
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 中部大学 

取 組 名 称 『持続学のすすめ』による実践型人材の育成 

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、応用生物学部、生命健康科学部、

国際関係学部、人文学部 

取組担当者 行本 正雄 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://jizoku.chubu.ac.jp/ 

 

取 組 の 概 要 

工学部、応用生物学部、生命健康科学部、国際関係学部、人文学部

における学生の人物像と資質を明確にして、｢持続学のすすめ｣によ

る文理融合型教育課程カリキュラムを構築し、文系・理系の教員が

連携した指導体制と評価手法を開発する。教養課程において社会に

目を向けた教養の必要性を理解させる基礎・実践教育を新設し、専

門課程ではこれまでに実践してきた様々な持続可能な社会の課題探

求型プロジェクトに取組む。 

 

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 

申請内容を以下に記載する。 

本取組の推進のために、学長を取纏めとする教育改革推進プログラム運営委員会を

設け、本委員会は、学長を補佐する立場として、取纏め教員を設ける。教育課程の開

発や運営は各学部から選出した教員（合計 20 名）が担当するが、実際の授業実践を

含めると 70 名の教員が参加する。 

実際の取組体制を以下に紹介する。 

平成 20 年 1 月より学長を取纏めとする新教育改革推進委員会が学内に設けられ、

本委員会は、学長を補佐する立場として、取纏め教員を設け、教育課程の開発や運営

は各学部から選出した教員が担当しており、実際の授業実践を含めると多数の教員が

参加している。本取組はその中で、「特別課題教育」と位置づけられ、工学部特別課

題教育カリキュラム「持続学のすすめ」として平成 24 年度から正式に開講された。

また、多くの教職員が参加する本取組では、教職員に対する FD･SD 研修会が開催され

た。 

(２)取組の実施内容について 

取組の実施は申請内容に沿って実施されたので申請内容に教職員・学生の参加人数

実績を記載した。 

■２００９年度 「教養課程の検討」→教員（8名）、職員（14名）、学生（211名） 

[１]教育推進委員会と教育推進事業評価委員会の設立 

[２]教育課程の検討準備 

[３]評価手法の検討 

[４]ポートフォリオの準備 
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■２０１０年度 「教育課程の試行」「専門課程の検討」→教員(13名),職員(14名),学生（207名）

[１]教育推進委員会の運用 

[２]教育推進事業評価委員会の開催 

[３]教育課程の検討と実施 

・授業内容の見直しと教材の改良、専門課程の検討 

[４]評価手法の検討 

・学習到達度の試行評価、評価項目／設定基準／認定基準の標準化 

[５]ポートフォリオの検討 

・システムの試行運用と改良 

■２０１１年度 「専門課程の試行」→教員（13名）、職員（14名）、学生（133名） 

[１]教育推進委員会の運用 

・２０１１年度以降の事業計画、経費措置の策定 

[２]教育推進事業評価委員会の開催 

・事業全体の評価 

[３]教育課程の検討 

・専門課程の試行運用 

[４]評価手法の検討 

・学習到達度の試行、評価項目／設定基準の見直し 

[５]ポートフォリオの検討 

・システムの試行運用と改良 

本取組の実施状況としては、文理融合となる本教育課程では、教職員間で取組目的、

教育手法を十分に議論する必要があり、教育推進委員会が中心となって積極的に年 3

回研修会を行い、教職員の共通理解を図った。模擬講義担当の教員は、その都度授業

内容の検討と教材内容の見直し、ポートフォリオシステムの運用上の課題など積極的

に集まり議論を進める体制を整えた。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

申請内容を以下に記載する。 

2010 年に名古屋市で開催される「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）」に

おいて、中部 ESD 拠点の成果を報告し、その中で本取り組みにおける教育モデルと教

育成果を公開する。このため、本学が参画する実践プロジェクトの交流大学（三重大

学、京都女子大学、龍谷大学など）と引き続き情報交換を行い、さらに他の文理系学

部をもつ国公私立大学間ネットワークを新たに築き、関係学会（環境教育学会、エネ

ルギー資源学会、日本機械学会、公衆衛生学会、国際政治学会など）での口頭発表、

論文提出など本取組みの事例・成果の学外への発信を積極的に行っていく。 

実際の活動を以下に紹介する。 

本取組では幾つかの媒体、シンポジウム等で発表を行い、21 年度 9 件、22 年度 28

件、23 年度 30 件の実績があった。ホームページは３つ（本学サイト内特設、文科省

ＧＰポータル、本学サイト内マンスリーニュース）を公開した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

