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取 組 の 概 要 

新世代到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS®）を構築した。①

問題発見解決能力の醸成：超領域の混成少人数グループでの参加型

教育により，問題発見解決能力の育成を図った。②教養と専門を融

合させた到達目標の設定：教養教育と専門教育を体系的に融合させ，

より明確な「広島大学学士力」を形成した。③システマティックレ

ビュー教育改善法の構築：学生と教員・組織が協働して評価・改善

する仕組を構築した。 

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 

 教育室理事・副学長（教育担当）を中心に，学士課程会議，教育評価委員会，教養

教育本部，人材育成推進室(ＦＤ部会) が，各学部と連携・協力のもと全学実施体制

で取り組んだ。 

(２)取組の実施内容について 

①問題発見解決能力の醸成（ハーモナイゼーションPBL教育） 

初年次教育において専門領域を超えた混成少人数グループによるアクティブラー

ニングの方法であるハーモナイゼーション PBL 教育（PBL）を導入，推進を図った。

平成 21 年度：医学部・薬学部の合同で，将来のチーム医療を形成する学生が，医療

倫理について討論する PBL を実施。また，総合科学部においては，人系・理系混成

グループによる PBL を実施。参加学生数は 3 学部で 315 名（１学年 2,320 名の 14％）

であった。これらの取組に対する学修機器支援を行った。 

平成 22 年度：上記 3 学部に加え，歯学部，文学部，教育学部，生物生産学部の一部

で PBL を実施。参加学生数は７学部で 470 名（1 学年の 20％）であった。これらの

取組に対する学修機器支援を行った。 

平成 23 年度：実施学部と参加学生数は平成 22 年度と同じであり，引き続き，取組に

対する学修機器支援を行った。 

一方，PBL を支えるための PBL ファシリテーター養成のためのワークショップ

(PBL・WS)を 3 年間で 5 回開催し，学内外で延べ 94 名（学内 82 名，学外 12 名）のフ

ァシリテーターを養成することができた。併せて，PBL ガイドブックの作成・配付(300

部) や DVD 教材「PBL の進行」を作成・配付(100 枚) ，PBL ファシリテーターガイド，

学習者ガイド，評価表・評価基準などを開発し，大学等への配布とともに，ホームペ

ージ上で公開するなど，普及・促進を図った。他大学における PBL 推進支援も行い、

平成 23 年度には，第 4 回 PBL・WS を公開し、さらに、創価大学ワークショップへの

講師派遣依頼に応じて，本学のファシリテーター養成プログラムを実施。29 名の参

加を得た。また，効果を測定するため学生アンケートを実施し，1 年生を対象に 1,830 

名から回答（回答率 73%）。問題発見能力が向上したなどの成果が得られた。平成 24

年度以降も継続的に実施するための基盤整備ができた。 
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②教養と専門を融合させた到達目標の設定 

