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状況調査のとりまとめにあたって 
 

 

中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成２０年１２月２４日）にお

いては、各大学が、教学経営における「三つの方針」の明確化等を進める必要があり、こ

の中で特に「学位授与の方針」については、学習成果ということを重視する観点から、各

大学において、学位授与の方針や教育研究上の目的を明確化し、その実行と達成に向けて

教育活動を展開していくことが必要とされていた。その上で、我が国の学士課程教育が分

野横断的に共通して目指す学習効果に関する参考指針として「学士力」が示されており、

国は各大学における学位授与の方針等の策定等を促進・支援することとされたところであ

る。 

このような情勢を背景に、「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プ

ログラム」は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）から申請さ

れた、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の中から、達成目標を明

確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点的な財

政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資することを目的として実

施された事業である。 

大学教育等推進事業委員会では、平成２１年度に選定された取組の財政支援期間が終了

したことに伴い、調査部会を設置して、各取組についての実施（達成）状況調査を行った。 

状況調査は、優れた取組の内容を広く社会に情報提供することにより、財政支援期間終

了後の取組の持続的展開やその水準の一層の向上、及び今後の我が国の高等教育の質保証

の更なる強化に資することを目的としている。 

大学等から提出された事業結果報告書を基に、書面調査及び現地調査による状況調査を

行い、実施された取組の事例や成果等について、ここに報告書としてまとめたところであ

る。今回の状況調査を実施するに当たって、ご協力いただいた委員の方々に深く感謝申し

上げたい。 

この「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム」は、本報告

書に記載のとおり大きな成果を上げたものであると思うが、今後、大学・短期大学・高等

専門学校においては、この報告書を活用し、更なる教育改革に努めていただき、社会から

の期待に応えられる高等教育機関として、最大限の効果を上げることを期待する。 

なお、各大学等には、今後も継続して事業の発展に努めていただき、優れた取組例を我

が国の高等教育に広く波及させるためにも、積極的な成果の発信を望むものである。 

 

 

平成２４年１２月 

大学教育等推進事業委員会 

委員長 佐々木 毅 
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Ⅰ．状況調査の目的等 

   状況調査は、本事業の目的を踏まえ、各取組の実施（達成）状況等を調査し、優れた

取組の内容を広く社会に情報提供することにより、財政支援期間終了後の取組の持続的

展開やその水準の一層の向上、及び今後の我が国の高等教育の質保証の更なる強化に資

することを目的とする。 

 

（事業の目的） 
本事業は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）から申請さ

れた、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の中から、達成目標を

明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点的

な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資することを目的と

する。 

 

 

Ⅱ．状況調査の実施方法及び実施体制 

１．実施方法 

  平成２１年度大学教育推進プログラム【テーマＡ】に選定された取組９６件について、

３年間の財政支援期間終了後の翌年度（２年間の取組については翌々年度）に状況調査

を実施することとしている。９６件全ての取組について書面調査を実施し、その中から

特に優れており波及効果が見込まれると判断される取組を選定し、選定された取組につ

いては、その取組の内容を詳細に把握し、波及効果があると認められた取組について周

知することを目的として、現地調査を実施した。 

  書面調査のみを実施した大学等に対しては、その結果に対する調査部会のコメントを

とりまとめ、当該大学等に個別に開示する。 

現地調査を実施した大学等に対しては、現地調査の結果を当該大学等に個別に開示す

るとともに、現地調査の結果、特に優れており波及効果が期待できると判断された取組

については、その成果や波及効果を広く社会へ周知する。 

なお、書面調査の観点及び現地調査を行う取組の選定は、次のとおりである。 

【書面調査の観点】 

  （１）取組の実施状況等 

    ・本事業の取組が着実に実施されたか 

    ・本事業の取組において十分な成果が得られたか 

    ・取組の評価・改善体制が構築され機能したか 

    ・財政支援期間終了後も取組の継続・発展が期待できるか 

    ・取組に係る経費が効率的・効果的に使用されたか 

  （２）大学等の教育への波及効果 

     ・本事業における取組を参考とすることにより、大学等の教育の質保証の強化に

つながる波及効果が期待できるか 
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 【現地調査を行う取組の選定】 

大学教育等推進事業委員会調査部会において、書面調査結果をもとに合議により、 

特に優れており波及効果が見込まれると判断される取組を１割程度選定する。 

 

 

２．実施体制 

大学教育等推進事業委員会(委員長：佐々木 毅 学習院大学教授)の下に、①各取組の

選定に係る審査状況、審査経過等を熟知している専門家や有識者②当該取組の分野に関

する高い知見を有する専門家や有識者から構成される調査部会を設置し、状況調査を行

った。 

  なお、実施体制及び調査における手順は次のとおりである。 

【実施体制】 
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大学教育等推進事業委員会  

 

調 査 部 会  

 

 【調査における手順】 

 

調 査 部 会 

特に優れており波及効果が見込まれると判断される 

取組を選定し、現地調査を実施 

書面調査・合議 

調査結果案のとりまとめ 

大学教育等推進事業委員会 
調査方法、調査方針等の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大学教育等推進事業委員会 

調査結果の決定 
 

 
調査結果の報告  

 

文 部 科 学 省  



Ⅲ．状況調査対象の取組 

今回の状況調査の対象となった９６件の取組の内訳および詳細は、次のとおりである。 

なお、取組の一覧は日本学術振興会のホームページ（下記ＵＲＬ参照）でも確認がで

き、各大学等のホームページにもリンクしている。 

http://www.jsps.go.jp/j-pue/kohyo.html 

 

【状況調査対象の取組の内訳：学校種別、設置形態（国公私）別の件数】 

 学校種 
設置形態 

合計 
国立 公立 私立 

大学 ２５ ８ ４２ ７５  

短期大学 ０ ３ ８ １１  

高等専門学校 ８ １ １ １０  

 合計 ３３ １２ ５１ ９６  

 

【状況調査対象の取組の詳細：学校名、取組名称等】 

※申請時から事業結果報告書の提出までの間に名称が変更となった学校は、上段に現在の
学校名（新名称）、下段（ ）内に申請時の学校名（旧名称）を記載しています。 

－大学－（７５件） 

学校名 
設置
形態

取組名称 

山形大学 国 到達目標を明確にした自己実現学習システム 

茨城大学 国 初年次からの食のリスク管理教育プログラム 

群馬大学 国 人体解剖とＣＴの統合による先駆的医学教育 

東京医科歯科大学 国 コンピュータによる診療模擬実習の展開 

東京外国語大学 国 英語学習支援・評価システム連環プログラム 

東京農工大学 国 分野融合実験を核とする初年次教育 

お茶の水女子大学 国 多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援 

電気通信大学 国 チーム教育で育てる学力と教育力 

横浜国立大学 国 問題解決能力を育てる国際的実践経済学教育 

新潟大学 国 社会をひらく「きづく力」と「つなぐ力」 

長岡技術科学大学 国 学習サポーター制度による教育力の進化 

福井大学 国 学士力涵養の礎となる初年次教育の充実 

浜松医科大学 国 地域医療を志向する優れた医師の養成 

三重大学 国 隣接学校園との連携を核とした教育モデル 

三重大学 国 保健医療の国際化に対応する医学教育 

京都工芸繊維大学 国 サスティナブルデザイン力育成プログラム 

大阪教育大学 国 教える「英語力」向上プログラムの構築 
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学校名 
設置
形態

取組名称 

兵庫教育大学 国 スタンダードに基づく教員養成教育の質保証 

岡山大学 国 総合大学が担う特色ある教員養成の質保証 

広島大学 国 新世代到達目標型教育プログラムの構築 

九州工業大学 国 自学自習力育成による学習意欲と学力の向上 

熊本大学 国 学習成果に基づく学士課程教育の体系的構築 

大分大学 国 水辺の地域体験活動による初年次教育の展開 

宮崎大学 国 自主を促す工学技術者キャリア教育 

鹿児島大学 国 取材学習を取り入れた循環型初年次教育 

新潟県立大学 公 環日本海圏新潟発の多文化リテラシー教育 

名古屋市立大学 公 医療系学部連携チームによる地域参加型学習 

京都府立大学 公 実践と交流を通じて高める食の専門家力 

大阪市立大学 公 ４年一貫の演習と論文指導が育む学士力 

大阪府立大学 公 動植物系教育融合による食の教育プログラム 

和歌山県立医科大学 公 プラグマティズム的臨床医育成プログラム 

島根県立大学 公 情報教育におけるステップ式学習プログラム 

北九州市立大学 公 地域創生を実現する人材育成システム 

酪農学園大学 私 北海道における実践的な自然環境教育と評価 

獨協大学 私 学士力育成に資するＥＧＡＰ英語教育の充実 

聖学院大学 私 生きるための人文学へ向けた学びの基礎力 

桜美林大学 私 層の厚い学士力醸成のための自修システム 

北里大学 私 農医連携による動物生命科学教育の質の向上 

慶應義塾大学 私 身体知教育を通して行う教養言語力育成 

芝浦工業大学 私 工学系技術者のソフトウェア開発技能育成 

昭和大学 私 チーム医療を実現する体系的学士課程の構築 

昭和女子大学 私 『デザインする力』育成プログラムの体系化 

拓殖大学 私 文系学生のグローバル農業人材育成 

中央大学 私 段階別コンピテンシー育成教育システム  

津田塾大学 私 「協働」によるメディア教育の展開 

東海大学 私 ＳＯＨＵＭプログラムによる実践教育の提案 

東京歯科大学 私 個々の患者ニーズに応えられる歯科医師養成 

東京農業大学 私 地域資源利用によるフードマイスター育成 

東京薬科大学 私 薬事法改正に対応した薬剤師育成プログラム 

東洋大学 私 往還型教育システムによる学士力の育成 

日本大学 私 気づかせ教育による社会還元力と学士力保証 

日本社会事業大学 私 ことばのバリアフリーを目ざして 

法政大学 私 高度情報処理技術者を目指す学士力の育成 

武蔵大学 私 学部横断「横のつながり」育成プロジェクト 

武蔵野美術大学 私 造形ファシリテーション能力獲得プログラム 
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学校名 
設置
形態

取組名称 

明治大学 私 知恵創造型人材の育成 

創価大学 私 初年次・導入教育を支える学習支援体制整備 

金沢工業大学 私 ＫＩＴビジネスアーキテクトプロジェクト 

福井工業大学 私 入学初年次から学ぶ工学英語 

松本大学 私 食の課題解決に向けた質の高い学士の育成 

中部大学 私 『持続学のすすめ』による実践型人材の育成 

名古屋学院大学 私 経済学コア６の形成と２年次の学習達成基準 

南山大学 私 多文化社会における英語による発信力育成 

日本福祉大学 私 福祉大学スタンダードきょうゆうプログラム 

長浜バイオ大学 私 志向性を加味した双方向性学習の場の構築 

京都橘大学 私 オリターが養成する学習コミュニティの形成 

同志社大学 私 プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育 

大阪工業大学 私 ＳＥ能力開発のためのスパイラル型情報教育 

関西大学 私 三者協働型アクティブ・ラーニングの展開 

関西学院大学 私 社会起業家養成の革新的教育プログラム開発 

関西国際大学 私 科目のクラスター化によるカリキュラム改革 

日本赤十字広島看護大学 私 もっと世界とクロスする救援ナースの育成 

西南女学院大学 私 高齢者施設での福祉・看護・栄養の統合教育 

立命館アジア太平洋大学 私 教職員エンリッチメント・プログラムの構築 

沖縄大学 私 清ら島づくり南西諸島高大連携プログラム 

 

 －短期大学－（１１件） 

学校名 
設置
形態

取組名称 

静岡県立大学短期大学部 公 体系的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発 

島根県立大学短期大学部 公 おはなしレストラン、はじまるよ！ 

大分県立芸術文化短期大学 公 体験をスキルに変えるナラティブ能力育成 

東北文教大学短期大学部 
（山形短期大学） 私 生活関連図による地域体験活動と授業の統合 

聖徳大学短期大学部 私 自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成 

自由が丘産能短期大学 私 能力開発目標を達成する教育開発に挑むＦＤ 

女子美術大学短期大学部 私 障害理解とアートフィールド参画支援の取組 

湘北短期大学 私 現代型社会人育成を俯瞰する入学前教育構築 

松本大学松商短期大学部 私 メモ力育成を核とした単位制度実質化の取組 

神戸常盤大学短期大学部 私 危機対応実践力養成プログラム 

高知学園短期大学 私 子ども期の健康を支える職業人養成教育 
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 －高等専門学校－（１０件） 

学校名 
設置
形態

取組名称 

仙台高等専門学校 
（仙台電波工業高等専門学校） 

国 学生国際交流事業における教育の質の保証 

福島工業高等専門学校 国 異学年協働によるループ型創造性実践教育 

石川工業高等専門学校 国 基礎科目を重視した創造教育プログラム 

明石工業高等専門学校 国 地球観測衛星情報を用いた系統的環境教育 

松江工業高等専門学校 国 ラーニング／ティーチングによる学力向上 

香川高等専門学校 
（詫間電波工業高等専門学校） 

国 学生主体のベンチャー創出プログラム 

高知工業高等専門学校 国 自己成長力を加速する次世代ＩＣＴ活用教育 

佐世保工業高等専門学校 国 国際的協業による実践的若年技術者の育成 

大阪府立大学工業高等専門学校 
（大阪府立工業高等専門学校） 

公 総合的な科学技術力を育成する実験実習 

金沢工業高等専門学校 私 ５年一貫の工学・英語協同学習とＦＤ活動 

 

 【現地調査を行った取組】 

書面調査の結果、計１６件（大学１１件、短期大学３件、高等専門学校２件）の取組に

ついて、特に優れており波及効果が見込まれると判断される取組として現地調査を行った。 

学校種 学校名 
設置
形態

取組名称 

大学 

三重大学 国 保健医療の国際化に対応する医学教育 

九州工業大学 国 自学自習力育成による学習意欲と学力の向上

大阪府立大学 公 動植物系教育融合による食の教育プログラム

和歌山県立医科大学 公 プラグマティズム的臨床医育成プログラム 

桜美林大学 私 層の厚い学士力醸成のための自修システム 

拓殖大学 私 文系学生のグローバル農業人材育成 

中央大学 私 段階別コンピテンシー育成教育システム  

東洋大学 私 往還型教育システムによる学士力の育成 

金沢工業大学 私 ＫＩＴビジネスアーキテクトプロジェクト 

同志社大学 私 プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育

関西国際大学 私 科目のクラスター化によるカリキュラム改革

短期 
大学 

静岡県立大学短期大学部 公 体系的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発 

大分県立芸術文化短期大学 公 体験をスキルに変えるナラティブ能力育成 

女子美術大学短期大学部 私 障害理解とアートフィールド参画支援の取組

高等 
専門 
学校 

仙台高等専門学校 
（仙台電波工業高等専門学校） 

国 学生国際交流事業における教育の質の保証 

福島工業高等専門学校 国 異学年協働によるループ型創造性実践教育 

 



 
Ⅳ．状況調査結果の概要 

今回の状況調査の対象となった９６件は、学士力の確保や教育力向上のために明確な達

成目標を掲げ、それぞれの大学・短期大学・高等専門学校の個性・特色を生かした取組が

展開されている。 

 

１．優れた取組の事例 

           状況調査を終えた９６件の中で、比較的優れている取組（現地調査を行った取組を

含む）について、代表的な事例を以下に提示する。 

（１）実施された取組の一例 

取組の内容に応じて、申請時に各大学等が選択した事項（下記）別に、実施され

た内容を分類して取組の一例を紹介する。（取組の内容に複数の事項が含まれる場合

は、代表される事項で分類している。） 

① 
教育課程の体系化に係る取組 
及び 
単位制度の実質化に係る取組 

順次性のある体系的な教育課程、幅広い学びを

保証する教育課程の体系化、課題探求能力等を

育成する体系的な教育課程編成、学習時間の確

保、授業計画の明確化、必要な授業時間の確保、

上限単位の設定（キャップ制）など 

② 教育方法の改善に係る取組 
双方向型学習、ＴＡの活用、ＳＡの活用、少人

数指導、情報通信技術の活用など 

③ 成績評価に係る取組 
成績評価基準の設定、ＧＰＡ等の客観的基準の

導入、多面的な評価方法による成績評価など 

④ 初年次教育に係る取組 初年次教育の充実、高大連携の推進など 

⑤ 教職員の職能開発に係る取組 

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の

充実、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）

の充実など 

⑥ その他 社会との連携を含んだ取組など 

なお、現地調査を行った取組については、大学等名の横に現地調査報告書の掲載

ページ（本冊子）を示している。 

   ①教育課程の体系化に係る取組及び単位制度の実質化に係る取組 

・副専攻英語履修者を主な対象として、授業外の英語自律学習のための支援プロ

グラムを提供することで、高度な複言語運用能力の養成を図っている。【東京外国 

語大学】 
・海外交流大学との協力体制の強化に基づき、学生の海外臨床実習、早期体験実

習を実施しており、学習効果を高めるため、実習実施前のオリエンテーション

と事前学習、帰国後の報告会の実施と報告書の作成によるリフレクション（振

返り）も行っている。【三重大学（保健医療）/p.31】 
・教職課程教育の改善、教員養成教育の質保証のために、「教師教育開発センター」

が整備され、補助教材の刊行、「教師力養成講座」の開講、「教職実践ポートフ

ォリオ」の運用等が行われている。【岡山大学】 
・獲得すべき学習成果のために、教養教育と専門教育の壁を越えた全学的なカリ

キュラム改革を行っている。【熊本大学】 
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・「動物」と「植物」をそれぞれ専門とする、学問体系が異なる二つの学科の学生

に対して、「食」に関する共通の講義・実習プログラムを提供している。【大阪府 

立大学/p.33】 
・患者の精神的、社会的状況を把握し共感する能力（Soft-mind）教育と医学的知

識・技能（Hard-mind）教育の融合により、患者が求める臨床医の養成を行って

いる。【和歌山県立医科大学/p.35】 
・多彩な身体知教育（身体的気づきを導く体験型授業）を行うことで、優秀な大

学生にふさわしい教養言語力を習得させる取組を実施している。【慶應義塾大学】 
・ソフトウェア開発技術者の不足という産業界の課題に対応するべく、体系的な

シナリオベースの教科書とソフトウェアの良し悪しを評価するツールとを連携

させた学習環境を独自に開発している。【芝浦工業大学】 

・医療系総合大学の特色を活かし、チーム医療学習のための実践的で専門性の高

い参加型カリキュラムを構築し、順次性のある教育課程を編成、実施している。 

【昭和大学】 

・文系の学生が農業について学ぶことができるよう、座学と実習を結びつけたグ

ローバル農業人材育成のコースを設置している。【拓殖大学/p.37】 
・実践的指導力と高度な専門性を備えた小学校教員養成のために、学生が２年次

より近隣の小学校での教育実習を行い、大学での学びと学校での体験を主体的

に結びつける「往還型教育システム」を実践している。【東洋大学/p.39】 
・情報処理学会により制定されたカリキュラム標準に基づいたカリキュラムの改

革、プログラミングなどの技術の向上、ＧＢＣ（ガラス箱オフィスアワーセン

ター）の設置による学生と教員、上級生と下級生のコミュニケーション機会の

増大などを行っている。【法政大学】 
・造形学部において獲得される造形の専門分野の能力に加えて、あらゆる人々が

造形の成果を享受するための活動を促進する専門家（ファシリテータ）として

の能力を獲得することを目的として、造形ワークショップ等を実施している。 

【武蔵野美術大学】 

    ・英語で行う講演会、ワークショップ、卒業論文中間発表会等を学生が企画・運

営することにより、実体験に基づく企画・運営力、英語による情報発信力を高

め、同時に異文化理解を深め、積極性を養っている。【南山大学】 
・「関連づけ」「結びつき」をキーワードとして、科目のクラスター化と週複数開

講科目の設定、学生・教員それぞれのコミュニティの活用等による、カリキュ

ラムの体系化・構造化を図っている。【関西国際大学/p.43】 
・国際救援・開発協力看護師育成のための基礎コースとして教育課程を編成し、

科目ごとにルーブリック、カリキュラムマップを作成し、修得が期待される能

力を明確に示している。【日本赤十字広島看護大学】 
・ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリスト）養成教育カリキュラムの開発

を行っている。【静岡県立大学短期大学部/p.45】 
・「人間力の育成」という課題への取組として、絵本の読み聞かせを通じた知識・

技能・実践の総合的な学習により、学生のコミュニケーション能力が育成され

ている。【島根県立大学短期大学部】 
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・学生が大学で学んだことの意義を地域活動の中で確認し、新たな学習課題を持

ち帰るサービスラーニングを実施している。【大分県立芸術文化短期大学/P.47】 
・学生が、アートを通し障害者と一緒に活動することで障害の困難さを体験的に

学習し、美術教育を障害者理解に結びつけている。【女子美術大学短期大学部/p.48】 
    ・保育者、歯科衛生士の養成にあたり、危機対応実践力を育成する体系的なカリ