申請内容を以下に記載する。 

本取組の目的は、これまで本学の教員単位で実施してきた「持続可能な社会」に向

けた活動を、学生教育に適用し、幅広い学びを実現する全学レベルの教育課程として

体系化する。本学が定める人材養成目的を鑑み、大学全体で育成する人材を「あてに

なる人間」と掲げ、その人材像を定める。「幅広い教養を持ち、人と繋がることができ

る」学生を世界に輩出することが、ＥＳＤ推進拠点に認定された本学の社会的責任で

ある。 

本取組の達成目標は、「持続学のすすめ」によるあてになる人間に必要な資質を全

学部共通の学習成果（アウトカム）として定義する。アウトカムは３つの環境分野（自

然・経済・社会）に関する教養知識と、社会人として必要な人間性を明記し、学生便

覧・学生証などに明記する。アウトカムを修得する科目名も記載することにより、主

体的な学びの動機を確保する。 

 本取組の期待される成果は、必要な教養科目を各学部から抽出し、現行の教養科目

「地球環境論」を発展させ、「持続可能な社会の意義と社会の多様性」に関する科目

として「持続学のすすめ」を新設し、幅広い教養科目の履修に対する動機を確保する。

本学教員と学生が自主的に取組んできた春日井市・企業・ＮＰＯとの協働的プロジェ

クトを科目化し、学生は知識として得た「持続可能な社会の定義と社会の多様性」を、

自らの知識を活用し、体現していく過程を経て、社会人として必要な人間性を修得す

る。 

実際の取組の成果を以下に紹介する。 

 本取組では、教養科目｢地球環境論｣において、5 学部の教員が｢持続可能な社会｣を

テーマに、各専門領域からリレー講義を展開し、7～8 週目および最終講義にて少人

数制討論型授業を行い、教員の文理融合化による幅広い学び環境を確立した。続いて、

地球環境論を受講した学生が次のステップとして実践にあたるためのプロジェクト

を設置し、地球環境論の講義を担当した教員がテーマ設定し、専門領域を超えた学生

が参加し、春日井市や地元企業を中心とした外部人材とともに、課題解決型の取組を

進め、文理系学生同士の協働実践による人間性の育成が図れた。（最終報告書より）

 受講学生に対するアンケート調査を実施し、本取組みに対する学生の満足度および

教育目標に対する達成度等を抽出し、今後の授業改善に反映させた。具体的には、効

果として、「実際に新しい価値観や活動に向いている」「持続学という新しい発想が生

まれた」「広く知識を得ることができた」などで、一方課題として、「パソコンが苦手

でレポートが提出できない」「レポートの書き方が分からない」「教員からのコメント

が少ない」という傾向が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

問①           問②         問③         問④ 

 
図 1. アンケート結果（抜粋）： 

問①本講義を受講して良かったか？ 

問②自己の考え方などの変化を踏まえ，100 点満点で本講義の自己評価をすると何点か？ 

問③受講して考え方の変化や新しく始めた活動があったか？ 

問④レポートをオンラインで提出する機能についてどう思うか？  

アンケート回答者 201１年秋学期「地球環境論」受講者 51 名． 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

申請内容を記載する。 

評価体制として、学長を取纏めとし、学外からの有識者も含めた教育事業評価委員

会を学内に設置する。本学からは学生支援に関わる主な管理部門、及び教育手法など

の研究部門から責任者が参加する。評価の観点としては、教育課程の編成、及び授業

方法から見た教育的効果、学習の到達度からみたアウトカムの妥当性、学生評価手

法・体制の妥当性、他大学での適用性、社会的・経済的効果などを評価する。 

評価方法については、教育事業評価委員会にて評価した結果、改善を要する項目に

ついては、本学の運営組織の頂点である大学協議会へ提言し、これを受け、関連する

各委員会（ＦＤ委員会、自己点検・評価委員会、教務委員会など）に対策を指示し、

当該委員会は具体的な対策を実施する。 

 実際の評価及び改善・充実への取組を以下に紹介する。 

地球環境論（持続学のすすめ）は、リレー講義の初めての試みであり、2011 年度

春学期において評価基準の設定に取り組んだ。その第一段階として、文系と理系の教

員による評価基準の差の有無や「持続学のすすめ」として必要不可欠な達成要素を明

確化することとした。評価対象物は、リレー講義担当者が毎回講義後に学生に課した

レポート（計 12 回分）とし、文系教員と理系教員の各 1 名による同時評価とし、講

義実施者および講義実施者とは文/理分野の異なるもう 1 名の教員（非実施者）の計

2 名について、対象学生に対するレポートの点数を 10 点満点で評価した。非実施者

が講義に参加できなかった場合には、講義内容を記録した DVD を視聴して評価にあた

った。評価項目は教員ごとに自由に設定し、その設定項目への各配点を記録した。こ

の際、項目数や配点傾斜の規制は設けなかった。これらの評価結果を集計し、最終評

価点は 2 名の教員による素点の平均値とした。さらに担当教員に対して各人の評価基

準や評価方法についての個別ヒアリングを行い、結果を整理した。これらの情報を材

料として研究会を開催し、「持続学のすすめ」の評価基準はどうあるべきかの議論お

よび評価基準の整理を行った。評価に参加した教員は、文系 5 名、理系 6 名の計 11

名であった。 

本取組では、学生の学習成果を蓄積し、文系および理系学部に所属する複数教員に

よる学生経年評価を実施した。そのため新設科目にて共通プラットフォームとしてポ

ートフォリオシステムを構築した。本システムは、学生の学習成果となる｢実行計画

書｣、｢実践レポート｣などを蓄積し、文系および理系学部に所属する各担当教員は人

間性に関するアウトカムを中心に経年変化も含めた評価を実施し、目標評価シートに

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 文系・理系講義別の文理 2 名による同時評価（レポート素点）の散布図． 

