
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 福井大学 

取 組 名 称 学士力涵養の礎となる初年次教育の充実 

取 組 期 間 平成２１年度 ～ 平成２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 工学部 取組担当者 本田知己 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://mech.u-fukui.ac.jp/~honda/GP2009/index.html 

 

取 組 の 概 要 

初年次学生が揺るぎない基礎学力と自己教育の習慣を身につける

ことにより，学士力涵養の礎となる自尊感情・勉学意欲の高揚や目

的意識の明確化を図り，学位授与までの４年間において，総合的な

学習経験と創造的思考力・汎用的技能の修得を確かなものにするた

めに，「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つの取組を実施する。 

 

１．取組の実施状況等 

①取組の実施状況 

(１)取組の実施体制について 

「申請時の実施計画に沿って実施された」 

【専門基礎教育の拡充】 

数学と物理学について，工学部教育委員会の下，物理工学科教員を中心に全学科横

断の数学教育懇話会，物理教

育懇話会が構成され，これま

で，多くの教育改革・改善の

実績を残してきた。専門基礎

教育の責任母体はこれらの

懇話会であり，実施体制はす

でに確立している。 

【高大連携の推進】 

アドミッションセンターの専任教員が中心となり，専門基礎教育の教員と連携して

実施する。補習授業担当の元高校教員と基礎教育担当教員とは密接に連携しており，

随時情報交換を行っている。また，基礎教育担当教員の中には，本学の教育学部（現

教育地域科学部）に長年在職していた者が４名おり，県下の教員との関係も深い。こ

うした繋がりをもとに，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

組織し，取組の実施にあたる。 

【ジェネリック・スキル教育の体系化】，【JIBUN ポートフォリオ】 

計画・実施と JIBUN ポートフォリオの構築については，工学部長，工学部教育委員

会のサポートの下でこれまで本取組の企画・準備を進めてきた『教育推進プログラム

実施委員会』が引続き行う。事務職員の支援体制として，本取組に専念し統計処理や

アンケートの解析等，取組の充実に伴う作業を行う非常勤の事務補佐員を採用する。

工学部教育委員会

数学教育懇話会 物理教育懇話会

専任の事務補佐員を配置

教育推進プログラム
実施委員会

非常勤講師，TAを配置

学士力GP実施
運営委員会

高大連携数理教育
研究会

※ 前JIBUN探求支援プログラム実施委員会

取組の実施体制 
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(２)取組の実施内容について 

「申請時の実施計画に沿って実施された」 

【取組に参加した教職員】 

工学部教職員全員 

【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】

 工学部全学科の学生全員（１学年約 500 名）〔学部全体〕 

 