キュラムを作成し、フィールドワーク等の実学の要素を取り入れ、地域とも連

携したプログラムが実施されている。【神戸常盤大学短期大学部】 
・設定された同一の課題に対して、異なる学年の学生がそれぞれの立場から取り

組む、異学年協働によるループ教育を行っている。【福島工業高等専門学校/p.52】 
・東アジアや欧米の学生と取組校の学生がチームを作り、共同で工学・技術的な

課題に対する問題解決に取り組む国際教育プログラムを新たに構築し、少人数

向けの教育課程として「国際技術者コース」を開設している。【佐世保工業高等専 

門学校】 

   ②教育方法の改善に係る取組 

・解剖実習時に同一遺体のＣＴ画像を参照しながらの解剖を学生に行わせ、見え

ている構造に加え、その深部の構造も画像上で確認することで、人体構築の３

次元的理解とＣＴ画像読影の基礎を獲得させている。【群馬大学】 
・海外からの留学生をＴＡとして活用し、英語の授業における学習支援を行って

いる。【三重大学（保健医療）/p.31】 
・自学自習用ｅラーニング教材を作成している。【九州工業大学/p.32】 
・水辺の環境学習を通じた社会性の涵養と自主的な学習への動機付けを目的とし

て、地域社会との連携による地域体験活動を実施し、上級生のＳＡによる学習

支援を行っている。【大分大学】 
・初年次の学生を対象に、必修科目として映像制作を軸とした取材学習を実践し

ている。サポート役としてＳＡを起用しているが、同科目を受講した学生を後

にＳＡとして参加させ、循環型の人材育成を行っている。【鹿児島大学】 
・「英語学習ロードマップ」の作成、英語学習サポートルームの開室、「英語学習

カウンセラー」の配置など、自律学習者育成支援のための取組が行われている。 
【獨協大学】 

・顔認証、音声登録により本人同定を行う、ｅラーニングによる自修システムを

構築している。【桜美林大学/P.36】 
・ＴＡガイドを作成することにより、ＴＡのやるべきこと、やってはいけないこ

とが定義されている。【中央大学/p.38】 
・学生の実習の報告、ポートフォリオ作成のための実習情報共有システムが導入

されている。【東洋大学/p.39】 
・２年次までに学習すべき知識群を６つの分野として構成し、その分野から毎月

課題を提示し、２年次終了までに基準を達成することを目標として、システム

設計、教材のクロスメディア化等の様々な補助作業を含めた取組が行われてい

る。【名古屋学院大学】 
    ・アクティブラーニングを展開するため、学生・職員・教員の三者協働体制を確

立し、能動的学習モデルとなってアクティブラーニングを支える学生スタッフ

を恒常的に発掘・育成するための研修制度を整備している。【関西大学】 
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・海外協定大学との協力による双方向型の国際研修プログラムの開発、学生の派

遣・受入の相互交流及び教員の派遣・招聘を行っている。【仙台高等専門学校/p.50】 

   ③成績評価に係る取組 

・ｅラーニングシステムの拡充、評価システムの構築、「言語パスポート」の発行

など、学習者の到達段階評価に基づいた個々の英語力に対応する学習プログラ

ムの開発を行っている。【東京外国語大学】 
・カラーコードベンチマークやファンクショナルＧＰＡを効果的に運用すること

により、カリキュラム、成績評価、学修支援の視点から、全学規模で教育の質

保証システムを構築している。【お茶の水女子大学】 
・学生がキャリア学習を自主的かつ意欲的に取り組めるように、キャリアプラン

シート、履修カルテ、キャリア・ディベロップメント証明書などの支援システ

ムが整備されている。【宮崎大学】 
・「プラクティカル・エコノミストの育成」という明確な目標のもと、学部におけ

る４年間の演習を１、２年生向けと３、４年生向けの２段階に分け、各段階で

学習評価を明確化し、論文作成能力の獲得を中心として学生の成長を促進しつ

つそれをモニターする制度を確立している。【大阪市立大学】 
・医学部学生の診療科における臨床実習において、指導医、看護師、患者による

評価シートを用いた評価を実施している。【和歌山県立医科大学/p.35】 
・取組学部の各学科が育成する人材が具備すべきコンピテンシー（行動特性）に

ついて、専門性を考慮して具体的かつ段階的に定義（ルーブリック化）し、取

組学部卒業生の到達度を保証するＰＤＣＡサイクルを構築している。【中央大学 

/p.38】 

   ④初年次教育に係る取組 
・工学部で学科横断的に履修する一年次必修科目「工学基礎実験」を中心に、分

野融合型の実験を核とした教育を目指し、実験内容を分野横断的、先端的なも

のに改編し、学生の科学・工学への関心を引き出す工夫がなされている。【東京 

農工大学】 
    ・初年次の学生に対し、基礎学力と自己教育の習慣を身につける目的で、「専門基

礎教育の拡充」、「数理教育を核とした複合型高大連携の推進」、「ジェネリック・

スキル教育の体系化」、「JIBUN ポートフォリオによる自己教育の習慣形成」の４

つの項目に取り組んでいる。【福井大学】 
・入学時のプレースメントテストに基づく習熟度別授業、リメディアル※1講義、

自学自習教材を用いた初年次教育を実施している。また、学習コンシェルジェ

による学習支援を行っている。【九州工業大学/p.32】 
・初年次教育の一環として、ｅラーニングを利用したリメディアル※1教材の自修

をさせている。【桜美林大学/p.36】 
 
 

                                                  
※1 リメディアル教育（補習教育） 

大学教育を受ける前提となる基礎的な知識等についての教育をいう。 
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⑤教職員の職能開発に係る取組 

・演習、実習科目による教育効果を向上させるための準備として、ＦＤワークシ

ョップを実施している。【大阪府立大学/p.33】 
・学習到達目標や教授法などについて、非常勤教員とコーディネータ教員が意思

疎通・情報共有できるよう、非常勤教員を対象としたＦＤ活動を行い、教員集

団として教育力を上げる体制を整備している。【獨協大学】 
・教員の職能開発のため、学内公開授業の参観が自由に行えるようｅラーニング

システムを改修し、授業評価が無記名で行えるアンケート機能を整備している。 
【桜美林大学/p.36】 

・グローバル社会で活躍できる技術者の育成を目指し、ものづくり教育と英語教

育を統合させた「工学・英語協同学習」を開発し、外国人教員と日本人教員が

協力して授業やＦＤを行っている。【金沢工業高等専門学校】 

⑥その他（社会との連携を含んだ取組など） 

・地域の病院、老人福祉関連施設、保育所、障害者福祉施設での実習により、ケ

アマインドを合わせ持つ地域医療マインドを育成している。【和歌山県立医科大学 

/p.35】 
・地域の諸団体などと連携し、実践的なフィールド学習、室内分析、環境情報解

析演習の３つを合わせた環境総合学習システムを展開している。【酪農学園大学】 

・産業界との連携により企業から提供される実践的な課題に対して、学生は正課

学習と課外学習の両面から、また、上級生と下級生が協力して取り組んでいる。 
【金沢工業大学/p.40】 

・全学共通教養教育科目の中にプロジェクト科目を開講し、プロジェクト科目の

テーマは地域社会（民間企業、自治体、ＮＰＯ等各種団体、個人等）から公募

してテーマ応募者（学外者）と学内教員による複数指導体制をとっている。 
【同志社大学/p.41】 

 （２）取組の実施体制について 

・数理教育に関する高大連携において、高校教員と大学教員からなる「高大連携数理

教育研究会」を立ち上げ、双方の教育現場の現状や問題点を明確にしている。 

【福井大学】 

・実践的な環境教育を実施し、協定先実習地との連携を円滑に行うため、地元ＮＰＯ

団体に現地サポートスタッフとして業務を委託し、更に教員・学生・現地サポート

スタッフが円滑な連携を取れるよう、大学に４つの重点フィールド担当のサポート

スタッフを各１名ずつ配置している。【酪農学園大学】 

・大学の英語教育に係る取組において、目標達成のために非常勤教員を取り込み、非

常勤教員を対象とするＦＤ研修会、ＬＭＳ※2利用促進のための使い方講習会を継続

的に開き、また、専任・特任のコーディネータ教員と情報・意見交換できる環境を

整えている。【獨協大学】 

 

                                                  
※2 ＬＭＳ（Learning Management System） 

ｅラーニングの学習管理システム。学習者等の登録、学習履歴の管理、学習の進捗管理（成績等）な

どの基本機能の他、掲示板等のコミュニケーションツールなどの機能を有する。 
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・実践的指導力を備えた優れた小学校教員の育成のために、教育学科の教員が教育  

委員会や実習先となる小学校との間で連絡・調整を行い、学生は２年次より毎週１

回の小学校での教育実習と大学での理論学習との間を往復するという仕組みを構築

している。【東洋大学/p.39】 

・産業界との連携により、情報通信技術に関する課題を対象として、問題発見力・解

決力を涵養する教育プロジェクトを実践するにあたり、課外学習と正課学習を連携

させて学生を育成するという取組を、教員と職員が対等の立場で連携している。 

【金沢工業大学/p.40】 

・実施体制として企画班、実施班、広報班、評価班を配置し、それぞれの業務分担を

明確にして業務を遂行している。【日本赤十字広島看護大学】 

・危機対応実践力養成という明確な目標があり、阪神・淡路大震災からの復興を実体

験として有していることから、地域連携体制（神戸市・長田区社会福祉協議会など）

が確立しており、プログラムの実行を支援している。【神戸常盤大学短期大学部】 

・実践的で社会貢献可能なモノづくりループ型教育体制を構築するために、構想設計・

詳細設計・製作の各段階では技術職員の他に地域技術者が支援をしており、企業等

での経験に基づいた製作過程及び設計製図指導の体制が構築されている。【福島工業高

等専門学校/p.52】 

 （３）取組の実施内容について 

・中等教育以降で課題となっている理数系科目における学習意欲の諸問題に対処する

ために実施された工学基礎実験について、中学校・高等学校の理数系教員に体験し

てもらう高大連携体験授業を実施し、技術の習得や学生・生徒への実験教育に関す

る意見交換を行っている。【東京農工大学】 

・全学協働体制の下で多次元的な学士力を養成するために、学士課程における各科目

のカリキュラム体系上の位置づけや水準（ベンチマーク）を５種類のカラーコード

で類別し示すカラーコードベンチマークシステムの導入と複数プログラム選択履修

制度を開始し、取組には学士課程在籍の全学生（約 2,000 名）と全教員（約 400 名）

が参加している。【お茶の水女子大学】 

・保健医療の国際化に対応する人材の育成を目指し、第６学年を対象とする海外臨床

実習、第１～４学年を対象とする早期体験実習、外国人教員とネット教材を活用し

た英語コミュニケーション授業、文化人類学的手法等を採り入れた地域調査実習な

どが行われている。【三重大学（保健医療）/p.31】 

・総合大学の教員養成のモデルとなる全学教職コア・カリキュラムの体系的構築など、

設定された５つの目標を達成するため、教師教育開発センターと教職課程運営委員

会を中心に体制が整備され、全学教職課程ＦＤ研修会を教職課程認定学部ごとに開

催し、約 250 名の教員の参加を得ている。【岡山大学】 

・初年次教育の改革として、入学前研修会、リメディアル講義、習熟度別授業、学習

コンシェルジェ支援などを複合的に実施し、自学自習が可能なスモールステップ方

式によるワークブックやｅラーニング科目の整備を行うことにより、初年次学生が

スムースに大学教育に馴染んでいくための工夫がなされている。【九州工業大学/p.32】 

・教養教育と専門教育の壁を超えたカリキュラム改革により、汎用スキル的要素（認

知的な側面が中心の学習成果のうち、汎用的なもの）に焦点をあてた学習スキル科
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目を初年次に配置するなど、全体計画との整合性を意識し、かつ段階的に計画を実

施している。【熊本大学】 

・取組学科の初年次学生全てに「人文系共通技能」を保証するため、映像制作を軸と

した取材学習を実践し、取組を①基礎力ステージ（文章読解力、批判的思考力、作

文力を養う）、②ＳＡステージ（ＳＡが各グループに加わり、取材技術や映像制作の

方法を指導）、③取材・制作ステージ（研究テーマから映像作品の企画を立案、取材

に向けて文献調査や実地調査、取材・撮影・編集し配信）の３段階で構成し、受講

生の理解を確実にしている。【鹿児島大学】 

・「プラクティカル・エコノミスト（ＰＥ）の育成」を目的に掲げ、ＰＥとして修得す

べき６つのスキル（情報収集、プレゼンテーション、課題発見、分析、論文執筆、

コミュニケーション能力・多彩なチャンネル）と１つのアビリティ（複眼的問題解

決）という具体的な指標を達成目標として学士力の内容を明確化し、達成度の確認

を行っている。【大阪市立大学】 

・２つの取組学科が別キャンパスにあるため、ビデオ会議システムの導入により講義

を同時中継し、講義中はＴＡも配置して対応に当たっている。また、限定した少人

数の学生（各学科から１年度１０名）を対象とする利点を活かして、海外演習や他

大学での実習を実施している。【大阪府立大学/p.33】 

・医療の現場において患者が求める臨床医を養成することを目的として、１年次から

４年次まで継続的に行うケアマインド教育と基礎医学・臨床医学教育・臨床技能教

育を実施している。その後、５年次から行う臨床実習において、指導医、看護師、

患者からの評価を行い、その結果を学生にフィードバックすることにより、個々の

患者にとって最も適切な治療方針を決定できる臨床医を育成している。【和歌山県立医 

科大学/p.35】 

・専攻分野と並行して英語学習に取り組む自律学習者を育成するために、個々の学生

のための「英語学習ロードマップ」の作成、「英語学習サポートルーム」の開室、自

律学習者育成支援のための「英語学習カウンセラー」の配置などを行っている。 

【獨協大学】 

・身体知教育（身体的気づきを導く体験型授業）のノウハウ蓄積を基に、優秀な大学

生にふさわしい言葉の力＝教養言語力育成に向けた多岐にわたる教育プログラムを、

年度ごとの明確な目標を設定し、計画に沿って実施している。【慶應義塾大学】 

・農業に係る知識や技術を生かしてグローバルに活躍するための人材育成を目指し、

当該学部の文系学生に対して、農業に関する基礎・専門科目の学習とともに、実践

力を身に付けるために農業実習を取り込んだコースを設置し、大学での講義と短

期・長期の実習を結びつけている。【拓殖大学/p.37】 

・学生と教員、上級生と下級生のコミュニケーション機会を増加させるため、実空間

で透明度の高いＧＢＣ（ガラス箱オフィスアワーセンター）を設置し、自発的な学

び合いの場、コミュニケーションの場として機能させている。また、情報収集・整

理・発想に関わる力の涵養のための情報科学リテラシ科目の充実、時流に合った講

義を集中講義形式で実施するリクエスト集中講義等に取り組んでいる。【法政大学】 

・あらゆる人々が造形の成果を享受するための活動を促進する専門家（ファシリテー

タ）として「造形ファシリテーション能力」という概念を教育上に位置づけ、その

実践のために、構造化された講義とワークショップの実施、学生による「造形ワー
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クショップ記録」のデータの蓄積等を行っている。また、その概念を大学教育上の

実践と歴史的理論研究から明確にしたテキストを刊行している。【武蔵野美術大学】 

・大学の学生・教員・事務局をつなぐ学生支援のためのネットワークであるキャンパ

ス・コミュニケーション・システム上に、「コア６」（経済学部生が２年次までに学

ぶ必要な知識群を６つの分野として再構成）の演習システムを設計し、ビデオ教材、

解説ビデオ等を作成して配信するなど、学生にとって自習しやすい学習環境を整備

している。また、ゼミ対抗コンペや表彰制度を導入するなど、多くの工夫が認めら

れる。【名古屋学院大学】 

・大学が従来から取り組んできたＰＢＬ型学習の実績・成果をベースに、全学共通教

養教育科目の枠内でプロジェクト科目を開講し、当該科目のテーマを地域社会から

公募して、テーマ応募者の学外者と学内教員（科目代表）の複数の指導者による指

導体制をとっている。また、学生の学習効果を高めるために、成果報告会の開催や

過年度生のＳＡ採用など学習活動の振返りの機会を設けている。【同志社大学/p.41】 

・アクティブラーニングを展開するため、教員、職員、学生の三者が協働して研修や

授業が実施され、学生スタッフを活用したクラス数や教員数が増加しており、三者

で構成される「事業推進担当者会議」が３年間に４７回開催されている。また、定

期的・継続的にＴＡ及びＬＡの研修制度確立に向けた計画立案・実施・運営が行わ

れている。【関西大学】 

・複数科目のクラスター化、学生、教員それぞれのコミュニティ（Learning Community

及び Teaching Community）の活用等により、学習の系統性・順次性に一定の方向性

をつけている。また、クラスター化した科目の目標や内容・評価基準を明確化する

ために、レポート課題等の統一化（課題マップ）、他科目との整合性、評価水準の一

定化（ルーブリックの作成）を図っている。【関西国際大学/p.43】 

・看護職として基礎となる能力を育成しながら、国際救援・開発協力を担う看護実践

力を育成するために教育課程を編成し、その救援コースに特化した１４科目の教育

プログラムを開発し、年度別到達目標を明確にするとともに、科目毎にルーブリッ

ク、カリキュラムマップを作成し、修得が期待される能力を明確にしている。【日本 

赤十字広島看護大学】 

・ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリスト）としての専門性の確立・向上及び

医療現場での専門職としての定着を追求するために、標準テキストや補助教材（Ｄ

ＶＤの制作など）が開発され、病院（小児病棟・小児外来）、福祉施設、在宅支援の

場でのホスピタル・プレイ活動の意義・効果についての研究・実践の成果が、国際

シンポジウムやセミナーなどで情報提供されている。【静岡県立大学短期大学部/p.45】 

・自己の成長物語を探し、創り、説得力をもって他者に語ることができる「ナラティ

ブ能力」を育成するために、３つのステップ（①ネタ作り＝体験・情報収集、②ネ

タもみ＝体験の捉え返し、③ネタみせ＝成果の情報発信）を科目群に対応させて構

造化し、振返り、情報発信にいたる体験的学習をトータルに実施している。【大分県立 

芸術文化短期大学/p.47】 

・学生がＰＢＬを通して障害を理解していくサービスラーニングを、学外の施設や機

関、大学等と連携協力して、全学的に履修可能な授業として開講している。また、

サービスラーニングを行った際、学生たちが自らの活動の成果を画集として目に見

える形で記録することにより、意欲の向上につなげている。【女子美術大学短期大学部/p.48】 
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・海外の協定校との間で学生の派遣と受入だけでなく、教員も派遣と招聘という形で

同様な交流が積極的に行われ、双方向型の国際研修プログラムが提供されている。

海外より招聘された教員による英語での専門科目の講義については、教材コンテン

ツ作成ツールを導入・活用することで効果的な講義の復習や自主学習環境の整備が

進められている。【仙台高等専門学校/p.50】 

 （４）社会への情報提供活動について 

・ホームページに取組内容、経過、成果等の進捗状況を掲載し、また、その成果等が

新聞やテレビに取り上げられるなど、広く社会へ情報提供されている。 

・取組のパンフレットや報告書を関係機関や他大学等に配布・送付し、取組をわかり

やすく紹介するための情報発信に努めている。また、フォーラムやシンポジウムな

どを開催することにより、情報発信とともに、関係機関との連携を強化している。 

・取組内の活動についてのホームページやブログ、Facebook、新聞等を、学生が主体

となって作成している。 

・活動成果を事例集や教科書としてまとめ、国内外・産学官からの視察・照会・講演

依頼に積極的に応じ、取組の内容を情報提供している。 

 （５）取組の成果について 

・解剖体のＣＴ画像の読影力や解剖で得た知識の有用度に関して、取組を経験した学

生が、取組以前の学生に比べ高いと感じており、統合実習で得た解剖学的知識、画

像読影力が第４学年まで持続している。【群馬大学】 

・副専攻英語履修者を主たる対象に、授業外の英語自律学習のための支援プログラム

を提供し、スピーキング評価やライティング評価開発の成果を応用しながら、理解

能力だけでなく発信能力を高めるプログラムも開発している。【東京外国語大学】 

・一年次必修科目「工学基礎実験」の実験テーマを、学科横断的かつ先端的な内容に

触れられるようにしたことで、学生の意欲向上に成功している。また、ＴＡを効果

的に活用して実験のサポートを行い、学生の信頼度が高まっている。【東京農工大学】 

・カラーコードベンチマークやファンクショナルＧＰＡなどの導入により、学生が自

らの学修内容の質的情報を把握するとともに、学修成果を精確に捉えられるように

なっている。【お茶の水女子大学】 

・学生の自己教育の習慣形成のための「JIBUN ポートフォリオ」を構築し、そのシステ

ムに組み込まれた３種類のメンタルヘルスに関するソフトにより、学生の状況を事

前に把握できるようにしている。【福井大学】 

・報告会等を通じて、海外実習に参加した上級生の体験が下級生にも波及し、海外で

の実習に対する関心を高めており、参加希望者も増加している。また、海外での実

習を体験した学生は、日本における地域医療にもグローバルな観点から、関心・理

解を深めている。【三重大学（保健医療）/p.31】 

・合宿方式で実施されている入学前研修会が学生の人間関係構築に効果を上げている

ほか、大学教育で重要な基礎教育（数学・物理・情報・英語）の充実を図るために、

専任指導者として学習コンシェルジェを配置して学生へのサポート体制を整備する

など、学生個人に対応した支援を行い、学生の学習意欲向上につなげている。【九州 

工業大学/p.32】 
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・外部１３団体との連携の下で学期授業１科目につき６、７回の地域体験活動を実施