素点は 10 点満点．レポート 12 回分の全評価について記載．プロットは重なっている場合

もある．図中の斜線は傾き１の直線．斜線よりも下にあれば，講義非実施者の評価が講義

実施者の評価よりも低かったことを示す． 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

申請内容を以下に記載する。  

本取組は、ＥＳＤの理念を基盤とし、大学のコア・コンピタンスである人材育成基

盤（教員、手法）を活用し、中部大学発「持続学のすすめ」による「持続可能な社会」

を担う人材を育成するものである。このため、本取組で組織した各種委員会を取組期

間終了後も継続的に運営し、10年後の未来社会を構築する努力を厭わない。  

本取組は、本学が位置する愛知県春日井市とその近隣（小牧市）で実践するが、2011

年以降は、下記に示す経費負担を視野に入れ、関係団体、関係企業との連携を強化す

る。 

１．愛知県春日井市、小牧市による経費負担の検討 

２．協力企業への協賛金の検討 

３．学内経費による運用 

 

 実際の今後の取組みに関して以下に記載する。  

本取組みにより形成された大学教育推進の基盤を基に、全学共通科目“持続学のす

すめ”を新たに開講。本学が展開する新教育改革の柱の一つとして2012年4月よりスタ

ートした。今後、座学のみならず、実践に関しても学内の整備を行う予定である。  

本取組みにより、体験学習の重要性を認識する事ができた。また、体験学習を行う

事により、座学における不足部分を自らで補う努力をすることも分かった。大学は主

体的に学ぶ所であり、その基本は学修にあると考える。本取組みで得られた体験学習

から学修する環境作りが、これからの大学で活きて来ると考える。  

取組終了後の現時点では、学内にプロジェクト室を継続させ、プロジェクトリーダ

ーは全学共通教育学部の主任会に出席し、特別課題教育科目として 3 コマ開講し、予

算化もなされた。さらに補助事業で開発し、試行中のポートフォリオシステムの外注

予算も認可され、執行されており講義レポートもポートフォリオシステムで登録、採

点を実施中である。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組では、「持続可能な社会づくり」を推進できる「あてになる人間/ファシリテーター」の育

成を目指す教育課程を、本学のコア・カリキュラムとして新設した。具体的には、工学部、応用生

物学部、生命健康科学部、国際関係学部、人文学部におけるあてになる人間の人物像と資質を明確

にして、「持続学のすすめ」による文理融合型教育課程カリキュラムを構築し（表1）、テキストを

作成し、文系・理系の教員が連携した指導体制と評価手法（表2）を開発した。このカリキュラム

の教養課程において社会に目を向けた教養の必要性を理解させる持続学のすすめによる基礎・実践

教育を新設し、専門課程ではこれまでに実践してきた様々な持続可能な社会の課題探求型プロジェ

クトに取組んだ（表3）。全学でこの教育理念

とプロジェクトの目的を理解するため、学長

の強いリーダーシップの下、指導推進体制を

確立するとともに、産官学民の協働を通じた

人間力や社会力の育成のための共通的な評価

とポートフォリオシステムを構築し、３学期

における試行・調整を行った。取組全般につ

いて、学内の各種委員会を統合した評価機関

を設置し、外部機関にも参加頂き、教育的効

果や社会的効果、汎用性を確保した。教育推

進事業評価委員会を開催し、事業全体の総括

と成果報告会（最終報告会）の開催を行った。

これらの成果を報告書に取りまとめ、ホーム

ページなど活用して国内外

の大学に情報発信し、本補

助事業の公表・普及に繋げ

ることができた。 

さらに、学間ネットワー

クを新たに築き、関係学会

（エネルギー資源学会、日

本機械学会、公衆衛生学会、

国際政治学会など）での口頭発表など

本取組みの事例・成果の学外への発信

を積極的に行った。学内紀要等におい

ても報告し、2012 年度以降の全学共通

「特別課題教育」としての協力促進を

はかった。本事業終了後の展開として

は、開講数を増やした形での特別課題

教育「持続学のすすめ」としての講義

展開を開始し、本学における「あてに

なる人間」育成への新たなチャレンジを進めている。 

表 3. 実践プロジェクトの内容  

表 2. 「地球環境論（持続学のすすめ）」学生評価基準候補  

表 1. 「地球環境論（持続学のすすめ）」講義内容例

（ 2011 年春学期版）  
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