 平成 21 年度：本学教養教育本部において教養教育の到達目標原案の作成を行った。

 平成 22 年度：本学教養教育本部において教養教育の到達目標を策定し，主専攻プロ

グラムでの到達目標への設定に向けて周知を行った。併せて，海外の総合研究大学

における教養教育と専門教育の連携に関して、カリフォルニア大学バークレー校及

びサンタクルーズ校，スタンフォード大学を教職員 5 名が訪問し，事例収集を行い，

本学取組の改善策の参考にした。 

 平成 23 年度：22 年度に策定した教養教育の到達目標を専門教育の到達目標と組み合

わせた「プログラム体型図」を 66 の全ての主専攻プログラムにおいて策定し，広

島大学のホームページで公開した（100％）。 

③システマティックレビュー教育改善法の構築 

平成 21 年度：本学 FD の実態調査ならびに本学到達度評価システム利用の実態調査を

行い，システマティックレビュー教育改善法構築の準備を行った。 

平成 22 年度：全学の組織的 FD 開始に合わせて，既存の教員活動状況調査システム

教育活動「FD 等参加記録」欄への自動記録化を図るとともに，「成果欄」を設け，

「教員ポートフォリオ」システムを導入した。さらに，従来のＷｅｂでの「授業評

価アンケート」に加え，「到達目標型教育プログラム評価アンケート」を作成，実

装した。このアンケートでは，プログラムに対する認知度，理解度，「到達度評価」

に対する自己評価，到達目標と授業科目の適切性などを問うことで，プログラムの

カリキュラム改善に役立てた（アンケート回答率：平成 22 前 24%，後 27%，平成 23

前 31%，後 23%）。さらに，国際シンポジウム「広島大学教育 GP シンポジウム-学士

課程教育の質保証と教育内容の革新」を開催し，2 日間で延べ 159 名の参加者(学外

含む)を得て，多くの教職員，学生と課題の共有が図れた。 

平成 23 年度：全学 FD（平成 22，23 年度）における約 3,500 件の FD 参加記録のう

ち，127 件（4％）について「教員ポートフォリオ」への記録が行われ，教員の教

育改善活動を確認した。また，ＦＤ部会では，22 年度に実施した到達目標型プログ

ラム評価アンケート結果を解析し，報告書「教育・学習行動の実態分析」を作成・

報告し，学内に公表した。さらに，教育評価・改善の中心になるファカルティーデ

ベロッパーを養成するために，教職員 3 名を第 36 回米国 FD 専門職組織集会(POD)

に派遣し，情報収集を行った。 

(３)社会への情報提供活動について 

 広島大学ホームページ内にＧＰページを開設し，情報発信した。 

 広報活動・情報発信等 

１．講演・報告 平成 22 年度：5 件，平成 23 年度：4 件 （新潟大学など） 

２．調査・取材 平成 22 年度：3 件，平成 23 年度：1 件 （読売新聞社など） 

３．記事等 平成 22 年度：1 件，平成 23 年度：2 件 （VIEW21 など） 

４．広島大学教育 GP 国際シンポジウム（H22 参加者 159 名） 

広島大学教育 GP 総括シンポジウム（H23 参加者 94 名） 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

①問題発見解決能力の醸成：ハーモナイゼーションPBL（以下，PBL）の実践による

学生の問題発見解決能力の醸成を当初からの目的としており，それは十分達成され

たと考えられる。まず，PBLの実施学部数については，当初最終年度で全学部での

実施を目指しており，その点は達成できなかったが，3 年間という短い間に 11 学部

中の 7 学部（64％）で実施できたことは，毎年の評価・点検と広報活動の現れであ

り，充分な成果であると考えられる。教材の開発については，当初の計画を大幅に

越える，PBLガイドブック，シナリオ，PBL学習者ガイド，ファシリテーターガイド，

評価表・評価基準，DVD「PBLの進行」（100 部以上を作成，大学等に配布）を開発し，

ホームページで公開するなど，広く全国の大学教育に資する活動を行った。また，

実施体制の整備についても，本学で 82 名のファシリテーターを養成し，さらに近

隣大学ならびに創価大学におけるファリテーターを 29 名養成し，多くの大学にお

ける問題発見能力育成教育の実施にも直接資することができ，当初計画を超えた実

績を残せたと考えられる。これらのプロセスを経て，現在我が国の高等教育で求め

られる問題発見解決能力の醸成を図ることができ，本学だけでなく他大学も含めて

教育内容の質保証の強化に繋がったと考えられる。 

②教養と専門を融合させた到達目標の設定：教養教育と専門教育を体系的に融合さ

せ，より明確な到達目標を持つ「広島大学学士力」の形成を図ることを当初からの

目的とし，それは十分達成されたと考えられる。まず，本学として教養教育の到達

目標を科目区分ごとに設定し，66 の全ての主専攻プログラム（100％）において教

養教育の到達目標を専門教育の到達目標と組み合わせた「プログラム体系図」を策

定し，より明確な「広島大学学士力」の形成を図ることができた。さらに，「プロ

グラム体系図」の公開により全国に情報を発信した。全国的に教養教育の到達目標

を明確にしている大学は少なく，他大学での改革に資する素地ができたと考えられ

る。これらのプロセスを経て，より明確な「広島大学学士力」の形成により教育内

容の質保証の強化に繋がったと考えられる。 

③システマティックレビュー教育改善法の構築：学生と教員が協働して教育プログ

ラムを評価するシステマティックレビューを取り入れ，教育プログラムの改善を促

すことを当初からの目的とし，それは十分達成されたと考えられる。まず，新たに

プログラム評価アンケートを実施し，各主専攻プログラムの実態把握と解析を行う

ことができ，適切な学習支援の在り方への示唆などを得ることができ，今後のプロ

グラム改善に資することができた。さらに「教員ポートフォリオ」の開設（全学FD

における約 3,500 件のFD 参加記録（うち，127 件（４％）は成果を記載）及びテ

ィーチングポートフォリオワークショップにより，個々の教員が教育を省察する方

法について理解を深めるなど，教員の教育技法の向上に資することができた。これ

らのプロセスを経て，学生と教員の協働による教育プログラム改善システムを構築

し，教育内容の質保証の強化に繋がったと考えられる。 

情報の発信：国際シンポジウムならびに総括シンポジウムを実施し，本取組の成果

学内外で共有することにより，全国大学の学士課程教育の質の向上と質の保証にを

貢献することが可能になったと考えられる。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 本取組の企画・実施・評価については，教育室内に設置されている教養教育委員会，

