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ごあいさつ
「大学教育再生加速プログラム（AP）」は、大学教育の質的
転換の加速を促し、大学の人材養成機能の抜本的強化を推進
することを目的に、文部科学省において、平成 26 年度より開
始いたしました。本事業の審査・評価を担当するプログラム
委員会として、平成 26 年度にテーマⅠからⅢ（テーマⅠ：ア
クティブ・ラーニング、テーマⅡ：学修成果の可視化、テー
マⅢ：入試改革・高大接続）、及びテーマⅠ・Ⅱ複合型、平
成 27 年度にテーマⅣ（長期学外学修プログラム（ギャップイ
ヤー）
）
、平成 28 年度にテーマⅤ（卒業時における質保証の取
組の強化）の選定を行いました。そして計 408 件の申請の中
から、現在 78 の大学・短期大学・高等専門学校による 77 の
取組が選定され、日本全国の国公私立の枠を超えた多様な大
学等による様々な魅力ある取組が展開されています。
上記の事業目的の着実な達成に資するため、選定校に対し
ては、プログラム委員会によるフォローアップを実施してお
ります。
平成 29 年度には、全取組に対する中間評価を実施しました。
中間評価は、各取組の進捗状況等や各種指標の達成状況等に
ついて評価を行い、その結果を各大学等に示し適切な助言を
行うとともに、社会に公表することで、国の補助事業として

大学教育再生加速プログラム委員会

の説明責任を果たすことを目的としています。中間評価にお
いては「S 評価」を獲得した取組が 14 件に達するなど、選定
校の教育改革が着実に進捗され、各テーマが求める個別の取

委員長

河田 悌一

組に限定されることなく、大学独自の教育改革と巧みに接続
させ、入口から出口まで通貫した総合的な大学教育改革が志
向されていると言えます。
プログラム委員会としては、今後も引き続きフォローアッ
プを着実に実施し、各取組の適切な支援に努めてまいります。
選定校においては、各テーマの幹事校を中心とした努力に
より、選定校間のみならず、全国の大学等を巻き込んだ成果
の発信と課題の共有など、自律的な情報共有のネットワーク
が広がりつつあります。選定校全体が連携を強化し、選定校
だけでなく、全国の大学等の教育改革が進み、我が国の高等
教育が更なる発展を遂げることを心から期待しています。
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大学教育再生加速プログラム（AP）について
背

景
教育再生の実現には、教育を集大成し社会につなぐ大学の役割が決定的に重要です。
社会において求められる人材は高度化・多様化しています。また近年激しく変化してきた社会

は、さらなる変化の様相を見せています。そうした社会的変化に対応するため、そして社会の潜
在的かつ顕在的な期待に応えるため、大学は待ったなしで改革に取り組み、これまで以上に教育
を充実させ、学修者が自らの可能性を最大限に発揮できるよう、学びの環境を整備することが必
要です。
教育を集大成し社会につなぐ。こうした大学教育の質的転換は、高等学校までの学びと大学、
大学と社会を円滑に接続していく「高大接続改革」の中で実現される必要があります。

目

的
本事業では、高等学校や社会との円滑な接続の下、三つの方針（「卒業認定・学位授与の方針」

（ディプロマ・ポリシー）
、
「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）、「入学者受
入れの方針」
（アドミッション・ポリシー））に基づき、入口から出口まで質保証の伴った大学教
育を実現することを目的としています。
そのため、我が国の高等教育に共通の課題である「アクティブ・ラーニング」、「学修成果の可
視化」
、
「入試改革・高大接続」、「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」、「卒業時におけ
る質保証の取組の強化」についてそれぞれテーマを設定し、各課題に挑戦する 78 の大学等によ
る 77 の取組を支援することで、教育を集大成し社会につなぐ「大学教育再生」の加速を図るも
のです。

概

要

■対象機関
国公私立大学※及び高等専門学校を対象とする。
※学校教育法第 2 条第 2 項に規定する国立学校、公立学校及び私立学校（学校法人が設置する大学に限る。）

■対象となる事業
学長（高等専門学校においては校長。以下「学長」という。）を中心とする強固なリーダーシッ
プの下、以下のテーマに対して取り組む事業を対象とする。
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テーマⅠ
アクティブ・ラーニング

学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法を行うことに
より、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能
力の育成を図るもの。

テーマⅡ
学修成果の可視化

全学的教学マネジメントの改善又はそれを視野に入れた学部（短期大学、
高等専門学校においては学科）における教学マネジメントの改善を図るた
め、各種指標を用いて学修成果の可視化を行い、その結果を基に教育内容・
方法等の改善を行うもの。
（入試改革）
大学入学者選抜を、意欲・能力・適性を多面的・総合的に評価・判定す
るものに転換するもの。
（高大接続）
高等学校関係者と大学関係者との間で互いの教育目標や教育内容、方法
について相互理解を図ること等により、高等学校教育と大学教育の連携を
強力に進めるもの。

テーマⅢ
入試改革・高大接続

テーマⅣ
長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

入学直後等に、１か月以上の長期の「学外学修プログラム」を開発・実
施するもの。

テーマⅤ
卒業時における質保証の
取組の強化

卒業段階でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価する仕組みや、
その成果をより目に見える形で社会に提示するための効果的な手法等を開
発するもの。

■予算額
平成 26 年度：10 億円

平成 27 年度：12 億円

平成 29 年度：15 億円

平成 30 年度：12 億円

平成 28 年度：17 億円

■補助期間
テーマⅠ～Ⅲ：6 年間

テーマⅣ：5 年間

テーマⅤ：4 年間

■事業の評価
平成 29 年度に中間評価、補助期間終了後の平成 32 年度（2020 年度）に補助期間全体の実績に関する事後評
価を実施。

補助期間を通じた全体の流れ
H26
テーマⅠ～Ⅲ

46 件

テーマⅣ

12 件

テーマⅤ

19 件

H27

H28

H29

H30

H31

H32

選定

フォロー
アップ

中間評価

フォロー
アップ

フォロー
アップ

事後評価

選定

選定
※ㅤㅤㅤ…補助期間
※
…補助期間終了後
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審査・フォローアップ・評価について
審

査
本事業の選定のための審査は、独立行政法人日本学術振興会に設置された外部有識者・専門家

からなる「大学教育再生加速プログラム委員会」において行いました。
審査は、提出された申請書等による「書面審査」及び「面接審査」の二段階審査を行い、選定
事業を決定しました。

フォローアップ
・目的
事業の効果的な実施及び事業目標の着実な達成に資するため、選定された各大学等の進捗状況
や成果等を適切に把握・確認し、必要に応じて指導・助言を行います。
・対象・時期
選定された各大学等について、公募要領に基づきフォローアップを、毎年度（中間評価実施年
度は除く。
）実施します。

フォローアップのイメージ
大学教育再生加速プログラム委員会
フォローアップ報告書の開示

フォローアップ報告書の作成・提出

担当委員
○○委員（主担当）
××委員（副担当）

△△委員（主担当）
□□委員（副担当）

評

選定取組

◆選定取組ごとに、担当委員と
して２名の委員を割り当て
◆必要がある場合には担当委員
が現地視察を実施

●●大学

▲▲高等専門学校

価

○中間評価（平成 29 年度実施）
・目的
「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）」に選定された大学・短期大学及び高等専門学校（以下「大
学等」という。
）の取組の進捗状況等について評価を行い、その結果を各大学等に示し適切な助
言を行うとともに社会に公表することにより、高等学校や社会との円滑な接続のもと、三つの方
針に基づく、入口から出口まで質保証の伴った大学教育の実現に資することを目的としました。
・対象、時期
選定された各大学等の取組について、平成 29 年度に中間評価を実施しました。
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・評価項目
（１）大学改革の加速

（２）事業の具体的な取組の進捗状況

（３）事業の実施体制

（４）事業の実施計画・継続性

（５）事業成果の普及

（６）各経費の明細

（７）選定時に付された留意事項及びフォローアップ報告書への対応
（８）選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組 〔加点要素〕
（９）テーマ別幹事校の取組〔加点要素〕

・評価項目（テーマ別）
テーマⅠ「アクティブ・ラーニング」

テーマⅡ「学修成果の可視化」

・効果的・効率的なアクティブ・ラーニング
・学生の主体性
・教員参加の広がり
・教員の動機付け
・学生の授業外学修時間
・成果を踏まえた取組の改善

・成績評価の平準化と厳格化
・学修成果の把握
・教育課程の体系化
・成果を踏まえた取組の改善
・学生の授業外学修時間

テーマⅢ「入試改革・高大接続」

テーマⅣ
「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）
」

＜高大接続＞
＜入試改革＞
・高大接続の強化
・多面的・総合的な入試
・高校等との意見交換
・高校等との意見交換
・成果を踏まえた取組の改善 ・大学レベルの教育の提供
・業務の合理化

・学事暦の工夫
・対象学生数
・体験活動時期
・体験活動期間
・教育課程上の位置付けと修得能力の明確性

テーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」
①三つの方針に基づく教育活動の実施
・ディプロマ・ポリシーと体系的・組織的な教育の一体性・整合性
・出口を見据えた学修成果の目標設定と取組
②卒業段階でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価する仕組みの構築
・学修成果の評価指針と教育改善
・成績評価の明確化と厳正な進級・卒業認定
③学生の学修成果をより目に見える形で社会に提示するための手法の開発
・学修成果の客観的提示
④学外の多様な人材との協働による助言・評価の仕組みの構築
・外部評価体制の構築
・卒業生調査の実施と大学教育の改善

・評価区分
S

計画を超えた取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を十分に達成することが
期待できる。

A

計画どおりの取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待で
きる。

B

一部で計画と同等又はそれ以上の取組もみられるものの、計画を下回る取組があり、本事業の目的を
達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要である。

C

取組に遅れが見られるなど、総じて計画を下回る取組であり、本事業の目的を達成するためには、当
初計画に基づく目標の早急な達成や事業規模の縮小等に向け、財政支援の縮小を含めた事業計画の抜
本的な見直しが必要である。

D

現在までの進捗状況に鑑み、本事業の目的を達成できる見通しがないと思われるため、選定大学等へ
の財政支援を中止することが必要である。

○事後評価（補助期間終了後の平成 32 年度（2020 年度）実施）
大学教育再生加速プログラム委員会で定める評価方法、基準等に基づいて行われます。
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申請・選定件数等について
テーマⅠ
申請区分

申請
件数

大
学

短
期
大
学

高
等
専
門
学
校

合
計
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テーマⅡ

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ 「学修成果の可 複合型
ラーニング」 視化」

選定
件数

申請
件数

選定
件数

申請
件数

選定
件数

テーマⅢ

テーマⅢ

「入試改革」

「高大接続」

申請
件数

選定
件数

申請
件数

テーマⅣ

テーマⅤ

「 長 期 学 外 学 「卒業時におけ
修プログラム る質保証の取
（ ギ ャ ッ プ イ 組の強化」
ヤー）」

選定
件数

申請
件数

選定
件数

申請
件数

選定
件数

合計

申請
件数

選定
件数

国立

15

1

5

1

12

4

3

2

8

3

10

3

31

5

84

19

公立

10

1

5

1

4

1

2

0

4

1

2

1

9

2

36

7

私立

45

5

24

4

59

13

2

1

5

1

21

6

54

8 210

38

小計

70

7

34

6

75

18

7

3

17

5

33

10

94

15 330

64

公立

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

私立

8

0

7

1

13

3

1

0

2

0

3

1

19

3

53

8

小計

9

0

7

1

13

3

1

0

2

0

3

1

19

3

54

8

国立

14

2

1

1

3

1

-

-

-

-

2

1

3

1

23

6

公立

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

私立

1

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

1

0

小計

15

2

1

1

3

1

-

-

-

-

2

1

3

1

24

6

国立

29

3

6

2

15

5

3

2

8

3

12

4

34

6 107

25

公立

11

1

5

1

4

1

2

0

4

1

2

1

9

私立

54

5

31

5

72

16

3

1

7

1

24

7

小計

94

9

42

8

91

22

8

3

19

5

38

2

37

7

73

11 264

46

12 116

19 408

78

中間評価結果について
＜中間評価結果＞
テーマⅠ
区分

テーマⅡ

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ 「学修成果の可 複合型
ラーニング」 視化」

テーマⅢ

テーマⅢ

「入試改革」

「高大接続」

テーマⅣ

テーマⅤ

「 長 期 学 外 学 「卒業時におけ
修プログラム る質保証の取
（ ギ ャ ッ プ イ 組の強化」
ヤー）」

合計

S

0

0

4

1

2

1

6

14

A

5

8

16

1

3

9

13

55

B

4

0

1

1

0

2

0

8

C

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

9

8

21

3

5

12

19

77

＜中間評価結果

総括（事業全体）＞

黒字の内容は成果

青字の内容は課題

●全テーマに共通して、各テーマが求める個別の取組に限定されることなく、大学独自の教育改革とうまく接続させ、入口か
ら出口まで通貫した総合的な大学教育改革が志向されている。
●そのことにより、各選定校は新たな様々な課題に直面しており、学長等を中心に教職員が奮闘している。
●各テーマの幹事校を中心とした選定校の努力により、選定校間のみならず、全国の大学等を巻き込んだ成果の発信と課題の
共有など、自律的な情報共有のネットワークが広がりつつある。これにより、自律的な大学による教育改革がより一層進展
していくことが期待される。
●精力的に取り組まれている教育改革が、学生の視点からどのように評価されているのか、学生の学びをどのように変容させ
ているのか、補助期間後半では各選定校において特に意識して取り組まれることを期待したい。
●各選定校においては、補助期間終了後も取組が継続され、大学の活動の中に不断の教育改善サイクルを定着させていくこと
を見据えた準備に着手していただきたい。

＜中間評価結果

総括（テーマ別の成果と課題）＞

テーマⅠ「アクティブ・ラーニング」

テーマⅡ「学修成果の可視化」

テーマⅢ「入試改革」

テーマⅢ「高大接続」

テーマⅣ「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」

テーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」

●課題解決型授業（PBL）やフィールドワーク等を取り入れた教育プログ
ラムが構築され、実施されてきている。
●学生の学修行動や学修成果を分析することにより、各プログラムが効果
的・効率的に実践されるなど、PDCA サイクルが回り始めている。
●個々の授業改善やプログラム構築が、大学教育そのものの課題、とりわ
け質保証の観点から適切に学士課程教育全体の中に位置付けられ、本事
業が目指す大学教育の姿を描き出すところに繋げられていくかという点
は課題。

●お茶の水女子大学の「新フンボルト入試」、岡山大学の「IB（国際バカロ
レア）入試」、追手門学院大学の「アサーティブ入試」といった先駆的な
入学者選抜方法が開発・実施されており、各種媒体において高く注目さ
れている。
●新たな先駆的な入学者選抜を経て入学した学生の学修と卒業後を追跡し、
効果を測定していくことが望まれること、持続可能性を高めることが課
題。

●多くの選定校で４学期制に移行し、学生が他授業科目等への影響を回避
して学外学修に集中して取り組むことができる体制整備が行われてきた。
●学外学修プログラムに参加した学生の主体性が引き出され、プログラム
経験後の大学における学びが変容しつつある。
●新たな取組が学士課程教育全体の中にどのように位置付いていくのか、
現代的な大学教育の質保証の文脈の中でどのような役割を担っていくの
かという点は課題。
●学事暦の変更に伴う社会制度との様々なギャップを、社会の理解を得な
がら埋めていくことを検討していくことが必要。

●学修行動調査や汎用的能力測定テスト、ルーブリック等を複合的に活用すること
により、学生の学修成果を可視化し、教育改善に取り組まれている。
●各種データが全学的な教学マネジメントを展開する際に活用され、学内の教職員
の意識改革にも資するものとなりつつある。
●学修成果の測定を外部のテストに依存する割合が大きいこと、学生の授業外学修
時間の伸長に苦慮している点は課題。

●アメリカに見られる「アドバンスト・プレイスメント」を我が国の状況に合わせ
て導入していく取組等が、地域の高等学校関係者をアクターとして巻き込みなが
ら展開されており、注目されている。
●「アドバンスト・プレイスメント」など高大接続の取組に参加した高校生が大学
生となり、社会人となっていく過程においての効果の測定が課題。

●学生の就職先等の企業と連携し、卒業後の社会で求められる資質・能力の明確化
を図るための調査を行い、卒業時に可視化する学修成果の各種指標が検討されて
いる。
●社会との接続を見据えた学修成果の可視化に向けては、学内に留まることなく、
社会全体を巻き込んだ議論と検討が必要であるという課題に対して、選定校間の
連携を密にしつつ、そうした難題に対峙していく取組が注目できる。
●質保証としてのシステム構築的アプローチのみならず、大学の人材育成機能の抜
本的強化という AP の目的に向けて、各選定校の教育改革と両立して取組が進め
られるかという点は課題。
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成果と発信
ALO（Active Learning Online）
Active Learning Online（以下、「ALO」といいます。
）は、大学教育再生
加速プログラム（AP）テーマⅠ「アクティブ・ラーニング」に選定された全国
の９つの高等教育機関（大学および高等専門学校）が連携して情報や成果の発信を行うポータルサイ
トです。（URL： https://al-online.jp/）
ALO では、2017 年４月に新規開設以降、AP テーマⅠに選定された 9 校（徳島大学、県立広島大学、
立正大学、京都光華女子大学、徳山大学、福岡工業大学、崇城大学、仙台高等専門学校、明石工業高
等専門学校）の取組やその成果に関する情報発信を行ってきました。さらに、各校の授業動画を撮影
するかたちでアクティブ・ラーニングを導入した授業の事例紹介を行うことにより、アクティブ・ラー
【ALO Facebook】
ニングの情報発信・推進を行っています。
また、ALO の運用と併行させ、
「ALO Facebook ページ」の開設・運用を始めました（QR コードよりアクセス可能）
。「ALO
Facebook ページ」はポスト AP を見据えた取組の一つであり、ALO に掲載された取組や授業動画の紹介を共有することで、
より多くの人々にテーマⅠ選定校の取組や成果を知ってもらうことを目指しています。
現在、総集編を含めた授業動画は 12 本が掲載されており、今後もアクティブ・ラーニングに関する情報発信の拠点として、
取組の紹介や授業動画の撮影及び公開を進めていきます。

ディプロマ・サプリメント（Diploma Supplement）
ディプロマ・サプリメントとは
学位証書補足資料。学生が取得した学位・資格の内容を記載した、欧州
地域における統一的な様式による説明書です。高等教育機関における教育
プログラムの修了者に対して、ディプロマ等の高等教育修了証明書に添付
して発行されます。様式は欧州委員会（European Commission, EC）
、欧
州評議会（Council of Europe）及び UNESCO が共同策定したもので、
各国の高等教育機関はこの雛型に沿って作成・発行します。
欧州高等教育圏（European Higher Education Area, EHEA）の構築を
推進するボローニャ・プロセス（Bologna Process）のもと、欧州で国境
を越えた教育の提供と学生の流動が活発化し、国外で取得した学位・資格
の認定が課題となりました。そこで共通様式のディプロマ・サプリメントは、
出所）DIPLOMA SUPPLEMENT REVISION FINAL REPORT ,
European Higher Education Area and Bologna process
資格に関する公的かつ透明性ある説明文書としての役割を持ちます。
ディプロマ・サプリメントには、主に学位・資格の基本情報、レベルに
関する情報、プログラム内容と学習成果に関する情報、当該国の高等教育制度の概要などが記載されます。

参考）独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/info/1272551̲3028.html）

「日本版ディプロマ・サプリメント」の取組
我が国においては、2016 年に大学教育再生加速プログラム
（AP）
テーマⅤ
「卒業時における質保証の取組の強化」
が公募され、
その中で「学生の学修成果をより目に見える形で社会に提示するための手法」を開発する事業計画が公募の対象とされました。
各選定校においては、主として企業等の採用時に学生の学修成果をより明示的に示すことができるものとして、
「日本版ディ
プロマ・サプリメント」の開発に取り組まれています。また、異なるテーマの選定校においても、取組に着手されているケー
スが見られます。
大学教育においては、アカウンタビリティの観点から学修成果の可視化が求められていますが、同時に、職業社会との接続
の観点からもその要請は強く、従来の成績証明書を越え、学生の成績評価を総括し、学修の成果を明確にわかりやすく提示す
ることが求められています。
このように、欧州とは異なる文脈と要請により着手された「日本版ディプロマ・サプリメント」ですが、学修成果の可視化
が国家的課題となっている我が国の高等教育において、一つの有意義なツールとして注目されつつあります。

ディプロマ・ポリシー
（教育プログラムが意図する学修成果）

＋

アカウンタビリティ
職業社会との接続
日本版ディプロマ・サプリメント

教育プログラム
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成績証明書

（学生の成績総括と学修成果の達成度）

AP アーカイブ
AP アーカイブの目的
大学教育再生加速プログラム（AP）アーカイブ（https://
www.ap-archive.jp/）（ 通 称「AP ア ー カ イ ブ 」） は、AP
についてのすべての情報の集約を企図したウェブサイトで
す。全テーマ別幹事校の協力のもと、各選定校がテーマの壁
を超えて連携し、テーマの枠組みを超えた AP 全体としての
成果を全国へ波及することをめざす「チーム AP」の活動の
一環として作成されました。全テーマを集約することにより、
閲覧者の利便性を高め、それにより各選定校の取組成果の波
及を一層促進することを目的としています。

アーカイブの全体構成
トップページ（全テーマのポータルサイトを集約）
1) AP の基礎的情報

AP 事業開始時からのあゆみなどを把握することができるリンク集

2) 各テーマ概要

各テーマの取組内容の紹介

3) 選定校の一覧

全選定校の AP 事業に関するホームページのリンク集

4) AP カレンダー

各選定校のイベントやシンポジウム等をカレンダー形式に集約

5) 講演申し込みフォーム

講演を依頼したい選定校へ直接連絡できるシステム

各コンテンツの詳細
（1）AP の基礎的情報
「AP の基礎的情報」では、文部科学省や日本学術振興会、公募書類等のホームページや資料のリンクを掲載しており、AP
事業開始時からのあゆみなどが確認できるようになっています。
（2）各テーマ概要
「各テーマ概要」では、各テーマの取組内容について、現状や今後の展望等をわかりやすく紹介しています。今後、AP の
取組を理解するうえで重要と思われる本文中のキーワードについて解説を行う「AP 用語解説」
（仮称）を追加する予定です。
(3) 選定校の一覧
「選定校の一覧」では、77 の選定校の AP 事業の取組を紹介するホームページのリンクを集約しています。また一覧は、
「テー
マ別」、
「50 音順」、
「地域別」に表示することができます。今後、
「選定校の一覧」追加コンテンツとして、本パンフレットの
内容を掲載する予定です。
（4）AP カレンダー
「AP カレンダー」では、AP 選定校のイベントやシンポジウム等をカレンダー形式に集約しています。本カレンダーにより、
テーマの壁を越えた各選定校の取組を一望でき、より広い視野での情報収集が可能になります。
（5）講演申し込みフォーム
「講演申し込みフォーム」は、
「AP アーカイブ」等を閲覧し、
「より詳しく話を聞きたい」と希望された方が、選定校へ直接
講演の依頼ができるコンテンツです。本フォームにより、申し込み者の「講演を依頼したいが連絡先が分からない」
、
「依頼文
を作成する際に手間がかかる」といった負担を軽減することができ、深い情報収集へと繋がることが期待できます。
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選定大学等について
大学等名