 (３)社会への情報提供活動について 

【大学・学部】 

大学及び学部の Web サイトにて，取組概要や特徴を紹介している。また，新聞等の

マスコミの活用や対応は，大学の広報係が行っている。 

【取組実施委員会】 

 以下の方法により，できる限り社会への情報を提供するように努めている。 

1. Web サイト：取組の概要や実施状況をその都度広く一般に紹介している。 

2. ニュースレター：取組の実施状況をその都度紹介する印刷物として，年間２回，

合計５回発行している。配布先は，学生，教職員，関連の高校・大学である。 

3. 招待講演：２件（九州工業大学，福井県Ｆレックス） 

4. 学会発表：２件（日本工学教育協会，日本設計工学会北陸支部） 

5. 出版物におけるインタビュー：１件（木村誠著「福井大学はなぜ就職に強いのか」）

6. 他大学からのインタビュー：４件（信州大，福島大，東京農工大，大阪府立高専）

7. シンポジウムの開催：２回 

取組内容 平成21年度 平成22年度 平成23年度

専門基礎教育
の拡充

・補習授業推進WGの設置

・プレースメントテストの実
施システムの改善

・数学補習授業の拡充
（4クラス増，習熟度別クラ
ス編成の導入）
・物理学補習授業の実施

・懇話会及び教育委員会
による活動評価

・線形代数の習熟度別ク
ラスの再編成（２クラスか
ら３クラス）

数理教育を核
とした複合型
高大連携の推
進

・高大連携数理教育研究
会を発足

・各地の大学の取組の実
地調査

・シンポジウム開催

・高大連携数理教育研究
会を定期的に開催

・教材開発・授業公開を通
して高大連携をより深化

ジェネリッ
ク・スキル教
育の体系化

・「工学リサーチⅠ, Ⅱ」の
開講準備
・2‐wayインターンシップの
準備

・先輩セミナーの開催

・「工学リサーチⅠ, Ⅱ」の
開講
・「工学創造演習Ⅰ, Ⅱ」の
開講準備
・2‐wayインターンシップの
実施

・先輩セミナーの開催

・「工学創造演習Ⅰ, Ⅱ」
の開講
・2‐wayインターンシップの
実施

・先輩セミナーの開催

｢JIBUNポート
フォリオ｣による
自己教育の習慣
形成

・JIBUNポートフォリオ構築

・閲覧環境の整備

・JIBUNポートフォリオを全

学科に展開

・JIBUNポートフォリオ継続

・中間評価を実施
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②取組の成果 

【

ラス編成への見直し，これまで以上に

【

は学生の立場に立った授業となって学生

【ジェネリック・スキル教育の体系化】 

識付けができている

リオによる自己

教

上早くに対応できる

体制が整った。 

専門基礎教育の拡充】 

数学ステップアップ（補習授業）を，年間５クラ

スから１０クラスに倍増し，達成度別クラス編成を

導入するとともに，数学学習支援室を新設し，学生

の理解度向上のための支援を行った。また，線形代

数の授業で達成度クラス編成の編成方法を２クラス

編成から３ク

マッチングを図った。 

数理教育を核とした複合型高大連携の推進】 

数理教育を核とした高大連携を推進するために設

立した「高大連携数理教育研究会」により，今まで分

からなかった高大双方の教育現場の現状や問題点が

明らかになり，互いの認識が醸成された。また，高大

双方による授業参観を企画し実施した。これらの取組

は，最終的に

に還元される。 

ジェネリック・スキル教育科目とし

て，必修で全学生が履修する正課科目

４科目を整備するとともに，シラバス

を体系的に見直して改正した。アンケ

ート結果から，科目ごとに科目設定時

の学習目標に沿って，学習が進められ

ていることがわかった。また，就業観

形成のための「先輩セミナー」を各学

科で開催した。これにより，初年時

から就職への意

ことがわかる。 

【JIBUN ポートフォ

育の習慣形成】 

本学独自の「JIBUN ポートフォリ

オ」システムを構築し，工学部生全

員を対象として運用を開始した。ま

た，本システムに組み込まれた３種

類のメンタルヘルス関連のソフトに

より，メンタルヘルスに対して従来

よりも２ヶ月以

(H22 工学リサーチⅠ)自分が成長したと思う項目

(H22 工学リサーチⅡ)自分が成長したと思う項目

12　福井大学



③評価及び改善・充実への取組 

【

案を教育委員会にて３ヶ月間集中的に議論した後に実施に至った。 

【

を展開する。なお，本

は，総括評価を行い，外部評価を実施する。 

では

立てている。 

 

アンケート（学生） 

ト（学生） 

 