学士課程会議，教育評価委員会，人材育成推進室(FD 部会)が合同で実施する計画と

していたが，学内改組により教養教育委員会が教養教育本部へと強化されたことに伴

い，本取組の実施体制もより強化された組織となった。（下図） 

 教養教育本部と学士課程会議が協同してハーモナイゼーション PBL を実施し，年度

毎の点検・評価を行い，その結果，学内広報活動の強化により実施学部の増加を図る

ことができた。さらに外部評価委員による授業評価（PBL 評価アセスメント）を実施

し，本取組により学生の問題発見解決能力が向上したとの評価を得たが，一方で領域

間の融合不足も指摘され，今後の改善に資する情報を得ることができた。 

 システマティックレビュー教育改善法の構築においては，年度毎の点検・評価は教

育評価委員会が行い，それを受けて学士課程会議が改善を行うという体制をとった。

また，新たに作成した「到達目標型教育プログラム評価アンケート」の解析は人材育

成推進室（FD 部会）が行い，報告書「教育・学習行動の実態分析」としてＷｅｂ上

に学内公開した。この実態分析により，学生のプログラムに対する認知度と理解度が

不足しているなどの実態が明らかとなったが，一方で学生がプログラムに対して期待

していることも明らかとなった。この結果を受け，学生を交えた FD を実施し，教員

と学生の双方への再教育を全学的に行い，平成 24 年 4 月の調査では僅かではあるが

理解度などの数字（前年度比＋5 ポイント）に改善が認められた。 

 本取組全体の点検・評価のため，平成 24 年 2 月に，Connie Eudy フロリダ州立大

学授業改善プログラムディレクター， 濱口哲新潟大学副学長，川嶋太津夫神戸大学

教育推進機構・教授，生和秀敏大学基準協会特任研究員を評価者として招聘し，外部

評価を実施した。その評価結果として，「大学のユニバーサル化への対応を図る非常

に先進的な取組であり、高く評価できる」「学生の自己評価を取り入れていることは

米国でも実施されていない先進的なものであり，米国での参考になる」「アイデアだ

け出しても，実際にそれを本当に責任持って積み上げる，みんなの合意として積み上

げていく努力というのは，まさに今，広島大学がスタートを切っている。このことは，

全国的に見ても大きな成果であり，非常に注目している」など、高い評価を得ている。

しかしながら，「教育プ

ログラムが本当に有効

に機能しているかどう

かをどうやって検証し

ていくかが,今後の課題

である」などの意見も提

示されており，今後も教

育室を中心に，本事業の

継続的実施と教育プロ

グラムの点検，評価，改

善を推し進める。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

 本取組は，本学の到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS®）を実質化させ，さ

らなる進化を遂げるための基盤整備を目的として，授業支援，指導者養成，自己点検・

評価システムの構築などを行った。現在，学長が指示する教育改革検討ＷＧの中で，

教育の質保証について，「学生の主体的な学びの確立策」，「教員の指導力・教育力の

向上」，「教養教育の目的の検証」，「到達目標型教育プログラムの検証」などについて

具体の行動計画を策定する作業に取りかかっている。これまで取り組んできた個々の

取組もこの検討結果に基づき，引き続き，学内資源を有効に活用しつつ，着実に推進

して行く。 

1) 問題発見解決能力の醸成（ハーモナイゼーションＰＢＬ教育） 

 平成 25 年度からは，人材育成推進室（FD 部会）が企画・運営する全学 FD プロ

グラムとしてハーモナイゼーション PBL ファシリテーター養成ワークショップを

実施する。また、教育・国際室は、学生向けの課外のワークショップなど学際的

なアクティブ・ラーニングを企画・実施し、併せてディスカッションやプレゼン

テーションに適した什器・機器が配置された全学共用の空間整備も行う。さらに，

他大学からの要請に応じ，教材の提供，ファシリテーター養成講座への講師の派

遣などの支援活動の拠点として，本学のみならず，中国四国地方を中心とした全

国の大学教育改革に資する活動を目指す。 

 