テーマⅠ
徳島大学

アクティブ・ラーニング
アクティブ・ラーニング、初年次教育、ラーニングスキル、ティーチングスキル、振り返り

掲載
ページ
12・13

県立広島大学

ファカルティ・ディベロッパー（FDer）、組織的教育改善、行動型学修、教・職・学の協働、授業ピアレビュー、高大
14・15
連携

立正大学

双方向授業、反転授業、フィールドワーク、地域連携、リアル教材、アクティブ・ラーニング、タブレット、予習用動画

16・17

京都光華女子大学

アクティブ・ラーニング、初年次教育、学習・学修マネジメント力、授業外学習支援、アクティブラーナー

18・19

徳山大学

全学的な AL の推進、AL ヒエラルキー、BAL、地域ゼミ、課題対応力評価コモン・ルーブリック、循環型人材教育

20・21

福岡工業大学

AL 全学展開、クラス・サポーター（CS）、ファカルティ・ディベロッパー（FDer）、学習ポートフォリオ

22・23

崇城大学

アクティブ・ラーニング、自律学修、学習アドバイジングスキル、学生ファシリテーター

24・25

仙台高等専門学校

A3 学習システム、アクティブ・ラーニング（AL）、問題解決型・プロジェクト型学習（PBL）、マイペース完全習得学習（ML）、
26・27
教員研修（FD）

明石工業高等
専門学校

テーマⅡ

アクティブ・ラーニング、Ability と Competency、感情フィードバック、自立・協働・創造、ふりかえりシート

28・29

学修成果の可視化

横浜国立大学

学生 IR、ポートフォリオ、学生プロファイル、ルーブリック、学士力の可視化、就業力の可視化

北九州市立大学

北九大教育ポートフォリオシステム、実践型教育における学生多面評価及び社会波及効果の測定、学生活動実績認定シー
32・33
トの開発

八戸工業大学

修得因子、主観的達成度評価、達成度評価、７つの可視化、４つのポートフォリオ

34・35

東京女子大学

リベラル・アーツ教育、アセスメント・モデルの構築、多角的観点からの評価

36・37

新潟工科大学

人間力、産学協同、対話型企業技術・要素会、自己評価システム

38・39

福岡歯科大学

修得能力の数値化、アウトカム基盤型教育、カリキュラム改定

40・41

富山短期大学
阿南工業高等
専門学校

授業・学修・教育課程の改善のための PDCA サイクルのルーティン化、第三者評価

42・43

LMS、コンピテンシー、ラーニング・ポートフォリオ、アカデミック・ポートフォリオ、IR

44・45

テーマⅠ・Ⅱ
宇都宮大学

30・31

複合型
全学的 FD を通じた AL の深化と拡充、３C 到達度チェックシート、カリキュラムマネジメント、ピアサポート

46・47

金沢大学

授業カタログ、FD リーダー、ALA、学修環境、学修ポートフォリオ・学修カルテ

48・49

山口大学

AL ポイント認定制度、AL ベストティーチャー表彰、スチューデント・リーダー・プログラム、直接評価・間接評価、
50・51
教職学協働、高大連携

長崎大学

モジュール型教養教育、教学マネジメントシステム、主体的学習促進支援システム（LACS）

52・53

大阪府立大学
共愛学園前橋
国際大学
芝浦工業大学

ICT 活用、反転授業、学生調査、e ポートフォリオ、授業外学修時間

54・55

共愛 12 の力、KYOAI CAREER GATE（KCG）、エビデンスベースの自己評価、ラピタデスク

56・57

体系的なアクティブ・ラーニング、学修成果の質保証、教職学協働、SCOT-Students Consulting on Teaching

58・59

玉川大学

教員の教育力向上、学士力、教学マネジメントの改善

60・61

東京電機大学

汎用ルーブリック、e- ポートフォリオ、反転授業、アクティブ・ラーニング、教員教育力評価制度

62・63

東京理科大学

学修ポートフォリオ（学生が学びのプロセスや成果物等を継続的に蓄積したもの）、ルーブリック（学修評価の基準表）、
64・65
アクティブ・ラーニング

創価大学

良質な AL、３段階のアセスメント科目（アセスメント・ゲート）、初年次教育

産業能率大学

授業内スタッツデータ、学修成果の可視化、リーディング量・ライティング量、授業外学習、高大接続、主体的学習者 68・69

金沢工業大学

アクティブ・ラーニング、e- シラバス、自己成長シート、高大接続

70・71

京都外国語大学

反転授業型アクティブ・ラーニング、課題解決型学習（PBL）、人間力の育成、自律的な成長、データの活用

72・73

関西大学

LA（Learning Assistant）、PAL（Peer Assisted Learning）、交渉学、クリティカル・コミュニケーション、サーバント・
リーダーシップ、共通教養ゼミ、高次教養教育、教養教育と専門教育の連環、内部質保証、アセスメントポリシー、高 74・75
大接続、教学 IR

関西国際大学
比治山大学・
比治山大学
短期大学部
宮崎国際大学
京都光華女子
大学短期大学部
福岡医療短期大学
岐阜工業高等専
門学校
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キーワード

66・67

評価の不連続の解消

76・77

４×３の比治山力（汎用的能力）、学修成果の可視化（Hi!check）、比治山型ディプロマ・サプリメント

78・79

アクティブ・ラーニングの発展、クリティカル・シンキングテスト、自己評価 DP ルーブリック、学修 e ポートフォリオ

80・81

社会人基礎力、アクティブ・ラーニング・マスター制度、総合的評価提示システム

82・83

学修成果アセスメントテスト、間接評価調査、ルーブリック評価、学生ポートフォリオ

84・85

アクティブ・ラーニングの全科目展開、実践技術単位制度の全校展開、ICT 活用教育支援システムの利用推進

86・87

大学等名

テーマⅢ

キーワード

入試改革

お茶の水女子大学 新型 AO 入試、プレゼミナール、図書館入試、実験室入試

88・89

国際バカロレア、ディプロマ・プログラム、書類審査での入試判定、知識偏重型から課題解決型入試へ、IB 認定校を
90・91
200 校以上へ、知の理論

岡山大学
追手門学院大学

テーマⅢ

掲載
ページ

育成型入試、入試改革、多面的・総合的評価

92・93

高大接続

千葉大学

高大接続、科学技術人材養成、グローバル人材養成、系統的学習カリキュラム、入試活用

94・95

東京農工大学

高大接続、科学技術人材育成、ルーブリック、ポートフォリオ

96・97

愛媛大学

高大接続、P-AP プログラム、ルーブリック、ICT 教材

98・99

三重県立看護大学 高大接続、キャリアデザイン、ミスマッチ・休退学の防止、入学準備教育、高大社接続

100・101

杏林大学

102・103

テーマⅣ

高大接続、日英中トライリンガル育成、アドバンスト・プレイスメント、ルーブリック

長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）

小樽商科大学

入学猶予制度、学事暦改革（クォーター制）、グローカル人材育成、長期学外学修プログラム

104・105

新潟大学

初年次教育改革、学事暦改革（クォーター制）、カリキュラム・マネジメント

106・107

神戸大学

クォーター制、課題発見・解決能力、グローバルチャレンジ実習

108・109

福岡女子大学

主体的学び、クォーター制、Expanding Your Horizons（EYH）プログラム

110・111

工学院大学

ハイブリッド留学、社会人基礎力、異文化理解、教学マネジメント

112・113

津田塾大学

ギャップターム、女性のエンパワーメント、インデペンデントスタディ

114・115

文化学園大学

グローバル創造力、梅春学期、国内外学外学修プログラム

116・117

武蔵野大学

４学期制、アクテイブ・ラーニング（Teaching method）、産学協働

118・119

東京工科大学

クォーター制、主体的学修、コーオプ実習、事前事後教育

120・121

浜松学院大学

地域課題をテーマにした長期フィールド・スタディプログラム

122・123

長崎短期大学
宇部工業高等
専門学校

カリキュラム改革、クォーター制度、地域密着型学習

124・125

学事暦改革（クォーター制）、国際交流、長期インターンシップ、地域課題解決型地域教育、教育改革

126・127

山形大学

テーマⅤ

卒業時における質保証の取組の強化
基盤力テスト、ディプロマ・サプリメント、山形大学アライアンスネットワーク

128・129

茨城大学

地域人材育成、４階層質保証システム、FD、学習成果、地域協働

130・131

東京外国語大学

CEFR-J、TUFS Record、振り返り、学修活動履歴書、ディプロマ・サプリメント

132・133

高知大学

地域協働による教育、多面的評価、意識改革

134・135

鹿屋体育大学

学修成果等の可視化、学修ポートフォリオ、教学マネジメント機能の強化、プロフィール型テスト（SCCOT）

136・137

大阪市立大学

OCU 指標、学修成果の総合的把握、総合活用スキーム

138・139

兵庫県立大学

大学での学修の理解促進、評価指標、学外の多様な人材との協働

140・141

千歳科学技術大学 カリキュラム体系再構築、汎用的能力評価を意識した全学的授業改善、CIST 質保証マップ

142・143

東北公益文科大学 ラーニングコモンズ新設、DP ルーブリック、自作ポートフォリオ開発

144・145

東日本国際大学

学修の到達目標を表現する言語の開発、教学マネジメント、アセスメント、ICE モデル、ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）146・147

東京薬科大学

卒業コンピテンス・コンピテンシー、卒業生調査、卒業論文研究ルーブリック、ディプロマ・サプリメント

148・149

東京都市大学

プレ・ディプロマ・サプリメント、ディプロマ・サプリメント、キャリア教育、卒業研究、教学マネジメント

150・151

日本福祉大学

アセスメントポリシー、正課内外の学修、学修支援、教職一体

152・153

大阪工業大学

ディプロマ・サプリメント・システム（DS システム）、ミニマム・リクワイアメント、学修成果の可視化、自律学修、
154・155
効果的修学指導

日本赤十字九州
国際看護大学
東海大学短期
大学部
山梨学院短期大学
松本大学松商
短期大学部
徳山工業高等
専門学校

看護職キャリアパス基礎スケール、ディプロマ・サプリメント（DS)、アクティブ・ラーニング

156・157

専門職養成、観点別成績評価、面談カウンセリング

158・159

専門的知識、専門的実践力、総合的人間力、学外助言評価委員会、学修成果レーダーチャート、学修支援システム

160・161

コンピテンス、学修成果の可視化、ルーブリック、４学期制、ディプロマ・サプリメント

162・163

徳山モデルコアカリキュラム（TCC）、人材育成型ディプロマサプリメント、教育力向上評価システム

164・165
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大学教育再生加速プログラム（AP）

「アクティブ・ラーニング」

テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

事業期間：2014年度～2019年度
年度

徳島大学 「SIH」の精神で学生と教員が共に成長
～アクティブ・ラーニングの実践と学士課程全般への普及を目指す取組～
【取組の概要】
徳島大学では2014年度「大学教育再生加速プログラム」テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）採択を受け、「鉄は熱いうちに打て」（SIH: Strike
while the Iron is Hot）の精神に則り、反転授業、グループワーク、学修ポートフォリオ、専門領域早期体験等によるリフレクションを基盤としたア
クティブ・ラーニングの体験を通じて、学生と教員が共に学び合い成長する科目である「SIH道場～アクティブ・ラーニング入門～」を初年次に
導入する。SIH道場では、学生は将来を見据えて学修意欲を向上させながら、能動的学修の実践に必要な「文章力」「プレゼンテーション力」
「協働力」等のラーニングスキルを体得し、教員は現場実践型職能開発によりティーチングスキルを向上させる。学年進行に伴い、アクティブ・
ラーニングの実質化を学士課程に浸透させることで、高度専門職業人として必要な汎用的技能を備えた人材の育成を推進する。

【取組のポイント】

テーマⅠ
アクティブ・ラーニング

➢
➢
➢
➢
➢
➢

（
（
（
（
（
（

学
学
学
教
教
教

生
生
生
員
員
員

）専門分野の早期体験により学修・研究への意欲を高める
）大学での学修に必要なラーニングスキルの基礎を修得
）能動的学修に繋がる振り返り(省察)を行うための基礎と習慣を身につける
）実践を通じてアクティブ・ラーニング型授業を実質化
）ルーブリックによる評価、反転授業等の教育方法を修得
）自らの教育経験を振り返り（省察）、改善に繋げる

【キーワード】
「アクティブ・ラーニング」、「初年次教育」、「ラーニングスキル」、「ティーチングスキル」、「振り返り」

【人材育成目標】
現代社会はグローバル化、少子高齢化、情報化、産業構造の流
動化など、急激な変化の中にある。こうした社会で生きていくために、
学生には生涯学び続け、主体的に考え、答えのない問題に挑み、
それを解決していく能力が求められている。
徳島大学では、SIH道場を通じて教養教育と専門教育が一体と
なったアクティブ・ラーニングを推進することにより、自律して未来社
会の諸問題に立ち向かうことができる汎用的技能を備えた高度専
門職業人の卵を育てることを目標としている。

徳島大学

【教育上の課題】
徳島大学では、これまでの教育改革により、アクティブ・ラーニング
を導入した科目は増加傾向にある。本事業が開始した2014年度時
点では共通教育（2016年度以降、教養教育）科目および専門教育
科目におけるアクティブ・ラーニング導入科目率は約50％程度であっ
たが、SIH道場の運営と質改善の取組を通じて、2017年度で約70％
を超えている。
一方で、本学の調査では、専門科目での学修ポートフォリオの実践
が学生の約30％に留まっていることや、小グループで行う演習授業
において学生によりレクチャー型の授業が望まれている状況が明らか
になるなど、学生の意識変革や能動的な学修の実践に課題が残る
現状がある。
また、教員側においても、FDへの参加率向上やアクティブ・ラーニン
グ導入科目数の増加など一定の成果が認められるものの、新しい教
育方法の導入には至らず、従来型の講義形式に留まるケースが多い
など教育効果の実質化には未だ課題が残る状況にある。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
SIH道場という初年次教育の場を活用して、徳島大学における人
材育成の目標を達成していくために、教養教育と専門教育が一体
となりアクティブ・ラーニングの推進に取り組む。具体的な課題として、
①SIH道場の円滑な運用を目指した全学的な支援体制および組織
作り、 ②効果的なアクティブ・ラーニングの実施と振り返り、 ③専門
科目への波及とその効果の検証を行っていく。
 全学必修科目「SIH道場～アクティブ・ラーニング入門～」を設置、
実施
 SIH道場専用テキスト『徳島大学SIH道場～アクティブ・ラーニング
入門～』の作成、配付
 受講生を対象とした学生授業評価・振り返りのアンケートの実施、
分析
 SIH道場改善のための「SIH道場授業評価ワーキンググループ」を組
織・運営、同グループの「SIH道場振り返りシンポジウム」への参加・
議論
 SIH道場担当者による「SIH道場振り返りシンポジウム」を開催
 SIH道場を担当する教員に対するFDを実施
 学内教員によるアクティブ・ラーニング実践事例をまとめた「事例
カード」の作成・公開・共有
 APテーマⅠ合同シンポジウムの開催
 『徳島大学大学教育再生加速プログラム事業実施報告書』の作成
大学教育再生加速プログラム（AP）事業としての実施体制
協力企業・団体・学外
組織・徳島大学病院

初年次教育

サポート

体験
SIH道場
学習 ～アクティブラーニング入門～
授業の実施

授
業
評
価

体験学修のコーディネーション

総合科学部 医学部 歯学部
薬学部 理工学部
生物資源産業学部

教養教育院

SIH道場授業設計
コーディネーター

連携

PDCAサイクル促進

実施支援
SIH道場
コンテンツ作成WG

連携

事務：学務部
教育支援課
教育企画室

総合教育センター
教育改革推進部門 連携

自己評価
大学教育再生加速プログラム実施専門委員会
委員長：理事（教育担当）

協力
不正防止計画推進室
【競争的資金の不正防止計画の策定・実施等】

事務：研究国際部産学連携・研究推進課
財務部の協力を得る

全学FD委員会、大学教育委員会
検証
報告
教育戦略室
改革方針

教学マネージメントチーム
学長等
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教育について考え提案する
学生・教職員専門委員会
（SIH道場WG）

事業評価
大学教育再生加速プログラム
外部評価委員会

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
設
計
・
改
善

＜実績・成果＞

【本取組における成果と社会へのインパクト】

2017年度のSIH道場では全学で15プログラムが展開された。各プロ
グラムの授業設計に関しては前年度の授業設計コーディネーターが
作成した「プログラム設計評価シート」を参照することによって、前年
度の成果を活かし改善を図った授業設計が実現している。
徳島大学では全学部における必修単位としてSIH道場を位置づけら
れたことで、本学の学生全員がアクティブ・ラーニングを通じて、ラー
ニングスキルの習得および実践の場を得ることが可能となった。さら
に、反転授業やグループワーク、学修ポートフォリオの導入・活用に
よって、学生がリフレクションを基盤とした日々の学修を行う体制が拡
がっている。
また、徳島大学におけるアクティブ・ラーニングを実践した専任教員
数も延べ657名にのぼり、アクティブ・ラーニングを行う専任教員数も
本事業開始当時から100名近く増加するなど、全学的なアクティブ・
ラーニングの浸透・普及の様子がうかがえる。

 テキスト『徳島大学SIH道場～アクティブ・ラーニング入門～』を
学内外に公開配付し、アクティブ・ラーニングの運用を促進する。
 県内外の高校入試説明会でアクティブ・ラーニングとSIH道場の
広報を行うことにより高等教育現場との教育の連携が拡大する。
 APテーマⅠ選定校合同シンポジウムやAPテーマⅠ及びテーマ
Ⅰ・Ⅱ複合型共同シンポジウムの開催、学内外での研究発表を
通じ、アクティブ・ラーニング導入事例が全国的に波及する。
 情報発信サイト「アクティブ・ラーニング・オンライン（ALO：アロ）」
を運営し、教育現場における動画コンテンツの活用を促す。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

＜「SIH道場」評価・改善ワーキンググループ＞

全プログラムの授業設計コーディネーターが、プログラムで取り組
んだ内容を省察する「SIH道場授業設計評価シート」を作成し、プ
ログラムの総括を行う。
SIH道場を受講した学生委員がSIH道場の良かった点、改善点に
ついて、提案を行う。当WGによる振り返りは例年11月に開催され
る「SIH道場振り返りシンポジウム」において学生・教員の双方に共
有される。過去3年間で計65名（2015年:19名、2016年:23名、
2017年:23名）の学生が選出。

テーマⅠ
アクティブ・ラーニング

 SIH道場の取組における効果を検証するために、専門教育科目に
設置した「SIH道場パフォーマンス科目」におけるアンケート調査を
実施し、学生の学修における専門教育科目とSIH道場の結びつき
について検証を行う。
 「平成30年度SIH道場振り返りシンポジウム」の開催や『平成30年
度徳島大学大学教育再生加速プログラム事業実施報告書：教
員と学生が共に学ぶSIH道場～アクティブ・ラーニング入門～』の
作成を通じて取組の振り返りを行う。

【本取組の質を保証する仕組み】
＜SIH道場振り返りシンポジウム＞

＜報告書の発行および外部評価＞
年度末に「平成29年度徳島大学大学教育再生加速プログラム
事業実施報告書」を発行し、各年度の取組内容について振り返り、
学内外への報告を行う。

本事業は、「鉄は熱いうちに打て」（SIH:：Strike while the Iron is Hot）の精神に則り、 「ＳＩＨ道場～アクティブ・ラーニング入門」を初年次に導入し、反転授業、グ
ループワーク 、学修ポート フォリオ 、専門領域早期体験等によるリフレクションを基盤としたアクティブ・ラ ーニングの
体験を通して、学生と教員が共に学び合い、成長することで、アクティブ・ラーニングを学士課程全般に浸透させていく取組である

教 員 の 課 題
 アクティブ・ラーニングが形式だけにとど
まり、効果が出ない
 新しい教育方法が分からない
 自らの授業を振り返り、改善を検討する機
会を作れない

ポンチ絵

Strike while the Iron is Hot. 「鉄は熱いうちに打て」

SIH
H

徳島大学

学 生 の 課 題
 初年次学習と目指す専門性との関連付けが
できていない
 大学での学修に不可欠なラーニングスキル
が不十分
 高学年において能動的学修を実践できてい
ない

ング入門～
ング入門
ン
グ 門
グ入門
波及効果
波
波及効
効果

波及効果
果
専門科目への拡大・学生間の波及効果
目標・計画・
学修成果

省察/
改善

全学部の1年次学生

他科目への拡大・教員間の波及効果

専門教育

省察/
改善

共有/普及

全教員が順次担当

教員（新教育方法を学ぶ）

学生（能動的に学ぶ）
高年次

① 専門領域早期体験による学修
の動機づけ
② 文章力・プレゼン力・協働力
を早期に獲得
③ 能動的学修力の基礎固め

応用
手法A’

新手法

ロールモデル

学修ポートフォリオの活用
高度専門職業人の 基礎的能力を備えて卒業
卒

手法A

ティ
ィーチング・ポートフォリの活用
大学全体にアクティブ・
学
ラーニングが拡大

① 実践を通じアクティブ・ラー
ニングを実質化
② ルーブリック評価、反転授業
等の修得
③ 教育経験を振り返る機会

2014年度
(起点)

2017年度
(実測)

2019年度
(目標)

AL(アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

50.4%

71.5%

80%

AL科目のうち、必須科目数の割合

42.7%

47.2%

60%

ALを受講する学生の割合

100%

100%

100%

学生1人当たりAL科目受講数

12 科目

14 科目

18 科目

ALを行う専任教員数

446 人

545 人

550 人

学生1人当たりのAL科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）

5 時間

6 時間

10 時間

ALをテーマとしたFDに参加した教員の割合

88.4%

100%

LP（ラーニング・ポートフォリオ）を導入した授業科目数の割合

10.4%

10%

反転授業を導入した授業科目数の割合

8.5%

9.0%

指

標

目標値（表を作成）
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

県立広島大学
アクティブ・ラーナーの育成に向けた組織的な教育力向上の取組
【取組の概要】
県立広島大学のAP事業は、「生涯学び続ける自律的な学修者（アクティブ・ラーナー：ALer）」の育成を目的とした授業方法の見直し・改善を
進め、行動型学修（教室外での能動的な学び）と参加型学修（教室内での能動的な学び）を軸とする「県立広島大学型アクティブ・ラーニング
（Campus Linkage Active Learning：CLAL）」の推進に重点的に取り組む。あわせて、ファカルティ・ディベロッパーの養成と組織化、学修支援アド
バイザーによる学修支援、学修成果の可視化方策の検討といった、CLALの推進とその効果測定を支える学内の組織・制度面の一体的な整備
に取り組み、「体系的な教育プログラム－授業改善－自己評価システム」を一連のものと捉える教育改革を推し進める。さらに、高大接続改革を
見据えた、広島県教育委員会や県内高等学校との連携を強化し、公立大学としての教育改革及び高大接続のモデル化を目指す。

【取組のポイント】
テーマⅠ

 アクティブ・ラーニング導入・実践に係る経費支援
 ファカルティ・ディベロッパー（FDer）の養成と、FDerを
中心とした組織的教育改善
 学修支援アドバイザー（SA）の養成と、教職員との協働
 学修成果の可視化方策の検討
 県内高等学校と連携した高大接続改革の推進

アクティブ・ラーニング

【キーワード】
「ファカルティ・ディベロッパー（FDer）」、「組織的教育改善」、「行動型学修」、「教・職・学の協働」、「授業ピアレビュー」、「高大連携」

【人材育成目標】
県立広島大学は「地域に根ざした、県民から信頼される大学」を基
本理念に掲げ、教育・研究・社会貢献に取り組んでいる。2014年度
には、主体的に考え行動し、社会で活躍できる学生を育成するため
の指針となる「全学人材育成目標」（下記枠内）を定めた。

県立広島大学

県立広島大学は、主体的に考え、課題解決に向けて行動でき
る実践力と豊かなコミュニケーション能力を備え、幅広い教養と
高度な専門性に基づいて、高い志とたゆまぬ向上心をもって地
域や国際社会で活躍できる人材を育成します。

【教育上の課題】
2005年の３つの県立大学の統合による開学以来、県立広島大学
は次の教育上の課題を抱えていた。
• 授業に対する学生の満足度が90％を超えている一方、授業外
学修時間は伸びず、学生の主体的学びを引き出せていない。
• 広島県内にそれぞれ100km離れた３つのキャンパスを抱えてお
り、キャンパスを越えた学生の交流が十分ではない。

■事例１ 「行動型学修実践支援制度」
県内各地をフィールドとした学外学修や、
キャンパスを超えた学生交流を推進するため、
授業内においてキャンパス外へ移動する学生
の移動支援を実施。FDerの担当授業を中心
に、従来にはない体験的な学びが開発され、
2017年度末までに47件の挑戦的な取組が
実施されるなど、授業改善が加速した。

フィールドワークの様子

■事例２ 「『教員・職員・学生』の協働による授業ピアレビュー」
FDer養成研修の一環として、2017年度からFDerによる授業ピア
レビュー（授業公開・参観）を開始し、授業改善の促進を図った。初
期はFDer教員どうしの参観が主であったが、非FDer教員やSA、事
務職員にも参観が広まるなど、第３者の意見を取り入れた授業改
善を行う制度・文化面の下地を構築できた。授業を公開したFDer
からも前向きな意見が聞かれるなど、良い影響をもたらしている。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
学生をアクティブ・ラーナー（ALer）として育成するため、本事業で
は 、 「行動型」及び「参加型」の学修を軸とする県立広島大学型アク
ティブ・ラーニング（CLAL）の推進に取り組む。具体的には 、 CLAL推
進を支える次の５つの取組を一体的に推進し、着実に改革を進める。
① アクティブ・ラーニング（AL）実施のための経費支援や学修環境
の整備を行い、ALの導入など授業改善の試行を促進する。
② AL実践や教育改善を牽引する「ファカルティ・ディベロッパー
（FDer）」を養成し、組織的な教育改善を進める。
③ 「学生による学修支援」を役割とする「学修支援アドバイザー
（SA）」を学生の中から養成する。SAはFDerと協働して学修支
援に取り組み、活動を通じて自らもALerとして成長していく。
④ ALerとしての学生の成長を把握するため、ルーブリックの開発
など学修成果の可視化方策を検討する。
⑤ ALを核とした高大接続の在り方の模索するため、県内高等学
校との連携を強化し、高大接続改革の推進を図る。
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ＳＡ学生（写真手前、青い服）
による授業ピアレビューの様子

■事例３ 「高大接続改革の推進」
広島県立の大学として、県内の高等学校と
の「人材育成」の接続を強化するため、広島
県教育委員会及び県内高校の協力を得て、
高校と大学が相互に教育の理解を図るため
の取組を開始した。
2016年度からは、県内高等学校の教育研
究・実践合同発表会へ参画し、大学の教育
実践事例を発表。高校関係者と情報共有を
図ることができた。
2017年度からは、県内高校への授業参観
を実施。高校の授業実践現場を知ることで、
高大接続の在り方について議論を深めた。

合同発表会における報告の様子

高校への授業参観の様子

•

＜実績・成果＞
•
•

•

行動型学修の推進により、キャンパスを越えた学生の交流が活性
化し、コミュニケーション能力などの汎用的能力が向上した。
授業ピアレビューを通じて、教員の授業改善への意識が向上した。
また、職員及びSAの参画により、大学が一丸となって教育改善に
取り組む雰囲気が醸成された。
高等学校との連携が加速し、高校でのAL実践の理解が深まるな
ど、ALer育成へ向けた相互理解が進んだ。

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 行動型学修の推進により、異分野の学生が協働して地域課題
解決に取り組む学びの環境を整えた。これは、地域の教育力を
活用した人材育成のモデルとして波及が期待できる。
 組織的なFDer養成と、FDerを中心とした改革推進は、教育改
善に対する学内構成員の意識を高め、FDerが他の教職員や学
生（SA）と協働して教育改善を進める組織的基盤を構築した。
これは、FD推進の新たなモデルとして波及が期待できる。
 高大接続改革の推進により、県立高等学校との教育実践に重
点を置いた連携を一層深めることができた。これは、公立大学
による新たな高大接続モデルとして波及が期待できる。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ

AP事業推進部会の主導のもと、FDerが４つの役割毎にワーキング
グループを組織し、改革を推進している。各グループの事業進捗は
工程表により管理され、目標や進捗状況を部会や他グループと密
に共有しながら連携を図るなど、一体的な事業推進に努めている。
また、毎年度に一度、外部の有識者を招聘して事業進捗について
評価・助言をもらう「AP評価委員会」を開催している。評価委員会で
得られた評価は、AP事業推進部会などの学内会議で報告・共有す
るほか、次年度計画に反映させ、事業改善につなげる。

アクティブ・ラーニング

AP事業において実現した各取組を、事業終了後も継続していくため
の制度的整備や、教職員の一層の意識醸成に取り組む。
• これまでの行動型学修の成果を整理・分析し、効果があった取組
については、必要に応じて補助金終了後の継続的な実践支援を
検討する。また、そのための制度整備にも着手する。
• FDerを中心とした組織的な教育改革は、これまで着実に成果を上
げてきた。今後は、AP事業後の継続的な改革実施を見据えつつ
FDer養成の在り方を検討し、研修体系の整備に着手する。また、
大学教員としての資質向上を目的としたティーチング・ポートフォリ
オの普及・拡大にも努める。
• ALer育成のための人材育成という観点から、「教・職・学」の協働
を加速する。具体的には、授業ピアレビューの活性化や、教員・職
員・学生が教育について意見交換する場を設けていく。
• これまで実現してきた高大連携の取組を継続し、高大接続の改革
につなげる。

学生のALerと しての成長の可視化を目的として開発を進める
「ALer自己評価ルーブリック」について、全学的な導入を進めると
ともに、改良のための検討も重ねる。

県立広島大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを導入した授業科目数の割合

66.9％

67.2％

70.0％

AL科目のうち、必修科目数の割合

45.4％

51.2％

70.0％

84.7％

89.8％

100.0％

―

7.5科目

8.0科目

38.4％

63.9％

60.0％

学生１人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

―

週8時間

週16時間

全学共通教育 キャンパス間（もしく
は地域）移動実践科目受講者数

98人

309人

300人

目標値（表を作成）

ALを受講する学生の割合

学生１人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員数

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

人間文化学部
学部内授業公開科目数

6科目

49科目

45科目

経営情報学部
フィールドスタディー実践科目群に包
摂する科目の受講者数

106人

497名

100人

生命環境学部
フィールド科学科目の受講者数

152人

253人

250人

保健福祉学部
学修ポートフォリオ導入率

20％

27.6％

50％

23科目

220科目

40科目

具体的な実施計画における指標

授業公開実施科目数
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テーマⅠ

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

立正大学
双方向授業と課題解決型フィールドワークによるアクティブ・ラーニング
【取組の概要】
立正大学では、フィールドワークを軸とした豊富な実験・実習を基幹科目とする「文理融合型」の地球環境科学部（地理学科・環境システム学
科）をフロントランナーとして、新たな教育手法を導入し、大学全体にアクティブ・ラーニングを普及させる取組を推進している。
専門科目の知識の定着を図りつつ、思考力やコミュニケーション能力、課題発見・課題解決能力などの汎用的能力を修得させるため、学生の能
動的な学びを促すプログラムを実施している。それらはA：タブレットを用いた双方向授業、B：予習用動画の作成とそれを用いた反転授業、C：学
生主体のフィールドワーク、D：リアル教材資料の活用、という４つのプロジェクトによって構成される。また、AP学生評価委員会を立ち上げ「学生と
ともに授業をつくる」教育改革を行っている。

【取組のポイント】
テーマⅠ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

アクティブ・ラーニング

A：タブレットを用いた双方向授業
B：予習用動画の作成とそれを用いた反転授業
C：学生主体のフィールドワーク
D：リアル教材資料の活用
学生の主体的な研究活動を支援するAP学生研究プロジェクト
地方自治体と連携した学外での活動などの推進

【キーワード】
「双方向授業」、「反転授業」、「フィールドワーク」、「地域連携」、「リアル教材」、「アクティブ・ラーニング」、「タブレット」、「予習用動画」

【人材育成目標】

立正大学

立正大学では、建学の精神にもとづいて、「教育ビジョン」を構築し、
その実現に向けた取組を進めている。その「教育ビジョン」が‘「モラリ
スト×エキスパート」を育む。’である。これは、私たちが生きている/
生かされているこの世界を、より良いものにしていく原動力となる人材
育成に他ならない。
・自ら前向きに律することのできる人
・人の喜びや悲しみを想像し、共有する感受性を持った人
・大人としての基礎的な教養を身につけた人
こうした「モラル」という基盤に、一人ひとりが「これだ！」と追求したく
なる専門分野を見つけ、 掛け合わせ、深め、議論し、行動を起こす。
このような‘「モラリスト×エキスパート」を育む。’というビジョンのもとで
形成されるのは、 社会問題や環境問題が深刻化する世の中で求め
られる人材であると考えている。

【教育上の課題】
少人数形式の初年次教育やセミナーなどは以前に比べて増加し
ているが、入学から卒業までの４年間で履修する単位の多くは、大
教室で行われる多人数の講義科目で占められる。私立大学文系
学部では、特にその傾向が強くみられ、１万人超の学生を抱える立
正大学では、そうした授業で学生にどれだけ前向きな姿勢を生み出
せるのかが課題だった。また、汎用的スキルの修得が卒業後も有
用であることについては、教員の意識が必ずしも高くはなく、教員の
意識改革や教授法の研修なども課題となっていた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
既存のカリキュラム体系における専門科目を中心として、講義・実
験実習科目において次の４つの教授法を導入してきた。
A：タブレットを用いた双方向授業
B：予習用動画の作成とそれを用いた反転授業
C：学生主体のフィールドワーク
D：リアル教材資料の活用

＜実績・成果＞
A:タブレットを使って学生の解答をスクリーンへ投影し、そこに示さ
れる解答や意見を参照しながら双方向授業を行っている。教員と学
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生の間に生じるギャップを埋め、担当教員が自分で授業を振り返る
ことができる。そのほか、学生間で多様な意見や考え方があること
を知り、他者から多くの刺激を受けられる。
B:復習中心だった授業外学修を予習に充てることで、実際の指
導内容を変化させるいわゆる反転授業を実施している。学生は事
前にインターネット上で配信される動画で学習する。授業時間中は、
より高度で発展的な内容を学習するほか、実践的な課題を解決す
るためにグループディスカッションを行う場合もある。
C:従来のフィールドワークの授業設計や内容は各教員の裁量に
委ねられてきた。たとえば、調査計画の立案から報告書の作成ま
でを学生主体で実施する授業においても、その具体的な方法は多
様である。あらためてフィールドワークにおけるアクティブ・ラーニン
グの意義と方法について、改善を図っている。
D:様々な授業科目でICTの活用が進む一方、それらが実感に乏
しいという欠点を補うために、リアル（実物）教材を併用している。異
文化理解や自然環境の違いを学ぶための標本などを利用し、学
生の知的好奇心を引き出すことができる。
■AP学生研究プロジェクト・地域連携事業
また、授業科目以外では、学生の主体的な研究活動を支援する
AP学生研究プロジェクト、さまざまな地方自治体と連携した学外で
の活動などを積極的に推進している。
■高校へのリアル教材貸出し・出張授業
2014年度に近隣高等学校へのリアル教材のニーズを調査し、そ
れに基づいて本学の授業で購入し活用しているリアル教材の貸し
出しを行っている。高大接続を視野に入れて授業設計などに関す
る情報交換も行っている。
■研修会・公開授業など実施と振り返り
４つのプロジェクトの実践事例を公開してピアレビューするほか、講
師を招いて研修会などを随時行ってきた。

取組事例：アクティブ・ラーニング普及冊子の作成
アクティブ・ラーニングを導入している地球環境科学部教員が中
心となり、大学教職員向けにアクティブ・ラーニングの16手法の内
容と授業事例を紹介する冊子を作成している。

■ファカルティ・ディベロッパー（FDer）の育成。
2018年度よりファカルティ・ディベロッパー（FDer）を育成する体
制整備に着手。
その他、以下の４点について、重点的に取り組む。
■取組の継続と、他大学・中学高校に対する教育手法の普及。
■在学生や卒業生へのアンケート・学力調査による効果検証。
■ステークホルダーに対する意識を高めた大学ガバナンスの強化。
■地域連携や高大接続事業などを通じた、社会貢献活動の推進。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 近隣高校へのリアル教材貸出しを通じたアクティブ・ラーニン
グの普及。
 アクティブ・ラーニングの手法を取り入れたAO入試の推進。
2017年度にこの内容について公開シンポジウムを開催。
 公開シンポジウムや各種研究会の開催によるアクティブ・ラー
ニングの深化。
 「アクティブ・ラーニング・オンライン：ALO」・「Find！アクティブ・
ラーニング」・本学ホームページ・APニュースレター等で学外
へ向けて情報を発信。
 大学・社会人教育懇談会の実施。
インターンシップ受入れ企業などを中心に、懇談の場を設け、
今後の大学と社会のあり方について意見交換の場を設定。

アクティブ・ラーニング

【本取組の質を保証する仕組み】
 AP外部評価委員会
５名のAP外部評価委員を委嘱し、本取組に対して評価を受ける。
 AP学生評価委員会
アクティブ・ラーニング科目を受講した学生による授業評価を行
い、学生とともに授業を改善する仕組みを整備。
 学内ピアレビュー
教職員が相互に授業に参加し授業構成や指導法について検討。
 各種アンケートなどによるアクティブ・ラーニングの効果測定
1) 全学アクティブ・ラーニング実態調査・意識調査
全教員を対象とした全学的なアクティブ・ラーニングに関する実
態調査と、アクティブ・ラーニングに対しての意識調査を実施。
2) 全国アクティブ・ラーニング調査
いくつかのアクティブ・ラーニングを導入した科目において、プレ・
ポストアンケート調査を実施し、その効果を測定した。
3) 科目ごとに実施する授業改善アンケート
全学部学生を対象として授業改善アンケートを科目ごとに実施。
アクティブ・ラーニング導入科目では別途質問項目を設け、教授
法の振り返りやアクティブラーナーとしての程度を測定。
4） 地球環境科学部フィールドワークアンケート
基幹科目であるフィールドワーク実習科目において、担当教員を
対象とした、実施内容やアクティブ・ラーニングに関する取組内容
や進展状況を調査。

テーマⅠ

【今後の取組の計画】

2014年度
（起点）

立正大学

ポンチ絵

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数の割合

16.5％

33.3%

50.4%

ＡＬ科目のうち、必修科目数の割合

30.5%
100.0%
13.5

19.0%

学生1人当たりAL科目受講数

16.7%
94.8%
7.8

100.0％
55.0

ＡＬを行う専任教員数

94.1%

89.7%

77.7％

ＡＬを受講する学生の割合

目標値（表を作成）

学生1人当たりのＡＬ科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）
予習用動画を作成・公開する講義科目の割合
ファカルティーディベロッパー数
ＡＬ（講義系科目）を行う専任教員数
ＡＬ（実習系科目）を行う専任教員数
ＡＬに関するFD受講者数

8.3

6.4

14

4.8％
2
3
32
21

39.5％
6
10
35
35

65.2％
4
23
33
34
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テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

京都光華女子大学
学習・学修マネジメント力の習得に向けたアクティブラーナーの水準向上
【取組の概要】
2014年度「大学教育再生加速プログラム」に採択された本学の取組は、アクティブ・ラーニング（AL）を「知識やスキルの習得に向けて資源
を自律的に有効活用する学びの態度」と定義し、「学習・学修マネジメント力」を向上させる学修支援体制を全学的に構築するものである。本
事業では、AL水準の向上に向け、以下の４領域に取り組む。①予習復習を課題化して、授業外学修の時間を確保し、授業の習熟度を高める。
②全学科の専任教員を「学習・学修マネジメント支援担当教員」としてチーム編成し、授業外学修を支える学習・学修マネジメント支援体制を
教職協働で構築する。③ルーブリック等により、学生の自己評価と科目担当教員の客観的評価の両方で学修成果を捉え、学習・学修を点検
する。④「光華AL」アセスメントを構築し、自律的な学び態度に向けて学修行動の改善を図り、その結果として授業の習熟度を高める。

【取組のポイント】

テーマⅠ

➢
➢
➢
➢
➢

アクティブ・ラーニング

建学の精神とアカデミックスキルの教育
クリッカーやペアワーク等を活用した学びの積極性の促進
授業での課題提示と授業外学修支援の連携による学生指導
学修成果の評価基準の明示とフィードバックによる振り返り学習
アクティブラーナー水準調査結果のフィードバックと、教員の個別指
導を通じた学習・学修マネジメント力の養成

【キーワード】
「アクティブ・ラーニング」、「初年次教育」、「学習・学修マネジメント力」、「授業外学修支援」、「アクティブラーナー」

【人材育成目標】

京都光華女子大学

初年次必修科目のアクティブ・ラーニング化や授業外学修支援
を通じて、学修習慣を形成し、学び技法を身につけ、専門課程を積
極的に学修するアクティブラーナーを育成する。本取組が育成目
標とするアクティブラーナーは、学修態度・行動や学修成果の結果
を振り返り、それらを積極的に改善する態度・行動をとることができ
る。国家資格系の学科においては、国家試験に合格して専門職の
技能を修得し、非国家資格系の学科においては汎用的能力を高
めて社会貢献できる就業力を修得することができる。

【教育上の課題】
教育上の課題として、初年次必修科目による汎用力の向上を客
観的に測定するアセスメントと、学生へのフィードバックを学修行動
の改善につなげる枠組みが開発途上であることが挙げられる。また、
学生のアセスメント結果は各学科、各部署が個別に保有しているが、
これはポータルサイトで一元管理して、学修行動の改善や個別指
導の質的向上につなげる必要がある。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
(1) 授業外学修支援の充実
2014年度より、全学共通の初年次必修科目を中心に、授業での
アクティブ・ラーニング化、学び技法の教示、授業外学修を促進す
る課題の設定などを推進し、授業外での学修支援や自主的学習の
促進に取り組んできた。その結果、ペアワークを通じた思考の深化
や外化、レポート作成技法の修得などが全学水平展開され、授業
課題等の学修が活性化した。たとえば学習ステーションの1日平均
の利用者数は、2014年度の76人から2017年度の107人に増加し
た。

(2) 学修成果のフィードバックと個別指導
アクティブラーナー水準調査により、学びの積極性を毎年度アセ
スメントしている。この結果は個別にフィードバックし、学びの振り返り
と改善、教員による個別指導などに活用してきた。また、各学科の
DPをルーブリック表にして、全学科４年生がDPの達成度を自己評
価し、分析結果を全学で共有、議論し、次年度以降のカリキュラム、
授業運営、学生指導などの改善につなげてきた。
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●事例１
「シチズンシップ」（2単位）
「シチズンシップ」は、論争的テーマ（①消費税、②原発再稼働、
③右京区の課題）を検討し、現代社会の市民に必要な物事の捉え
方や考え方、他者とのコミュニケーションのあり方について考える講
義である。講義では、説明された知識や考え方に対する意見をク
リッカーでクラス全体に表明し、さらに２-３人のペアワークで意見交
換する。「シチズンシップ」は、こうした仕掛けを通じて、受講生が論
争的問題について深く思考し、自分の意見を確立、変容できるよう
にデザインされている。この授業は、毎年度の学内の授業参観でも、
多くの専任教員から高い評価を得ている。本授業動画と担当教員、
受講生インタビュー動画は 、テーマⅠ採択校の取組の一環で、
「Find!アクティブラーナー」のウェブサイト上に公開されている。

＜実績・成果＞
•
•
•
•

初年次必修科目での、学び技法に関する教材開発
アクティブ・ラーニング手法の開発と効果検証の仕組みづくり
授業と授業外学修支援の連携による学修促進の仕組みづくり
学習ステーションを拠点とした、上級生による学修支援、および
学習企画によるアクティブラーナー創出の仕組みづくり
• ルーブリックによる学修成果の評価の導入
• アクティブラーナー水準調査の開発と活用
• 毎年度の年次報告書の配布、成果報告会の開催

【今後の取組の計画】
今後もEM・IR部や全学FD委員会などと連携を強化しながら、アク
ティブラーナーへの変容に影響する授業内容・方法、学修環境など
の主要因を明確化し、全学共通の初年次科目を中心にAP事業の推
進につなげていく。さらに、体系的なアセスメント体系の構築と運用、
活用の全学的な仕組みも検討する。
全学共通科目の授業改革については、アクティブ・ラーニングの観
点から、授業プログラムの開発を継続していく。また、授業と授業外学
修支援の連携も継続し、学生が自主的に学び合う授業外学修環境
をさらに研究、開発、導入していく。ルーブリック等による学修成果の
評価基準の事前明示と、評価結果のフィードバックによる学び振り返
りを今後全学的に普及、発展させる。そして、アクティブラーナー水準
調査の結果に基づく教育改革のPDCAサイクルを精緻化させ、分析
結果の個別票の活用を進展させる。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【本取組の質を保証する仕組み】
(1) 毎年度の成果報告会の開催と年次報告書の配布
2014年度より毎年度、各取組について、①取組内容、②取組の
点検、③次年度に向けた改善計画、④根拠資料の構成で、年次
報告書を作成し、配布している。報告書の作成過程、作成後の共
有で、本取組の改善点を見出している。2019年度は、2014年度
以降の各取組の年間推移を可視化、評価し、アクティブラーナー
の育成に必要な環境、金銭、人の要素を明確化し、必要な資源を
効率的に投入していく。
また、毎年度、成果報告会を開催しており、本学の教職員が報告
内容を共有、議論する過程で、取組内容の改善を見出している。
報告会時および後における、学内外の参加者から指摘、評価も、
取組の改善につながっている。

テーマⅠ

(2) 有識者による外部評価
2015年度に有識者２名の外部評価を受け、評価結果を本学の
APサイトに公開し、2016年度以降の取組の改善につなげてきた。
2019年度も有識者による外部評価を受け、これまでの本取組の
評価、助言を受ける予定である。

アクティブ・ラーニング

● 他学からの依頼に応じて、初年次必修科目で作成した学び技法
に関する教材を提供している。
● 学習ステーションでの学習環境、教職員や上級生による学修支
援、自主的学習の促進の仕組みについて、毎年度他学から視察
がある。
● 学生のアクティブラーナー水準を定量的にアセスメントし、個別票
としてフィードバックするシステムは、他学でも活用できる。

● Find!アクティブラーナーで授業科目「シチズンシップ」を公開し
ている。講義内容を深化、外化し、クラス共有して受講生の意
見変容を促せる授業モデルは多くの教育関係者が授業改善に
役立つ。

京都光華女子大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

AL(アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

36.6%

42.3%

46.9%

AL科目のうち、必須科目数の割合

39.7%

52.7%

60%

100%

100%

100%

10.1科目

12.0科目

12.1科目

100%

100%

100%

2.8時間

3.5時間

15時間

100%

100%

100%

指

標

ALを受講する学生の割合
学生1人当たりAL科目受講数

ALを行う専任教員の割合
学生1人当たりのAL科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）
初年次でルーブリック導入の科目を受講する学生の割合
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テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

事業期間：2014年度〜2019年度

徳山大学
ALヒエラルキーとBAL（ Barometer of Active Learning ）を活用した全学的ALの推進
【取組の概要】
徳山大学は、2013年度より「地域課題」をテーマとするPBL（課題解決型学修）「地域ゼミ」を導入し、学生に主体的な学びの場を提供する教
育改革に取り組んできた。これを成功させ真の「教育の質の転換」へ結び付けていくには、PBL型授業の導入・推進に留まらず一般講義における
アクティブ・ラーニング（AL）教育全般の底上げを含む、全学的な授業改革が必要となる。そこで本取組では、① 全学的AL推進のための組織基
盤の整備、② 「ALをどう捉えるか」という原点に戻り、一般授業におけるAL導入の進捗状況・教育効果を定量的に把握・検証するシステムの構
築、及び、それを活用したAL促進、③ PBLを４年間の継続的な学びとするカリキュラム体系の整備、④ AL推進のための教職員育成（FD・SD）、
⑤ 各種の新しいAL手法の導入促進、の５本を軸とした教育改革を目指してきた。

【取組のポイント】

テーマⅠ

① 徳山大学AL研究所（TUAL；所長は学長）の設置、ALプロデューサー２名の雇用。AL推進委員会を設置し、全学的なAL推進の体制整備
② 「徳山大学ALヒエラルキー」、及びそれを基軸としALの進捗度・効果を可視化する指標「BAL（Barometer of Active Learning）」の導入
③ ４年間を通してPBLを継続的に体験するカリキュラム体系： (１) 教養ゼミ（１年次必修）でのPBLリテラシー、(２)「地域ゼミ」（２年次）の全学必
修化、及び「課題対応力」を評価する「コモンルーブリック」の開発と活用、(３) 専門ゼミ（３・４年次）における地域課題解決型PBLの導入促進
④ AL手法の研究開発と共有化（FD・SD）、AL推進に向けた教職員意識の醸成
⑤ 循環型人材教育（ピアサポート制活用）、本学固有のキャリア形成支援学生カルテ CASK2.0 を活用した反転授業や PBIの促進

アクティブ・ラーニング

【【キーワード】
】
「全学的なALの推進」、「ALヒエラルキー」、「BAL」、「地域ゼミ」、 「課題対応力評価コモン・ルーブリック」、「循環型人材教育」

【人材育成目標】
•
•

の３つの観点から測定・可視化し、授業改善に活用するものである。

主体的な

徳山大学

学びの重要性・意義を理解し、学びに向かう姿勢をもつ

4

⑥
学びの総括と共有

②学びへの興味

3

②

2

学びへの興味

1

学びの内容に興味をもち、積極的に「学び」を進めていく

0

③学びの深化Ⅰ

③

⑤

学びの内容に自分なりの見解・意見を持ち他者に伝えることができる

学びの深化Ⅰ

新たな学びの展開

④
学びの深化Ⅱ

⑤新たな学びの展開
自ら課題を発見しその解決に向け、主体的な学びを展開していくことができる

㋐ 教員によるAL度自己評価

ひ
し
形

㋑学生目線での授業のAL度評価

⑥学びの総括と共有化

㋒学生のAL参画度自己評価

自らの学びの内容を総括し、他者と共有することができる

図１： 徳山大学ALヒエラルキーとBAL値レーダーチャート

PBLを４年間の継続的な学びとするため、「教養ゼミ」（初年次必
修）において「PBLリテラシー」教育を標準化、２年次の「地域ゼミ」
を全学必修化（2017年度より）し、専門知識を活用した本格的
PBL「専門ゼミⅠ・Ⅱ」（３・４年次）に繋げる体制を整えた。また、地
域ゼミ等のPBL科目における課題対応力評価基準として、現状理
解（①情報選択②現状把握）、課題発見（③本質理解④課題評
価）、課題解決（⑤行動計画⑥調査分析）、結論導出（⑦結論導
出⑧プレゼン）の８評価軸からなるルーブリックを作成。評価は、
BAL値同様 CASK2 0上でオンライン実施でき 学生は結果の
BAL値同様、CASK2.0上でオンライン実施でき、学生は結果の
レーダーチャートを見て、自分の課題対応力を把握しつつ学修を
進めていくことができるように設計した（図２）。
分
類

Ⅰ． 現 状 理 解
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5

他者の見解・意見に耳を傾け、それを基に新たな学びを展開していくことができる

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
「学生が何をできるようになるか」を基準として「学び」の進捗度を
階層化する「ALヒエラルキー」を導入（図１）。また、これに基づき授
業のAL度を評価する BALシステムを考案し、CASK2.0 上に構築
した。これは、各授業におけるAL導入の進捗度と教育効果を ㋐
教員の自己評価、㋑学生目線での評価、㋒学生自身のAL参画度

学びへの出発

④学びの深化Ⅱ

【教育上の課題】
「学生自らが能動的に学びを進めていく学修形態やそれらを誘導す
る教授法を総称する」ALには、様々な形態や手法が存在する。それ
ら総てを対象に捉え、その導入度と教育効果の検証をおこなうために
は、様々な形態のALを構造的に整理しておく必要がある。またそれを
教員間で共有しつつ授業改善に役立てていくためのシステム作りも重
要な課題となる。その解答として導入し構築したのが「ALヒエラル
要な課題となる。その解答として導入し構築したのが
ALヒエラル
キ ー 」 の 概 念 と 、 そ れ に 基 づ き 各 授 業 の AL 度 を 評 価 す る BAL
（Barometer of AL）システムである（【取組のポイント】の②）。
一方、本取組のもう一つの重要な取組となるPBLの全学的推進
（【取組のポイント】の③）では、地域課題解決に向けた一連の活動プ
ロセスにおいて、学生に獲得してほしい能力を整理して評価基準を設
定し（課題対応力のコモン・ルーブリック）、教員と学生がそれをしっか
り認識しつつ、活動を進めていく必要がある。

①

受動的学び
①学びへの出発

学びの進化

•

主体的に学ぶ姿勢をもち、ALヒエラルキーに示す「学び」の進
化を実践していくことのできる人材
地域課題をテーマとする豊富なAL体験を持ち、地域活性化に
寄与することのできる人材（COC機能の強化）
AL体験を「生涯学び続ける力」として結実させ、職場や地域、そ
れぞれの場において問題の発見と解決に寄与できる人材：
1. 職場においてQCサークル活動（商品やサービスの品質管
理に自発的かつ日常的に取り組む活動）をリードしPDCA
サイクルによる改善に積極的に取り組む人材
2. 職場や地域での活動において、ピア学習・循環型教育の
経験を活かし、後輩の指導に積極的に取り組む人材
3. 生活者として、地域コミュニティ活動の推進役を担い、地
域づくりや住環境の改善 活性化に貢献する人材
域づくりや住環境の改善・活性化に貢献する人材

