に中間報告会、28 年 2 月にシンポジウムを開催した他、日本教育社会

学会（9 月）で研究発表するとともに、文科省に設置された「高等専門学校の充実に関する調査研

究協力者会議」（10 月）席上においても報告の機会を得て、高専制度の検討の場において活用され

た。また、「技術系人材の教育とキャリアに関するアンケート調査」として、高専（800 名）、工業

高校（300 名）、工学系学部（300 名）の卒業生を対象に WEB を利用したアンケート調査を実施した。 

48



（代表校名：富山高等専門学校、取組名称：海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発） 
 

 

 

進捗状況の概要 

 本取組は、5年間をかけて、達成目標である「柔軟で高度な海事技術者」を協働して育成する新たな

海事教育システムの開発を目指すものであり、1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養、2. 新たな

海事技術者に不可欠な知識・技能の育成、3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る高質な

海事教育システムの 3種サブプロジェクトを実行することで目標を達成するものとなっている。本取

組の進捗状況について、サブプロジェクト毎に以下に記す。 

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養 

 1.1 英語力（コミュニケーション力）向上プログラムの開発  

   ・商船学科・教育補助員(特命助教等)による英語教育  

   ・英語表記の商船学科・専門教材、教科書の開発  

   ・商船学科専門教員の英語外地研修  

 1.2 グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開 

  上記の事業項目を実施したことにより、商船学科学生が英語を学ぶ環境が整い、積極的に学ぶ姿勢

も培われ、商船学科学生の英語力の改善(向上)が見られた。また、事業 4 年度として、4 年間の活動

を「グローバル教育拠点の活用 中間報告」、「英語力向上プログラム開発のための商船学科専門教員

による英語外地研修 中間報告(平成 25～27 年度)」と「国際インターンシップ 4 年間の活動をまとめ

て」の計 3冊の報告書にまとめ、 5 連携校と 4連携機関に配布した。 

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成 

 2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進  

   ・機関系、航海系及び共通教科教材の開発  

   ・教材の電子書籍化の推進  

  上記の事業項目を実施したことにより、商船学科学生が専門科目を学ぶ環境が整い、積極的に学ぶ

姿勢も培われ、商船学科学生の海技士資格試験合格率の改善(向上)が見られた。また、事業 4年度と

して、4年間の活動を「教科教材の開発、電子書籍化の推進 4 年間の活動をまとめて」の報告書にま

とめ、 5 連携校と 4連携機関に配布した。 

 2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案  

  上記の事業項目を実施したことにより、航海訓練所大型練習船実習の変更と新しい海事教育システ

ム(後述３.の項目に対応した校内練習船実習について、従来の校内練習船実習から、2 年次 1 月と 4

年次 5月の長期実習経験や、船内英語力の向上などを踏まえた新しい校内練習船実習への改善が各連

携校で検討され、試みられ始めた。また、事業 4 年度として、4 年間の活動を「大型練習船（海上履

歴対応）の共同利用などの新しい航海実習の提案 平成 27 年度報告書」の報告書にまとめ、 5 連携校

と 4連携機関に配布した。 

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る高質な海事教育システム 

 3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示  

 3.2 確実な海事教育システムの提示  

  上記の事業項目を実施したことにより、商船学科学生のキャリアプランと学びの道筋の提示、及び、

それらを実現するための商船学科教育課程の再構築（改善）につながる多くの知見が得られた。また、

事業 4 年度として、4 年間の活動を「10/20 年後に活躍できる活躍できる海事技術者像と具備すべき

知識・技能（H28 年 8 月予定）」、「新たな海事教育システム構築のための高専・商船学科教員研修事業 

中間報告（平成 25～27 年度）」と「新たな海事教育システムの在り方 平成 27 年度報告」の 3冊の報

告書にまとめ、 5 連携校と 4連携機関に配布した。 
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