し、その活動に関連する講義を実施するなど、幅広い学びへの動機付けを図ったこ

とにより、参加学生が環境に関連する授業や職業について高い関心を寄せ始めてい

る。【大分大学】 

・学科初年次４クラス約 160 人の学生全員を、映像制作を軸とした取材学習に能動的

に参加させることを可能としている。【鹿児島大学】 

・学問体系が異なる獣医学科と植物バイオサイエンス学科の学生に対して、動物生産

と植物生産の両サイドから食の安全・安心を検証できる人材を育成するために、両

学科の教員間の緊密な連携により共通の講義・実習等が行われ、学生間の交流や教

員間の交流が促進されている。【大阪府立大学/p.33】 

・臨床実習において、指導医のみならず、看護師、患者あるいは患者家族から知識・

技能、接遇、共感、気配り、身だしなみ、時間的配慮など、具体的な評価を多面的

に受けることにより、自己評価だけでは得られない学生の気づきを促すことにつな

がっている。また、自分の課題を客観的に確認できるため、学生の意識は着実に高

くなっている。【和歌山県立医科大学/p.35】 

・北海道の豊かな自然やフィールドを実習地及び教材として環境教育プログラムを実

施し、実習への参加者が年を追うごとに飛躍的に増加しており、多くの学生が自主

的に積極性を持って実習に臨み、満足度は高い結果となっている。また、小・中学

生への環境教育活動に参加するなど、学生が中心となって教育プログラムを構成し

たことにより、環境教育に参加した児童・生徒だけでなく、環境教育を行った学生

にとっても教育効果が得られている。【酪農学園大学】  

・支援期間の３年間でｅラーニングの受講者数が着実に増加し、リメディアル教材に

対して学生たち自身が高い評価をしているほか、授業時間外学習（プラス学習）と

しての選択科目授業の自修教材の受講者数も多く、大学生の学力の低下に対する現

実的な対策となっている。【桜美林大学/p.36】 

・基礎的なソフトウェア開発技能の向上を図るために、実際にプログラミングを行い

ながら学習し、その中で評価ツールからなる教材を用いてソフトウェアの良し悪し

を評価しながら学習するという学習環境を構築している。そのことによって、教育

効果を高めるだけでなく、学生による自主的な学習を誘発することに成功している。 

【芝浦工業大学】 

・チーム医療学習のための実践的で専門性の高い参加型カリキュラムを構築し、すで

に構築されている低学年のカリキュラムとも順次性のある教育課程を編成、実施し

ている。 また、ＦＤ、ＳＤを実施し、チーム医療に求められる知識、技能、態度に

対する多面的な評価法・基準を確立している。【昭和大学】 

・文系学生に農業を体系的に学ばせ、グローバルな視点から農業ビジネスに従事する

学生を養成するという点で、農業生産法人や農業ビジネスに携わる職業に就いた学

生や、研修中に日本農業技術検定３級に合格する学生を生み出すなどの成果を上げ

ている。【拓殖大学/p.37】 

・理工学部各学科が育成する人材が具備すべき各コンピテンシーと、それを具体化し

たキーワードによる段階的な到達度をルーブリック化して示すことで、学生が自分

の到達状況を把握できている。また、取組の実施に欠かせないＴＡの支援について

は、ＴＡガイドによりＴＡのやるべきこと、やってはいけないことが定義され、Ｔ
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Ａ自身の気づきを促すなど、質の向上が図られている。【中央大学/p.38】 

・学生は「往還型教育実習（東洋大学モデル）」の中で授業の準備や学校行事への参加

など様々な経験をすることで、小学校教員に対する具体的なイメージをもつことが

可能となり、大学での理論学習に対しても反映させることができている。【東洋大学 

/p.39】 

・ＧＢＣ（ガラス箱オフィスアワーセンター）の一学期間の来訪者が延べ 1000 名を超

えるほどに機能し、英語教育に関しては英会話をするコーナーを設けることでサポ

ートするなど、教員の自主的な改革が生まれている。また、授業外学習時間が伸び

たという成果も上がっている。【法政大学】 

・産学連携プロジェクトを通じて、学生が受け身ではなく主体的に取り組んでおり、

プロジェクトの中で学生自らが課題を設定し、自分たちで計画を立てて活動してい

る。プロジェクトを通した体験が今後企業等で求められる能力の養成につながり、

学生の財産となっている。【金沢工業大学/p.40】 

・３年間に４６件の講演会、ワークショップなどのイベントを開催し、これらが全て

英語で運営されたことで、学生が企画力、英語による発信力を向上させ、同時に異

文化理解を深め、積極性を養うなど、総合的な学士力の育成に成果を上げている。 

【南山大学】 

・「プロジェクト科目」を全学共通教養教育科目として位置づけていることで、多様な

学部の学生が一緒に学ぶため、多様な観点・ものの考え方があること、それぞれの

専門の特徴・強みがあることを学生に気づかせている。学生たちが学習成果を他者

にも理解できるような形で発表する機会（成果報告会等）を設定しており、受講生

が自ら活動広報スペースの提供を交渉して獲得するなど、成果の社会的意義をより

深く理解させることに成功している。【同志社大学/p.41】 

・アクティブラーニングを支える学生スタッフを発掘・育成するための研修制度を整

備したことや、全学共通科目のスタディスキルのためのゼミをレベル・分野で多元

化したことで、大規模私大の多様な学生に応じた柔軟なカリキュラム構成が可能と

なり、受講生の所属学部・学年次の広範化が実現している。【関西大学】 

・授業時間外の学習時間の顕著な増加、といった具体的な数値として現れた成果に加

え、積極的な学生に対しては大学をあげてバックアップ体制を整えることで、他の

学生へのよい刺激となって、主体的な学び・能動的学習への志向を学内に浸透させ

ている。【関西国際大学/p.43】 

・ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリスト）の現職者であるＨＰＳ養成講座の

修了生は、勤務先（病院など）でＨＰＳとしての存在意義を認められており、医療

チームの一員として病院内で活動の場を拡げている。【静岡県立大学短期大学部/p.45】 

・絵本の読み聞かせを通して、その活動の３つの達成目標（絵本や人間に関する知識

と理解の育成、Face to Face のコミュニケーションスキルの育成、実践を通した社

会性・倫理観の育成）に対し、十分な成果が得られている。【島根県立大学短期大学部】 

・学生は、サービスラーニングを通じた教員、他学年・他学科の学生、他大学の学生

や地域の団体等との交流により、座学だけでは得られない経験の蓄積やモチベーシ

ョンの向上を実感しており、プログラムによって様々な教員が担当することにより、

学科の垣根を越えた交流が可能となっている。【大分県立芸術文化短期大学/p.47】 
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・震災時などの非常時に、大学が養成している保育者・歯科衛生士という専門職に求

められる「危機対応実践力」を養成するために、震災、水害、雪害それぞれの被災

地でのフィールドワーク、幼児のための防災・減災教育教材の制作、災害時の口腔

保健啓発リーフレットの作製と発表などの経験を通して、危機に対応できる実践力

が育成され、市民救命士資格を得るなどの効果が得られている。【神戸常盤大学短期大 

学部】 

・双方向型の国際研修プログラムでは、英語による報告書の作成や成果発表を学生に

求めることで質の保証に努め、実際に国際会議や大学のゼミで発表を行う事例も出

るなど成果を上げている。また取組実施当初は学生の国際交流に対し消極的であっ

た教員の間にも、積極的に指導に臨む空気が醸成され、教員側の意識改革につなが

っている。【仙台高等専門学校/p.50】 

・機械工学科の１年生から５年生全学生が同一課題に関わる異学年協働ループ型教育

により、教育内容の具体性が学生の積極性を引き出すことになっており、創造性の

涵養、実践的な設計製図能力やプレゼンテーション能力の育成などに効果を上げて

いる。また、機械工学科での成果を受けて、他の一部の学科においても異学年協働

によるモノづくりへの取組が進められている。【福島工業高等専門学校/p.52】 

・東アジアや欧米の学生とチームを作り、環境やエネルギーなどの技術的な課題に対

して、相互交流やＷｅｂコミュニケーションツール等で海外の学生と英語による討

論等を行わせることで、英語力のみならず課題解決能力も育成されている。【佐世保工 

業高等専門学校】 

・中学校を卒業したばかりの早期よりグローバル化に対応した体験重視型の専門教育

を行うことで、米国英語研修やニュージーランド留学、海外インターンシップ等に

学生を参加させ、英語に対する学生の積極的な学ぶ姿勢を引き出している。【金沢工業 

高等専門学校】 

 （６）評価及び改善・充実への取組について 

・外部評価委員を加えた評価委員会を３年間で３回開催して評価を受け、評価結果は

次年度の講義、実習の改善（試験回数や実施時期の調整、実習で配布される正常画

像の充実など）に活かされている。【群馬大学】 

・学生有志との懇談会を開催し、プログラムの自由度などについて学生側からの要求

にもできる限り応えるよう改善に努めている。また、卒業生組織とも連携を図り、

社会人のための支援プログラムの開発も視野に入れている。【東京外国語大学】 

・サイエンスを学ぶ上での危険察知能力等に関して、事前に安全教育ビデオを視聴さ

せるなどの対応をしていたが、軽微な怪我や装置の取り扱いミスなどが複数あった

という経験を踏まえて、安全教育を充実させるなど改善の取組がなされている。 

【東京農工大学】 

・汎用スキル的要素を涵養する科目として初年次の必修科目「ベーシック」を開発す

るとともに、学習成果を確認するために授業開始前と終了後に受講学生によるセル

フチェックを導入し、学習成果を確認している。【熊本大学】 

・外部評価委員会による指摘に応じて学生による授業評価を学期の始期と終期に実施

し、比較検討することで教育効果の測定を可能にし、集中講義や課題探求等の教育

技法の効果を明確にしている。【大分大学】 
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・学部内で行うＰＤＣＡ活動で、評価委員会（Check）とスパイラルアップ委員会

（Action）がプログラムの企画・実施組織が作成した自己点検評価書の評価・改善

指摘を行い、その結果を受けて次年度計画へ改善を反映させている。また、各年度

末には外部評価委員による第三者評価を実施するなど、着実な改善プロセスが機能

している。【宮崎大学】 

・ｅラーニングによる教員の職能開発（ＦＤ）が実施され、学内の教員はいつでも自

由にｅラーニングによる授業参観、アンケート記入ができるようにシステムが構築

されている。また、アンケート評価を行うだけでなく、ほぼ毎月開催のＧＰ運営委

員会がｅラーニング支援室から提供される評価結果を分析して、その結果をフィー

ドバックするなど、授業改善を実現する体制を整備している。【桜美林大学/p.36】 

・実施取組に対して、教育評価創造委員会が評価方法の取りまとめを担当し、その下

部組織である学生ポートフォリオ＆アンケート作成小委員会が学生の評価に関わる

問題を提起・解決し、教員アドバイザリー小委員会が教員の評価についての研究・

普及活動を進めた。更に、外部評価委員会を含めた評価体制を構築・機能させ、着

実に改善につなげている。【慶應義塾大学】 

・支援期間終了後に取組の運用方法と学生の修得度を検証するために設置した大学教

育推進プログラム検証小委員会（学外委員を含む）が、公開シンポジウムでの報告

も参照して多面的に検証・評価を行っている。【昭和大学】 

・３重のＰＤＣＡサイクルとして、学生対象の点検評価（学生自身、教員、ＴＡ、卒

業生による多面評価）、対応科目教員対象の点検評価、学部・学科単位での点検評価

を実施し、組織的な展開が確実に行われており、課題が明確化されている。【中央大学 

/p.38】 

・学生の学習成果（取得単位数やＧＰＡ）がシステム上に蓄えられており、更にシス

テムでは個別学生の取組状況が一覧でき、今後のデータ解析を可能としている。 

【名古屋学院大学】 

・英語スキルの評価について、より客観的で学外データとの比較も容易な外部試験

（TOEIC IP）による英語力測定と他の要因とを関連づけて、イベントの企画や学生

の指導などの改善につなげている。【南山大学】 

・ＣＤＩＯ（「Conceive（考え出す）、Design（設計する）、Implement（実行する）、Operate

（運営する）」の略で、1990 年代後半にマサチューセッツ工科大学とスウェーデンの

３つの大学が協力し考案した工学教育。次世代のエンジニアを育成する革新的教育

のフレームワークとされ、現実のシステムや製品開発における工学の基礎教育を学

生に提供するもの。）のメンバーとなり、ＣＤＩＯ世界会議やアジア会議において教

育事例を発表したことにより、自らの教育方法を客観的に見る機会を設けている。 

【金沢工業高等専門学校】 

 （７）財政支援期間終了後の取組について 

・取組の実施体制として新しく発足した部署が、支援期間終了後も組織の一部として

位置づけられるなど、取組の実施主体が継続して実施にあたることとなっている。 

・継続実施するための経費について、各種裁量経費や補助金、関係機関からの支援な

どが充てられている。なお、今後、特に小規模の大学等においては、長期的な取組

の継続のために、国のみならず、都道府県等からの支援を得ることも望まれる。 
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・取組における教育方法・教育効果・評価方法を検証しながら、取組が継続して実施

され、また、取組から発展した科目やコースが実施されている。 

・支援期間中の課題や問題点が明らかにされており、現時点での対応状況が示され、

継続実施していく上での改善や新構想が検討されている。 

 （８）取組に係る経費について 

・支援期間終了後の継続的発展を念頭において、後年負担が多くなる経費は極力圧縮

し、学生教育に直接還元される経費（ＴＡ人件費、教材購入、学習環境整備等）を

優先するなど、中長期的観点に立った財政計画と経費使用が配慮された。 

・取組の実施計画や進行に合わせて各経費が支出され、計画の変更や経費削減等によ

る余剰経費を必要な経費に回すなど、効率的・効果的に使用された。 



 ２．特に波及効果が期待できる事例 

    現地調査を行った１６件は、いずれも優れた取組であり、波及効果が期待できると

判断された。他大学等への参考となりうる取組内容を中心に、概略を紹介する。 

 

【大学】 

  ○三重大学 医学部医学科 「保健医療の国際化に対応する医学教育」 

【Ⅴ．現地調査報告書 p.31 参照】 

本取組は、保健医療の国際化に対応する人材の育成を目指し、海外臨床実習（６

年生が対象）、早期体験実習（１～４年生が対象）、外国人教員とネット教材を活用

した英語コミュニケーション授業、文化人類学的手法等を採り入れた地域調査実習

などが行われている。学生は早い時期から国際医療保健学について学ぶ機会を得て、

グローバルな活動への動機付けとなっている。 

    海外臨床実習の実施については、長い実績を持つ学部間協定大学とのつながりを

生かした安定的な運営が行われており、年度による増減はあるものの、学年の半数

に及ぶ多くの学生が参加している。 

英語教育や海外における実習に重点を置き、グローバリズムや地域医療への理解

につなげている取組は、他の大学等にも参考となる事例であり、今後の大学教育へ

の波及効果も期待される。 

  ○九州工業大学 情報工学部 「自学自習力育成による学習意欲と学力の向上」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.32 参照】 

本取組は、専門教育に入るための基礎学力の伸長、学習意欲の向上を図るため、

初年次教育の改革を実施している。 

合宿形式での入学前研修会、リメディアル講義、習熟度別授業、学習コンシェル

ジェによる支援などが複合的に実施され、更に、自学自習が可能なワークブックや

ｅラーニング科目の整備を行うことにより、初年次学生が大学教育にスムースに馴

染んでいくための工夫がなされている。 

大学入学時点における学生の学習意欲・学力の低下は、いずれの大学でも重要な

課題と言え、当該学部において行われている取組は他大学等においても参考となる

手法である。また、自学自習システムの一つであるｅラーニング教材の整備につい

ては、全国から注視されている。 

○大阪府立大学 生命環境科学部獣医学科及び植物バイオサイエンス学科 

「動植物系教育融合による食の教育プログラム」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.33 参照】 

本取組は、獣医学科と植物バイオサイエンス学科という、異なるカリキュラム構

造を持つ２つの学科学生の人材育成のため、「食」を共通要素とした観点の能力を身

につけることを目指している。 

カリキュラム構造が異なる両学科で共通のプログラムを運用する困難を教員間の

緊密な連携によって乗り越え、副専攻という形で共通のサブカリキュラムを作るこ

とにより、新たな教育的要素の導入に成功している。 
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異なる分野間での協働は容易なことではないが、今後、様々な分野で複合的な教

育が必要となってくることを踏まえると、「学科間の協働」の先行事例として、また、

主専攻プログラムと副専攻プログラムの有機的関係のモデルとして、他の大学等へ

の波及効果が期待される。 

○和歌山県立医科大学 医学部 「プラグマティズム的臨床医育成プログラム」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.35 参照】 

本取組は、患者の精神的、社会的状況を把握し共感する能力（Soft-mind）教育と

医学的知識・技能（Hard-mind）教育が、臨床実習の場において融合しているかを多

面的に評価し、患者が求める臨床医を養成することを目的としている。 

１年次から４年次まで、継続的にケアマインド教育（Soft-mind 教育）と基礎医学・

臨床医学・臨床技能教育（Hard-mind 教育）を行っている。５年次から行う臨床実習

では、指導医、看護師、患者からの評価を実施し、その結果が学生にフィードバッ

クされる仕組みをつくり、自己評価だけでは得られない学生の気づきを促している。 

Soft-mind 教育と Hard-mind 教育の融合というユニークな取組であり、かつ、ＰＤ

ＣＡサイクルを十分に機能させている取組でもある。 

○桜美林大学（全学） 「層の厚い学士力醸成のための自修システム」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.36 参照】 

本取組は、ｅラーニングを活用し、自修システムの構築、リメディアル教材の作

成、単位制度の実質化を目指した授業時間外学習（プラス学習）の受講、就職対策

学習・教養学習コンテンツの提供などを行うとともに、受講学生を対象とした授業

アンケートや教員を対象とした web 授業参観、授業評価アンケートを実施して教員

の職能開発（ＦＤ）にも積極的に取り組んでいる。 

単位の実質化に向けて学生の学習時間を確保する上で、ｅラーニングによる自修

システムの構築や教員の職能開発は、初年次教育のみならず全学年の教育の改善と

いう観点から、他大学においても参考となる内容であり、大学等の教育の質保証の

強化につながる波及効果が期待できる。 

○拓殖大学 国際学部 「文系学生のグローバル農業人材育成」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.37 参照】 

本取組は、国際協力や国際開発の分野で重要な要素である農業に注目し、農業に

係る知識や技術を生かしてグローバルに活躍する人材を育成するものである。 

いわゆる文系学生に対して、座学と実習を配置したユニークな取組を行っており、

農家の方との交流や長期の研修を通して、学生にはコミュニケーション能力やリー

ダーシップの向上等の成長が見られる。 

農業という特殊な分野ではあるが、文系学部の新たな教育展開の一例として、他

大学にも刺激を与える取組である。特に、半年～１年の長期研修は、プロジェクト

を集団で運営し、体験・学習する Project Based Learning の手法において、その教

育効果を証明する事例となっており、他大学の参考となり得る。 
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○中央大学 理工学部 「段階別コンピテンシー育成教育システム」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.38 参照】 

本取組は、取組学部の各学科が育成する人材が備えるべきコンピテンシー（行動

特性）を、専門性を考慮して具体的（各７種類３３項目）かつ段階的（５段階）に

定義（ルーブリック化）し、取組学部卒業生の到達度を保証するＰＤＣＡサイクル

の構築を目的としている。各コンピテンシーと、それを具体化したキーワードによ

る段階的な到達度をルーブリック化して示すことで、学生は自らの到達状況を把握

できる。各学科の独自性を生かした取組が確実に実施され、点検評価のフィードバ

ックが機能した効率的な取組の推進がなされている。 

すでに他大学等から問合せ等の関心が寄せられているが、コンピテンシーの定義、

キーワード、段階別の水準等の整備により学生自身が自己成長度を判断できる有効

な指針が示されており、教育の質保証の観点からも、他大学等への波及効果が期待

できる。 

○東洋大学 文学部教育学科 「往還型教育システムによる学士力の育成」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.39 参照】 

本取組は、実践的指導力と高度な専門性を備えた小学校教員の育成という目的の

もと、学生が大学での学び（教員養成教育）と小学校での実習体験を主体的・有機

的に結びつける仕組み「往還型教育実習システム」として考案されたユニークな取

組である。取組学科の教員が教育委員会や実習先となる小学校との間での連絡・調

整を行ってネットワークを形成することにより、学生が２年次から毎週１回小学校

での教育実習を行い、大学での理論学習と実習との間を往復する仕組みが整えられ

ている。 

本取組は学生の意欲を高める実践的教育システムとして優れており、特に、小学

校を附置していない私立大学にとって参考となる先行事例と言える。本取組の成果

を応用することで、多面的な波及効果が期待できる。 

○金沢工業大学 情報学部 「ＫＩＴビジネスアーキテクトプロジェクト」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.40 参照】 

本取組は、産業界との連携により、情報通信技術に関する課題を対象として問題

発見力・解決力を涵養する教育プロジェクトを実践しており、産学連携教育の一例

を示している。 

企業から提供される実践的な課題に対して、正課学習と課外学習の両面から問題

発見解決に取り組むことにより学生を育成するという工夫がなされている。また、

教員、職員がそれぞれ本取組の目的をよく理解し、共同して取組を進めており、産

学のコーディネートが円滑に行われている。 

社会と接点を持つことで学生はモチベーションが高まり、主体的に取り組み、達

成感も大きい。 

学士課程修了後すぐに社会で活躍できる学生を育成している点は、学部卒業後に

企業等に就職する学生が多い大学等の参考になる事例と言える。 
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○同志社大学（全学） 「プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.41 参照】 