2) 教養と専門を融合させた到達目標の設定 

 今後は、平成 23 年度から提示している教養教育科目と専門教育科目の関連につ

いて，さらに CP, DP における位置づけを明確にする。すなわち，教養教育も含ん

だ到達度を評価する仕組みを策定する。同時に，教育改革検討 WG による「教養教

育の目的の検証」の結果を受け，例えば高学年時における教養教育の実施，平和

科目の充実など，広島大学の卒業生としての基盤となる教養の獲得をより確実に

保証する仕組みをつくる。 

 

3) システマティックレビュー教育改善法の構築 

 到達目標型教育プログラム評価アンケートや教員ポートフォリオの導入を図

り，学生の評価，教員の活動記録が可視化できるようになった。それらの結果と

既存の学生アンケートや教育情報等のデータを整理し，各主専攻プログラムに提

示した。それらのデータに基づき，教育室のワーキンググループと主専攻プログ

ラムが情報交換会を実施し，今後のデータと対話に基づく教育改善プロセスの緒

をつけた。 

  今後は，教育改革検討 WG による「到達目標型教育プログラムの検証」の結果を

受け，例えば到達目標型教育プログラム詳述書の簡略化，到達度評価の活用策など

の検討と実施に向けた全学的な枠組み修正に併せて，教育改善プロセスの恒常化を

図る具体的作業を行う。 
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本取組は，本学の到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS®）における現状の課題

と社会環境の変化やニーズを反映，さらに進化させ，新世代型の学士課程教育プログ

ラムを構築することを目的としている。そのために，①問題発見解決能力の醸成（ハ

ーモナイゼーションＰＢＬ教育），②教養と専門を融合させた到達目標の設定，③シス

テマティックレビュー教育改善法の構築を中心とした取組を実施した（下図）。なお，

平成 23 年度に実施した外部評価においては，評価者から本取組全体に対して高い評価

を得たが，改善点も指摘されており，平成 24 年度以降の展開に活用する。 

 

①問題発見解決能力の醸成（ハーモナイゼーションＰＢＬ教育） 

取組期間の３年間で，実施学部を３学部から７学部での実施に発展させ，延べ人数

として 785 名の学生を対象としたハーモナイゼーション PBL 教育を行い，学生の問題

発見解決能力の育成を図ることができた。この間，学部での自己点検・評価を行い，

その結果を受け，教育環境の整備，教材の開発，指導者となるファシリテーターの養

成，情報収集などを行った。平成 24 年度以降は，本学でのハーモナイゼーション PBL

を継続的に実施し，実施学部を増加させる，チュートリアル PBL に発展させるなど，

さらなる展開を目指す。 

②教養と専門を融合させた到達目標の設定 

取組期間の３年間で，本学教養教育本部による教養教育の到達目標の策定，６６の

全ての主専攻プログラムにおける教養教育の到達目標を専門教育の到達目標と組み合

わせた「プログラム体系図」の策定（100％）とホームページでの公開による情報発信，

到達目標に基づく教養教育の実施，情報収集を行い，「広島大学学士力」のさらなる充

実を図ることができた。平成 24 年度以降は，これらの事業を継続実施し，さらに教養

教育と専門教育のさらなる融合，カリキュラムの全学的見直しなど，さらなる展開を

目指す。 

③システマティックレビュー教育改善法の構築 

取組期間の３年間で，本学 FD の実態調査ならびに本学到達度評価システム利用の実

態調査，「教員ポートフォリオ」の開設，「到達目標型教育プログラム評価アンケート」

の実施(平均回答率 26.3%)・解析・報告書作成，国際シンポジウム「広島大学教育 GP

シンポジウム-学士課程教育の質保証と教育内容の革新」の開催（参加者 97 名）など

を行い，教員と学生の協同による教育改善システムの構築と平成 24 年度以降のプログ

ラ ム 改 善

に 向 け た

基 盤 構 築

を図った。

平成 24 年

度以降は，

こ れ ら の

事 業 を 継

続実施し，

さ ら に プ

ロ グ ラ ム

評 価 に 基

づ く 点

検・改善を

推進し，さ

ら な る 展

開 を 目 指

す。 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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