りとして，今後の取組に役立てていく予定である。 

評価体制】 

取組実施中の点検・評価は，各懇

話会及び教育委員会，教務学生委員

会が行い，最終的な成果の評価は，

自己点検・評価委員会が行うことと

している。右図に示すとおり，工学

部の PDCA 体制は確立され，よく機

能している。専門基礎教育の責を負

う教育委員会も毎月開催され，本取

組を主導しているグループは２ヶ

月に１度程度集まりをもち，評価を

直ちに反映する体制にある。本取組

においても，定期的に教育委員会や教務学生連絡委員会に報告と提案を行い，新しい

教育方法の取組や改善は，慎重な議論の上に実施されてきた。例えば，ジェネリック・

スキル教育のために各学科で用意した必修４科目のシラバスに関して，本プログラム

実施委員会の提

評価方法】 

全体的な評価方法として，留年者数，就職率・進学率，資格試験合格者数の変化，

学生の履修前後のアンケートの比較，卒業生アンケート，就職先アンケート，JIBUN

ポートフォリオの就職試験での利用度と有効性等の観点からの評価を行う。また，本

取組関連のセミナー・ワークショップ等参加学生に対してアンケート調査を実施し，

その有効性を調査する。さらに，年度毎に本取組関係者や外部専門家による年度評価

会議を開催し，次年度以降の取組改善に活用し，PDCA サイクル

取組の終了時に

【実施状況】 

 本プログラムを実施している学生は，取組実施期間内では２年生であったため，全

体的な評価やデータ収集は学年進行を待って行われる必要がある。本取組期間内

学習成果を測る方法として以下のアンケートを実施し，改善に役

1. 数学ステップアップについてのアンケート（学生，講師）

2. 高大連携についてのアンケート（高校教員，大学教員） 

3. ジェネリック・スキル教育に関するシラバス評価

4. 先輩セミナーに関する評価アンケー

5. 学士力スコアアンケート（学生） 

6. JIBUN ポートフォリオの入力状況アンケート（学生）

7. 外部機関による学士力測定（PROG テスト）（学生） 

 1.～5.については，本取組の狙いに沿った結果が得られたが，6.については問題点

と今後の方策が明らかになったため，平成２４年度から改善を行う予定である。7.に

関しては，学習成果を測る方法としてその有効性が見出されたことから，その活用方

法や新たな方法の開発の手がか
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④

学研究科

て行われることが決まっている。 

て必修化しなかったため，入力率が不十分であった。

【

極的な対

でもある。 

中心となって取組み，高

させる。 

【

生の習得が行われていると考えられ，継続することでさ

【

で入力率の向上を図る計画

財政支援期間終了後の取組 

本取組は，申請時点から採択による財政支援期間終了後も継続して行っていくこと

が決められていたため，支援期間が終了した平成２４年度からは工学部・工

の高度人材育成センターのもとで継続し

【本取組の全体的な課題及び問題点】 

 本取組は，工学部８学科全学生を対象とした取組であったため，教員・学生への取

組の周知・浸透はスムーズに行われた。ただし，本取組の一つである ICT を活用した

「JIBUN ポートフォリオ」に関しては，その意義について学生に十分に周知できなか

ったことと，学生の自主性に任せ

取組１】専門基礎教育の推進 

専門基礎教育における習熟度別クラス編成および補習授業は十分に成果が得られ

ているため，期間終了後もそのまま継続・発展させる。専門基礎教育は，大学教育の

根幹に関わるものであり，特に，近年の学生の学力低下に対応するため，積

応を継続的に行う必要がある。このことは大学全体の共通認識

【取組２】数理教育を核とした複合型高大連携の継続・推進 

 数学・物理学に関して高校から大学へのスムーズな移行のためにも，高・大が連携

し，問題点の相互理解や両者が協力して学生を育てるという態勢が，本取組を通して

十分に整った。特に高大双方による授業参観は他大学にはない取組として注目されて

いる。本取組はその端緒となるものであり，ここで確立した連携を期間終了後も強力

に推進し，展開させる。今後は，アドミッションセンターが

大接続テキストの開発を視野に入れて，より深化

取組３】ジェネリック・スキル教育の体系化 

ジェネリック・スキル教育は，１年生から３年生まで学年が進むにつれて課題が高

度化していく問題設定・解決型グループワーク『工学リサーチⅠ・Ⅱ，工学創造演習

Ⅰ・Ⅱ』などで他者理解を深めるとともに自己を理解する経験を積む取組である。取

組期間内では，学年進行に伴い２年生までしかプログラムを終了できていないため，

引き続き継続しながらその効果を検証していく。「②取組の成果」でも述べたとおり，

各科目の狙いに沿った形で学

らなる効果が期待できる。 

取組４】JIBUN ポートフォリオによる自己教育の習慣形成 

自己の点検，振返りなどの自己対話を JIBUN ポートフォリオ上で繰り返すことによ

り，学生が自己管理のもとに，自ら成長するための自己教育を推進する取組であった

が，その意義について学生に十分に周知

必修化しなかったことにより，十分に

入力されなかった。学生へのアンケー

ト結果から，平成２４年度からは，

JIBUN ポートフォリオへの入力を単位

の一部として必修化し，入力期間を設

定すること

できなかったことと，学生の自主性に任せて

である。 入力割合を増やすための方策は ? 
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【

ものにするためのプログ

習慣形

する。 

【

，慎重な議論の上

。 

【

，メンタルヘ

よりも２ヶ月以上早くに対応できる体制が整った。 

【

年度以

 

・JIBUN ポートフォリオへの入力を単位の一部として必修化し，入力率の向上を図る。 

像 ２．取組の全体

取組概要】 

学士力涵養の礎となる自尊感情・勉学

意欲の高揚や目的意識の明確化を図り，

学位授与までの４年間において，総合的

な学習経験と創造的思考力・汎用的技能

の修得を確かな

ラムである。 

【取組内容】 

 「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

成」の４つの取組を実施

取組の評価・改善】 

右図のように，工学部の PDCA 体制は確

立されよく機能している。本取組におい

ても，定期的に教育委員会や教務学生連

絡委員会に報告と提案を行い，新しい教

育方法の取組や改善は

に実施されてきた

取組の成果】 

「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」では，学生の揺るぎない基礎学

力の定着のための支援体制が整った。

「ジェネリック・スキル教育の体系

化」では，アンケート結果から，科

目ごとに科目設定時の学習目標に沿

って，学習が進められていることが

わかった。「JIBUN ポートフォリオによる自己教育の習慣形成」では，本学独自のポー

トフォリオ」システムを構築し，工学部生全員を対象として運用を開始した。また，

本システムに組み込まれた３種類のメンタルヘルス関連のソフトにより

ルスに対して従来

今後の展開】 

本取組は，初年次教育における取組の充実が４年終了時での学士力の涵養（質の保

証）に役立ったのかどうかその教育効果を検証する必要があるため，平成２４

降も継続して行われる。個別の重点項目としては以下の二点が挙げられる。

・高大接続テキストの開発を視野に入れて，高大連携をより深化させる。 

学士力の涵養

気づき

振返り

行動

学び

「自尊感情・勉学意欲の高揚」
「目的意識の明確化」

「創造的思考力・汎用的技能の修得」
「総合的な学習経験」

問題設定・解決型
グループワーク

「工学リサーチⅠ・Ⅱ」
「工学創造演習Ⅰ・Ⅱ」

「先輩セミナー」
「2-wayインターンシップ」

「自己教育の習慣」

「揺るぎない基礎学力」

初年次教育の充実

能力開発Webシステム
｢JIBUNポートフォリオ｣
による自己教育の習慣
形成と｢JIBUN史｣構築

能力開発Webシステム

「JIBUNポートフォリオ」

数理教育を核とした
複合型高大連携の推進

「専門教育への円滑な導入」

専門基礎教育の

「補習授業の拡大」，「TAの充実」

拡充

ジェネリック・
スキル教育の体系化

職業観形成

25
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