本取組は、当該大学が従来から取り組んできたＰＢＬ型学習の実績・成果をベー

スとして、全学共通教養教育科目の枠内にプロジェクト科目を開講し、その学習を

通じて「プロジェクト・リテラシー」や課題探求能力を備えた２１世紀型市民を育

成することを目指している。プロジェクト科目のテーマを地域社会（民間企業、自

治体、ＮＰＯ等各種団体、個人等）から公募していること、テーマ応募者（学外者）

と学内教員による複数指導体制をとっていること、ＴＡ・ＳＡの配置により多面的

に学生の学習を支援していること、学習効果を高めるために振返りを促す方策を講

じていることなどの工夫や特徴が見られる。 

ＰＢＬ導入に取り組む大学等と合同で成果報告会を開催するなど、他大学の学生

の視点も採り入れ、自分たちの実践の意義や問題点への気付きなどを促している。 

○関西国際大学（全学） 「科目のクラスター化によるカリキュラム改革」 

 【Ⅴ．現地調査報告書 p.43 参照】 

本取組は、「関連づけ」「結びつき」をキーワードに、科目のクラスター化と週複

数開講科目の設定、学生・教員それぞれのコミュニティ（学生：ＬＣ＝Learning 

Community、教員：ＴＣ＝Teaching Community）の活用等により、カリキュラムの体

系化・構造化を図り、組織的なカリキュラム改革を推進することを目的としている。 

学習の系統性・順次性に一定の方向性をつけることで学生の学習意欲を高めてい

るほか、レポートや試験のスケジュール調整などの効率的な学習環境の整備にも注

力されている。学生は、原則として１年次から全員がいずれかのＬＣに参加してお

り、本人の希望等に応じて複数のＬＣに所属したり、学生が主体となったＬＣが形

成されたりしている。 

他大学で同様の取組を試みるためには、コンセプトの明確化、大学側の強力なリ

ーダーシップと計画性、教員間のコンセンサスづくりが不可欠と言える。 

 

【短期大学】 

  ○静岡県立大学短期大学部（全学） 「体系的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発」 

【Ⅴ．現地調査報告書 p.45 参照】 

本取組は、取組大学において日本初の試みとなるＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・

スペシャリスト）養成教育講座を実施してきた実績を踏まえ、ＨＰＳ養成教育カリ

キュラムの開発や様々なプログラムの開発を行っている。 

ＨＰＳとは「病気等の治療に関わるプロセスにおいて、Family Centered Care の

立場から遊び（Play）を用いて病児やその家族を支援し、チャイルド・フレンドリ

ーな援助方法と治療環境を創造する専門職」と定義されている。 

本取組はＨＰＳの養成という比較的新しくまた特殊なプログラムであるが、医療

の現場をはじめとして、専門職としてのＨＰＳのニーズは十分あると考えられる。

本取組の成果が、今後の日本におけるＨＰＳの波及に大きく影響すると思われる。 
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○大分県立芸術文化短期大学（全学） 「体験をスキルに変えるナラティブ能力育成」 

【Ⅴ．現地調査報告書 p.47 参照】 

本取組は、大学で学んだことの意義を地域活動の中で確認し、新たな学習課題を

持ち帰るサービスラーニングを通して、学生が自己の成長の物語を探し、創り、説

得力をもって他者に語ることができる「ナラティブ能力」の育成を目指している。 

サービスラーニングの内容は多岐にわたり、学生は多くの選択肢の中から活動を

選択できる。また、体験的学習の成果を明確にするため、学生自身による情報発信

（新聞・ブログ・ＨＰの作成、フォーラム開催など）に力を入れており、その過程

でリフレクション（振返り）を深めさせるように工夫している。 

実践を重ね、実績を積み上げることで学内や地域の協力体制を拡げていく取組は、

短期大学だけでなく四年制大学にも応用可能であると考えられ、他の大学等の参考

となる取組と言える。 

○女子美術大学短期大学部（全学） 「障害理解とアートフィールド参画支援の取組」 

【Ⅴ．現地調査報告書 p.48 参照】 

本取組は、学生がアートを通し障害者と一緒に活動することで障害の困難さを体

験的に学習する、つまり美術教育を障害者理解に結びつける取組である。本事業に

よる財政支援期間前からこの結びつきの教育を開始しており、本事業により更に発

展・具体化させている。 

学生は美術を通じた障害者との関わりの中で、言葉に頼らないコミュニケーショ

ンの大切さを学び、本取組で学んだことの芸術活動への影響を実感し、自らの作品

に反映させている。また、障害を理解するためのサービスラーニングに参加した成

果を画集として記録して活動を可視化することにより、意欲の向上につなげている。 

短期大学部での本取組の定着により、すでに同大学の大学（学部）や大学院にも

波及している。また、美術教育と障害者の社会参画をつなげていく取組として、美

術教育の枠の拡大、他の芸術系・福祉系等の大学等への応用・波及が期待される。 

 

【高等専門学校】 

○仙台高等専門学校［旧・仙台電波工業高等専門学校］（全学） 

 「学生国際交流事業における教育の質の保証」 【Ⅴ．現地調査報告書 p.50 参照】 

本取組は、海外協定大学との協力により、当該校の専門カリキュラムと接続した

プログラム、協定大学から受け入れる研修生に対してのより充実した研修プログラ

ムという双方向型の国際研修プログラムの開発を行い、単なる親善交流を超えた教

育の質の保証を目指している。学生の派遣・受入の相互交流だけでなく、教員も派

遣・招聘という形で積極的な交流が行われている。 

東北・北海道地区の他の高等専門学校との間での連携強化、海外協定校と東北地

区の高等専門学校との間での学術交流協定の締結など、すでに本取組を拡大・発展

させて地域全体の成果につなげている。海外での研修プロジェクトの単位化等のカ

リキュラムの弾力化、相手先大学とのアカデミックカレンダーの違いを考慮したセ

メスター制の運用、派遣・受入学生の研究ニーズのマッチングなど、他の理工系大

学等でも応用可能な要素が多い取組である。 
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○福島工業高等専門学校 機械工学科 

「異学年協働によるループ型創造性実践教育」 【Ⅴ．現地調査報告書 p.52 参照】 

本取組は、取組学科の全学生が「市民に役立つモノづくり」という視点のもと、

設定された同一の課題にそれぞれの立場から取り組むことによって、異学年協働に

よるループ型教育を実践している。 

具体的には、２年生がモノづくりの課題を決定して構想設計を行い、５年生が２

年生と議論しながら詳細設計と設計図の完成を行う。翌年度は新３年生が、前年度

５年生が完成させた図面に基づき作品を制作し、取組学科の全学生、教職員、市民、

報道関係者等が参加する公開発表会では１年生と４年生が作品を評価するという、

ループ型教育の一つのモデルとなる取組を行っている。 

異学年のスケジュール調整や教員間の連携などにおける負荷は避けられないが、

本取組の教育活動全体における位置付けなどについて検討・工夫することで、更な

る発展・波及が期待される。 



 ３．今後改善が望まれる事例 

    状況調査において、優れた取組や波及効果が見込まれる取組がある一方、今後に向

けて改善が望まれる事例も見受けられた。 

今後の取組の実施・継続・発展のための参考となるよう、以下にいくつかの事例を

紹介する。 

 （１）取組の実施体制について 

・取組の実施に当たり、特定の部署・教職員に負担がかかっている取組もあり、コア

メンバーを中心に今後の活動を精査し、大学全体として効果的・体系的に機能する

実施体制の構築が求められる。 

（２）取組の実施内容について 

・学生、教員、職員の参加者数など実施規模の面で、計画された規模で行われなかっ

た取組もあり、取組の拡大に向けて更なる努力が求められる。また、学部間・学科

間・全学で行われる取組について、必ずしも連携がうまく行われなかった事例もあ

り、カリキュラムの調整等を含め、より多くの学生が参加できるように検討し、発

展させていくことが望まれる。 
・取組の内容が抽象的な理念のレベルに留まっている事例があり、実践的な取組とし

て具体化されることが望まれる。 
・取組の実施内容について、予定していた様々な内容の中で、ある特定のものにのみ

偏りすぎたために本来の目的との結びつきが弱くなってしまった取組や、内容それ

ぞれの関係性が未分化と見られる取組が見受けられた。各取組の学習成果の関係を

整理し、総合的な学習成果とそれぞれの関係を明確にして、改善・改良に結びつけ

ていくことが望まれる。 
・学生や社会に対して取組の目的や取組の中で作成・使用された様々な言葉の意味・

概念等を明確に示すための工夫が十分ではなく、取組に対する学生の理解が不十分

である事例があり、学生が理解できるようより一層の働きかけと一般化していく努

力が求められる。 
・初年次教育や基礎学力向上を目的とした取組について、その後に行われる専門教育

との連携がうまく接続していない事例がある。相互の連携を密にし、教育チームの

構成を工夫した上で、取組を進めていくことが望まれる。 
・地域や企業等との連携が必要な取組で、関係機関の制約から人数を制限せざるを得

なかったものがあり、関係機関との協力体制の強化が望まれる。 

（３）社会への情報提供活動について 

・ホームページでの取組内容の公開が実質的に行われていない事例や、シンポジウム

などを開催しているものの規模や回数が十分とは言えない事例があり、情報提供活

動として、より積極的な社会への情報提供活動が望まれる。 
・取組で作成・編纂されたテキスト等について、学内での利用・改訂や一部の学外へ

の配布にとどまっている事例があり、更に有効な活用方法の検討がなされることが

望まれる。 
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（４）取組の成果について 

・取組の目的に対する成果、また、その成果についての評価方法が明確でない事例が

あり、具体的にどのような教育の質保証に結びついているのかについて、検証方法

を深めていくことが求められる。更に、取組に参加した学生の学習成果の分析等を

通じて、当該取組の学科・学部・大学全体の教育改善への波及効果について、評価・

検討することが望まれる。 
・取組を一定程度組織的・系統的に実施している取組について、より一層の展開をす

るために、教育課程における各取組の位置づけを明確にし、学生に対してもカリキ

ュラムの中でその目的の必要性を明示することが望まれる。 
・学生の学習意欲を十分に導き出しているとは言えない事例があり、学生のニーズも

把握した上で、達成すべき学習目標をより明確にし、大学全体として制度的・組織

的に対応されることが望まれる。 
・多くのＦＤ、ＳＤのプログラムを実施してはいるものの、担当教員の配置が少なく、

また、プログラムに参加する教職員が多くない取組も見受けられ、取組の効果を上

げるために更なる工夫・配慮が望まれる。 
・取組期間におけるカリキュラムの中で、学生がいつどのようなコンピテンシーを修

得すべきかを十分に示していない事例があり、明確にすることが求められる。 
・取組についての今後の改善に向けた検証が十分とは言えない事例がある。実施され

た取組が、その後の様々な科目等の履修に対して、どの程度いかなる影響を与えて

いるかということを検証すること、また、既存のカリキュラム等との連携を更に強

化・検討し、効果的な取組となるよう配慮することが望まれる。 
・取組を改善していく上で、学生の能力の定期的な測定を実施している取組について

は、能力の測定だけにとどまらず、その結果を公表し、教育効果の検証を行ってい

くことが求められる。 
・地域社会と連携する取組については、地域社会のニーズを確認し、そのニーズに大

学側がどこまで応えられるのか、また、学生側に必要な学士力の検証が求められる。

更に、その結果の詳細分析により、地域と学生における具体的な成果を明確にした

上で、今後の改善点を明らかにしていくことが望まれる。 
・取組の教育内容が特殊な分野の取組については、他大学等へ波及させていくために

も、その内容をより一般的で汎用的なものへと進化させるための検討が望まれる。 
・他大学等で同様の教育手法を採り入れた取組を行っている場合は、それらの大学等

と積極的に情報交換し、連携をとりながら、取組を発展させていくことが望まれる。 

（５）評価及び改善・充実への取組について 

・学内での評価及び学外の有識者等による外部評価を受けたことで、どのような改善

が図られたのか明確でない取組が見受けられた。改善内容を明確にし、今後の取組

につなげていくことが望まれる。 
・評価体制及び評価指標が十分とは言えない取組については、取組の成果を適切に評

価できる具体的な指標を設定するとともに、取組を客観的に評価するために外部の

有識者等の評価を受ける体制を整備し、取組内容を改善していく仕組みを充実する

ことが望まれる。 
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・取組で設けられた資格等の認定や認証等の制度については、その取得の意義を学生

に周知するとともに、関係諸機関で認知度を上げることに努め、充実が図られるこ

とが期待される。 
・取組に係る検証において、学習達成度や学習成果の定量的データを分析して取組に

対する評価・検証を充実させ、取組の実施方法を検討・改善させることが重要であ

る。 
・ポートフォリオを利用した取組については、単にポートフォリオを構築するだけで

なく、それをどのように運用していくかが重要であり、効果的な活用方法について

の検討が望まれる。 
・取組の本格的な実施までに長期間を要している取組も見受けられ、その要因につい

て評価・検証されることが望まれる。 

（６）財政支援期間終了後の取組について 

・取組の実施に当たり、特定の部署や専従スタッフ等が重要な役割を担ってきた取組

について、支援期間終了によりそれらの継続が困難な取組も見受けられた。取組の

成果をより確かなものとするために、大学全体が主体的に関わって効率的な事業運

営を検討し、継続的に取組が行われることが望まれる。 
・支援期間終了後の継続実施に当たり、具体的な問題点や改善点についての検証を行

い、明確に示すことが望まれる。 
・地域と連携して行われる取組については、その成果を地域に還元し、人的・財政的

な協力関係を強化・発展させ、事業が健全に継続されることが期待される。 

（７）取組に係る経費について 

・取組を実施するに当たり、特定の経費が大きな割合を占めている取組も見受けられ

た。取組のＰＤＣＡを明らかにし、同様の展開をしようとした場合に、外部資金の

導入がなければ継続・発展ができないということのないよう、今後の取組について

工夫と検討が望まれる。 
・長期的に取組を継続していくために、より一層の予算計画・保証についての工夫が

望まれる。特に小規模の大学等においては、長期的な取組の継続のために、国のみ

ならず、都道府県等からの支援を得ることも望まれる。 
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Ⅴ．現地調査報告書 
 

 

大学教育等推進事業委員会調査部会において、各大学等から提出された事業結果 

報告書に基づく書面調査を行い、その中から特に優れており波及効果が見込まれる 

と判断される取組として選定された１６件（大学１１件、短期大学３件、高等専門 

学校２件）について現地調査を実施した。 

 現地調査報告書は、実施した現地調査に基づいて作成した。 

 

【現地調査を行った取組】 

学校名 
設置
形態

取組名称 

三重大学 国 保健医療の国際化に対応する医学教育 

九州工業大学 国 自学自習力育成による学習意欲と学力の向上 

大阪府立大学 公 動植物系教育融合による食の教育プログラム 

和歌山県立医科大学 公 プラグマティズム的臨床医育成プログラム 

桜美林大学 私 層の厚い学士力醸成のための自修システム 

拓殖大学 私 文系学生のグローバル農業人材育成 

中央大学 私 段階別コンピテンシー育成教育システム 

東洋大学 私 往還型教育システムによる学士力の育成 

金沢工業大学 私 ＫＩＴビジネスアーキテクトプロジェクト 

同志社大学 私 プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育 

関西国際大学 私 科目のクラスター化によるカリキュラム改革 

静岡県立大学短期大学部 公 体系的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発 

大分県立芸術文化短期大学 公 体験をスキルに変えるナラティブ能力育成 

女子美術大学短期大学部 私 障害理解とアートフィールド参画支援の取組 

仙台高等専門学校 
（旧：仙台電波工業高等専門学校） 

国 学生国際交流事業における教育の質の保証 

福島工業高等専門学校 国 異学年協働によるループ型創造性実践教育 

 

 



 



学 校 名 三重大学 取組学部等 医学部医学科 

取組名称 保健医療の国際化に対応する医学教育 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  保健医療の国際化に対応する人材の養成を目指して、①保健医療のグローバリゼーションを

理解するカリキュラムの導入、②専門語学教育の強化、③体系的国際保健医療教育の導入を行

った。具体的方略として大規模な海外臨床実習、1-4 年生を対象とする早期体験実習、外国人

教員とネット教材とを活用した英語コミュニケーション授業、地域医療教育と国際保健医療教

育との連動を目指した文化人類学的手法による国際汎用性のある地域調査実習などを実施し

た。 

●取組の特徴 

  保健医療の国際化に対応する人材の育成を目指し、海外臨床実習、１～４年生を対象とする

早期体験実習、外国人教員とネット教材を活用した英語コミュニケーション授業、文化人類学

的手法等を採り入れた地域調査実習などが行われている。 

低学年次から行われる英語コミュニケーション授業や早期体験学習により、学生は早い時期

から国際医療保健学について学ぶ機会を得て、グローバルな活動に興味を抱くモチベーション

になっている。 

第６学年を対象とした海外臨床実習の実施に際しては、長い実績を持つ学部間協定大学との

つながりを活かした安定的な運営が行われており、参加人数も多い。また、実習前学習や事後

の報告会を行うことにより、実習の効果を高めるよう努めている。 

 

●取組の成果 

  海外臨床実習では、年度により増減はあるが、学年の半数近くに及ぶ多くの学生が参加して

おり、新たな実習受入れ先の開拓も進められている。 

報告会等を通じて、実習に参加した上級生の体験が下級生にも波及し、海外での実習に対す

る関心を高めており、実習参加希望者も増加している。また、海外での実習を体験した学生は、

それぞれの国や地域における医療現場や医療支援体制に触れることにより視野を広げ、日本に

おける地域医療にもグローバルな観点から、関心・理解を深めている。 

外国人教員の採用、交流大学から受け入れている外国人留学生（大学院生）のＴＡとしての

採用、ネット教材の導入等により、実践的英語教育が進められている。また、ＰＢＬチュート

リアルの英語課題や海外で活躍する日本人が英語で行う遠隔授業など、ユニークな教材・教育

方法の開発も行われている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  交流協定による実績や教員間のつながりをベースにして実習先を維持・拡大し、多くの学生

を海外の大学・機関へ送り出していることは、他の大学等の参考となると考えられる。 

また、英語教育や海外における実習に重点を置き、その結果としてグローバリズムや地域医

療への理解につなげていることは、今後の大学教育等の参考となると考えられる。 

すでに、三重大学が他大学の仲介を行っている事例もあるが、他の大学等も参加可能となる

事業のコンソーシアム化など、今後の展開が望まれる。 

 

●その他特筆すべき事項 

支援期間終了後の課題について、適切に把握され、今後に向けての検討が始められているこ

とは評価できる。 

また、優れた取組であるので、今後も大学全体としてのサポート体制を含めた継続・発展が

望まれる。事業成果の長期的な視点での評価についても、期待される。 

一方で、これらのプログラムに関心の低い学生に対する対応・対策について、具体化される

ことが望まれる。 
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学 校 名 九州工業大学 取組学部等 情報工学部 

取組名称 自学自習力育成による学習意欲と学力の向上 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  大学の専門教育に入るための基礎学力の伸長、及び学習意欲の向上を図るための教育体制と

環境を整備する。学習相談室での個別指導や習熟度別授業を展開するなど、多様な学力レベル

の学生に対応した基礎教育（数学・物理・情報・英語）を実施する。さらに、ｅラーニング教

材による自学自習、学習の興味・関心を喚起するワークショップの開催など、学生の学習習慣

や学習意欲を向上させる機会を提供して自己学習力を育成する。 

●取組の特徴 

  本取組は、大学卒業時の学力が入学時でなく初年次終了時の学力と高い相関のあることに着

目し、初年次教育の改革を実施した取組であり、入学前研修会や、リメディアル講義、習熟度

別授業、学習コンシェルジェ支援など複合的に実施することで、基礎学力や学習意欲の向上、

更には自主的な学習習慣の確立を目指したものである。 

また、専門教育の質を低下させないような基礎教育方法の確立を図り、自学自習が可能なス

モールステップ方式によるワークブックの整備やｅラーニング科目の整備を行うことによっ

て、初年次学生がスムースに大学教育に馴染んでいくための工夫がなされている。 

 

●取組の成果 

  全国的にみても稀な試みとして、入学前研修会が合宿方式で実施されており、これが、学科

を超えた学生間交流を生み出し、その後の学生生活における良い仲間意識の醸成につながって

おり、これが学生の人間関係構築に効果を上げていると考えられる。 

本取組は、到達目標を明確に掲げることでボトムアップに成功し、入学後の早い段階で学力

差を縮小させている。 

また、大学教育で重要な、数学・物理・情報・英語の基礎教育の充実は、地味な取組である

ため、学生が自主的に学習する環境を作ることは一般に難しいが、そこにワークショップを導

入するなどダイナミックな教育方法を取り入れて、成果を上げている。また、専任指導者とし

て学習コンシェルジェを配置して学生へのサポート体制を整備し、大学生としての勉学に対す

る意識改革やリメディアル講義と基礎教育とのスムースな接続など学生個人に対応した支援

を行い、成果を上げている。 

学生がコンテストや勉強会の主催など自主的に学修コミュニティを形成するなど学生の意

識が高くなっている点は、学生の学習意欲向上につながっていると考えられる。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  いずれの大学においても大学入学時点における学習意欲・学力の低下は重要な課題となって