評価
観点

観 点 の詳 細

情報
選択

① 情 報 の出 所
② 信 頼 性 ・質
③情 報 量

状 態 の記 述

現状
認識

①情 報 準 拠
②説 得 力
③論 理 的 推論

状 態 の記 述

評点 5

評点 4

評点 3

評点 2

評点１

出 所 が明 記
出 所 が不 明
信 頼 性 ・質 が高 い
信 頼 性 ・質 が 低 い、又 は判 断 不 可 能
十 分 な量
若干不足
量 は十 分
不足
無し
出 所 が明 記
情報活用の
出 所 が明 記
何 がしかの
された信 頼
姿 勢 は評 価
された情 報
情 報 は活 用
性 ・ 質 の高 い
できるが、出
情報を活用
源から信頼
している。し
情 報 源から、
所 が 不 明
する姿 勢が
性 ・ 質 の高 い
かし、 情 報 の
十 分な量の
確 。信 頼 性 も
殆 ど 感 じられ
情 報を選 択 。
量 ・ 質 共 に、
情報を選択
低く高くなく
ない
情 報 量 は若
明 らかに不
し、活 用 して
質に疑念が
干不足。
足 している
いる
ある
情 報 源 の具 体 的 事 例 に 基 づく
具 体 事 例 への 参 照 不 十 分
説 得 力の高 い
説 得 力 が 余 り 高 くない
論理性に
論理性が
論理性に
論理性若
独断的
干難
難
高い
若干難
情 報 源 の具
体的事例に
基 づく 現 状
把握。論理
的推論と説
得 力のある
説明

情 報 源 の具
体的事例に
基 づく 現 状
把握。説得
力 はあるが、
論理 性に少
し難 があり

情 報 源 の具
体的事例に
基 づく 現 状
把握。説得
力 はあ ま り高
くなく、論 理
性 にも欠 如

情 報 源 の具
体的事例へ
の参 照が不
十 分 で、説
得 力 にも、論
理性にも欠
ける

現状説明に
おいて情 報
源への参照
が殆 どなされ
てお ら ず、 独
断 的 で説得
力 がない

評点 5

評点 4

評点 3

評点 2

評点１

1.情報選択
8.プレゼン

7.結論導出

5
4
3
2
1
0

6.調査分析

2.現状把握

3.本質理解

4.課題価値
5.行動計画

図２： 課題対応力コモンルーブリックとレーダーチャート

＜実績・成果＞
•

BAL値の活用が進み（BAL値㋐はシラバスに掲載）、教員
の授業改善と学生の授業選択の参考にできる環境が整い、

•
•

全授業のBAL平均値やAL導入授業の割合が増加
地域ゼミ必修化により全学生がPBL型授業を受講可能になっ
た（必修AL科目の増加）
教職科目における循環型人材教育の実施、課題解決型イン
ターンシップ（PBI）受講生の増加

の構築も、実施する予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
•

ALヒエラルキーに基づく「BAL」評価システムや、それを活用し
た全学的な授業改善の試みは他に類例が無い。また、コモン・
ルーブリックによる課題対応力評価システムと共に、総てコン
ピュータシステム化され、活用しやすい状況が実現されている。
その点、他学にも十分参考になり、普及が期待できる。
地域ゼミの必修化を通じて、大学教育への企業・自治体・団
体・住民の協力体制が構築された。地域ぐるみで大学の教育
改革に取り組む環境ができた点は大きな成果であり、社会に与
えたインパクトも大きい。

【今後の取組の計画】
事業実施体制：今後（補助期間終了後を含む）も、TUALとAL推進
事業実施体制
今後（補助期間終了後を含む）も TUALとAL推進
委員会を中心に、全学が協力して授業改革を進めていく。
一般講義を含む全授業におけるAL促進：整備した「BAL値測定シ
ステム」について、その改良を進めると共に、測定・収集した数値の
活用を本格化する。ゼミ・講義などの授業タイプや学生の属性と関
連付け、教育効果との相関の可視化をめざす。
PBLを４年間の継続的な学びとするカリキュラム改革：「地域ゼミ」
内容的 充実を図
共 、 専門
」（
年次）
の内容的な充実を図ると共に、「専門ゼミⅠ・Ⅱ」（３・４年次）にお
ける地域課題活用を推進する。2019年度より一部の専門ゼミにお
いて地元企業等と連携して地域課題解決に取り組むPBL型の卒業
研究を実施する予定になっている。
その他：2016年度より新たな課題に据えられた「高大接続改革」を
推進すべく、今後もALをテーマとする高大接続ワークショップの実
施を継続する。特に、外部評価委員会に参画いただいている域内
高等学校教員の方々（2017年度より増員）の協力を仰ぎつつ、そ
の
のニーズに合わせたセミナーを開催していく。
ズに合わせたセミナ を開催して く ALを中心テーマとし
ALを中心テ
とし
「大学の学び」を高校生に伝えるWEBサイトや入学前教育システム

PBL リテラシー（ALへの導入）教育の標準化

所長（学長）
企画戦略室長補佐
ALプロデューサー

AL推進会議

地域課題をテーマとするPBLの体験

専門知識活用による本格的PBL

AL度数（BAL）

教務委員会

教
授
会

FD委員会
各種委員会

地
域
連
携
C
次
長

AL研究所 と AL推進会議（改革推進の中核）
 各委員会・部局と連携し、改革のPDCAを実行・
管理
 AL教育の推進と実施状況・教育効果の測定
 FD・SD活動 （ALに対する教職員意識の醸成）
 地域の自治体・企業等、外部機関との連携
 新AL手法の開発

低次

授業形態

レベル 0

一方向的な授業

講義のみ

レベル 1

知識定着のためのALⅠ

①読書、感想・意見の発表
②視聴覚教材の利用

レベル 2

知識定着のためのALⅡ

③感想・意見の文章化、演習・
実験、④ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論Ⅰ

レベル 3

課題解決に向けたALⅠ

⑤ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論Ⅱ、情報取得・実
地活動（調査）、ﾃﾞｰﾀ解析

レベル 4

課題解決に向けたALⅡ

⑥結論・提言、外部発表（ﾌﾟﾚｾﾞ
ﾝ）活動、ピア学修

ポンチ絵

外
部
評
価
委
員
会

高次

全学的な
AL推進の
体制構築

モニタリングシステム
 学生の視点から授業のAL化を評価

AL推進と効
果の可視化
教職員育成
（FD・SD）

新ＡＬ
手法の開発

外部AL評価委員会
 外部のAL先進研究者を加えて構成
 目標達成度・事業実施状況をチェック

AL教育の推進とその効果の可視化
AL手法の研究開発と共有化（FD・SD）
AL推進に向けた教職員意識の醸成

循環型人材教育（ピアサポート制活用）
CASK2.0 （Cyber Campus）活用による
Flipped Classroom の促進
PBI（Project Based Internship）の促進
etc.

⑤

③
④

講義
AL度

学生
満足度

2019年度
(目標)

ALを導入した授業科目数の割合

75.5％

88.4%

95.0％

AL導入度測定値（BAL）の
全授業平均値

AL科目のうち、必修科目数の割合

23.0％

29.4%

25.0％

高次ALを導入した授業科目の割合

ALを受講する学生の割合

82.5％

100.0%

100.0％

11.7科目

11.4科目

ALを行う専任教員の割合

95.3％

学生１人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間（1週間当たり）

5.0時間

目標値（表を作成）

学修
効果

例： 循環型人材
教育 システム
EQ
Ⅱ

EQ
Ⅱ

学生：学ぶ

ﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

学生：教える

EQ
Ⅰ
学生：学ぶ

2017年度
(実績)

学生１人当たりAL科目受講数

②

先進的AL手法
の開発

2014年度
(起点)

具体的な実施計画における指標

BAL平均： 1.7

⑥

上記AL化手法 ①～⑥ 導入に対する、各講義の
• 「講義AL度」・「学生満足度」・「学修効果」（⇔ルーブリック開発）の測定・公開
• 「BAL平均（全15（30）回に亘ってのAL度数の平均値）」の測定・公開

教育改革の３つの軸

①

具体的な内容

ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

2014年度
(起点)

2017年度
(実績)

2019年度
(目標)

‐

3.1

3.2

18.1％

49.6%

30.0％

PBI実習先数

3社

7社

12社

22.0科目

ALに関する学内セミナーの実施回
数

1回

3回

4回

77.8%

100.0％

ALに関する学内セミナーへの教員
参加率

27.7％

55.1%

84.4％

12.4時間

20.0時間

教員のAL関連の教育貢献型研究
（論文数）

5件

13件

6件

具体的な実施計画における指標

徳山大学

ー

学
部
長
・

4年次

「EQⅢ」 （ｿｰｼｬﾘﾃｨｰ）
「意思決定科学」 「ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ」

講義のAL度・学生満足度・学修効果の把握 ： BAL（Barometer of Active Learning）

徳山大学ＡＬ研究所（ＴＵＡＬ）

進
路
支
援
委
員
長

3年次

「EQⅡ」 （ﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）
「問題発見と解決」

アクティブ・ラーニング

地域課題を
テーマとするAL

2年次

「EQⅠ」 （ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛ-ﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）
「行動ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」

ALのﾍﾞｰｽとなる、認知的・
社会的汎用能力の育成

AL推進組織

教
務
部
長

本事業の取組やその成果は総て、学内外の論文誌をはじめ、各
本事業
取組やそ 成果 総 、学内外 論文誌を
め、各
種のセミナー・学会等で報告されている。また、同じテーマ（AL）や
他のテーマ（学修成果の可視化、複合型）においてAP事業に採択
された他大学との共同ワークショップ開催や、発表・議論参加を積
極的に進めてきた。そこで得られた意見・感想・評価・質問はAL推
進委員会にフィードバックされ、取組改善のPDCAに役立てられて
いる。また、AL専門家、地域経済人、域内高等学校教員からなる
外部評価委員会を設置、毎年、AL勉強会や地域ゼミ合同発表会
等と同時期に委員会を開催し 本事業 取組に関し 様々な立場
等と同時期に委員会を開催し、本事業の取組に関して様々な立場
から多角的な評価・助言を受け、取組改善に努めている。

テーマⅠ

アクティブラーニング
（AL）を4年間の継続的な
学びとして体系化

F
D
S
D
委
員
長

【本取組の質を保証する仕組み】

1年次

教育改革

学
生
モ
ニ
タ

•
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

福岡工業大学
教職協働による「AL型授業推進プログラム」
【取組の概要】
本事業は、本学の人材育成目標（「自律的に考え、行動し、様々な分野で創造性を発揮できるような人材（実践型人材）の育成」）を達成する
ため、本学の教育改革のフレームに「教授方法の質的転換」を加え、その具体的方策としてアクティブ・ラーニング（以下AL）の全学的展開を推
進、学生の「知識定着」と「能動的な学習態度の涵養」の実現を図ろうとする取組である。
具体的には、事業期間を通じた実施計画である「AL型授業推進プログラム」を策定し、①教職協働によるAL型授業推進体制の構築、②３つの
ポリシー改訂、③AL事例調査・研究、④ALテーマ講演会、報告会、⑤AL対応「クラス・サポーター」育成、⑥AL対応教室整備、⑦AL型授業
アーカイブシステム構築、⑧在学生・卒業生アンケート、⑨成果公表の各課題に取り組む。
また、本事業により、AL型科目の割合、AL型授業受講生の割合、ALを行う専任教員の割合のそれぞれを８割まで引き上げる。

【取組のポイント】
➢

テーマⅠ

➢
➢

アクティブ・ラーニング

➢

AL型科目の割合・ALを受講する学生数の割合・ALを実施する専任教員の割合をそれぞれ8割
まで引き上げ、学生の学びの変容と成長を目指す。
クラス・サポーター（CS）の活用により、AL型授業の効果的運営と学生の学習深化を図る。
AL型授業に先駆的に取り組む教員をファカルティ・ディベロッパー（FDer）として認定し、AL全学
展開の先導役としてAL手法の共有化と効果検証を推進する。
学習ポートフォリオ（FIT-AIM）を導入し、学生の学びの可視化と振り返りを促す。

【キーワード】
「AL全学展開」、「クラス・サポーター（CS）」、「ファカルティ・ディベロッパー（FDer）」、「学習ポートフォリオ」

【人材育成目標】

福岡工業大学

本学の人材育成目標は「自律的に考え、行動し、様々な分野で創
造性を発揮できるような人材（実践型人材）の育成」である。
実践型人材が修得すべき知識・能力を以下のA～Iの要素に分け、
各学科において、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）として設定して
いる。
A.地球的観点から多面的に物事を考える能力とその素養
B.技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、及び社会に対して負っ
ている責任に対する理解
C.数学及び自然科学（人文社会科学）に関する知識とそれらを応用
する能力
D.分野において必要とされる専門知識とそれらを応用する能力
E.種々の科学技術、情報及び知識を活用して社会の要求を解決する
ためのデザイン能力
F.論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力
G.自主的、継続的に学習する能力
H.与えられた制約の中で計画的に仕事を進め、まとめる能力
I.チームで仕事をするための能力

【教育上の課題】
本補助事業全体の目的は、本学の人材育成目標（実践型人材の
育成）を達成するため、学生の「知識の定着」と「能動的な学習態度
の涵養」の実現を図ることである。その方法としてALの導入、活用が
効果的であるとの知見はキャリア教育の充実・強化の活動等のいくつ
かの試みを通じて学内で共有されてきたが、実践例、ノウハウの共有、
効果測定等については十分なものがなく、全学的、組織的な展開に
は至っていなかった。この主要な要因は、これまでの本学の教育改
革では、実践型人材育成のための制度的枠組みの構築に努めなが
らも、教育現場での具体的、実際的な教授方法を提示しきれていな
かったことにある。
そこで、本事業では本学の教育改革のフレームに「教授方法の質
的転換」を加え、その具体的方策としてAL型授業の全学的、組織的
な展開を加速的に進めていく。加えて、「能動的な学習態度の涵養」
に関する評価方法を確立し、「知識の定着」と併せて客観的な評価を
行うことにより、本学における質保証を伴った教育を実現していくこと
が課題である。
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（CSを活用した授業）

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
全事業期間を３つのフェーズに整理し、以下の取組を実施している。
 第1フェーズ：条件整備（2014～2015年度）
・実施体制の整備（教育技術開発WG設置）
・３つのポリシーの見直し
・AL対応講義室の整備
・授業アーカイブシステムの導入
・AL実践研究会の発足
 第２フェーズ：全学展開（2016～2017年度）
・ファカルティディベロッパー（FDer）の認定
・ALをテーマとした報告会・研修会(FD Café)の開催
・学生FDスタッフ（FIT-join）による授業改善活動開始
 第３フェーズ：評価・改善（2018～2019年度）
・学習ポートフォリオ（FIT-AIM）の導入
・PROGテストによる事業成果の検証
・能動的な学習態度の評価指標(ルーブリック)開発
・卒業生調査・企業担当者ヒアリング実施

＜実績・成果＞
本学におけるAL型科目の割合・ALを受講する学生数の割合・AL
を実施する専任教員の割合は事業終了を待たずにそれぞれ80％
を超え、学生の学びの変容と成長に一定の成果を見ることができる。
中でもALを行う専任教員の割合は、事業開始時64.4%（2014年
度）から95.7%（2017年度）に上昇、AL全学展開の具体的かつ実
質的展開が図られたといえる。実質的展開を後押しした方策として、
FDerによる授業実践例の共有や、CS活用による学生の学びの深化、
教員・職員・学生による授業改善活動の実践等がある。

（FD Caféの様子）

【今後の取組の計画】

【本取組の質を保証する仕組み】

＜取組の計画＞

＜成果の測定項目＞

これまでの取組をもとに事業成果を点検・検証し、取組の改善に
つなげるとともに、事業期間終了後の取組継続に向けた体制を整
備する。具体的には、2018年度から2019年度に実施予定の卒業
生調査および企業担当者へのヒアリング結果等から本学の人材育
成目標達成に本事業がいかに寄与したかについて成果検証を行う。

ALの進展に伴う成果を測る指標として、学生の「知識の定着」と
「能動的な学習態度の涵養」について９項目を設定し、それらの調
査結果をもとに取組の点検を行い、改善に繋げている。具体的には、
「知識の定着」については学業成績・資格取得者数、「能動的な学
習態度の涵養」については授業外学修時間、PROGテスト、授業
アーカイブ利用数と視聴時間、学生の社会的活動へのコミットの度
合い（ボランティア活動や地域活動への参加率）、就職活動の状
況（就職先が自分の目標に適っているとした満足度）、卒業後の生
涯学習姿勢を項目として設定している。PROGテストについては、１
年次（2015)と３年次（2017）で追跡実施し、結果を比較したところ、
リテラシー能力はすべての学部で伸長したが、コンピテンシー能力
では学部ごとに異なる結果となった。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

＜点検・成果公表＞
外部評価委員３名を含む評価委員会を各年度２回開催し、高等
学校・産業界・教育専門家からの助言を受けながら取組の改善を
行っている。また、各年度で「事業報告書」および「FD Annual
Report」を発行し、学内外への情報公開および報告を行っている。

テーマⅠ

 クラスサポーターを育成・活用し、AL型授業の効果的運営と学
生の学習深化を図るノウハウは他学でも参考モデルとなる。
 本学で開発した学習ポートフォリオ「FIT-AIM」は、主体的学びを
促進する機能（ルーブリックによる主体性評価、授業外学修時
間の計画・実施、LMSによる学びの記録等）を取り入れており、
他学でも参考モデルとなる。
 学生FDスタッフ「FIT-join」の活動は、学生を学びの主体者とし、
教職員と学生を繋ぐ授業改善活動の実例として他学でも参考
モデルとなる。

アクティブ・ラーニング
福岡工業大学

ポンチ絵

2014年度
(起点)

2017年度
(実績)

2019年度
(目標)

AL(アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

53.6%

80.2%

80%

AL科目のうち、必須科目数の割合

31.4%

36.4%

20%

ALを受講する学生の割合

96.6%

89.5%

80%

10.4科目

13.5科目

10科目

64.4%

95.7%

80%

学生1人当たりのAL科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）

ー

6.3時間

20 時間

ファカルティディベロッパーの人数

―

2人

4人

20人

75人

60人

指

標

目標値（表を作成）

学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員数の割合

クラス・サポーターの人数
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

崇城大学 アクティブ・ラーニングの基礎となる自律学修マインドを醸成
～学生の自律学修マインド育成と単位の実質化～
【取組の概要】
本学では、グローバル技術者育成を目指し、2010年度より15名に及ぶネイティブ教員による英語教育施設(SILC)を立ち上げた。また同時に
アクティブ・ラーニング(AL)のためのSelf-Access Learning Center(SALC)を設置して教員を配置し、独自の英語教育自律学修プログラムを
構築してきた。全学学生数約3,500人の内、SALC利用者数は4年目で当初の10倍以上の約18,000人/年まで増大し、学生の自律学修マイ
ンド育成に貢献してきた。このSALCで培ったノウハウを全学に普及させるために、本学ALの拠点となる全学SALC及び学科SALCを設置する。
また、これらのSALCにおいて、個々の学生の自律学修を促し各専門科目の講義と図書館利用を連携させるファカルティーデベロッパー(FDer)
と学生ファシリテーターの育成を目指す。図書館の入退館システムと連動させて、学生の自律学修時間を把握し、単位の実質化をはかる。

【取組のポイント】
テーマⅠ

➢
➢
➢
➢
➢

アクティブ・ラーニング

アクティブ・ラーニングに対応できる学科SALC環境の整備
学生ファシリテーター・留学ファシリテーターの養成
錬成会によるファカルティデベロッパーの技量養成
ファカルティデベロッパーらの協力によるアクティブ・ラーニング授業の増大
全学SALC・学科SALCでのファカルティデベロッパーと学生ファシリテーターによる
学生の自律学修支援

【キーワード】

ファカルティデベロッパーによる学科SALCでの自律学修指導

「アクティブ・ラーニング」、「自律学修」、「学習アドバイジングスキル」、「学生ファシリテーター」

【人材育成目標】

崇城大学

全学科にSALCを設置し、学生の自律学修を支援するとともに、ア
クティブ・ラーニングを行うことのできる環境を整備した。また、ファカ
ルティデベロッパー（FDer）にSILC/SALCで培った「学習アドバイジン
グスキル」を錬成会で身に付けさせ、学生の主体性を引き出す学
修支援を全学SALC/学科SALCにてできるようにした。引き続き、
授業で出された課題に対し、積極的にFDerや学生ファシリテーター
に相談し、全学SALC/学科SALCを利用して取り組み、FDerが中心
に、ICTを活用して自宅で自律学修が可能なアクティビティを開発し、
アクティブ・ラーニングを促す。アクティビティの成果は成績に反映
させる。

全学SALCにおける学生ファシリテーターによる自律学修指導

【教育上の課題】
本学では、アクティブ・ラーニングを導入した授業科目の割合及
びアクティブ・ラーニングを受講する学生の割合が本事業がスタート
した2014年度時点より増加していることから、アクティブ・ラーニン
グの取組が浸透していることが伺える。しかしながら、同時に教育改
革の一環として学部教育の見直しを行っており、その中で必修科目
の数も増加していることから、必修科目中でのアクティブ・ラーニン
グの割合が計画通り伸びていないことが課題である。また、これらの
取組によって、学生の主体性がどのように伸びているかを、客観的
に評価しうる指標の構築が課題であると思われる。現在、すべての
科目の学修到達度目標に対する学生の振り返り（ポートフォリオ）を
実施しており、このポートフォリオの結果とアクティブ・ラーニング導
入との相関を各教科にフィードバックすることによって、アクティブ・
ラーニングのさらなる普及に努めたい。
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【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
英語教育の自律学修施設SALCの利用者が増大したノウハウを、
他の教養科目・専門科目に普及させ、学生の自律学修マインドの
醸成を図るために、各学科に学科SALCを設置した。また、そのノウ
ハウの一つに学生との対話を通じて、学生の自律学修を支援する
「学習アドバイジングスキル」があり、これをFDerを中心とした錬成会
によって、専門学科の教員等に普及している。 さらに、FDer錬成
会には、学生ファシリテーター（後輩学生の自律学修相談にのる先
輩学生）が参加し、アクティブ・ラーニングを実施する上での教員の
視点と学生の視点が共有できるようになった。これらの取組の結果、
アクティブ・ラーニングがより効果的かつ効率的に実施されている。
さらに現在、もう一つのノウハウである学生の習熟度に応じて、学生
が課題を自分で選択できる各科目のアクティビティーの普及を図っ
ている。また、2018年度より崇城大学教育刷新プログラムを独自に
開始し、全科目のシラバスに記載されている学修到達度目標に対
して、学生がどの程度目標が達成されたかを振り返るSOJOポート
フォリオを実施する。この教育改革を「学生の自律学修マインドを醸
成する」本AP事業と連動させることによって「学生が何を学んだかで
はなく、何ができるようになったか」を常に振り返り、学生の主体的な
学びを育むことを目指している。

＜実績・成果＞

【本取組における成果と社会へのインパクト】

 学生の主体的学びの意識改革に成功
 学科SALCを利用した学生の自発的な学習サークルの発足
 学科横断型の「教職サークル」の活動により、現役の教員採用試
験合格者をAP事業採択後ほぼ毎年輩出
 大学公認の起業部が発足し、学生が課外活動としてビジネスプラ
ンを練り、コンテストに応募、文部科学大臣賞を受賞
 第6回全国英語プレゼンテーションコンテストで文部科学大臣賞
（最優秀賞）を受賞
 課外活動や研究活動、ボランティア等で主体的に活躍した学生
を表彰する「学長賞」を設置

 近 隣 の 大 学 との 連 携 協 定 を 締 結 し 、本 取 組 で 行 っ てい る
FDer錬成会を共同開催
 語学教育での主体的学びのノウハウである「学習アドバイジング
スキル」を本取組によって、理系の各専門分野に適用可能な
スキルに発展普及させることが可能になる。
 理工系の学生の主体性を育てる観点で、大学と高等学校の
視点を共有（特にSSH採択校との連携開始）
 本取組の発展として、全学科全教科目で本学独自の学修到達
度ポートフォリオによる振り返りを実施し、アクティブ・ラーニング
との相乗効果で各科目の単位の実質化をはかると同時に、「学
生の主体性を醸成する」学修PDCAサイクルを確立し、社会へ
の普及をはかる。
 英語教育の中で培われてきたSALCという概念と学修環境と
そのノウハウを他の教養科目・専門科目へ普及するための取組
 特別講演会の開催（学外に向けて発信）

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

テーマⅠ

【本取組の質を保証する仕組み】
＜報告書の発行および外部評価＞
年度末に「崇城大学大学教育再生加速プログラム取組報告
書」を発行し、各年度の取組内容について振り返り、本取組の進
捗状況を適切に評価するため、外部評価委員として大学及び企
業から2名に参画していただき、事業評価を実施している。

アクティブ・ラーニング

2018年度から実施予定の崇城大学教育刷新プログラム（SEIPⅡ）の中で、個々の学生の学修状況を把握し、授業を振り返らせ
PDCAを回すための４つのSOJOポートフォリオを稼働させる。このポー
トフォリオの中に、全授業科目を対象とする「学修到達度ポートフォリ
オ」を設定し、シラバスの「到達度目標」の学生自身による自己評価
レポート項目を設ける。この振り返りの中で一部ルーブリックを活用す
る。この取組によって，学生自身にどこまで主体的な学びができたか
を振り返らせ、それを教員のFD活動にも利用する。