おり、当該学部で行われている様々な取組は、他大学等においても大いに参考とすべき手法で

あり、波及効果が期待できる。 

また、自学自習システムの一つの柱であるｅラーニングの教材の整備に関しては、全国的に

注視されており、今後他大学での利用の可能性も視野に入れて改善していくことが望まれる。

 

●その他特筆すべき事項 

財政支援期間終了後もトップアップ教育、ピア・サポーターの育成を計画するなど新たな発

展を目指しており、本取組の継続への意欲が感じられる。 

本取組で得られた成果を更に継続し、今後も学生のモチベーションを高めていくためには、

トップアップ教育も極めて重要であり、コンテストの実施など、効果が外から実感できるもの

が望まれる。また、地元産業界の方に講義をしていただくなど、社会との結びつきを深めるこ

とについても検討することが望まれる。 

学習コンシェルジェについては、学生からの評価も高く、今後の体制の充実が期待される。
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学 校 名 大阪府立大学 取組学部等
生命環境科学部獣医学科及び
植物バイオサイエンス学科 

取組名称 動植物系教育融合による食の教育プログラム 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組では、食品に関連した公的機関や産業に、「食」に関する知識・技術およびサイエン

スコミュニケーション能力を備えた、実践力と即戦力を持つ人材を輩出することを目標とし

た。学問体系が異なる獣医学科と植物バイオサイエンス学科の学生に対して共通の講義・実習

プログラム提供し、畜産物や農産物として利用される動物と植物の相互の関連性を理解させる

実践的教育を行い、生産から消費までの過程を科学できる能力を付与した。 

●取組の特徴 

  本取組は、かなり性質の異なるカリキュラム構造を持つ応用動物科学、応用植物科学の学生

の人材育成目的に、「食」を共通要素とした観点の能力付与を目指した意欲的な取組である。

学部教員、学部外教員、学外の教育機関及び食関連企業関係者の計２８名からなる動植物融合

教育検討委員会、教育実施委員会、評価委員会を設け、実施体制と評価体制を確立して、着実

な取組の実施を行っている。２つの学科が別キャンパスにあるという制約の中で、ビデオ会議

システムを導入することによって講義を同時中継し、講義中はＴＡも配置し対応に当たらせる

などの工夫がなされている。限定した少人数の学生（各学科から１年度１０名）を対象とする

利点を活かして、海外演習や他大学での実習を実施しており、種々の体験に基づく一定の学習

成果が上がりつつあると認められる。また、この取組は、平成２４年度からは学域内副専攻「食

生産科学プログラム」と位置づけて実施されている。 

 

●取組の成果 

  獣医養成の極めてタイトなカリキュラムである応用動物科学と、ある意味で一般的なカリキ

ュラム構造の応用植物科学で共通プログラムを運用することには少なからぬ困難があったこ

とが想像されるが、両分野の教員間の緊密な連携により良い成果が得られている。学生間の交

流の成果のみならず、本取組により教員間の交流が促進されていることは極めて重要な成果で

ある。 

学生からの聞き取り調査からは、他大学（神戸大学）での実習体験が良い導入体験となって

いること、また、中国、タイ、オーストラリアでの海外演習が学生のモチベーション維持に有

効に働いていることが窺われ、座学だけでは得られない貴重な経験が、本取組がその意図に沿

った学習成果をあげる上で、所期の目的に適う機能を果たしていることと思われる。 

平成２４年４月から、大阪府立大学ではより幅広い学問領域を示す学域・学類制へと学部教

育体制が再編されたが、その中で、本取組を基礎に、学域内副専攻「食生産科学プログラム」

をスタートさせたことは、この取組を一定の教育的枠組の中に位置づけたという意味で評価で

きる。また、財政支援期間中に設備導入やプログラム開発を着実に行っており、その資産の上

に、支援期間終了後も、人件費などの経常経費が各種裁量経費で支援されており、取組の継続

性と今後の発展が期待される。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  異なる構造と性質を持つ学科の間に副専攻という形の共通のサブカリキュラムを作ること

により、新たな教育的要素を持ち込むことに成功している例である。 

応用動物科学（獣医学）と応用植物科学（農学）という組み合わせでの協働は、獣医学の教

育が明確な資格課程であることを考えると、それほど容易なことではないので、本取組内容そ

のものが他の大学で応用されることは難しいと思われるが、今後、各方面で複合的な教育が必

要となってくることを踏まえると、より一般的な意味での「学科間での協働」という観点での

先行事例として、他への波及効果が期待される。また、主専攻プログラムと副専攻プログラム

の有機的関係のモデルとしても波及効果があるものと思われる。 
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●その他特筆すべき事項 

着実に遂行されているが、年次進行で講義・実習を配置しているため、本取組の 初の履修

完了は、植物バイオサイエンス学科が平成２４年度、獣医学科が２５年度となる。 終的な成

果をみて判断することになろうが、２学科から学部全体への広がり、学内への広がりが期待さ

れる。 

現時点では、本取組は、極めて精力的に取り組んでいる両学科の教員間の密なコミュニケー

ションと情熱によって維持されているように見受けられる。その情熱ができるだけ多くの関係

学科の教員間で共有されていくことが極めて重要であると思われ、その意味で教員の間での経

験の蓄積が期待される。 

また同時に、本取組を修了した学生、卒業生が蓄積されることにより、学生間の学科・学年

を越えた縦の関係を活用して、継続される取組に高年次学生が様々な形で関わっていけるよう

なシステムの構築も期待される。 



学 校 名 和歌山県立医科大学 取組学部等 医学部 

取組名称 プラグマティズム的臨床医育成プログラム 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  現在継続的に行っている患者の精神的、社会的状況を把握し共感する能力（Soft-mind）教

育と医学的知識・技能（Hard-mind）教育が、臨床実習の場において融合しているかを、多面

的に評価し、患者が求める臨床医を養成することを目的とする。医学部教員による Hard-mind

の評価に加え、看護師、本人および家族からの Soft-mind を評価する。評価を基に Soft-mind

形成の教育的要因を明らかにし、患者からの評価を反映することで Soft-mind と Hard-mind を

併せ持つ臨床医を養成する。 

●取組の特徴 

  本取組は、医療の現場において患者が求める臨床医を養成することを目的とした取組であ

り、患者の精神的、社会的状況を把握し共感する能力（Soft-mind）教育と医学的知識・技能

（Hard-mind）教育の融合を図るために、臨床実習において指導医、看護師、患者からの多面

的評価を行っているユニークな取組である。 

具体的には、１年次から４年次まで継続的に行うケアマインド教育（Soft-mind 教育）と基

礎医学・臨床医学教育・臨床技能教育（Hard-mind 教育）を実施している。その後、５年次か

ら行う臨床実習において、指導医のみならず、看護師、患者からの評価を行い、その結果を学

生にフィードバックしている。このことにより、従来の知識偏重型の学生から脱却し、個々の

患者にとって も適切な治療方針を決定できる臨床医を育成するものであり、非常に優れた取

組である。 

 

●取組の成果 

  学生は臨床実習において、指導医のみならず、看護師、患者あるいは患者家族から知識・技

能、接遇、共感、気配り、身だしなみ、時間的配慮など、具体的な評価を多面的に受けること

により、自己評価だけでは得られない学生の気づきを促すことにつながっている。本取組の成

果として、自分の課題を客観的に確認できるため、学生の意識は着実に高くなっている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  本取組はSoft-mind教育と Hard-mind教育を融合することを目的とした非常にユニークな取

組であり、また、ＰＤＣＡサイクルを十分に機能させている優れた取組である。ケアマインド

教育については他大学等の参考となるように再度整理した上で、広く社会へ公表することが期

待される。 

 

●その他特筆すべき事項 

本取組の名称である「プラグマティズム的」という表現については、より分かり易くするな

ど、検討することが望まれる。また、Soft-mind、Hard-mind という言葉自体及びその定義が、

より学生たちに浸透することが望まれる。 
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学 校 名 桜美林大学 取組学部等 全学 

取組名称 層の厚い学士力醸成のための自修システム 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

 １．本人同定・受講管理を行うための、ｅラーニングによる自修システムを構築する。 
２．初年次教育の一環として、ｅラーニングを利用してリメディアル教材の自修をさせる。 
３．単位制度の実質化をめざし、通常の授業時間に加え、ｅラーニングによる授業時間外学習
（プラス学習）を受講させる。 

４．ｅラーニングによる教員対象のＷｅｂ授業参観・評価を実施することで、学士力向上を保
証するための教員の職能開発（ＦＤ）をめざす。 

●取組の特徴 

  本取組は、すでに構築されているＧＰＡ制度とキャップ制、アカデミック・アドバイザー制
度の上に、①ｅラーニングによる自修システムの構築、②システムを利用したリメディアル教
材の作成、③単位制度の実質化を目指すための授業時間外学習(プラス学習）、就職対策学習・
教養学習コンテンツなどの提供を行うとともに、④受講学生を対象とした授業アンケート、教
員を対象としたＷｅｂ授業参観・授業評価アンケートを実施することでの教員の職能開発（Ｆ
Ｄ）に取り組んでいる。上記４つの取組により、学士課程教育への導入を円滑に行い、かつ、
学士力の向上と質保証を目指す取組である。 
また、新たに全学横断的な「ｅラーニング支援室」を立ち上げてスタッフを配置するなど、

ＧＰ運営委員会のもとに全学を挙げた体制を整備していることが、高く評価できる。新たな教
材の開発、スマートフォンやタブレット型端末にも対応したコンテンツの開発に加えて、平成
２４年度からは毎年ビジネスマネジメント学群の新入生全員に対して iPad を無料支給するな
ど、取組の継続・発展に努めている点が評価に値する。 

 

●取組の成果 

  ３年間でｅラーニングの受講者数が着実に増加している点が評価に値する。リメディアル教
材に対して学生たち自身が高い評価をしているほか、プラス学習としての選択科目授業の自修
教材の受講者数も多い。初年次教育改革の一つのモデルを提示した取組であり、大学生の学力
の低下に対する現実的な対策として優れている。 
ｅラーニングによる教員の職能開発（ＦＤ）が実施され、学内の教員はいつでも自由にｅラ

ーニングによる授業参観、アンケート記入ができるようにシステムが構築されており、満足度
アンケートの評価は教員、受講学生ともに高い。また、アンケート評価を行うだけでなく、ほ
ぼ毎月開催のＧＰ運営委員会がｅラーニング支援室から提供される評価結果を分析するなど
して、その結果をフィードバックし、授業改善を実現する体制を整備していることが評価に値
する。 
 

●大学等の教育への波及効果 

  学生の学習時間を単位の実質化に向けて確保する上で、ｅラーニングの役割は大きい。ｅラ
ーニングによる自修システムの構築と教員の職能開発は、ｅラーニングによる初年次教育の改
善という観点から他大学においても大いに参考にすべき内容を持つ取組である。大学等の教育
の質保証の強化につながる波及効果が大いに期待される。 
授業時間外学習については、①グループ学習や読書など、他大学でもいろいろな取組が行わ

れていること、②ｅラーニングのシステム・教材を維持することが難しいということ等から、
他大学との連携の方向を追求することが望まれる。 
 

●その他特筆すべき事項 

リメディアル教材の受講率は年々増加しているが、全体的にはまだ少ないため、受講者数を
更に増加させる工夫が求められる。特に一般入試を経て入学した学生の認知度が若干低いよう
に思われるため、それを高めるための工夫が望まれる。また、受講者数を増加させるにあたっ
てはコンテンツの一層の充実も望まれる。 
ＧＰ運営委員会やｅラーニング支援室など直接本取組に関わる教員と、それ以外の一般教員

とをいかに綿密に連関させるかという体制作りに更なる改善が必要である。３年間でｅラーニ
ングへの理解者、協力者が増えてきている点は評価できるが、教員相互のより一層の理解と連
携が必要である。 
また、ｅラーニングの顔、音声認証システムが優れていることは評価できるが、認証の手続

きに若干の慣れが必要であるように思われる。そのためのマニュアルを作成し配布している
が、更なる配慮が望まれる。 
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学 校 名 拓殖大学 取組学部等 国際学部 

取組名称 文系学生のグローバル農業人材育成 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組では、農業の技術と、多くの「知」とのコラボレーションができる人材を育成する。

文系の学生が農業について学ぶことができるよう、国際学部に座学と実習を結びつけた幅広い

学びのためのグローバル農業人材育成のコースを設置し、学士力を高めていく。この取組は、

農業ビジネスや資源・環境、さらには国際協力などの分野で、新しい課題に着実に取り組むこ

とのできる人材を育成するものである。 

●取組の特徴 

  本取組は、国際協力や国際開発の分野で重要な要素である農業に注目し、農業に係る知識や

技術を生かしてグローバルに活躍するための人材を育成する意欲的な取組である。 

国際学部に集まった、いわゆる文系学生に対して、農業に関する基礎・専門科目の学習とと

もに、実践力を身に付けるために農業実習を取り込んだコースを設置しており、座学と実習が

配置されたユニークな取組となっている。 

特に、実践力を磨くために、キャンパス内の農園や地域の農家、北海道の農場など、複数の

フィールドが整備されており、大学での講義と短期・長期の実習を効果的に結びつけている。

 

●取組の成果 

  文科系学生に農業を体系的に学ばせ、グローバルな視点から農業ビジネスに従事する学生を

養成するという点では、十分な成果を上げていると言える。長期研修経験者の就職率が 100％

であり、多くが専門を活かせる職業に就いたことなど、効果が見られる。また、研修中に日本

農業技術検定試験に合格する学生を生み出した点も評価できる。 

農家の方との交流や長期の研修を通して、学生のコミュニケーション能力やリーダーシップ

の向上が図られ、成長につながっている点は評価できる。また、履修した学生にも達成感がう

かがわれる。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  農業という特殊な分野ではあるが、文系学部の新たな教育展開の一例として、他大学にも刺

激を与える取組である。 

また、理論（座学）と実習の連携、半期～一年の長期研修などの実施は、他大学の教育の質

保証の強化につながる参考事例となることが期待される。 

特に、長期研修は、普段のキャンパスから離れ、北海道にある研修施設や短期大学を活用し

て、初めて会う学生や地元の農家の方々と交流し、グループ学習や集団体験を経験するプログ

ラムとなっている。このプログラムは、プロジェクトを集団で運営し、体験・学習する Project 

Based Learning の手法であり、その教育効果を証明する事例となっていて、他大学の参考と

なる。 

 

●その他特筆すべき事項 

今後、当該コースの履修希望者の増加が見込まれるが、理論（座学）と実践（実習）のバラ

ンス、教員や学生の数など、適正な規模を精査する必要がある。 

また、学生の多様なニーズに応えるために、より専門性の高い農業や国際的な科目等の一層

の拡充、海外での農業展開など、多様なカリキュラムを検討することが望まれる。 

更に、キャンパスの農園、北海道の農場にかかわらず、農業という特性上、年間を通した実

習・学習プログラムの作成が望まれる。現在のままでは、学生たちに農業の本当の姿は見えて

きていないのではないかと危惧される面もある。 

後に、意欲のある学生をサポートするためにも、長期間の研修に伴う宿泊所の確保など、

学生の負担を支援するシステムが必要である。 
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学 校 名 中央大学 取組学部等 理工学部 

取組名称 段階別コンピテンシー育成教育システム 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組では、本学理工学部各学科が育成する人材が具備すべきコンピテンシー（行動特性）

を、専門性を考慮して具体的（各 7種類 33 項目）かつ段階別（5段階）に定義（いわゆる「ル

ーブリック」化）し、これを育成するための教育改善を継続的に行う環境（正課教育における

コンピテンシー育成教育プログラムの開発・実施と文書化）を整備して、理工学部卒業生の到

達度を保証する PDCA システム(点検・評価の継続運用や FD・SD への展開を含む)を構築した。

●取組の特徴 

  本取組は、取組大学が育成する人材に必要な学士力を具現化するコンピテンシー（行動特性）

を具体的（７種類、３３項目）かつ段階別（５段階）に定義し、これを育成するための教育改

善を継続的に行う環境を整備して、理工学部卒業生の到達度を保証するＰＤＣＡシステムの構

築を目的としている。 

３重のＰＤＣＡサイクルとして、学生対象の点検評価（学生自身、教員、ＴＡ、卒業生によ

る多面評価）、対応科目教員対象の点検評価、学部・学科単位での点検評価を実施しており、

ＰＤＣＡサイクルの継続的運用と点検評価のフィードバックがうまく機能することで、効率的

な取組の推進がなされている。 

学生個々の行動を観察してコンピテンシー向上を促進するため、多数のＴＡを配置し、効果

的に活用している。具体的には、ＴＡに対象科目の教育計画（シラバス）をＴＡガイドとして

示し、履修学生の自主的な学習を支援させるとともに、ＴＡ自身の気づきを促している。 

 

●取組の成果 

  各コンピテンシーとそれを具体化したキーワードによる段階的な到達度をルーブリック化

して示すことで、学生が自分の到達状況を把握できている。 

理工学部９学科を３グループに分け、年次進行に従って無理のない進捗を実現している。本

取組に対する各学科の温度差は多少みられるが、それぞれの独自性を生かした取組が確実に実

施されている。 

評価・改善の取組について、組織的な展開が確実に行われており、課題が明確化されている。

そのことにより、支援期間終了後においても、継続的に改善が図られていくものと判断できる。

また、コンピテンシー点検システムは、全学での運用が開始されている。 

本取組の実施にはＴＡの支援が欠かせないが、ＴＡガイドによりＴＡのやるべきこと、やっ

てはいけないことが定義され、ＴＡの質の向上が図られている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  人材育成に必要なコンピテンシーの定義・キーワード・段階別水準を整備することで、学生

自身が自己成長度を判断できる有効な指針を示しており、教育の質保証の観点からも高く評価

でき、他大学等への波及効果は大きい。 

既に、他大学や行政組織などの多方面からの問合せや訪問視察などを受け入れており、一定

の波及効果が認められる。 

また、学生の汎用的能力涵養のための手法としても、他大学等に対する波及効果は十分に期

待される。 

 

●その他特筆すべき事項 

財政支援期間終了後についても全学的に取り組むこととしており、取組内容も高く評価でき

ることから、安定的な継続が望まれる。 

本取組においてＴＡの役割は重要であり、継続的にＴＡの確保に努めることが望まれる。 
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学 校 名 東洋大学 取組学部等 文学部教育学科 

取組名称 往還型教育システムによる学士力の育成 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  実践的指導力と高度な専門性を備えた小学校教員の養成のために、学生が大学での学びと学
校での体験を主体的・有機的に結び付ける仕組みとして考案した「往還型教育システム」の実
践的取組である。国内外の先駆的取組に関する調査研究や評価指標の開発作業を行い、また国
内外の研究者によるシンポジウムや優れた教育実践者による講演会の開催等を通して、本シス
テムの改善・充実を図り、大学教育の充実と学生の主体的な学びを促進している。 

●取組の特徴 

  本取組は、実践的指導力を備えた優れた小学校教員の育成という明確な目的のもと、大学に
おける教員養成教育と小学校での実習体験を継続的かつ有機的に結びつけるユニークな試み
であり、「往還型教育実習システム(東洋大学モデル）」として学生の教育の充実を図るもので
ある。 

  具体的には、教育学科の教員が教育委員会や実習先となる小学校との間で連絡・調整を行い、
ネットワークを形成し、学生は２年次より毎週１回の小学校での教育実習を行い、大学での理
論学習との間を往復する仕組みを整えている。 
また、本取組で導入した実習情報共有システム（manaba folio）を活用し、学生の実習報告

や自己のポートフォリオの形成に対して、大学教員が指導を行っている。更に実習先の小学校
にも参加を促し、それぞれ情報共有に役立てている。 

 

●取組の成果 

  本取組で教育実習を経験した教員志望の学生は、受入側の小学校やその担当教員によって学
生への指導法や本取組への認識に若干の差があることは感じつつも、このような実習体験につ
いて、現場に身をおき実践を積む機会として、また自らの教員の適性の把握の機会として大き
な意義を感じている。特に授業の準備や行事への参加など様々な経験をすることで、小学校教
員に対する具体的なイメージをもつことが可能となり、大学での理論学習に対してもそれを活
かすことができている。 

  実習の受入側も、同じ学生が長期かつ定期的に学内に出入りすることにメリットを感じてお
り、今後も積極的な受入れを希望している。更に、連携希望の小学校数も今後増加が予想され
るなど、本取組の発展の可能性が期待される。 
本取組による教育効果は上がっており、その成果として、教員採用試験の合格率や教員志望

学生の採用（就職）状況に表れている。更に、海外の知見を取り入れつつ学習成果の測定指標
を「７つの評価指標」として整理し、国内外に発信することで内容向上を図ろうとする姿勢が
みられる。 

  

●大学等の教育への波及効果 

  本取組は、学生の意欲を高める実践的教育として大変優れており、特に付属の小学校をもた
ない私立大学にとっては大変優れた参考事例となりうる。既に地方の私立大学から取組に関す
る問合せがあることからも、その期待の大きさがうかがえる。 
本取組の成果を応用することで、①教育課程全般について、座学と実習との適切なバランス

を図るための教育改革、②教員養成の分野だけにとどまらず、実習を伴う他分野の教育課程の
改善など、多面的な波及効果が期待できる。 

 

●その他特筆すべき事項 

本取組に関する今後の留意点としては、大学と関係機関との連携・調整及び学生を加えた三
者の情報共有の更なる充実が挙げられる。実習情報共有システムの運用面では、①実習先から
のフィードバックを受けやすくなるようにシステムを改良するなどして、その有効活用を促
す、②セキュリティ面に配慮しつつ、学生同士の情報交換が可能なコミュニティの場を新たに
設ける、などが考えられる。また往還型教育システムの特徴の一つである１日実習に学生が確
実に参加できるよう、大学全体のカリキュラム編成を工夫するなど改善が望まれる。 
なお今後、更なる波及を目指すためにも、このシステムをより的確に表現できる「往還」に

替わる言葉を提案し、更に、国際化に対応可能な英訳もあると良いのではないかと考えられる。
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学 校 名 金沢工業大学 取組学部等 情報学部 

取組名称 ＫＩＴビジネスアーキテクトプロジェクト 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組では、産業界との緊密な連携により、社会環境変化に対応する企業の情報通信技術を

活用した、改善・改革を教育実践のテーマとして位置づけ、複雑な社会的制約の中で問題発見

解決に取組む教育プロジェクトを実践する。具体的には、企業から提供される実践的な課題に

対して、正課学習－課外学習の両面から問題発見解決に取組、学習意欲の向上、充実した学習

時間の確保による教育実践の質の保証ならびに単位の実質化を図る。 

●取組の特徴 

  本取組では、産業界との連携により、情報通信技術に関する課題を対象として問題発見力・

解決力を涵養する教育プロジェクトを実践しており、産学連携教育の一つの在り方を示してい

る。特に、課外学習と正課学習を連携させて学生を育成するという点で工夫された取組である。

教員・職員ともに本取組の目的をよく理解し、学生が主役であるとの視点から対等の立場で本

取組に共同して当たっており、産学連携機構事務局連携推進室による産学のコーディネートが

円滑にできている。 

 

●取組の成果 

  産学連携プロジェクトに対して、上級生と下級生が一緒に取り組むというクラブ活動的な要

素を持ちながら、スキルアップを目指す学生が真剣に取り組んでいるとともに、社会と接点を

持つことで学生のモチベーションが高まり、本取組を通して他学科の学生とのつながりもでき

る点は評価できる。また、学生が受け身ではなく主体的にプロジェクトに取り組んでおり、プ

ロジェクトの中で学生自らが課題を設定し、自分たちで計画を立てて活動している。 

企業等との連絡・交渉が学生の視野を広げるのに役立ち、学生は充実感を持って取り組んで

いる。本取組は十分な成果が上がっており、学生の達成感も大きく、プロジェクトを通した体

験が今後企業等で求められる能力の養成につながり、学生の財産となっている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  初年次から産学連携プロジェクトに参加し、学士課程修了後すぐに社会で活躍できる学生を

育成している点は、学士課程修了後すぐに就職する学生を多く抱える他大学の参考になろう。

また、モノづくりの課外活動は多くの大学で行われているが情報系で行っている大学は少な

く、本取組は情報系のプロジェクト型教育のあり方の一つを提示しており、プロジェクト型教

育を展開する上でのモデルとして、他大学への波及効果は大きいと思われる。ただし、本取組

をそのままの形で他大学において実践することは困難であると思われるので、教員・職員の役

割分担など本取組のエッセンスを抽出して普遍化した上で、積極的に他大学に向けて広報して

いくことが望まれる。 

 

●その他特筆すべき事項 

課外学習の単位化については現状では難しいと思われるが、正課学習との緊密な連携につい

て引き続き努力していくことが望まれる。また、プロジェクトを途中で辞めていく学生が出て

しまうのはやむをえないが、そのような学生を引き留めるに当たっては、学生任せにするので

はなく、大学側からも学内ポータルなどでプロジェクトに参加するメリットについて積極的な

呼びかけをしていくことが望まれる。 
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学 校 名 同志社大学 取組学部等 全学 

取組名称 プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  プロジェクトをベースに展開する参加型・実践型の学習形態 PBL（Project-Based Learning）
による教養教育の実践である「プロジェクト科目」及び PBL の理論と実践を推進する拠点であ
る「PBL 推進支援センター」での活動を通して、新たな教養教育論を学内外に発信し、「プロジ
ェクト・リテラシー」を備えた 21 世紀型市民を育成することを目指した。 

●取組の特徴 

  本取組は、同大学が従来から取り組んできたＰＢＬ型学習の実績・成果をベースに、全学共
通教養教育科目の枠内でプロジェクト科目を開講すること、この学習を通じて「プロジェク
ト・リテラシー」や課題探求能力を備えた２１世紀型市民を育成することを目指すものである。

 本取組の主な特徴は、以下のようにまとめることができる。 
１）プロジェクト科目のテーマを地域社会（民間企業、自治体、ＮＰＯ等各種団体、個人等）
から公募していること。 
２）学生に対する丁寧な指導を行うために必要な条件の整備を重視していること。 

  例えば、①テーマ応募者の学外者と学内教員（科目代表）の複数の指導者による指導体制を
とっていること、②ＴＡ・ＳＡを配置し、学生の学習を多面的に支援していることなどである。
３）学生の学習効果を高めるために、振返りを促すための方策を講じていること。 

  学生に学習活動を行わせるだけでなく、自分なりにその意味の解釈・評価を促すために、成
果報告会を行うなど学習活動の振返りの機会を設けている。また、それを複数回設定すること
により、振返りの内容を段階的に深めることを促している。過年度生をＳＡとして採用してい
ることも、学習活動の振返り促進策の一つとみることができる。 

 

●取組の成果 

  全学共通教養教育科目として位置づけていることで、多様な学部の学生が一緒に学ぶため、
多様な観点・ものの考え方があること、それぞれの専門の特徴・強みがあることを学生に気づ
かせている。 

  大学での学び方を育成し、集団的な学習をゼミ運営の中で学ぶなど、本取組が目標に掲げる
「プロジェクト・リテラシー」の育成に一定程度成功している。 

  学生は教員の与えるヒントだけで、それを具体的なテーマに落とし、形にするなど、教養教
育科目にとどまらず、専門教育でも発揮できる力量が形成されている。 
学生たちが学習成果を自分たちの内で理解・内面化するだけでなく、他者にも理解できるよ

うな形で発表する機会を設定しており、特に社会に向けた発信により、成果の社会的意義をよ
り深く理解させることに成功している。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  「プロジェクト・リテラシー」（「プロジェクト推進に必要な広範囲な知識や技能を総合的・
創造的に運用する能力・モラル」）育成が、教養教育科目の一つの目標であり、同科目の実施
上の基本原理になり得ることを示しており、教養教育方法論として位置づけるという問題提起
になっている。 

  本取組では、主に①学外者と学内教員による複数指導者による指導、②ＴＡ・ＳＡの授業補
助者の配置、などの条件整備に取り組み、一定の成果を上げている。教育活動の内容が斬新で
意欲的なものであればあるほど、目的・目標の達成には、条件整備が必要不可欠である。 

  学生たちが学習成果を自分たちの内で理解・内面化するだけでなく、他者にも理解できるよ
うな形で発表する機会を設定することが重要である。また、ＰＢＬ導入による教育改善に取り
組む他大学と合同で成果報告会を開催することは、他大学の学生の視点を入れることにより、
自分たちの実践の意義や問題点への気づき、多様な視点の存在や新たな課題の発見に通ずるこ
ととなり、重要であると言える。 
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●その他特筆すべき事項 

本取組は少人数教育としているため、受講者が、全学生数の１％程度にとどまっており、い
かにももったいないとの印象をぬぐえない。対象をより多くの学生に拡大すること、拡大する
ための課題の明確化やノウハウの開発を行うことが期待される。 
本取組を多くの学生に拡大するためには、より多くの教員の関与が必要不可欠である。取組

に関与する教員数を増やすための課題の明確化やノウハウの開発も期待される。 
本取組は、ＰＢＬ学習の積極面を十分に引き出した取組と言える。一方、ＰＢＬ学習にはま

だ認識されていないものを含めて多くの課題があると思われる。これらに関する認識を更に深
めること、それを克服するための対策についての情報の提供と提案を行うことが望まれる。 



学 校 名 関西国際大学 取組学部等 全学 

取組名称 科目のクラスター化によるカリキュラム改革 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組は、科目のクラスター化と週複数開講科目の設定、「ＬＣ」，「ＴＣ」の活用等により、

カリキュラムの体系化・構造化を図り、学修時間の確保・課題探求能力の育成に向けた大学全

体の組織的なカリキュラム改革の取組を推進することを目的とし、実施した。 

●取組の特徴 

  本取組は、「関連づけ」「結びつき」をキーワードに、複数科目のクラスター化、学生、教員

それぞれのコミュニティ化（Learning Community＝ＬＣ及び Teaching Community＝ＴＣ）を進

め、学習の系統性・順次性に一定の方向性をつけることによって、学生の勉学意欲を高め、一

定の成果を上げている。レポートや試験のスケジュール調整といった形での計画性ある効率的

な勉学環境の整備にも注力している。このような点から、本取組は、しばしば大学教育に対す

る批判として指摘される「科目間の系統性や順次性の欠如、レポート・試験の集中化といった

ことから生じる学生の勉学意欲の減退」を回避する、大学教育の質的向上に正面から取り組む

本来的な取組と言える。 

  原則として１年次から学生全員がいずれかの Learning Community（ＬＣ）に参加し、学年が

上がるとともに、各人の希望や方向性に応じて複数のＬＣに所属することも可能となってい

る。学生の主体性のもとで形成されたＬＣもあり、必要に応じ教員が指導を行っている。 

  非常勤講師を含め、教員間で教育システムの改善・充実を意図して、情報共有や共通理解の

場（時間帯）が設けてられており、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）のベースがつ

くられている。 

  学生の成績評価にもルーブリックを導入し、学生及び教員の間で目標や内容・評価基準を明

確化している。 

 

●取組の成果 

  授業時間外の学習時間の顕著な増加、といった具体的な数値として現れた成果に加え、積極

的な学生に対しては大学をあげてバックアップ体制を整えることで、学内に活動的な雰囲気を

つくりだしている。また、それが他の学生へのよい刺激となって、主体的な学び・能動的学習

への志向を学内に浸透させる、といった好循環を生みだしていることも成果のひとつで、学生

の人間形成に役立っている。 

  教育に重点をおく方針を学内で徹底することで、段階的ではあるが教員間の連携を学内に広

げている。また、打合せにＴＶ会議を利用するなど、異なるキャンパス間の連絡を密にとりあ

い、ＦＤを効果的に活用して教員間の共通理解が図られている。 

  学生の学習スキルを伸ばし意欲向上につなげるため、①リフレクションデイを設け、その内

容をｅポートフォリオへ記入することで「振返り」を促し学生自身の学修成果の可視化をすす

める、②ルーブリックの導入・活用によって目標を明確化し、学生及び教員間評価基準を共通

化することで、評価の可視化の仕組みが整えられつつある。 

  ＬＣは、ゼミや英語の習熟度別授業から派生したようなオフィシャルなものから、ボランテ

ィア要素を含むもの、学年を超えてつながるものなどの自主的な性質をもつものまで、大学側

の想定を超えた発展をみせている。形態は異なるものの、あくまで「学び」を核としたつなが

りとして機能しており、コミュニティ形成への学生の意欲・自発性を高めるといった副次的効

果もみられる。 
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●大学等の教育への波及効果 

  本取組は大学教育の根幹部分の課題に取り組んだ大変意欲的なものであり、ＧＰのスキーム

を十分に活かした取組と言える。ただ、比較的小規模な大学かつ学長の強力なリーダーシップ

のもとで成果を上げている側面もあるので、他大学の参考とするには、取組のコンセプトをよ

り明確にし、かつ大学側の強力なリーダーシップと計画性及び教員間のコンセンサスづくりが

不可欠と言える。 

  本取組と並行して他３大学と共に大学間連携の取組も進めており、その方法論の整理や評価

（可視化）など、今後の課題解決や他大学への波及に向けた準備は進んでいると言える。 

 

●その他特筆すべき事項 

大学内の雰囲気にも取組自体にも草創期の熱気がうかがえることから、これからも学生を巻

き込んで、マンネリに陥らず本取組の更なる充実・発展が望まれる。 

インタラクティブデスクの設置されたＰＢＬルームやイングリッシュプラザなど、現在も学

生にグループワークの場や設備を提供して有効活用されているが、今後も更に学生の自主的な

活動を支援するためにも、日常的に集い共同作業ができるような場が確保されることが望まれ

る。 

上記の他、キャンパス内に設置された子育て支援センターは、近隣住民との接点として機能

する一方で、こども学専攻（教育学部）の学生にとっての体験学習の場として大いに役立って

いる。地域（近隣）社会との結びつきの観点からもモデルを提示している。 



学 校 名 静岡県立大学短期大学部 取組学部等 全学 

取組名称 体系的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本取組は、看護師や保育士など専門職養成を行う医療・福祉系短期大学の個性や特色を踏ま
え、本学学生を対象とする HPS 入門講座開講に向け、1）養成教育モデル、2）効果的教授法モ
デル、3）産学連携による小児医療モデルを開発・実行し、HPS としての専門性確立・向上及び
医療現場での専門職としての定着を追及する一貫した HPS 養成教育プログラムの構築：第 1ス
テップ「HPS 入門講座」、第 2 ステップ「HPS 養成講座」、第 3 ステップ「上級 HPS 講座」であ
る。 

●取組の特徴 

  当該大学では平成１９年より「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」の委託事
業として日本初の試みとなるＨＰＳ養成教育講座を実施し、平成２２年度からは社会人専門講
座「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト養成講座」として継続実施してきた。 
そうした実績を踏まえ、本取組では「体系的ＨＰＳ養成教育プログラム構想」に基づくＨＰ

Ｓ養成教育カリキュラムの開発を行い、外部有識者を含めた３つのモデル部会（①ＨＰＳ養成
教育モデル②効果的教授法モデル③小児医療モデル）を設置し、多様なプログラムを開発して
いる。 
 

●取組の成果 

  ３つのモデル部会と運営実行委員会による「自己評価」、実施推進委員会・運営委員会・教
授会他による「内部評価」、評価委員会による「外部評価」といった各チェック機構が有効に
機能し、円滑な実施を促している。 
各モデル部会において開発されたプログラムの内容は、標準テキストの作成、教材の開発（Ｄ

ＶＤの制作など）、国際シンポジウムやセミナーなどで情報提供されている。また、国内で開
催しているＨＰＳワークショップは好評を得ており、ＨＰＳの普及に寄与していると言える。
本取組で導入した遠隔地双方向授業システムを活用した連携大学へのＨＰＳ養成講座のリア
ルタイム配信や、専用サイトによるＨＰＳ教育研究活動の発信などにより、ネットワークの構
築に努めている。 
ＨＰＳに関するゼミを受講した学生は、履修を通じて子どもの遊びの重要性についての理解

を深め、社会福祉・保育分野での就業を目指す学生のマインド形成に役立ったと言える。特に、
実務経験のない学生にとっては、現場での実習がよい経験となっていることがうかがえる。一
方、ＨＰＳの現職者であるＨＰＳ養成講座の修了生は、勤務先（病院など）でＨＰＳとしての
存在意義を認められており、人形や模型をつかったプレパレーション、病院外来や手術室での
ディストラクションだけでなく、プレイルームの新設、病児の憩うデッキの整備など、医療チ
ームの一員として病院内での活動の場を拡げている。 
平成２４年度からは全学科学生対象のＨＰＳ入門講座「遊びによる子どもの支援：ホスピタ

ル・プレイ入門」の開講が決定している。この講座のＨＰＳマインドの形成という目標に対し
て達成度の評価・改善が行われ、特色ある教育の拡がりが望まれる。 
 

●大学等の教育への波及効果 

  本取組は、ＨＰＳの養成という比較的新しくまた特殊なプログラムであるが、医療の現場を
はじめとして、専門職としてのＨＰＳに対するニーズは十分にあると考えられる。今後の波及
に大きく影響すると思われるＨＰＳ入門講座の成果が待たれる。 
他大学等への波及についての留意点としては、学科によりカリキュラム編成上（時間上）の

制約がある中でＨＰＳの講座をどのように組み込んでいくか、特に、学習効果の高い実習・実
践をどのように取り入れていくかが重要になる。 
今後の波及のためにも、学会への参加や公的機関による履修証明の発行、コンソーシアムの

形成など、組織化を目指し、かつ、ＨＰＳを公に認知されるものとするための工夫が期待され
る。 
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●その他特筆すべき事項 

ＨＰＳの「子どもに寄り添う専門的な技術」が、病児や障害児だけでなく、被虐待児や被災
児などを対象とした支援にも応用できる可能性が考えられる。すでに、東日本大震災の被災児
に対する支援としてスマイル・プロジェクトという形で行われた実績もある。同様に、他の職
種や形態における発展も期待できるのではないか。 



学 校 名 大分県立芸術文化短期大学 取組学部等 全学 

取組名称 体験をスキルに変えるナラティブ能力育成 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  大学で学んだことの意義を地域活動のなかで確認し、新たな学習課題を大学に持ち帰る「サ

ービスラーニング」を通して、自己の成長物語を探し、創り、説得力をもって他者に語ること

ができる「ナラティブ能力」を育成する。体験的学習の成果を明確にするため、学生自身によ

る情報発信（新聞・ブログ・HP 作成、フォーラム開催など）を重視し、その過程でリフレクシ

ョン（振り返り）を深めさせる仕組みを特長とするプログラムである。 

●取組の特徴 

  本取組の中核となっている情報コミュニケーション学科では、サービスラーニングを平成１

９年度から単位化し、平成２０年度からは選択必修科目として設定し、学習成果を挙げるため

の工夫・改善を積極的に進めている。サービスラーニングの内容は多岐に渡り、学生は多くの

選択肢の中から活動を選ぶことが可能となっている。更に学生には、活動後に活動報告レポー

トの作成・提出が必要なことをあらかじめ提示し、それを念頭において活動するよう指導して

おり、着実な形で学習が定着するよう構築された取組ともなっている。また、ＨＰやブログの

充実、Facebook によるネットワークづくりなど、情報発信にも力を入れている。 

支援期間終了後もサービスラーニング関係の予算は確保されており、従来どおりの活動が可

能となっている。 

 

●取組の成果 

  学生は、サービスラーニングを通じた教員、他学年・他学科の学生、他大学の学生や地域の

団体等との交流により、座学だけでは得られない経験の蓄積やモチベーションの向上を実感し

ており、プログラムによって様々な教員が担当することにより、学科の垣根を越えた交流が可

能となっている。また、大学の規模による面が大きいが、教員と学生の距離が近く、そのこと

がサービスラーニングにも良い影響を及ぼしている。更に、小規模大学の特性を活かした形で

地域と密接な交流を行い、地域貢献の実を挙げている取組と言える。 

実施体制においては、「地域活動室」に常駐する実習助手が学生の活動や機材の管理を担当

する安定したサポート体制が構築されており、このことが、学生が気軽に活動に参加できる一

因ともなっている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  地域と連携した取組は、短期大学だけでなく四年制大学にも応用可能な取組と考えられ、他

の大学等へ波及効果が期待できるとともに、実践を重ね、実績を積み上げることで、学内及び

地域の協力体制を拡げていく取組は、他の大学等にも参考となるものと言える。 

 

●その他特筆すべき事項 

学科の特性やカリキュラムの問題もあるが、まずは学内において更に全学的な取組とするこ

と、また、報告書の形での情報発信を継続するなど、より積極的な情報発信の構築も望まれる。
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学 校 名 女子美術大学短期大学部 取組学部等 全学 

取組名称 障害理解とアートフィールド参画支援の取組 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  学生がアートを通し障害者と一緒に活動することで、障害の困難さを体験的に学習し、障害

への共感的理解と障害者の社会進出に関するニーズ把握、社会での障壁や課題の統合力を備え

た、サスティナブル人材として持続的社会実現を目指す取組である。理念の担い手である学生

は、障害者がアーティストとしてアートフィールドに参画することを支援し、障害理解を基に

障害者と共生するサスティナブル社会の実現を目指し、卒業後も活動を継続・展開する。 

●取組の特徴 

  美術教育を障害者理解に結びつける、極めて重要な取組である。本事業による財政支援前か

ら、この結びつきの教育を開始して、地域との連携も行っていた経験が事業の実施に有効に働

いた。それまで行ってきた美術教育と障害者を含む地域との連携の成果を、財政支援によって

更に発展させ、より具体化していった、と評価できる。 

実施にあたり、学長のマネジメントの下、担当事務部署に専任の担当者を置き、また取組を

主導する教員のもとに専属スタッフを置くなど、目的に適った体制を作っている。 

平成２２年度より「身体表現と障害理解」をテーマにした全体講義やワークショップを行う

「共通プログラム」を１年次前期及び２年次前期の必修科目として開講しているのも、これが

全学的な取組であることを示すものである。また、臨床美術士を養成する「臨床美術士認定試

験５級講座」を開講したことは、本取組の方向を進めたものとして評価できる。国外の先行研

究もよく調査し、ＰＢＬを通して障害を理解していくサービスラーニングを、学外の施設や機

関、大学等と連携協力して、全学的に履修可能な授業として開講している。また、活動内容の

事例集や教科書『障害理解とアートによる社会参画』を編集するなど、取組の成果を記録とし

て残し、取組連携施設等を中心に配布していることは、取組の今後の発展にとって有効な措置

である。 

 