崇城大学

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

AL（アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

12.2％

21.0％

25.0％

ALを受講する学生の割合

58.7％

95.3％

100％

1.5科目

4.0科目

2.2科目

ALを行う専任教員数

35.6％

63.2％

60.0％

学生１人当たりのAL科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）

2.3時間

5.0時間

4.0時間

アクティブ・ラーニングに関するFD受講者数

16人

167人
(実数)

23人

優れたリーダーシップを持つ学生の養成数

289人

899人

900人

指

標

目標値（表を作成）
学生１人当たりAL科目受講数
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」

事業期間：2014年度〜2019年度

仙台高等専門学校 全ての学生の能力を十分に伸ばす教育システムの構築
～A3学習システム（能動的（Active）・自律的(Autonomous)・先進的
(Advanced)学習）を中心とした人材育成の実践と普及～
【取組の概要】
【取組
要】
仙台高等専門学校は、2014年度「大学教育再生加速プログラム」テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）の採択を受け、従来型の教育システムを
抜本的に改変し、アクティブ・ラーニング（AL）を取り入れた次世代型の教育システムを構築・実践している。本事業で目指す教育システムは「全
ての学生の能力を十分に伸ばす」ことを目的として、（A）AL型授業（従来の科目にALを導入）、（B）科目横断的な問題解決型/プロジェクト型PBL
（Problem/Project Based Learning）、（C）マイペース完全習得学習（eラーニングなど）から構成される。これらを実現するために、徹底した教員の
教育能力開発と向上、新たなカリキュラム開発、授業を効果的かつ効率的に実施するためのICT機器をはじめとしたインフラ整備、実践を支援す
るための体制整備等を重点的に行う。これにより、21世紀を生き抜くスキルを持った人材、並びに、新しい分野を切り開く有益な人材の育成を目
指す。

【取組のポイント】
テーマⅠ








アクティブ・ラーニング

（
（
（
（
（
（

学
学
学
教
教
教

生
生
生
員
員
員

）学生たちの学びのスピードにあわせた学習スタイルの選択
）課題発見力および問題解決力、さらには創造力や実践力を育むPBL授業
）自らまたは学生同士の学び合いによる深い知識の習得
）若手の新任教員をはじめとした授業スキル向上・改善に向けた研修
）効率的かつ効果的なAL授業の実践に向けた教室などの環境整備
）全国高専の教育改革モデルとなるような新たな教育システムの構築・展開

【【キーワード】
】
「A3学習システム」、「アクティブ・ラーニング（AL）」、「問題解決型・プロジェクト型学習（PBL）」、「マイペース完全習得学習（ML）」、「教員研修（FD）」

【人材育成目標】

仙台高等専門学校

これからの時代において、私たちの暮らしや仕事に人工知能（AI）が
浸透していくことが予想される。そのなかで、エンジニアとして生き抜く
ためには、学生たちが高度な知識や世界水準の技術を身につけるだ
けにとどまらず、自律的、協働的、創造的な姿勢で地域と世界が抱え
る社会の問題に立ち向かっていく力が必要である。
る社会 問題
ち向
く力 必要 ある。
仙台高等専門学校では、A3学習システムを通じて、上記の能力に
加えて科学的思考力を身につけ、これからの時代を生き抜くための
突出したスキルを備えた人材を養成する。併せて、今後これまでに存
在しない産業や分野を創造できる人材の養成を目指す。

【教育上の課題】
仙台高等専門学校では、これまでの教育改革により、2017年度ま
でにALを受講する学生の割合は100％に達している。また、カリキュ
ラム開発にともない、PBL型科目が新規に13科目開設されている。
一方、AL型あるいはPBL型の授業が導入されたことにより教育の質
が変化し、その効果が学生たちの主体性や技術者として必要なスキ
ルの向上に結びついているかについての客観的な評価や分析がまだ
十分とは言えないのが現状である。
十分 は言えな
現状である。
また、AP事業をはじめとする教育改善の取組について、これまでは
次世代型教育推進室が企画設計を行い、実施に対する評価改善も
次世代型教育推進室が担っていた。実施に際しては他部署と連携し
ながら進めていたものの、事業改善やカリキュラム開発が他部署にお
いてどこか他人事のように受け止められる傾向があり、学内全体の取
組としてはやや課題が残る状況にある。
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【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
A3学習システムを活用することにより、突出したスキルを持った人
材を育成する目標実現のために、４つの重点実施項目を掲げて取
り組んできた。具体的な項目としては、①教員研修、②カリキュラム
開発 ③インフラ整備 ④情報発信 さらに授業評価改善手法や
開発、③インフラ整備、④情報発信、さらに授業評価改善手法や
ジェネリックスキル評価結果の活用などが挙げられる。
 教員間の精神的な垣根を取り払い意見交換を行う場としてカフェ
スタイルの双方向型FDの実施
 若手の新任教員を中心に教授スキルや授業設計スキルの向上を
目的とした研修や勉強会の実施
 A3学習システムに基づく、AL型授業の導入およびPBL科目の開発
 マイペ
ス完全習得学習の実現に向けたアクティビティ（課題発
マイペース完全習得学習の実現に向けたアクティビティ（課題発
見・解決型PBL）+CBT（Computer Based Testing/Training：到達
度確認テスト）の開発と実践
 学生用校内無線LANの整備とBYOD（Bring Your Own Device）学
生の所有端末の活用
 大型教室の不足問題に対応するために、通常教室の仮想大教室
化を実現する環境整備
 効果的かつ効率的なAL実施のため、AL教室整備および普通教室
改修（無線LAN、ホワイトボード、プロジェクタなどの設置）を実施
 学会発表に加え、小中学校・高校・大学教員参加のもとフォーラム、
研修、公開授業を開催
 授業評価・即時改善ツールの開発と運用および全国の大学や高
専への展開
 学生の汎用的技能（ジェネリックスキル）を客観的な指標として、
AL要素との相関を分析

＜実績・成果＞

【本取組における成果と社会へのインパクト】

2017年度は成長期として、AL型授業の積極的な実践継続・展開・
改善を行った。一般科目や専門科目それぞれの授業において、何ら
かの形でAL要素が取り込まれており、学生たちの主体的かつ対話的
で深い学びが促されるような工夫が行われている。加えて、学生たち
の学びの環境を整備することにも力を入れ、従来型の教室や空き教
室などをALが実施しやすいようにデザインした
室などをALが実施しやすいようにデザインした。
また、ALを実践する専任教員の割合は、事業開始時（2014年度）
の62.7％から98.3％へと増加し、学生だけなく教員間にもALが浸透
している。さらに、ALやPBLなどの新カリキュラムを支える仕組みとして、
双方向型FDや授業改善の勉強会を開催した。ほかにも、独自の授
業評価・即時改善ツールやジェネリックスキル評価を活用することで、
学生たちの成長や授業の不満・達成度などを主観的かつ客観的に
把握することが可能となり、将来的に突出したスキルをもつ人材の育
成に向けた基盤が整備された。

 全国高専へ教育システムの普及・展開が可能である。
 宮城県教育委員会との包括連携協定締結や仙台市、名取市と
の連携、さらには小中学校・高校・大学教員、塾関係者参加の
フォーラム、研修、公開授業の開催を通して，高専以外の教育機
関および関係者への取組の波及効果が期待される。
 APテ
APテーマ選定高専による合同フォーラムを開催し
マ選定高専による合同フォ ラムを開催し、他高専とのさ
他高専とのさ
らなる連携強化と重点的な情報発信を図ることができる。
 本校のAP事業を中心とした取組を情報発信するFacebookページ
を開設・運用することで、より幅広い層を取り込むことが可能である。

＜高専シンポジウムにおける成果報告＞
2019年１月26日の高専シンポジウムにおいて、AP事業に採択され
た６高専が行う第３回合同フォ ラムにおいて、本校も主幹校の１校
た６高専が行う第３回合同フォーラムにおいて
本校も主幹校の１校
としてこれまでの成果報告にとどまらず、高専教育システムとの融合を
目指した内容を発表・総括する。

＜全学的な運営体制構築に向けたPDCAサイクルの推進＞
AP事業全体のPDCAについて、全学的な運営によるAL推進を図る
ため、組織・運営体制の再検討・再構築を行っている。すでに体制は
固まっており、今後評価や改善を主体的に実施する組織と連携しつ
つ
つ、学内全体としてサイクルを推進していく方針である。
学内全体としてサイクルを推進していく方針である

 これまでの取組の成果を外部発信することにより他の教育機関な
どと共有するとともに、学内全体としての組織基盤を作り、AP事業
が終了後にも負担を増やさず継続できる仕組みをつくる。

最終年度には「仙台高等専門学校 大学教育再生加速プログラム
事業最終報告書」を発行し、これまでの取組内容を振り返り、学内外
へ報告を行う。また、年度末には、外部評価委員による評価を実施
する。

＜最終年度報告書の発行および外部評価＞

重点実施項目

目指す教育システム

背景（課題）

～全ての学生の能力を十分に伸ばすために～

教員研修

育成する人材像の変化

・一斉授業が多く
→ 授業についていけない学生がいる
→ 優秀な学生を伸ばしきれていない
・問題解決型授業が少ない

事業による効果

教員の意識改革、教授スキル向上等のため、
多様な教員研修及び情報提供を実施する。

アクティブラーニング型授業
到
達
目
標
設
定

ポンチ絵

学生が「自らまたは学生同士で学ぶ」活動が組
み込まれた授業。深い知識を習得すると伴に
「学ぶ力」を育む。ほとんどの授業で実践する。

問題解決型/プロジェクト型PBL
問題解決型PBLとプロジェクト型PBL。問題解
決力、創造力、実践力、プロジェクト遂行力等を
育む。PBL型授業を開発し増やす。

マイペース完全習得学習

・新たな教育システムの確立
* 学力の底上げ
* 突出した人材の輩出
* ジェネリックスキルの向上
・教員の授業力向上
・全国高専の教育改革モデル

各単元を自分のペースで学び、完全に習得し
てから次に進む学習。全ての学生が確実に知
識を習得できる。知識積み上げ型授業を中心
に開発する。

カリキュラム開発
到
達
度
評
価

目指す教育システムを実現するためのカリ
キュラム開発等を実施する。

インフラ・支援体制整備
目指す教育システムを効率的に実施するた
めのインフラ整備、実践を支援するための体
制整備を実施する。

情報発信
ホームページを制作し、成果等を学内外に
発信する。

2014年度
(起点値)

2017年度
(実績値)

2019年度
(目標値)

AL(アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

37.8%

83.7%

96%

AL科目のうち、必修科目数の割合

68.9%

60.3%

63%

ALを受講する学生の割合

95.5%

100%

100%

8.1
8 1 科目

12.3
12 3 科目

17.8
17 8 科目

ALを行う専任教員数

62.7%

98.3%

96%

学生1人当たりのAL科目に関する授業外学修時間（1週間あたり）

3 時間

15.3 時間

17 時間

調査

13 科目

25 科目

3 教室

14 教室

9 教室

－

100%

100%

指

標

学生1人当たりAL科目受講数

PBL科目開発数
AL教室数
校内無線LANの学生への開放

仙台高等専門学校

・中堅技術者から
グローバル・イノベーティブ技術者に
・21世紀を生き抜く新たなスキルの獲得

アクティブ・ラーニング

 教育の質向上に向けて、学生中心で主体的かつ深い学びへ導く
ための教員スキル向上と、新カリキュラム（2017年度から）の移
行にともなう、新規PBL科目及びMLコンテンツ作成、授業評価ア
ンケートやジェネリックスキルの客観的指標を用いた授業改善を
実施する。

教育システムの問題

テーマⅠ

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組の質を保証する仕組み】
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大学教育再生加速プログラム（AP）

「アクティブ・ラーニング」

テーマⅠ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

事業期間：2014年度～2019年度
年度

明石工業高等専門学校 15歳からのイノベーティブ・エンジニアの育成
～感情に着目したアクティブ・ラーニングによる
AbilityとCompetencyの向上～
【取組の概要】
これまでの高等教育で重視されてこなかった「学生の感情」に焦点を当て、Ability(一人で何かできる力)とCompetency(集団の中で自分の
能力を発揮できる力)を養うため、アクティブ・ラーニング(以下AL)を実施する。Abilityを養うALでは、学生に興味や知る喜びといったポジティブ
な感情を起こさせる授業法を実践し、学生の主体的学修を促す。一方のCompetencyを養うALでは、ポジティブな感情だけでなく、不安や怒り
などネガティブな感情も生まれる環境において、他者と協働する能力を修得させる。活動の中で教員はコーチ役として学生のCompetencyを向
上させる。また、ALを専門とする教員による授業調査・分析や学生ヒアリングから、新たな教授手法を確立する。本取組によって、従前の画一
的な高専教育をインタラクティブな教育へと質的変換を図る。

【取組のポイント】

テーマⅠ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

アクティブ・ラーニング

（
（
（
（
（
（

学
学
学
教
教
教

生
生
生
員
員
員

）入学直後の１年生前期に新規必修科目「アクティブラーニング入門」を開講。学修の基礎として、学び方を学ぶ。
）全4学科の２、３、４年生全員と教員全員で行う新規必修のPBL型科目「Co+work」を開講。「自立、協働、創造」を養う。
）ルーブリックの導入、ふりかえりシートの運用、PROGテストの実施で、学修の成果を可視化し、次の学修につなぐ。
）AbilityとCompetencyを養うためのアクティブ・ラーニングの手法を学ぶため全学のＦＤを企画、実施する。
）全教員が担当する「Co+work」により「コーチング力」「ファシリテーション力」を向上させ、自身の授業に適用する。
）ルーブリックの導入、毎回の授業を振り返る「ふりかえりシート」の運用で、学修の成果を可視化し、次の授業運営に役立てる。

【キーワード】
「アクティブ・ラーニング」、「AbilityとCompetency」、「感情フィードバック」、「自立・協働・創造」、「ふりかえりシート」

【人材育成目標】

明石工業高等専門学校

本取組の目的は、「学生の主体性を育み、能動的に動ける人材を
育てるための教育手法の開発と実践」としている。特に、これまで高
等教育機関では重要視されてこなかった「学生の感情」に焦点をあ
てる。行動-思考-感情はそれぞれが相互に作用しており、15歳から
の教育を行うことができる高専においては、感情への働きかけが大き
な効果を生む、という仮説に立っている。
これからの社会には、新たな知識を自分で学び、分野や立場の
違った人と協働し、新しい価値を創造できる人材が求められている。
しかしながら、現在の高専教育は、知識の詰め込みが大半を占め、
他者との関係性の希薄さ、学生の実体験の欠如など社会に向きあ
えていない。特に、教えられることに慣れた学生は、自ら学ぶことをせ
ず、与えられた知識を活かす場面にも巡り合えていない。自ら学び、
他者との協働が必要不可欠な現代において、本取組の必要性は明
らかである。

【教育上の課題】
３年間の高校教育と４年間の大学教育の知識量を５年間で教える
高専の教育方法は、これまでの知識量を重視した教育としては一定
の成果を上げてきたが、社会変化と共に卒業後に求められる能力も
変化してきた。ICTの発達により知識の取得が容易となり、また複雑な
社会問題を解決していくには新たな知識を自分で学び、分野や立場
の違った人と協働し、新しい価値を創造する能力が求められる。その
中で、高専教育にも教育改革が必要となっている。学生の知識の量
を増やすことを目的とした教育から、問題発見力、必要な知識を自
分で調べる習慣や方法、能動的な態度やそれを支えるスキルを身に
つける教育への教員側のパラダイムシフトが必要である。また、社会
のグローバル化の中で英語力の向上に加え、地球的視野、世界の多
様性の認識といったグローバルセンスが求められている。
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【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
本事業の中心となる取組は、１年生の必修科目「AL入門」の開講、
それに続く全４学科２、３、４年生の学生約500名と全ての専任教
員63名による、自立、協働、創造の力を養うことを目的とした学科
学年横断型PBL科目「Co+work(コープラスワーク)」（必修科目）の
開講である。Co+workでは、全教員が担当し、テーマ相互検討会の
導入、教員８人組による意見交換会など、教員相互の授業運営に
対する学び合いも促されている。また、この科目の導入を契機に、
すべての学科でPBL型科目をさらに増加させるためのFDを計画する。
本取組の特色としている学生の感情把握については、オリジナルの
ふりかえりシートを用いて実践し、分析結果を国際学会で発表、公
開する。取組の評価として、学生のCompetencyの変化をPROG試
験を用いて実施する。









「アクティブラーニング入門」「Co+work」の実施
教職員勉強会を定期的に開催
教職員を学外研修会・勉強会へ派遣。AL先行事例などを視察
感情フィードバックに関するふりかえりシートの運用
学内AL実践調査、使用状況調査
卒業生追跡調査の実施
外部評価として有識者懇談会を開催
自立、協働、創造の能力を養成するためのルーブリック
（「Co+work」向け）を開発し運用
校長

事務部長

イノベーションオフィス長

学生課長

技術教育支援センター長

グローバルエデュケーショ
ンセンター長
教務主事
（教育改革担当副校長）
学生相談室長
テクノセンター長

情報メディアセンター長

アクティブラーニングセンター長

教務係

広報委員長
・教育方法・教育資源・教育環境開発部
・教育効果評価部門
・FD部門
FD・SD教職員のスキル向上
Co+work改訂
PBL授業の展開
事業効果の確認（有識者会議、外部評価）

・学生アンケート
・授業公開
・成績処理
・協働学習センター
の利用

＜実績・成果＞
本取組の実績は、１つは「自立・協働・創造」の能力養成に主眼を
置いたPBL型授業科目の設置およびそれによる学生の能力向上であ
る。２つめに、教員相互の授業運営に対する学び合いを促す仕掛け
の導入による授業力向上である。教職員を対象とした教授法勉強会
では、お互いの授業を見合う場をつくり、教員が主体的に、授業改善
を行ってきた。本取組で特色としている学生の感情把握については、
新たに開発したふりかえりシートを用いて実践し、分析結果を国際学
会で発表、公開した。2016年度末には、講義形式の授業およびPBL
授 業 （ AL 入門 、Co+work） を受け た学 生の Competency の変 化を
PROG試験を用いて実施し、全学生へ学級担任から面談によるフィー
ドバックを行った。分析の結果、図に示すように、これまで学年進行に
伴い変化の無かったCompetencyが明らかに伸びており、特に４年生
の成長が大きく、同年齢の大学生のCompetencyを上回る結果を得
た。
6
5.5

2016明石高専4年生

国立大学理系1年

明石高専以外全国高専4年生（2114名）

国立大学理系4年生（127名）

2018明石高専4年生

活躍している社会人平均

2018明石

2018明石

3.5

総合

対人基礎力

対自己基礎力

2016明石

2016明石

2

2016明石

2.5

2016明石

3

対課題基礎力

コンピテンシー大項目

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 学生のコンピテンシーを高める教育手法として、異なる専門分
野かつ異なる学年を混合させて行うPBLの手法、ルーブリックと
成績評価方法、テーマ決定方法、ふりかえりシート、を本取組で
開発し、実施3年後の学生の大幅なコンピテンシー向上を成果
として得た。今後、多くの教育機関に、本手法が参照され、実践
されることが期待される。また、本取組において、学生の感情に
焦点をあて、教員に授業改善のフィードバックを掛けていく方法
についても、これまでにない着眼点であることから、新たなALの
授業手法として波及効果が期待される。

【本取組の質を保証する仕組み】
＜報告書の発行および外部評価＞

アクティブ・ラーニング

2018明石

4

2018明石

得点

4.5

 入学から卒業までの一貫したイノベーション人材の育成
社会変化に対して、受け身での対応ではなく、自らの意思を持って
他者と協働しながら学び、自らの頭で考えることができるイノベーショ
ン人材を15歳から育成する。そのために、入試制度の改革（具体的
には、推薦入試にグループワークを導入）と、これまでの知識量の伝
達を重視する教育から学生の興味関心の喚起、必要な知識の自己
修得力、思考力、実践力を総合的に育てるカリキュラムに変革する。

テーマⅠ

5

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

毎年、外部有識者による有識者懇談会を開催し、取組の成果
及び次年度の計画について、評価を受ける機会を設けている。ま
た、事業報告書を作成し、取組内容について振り返り、学内外へ
の報告を行っている。

明石工業高等専門学校

ポンチ絵

指標
Abilityを養うALを導入した授業科目数の割合(%)
Competencyを養うALを導入した授業科目数の割合(%)
Abilityを養うAL科目のうち、必修科目数の割合(%)
Competencyを養うAL科目のうち、必修科目数の割合(%)
Abilityを養うALを受講する学生の割合(%)
Competencyを養うALを受講する学生の割合(%)
学生１人当たりAbilityを養うAL科目受講数(科目)割合(%)
学生１人当たりCompetencyを養うAL科目受講数(科目)
Abilityを養うALを行う専任教員数(%)
学生１人当たりのAL科目に関する授業外学修時間(時間)

目標値（表を作成）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

100％
5％
70％
100％
100％
100％
100％
5科目
100％
8時間

100％
11.7％
70％
100％
100％
100％
100％
10科目
100％
12.7時間

100％
20％
75％
100％
100％
100％
100％
15科目
100％
20時間
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

横浜国立大学
高大接続から卒業後まで学生にフォーカスする《学生ＩＲ》による主体的な学びのデザインを目指して
【取組の概要】
我が国が目指す大学教育改革の方向性を参照しつつ、本学の大学憲章と教育目標を踏まえ、「授業設計方法と成績評価の改善」を大
学教育改革の基盤と位置付け、学部教育の内部質保証システムを牽引していく両輪として「YNU（Yokohama National University）学士力
と就業力」の可視化、その原動力となる全学的な「YNU教学マネジメントチーム」の組織化に取り組む。可視化された教育成果を学生ポート
フォリオに組み入れ、「学生自らが学修成果を把握し、次の学びを主体的にデザイン」できる行動様式に変容させ、「日本社会が直面する
諸課題の解決に国際的視点から貢献するイノベーティブな人材」の養成機能を抜本的に強化する。さらに本取組による学修成果の可視
化をベースに、入口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った総合的な大学教育改革を加速させる。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢
➢
➢
➢
➢

教育課程の体系化：YNUイニシアティブ（３ポリシー）の策定、学部･大学院一体型の科目ナンバリングの導入
授業設計方法と成績評価の改善：「授業設計と成績評価ガイドライン」の策定、授業別ルーブリック、成績分布公開システムの導入
学修成果の把握：学士力・就業力の両面から把握する学修成果の可視化
学生IRシステムの構築：高大接続から卒業後まで一貫して学生の生活・学修行動調査等を体系的に実施する仕組みの開発
YNU学生ポートフォリオの構築：学修成果の把握や本学独自の学生IRを統合的に実施し、可視化できるポートフォリオシステムを構築し、
学生には主体的に学びをデザインできるツールの提供、教職員には教育改善活動（PDCAサイクル）を実質化するツールの実現

学修成果の可視化

【キーワード】
「学生ＩＲ」、「ポートフォリオ」、「学生プロファイル」、 「ルーブリック」、 「学士力の可視化」、「就業力の可視化」

【人材育成目標】

横浜国立大学

横浜国立大学は、大学憲章に掲げる実践性、先進性、開放性、
国際性を４つの精神とし、主体性と倫理性を伴う教養教育をベー
スに、少人数で実践性を重んじる校風を活かし、グローバル新時
代に活躍できる多様な視点、広い専門性を兼ね備えた《実践的
人材》、具体的には「日本社会が直面する諸課題の解決に国際
的視点から貢献するイノベーティブな人材」を学部教育の育成目
標にしている。
そうしたイノベーティブな人材になるための学修成果の目標とし
て、知識・教養、思考力、コミュニケーション力、倫理観・責任感
の《４つの実践的「知」》を掲げ、学生への意識付けを図っている。

【教育上の課題】
本学学生の特徴は、着実に結果を出す能力と人格的信頼感は
あるものの、主体性や発信力が弱く《まじめで大人しい》ことである。
これからの予測困難な社会において、自ら考え行動し、グローバ
ルに活躍できる人材を輩出するための仕組み作り、および教育改
善が本事業で解決を目指す教育課題である。
■ 主体的な学びの姿勢の醸成
YNU学生ポートフォリオを活用促進を含め、学生の学修に関する
課題を抽出し、グローバル人材の輩出等の社会からの要請に応
えられる教育プログラムを充実すること。
■ 大学教育の内部質保証システムの構築
ルーブリック活用による適切な授業設計と、アクティブ・ラーニング
の推進等の授業工夫、成績評価の適正化による授業改善PDCA
サイクルを強化すること。
■ 教学マネジメント体制の構築
一連の改善活動を実質化する全学体制を構築すること。

する視点からの総合的な取組を着実に実施している。
Phase 1～4の取組を、教育担当副学長を主幹としたYNU教学マ
ネジメントチームによる事業推進により実施し、2018年度で当初計
画の仕組みの構築をほぼ完了し、学修成果を可視化すると共に
本学独自の学生IR情報を収集するツールである 「学生プロファイ
ル」を全学導入することが出来た。主要な実績と成果は次の通り。
● Phase 1：授業設計方法と成績評価の改善
• 2015：「授業設計と成績評価ガイドライン」を策定し、全学統一
の「成績評価基準」と「授業別ルーブリック」を導入。
• 2016：3ポリシーと教学マネジメントPDCAポリシーの策定、科目
ナンバーリング、成績分布公開システムを導入。
● Phase 2、3： YNU学士力と就業力の可視化
• 2016：就業力を自己チェックし可視化するツールを開発。
• 2018：ディプロマ・ポリシーで学修成果の目標として掲げる《４つ
の実践的「知」》に基づき、学士力可視化するツールを開発。
● Phase 4： YNU学生ポートフォリオの構築
• 2016：YNU学生ポートフォリオとキャリアデザインファイルを統合
し、就業力を自己チェックするツールを導入。
• 2017：YNU学生ポートフォリオを全面改修し、学生ＩＲデータの収
集機能である学生プロファイルシステムを構築。
• 2018：学生プロファイルに学士力を可視化するツールを導入。
学生プロファイルによる学生IR情報の一元収集･管理
学修成果の可視化
学士力