●取組の成果 

  学生たちは美術を通しての障害者の方々との関わりの中で、言葉に頼らないコミュニケーシ

ョンの大切さを学び、本取組で学んだことを自らの作品に生かし、自分たちの芸術活動に影響

を与えられたことを実感している。学生たちは、サービスラーニングを行った際、その成果を

画集として記録することにより、自分たちの活動を目に見える形にしているが、これが学生た

ちの意欲の向上につながった。学内における作品の展示は、本取組に直接関わらなかった学

生・教職員にも、取組の意義を伝える役割を果たしている。 

取組に参加した学生の中から、卒業後も取組をサポートする学生や、社会福祉施設へ就職を

希望する学生が出てきていることは、本取組が美術教育の枠を拡げたことを示している。また、

この短期大学部での取組が定着したため、その影響は学部や大学院にも波及している。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  美術教育と障害者の社会参画をつなげていく取組として、他の美術系・福祉系等の関係大学

において波及効果が期待できる。また、音楽・演劇などの芸術系大学でも応用されることが期

待される。 

本取組は、国内外の施設や機関、大学等と連携して行ってきたもので、これを波及させるた

めには、まずそれぞれの施設・機関の特性を考えてパートナーを組むことが重要であるが、そ

れぞれの大学と地域の関係を考慮すれば、本取組を新しい内容をもった形で発展させることが

可能であると言える。 
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●その他特筆すべき事項 

学生たちが福祉施設などで取組を開始する前に、大学内で車椅子の扱い方など、障害者の生

活に関する基礎的な知識を事前に教えることで、より安定した、また充実した体験をさせるこ

とができると判断される。また、学生たちが、関わったサービスラーニングの中で画文集を制

作するなど、目に見える形で残していくことは、学生たちにとって励みとなっているので、今

後も継続されることが望まれる。 

今後は、本取組で得られた成果や課題について検証し、その結果や改善に向けた取組を、早

急にホームページあるいは他の方法で広く公開することが望まれる。また、今後も継続して実

施することで、更なる展開が望まれる。 



学 校 名 
仙台高等専門学校 
（旧：仙台電波工業高等専門学校） 

取組学部等 全学 

取組名称 学生国際交流事業における教育の質の保証 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  本校が推進する学生国際交流事業において、海外協定大学と協力して、本校の専門カリキュ
ラムによく接続した海外研修プログラムを開発し、協定大学からの研修生に対してはより充実
した研修プログラムを開発する。このような双方向型の国際研修プログラム開発により、本校
の国際交流において、単なる親善交流を超えた教育の質の保証を目指す。更に、開発した研修
プログラムを含む国際交流事業を他の教育機関へ拡大することを目指す。 

●取組の特徴 

  本取組は、海外の協定校との間で学生の派遣と受入という相互交流が行われるだけでなく、
教員も派遣と招聘という形で同様な交流が積極的に行われ、双方向型の教育が提供されてい
る。 

  学生の適性・能力に応じた研究室での実験・実習を重視したプロジェクト型研修プログラム
の開発という目標を定め、特に「組込みシステム」という具体的な研修テーマを選んで継続的
に取り組み、大きな成果を上げている。 

  海外より招聘された教員による英語での専門科目の講義について教材コンテンツ作成ツー
ルを導入・活用することで効果的な講義の復習や自主学習環境の整備を進めるなど学生に対す
る支援の充実を図っている。 

  また、受入学生に対しては学寮の一棟を「国際交流センター」として整備し、受入体制の充
実を図っている。 

 

●取組の成果 

  タイの政情不安や水害、また東日本大震災の影響がある中で、支援期間を通じて学生の派
遣・受入の拡大・充実を目指す努力がみられ、高等専門学校らしいフットワークのよさで着実
に成果を上げている。 

  専門科目に本取組で開発した組込みシステム教育の一部や英語による授業を取り込むなど、
国際交流の成果を正規教育へ反映させようとの姿勢が明確に現れている。 
また、参加学生の満足度が非常に高く、「英語力が向上（資格試験の成績向上）した」、「自

らの研究分野においても異なる研究手法に触れて刺激を受けた」、「国際性や自主性などが高ま
った」などの変化がみられた。 
研修の達成度や成果についても、英語による報告書の作成や成果発表を学生に求めることで

質の保証に努め、実際に国際会議や大学のゼミで発表を行う事例も出るなど成果を上げてい
る。 

  海外からの研修生との間に自主的かつ継続的な交流の輪が生まれ、実際に行き来した学生だ
けでなく、一般学生にも拡がりをみせ、国際交流への参加を促す学内の雰囲気づくりにもよい
影響を与えている。 

  取組実施当初は学生の国際交流に対し消極的であった教員の間にも、積極的に指導に臨む空
気が醸成され、海外協定校での講義に取り組む若手教員が名乗りを上げるなど教員側の意識改
革につながっている。 

 

●大学等の教育への波及効果 

  東北・北海道地区の他の高等専門学校との間で担当者会議を３年間継続して開催することで
連携を強化し、海外協定校と東北地区の高等専門学校との間で学術交流協定を締結するなど、
短い期間で本取組を拡大・発展させ、地域全体としての成果につなげていることは、波及効果
が期待される。 

  他の理工系大学においても、海外での研修プロジェクトの単位化等のカリキュラムの弾力化
や対象大学との学期時期の違いを考慮したセメスター制の運用、派遣、受入学生の研究ニーズ
とのマッチングなどの課題を検討することで、応用できる点が多い取組である。 
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●その他特筆すべき事項 

本取組は経費がかかるなど困難も伴うが、自費でも参加する学生の熱意に支えられたもので
あり、地に足が着いた取組と判断される。 
成果の波及については、派遣する学生数など規模の追求だけではなく、今後も国内外の多く

の学校と協調し継続していくことが大切であり、更なる発展が期待される。 
今後の課題として、学生への動機づけについては、単位認定やスケジュール面などでプログ

ラムに参加しやすい条件設定に力を注ぐほか、意欲のある学生が機会を得ることができるよう
資金面での援助（滞在費の軽減など）にも配慮するなど工夫が望まれる。 
支援期間終了後の展開として、タイへの派遣増を目指すといった方針を明確にしており、４

年生時のタイへの派遣交流を通じて学生の関心を喚起するなど、その方針にそった具体的な方
策も考えている点は本取組への継続への意欲が感じられる。 



学 校 名 福島工業高等専門学校 取組学部等 機械工学科 

取組名称 異学年協働によるループ型創造性実践教育 

●取組の概要（各学校から提出された事業結果報告書より抜粋） 

  機械工学科全学生が「市民に役立つモノづくり」に集結し、２年生がモノづくりの素案を企
画し、５年生と異学年が協働して企画内容を決定する。５年生は設計製図を完成させ、２年生
が進級後に作品を製作する。４年生は３年生と１年生に自らのモノづくり経験談を講話し、モ
ノづくりの伝授をする。全学生がモノづくりの PDCA サイクルを経験することで、実践的で社
会貢献可能なモノづくりループ型教育体制を構築した。 

●取組の特徴 

  機械工学科の全学年の学生が「市民に役立つモノづくり」という視点のもとに設定された同
一課題にそれぞれの立場から取り組むことによって、異学年協働によるループ型教育を実践し
ている。具体的には、まず、２年生がモノづくりの課題を決定して構想設計を行い､それを受
けて､５年生が２年生との議論を行いながら詳細設計を行って設計図を完成させる。翌年度に
は、その２年生が進級して３年生となり、５年生が完成させた図面をもとに作品を製作し、全
学年、教職員、市民、報道関係者等が参加する公開発表会では１年生と４年生が作品を評価す
る、というループ型創造性実践教育システムを構築している。更に､構想設計・詳細設計・製
作の各段階では技術職員の他に地域技術者が支援をしており、一連の教育は市場ニーズの把握
や企業におけるモノづくり工程を体感する上でも有益な機会となっている。 
また、本取組の成果は積極的に情報公開がなされ、他大学等から講演依頼もあるなど、ルー

プ型教育の一つのモデルとなっている。支援期間中に必要な設備の整備が完了しており、支援
期間終了後においても、作品製作費用についての予算措置が行われ、継続して実施されている。
 

●取組の成果 

  モノづくりでは、ニーズの把握・構想設計・詳細設計・製作などの一連のプロセスに様々な
技術者がそれぞれの立場から参画することになるが、そのようなタスクの連鎖やその際の技術
者間のコミュニケーションを教育として具現化することは容易ではない。これに対して、本取
組では、異学年協働ループ型教育を５年間のスパンで構築することによって、モノづくりの本
質的な特徴を盛り込んだ実践的な教育を具体化している。それによって、モノづくりに独特な
ＰＤＣＡサイクルについての知見や考え方を体験的に修得できるようになっているほか、教育
内容の具体性が学生の積極性を引き出すことになっており、創造性の涵養、実践的な設計製図
能力やプレゼンテーション能力の育成などの面においても効果を上げている。更に、学年を超
えた学生の議論や連携は、その前提となる「異なる者とのコミュニケーションの能力」や「人
間性」などの面でも優れた学習の場となっている。 
また、機械工学科での成果を受けて、他の一部の学科においても異学年協働によるモノづく

りへの取組が進められている。 
 

●大学等の教育への波及効果 

  本取組での一連の方式は協働学習を導入する際の良い参考例であり，また、その内容はモノ
づくりについての実践的な教育を導入する上でのモデルケースとなり得るものである。 
なお、取組の内容を工学教育としてより効果的なものにするためには、構想設計についての

考え方や方法論、技術者間のコミュニケーションを円滑に行うための考え方などについての教
育との連携などにも踏み込んでいくことが将来的な課題として想定される。 
一方で、本取組の内容を実施していくためには、異学年のスケジュール調整や教員間の連携

などにおける負荷も高いことから、教育活動の全体において、このような教育活動をどのよう
に位置付けていくかについての検討が不可欠である。 
また、異学年協働は、うまく機能すれば相互作用による効果は大きいが、機能しなければ影

響も大きいことから、上級生・下級生の立場を踏まえた学生間の交流や話し合いを適切に促進
することが重要である。 
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●その他特筆すべき事項 

機械工学科での成果を受けて、今後は、より多くの学科での本格的なループ型教育、更に言
えば、学科を超えたループ型教育などの展開も望まれる。 
本取組で構築された異学年協働ループ型教育を円滑に実施していくためには様々なノウハ

ウが必要であり、それらをよりわかりやすい形に論理立てて、同様の取組を行う際の知識とし
て他の高等専門学校等に提供することが期待される。 
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Ⅵ．大学教育等推進事業委員会 

委員名簿等 



 



 
 
 
      

 

 

大学教育等推進事業委員会委員名簿 

 

 

今井 浩三 東京大学医科学研究所教授・附属病院長 

江端 正直 熊本高等専門学校前校長 

大宮  登 高崎経済大学副学長 

岡本 和夫 大学評価・学位授与機構理事 

河田 悌一 日本私立学校振興・共済事業団理事長 

委員長 佐々木 毅 学習院大学法学部教授 

副委員長 鈴木 典比古 大学基準協会専務理事 

八田 英二 同志社大学長 

馬場 重行 山形県立米沢女子短期大学理事・図書館長 

濱口  哲 新潟大学副学長（学務担当） 

濱名  篤 関西国際大学長 

丸山 久一 長岡技術科学大学環境・建設系教授 

山本 眞一 桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科教授 

吉川 洋子 島根県立大学看護学部長 

 

（計１４名） 
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大学教育等推進事業委員会調査部会委員名簿 

 

 

大学 

○今井 浩三  東京大学医科学研究所教授・附属病院長 

○大宮 登   高崎経済大学副学長 

○岡本 和夫  大学評価・学位授与機構理事 

片寄 俊秀  大阪人間科学大学人間科学部教授 

○河田 悌一  日本私立学校振興・共済事業団理事長 

岸本 喜久雄 東京工業大学大学院理工学研究科工学系長 

木村 雄二  工学院大学常務理事 

國則 守生  法政大学人間環境学部教授 

小松 優   金沢工業大学バイオ・化学部教授 

笹津 備規  東京薬科大学長 

雀部 博之  千歳科学技術大学名誉教授 

田邊 政裕  千葉大学大学院医学研究院教授 

土屋 正春  滋賀県立大学特任教授 

徳丸 吉彦  聖徳大学音楽学部教授 

夏目 達也  名古屋大学高等教育研究センター教授 

 ○八田 英二  同志社大学長 部会長 

 ○濱口 哲   新潟大学副学長（学務担当） 副部会長 

堀坂 浩太郎 上智大学名誉教授 

宮浦 国江  愛知県立大学学生支援センター長 

○山本 眞一  桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科教授 
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短期大学 

神川 康子  富山大学人間発達科学部教授 

高野 嘉明  青山学院女子短期大学現代教養学科国際専攻教授 

○馬場 重行  山形県立米沢女子短期大学理事・図書館長 副部会長 

桃木 美惠  東京家政大学家政学部教授 

○吉川 洋子  島根県立大学看護学部長 

 

高等専門学校 

     ○江端 正直  熊本高等専門学校前校長 

藤田 喜久雄 大阪大学大学院工学研究科教授 

○丸山 久一  長岡技術科学大学環境・建設系教授 副部会長 

溝上 智恵子 筑波大学図書館情報メディア研究科長 

 

 ※○は大学教育等推進事業委員会委員 

（計２９名） 
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大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム状況調査要項 
 

 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ７ 日 

大学教育等推進事業委員会 

 

 

Ⅰ．目的 

  状況調査は、本事業の目的を踏まえ、各取組の実施（達成）状況等を調査し、優れた

取組の内容を広く社会に情報提供することにより、財政支援期間終了後の取組の持続的

展開やその水準の一層の向上、及び今後の我が国の高等教育の質保証の更なる強化に資

することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業の目的）  

本事業は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）から申請さ

れた、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の中から、達成目標を

明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点的

な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資することを目的と

する。  

 

 

Ⅱ．対象、時期 

  平成２１年度大学教育推進プログラム【テーマＡ】に選定された各取組について、３

年間の財政支援期間終了後の翌年度（２年間の取組については翌々年度）に状況調査を

実施する。 
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Ⅲ．体制、方法 

 １．体制 

状況調査にあたっては、①各取組の選定に係る審査状況、審査経過等を熟知している

専門家や有識者②当該取組の分野に関する高い知見を有する専門家や有識者から構成さ

れる調査部会において実施する。 

 

２．方法 

全ての取組について書面調査を実施し、その中から特に優れており波及効果が見込ま

れると判断される取組を選定する。さらに、その取組の内容を詳細に把握し、波及効果

があると認められた取組について周知することを目的に、現地調査を実施する。調査部

会は、これらの調査結果案をとりまとめ、大学教育等推進事業委員会に報告する。大学

教育等推進事業委員会は、調査部会から提出された調査結果について決定し、文部科学

省に報告する。 

調査体制 

 

 

 

調査における手順 

大学教育等推進事業委員会 
調査方法、調査方針等の決定 

調 査 部 会 

調査結果案のとりまとめ 

書面調査・合議 

特に優れており波及効果が見込まれると判断される 
取組を選定し、現地調査を実施 

調 査 部 会 

大学教育等推進事業委員会 

大学教育等推進事業委員会 
調査結果の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果の報告 
 

 
文 部 科 学 省 
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Ⅳ．書面調査と現地調査を行う取組の選定 

 １．書面調査 

  調査部会は、大学等から提出された「大学教育推進プログラム【テーマＡ】事業結果 

報告書」に基づき、以下の書面調査を行う。 

  書面調査の観点 

  （１）取組の実施状況等 

    ・本事業の取組が着実に実施されたか 

    ・本事業の取組において十分な成果が得られたか 

    ・取組の評価・改善体制が構築され機能したか 

    ・財政支援期間終了後も取組の継続・発展が期待できるか 

    ・取組に係る経費が効率的・効果的に使用されたか 

  （２）大学等の教育への波及効果 

    ・本事業における取組を参考とすることにより、大学等の教育の質保証の強化に 

つながる波及効果が期待できるか 

  書面調査の評点区分 

   上記（１）、（２）の観点を総合的に判断して、次の評点を付す。 

評  点  区  分 

a(5 点) 特に優れた取組である 

b(4 点) 優れた取組である 

c(3 点) 良い取組である 

d(2 点) やや不十分な取組である

e(1 点) 不十分な取組である 

 

２．現地調査を行う取組の選定 

  調査部会は、書面調査結果をもとに合議により、特に優れており波及効果が見込まれ

ると判断される取組を１割程度選定する。 

 

 

Ⅴ．現地調査と調査結果（案）のとりまとめ 

  調査部会は、現地調査実施要領に基づき現地調査を実施する。また、現地調査終了後

に調査結果（案）を作成し、合議により調査結果（案）を決定する。 

  なお、状況調査結果報告書等において他大学等への波及効果がある事例として紹介す

る取組は、現地調査の結果を踏まえて調査部会において決定する。 

  調査結果（案）の構成 

  ①概要：状況調査の結果をまとめたもの（取組全体の状況分析など） 

  ②現地調査報告書：現地調査を実施した取組について特徴、成果、大学等の教育への 

   波及効果等をまとめたもの 
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Ⅵ．調査結果の決定 

  委員会は、調査部会より調査結果（案）の報告を受け、合議により調査結果を決定す

る。 

 

 

Ⅶ．その他 

 １．開示・公開等 

 （１）大学教育等推進事業委員会等の審議内容等の取扱いについて 

   ① 大学教育等推進事業委員会（以下「委員会」という）の会議及び会議資料は原 

則公開する。 

  ただし、次に掲げる場合であって委員会が非公開とすることを決定したときは、 

この限りでない。 

  ・調査等（人選を含む）に関する審議の場合 

  ・その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合 

     なお、専ら調査等に関する審議を行う調査部会の会議及び会議資料については、 

調査等の円滑な遂行確保の観点から非公開とする。 

② 委員会の議事要旨は、上記に掲げる場合を除き、原則公開とする。 

 （２）調査結果の公表等について 

    調査結果は日本学術振興会から文部科学省へ報告されるとともに、各大学等から

提出された事業結果報告書を合わせた状況調査報告書（冊子）として公表される。

また、特に優れた波及効果のある取組については、その内容を日本学術振興会のホ

ームページへの掲載、事例集の作成やフォーラム等の場などを活用し広く社会へ周

知する。 

    なお、書面調査のみを実施した大学等に対しては、その結果に対するコメント（評

点を除く）をとりまとめ、当該大学等に個別に開示する。 

 （３）委員等の氏名について 

   ① 委員会の委員の氏名等は、予め公表することとする。 

   ② 調査部会の委員の氏名等については、状況調査結果の決定後に公表することと 

する。 

 

 ２．利害関係者の排除等 

（１）取組に直接関係する委員会委員、調査部会委員は、事務局にその旨申し出ること 

とし、自己の関係する取組の調査及び現地調査を行わないこととする。 

 （２）委員会委員及び調査部会委員は、委員会及び調査部会における当該取組の個別調 

査に加わらないこととする。 
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  （利害関係者とみなされる場合の例） 

  ・調査委員が当該大学等の専任又は兼任として在職（就任予定を含む）している場合 

  ・調査委員が当該大学・学校法人等の役員として在職（就任予定を含む）している場合 

  ・その他調査委員が中立・公正に調査を行うことが困難であると判断される場合 

 

 ３．情報の管理、守秘義務、事業結果報告書の使途制限 

 （１）調査の過程で知り得た個人情報及び対象大学等の調査内容に係る情報については 

外部に漏らしてはならない。 

 （２）調査委員として取得した情報（事業結果報告書等各種資料を含む）は、他の情報 

と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理する。 

 （３）調査資料等は、大学教育推進プログラムの状況調査を行うことを目的とするもの 

であり、その目的の範囲内で使用する。 
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大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム現地調査実施要領 
 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ７ 日 

大学教育等推進事業委員会 

 

 

Ⅰ．調査の概要 

 

 １．目的 

   現地調査は、実施された全ての取組の中から、特に優れており波及効果が見込まれ 

ると判断された取組について、調査委員が現地に赴き、関係者との質疑応答及び教育 

研究現場の視察等を行うことにより、当該取組の現状等を把握し、調査に資すること 

を目的とする。 

 

 ２．実施主体 

   実施主体は、独立行政法人日本学術振興会、大学教育等推進事業委員会調査部会と 

する。 

 

 ３．対象となる取組 

   対象は、調査部会における書面調査の結果、その中から特に優れており、波及効果 

が見込まれると判断された取組とする。 

 

 ４．実施方法 

   調査委員が現地に赴き、取組担当者から、取組の詳細な実施状況・成果及び将来展 

望等についての説明を受け、質疑応答や意見交換等を行うとともに、学生との面接や 

教育現場の視察等を実施し、必要に応じて助言等を行う。 

 

 ５．参加者 

  ［調査者］ 

   当該取組の書面調査を担当した調査部会委員を中心とする４名程度で編成する 

グループ 

［大学等側対応者］ 

 ・取組担当者 

 ・大学全体に係る事情について対応可能な者 

 ・当該取組の対象学生（５名程度） 

 ・当該大学事務局職員（若干名） 

 