2年春

思考力

1.5

コミュニケーション力

1.2
1

倫理観・責任感

状況把握力

2

5
3
1
-1

柔軟性

【これまでの取組、実績・成果】
本学では、高大接続システム改革を実現するために、第３期中
期目標・中期計画における教育戦略の機能強化パッケージとして、
本事業を位置付けてきた。３ポリシーの策定と連動させつつYNU
学士力と就業力の複眼的な可視化により、入口（入学）から出口
（卒業」）、さらに卒業後を含む質保証の伴った大学教育を実現
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2.5
2

2.5

主体性
ストレス…7

規律性

学生プロファイル

3

2.7
1.5
1.3

ポートフォリオ＞学生プロファイル＞履修登録

4年春

2.5

0

就業力

3年春

2

知識・教養

4

6

8

働きかけ力
実行力
課題発見力
計画力

傾聴力

創造力
発信力

○年○月○日
△年△月△日

 学生の連絡先

学業で頑張ったこと
学業以外で頑張ったこと
自分について考えたこと
将来について考えたこと

学生:主体的な学びのデザイン
就職活動に活用

 連絡先
 保護者

学外活動記録

 春:留学等授業外活動記録
 春:学士力自己チェックシート
 秋:学修･生活行動チェックシート

 留学
 インターン

 秋:就業力自己チェックシート

学生IR分析

振り返りシート





学生基本情報

進路調査票
 就職先
 連絡先

卒業生:交流に活用

教職員:教育改善に活用
© YNU M.Ichimura

高大接続

大学教育

大社接続

入学時：

高校時代
の意識調
査

就業力アセスメント
TOEFLテスト

相応しい
人材要件
提示

3年次：

卒業生
調査

就業力アセス

ポートフォリオ:学生プロファイル





学修･生活行動自己チェック
学士力自己チェック
就業力自己チェック
振り返りと新学期の構想

就職先
調査

卒業時
アンケ―ト

産業界ニ
ーズ調査

授業アンケート
教学IRデータ：成績、GPA等
高校卒業 ➡ 1年

2年

3年

4年

卒業 ➡ 社会人に

これらの取組を通じて、主体的な学びの姿勢の醸成には学業
と将来進路の係わりを意識させることが肝要であること、また対
人能力の向上が求められることがわかり、キャリア教育の再体系
化や全学で実施の初年次教育（YNUリテラシー教育）に反映でき
た。さらに、2017年度には学生IRの結果を分析し教育改善を図
るワーキング・グループを、教育担当副学長主導で発足させ、授
業改善PDCAサイクルを実質化する足がかりができた。

© YNU M.Ichimura

学修成果の可視化、および学生IR情報の収集の両面から学生
プロファイルを設計し、各学期の授業履修登録手順に組み込み、
全学生が毎学期着実に入力する仕組みにしたことにより：
● 学生側：学士力と就業力の複眼の可視化をベースに、主体
的な学びをデザインできる
● 教職員側：全数調査による詳細データを収集・分析により、
教育改善のための基礎データが定期的に得られる
● 学修成果の可視化という本事業の枠を超えて、高大接続か
ら卒業後まで一貫して学生にフォーカスする《学生ＩＲ》体制
の実現は、一つのモデル提示になる

学修成果の可視化

「YNU学生ポートフォリオ」の利用を定着させるために、初年
次教育（YNUリテラシー教育）の中で学生ポートフォリオを活用し
たキャリア形成教育を充実させる仕組みづくりを行う。
特に内部質保証のための教育改善PDCAサイクルを回すため
に、学生プロファイルから得られる学生IRデータや教学データ等
を活用し、教員個人・学部・全学の３つの層（レベル）における
データに基づいた教育改善活動を継続実施していく。
具体的には「教員個人レベル」では、授業別ルーブリックの作
成を含めたシラバス作成を通じてよりよい授業設計を行い、授業
実施後、全学統一の「成績評価基準」と「授業別ルーブリック」に
即して成績評価を行い、授業アンケート結果を基に自らの授業
を振り返り、次年度の授業設計に活かす授業改善PDCAサイク

【本取組における成果と社会へのインパクト】

テーマⅡ

【今後の取組の計画】

ルを定着する。「学部レベル」では、学部や学科毎に集計・分析
した学生IRデータを活用し、教育プログラムの充実を進める。「全
学レベル」では、授業アンケートや学生IRデータを集計・分析し、
例えば「学生の主体的な学びを促進するアクティブラーニング」
を推進するなど全学FD活動を実質化する。
以上のように、事業期間中に構築した様々な仕組みやツール
を組織的に活用し、事業期間終了後も継続実施していくことで、
学生の主体的な学びを通じて、本学が教育戦略に掲げる人材
育成目標の達成に適した教育システムに機能強化していく。

【本取組の質を保証する仕組み】
各年度末に、事業進捗状況に関して外部評価委員（専門知
識を有する大学関係者、民間企業の有識者）による多面的な評
価、助言を受け、事業改善しつつ推進している。
本事業終了後は、卒業生・就職先調査等により、実社会の視
点から大学教育のアウトカムを検証することで、質保証のPDCA
サイクルを実質化する。

横浜国立大学

具体的な実施計画における指標
（必須指標）

退学率

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

1.6％

1.2％

1.8％

100％

100％

春 79.8％
秋 65.8％
春 3.25
秋 3.29

具体的な実施計画における指標
（必須指標）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学修行動調査実施率

100％

100％

100％

100％

学修達成度調査実施率

100％

100％

100％

春 81.6％
秋 60.0％

100％

学生の授業外学修時間（1週間平均）

5.4H

6.3H

8.5H

春 3.28
秋 3.22

3.00

有

有

有

目標値（表を作成）
プレースメントテスト実施率（TOEFLITP）

授業満足度アンケート実施する
学生の割合

授業満足度アンケートにおける授業
満足度

学生の主な就職先への調査
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テーマⅡ

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度〜2019年度

北九州市立大学
「社会で求められる人材を育成」を目指した学修成果の可視化
【取組の概要】
北九州市立大学では、学修成果の可視化の観点から三段階の全学的な教学マネジメントの改善を行っている。
【第一段階】 本学が求める人材育成のための基本的事項の整理。
【第二段階】 学生のDP到達度を算出し、学修成果及び学修目標を自己管理する「ポートフォリオ」の確立。
【第三段階】 本学の特色である「実践型教育」の学生活動に関する、
① 多面評価の導入による学修成果の可視化、② 社会波及効果（ソーシャルインパクト）
を測定し、実践型教育の学生及び地域社会への影響を可視化。
FD研修による教育改善の取組

【取組のポイント】

テーマⅡ

 学生の取得単位数及び成績からDPの到達度を算出・表記するとともに、学生が在学期間の学修活動を記録・管理するシステム
（ポートフォリオ）を全学的に確立する。
 本学の地域創生学群や地域共生教育センター等で取り組んできた「実践型教育」の特色を活かし、学生が主体的に参加している
実践型教育活動について、多面的評価などの評価ツールを用いて、学修成果の可視化を積極的に行う。
 「実践型教育」の社会への波及効果の測定を通して、学生及び地域の変化の可視化を目指すとともに、より効果的な実践型教育
プログラムへの改善を図る。

学修成果の可視化

【【キーワード】
】
「北九大教育ポートフォリオシステム」、「実践型教育における学生多面評価及び社会波及効果の測定」、「学生活動実績認定シートの開発」

【人材育成目標】
本取組全体の目的は、本学が掲げる「地域に根ざし、時代をリー
ドする人材の育成と知の創造」を達成するため、そして、社会の
ニーズを反映し、実社会において時代をリードできる人材を育成す
るため、全学的なAP・CP・DPを整備し、厳格かつ客観的な成績評
価に基づき、社会に責任のもてる人材を輩出することである。

② 「北九大教育ポートフォリオシステム」の開発と運用
・学生個人の取得単位数及び成績より、「DP到達度」を算出
・「ポートフォリオ」の運用
（学修目標の設定・学修状況の記録・結果の振り返り・
担当教員によるコメント（フィードバック））
→2017年度より、地域創生学群の必修科目に導入、
2017年度より、地域創生学群の必修科目に導入、
2019年度より、全学導入予定

【教育上の課題】
北九州市立大学

 教育の質保証について
学生が卒業までに達成するべき質保証を的確に行うために、DP
に基づいて測定される学修到達度の妥当性を高め、そして、可視
化により得られたデータを教学マネジメントの改善に反映させること
が求められている。
 組織運営について
本取組を継続的に実施していくために、学修に関する各種多様
なデータを効率的に収集・管理する体制の整備に取り組む必要が
ある。
 学生の自己省察を促進する環境の整備について
「北九大教育ポートフォリオシステム」を活用し、学生の自己省察
を促進させる仕組みづくりを全学的に展開していく。
 社会波及効果の測定について
実践型教育における社会波及効果の測定について、そのねらい
をより具体的にした上で測定指標と測定方法を確立し、測定と改
善のプロセスをどのように運用していくのか検討する必要がある。

【これまでの取組、実績・成果】
３層構造の学修成果の可視化の観点から以下の取組を実施し
ている。
【第一段階】基本的事項の整理
・全学共通DP・CP・APの整備
・シラバスの改善（事前事後学修の記入欄の追加）
【第二段階】（学修成果の可視化によるPDCA）
① 学修行動調査の実施
→「授業満足度」、「授業外学習時間」の調査
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【第三段階】（実践型教育における成長の可視化）
① 学生の成長を評価する指標「実践活動力」の開発と
測定調査 （自己評価の実施）
実践型教育を実施する「地域創生学群」、「地域共生教育セン
ター」、「国際環境工学部」の学生を対象に、①前期開始時・②後
期終了時の２回、「実践活動力」指標により測定。
② 「多面評価」の実施
「実践活動力」指標を使い、同じ実践型教育グループの学生同士、
教員、地域受入先など、様々な立場から多面的な評価を得る。集
計結果は、担当教員によるフィードバック面談に使う。
③ 実践型教育の「社会波及効果」の測定
学生による地域活動の社会波及効果について、第Ⅰ階層（協働
者：学生と共に活動する地域の方）へのヒアリング、第Ⅱ階層（参加
者：イベント来場者などで活動に関与する方）へのアンケート、第Ⅲ
階層（ 般の方：北九州市民） のウ ブ調査 の３階層を対象に
階層（一般の方：北九州市民）へのウェブ調査、の３階層を対象に
調査を実施している。
【卒業時の質保証の取組】
・学生活動実績認定シートの開発
大学生活における学生活動実績（授業成績以外）について、大学
が認定する。DP到達度の可視化により「学生の自己省察」を促進す
るとともに、「社会に向けた質保証」を行う。

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

学修成果を可視化し、得られたデータを教育改善に活かしてい
くことで、実社会における有用な知識とスキルを身に付けた社会
で求められる人材を育成する教育プログラムの整備を目指す。
 北九大教育ポートフォリオシステムの全学展開
「北九大教育ポートフォリオシステム」は、開発及び地域創生学
群における運用は実現しており 今後は全学的に展開するための
群における運用は実現しており、今後は全学的に展開するための
環境づくりを行う。
 実践型教育プログラムの評価・教育改善の実施
現在は、主に事業計画の「第三段階：実践型教育における成
長の可視化」に取り組んでおり、①多面評価を通した、学生の自
己省察と成長を促すシステムの確立、②学生の地域活動の社
会波及効果の測定による、本学の実践型教育プログラムの着実
な改善に力を入れ、事業を推進していく。
 学生活動実績認定シートの運用
2017年度にシステム開発が完了した「学生活動実績認定シー
ト」を地域創生学群生を対象に発行している。今後はシステムの
運用と並行して、全学展開に向けたシステムの改修を行う。
 全学的な教育改革
学修成果の可視化により得られた情報は、今後もFD活動など
を通して、学内の教育改善へ活かしていく。学修成果の可視化
に限らず 本学で授業改善に取り組む優れた教員の授業実践な
に限らず、本学で授業改善に取り組む優れた教員の授業実践な
ども、教員の意識改革の一環と して紹介していく。

 地域社会での「実践型教育」について、「多面評価」及び「社
会波及効果」の測定を行うことで、実践型教育の学生と地域
社会への効果を可視化する事が可能になった。実践型教育
のモデルケースとして、取組の普及が期待できる。
 ポートフォリオを整備し、学修成果の把握、自己管理が行え
るようにし 学生の主体的な課題発見や目標設定が可能と
るようにし、学生の主体的な課題発見や目標設定が可能と
なった。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅡ

 事業年度末に、専門知識を有した外部評価委員（大学教
員）による評価を行い、事業実施計画に基づく事業進捗状
況の確認や次年度の事業計画に向けた改善点の指摘等、
それぞれの専門分野からの多面的な評価を受け、事業改善
等を行っている。
 テーマⅡの幹事校として、「学修成果の可視化のあり方検討
会議」を立ち上げ、同テーマの採択校を集めて議論を重ねて
おり、各校の取組の底上げを図りつつ、テーマ全体の成果の
発信に努めている。また、テーマⅤと共同してシンポジウムを
開催し、AP事業全体の推進に努めている。

学修成果の可視化

テーマⅡ
学修成果の可視化
あり方検討会議

北九州市立大学

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

1.5%

1.3%

1.3%

プレースメントテスト実施率

99.3%

99.8%

授業満足度アンケートを実施
している学生の割合

未実施

授業満足度アンケートにおけ
る授業満足率
学修行動調査の実施率

具体的な実施計画
における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学修到達度調査の実施率

未実施

100.0%

100.0%

92.2%

学生の授業外学修時間

1.5時間

6.84時間

15.0時間

100.0%
(※)

100.0%

学生の主な就職先への調査

有

無

有

未実施

79.6%

85.0%

ディプロマポリシー達成度の
測定の実施

7.4%

100.0%

41.0%

17.2%

100.0%
(※)

100.0%

学生評価指標を用いた実践型
教育プログラムでの成績評価

未実施

19.2%

25.0%

目標値（表を作成）

具体的な実施計画
における指標

※全学生を対象として実施したが、調査期間内で回収できた実際の回答率は83.9％
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

八戸工業大学
学修の過程の振り返りを支援する達成度評価の確立と可視化
【取組の概要】
本学では、学生が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確化するために、ディプロマ・ポリシーの属性として、学生が修得すべき知
識・能力・態度等を20個（表参照）抽出、修得因子と定義し、学期末に学生が修得因子の主観的達成度を自己評価することで、学修成果を
実感する経験を積み重ねている。学生の成績履歴から達成度を分析する手法を確立し、達成度を個々の学生に還元し、４年生に対しては、
ディプロマ・サプリメントを発行するに到っている。本学の学修成果の可視化は、７つの可視化（①学修支援の可視化、②成績評価の可視化、
③教育課程の可視化、④学修取組の可視化、⑤達成度評価の可視化、⑥教育実践の可視化、⑦教員業績の可視化）によって具体化して
いる。学生、教員の自己省察を促したり、教職員の組織学習を支えるために４つのポートフォリオを構築、取組記録を集積している。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢ 修得因子の定義によって、修得因子ごとのカリキュラム・ツリーを作成、教育課程を授業に結び付けて可視化した。修得因子は、生きる
力、学士力、社会人基礎力、JABEE共通基準などを網羅するように定義した。汎用性の高い用語で記述したため共通的理解が得やす
く、学生の主観的達成度の自己評価、企業の卒業生達成度の評価はスムーズに実行することができた。なお、本稿では、大学における
「学び」の中でプログラム化レベルの高い「学び」には「学修」、低い「学び」には「学習」という文字を意識的に使用している。
➢ 修得因子に関し企業が捉えている社会接続重視度を分析、地域のニーズを意識した学修および教育の在り方を把握している。
➢ 学生と教員の２重のPDCAサイクルを稼働させるためのポートフォリオ、および教職員組織学習のためのポートフォリオを構築した。

学修成果の可視化

【キーワード】
「修得因子」、「主観的達成度評価」、「達成度評価」、「７つの可視化」、「４つのポートフォリオ」

八戸工業大学

【人材育成目標】

【これまでの取組、実績・成果】

本学では、学生の学修の過程は、学生と教職員とのチームワー
クによって支えている。自己の学修過程を導くことのできる学生の
育成、継続的学習者の規範となる教職員の育成を意識している。
人材育成の振り返りポイントとして、以下４つのポートフォリオを構築、
活用している。
A) ラーニング・ポートフォリオⅠ（LPⅠ：学生の学修取組記録）
B) ティーチング・ポートフォリオ(TP：教員の教育実践記録)
C) アカデミック・ポートフォリオ(TPとJPP(職務業績ポートフォリオ)か
ら成る教員業績記録)
D) ラーニング・ポートフォリオⅡ(LPⅡ：学習する組織の記録)
上記チームワークが達成目標としている八戸工業大学のディプロ
マ・ポリシーを以下に示す。
○ 豊かな人間性と総合的判断力
○ 専門分野の基礎原理の理解と高度応用展開力
○ 社会の変化に対応できる柔軟な思考力
○ 地域社会への関心をもちグローバルな視野で物事を考える
姿勢
2015年度に本事業では、ディプロマ・ポリシーの属性を検討し、学
生が卒業までに具体的に身に付けるべき知識・能力・態度等を 20
個の汎用性の高いベンチマークで表現し修得因子と定義した。修
得因子が身に付いたことを実感している学生の育成を念頭に置き
本学の教育改善が進められている。

■2014年度
AP事業開始前より、満足度調査、意識調査（学修行動調査）、授
業評価（授業満足度調査）、シラバス更新は年次事業化し、学修
支援、教育実践、教育課程の可視化を行っていた。シラバス上で
全科目が成績評価を概要記述し、一部科目ではルーブリック評価
を行っていた。学修取組の可視化を行うためにLPⅠを設備化し、７
つの可視化の中で達成度評価(学修到達度調査)、教育実践、教
員業績の可視化以外は着手状態となった。
■2015年度
AP事業推進室ホームページ(https://www.hi-tech.ac.jp/ap/)を
開設した。修得因子を定義し、達成度評価アンケートを新設し、学
生全員が学修の過程を振り返り、達成度を自己評価（主観的達成
度）し、授業外学修時間を記録した。集計結果より教育改善目標を
抽出し、最初のPDCAサイクルを一巡した。初年次学生は、学修の
過程を振り返り、LPⅠに学修記録を集積し始めた。自主的学習活
動の推進をすべく、LPⅠ利用を進め、1年生の84.4％が利用者と
なった。高大接続改革の推進という観点から入学前学生の学修量
を増やすべく、インターネット入学前交流講座を開設した。
■2016年度
修得因子ごとにカリキュラム・ツリーを作成、授業と修得因子の関
連表を作成、成績履歴から達成度を計算する手法開発に着手した。
全学平均値は計算可能となった。AP「高大接続改革推進事業」の
始動を受け、アクティブ・ラーニング科目、e-ラーニング活用科目の
学修成果の可視化を行った。グループディスカッション教育機器、
理解度測定器を設備化し双方向性の授業を増強した。１年生の
96.2％、2年生の95.1％が LPⅠ利用者となった。八戸工業大学
e-ラーニング総合サイトを設置、在学生、高校生の自主的学びの
支援を強化した。

【教育上の課題】
教育上の課題としての本補助事業目的を以下に示す。
■ 高大接続改革の推進
■ 自主的学習活動の推進
■ 学びの過程における達成度評価システムの確立
■ キャリア教育の徹底による良き職業人の育成
■ 高大接続改革における質保証の推進
①
②
③
④
⑤
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寛容な心
感動する心
主体性
人間環境理解力
自己管理力・ストレスコントロール力

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

倫理観・規律性
日本語コミュニケーション・スキル
外国語コミュニケーション・スキル
チームワーク力
リーダーシップ力

修得因子
⑪ 総合的学習経験・創造的思考力・創造力 ⑯
⑫ 数量的スキル
⑰
⑬ 情報リテラシー力
⑱
⑭ 論理的思考力
⑲
⑮ 問題解決力
⑳

専門基礎原理の理解力
専門基礎原理の高度応用展開力
継続的学習力
市民としての社会的責任感
異文化理解力

■2017年度

【本取組における成果と社会へのインパクト】

2014年度から2017年度前期までの事業成果をまとめて中間報告
書を作成、本学AP事業の中間報告会を東京にて開催した。達成度
評価の計算手法を継続して改良し、成績履歴から学生個人の修得
因子達成度を計算することが可能となった。

 本取組の成果は、学術誌上に査読付き論文として掲載、「教育
学」という学術体系化に寄与し、全国の図書館、電子媒体を通
じ社会貢献すべく努めている。日本工学教育協会に査読付き
論文2件、年次大会等口頭発表論文16件、他の教育機関誌
に事例報告論文2件が掲載済み(印刷中を含む)である。
 2017年11月、東京にて単一校で午前・午後を通した中間報告
会を開催、全国より44校、85名の教職員、官職員、産業界職
員が集い、本事業の先駆的取組成果を共有化いただき、波及
効果が示唆される出口調査結果を得ている。

【今後の取組の計画】
学修成果の可視化に関わるシステムが作動し始めている現時点で
の取組課題は、改善成果の可視化である。
■学修取組改善成果の可視化
LPⅠに学修改善記録を集積する活動をより充実化するためのメカ
ニズムを検討する。
■教育実践改善成果の可視化
TPを進化させ、教育改善への動機付けを加筆する。
■事業指標改善成果の可視化
退学率は改善を重ね、2014年度実績値に到達したが、本事業開
始時にさらに高い目標を設定した。難度の高い目標であるが改善策
の策定は教育力向上の源泉と考える。授業外学修時間21時間を目
標としている。一部のクラスでは目標達成済みであり、先行取組を規
範とすれば改善成果可視化は可能と考える。アクティブ・ラーニング
科目、 e-ラーニング活用科目は正課教育の授業外学修時間が高い
ことを報告している。当該授業を増やすことは授業外学修時間を向
上させるための鍵と考えている。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅡ

■社会接続に関わる質保証
卒業生就業企業に対し、採用後の卒業生の修得因子の卒業生
達成度を獲得している。卒業時学生の主観的達成度は卒業生達
成度と比較し信頼度の高い値であることが確認されている。年度末
に外部有識者から構成される教育研究後援会を開催、質保証に
関わる外部意見聴取に努めている。
■高大接続に関わる質保証
入学前に身に付けた「生きる力」主観的達成度を入学時に測定、
修得因子の達成度評価と相関させ、入学前の素養を把握している。
■ディプロマ・サプリメントの発行
本年度末に学生が身に付けた修得因子の達成度を証明するディ
プロマ・サプリメントを発行することとなった。

学修成果の可視化

学修支援の可視化

教授会

ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ツリー

教務委員会
就職委員会

教育計画(P)

学生委員会

教育課程の可視化

シラバス

学生

授業計画の可視化

学修計画(P)

成績評価の可視化

----各部局・センター

自主学習

教員

教育改革委員会
教育改革専門委員会

教育活動
の改善(A)

TP

正課外教育学修

教育(D)

正課教育学修

等

講義準備
教育成果

TP( ティーチング・ポートフォリオ)

予復習

授業

学修成果

アクティブ・ラーニング科目

の確認(C)

ポンチ絵
成績評価

LPⅠ( ラーニング・ポートフォリオⅠ)

の確認(C)

e- ラーニング活用科目

学修取組の可視化

成績評価DB
授業評価DB

授業評価

主観的達成度

達成度評価DB

達成度評価の可視化

学修行動
の改善(A)

達成度

満足度調査DB
高等教育情報

チーム学習

共有見解構築

組織

LP
Ⅱ

自己省察

具体的な実施計画
における指標

アカデミック・ポートフォリオ

TP
J PP

JPP

教員業績の可視化

システム思考

J PP( 職務業績ポートフォリオ)

LPⅡ( ラーニング・ポートフォリオⅡ：学習する組織のポートフォリオ)

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

4.4%

1%

98.6%

100%

100%

授業満足度アンケートを実施
している学生の割合

73.3%

77.0%

授業満足度アンケートにおけ
る授業満足率

68.9%

学修行動調査の実施率

79.7%

プレースメントテスト実施率

学修成果の可視化を支える7つの可視化
学修支援の可視化
学修取組の可視化
成績評価の可視化
教育課程の可視化
達成度評価の可視化
教育実践の可視化
教員業績の可視化

パーソナル
マスタリー

4.3%

退学率

Remar ks:
P: Pl an( 計画)
D: Do( 実行)
C: Check( 評価)
A: Act ( 改善)

目標値（表を作成）

具体的な実施計画
における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

11.3%

85.0%

90.0%

学生の授業外学修時間

9.4時間

18.3時間

21時間

95%

学生の主な就職先への調査

有

74.3%

85%

学生1人当たりのアクティブ・
ラーニング科目に関する授業
外学修時間

-

89.5%

100%

学修到達度調査の実施率

学生の成績評価[GPA]

有

2.39

有

1.58時間

1.7時間

2.39

2.40
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八戸工業大学

教育実践の可視化

LP
Ⅰ

学修(D)

大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

東京女子大学
リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデル構築による学修成果の向上と可視化
【取組の概要】
東京女子大学は、キリスト教を基盤としたリベラル・アーツ教育を通して①専門知識、②汎用的能力、③倫理性等の態度・志向を涵養し、「専門
性をもつ教養人」を育成してきた。本事業では、本学のリベラル・アーツ教育による学修成果について、直接評価、自己評価、外部評価の３つの指
標から多面的にアセスメントを行う。その結果を可視化して、リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデルを構築することを目標とする。教養教育には
どのようなアプローチが可能であるか、アセスメント・ポリシーを策定し、具体的な指標の開発・作成を行っていく。学内のみならず卒業生や企業等に
も調査を行い、本学の教育への客観的な把握も行う。本学の教養教育プログラムの人材養成の目的の達成度を多面的に測定し、教育改善を恒
常的に図る取組である。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢
➢
➢
➢
➢

リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデルの構築
アセスメント・ポリシーに基づく恒常的な教育改善
専門知識だけでなく、汎用的能力、態度・志向の面からも学修成果を測定
本学独自の指標の開発・作成
社会における本学の教育成果の評価を客観的に把握するため、卒業生、
企業にも調査を実施

学修成果の可視化

【キーワード】
「リベラル・アーツ教育」、「アセスメント・モデルの構築」、「多角的観点からの評価」

【人材育成目標】

東京女子大学

東京女子大学は、広い識見と創造性を有し、「専門性をもつ教養
人」として、現代社会の多様な課題を主体的に解決しうる人物の育成
を目的としている。その目的達成のため、学生が身につけるべき資質・
能力の目標を次の通りディプロマ・ポリシーに定め、建学の精神である
キリスト教精神に基づくリベラル・アーツ教育を行っている。
１. 人間・社会・自然に対する理解を深め、広範で多様な知識を身
につけている。
２. 自分の専攻分野に関する方法論と専門知識を身につけ、さらに
自分の専攻分野に隣接する分野について基本的な内容を理解し
ている。
３. 知識を活用し、論理的思考力に基づいて、問題を発見し、解決
する能力を身につけている。
４. 他者の表現を適切に理解し、自らの考えを論理的に表現し、建
設的な議論を行うことができるコミュニケーション能力を身につけて
いる。
５. 異なる考えや意見を受け入れる力を身につけ、多文化共生社会
への理解を深め、他者を尊重し協働できる力を身につけている。
６. 主体的に学び続け、自己を確立し、自らのキャリアを構築する姿
勢を身につけている。

【教育上の課題】
教養教育は全人的人格教育であり、その成果を測定する明確な「物
差し」は存在しない。本学では従来より、４年間の学びの集大成として
全学必修としている卒業研究の厳密な評価、学生による授業評価ア
ンケート、４月に行う２、３、４年次在学生アンケート、12月～１月に行う
卒業前の４年次学生アンケート等により、学修成果を把握してきたが、
指標は十分とは言えず、教育改善へとつなげるアセスメント・モデルの
構築が求められている。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
本事業では、まず、学修成果をより客観的に測定するための成績評
価の平準化の促進、ＩＲ機能の強化を行う。次に、教養教育の成果の
測定にはどのようなアプローチが可能か、アセスメント・ポリシー※に基
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づき、様々な指標を用いて評価を行うとともに、本学独自の指標の検
討・開発を行う。学修成果を専門知識、汎用的能力、態度・志向の３
つの領域に分け、それぞれに、客観的に測定可能な指標、自己報告
型の指標、外部評価指標から、総合的に可視化するアセスメント・モ
デルを構築する。外部評価指標として卒業生、企業への調査を行い、
社会での本学の教育の評価についても客観的に把握する。
※アセスメント・ポリシー
東京女子大学は、建学の精神に基づくリベラル・アーツ教育の成
果について、多角的観点から複数の指標に基づいて評価を行う。
上記の評価は、エビデンスに基づいた教育改善を継続的かつ効
果的にすすめることを目的とするものである。
＜実績・成果＞
 事業の進捗に伴って学修成果の可視化が進み、学長のリーダー
シップの下、エビデンスに基づく大学改革を迅速に行うことが可能
となり、2018年度の教育課程改正につながった。
 様々な指標を用いて、学修成果、学修行動、両者の関係を把握
し、その分析結果から、教育・指導の改善に有用な知見について、
FD・SD研修を行い、学内で共有している。
 学生の授業外学修時間を、以下の全学的取組により伸長させた。
・シラバスを学生の主体的学びを促すツールとなるよう改善
・ルーブリック評価の導入
・学生による授業評価アンケートの結果を用いて、「学生を主体的に
学修させる工夫」を共通テーマに、全学（各学科・専攻・科目運営
委員会等）でFD検討会を実施
・図書館、CALL学習センター（The Computer Assisted Language
Learning Center）、情報処理センター等の学修環境の整備
 学修成果の可視化の基盤となる成績評価の平準化、教育目標
の明確化、教育課程の体系化を進めた。2014年度から教員に
対して自身の成績評価分布をWeb登録時に確認可能とし、2015
年度から成績評価ガイドラインの運用を開始、2016年度からルー
ブリック評価の導入を開始した。同時に、全授業科目の到達目標、
コースナンバリング、カリキュラムマップを策定、学内外に明示した。
2017年度には、三つのポリシーの全学的な見直しを行った。

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

2017年度に行った自己点検・評価結果及び外部評価結果を踏ま
え、2019年度までに、リベラル・アーツ教育のアセスメント・モデルを
構築し、エビデンスに基づく教学マネジメントを確立させていくとともに、
本学の学修成果について説明責任を果たしていく。
○アセスメント・モデルの構築
今まで蓄積してきた各指標の収集データに基づき、今後も複合的
な分析を進めていく。これらを集約し、また、既存の尺度と組み合わ
せることにより、本学の教養教育の成果に合致する指標を精査し、本
学独自のアセスメント・モデルとする。
○教学マネジメントの先導役となる教職員の育成
教職員の意識や各種指標の運用能力の向上のためのFD・SD研修
を実施して、認識や情報の共有、協働体制を促進するとともに、全
学的な教学マネジメントの先導役となる教職員の育成を図る。
○事業の総括、発信
6年間に亘る事業の最終年度には、事業の総括を行い、シンポジウ
ムを開催して成果報告を行う。また、本事業の自己点検・評価を行
い、外部評価委員の評価を受ける。その結果も踏まえて事業報告書
を作成する。
○テーマⅡ採択校としての活動
2017年度～2019年度は、テーマⅡの共同シンポジウムと実績報
告書の作成に参加し、本事業の周知及び成果の情報提供を行う。

 学修成果を「見える化」することにより、本学のリベラル・アーツ
教育の長所、短所を明確にして、さらなる教育内容の向上につ
なげ、本学の学士課程教育の質保証を実現することができる。
 リベラル・アーツ教育の学修成果を多角的に可視化する本学
のアセスメント・モデルは、データに基づく教育改善の１つのモデ
ルを提供すると期待できる。

【本取組の質を保証する仕組み】

東京女子大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

0.9%

1.1 %

0.6%

目標値（表を作成）98.1%

99.1%

退学率

プレースメントテスト実施率

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学修行動調査の実施率

82.2%

83.2%

80.0%

99.0%

学修到達度調査の実施率

85.3%

83.5%

80.0%

9時間20分

17時間30分

24時間

0%

70.0%

100.0%

授業満足度アンケートを実施して
いる学生の割合

94.6%

90.3%

90.0%

学生の授業外学修時間

授業満足度アンケートにおける授
業満足率

91.0%

92.5%

90.0%

コア科目のうちルーブリックを導
入した授業科目の割合

学修成果の可視化

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

テーマⅡ

〇本取組の自己点検・評価及び外部評価を実施し、事業の進捗状
況及び達成状況の確認と改善策の検討を行う。2017年度（４年
目）の実施結果は本学公式サイトにて公表、今後は2019年度（最
終年度）に実施予定。
〇アセスメント・ポリシーを定め、直接的指標と間接的指標を用いて、
多角的観点から本学のリベラル・アーツ教育の学修成果の評価を
行うとともに、指標の検討、開発を行う。
〇授業レベル、教育プログラムレベル、大学レベルについて、アセス
メントの方針と手続きを明示したアセスメント・モデルを構築する。
〇FD・SD研修を恒常的に実施し、教育効果の測定方針等について
理解を深める。教職協働の体制を作り、教学マネジメントの先導役
となる教職員を育成し、継続的な教育改善を進める体制を整える。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度〜2019年度

新潟工科大学
学生の夢を叶え、質保証するための学修成果の可視化
【取組の概要】
【取組
要】
本学の取組のテーマは、「学修成果の可視化」である。学生たちが日々成果を生み出し、その達成感を得ながら学びの改善ループを完
遂させる「学修成果の可視化システム」を設計している。さらに、ディプロマ・ポリシーに基づいた有機的な授業体系とすべく、教員らによる
教学マネジメントの改善ループを連動させる。学生は、「学びのPDCAサイクル」を、教職員は「教学マネジメントのPDCAサイクル」を、それぞ
れ回す。学生一人ひとりの学修成果を常に見える仕組みをつくり、これを起点とすることによって、強固なPDCAサイクルを構築することが
ゴールである。

【取組のポイント】

テーマⅡ

 本学の達成度自己評価システムは、ディプロマ・ポリシーとの関連性がわかりやすく、使う学生の声を反映させ、より使いやすいように改善し
ている。
 毎年実施している「対話型企業技術・要素会」での企業の声をもとにし、企業が求める基礎学力到達度テストを実施している。
 学生は、「ＮＩＩＴ人間力セルフチェック」で、仕事に携わる上で必要な人間力（挑戦力、創造力、コミュニケーション力など）を自己評価し成長
させていく。

学修成果の可視化

【【キーワード】
】
「人間力」、「産学協同」、「対話型企業技術・要素会」、「自己評価システム」

【人材育成目標】
本学は、地域産業界の熱い想いの基に開学した工科大学であり
「産業界及び地域の発展に貢献できる技術者」を育成、輩出するこ
とが大きな使命である。地域の小規模単科大学である本学へ入学
してくる学生の学力は多様化しているため、入学者の力を最大限伸
ばし、学士として質保証を図るとともに、次の要素を備えた人材を育
成目標にしている。
・ 工学のスペシャリスト（基礎となる専門性を有している人材）

新潟工科大学

・ 自身の立ち位置を理解し、新潟工科大学人間力（挑戦力、
創造力、コミニュケーション力）を有している人材
・ 自身のことだけではなく公共の視点から思考できる人材
・ 地域の視点からグローバルな思考ができる人材

【教育上の課題】
■企業が求める基礎力の分析
企業に対するアンケートやヒアリングから、企業が学生に求めてい
るのは基礎力（基礎学力、人間力）という意見が強かった。「対話型
企業技術・要素会」などにより業種別に一定のデータをとることがで
きた。今後は、本学が持つ各種データと照らし合わせた分析や企業
の規模や地域別分析などを進めることで より産業界のニ ズに合
の規模や地域別分析などを進めることで、より産業界のニーズに合
わせた教育を強化することが課題である。

■達成度自己評価システムの改善
学生と教職員がシステムを使い込むよう、さらに使いやすいシステ
ムに改善する。ディプロマサプリメントをシステムに組み込み、ポート
フォリオとしての機能を強化させる。

【これまでの取組、実績・成果】
■産業界のニーズを反映した取組
●企業が求める基礎力の調査
多くの企業が、本学で学生と直接交流する「対話型企業技術・要
素会」の機会を利用し、企業にアンケートを実施している。企業が求
める基礎学力と社会で活躍するための力（人間力）の回答を業界別
に分析し、その結果を用いてAP事業の取組を進めている。
また、PROGテストを実施し、その結果から学生が自身のジェネリック
スキルを可視化している。

●「企業が求める基礎学力到達度到達度テスト」の実施
企業が求める人材を輩出するため、企業への調査結果をもとに工
学の基礎となる分野として、数学、物理、英語の基礎学力のテストを
作成し毎年実施することで、卒業までの経年変化を可視化している。

●「人間力セルフチェック」の実施
本学では、将来仕事に携わる上で必要な人間力として、「ＮＩＩＴ 人
間力」（挑戦力、創造力、コミュニケーション力）を設定しており、学生
は各自の人間力を自己評価している。
人間力の自己評価結果と、企業が求める基礎学力到達度テストの
結果を可視化することにより、学生自身が身につけなければならない
力を強く認識できる仕組みにしている。

■産業界のニーズと学修成果を活用した学生指導の実施
産業界のニーズと可視化した学修成果をもとに、担当教員との面
談を通じて、入学した早い段階から産業界や地域の求める人材とは
どのような人材なのか理解しながら、自身の進路を見出すことが可能
となっている。

■産業界のニーズと学修成果を活用した学生指導の実施
教員が各学年数名ずつ学生を担当する「助言教員制度」を利用
して、個別面談により学習指導を実施しているが、学生にはこれま
で以上に具体的なキャリアプランを描かせ、夢を叶えるための目的
意識を持った学修という事を明確にすることが必要である。このシス
テムをうまく活用し、今まで以上に学生指導の向上を図る。

38

2018年度対話型
企業技術・要素会

【今後の取組の計画】
■人材育成構想を用いた大学教育改革

【本取組における成果と社会へのインパクト】

学修成果の可視化に加えて「学びたい気持ちをつくり＆育てなが
ら社会人としての力を育成する仕組み」、「基礎から応用まで一人
一人に合わせた学びを提供し技術者としての知識・技能を確実に
育成する仕組み」をカリキュラムを通して行う計画である。

■中退予防対策
中退・留年率の高い学生群をＩＲによって抽出し、これらの学生に
共通するシナリオ分析を行い、対策を実施する。

本学では「企業がつくったものづくり大学」という設立経緯を常に意
識し、教育の方向性に地域社会や産業界のニーズ・視点を取り入れ
ていることが大きな特徴であり、カリキュラムの特徴の一つとして産学
協同科目を設置し、工学プロジェクト（企業課題解決のためのPBL実
習）等の実践的な教育を行っている。
さらに産業界のニーズと可視化した学修成果をもとに 学生が担当
さらに産業界のニーズと可視化した学修成果をもとに、学生が担当
教員との面談を通じて、入学した早い段階より地域社会、産業界の
求める人材とはどのような人材なのかを理解しながら、自身の進路を
見出すことが可能となっている。

【本取組の質を保証する仕組み】

■全学的なカリキュラムマネジメントの確立
育成を目指す力に適切な指標を用いたアセスメントを実施し、カリ
キュラムマップとＩＲを用いてカリキュラム全体を調整することで学生
が成長しやすいカリキュラムに改善する 質保証を伴った大学教育
が成長しやすいカリキュラムに改善する。質保証を伴った大学教育
の実現を目指す。

■ＡＰ事業で可視化された様々な指標の活用に関する検討

テーマⅡ

■取組年度末に、外部評価委員による評価を行い、取組進捗状況
の確認及び次年度以降の改善点等の助言を得て、取組全体の
PDCAを回している
PDCAを回している。

学修成果の可視化

本学に関係の深い企業より、可視化された指標の活用について
積極的な意見をいただいている。このような背景から、本事業
「テーマⅠ」、「テーマⅡ」、「テーマⅤ」の採択校の取組を参考にし
て、可視化された指標を活用しディプロマ・サプリメントの開発を進
めている。

■ディプロマポリシーとの関連性を明確にし、「達成度」は、人間力、
到達度テストに対する自己評価、成績など項目別にレーダーチャー
トやグラフでビジュアル化し、自己評価による間接評価と成績による
直接評価が対比され ディプロマポリシ の各項目をどのくらい達成
直接評価が対比され、ディプロマポリシーの各項目をどのくらい達成
できたか示される。学生は、これらの情報により自分の力を確認しな
がら、PDCAサイクルによる学びの改善ができるようになった。具体的
には、学期の始めに学びの目標をたてて、目標達成に向けた学びを
実行し、学期の終わりに学びによって身についた力を確認するととも
に、振り返りを行い、次学期の学びの改善に役立てている。

・ポートフォリオを基軸とした①ルーブリック、②到達度テスト、③企業との対話による評価により、学修成果の可視化を
行う。
・可視化によって「学修目標・計画⇒学修⇒学修成果の可視化⇒きめ細かい学生指導⇒学修計画の改善」という学生の学び
と、「３つのポリシーを基本とした教育目標・計画（シラバス）⇒教育⇒学修成果の可視化⇒ＦＤ⇒内部と産業界等からの
外部評価⇒教育計画・教育方法の改善」という教学マネジメントの２つの改善ループを構築する。

新潟工科大学

具体的な 実施
2 0 1 4 年度
2 0 1 7 年度
計 画 に お ける 指
（ 起点）
（ 実績）
標
ラーニングポートフォリオの学生利用率

ルーブリックで評価を実施した科目
退学率
2.60%

2 0 1 9 年度
（ 目標）

3.20%

2.00%

プレースメントテスト
100%
の実施率
企業との対話による評価

100%

100%

授業満足度アン
ケートを実施してい
る学生の割合

100%

100%

100%

上記アンケートにお
ける授業満足率
【講義/体育実技
/実験】

59/78/75%

80/90/78%

75/９０/85%

81%

83.2%

100%

（ゼミ・実験科目のうち）
到達度テスト・資格取得による可視化

学修行動調査の
実施率

26年度

具体的な 実施
計 画 に お ける 指
標
0％

学習到達度
調査の実施
0％
率
学生の授業
20％
外学修時間
（学生生活実
25％
態アンケ ト
態アンケート
より）
学生の主な
就職先への
調査

29年度
（目標値）
2014年
度
2 0 1 7 年度
（ 起点）

0%

100％
80％

（ 実績）

100%

100％
4時間

有

80％

31年度
（目標値）
2 0 1 9 年度
（ 目標）

100％

100%

100％
100％

8時間15分

有

12時間

100％

有

39

大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

福岡歯科大学

修得能力の数値化による学修成果の可視化の取組
【取組の概要】
福岡歯科大学では学士課程６年間における学修成果を可視化することに着手している。これまで本学で行われてきたプロセス基盤型教育にア
ウトカム基盤型教育の考え方を導入することで、これまでより教育・学修の目標が明確となるとともに、目標達成の評価を数量的かつ質的に行う
ことが期待される。具体的には既存のカリキュラムに「何ができるようになるか」という要素を取り入れ、学生が卒業する時点でどのような能力を身
につけることができるかを卒業時アウトカムとして設定し、その達成に寄与する行動目標との紐付けとともに教育目標領域と修得難易度の設定を
行った新シラバスを作成した。これを基に達成度を数値化して明示することで、学修成果として可視化する仕組みを考案した。この新シラバスの
運用を2017年度より開始し、各科目の成績を用いて学生の獲得能力を到達達成度として数値化するとともに、妥当性の検証を行っている。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢ 卒業時アウトカムの設定と設定した卒業時アウトカムを学生に確実かつ十
分に修得させるためのカリキュラム改定
➢ 卒業時アウトカムと授業の行動目標を紐付けしたシラバス情報と学生の成
績情報を基にした修得能力の数値化
➢ PROGや学内総合テスト、アンケート調査等の各種試験や調査結果に基づ
く数値化した能力の妥当性検証

学修成果の可視化

【キーワード】
「修得能力の数値化」、「アウトカム基盤型教育」、「カリキュラム改定」

【人材育成目標】

福岡歯科大学

建学の精神に基づき、福岡歯科大学が育成する歯科医師の具有す
べき能力として下記６つのコンピテンス（概略的な能力）を策定し、それ
を本学のディプロマ・ポリシーとした。
１．医療人としてのプロフェッショナリズム
２．医療人としてのコミュニケーション能力
３．ライフステージを通じた包括医療・ケアに必要な口腔医学の知識
の具有と応用
４．ライフステージを通じた包括医療・ケアにおける口腔医学の実践
５．超高齢社会における地域包括ケアの理解と実践
６．医療人としての国際力の涵養
さらに上記６つのコンピテンスを具体的な能力として示すため、65のコ
ンピテンシー（観察可能な具体的能力）を定め、これと各授業の行動
目標との紐付けを行いシラバスに明示した。

各学生に配布するコンピテンスサプリ（案）

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
2014年度時点のディプロマ・ポリシーは概括的・抽象的な概念とし
ての文言となっており、学生にとって明確な目標を定めにくいことが
懸念された。そこで、学生の目標となり得るようなディプロマ・ポリシー
（コンピテンス・コンピテンシー）を策定した。
次に、策定したディプロマ・ポリシーと授業との紐付け情報を電子
データとして蓄積するために、Webベースのeシラバスを開発した。

【教育上の課題】
【人材育成目標】に
記載したコンピテンス
の３と４に関する授業
の割合が多く、コンピ
テンスの２と５の能力
を修得させる授業内
容が不足している。
ディプロマ・ポリシー
と し て定 め た能 力 を
学生が身につけるた
めには、授業外での
学修時間の確保が不
可欠であるが、授業
外学修時間が目標と
する12時間（／週）に
到達していない。
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さらに、授業担当者に対して、本事業の取組の意義を理解した上
でシラバスを作成することや、新たに開発したeシラバスの利用方法
を習得することを目的としたFD・SDを毎年継続して実施している。

＜実績・成果＞
•

•

シラバスで授業とディプロマ・ポリシーを紐付けて数値化したこと
で、カリキュラム構造の検証が可能となり、2018年度カリキュラ
ムの改定を実現することができた。
eシラバスの運用開始と合わせて、シラバスに「授業外学修時
間の目安と実施内容」を具体的に記載することで、学生が授業
外の学修として取り組むべき内容を明示できた。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組の質を保証する仕組み】

今後も継続してカリキュラム構造や授業内容を検証し、本学のディ
プロマ・ポリシーとして定めた能力を学生が身につけることができるよう
に、最適なカリキュラム・授業内容を目指して改善していく。また、学
生の授業外学修を促すこと等を目的に、e-learning教材を拡充して
いく。さらに、授業で得られた能力値を集計して得られた学生個人の
到達度について、PROGやその他の外部試験やアンケート調査の結果
を活用しその妥当性を評価していく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 卒業時アウトカムの策定に向けた活動内容は模倣可能である。
 シラバスにおけるディプロマ・ポリシーと行動目標の紐付け情報に
基づく修得能力数値化の仕組みは流用可能である。

①教育支援・教学ＩＲ室運営委員会を主体とする内部評価委員会お
よび自己点検・評価委員会で、年度毎に実施計画に基づく事業実
施内容の評価を実施している。自己点検・評価委員会は、学務を
管掌する「学生部長」、各部門の教育を主導する「口腔・歯学部門
長」、「全身管理・医歯学部門長」、「社会医歯学部門長」、「基礎
医歯学部門長」を含めたメンバー構成になっており、教育内容全体
の観点や各部門の教育内容の観点など、様々な観点から持続的
な教学マネジメント活動に関する助言、改善指導を行っている。
②学識経験者、歯学・医学教育の有識者、歯科医院の院長、自治
協議会会長など多職種で構成する外部評価委員会を設置しており、
事業実施内容に関する総合的評価実施している。３年ごとに外部
評価を実施し、第三者の立場から客観的視点による評価・検証の
機会を確保することで教学マネジメント活動の改善を行っていく。

テーマⅡ
学修成果の可視化
福岡歯科大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

ディプロマポリシーと行動目標との関
連を明示した科目数

0.0%

96.9%

100.0%

授業満足度アンケートを実施してい
る学生の割合

100%

100%

100%

行動目標の難易度と重要度の平
準化が行われた科目数

0.0%

96.9%

100.0%

学修行動調査の実施率

87.8%

96.6%

100.0%

0.0%

96.9%

100.0%

学修到達調査の実施率

0%

100%

100%

統一した試験問題ブループリント、
ルーブリックの作成要綱、学修ポート
フォリオ評価基準をもとに評価を行っ
た科目数

学生の授業外学修時間

6.4時間

9.0時間

12.0時間

学生の授業外学修のためのelearning用コンテンツを作成した科目
数

50%

67%

100%

有り

有り

有り

学修成果の可視化に関するWS、
FD、SDおよび講演会の開催

9回

4回

3回

具体的な実施計画における指標

学生の主な就職先への調査
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テーマⅡ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

富山短期大学

「学修成果の可視化」によるPDCAサイクルのシステム化
【取組の概要】
本学では、「何を教えるか」よりも「何ができるようになるか」を重視した教育内容・方法への転換を加速するため、2012年度に三つのポリシーを
策定し、「学修成果（Learning Outcomes）」を具体的に明示した。
今後は、実効性あるPDCAサイクル・システムを整備し、「学修成果」の継続的な向上のための「質保証」の徹底を図ることが課題である。
そのために、①「学修成果の到達度・成長度」を可視化し、教育改善・改革のための数量的指標を整備する。②学生の「主体的に学ぶ力」を
高めるために、学修支援システム「Webシラバス・システム」の機能を拡充する。③第三者委員会の設置等によって、第三者評価をPDCAサイク
ルに反映させる仕組みを作る。④全学FD推進部会を中心とする、教職員協働による教育改善・改革の機動的な推進体制を強化する。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢ 「卒業認定・学位授与の方針（DP）」に基づき、「学修成果」の「５つの基準」を規定
➢ 「５つの基準」別「学修成果」の成績評価及び到達度・成長度の自己評価をWeb
シラバス・システム上で実施し、科目・学生・学科別に自動集計・可視化
➢ 「可視化」された各種データに基づき授業改善・学修改善・教育課程の改善のため
のPDCAサイクルをルーティン化
➢ 「第三者評価」を絶えずPDCAサイクルへ反映させる仕組みを構築