 ６．期間 

  １日（３時間程度） 
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 ７．実施項目及び内容 

  ①取組担当者からのヒアリング・質疑応答（７０分程度） 

    調査者は、取組担当者から取組の詳細について説明を受けるとともに、書面調査 

結果の内容等を踏まえた質疑応答や意見交換を行う。 

  ②学生との面談（４５分程度） 

    調査者は、学生との意見交換により、取組における教育活動の状況等を把握する。 

  ③教育現場の視察及び学習環境の状況調査（３０分程度） 

    調査者は、取組担当者からの説明を受けながら、教育現場の視察をし、学習環境 

の状況調査を行う。 

  ④その他、調査者が必要と判断する事項 

  ⑤講評 

    調査主担当委員は、調査終了時に講評する。 

 

 ８．現地調査の公開 

   大学等は、現地調査の対象取組に選定されたことや、現地調査における講評の場面 

を、大学側対応者以外（報道機関など）に公開しても差し支えない。 

 

  ９．その他 

現地調査を行った取組の中で、状況調査結果報告書等において他大学等への波及効 

果がある事例として紹介する取組は、現地調査の結果を踏まえて調査部会において決 

定する。 

 

 

Ⅱ．調査実施後 

  調査主担当委員は、現地調査の結果をまとめ、調査部会に報告する。 

 

 

Ⅲ．現地調査スケジュール（例） 

  以下のスケジュールは一例であり、実際は調査内容等により学内の移動時間も含めて 

調整する。 

《14 時～16 時 40 分が調査時間の場合》 

 事     項 所要時間 

13:45 調査者、現地到着 － 

13:45～14:00 打合せ（調査者のみ） １５分 

14:00～15:10 取組担当者等からのヒアリング・質疑応答 ７０分 

15:10～15:55 学生との面談 ４５分 

15:55～16:25 教育現場・学習環境の視察 ３０分 

16:25～16:35 打合せ（調査者のみ） １０分 

16:35～16:40 調査リーダーによる講評  ５分 

16:40 現地調査終了 － 
 



大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム（平成２１年度選定取組） 

事業結果報告書等作成・提出について 

 

 

 平成２４年度に実施する大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム

状況調査は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下「大学等」という。）から提出される事業

結果報告書を基に行われます。 

 事業結果報告書をはじめ、状況調査にあたって必要な書類等（以下「報告書等」）の作成、提

出方法は以下のとおりですので、不備のないよう十分ご留意の上、作成・提出してください。 

 

【目 次】 

 Ⅰ．提出書類等 

Ⅱ．一般的留意事項 

Ⅲ．事業結果報告書提出カードの作成 

Ⅳ．事業結果報告書の作成 

   基礎情報 

１．取組の実施状況等 

    ①取組の実施状況 

    ②取組の成果 

    ③評価及び改善・充実への取組 

    ④財政支援期間終了後の取組 

   ２．取組の全体像 

   ３．取組に係る経費の使用状況【非公表】 

 Ⅴ．ＣＤ－Ｒ（Ｗ）の作成 

 Ⅵ．書類等の提出方法 

 Ⅶ．その他の注意点 

 

 Ⅰ．提出書類等 

   事業結果報告書等の提出にあたっては、以下の書類等を作成し提出してください。 

１．文部科学大臣宛公文書（様式あり）・・・・・・・・・・・・・学校毎に１部 

２．事業結果報告書提出カード ・・・・・・・・・・・・・・・・取組毎に１部 

３．事業結果報告書（印刷原稿用）・・・・・・・・・・・・・・・取組毎に１部 

４．事業結果報告書（状況調査用）・・・・・・・・・・・・・・・取組毎に５部 

５．ＣＤ－Ｒ（Ｗ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学校毎に１枚 

 

 Ⅱ．一般的留意事項 

  １．事業結果報告書の記入にあたってはパソコンを使用し、書式は以下のとおりに設定の 

上、日本語で作成してください。 

用紙の大きさ Ａ４縦型 

余白 上下左右 ２０mm 

１行あたりの文字数 ４０字程度 

１ページあたりの行数 ４０行程度 

字体・文字の大きさ 
１１ポイント明朝体を原則とする 

ゴシック、アンダーラインは適宜可 

文字方向 横書き 
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色 白黒（カラー不可） 

図、表、写真 公表の際には、白黒で表示される予定です 

（写真に人物が写っている場合、写っている本人の許諾を

予め得ておくこと） 

 

提出部数等 

（印刷原稿用）片面印刷             １部

（状況調査用）両面印刷・穴あけ・ステイプル留め ５部

（報告書等データ）ＣＤ－Ｒ（Ｗ）にて提出    １部

 

 ２．事業結果報告書は、全様式にわたって通しでページ番号を付してください。 

  ３．事業結果報告書の作成にあたっては、所定の様式の改変（標題の順番の入替等）はで 

きません。 

  ４．事業結果報告書の印刷用紙については、大学等で普段使用している用紙（再生紙・上 

質紙等）を使用してください。（コート紙等特殊な用紙を使用する必要はありません。） 

  ５．提出された事業結果報告書の内容（後記Ⅳ．１．～２．）は、原則として原文のまま公

表します。教育プログラムの実施状況、成果等について、分かりやすく広く社会に紹介

するという視点から作成してください。 

 

 Ⅲ．事業結果報告書提出カードの作成 

   複数件数選定されている場合は、１件毎に１部作成してください。 

１．「大学等名」欄には、大学等名を記入し、法人名は記入しないでください。 

なお、選定後に校名変更等があった場合は、H24.4.1 現在の新名称と旧名称、変更年 

月日を記入してください。 

  ２．「取組名称」欄には、申請時に記入した取組名称（名称変更は不可）を記入してくだ 

さい。 

  ３．「取組学部等」欄には、申請時に記入した取組学部等を記入してください。 

なお、選定後に学部名変更等があった場合は、H24.4.1 現在の新名称と旧名称、改編 

年月日を記入してください。 

  ４．「取組担当者」欄には、H24.3.31 現在（２年間の取組の場合は、H23.3.31 現在）の当 

該取組の取組担当者を記入してください。 

    また、選定後に取組担当者に交替があった場合は、交替年月日を記入してください。 

  ５．「事務担当者」欄には、本件について責任を持って対応できる事務担当者の氏名及び 

連絡先等を様式にしたがって記入してください。複数名担当者がいる場合でも、代表者

１名を決定し記入してください。 

E-mail については、担当係のアドレスなど、できるだけ複数者で確認できるメールア

ドレスにしてください。 

  ※個人情報の取扱いは、当該事業の実施に係る用途のみに限定いたします。 

 

Ⅳ．事業結果報告書の作成 

  作成にあたっては、   で囲んだ指示文を削除して記入してください。 

  また、各項目は、申請時の計画内容について、実際にどのように実施したのかが分かるよ

うに記入してください。状況調査はこの報告書を基に行うため、取組に係る情報はできる限

り詳細に記入してください。 

１ページ目上段の枠内には、「大学等名」、「取組名称」、を提出カードにしたがって記入し

てください。また、H24.3.31 現在（２年間の取組の場合は、H23.3.31 現在）の「取組学部等」、

「取組担当者」を記入してください。 

  「取組期間」には、申請時の取組期間を記入してください。 
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  「Ｗｅｂサイト」には、当該取組を記載している学内のホームページのＵＲＬを記入して 

ください。 

 「取組の概要」には、取組の内容を２００字程度で簡潔に記入してください。 

 

  １．取組の実施状況等 

   ①取組の実施状況【１、２ページ目：２ページ以内】 

申請時の実施計画（申請書に記載された内容）に対し、実際はどのように実施されたの

かが分かるように、以下の点を含め取組の実施状況を記入してください。 

(１) 取組の実施体制について（マネジメント体制、教職員の体制、大学としての支援

体制） 

(２) 取組の実施内容について（取組の全体スケジュール及び各年次の実施内容、取組

に参加した教職員や学生の数及びその数が取組の実施単位〔大学全体、学部、学科

等〕に占める割合） 

(３) 社会への情報提供活動について（取組の内容、経過、成果等に関する情報提供の

方法〔Web サイトの活用、新聞、テレビ等のマスコミの活用等〕及び体制） 

なお、地域や企業等と連携した取組である場合は、その取組状況についても併せて記

入してください。 

 

   ②取組の成果【３ページ目：１ページ以内】 

本取組の計画時における目的や達成目標、期待された成果を示し、実際の成果と比較

した達成度について記入してください。また、どのようなプロセスを経て、教育内容の

質保証の強化につながったのか、実施したこととその成果を記入してください。 

なお、取組の成果が具体的・客観的に分かるデータ（学生アンケートによる評価結果、

外部で実施されている資格試験・技能試験の成績結果等）についても併せて記入してく

ださい。 

また、本取組を実施した結果、本取組が学内外に与えた波及効果（教育改革の実績、

教職員の意識改革、教育環境の改善等）や、地域・企業から得た評価があれば記入して

ください。 

 

   ③評価及び改善・充実への取組【４ページ目：１ページ以内】 

取組の評価・改善体制がどのように構築され、どのように機能したか（内部・外部から

受けた評価に対して、どのような改善が行われ、教育の充実に貢献したか等）について、

申請書に記載された評価体制・評価方法に関する事項を示した上で、それに対する実施

状況も併せて、具体的かつ簡潔に記入してください。その際、取組の達成度や学習成果

を測る方法や指標にも言及してください。 

また、本取組に関して認証評価を受けている場合、その内容についても記述してくだ

さい。 

 

   ④財政支援期間終了後の取組【５ページ目：１ページ以内】 

「①取組の実施状況」、「②取組の成果」、「③評価及び改善・充実への取組」を踏まえ、

経費面も含めた本取組の全体的な課題及び問題点を明らかにし、財政支援期間終了後に

おいて、本取組をどのように実施していくのか（財政支援期間が２年で既に終了してい

る取組については、どのように実施しているのか）、体制や財政措置も含めて具体的かつ

簡潔に記入してください。その際、申請書に記載された財政支援期間終了後の取組の展

開の概要を示した上で、記入してください。 

さらに、教育の質保証の強化に向けた改善・充実を図る計画がある場合は、その内容

についても記入してください。 
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また、継続実施するにあたっての課題及び問題点についても記入してください。 

 

 

  ２．取組の全体像【６ページ目：１ページ以内】 

本取組の全体像（事業の目的、目的を実施するための評価・改善を含めた具体的な取

組、本事業の成果、今後の展開等）について、図表を用いて分かりやすく記入してくだ

さい。 

なお、記入にあたっては具体的な数値等を用いつつ、取組の状況等が分かるように記

入してください。 

また、記入にあたっては、WORD 以外の形式（PowerPoint、Excel、一太郎）で作成して

も構いませんが、提出の際には PDF に統合するよう留意してください。 

 

  ３．取組に係る経費の使用状況【非公表】 

① 〔補助事業実施期間の経費〕 

「支出実績（大学等負担含）」には、各年度の実績報告書の費目別収支決算書にかか

る「補助事業に要した補助対象経費の額等」欄の支出合計額を記入してください。 

「補助金交付額」には、各年度の交付決定額を記入してください。 

② 〔各経費の支出明細〕 

「経費区分」欄については、それぞれの経費の支出実績について、大学改革推進等

補助金（大学改革推進事業）取扱要領の「補助対象経費」の区分により、記入してく

ださい。それぞれの費目の内訳については、内容がある程度分かるように記入してく

ださい。（記入例を参照願います。） 

なお、年度毎の、各経費区分の交付決定時計画（大学等負担含む）を記入するとと

もに、支出実績（大学等負担含む）を記入してください。 

 

※金額は「千円」単位とし、合計が一致するように端数調整をしてください。 

※取組期間が２年の場合は、２３年度の欄は「０」と記入してください。 

 

③ 〔各経費の使用状況〕 

教育プログラムの実施に際して、効率的・効果的な使用のために配慮した点につい

て記入してください。また、交付決定時の計画から経費に関する変更点等がある場合

は理由も併せて記入してください。 
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Ⅴ．ＣＤ－Ｒ（Ｗ）の作成 

   事業結果報告書、事業結果報告書提出カードは、１枚のＣＤ－Ｒ（Ｗ）へ保存し、提出 

書類等と一緒に提出してください。（複数枚での提出は不可。） 

 

１．事業結果報告書は、作成時に使用したＷＯＲＤ形式のデータ（「２．取組の全体像」に 

ついては、①ＷＯＲＤ形式、②Ｅｘｃｅｌ形式、③ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ形式、④一太 

郎形式のうち各大学等が作成したいずれかの形式、「３．取組に係る経費の使用状況」に

ついては、Ｅｘｃｅｌ形式）と、それらのデータから直接ＰＤＦ形式へ変換したデータ

（複数の形式で報告書を作成した場合は、１つのＰＤＦへ統合）をそれぞれＣＤ－Ｒ（Ｗ）

に保存してください。 

 また、ＰＤＦ形式への変換は、必ず作成したファイルから直接行ってください。（スキ 

ャナ等からＰＤＦ形式への変換は不可。）  

 事業結果報告書データのファイル名は、『大学等名』（例：山形大学.doc）としてく 

ださい。複数件選定取組がある大学等については、『大学等名（取組名称の略称）』（例： 

三重大学（隣接学校園）.doc）としてください。 

   

２．事業結果報告書提出カードのデータは、Ｅｘｃｅｌ形式のまま保存してください。 

  ファイル名は、「大学等名（提出カード）」としてください。 

 

３．データを保存するＣＤ－Ｒ（Ｗ）及びそのケースには、「大学等名」を油性マジックで 

 はっきりと記入してください。 

 
事業結果報告書 

 

大学等名 

〈WORD〉 

 
※「２．取組の全体像」

については WORD,Excel, 

PowerPoint,一太郎のい

ずれか、 

「３．取組に係る経費」

については、Excel 形式 

事業結果報告書

 

大学等名 

〈PDF〉 

事業結果報告書

提出カード 

 

大学等名 

（提出カード）

〈Excel〉 
直
接
変
換
（
ス
キ
ャ
ナ
等
は
不
可
）

※
複
数
の
形
式
で
作
成
し
た
場
合
は
、

Ｐ
Ｄ
Ｆ
作
成
時
に
統
合
し
て
く
だ

さ
い
。 
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Ⅵ．書類等の提出方法 

   事業結果報告書は、「印刷原稿用」（１部）と「状況調査用」（５部）の２種類を作成し、 

  提出してください。 

 また、報告書には、「基礎情報」～「３．取組に係る経費の使用状況」の全様式にわたっ

て、各ページの下部中央に通しでページ番号を挿入してください。 

 

  １．事業結果報告書（印刷原稿用）の作成 

    片面印刷したものを左上ダブルクリップ留めし、１部提出してください。 

    ※穴あけ、製本は不要です。 

 
印刷原稿用 

（片面印刷）
 

 

 

 

 

 

  ２．事業結果報告書（状況調査用）の作成 

    両面印刷したものを左横に２箇所ステイプル留めし、２穴を開けたものを５部提出し

てください。 

 
状況調査用 

（両面印刷）
 

 

    ①ステイプル留め     

    ②２穴開け 

    ③同じものを５部作成 

 

 

 

 

 

 

  ３．事業結果報告書（印刷原稿用、状況調査用）の提出 

    取組毎に「提出カード」を一番上にし、その下に「印刷原稿用」１部と「状況調査用」

５部を添え、ダブルクリップで留めて提出してください。 

    なお、複数件提出する際は、同様に提出件数分作成してください。 

 

提出カード 

事業結果報告書 

（状況調査用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事業結果報告書 

（印刷原稿用） 
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  ４．提出先及び提出期間 

    状況調査に係る提出書類等（Ⅰ．提出書類等を参照）は、下記まで郵送で提出してく

ださい。また、余裕を持って発送し、下記提出期限内に必着するようにしてください。 

    【提 出 先】〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 麹町淺古ビル３階 

                独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究事業課 

                大学教育推進プログラム【テーマＡ】担当 宛 

    【提出期限】平成２４年５月１４日（月）～１６日（水）※必着 

 

Ⅶ．その他の注意点 

  １．一度提出した提出書類等は、再提出、修正することはできませんので、提出にあたっ 

ては、十分留意して作成・提出してください。 

 

  ２．提出後、報告書等に記載した事務担当者に変更が生じた場合は、速やかに以下の事務 

局まで連絡してください。 

 

【大学教育等推進事業委員会事務局】 

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１ 

麹町淺古ビル３階 

 

   独立行政法人日本学術振興会 

   研究事業部研究事業課審査第四係 

   電話：03-3263-1105 FAX：03-3237-8015 

   E-mail：goodpractice-jsps@jsps.go.jp 
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大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名  

取 組 名 称  

取 組 期 間  平成  年度 ～ 平成  年度 （ 年間） 

取 組 学 部 等  取組担当者  

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト  

 

取 組 の 概 要 

 

 

 

 

 

取組内容が簡潔にわかるように２００字程度で記入してください。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

 

(２)取組の実施内容について 

 

(３)社会への情報提供活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請時の実施計画（申請書に記載された内容）に対し、実際はどのように実施され

たのかが分かるように、以下の点を含め取組の実施状況を記入してください。 

 

(１)取組の実施体制について（マネジメント体制、教職員の体制、大学としての支

援体制） 

(２)取組の実施内容について（取組の全体スケジュール及び各年次の実施内容、取

組に参加した教職員や学生の数及びその数が取組の実施単位〔大学全体、学部、

学科等〕に占める割合） 

(３)社会への情報提供活動について（取組の内容、経過、成果等に関する情報提供

の方法〔Web サイトの活用、新聞、テレビ等のマスコミの活用等〕及び体制） 

 

なお、地域や企業等と連携した取組である場合は、その取組状況についても併せて

記入してください。 
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74 



②取組の成果 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本取組の計画時における目的や達成目標、期待された成果を示し、実際の成果と比

較した達成度について記入してください。また、どのようなプロセスを経て、教育内

容の質保証の強化につながったのか、実施したこととその成果を記入してください。 

 

なお、取組の成果が具体的・客観的に分かるデータ（学生アンケートによる評価結

果、外部で実施されている資格試験・技能試験の成績結果等）についても併せて記入

してください。 

 

また、本取組を実施した結果、本取組が学内外に与えた波及効果（教育改革の実績、

教職員の意識改革、教育環境の改善等）や、地域・企業から得た評価があれば記入し

てください。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の評価・改善体制がどのように構築され、どのように機能したか（内部・外部

から受けた評価に対して、どのような改善が行われ、教育の充実に貢献したか等）に

ついて、申請書に記載された評価体制・評価方法に関する事項を示した上で、それに

対する実施状況も併せて、具体的かつ簡潔に記入してください。その際、取組の達成

度や学習成果を測る方法や指標にも言及してください。 

 

 また、本取組に関して認証評価を受けている場合、その内容についても記述してく

ださい。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「①取組の実施状況」、「②取組の成果」、「③評価及び改善・充実への取組」を踏ま

え、経費面も含めた本取組の全体的な課題及び問題点を明らかにし、財政支援期間終

了後において、本取組をどのように実施していくのか（財政支援期間が２年で既に終

了している取組については、どのように実施しているのか）、体制や財政措置も含めて

具体的かつ簡潔に記入してください。その際、申請書に記載された財政支援期間終了

後の取組の展開の概要を示した上で、記入してください。 

 

さらに、教育の質保証の強化に向けた改善・充実を図る計画がある場合は、その内

容についても記入してください。 

 

 また、継続実施するにあたっての課題及び問題点についても記入してください。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 本取組の全体像（事業の目的、目的を実施するための評価・改善を含めた具体的な

取組、本事業の成果、今後の展開等）について、図表を用いて分かりやすく記入して

ください。 

 

 なお、記入にあたっては具体的な数値等を用いつつ、取組の状況等が分かるように

記入してください。 

 

 また、記入にあたっては、WORD 以外の形式（PowerPoint、Excel、一太郎）で作成し

ても構いませんが、提出の際には PDF に統合するよう留意してください。 
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【非公表】

〔補助事業実施期間の経費〕

年度（平成） ２１ ２２ ２３

支出実績（大学等負担含）

補助金交付額

（千円）
交付決定時計画
（大学等負担含）

支出実績
（大学等負担含）

［設備備品費］ 0 0
・
・
・
・
・
［旅費］ 0 0
・
・
・
・
・
［人件費］ 0 0
・
・
・
・
・
［事業推進費］ 0 0
・
・
・
・
・

0 0

３．取組に係る経費の使用状況

〔各経費の支出明細〕

＜平成２１年度実績＞　　　経　費　区　分

（平成２１年度）    　　　　　　　　   合　　計

（千円）
交付決定時計画
（大学等負担含）

支出実績
（大学等負担含）

［設備備品費］ 0 0
・
・
・
・
・
［旅費］ 0 0
・
・
・
・
・
［人件費］ 0 0
・
・
・
・
・
［事業推進費］ 0 0
・
・
・
・
・

0 0

＜平成２２年度実績＞　　　経　費　区　分

（平成２２年度）    　　　　　　　　   合　　計
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【非公表】

交付決定時計画
（大学等負担含）

支出実績
（大学等負担含）

［設備備品費］ 0 0
・
・
・
・
・
［旅費］ 0 0
・
・
・
・
・
［人件費］ 0 0
・
・
・
・
・
［事業推進費］ 0 0
・
・
・
・
・

0 0

〔各経費の使用状況〕

＜平成２３年度実績＞　　　経　費　区　分

（平成２３年度）    　　　　　　　　   合　　計
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独立行政法人日本学術振興会 

研究事業部研究事業課 

大学教育等推進事業委員会事務局 

〒102-0083 

東京都千代田区麹町５－３－１ 

電話: 03-3263-1105 

http://www.jsps.go.jp/j-pue/index.html 
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