学修成果の可視化

【キーワード】
「授業・学修・教育課程の改善のためのPDCAサイクルのルーティン化」、「第三者評価」

富山短期大学

【人材育成目標】 （「卒業認定・学位授与の方針（DP）」）

＜実績・成果＞

富山短期大学は建学の精神・教育理念に基づいて、「高い知性と広
い教養と健全にして豊かな個性をもった地域社会の発展に貢献する
人材」の育成、すなわち全人的な人間育成をめざし、次の「五つの力」
を身につけることを全学的な教育目標とする。
① 実践の土台となる「専門的知識・技能」
② 実践を支える「思考力・判断力・表現力」
③ 生涯学び続け成長するための「主体的に学ぶ力」
④ 他者を尊重し多様な人々と共に共通の目標の実現に貢献できる
「協働力」
⑤ 健全で豊かな「人間性」

•
•
•
•

•
•

【教育上の課題】 （「アクションプラン 2015～2019」）
学生の健全で豊かな「人間性」と「専門的知識・技能」・「思考力・判
断力・表現力」・「主体的に学ぶ力」・「協働力」を養い、生きる力を育
む教育の推進。そのために、次の４つの課題を掲げる。
① 教育の「質向上」と「質保証」を徹底
② 学生の「主体的学び」を促進する教育を推進
③ 地域志向の教育研究活動を増進
④ 学生の成長を支えるための教職協働を強化・拡充

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
① 「(毎回）授業アンケート」（リフレクション・シート）の活用による、教
員の授業改善・学生の学修改善のルーティン化
② 「学修成果評価システム」の構築による、「学修成果」別成績評価
の入力と自動集計・可視化の実現
③ 「(期末)授業アンケート」・「学修行動・生活調査」による、「学修成
果」別到達度・成長度の把握と自動集計・可視化
④ 「学生情報ファイル・システム（SIF）」の構築による、各種情報の学
生へのフィードバック
⑤ 外部評価委員会の定期開催（年２回）と「卒業生・就職先アンケー
ト」の実施（大規模調査は2015・2017年度に実施）
⑥ 各種IRの推進とFD研修会による教職協働の推進
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「(毎回)授業アンケート」（リフレクション・シート）の活用による、教
員の授業改善・学生の学修改善のルーティン化
「授業改善レポート」・「授業改善事例集」の作成による、授業改
善のルーティン化
FD研修会における改善事例の共有化と教育改善のための教職
協働の進展
「教育課程改善レポート」の作成による、教育課程の点検・見直し
のルーティン化
「学生情報ファイル・システム（SIF）」における「学修成果の可視
化」による、学生の「振り返りと気づき」の喚起
外部評価委員会ならびに「卒業生・就職先アンケート」による、第
三者評価のPDCAサイクルへの反映のルーティン化

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
教育の「質向上」と「質保証」のためのPDCAサイクルの実質化と改
善活動の本格化、「対外的説明責任」のためのエビデンスの整備を
図っていくことが課題。具体的には以下の５点。
① 「学修成果」の評価・アセスメント方法の精緻化
特に、「思考力・判断力・表現力」、「主体的に学ぶ力」、「協働
力」をどのように評価するか。「ルーブリック」の精緻化、「アセスメ
ント・テスト」の開発等評価手段・方法の開発が求められる。
② 「アセスメント・テスト」の開発・活用
現在、（一社）学修評価・教育開発協議会において、「思考力・
判断力・表現力」、「主体性・協働性」を測定するための方法・テ
ストの開発を進めている。
③ 「学修支援IR」の推進による「主体的な学び」の促進
「主体的な学び」や「高い学修意欲」を喚起する上で効果的な
学修支援の在り方を探る「学修支援IR」の推進。
④ 「授業改善IR」の推進による「学修成果」の向上
「授業改善レポート」・「授業改善事例集」・「教育課程改善レ
ポート」の作成は継続し、教職員間で共有を図る。
⑤ その他IRの推進

スマートフォン，パソコン等のデバイスからインターネット経由で利用可能

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 学修・授業支援システムである「Webシラバス・システム」は 、
「学修成果の可視化」とそれに基づくPDCAサイクルのルーティン
化に極めて有効であり、普及が期待できる。 【右掲図参照】
 「（期末）授業アンケート」における「学修成果別到達度」、及び
「学修行動・生活調査」における「学修成果別成長度」の自己評
価による「学修成果」の把握方法は、普及が期待できる。
 「授業改善レポート」・「授業改善事例集」・「教育課程改善レ
ポート」の作成と教職員間での情報の共有は、教育の「質向上」
と「質保証」を図る上で有効であり、普及が期待できる。

Webシラバス・システム
インターネット

【基本機能】

【シラバスの表示】

・ユーザ認証機能

・学生：履修申請科目，過去の履修科目
・教員：開講中科目， 全担当科目

【アンケート実施・自動集計】
・授業アンケート（毎回，学期末）
・学修行動・生活調査
・新入生アンケート

【シラバスの検索】
・学科，科目群毎の科目系統図からリンク
・シラバス内の全文検索

【学修成果の可視化】
・学修成果別 成績入力機能
・学修成果評価システム（LOAS）
（多様な条件で比較可能で
レーダーチャートで表示される）
・カリキュラムマップ（数量・グラフ表示）
（科目毎，科目群毎，学科毎，期毎）
・学生情報ファイル機能（SIF）
（期毎・累計，科目群毎・総合で
学修成果を数値，レーダーチャート表示）

【シラバス上での学修・授業支援機能】

【本取組の質を保証する仕組み】

【管理機能】

【シラバス作成機能】

・成績入力期間設定機能
・アンケート実施期間設定機能
・アクティブラーニング実施確認・集計機能
・シラバス一括出力機能
・授業改善レポート一括出力機能
・アクセスログ機能
・各種データ出力機能

・Excelでのシラバス編集と
シラバス エクスポート，インポート機能

【授業改善支援機能】
・授業改善レポート作成・参照機能
・アクティブラーニング実施確認・集計機能

自動的に
データを連携

テーマⅡ

教育の質を保証するための仕組みは以下の通り。
① 授業改善・学修改善・教育課程の改善のためのPDCAサイクルを
ルーティン化する。
② 「学修成果の到達度・成長度」ならびに「授業改善事例集」・「教育
課程改善レポート」を公開し、教育の成果に関する透明度を高める。
③ 「卒業生・就職先アンケート」ならびに外部評価委員会による、
教育の成果に関する評価をPDCAサイクルに反映させる。

・シラバス間ハイパーリンク機能
・資料ファイルアップロード・閲覧機能
・外部リンク先参照ハイパーリンク機能
・デジタルデータ提出機能
・簡易e-Learning機能
（問題作成，実施，回答，自動集計）
・クリッカー機能

［注］学修成果評価システム（Learning Outcomes Assessment System）
学生情報ファイルシステム（Student Information File）

学修成果の可視化

教務システム
（学籍管理，履修登録，成績データ保存，証明書発行 等）

Webシラバス・システムの既存機能


授業計画書（シラバス機能）



学生の学修支援

拡張


AP事業計画の柱

AP事業の効果

「学修成果」の可視化のための
測定手段・方法の数値化・多様化・精緻化・体系化

検討・改善

科目系統図の掲載、関連授業へのリンク、予習・
復習課題の記載、教材データの添付・リンク等 拡張

Ⅰ. 「（教育課程の）学修成果」の可視化

Ⅰ. 授業改善・教育課程の改善

成績評価基準、ルーブリックの明示

■「学修成果評価システム」の構築

■ 授業科目の改善

毎回の授業アンケート機能



予習・復習課題の提出機能

■ 学生情報ファイル・システム（SIF）の構築
個別学生の「学修成果」別成績 及び 学修履歴、
毎回のアンケート等を 一括管理

Webシラバス・システムの機能拡張


カリキュラム・マップの自動作成機能



毎回の授業におけるモニタリング機能の拡充



アンケート機能の拡張

具体的な実施計画における指標

毎回の授業の振返り、「授業改善レポート」の
作成による改善、「ルーブリック」の改善 等

利用

■ 教育課程の改善

2014年度
（起点）

「教育課程改善レポート」の作成

利用

Ⅱ. 学生による評価の多様化・精緻化・体系化

Ⅱ. 学修支援の改善

■「学修成果」の到達度・成長度に関する学生の自己
評価

■ 情報のフィードバックによる学修意欲の向上、
主体的な学びへの動機付け

■ 学生アンケートの集計・可視化のシステム化

■「学修支援IR」による、個別学生の状況に応じた
学修支援の精緻化

授業アンケート、学修行動・生活調査等

Ⅲ. 第三者による評価の多様化・精緻化・体系化

Ⅲ. ディプロマ・ポリシーの改善

■ 第三者評価アンケートのシステム化

■「育成する人材像」の見直し

■ 富山短期大学外部評価委員会の設置

■「学修成果」の見直し

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標
学生の主な就職先への調査

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率 (%)

0.5

2.3

2.0

実施

実施

実施

プレースメントテスト実施率 (%)

26.9

88.6

100.0

学修成果別成績評価の実施割合(%)

0.0

40.6

80.0

学期末の授業アンケートを実施する科目数
の割合 (%)

44.2

100.0

100.0

ALを導入した専任担当科目数の割合 (%)

41.9

51.7

66.8

目標値（表を作成）

富山短期大学



授業科目の「学修成果」別成績入力機能
授業科目の「学修成果」別成績入力機能、
「学修成果」別成績の自動集計・チャート化

授業満足度アンケートを実施している学生
の割合 (%)

44.0

77.8

95.0

授業満足度アンケートにおける授業満足率
(%)

81.1

82.6

80.0

学修行動調査の実施率 (%)

44.0

77.8

100.0

専任教員一人当りのFD研修参加回数
(回)

1.5

6.3

5.0

学修到達度調査の実施率 (%)

44.0

77.8

100.0

「授業改善レポート」作成専任教員割合(%)

0.0

97.5

100.0

学生の授業外学修時間 （時間）

約8.0

14.3

20.0

「授業改善レポート」作成科目の割合(%)

0.0

67.7

80.0
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「学修成果の可視化」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

阿南工業高等専門学校
到達目標を明確にした社会人力・人間力を培う自己実現学修の構築
【取組の概要】
阿南高専は地域・産業界の要望に応え、2014年度より４学科から１学科５コース制に改組した。本取組では、学修到達目標の達成をめざして、
ラーニング・ポートフォリオを活用した学修時間の確保と学修過程を成績評価に組み込むことで学生の自発的な学修動機づけにつなげる。また、
社会から要望の強い社会人力・人間力の評価指標を独自に開発し、その獲得能力を可視化して学生が成長を客観的に把握しながら自身の
キャリア形成につなげる。学生が知的かつ人間として総合的に成長できる仕組みを構築するものである。本取組は、これらを実現するためこれま
で実践してきた学内教員のFD活動と学生調査IRをベースとして、新たな評価指標を導入して学修成果を可視化し、教員と学生がともに能力を
開発しながら教育改善を実現するものである。

【取組のポイント】

テーマⅡ

➢ 全学で使用する学習管理システム（LMS）をICT活用教育の基盤とし、学生の学修利便性の向上と教員の教育効率化を推進する。
➢ 学生が獲得する社会人力・人間力について、正課科目および正課外活動の学生生活全般からルーブリック評価し可視化することで
自身の成長を客観的に把握しキャリア形成につなげる。
➢ ラーニング・ポートフォリオを活用して目標に向かって主体的に努力する学修動機づけを図る。
➢ 教員は、学生の学びの実態を把握し、データ分析結果を教育改善に活用する。また、自身のアカデミック・ポートフォリオやティーチン
グ・ポートフォリオを作成し、振り返りによって教育改善に取り組む。

学修成果の可視化

【キーワード】
「LMS」、「コンピテンシー」、「ラーニング・ポートフォリオ」、「アカデミック・ポートフォリオ」、「IR」

【人材育成目標】
変化の激しい社会を生き抜く力を身につけた人材を育成する。その
ためには、自らの専門分野の技術・知識に加え、他の専門分野への
興味と技術獲得意欲を有し、継続した学習意欲が必要である。また、
社会で要求される社会人力・人間力を可視化し、学生自身が成長を
客観的に把握し、自身のキャリア形成につなげることを目標としている。

阿南工業高等専門学校

【教育上の課題】
これまでの取組から教員のFD活動への高い意識が醸成されている
ものの、学生生活実態調査から学生の授業外学修時間が十分では
ないことが明らかになっていた。このことから、学生の主体的な学びの
醸成は不十分な状況だった。そこで、本取組では、学生の学びに重
心を置いた教学マネジメントの改善を図り、学修成果を可視化し、学
生が自ら徹底して学ぶことができる環境を整備する。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
 LMSをICT活用教育の基盤として活用し、学生の学修利便性と教
員の教育効率を向上させる。
 国立高等専門学校機構モデルコアカリキュラムの技術者が備え
るべき分野横断的能力、いわゆるコンピテンシーを可視化する。
 ラーニング・ポートフォリオを活用して学びの動機づけを促し、授
業外学修時間を確保し、主体的な学びの習慣を確立する。
 教員の振り返りを促す実のあるFD活動として、アカデミック・ポート
フォリオとティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップを継続し
て開催する。
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 学修成果を把握する取組としてIRを活用し、客観的なデータとし
て学修成果を可視化し、データに基づく組織的な教育改善を実
現する。

＜実績・成果＞
 LMSは、2017年度では学生93％、教員76％が利用しており、本
校のLMSは安定して利用されている。また、開講科目のうち47％
の科目でLMSが活用されている。
 本校のステークホルダーである企業のアンケートをもとに、社会で
求められ、優先して可視化すべきコンピテンシーを特定した。
 特定したコンピテンシーを評価するルーブリックを独自に開発し、
教員による評価および学生の自己評価の試行を繰り返している。
 学生が自己評価したコンピテンシーの結果をグラフ化し、LMSを介
して学生へフィードバックできた。
 本校の正課科目において育成できるコンピテンシーを教員への調
査によって特定した。また、同様にして、正課外活動において育
成できるコンピテンシーも特定した。
 全学における学生の年度目標設定とその中間振り返り、年度末に
おける達成度評価の実施とこれらを含むラーニング・ポートフォリ
オを活用する学生支援ミーティングを実施した。
 アカデミック・ポートフォリオの簡易版を作成するワークショップを開
催し、ほぼ全員がアカデミック・ポートフォリオを体験できた。
 学修成果を把握する各種アンケート調査について、LMSを活用す
ることにより集計が省力化され、フィードバックが迅速にできるよう
になった。

【今後の取組の計画】
取組全体は順調に推進されており、大きな目標である学生の授業
外学修時間は順調に増加していることから、今後は、各取組成果を
検証してその質を向上させる必要がある。具体的には、開発したコン
ピテンシー評価用ルーブリックの改善・更新、主体的学びを促すため
に学生のラーニング・ポートフォリオ活用を推進し、学生支援ミーティ
ングにおける一層のラーニング・ポートフォリオ活用が必要となる。ま
た、コンピテンシーの可視化に留まらず、積極的にスキルを育成でき
るように授業におけるアクティブ・ラーニングの導入を推進する。また、
事業支援終了後における継続のためにIR担当教員のスキルアップを
図る予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 全学でLMSを基盤としたICT活用教育を短期間に普及できた。
 独自の評価ルーブリックを開発し、学生のコンピテンシーを独自
に可視化して学生へフィードバックできた。

 教員の実のあるFDとして、アカデミック・ポートフォリオおよびティー
チング・ポートフォリオ作成ワークショップは他機関の教員も受け入
れて実施し、また他機関における開催支援も増え、普及が進んで
いる。

【本取組の質を保証する仕組み】
毎年、学外の有識者を外部評価委員として取組成果の評価、取組
進捗の確認および次年度の計画について、外部評価を受けている。
指摘事項は改善し、次年度の取組へ反映させている。
AP採択高専の合同シンポジウムを開催し、異なるテーマの採択校が
集まり情報交換することで、取組改善の示唆を得ることができている。
また、テーマⅡにおいては「学修成果の可視化の在り方検討会議」へ
参加し、同テーマの採択校間で議論して取組の質向上に活用できて
いる。
AP事業に関連するシンポジウム等へ積極的に参加、成果発表する
ことで、外部の情報収集・意見聴取でき、取組改善に活用している。

テーマⅡ
学修成果の可視化

知的に人間として総合的に成長
アクティブ・ラーニング

社会人力、人間力の
可視化

ラーニング・ポートフォ
リオによる学修時間確保

分野横断的能力の評価
評価

学修過程の評価
阿南工業高等専門学校

学修成果の可視化
学生の学びの質保証

ポンチ絵

教員のTP・AP
AP

学生調査IR

教員の意識改革・FD

学修成果の把握

LMSを核としたICT活用

具体的な実施計画における指標

退学率

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

1.8%

1.6%

2.0%

学修到達度調査の実施率

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

57.2%

79.4%

95%

プレースメントテストの実施

目標値（表を作成）
100%

100%

100%

学生の授業外学修時間

4.8時間

11.2時間

12時間

授業満足度アンケートを実施して
いる学生の割合

96.7%

92.4%

95%

学生の主な就職先への調査

未実施

実施

実施

授業満足度アンケートにおける授
業満足率

76.1%

85%

90%

LMS活用学修支援ミーティングの
実施クラス割合

－

78.2%

100%

学修行動調査の実施率

97.8%

92.4%

95%

学修到達度調査、到達レベルの
達成者が80%の科目数割合

50.60%

79.4%

80%
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テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

宇都宮大学 新たな地域社会を創造する３C(Challenge・Change・Contribution)人材の養成
―アクティブ・ラーニングの体系化と行動的知性学修評価システムの開発―
【取組の概要】
本学では新たな地域社会の変革を担うべく主体的に挑戦し（Challenge）、自らを変え（Change）、社会に貢献（Contribution）する人材の養成
を目標としている。この３C人材は、社会を構成する事象の本質を見極め各自の価値観に照らし適正に判断するとともに、自らの知識・能力を活
用し、新たな社会を創造するため自律的に行動する能力を備えることが求められる。獲得した知識体系を行動につなげ、社会で実践するため
の態度・志向・感性とリテラシーで構成される能力要素を「行動的知性」として指標化し、その獲得を着実に実行し得る制度設計を行う。入口か
ら出口までの学びの質を保証するべく、①アクティブラーニング（AL）の深化と拡充、②FDの推進による教員集団の一層の教授能力・資質の向
上、③個々の授業科目を越えた大学教育のカリキュラム・マネジメントの確立、④学修到達度可視化システムの開発を行っていく。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢ 全学的なAL指導法の研修（FD）等を通じた、全授業科目に
おけるアクティブラーニングの深化と拡充。
➢ 「行動的知性」として整理した汎用的能力の到達度を可視
化する「３C到達度チェックシート」の整備と成績表への記載。
➢ 上記チェックシート及びディプロマポリシーの達成状況を示す
達成目標確認シートに基づくカリキュラム・マネジメントの確立。
➢ ピアサポートを行う学生の養成と、主体的学修姿勢の醸成。

【キーワード】
「全学的FDを通じたALの深化と拡充」、「３C到達度チェックシート」、「カリキュラムマネジメント」、「ピアサポート」

【人材育成目標】

宇都宮大学

学修成果の可視化については、９つの汎用的能力を本学が育成す
る「行動的知性」として整理し、その到達度を可視化する「３C到達度
本学では、専門に関する基礎を身につけ、広い視野とバランスのと
チェックシート」の整備を進めた。その後、各授業で育成される能力を
れた判断を可能にする豊かな人間性を持った人材の育成をめざして
９つの中から選択する作業を全教員に依頼し、集計結果を分析する
いる。具体的には、以下の３点を教育目標としている。
1. 現代社会に必要なリテラシー、幅広く深い教養と豊かな人間性、 ことによりカリキュラムバランスをチェックした。それを踏まえて学修到
達度可視化システムの運用を開始し、2017年度入学生から成績通
知と行動力を統合した行動的知性を育成するための基盤教育
知書に、成績通知表、達成目標確認シート、３C到達度チェックシート
を行う。
を記載して配布し、学生の個別指導を強化することとした。
2. 実践的で専門的な知識を修得するための専門教育を行う。
3. それらのふたつを有機的に結びつけた４年一貫教育により、問題
＜実績・成果＞
解決能力を身につけ、“あらたな社会”を拓き支える人材を育成
• 2017年度開講科目の77.4％の授業でALの手法を導入。
する。
• 教員の86.9％がAL指導法の研修（FD）を受講（2017年度）。
あわせて本学では、新たな地域社会の変革を担うべく、以下に示す
• 「宇大版アクティブラーニングティップス集」の作成と公開。
３C精神を備えた３C人材の育成を目標としている。
• ラーニング・コモンズでの授業外学修の促進や、AL及び３C到達
 Challenge
主体的に挑戦し
つの
度チェックシートへの理解を促進するため、初年次教育科目「新
 Change
時代の変化に対応して自らを変え
入生セミナー」にて活用する『大学での学びハンドブック』を作成。
 Contribution 広く社会に貢献する
• 成績通知表、達成目標確認シート、３C到達度チェックシートが記
載された新たな成績通知書の運用が開始。
【教育上の課題】

3

C

新たな社会の創造のために自律的に行動する能力を持つ３C人材
の養成は、従来の大学教育が行ってきた静的な知識獲得型の教育
からの質的転換が求められる。このため、３C人材が備えるべき能力
要素を「行動的知性」として掲げ、本学学士課程教育に共通する人
材育成目標とし、その育成のために、能動的学修を促すALの体系化
と深化・拡充、能動的学修の評価法の確立が求められる。以上の課
題に対処するためには、学部横断の全学的な取組体制と、教員集団
の一層の教授能力・資質の向上に向けたFDの実施が不可欠である。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
ALの深化と拡充については、全学的に実施されるFD及び学部ごと
に実施されるFDへの教員の参加率向上により、基盤教育・専門教育
の双方にALの手法が広く導入された。また、全授業科目のシラバス
にAL度数が明記されることとなり、学生及び教職員がAL導入の状況
を正確かつ容易に把握することが可能となった。
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【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
ALの深化と拡充については、今後もALや授業外学修に関するセミ
ナー（FD）を継続するとともに、全学FDプログラムの開発及び内容の
検証・改善を行う。また、学内のAL実践の収集を継続し、「宇大版ア
クティブラーニングティップス集」の充実・普及を図る。さらに、より一
層のALの深化のために、ラーニング・コモンズ学生スタッフがファシリ
テーターとして積極的に授業に加わっていく。
学修成果の可視化については、３C到達度チェックシートに記載の９
つの力の、全授業における分布状況を調査・分析し、チェックシートの
有効性の向上を図る。また、チェックシートが記載された成績通知書
を用いた学生指導に関して調査を行った結果、チェックシートへの理
解が不十分な教員・学生の存在が明るみに出た。そのため、全学的
取組として、チェックシートへの理解を促すとともに、活用をより容易と
するための説明文書の作成を行う。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 「宇大版アクティブラーニングティップス集」や『大学での学びハン
ドブック』は、本学の基盤教育センターホームページで公開してお
り、アクティブ・ラーニングの普及が期待できるとともに、他学にお
いてもモデルとして利用可能である。
 汎用的能力の獲得状況を可視化する「3C到達度チェックシート」
は、他学にて汎用的能力の可視化を試みる際にも雛形として用
いることが可能である。
 教員・職員・学生の三者が集うワークショップ形式のFDは、他学
でも、教職学協働の教育改革を目指すFDの設計に応用できる。
 学生と教員との協働による教育改善・学修改善を意図した学生
発案型授業は、他学でも広義のFDとして応用可能である。

【本取組の質を保証する仕組み】

新たな地域社会の変革を担う「３Ｃ人材：主体的に挑戦し（Challenge）、自らを変え（Change）、社会に貢献（Contribution）する人材」の養成のため、知
識の体系を自らの行動につなげ、現実社会で実践していくための態度・志向・感性とリテラシーで構成される能力「行動的知性」の着実な獲得の制度設計
を行う。第一にアクティブ・ラーニングの深化と拡充、第二にFDの推進による教員集団の一層の教授能力・資質の向上、第三に個々の授業科目を越えた大学
教育のカリキュラム・マネジメントの確立、第四に学修到達度可視化システムの開発を相乗的に実行し、宇都宮大学の学士課程教育の質的転換を図る。

Ⅰ：アクティブ・ラーニングの深化と拡充

Ⅱ：FD
Ⅱ：
FDの推進による教員集団の一層の教授能力・資質の向上

・アクティブ・ラーニングの手法を授業スタイル
と関連付け明示
・各授業でアクティブ・ラーニング手法による
割合を「AL度」としてシラバスに示す
・能動的学習空間ラーニングコモンズの学生
による利用の促進
・コモンズ学生スタッフの育成、協働
・学生提案型授業の開設

教員の教授能力・
資質の向上（実践型ＦＤ）
・全学−学部の連携を強化して教員が参加
しやすいFDの実施
・優良授業実践例の公開授業
・ティップス集・授業設計マニュアルを含む
「宇大版アクティブラーニングティップス集」
の作成
・外部講師、アクティブラーニング実
践者の学内講師によるワーク
ショップ型FD

得

ジ－
ジ

ポンチ絵

評価項目の妥当性
のチェック

Challenge）
Challenge
Change
Change）
Contribution）

３Ｃ人材

既存の「到達目標明示型自己
実現学修システム」との統合に
よる多面的・総合的学修成果
の認定

Ⅳ：学修到達度可視化システムの開発
Ⅳ：

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを導入した授業科目数

6.8%

77.4%

50.0%

ALを受講する学生の割合

50.3%

100.0%

100.0%

0.73科目

15.0科目

49.1科目

19.0%

83.4%

37.2%

2.0時間

15.4時間

20.0時間

目標値（表を作成）

学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員の割合

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

３ C分布
状況の
解析と
見直し

PDCAサイクルに基づく学修到達
度可視化システムの『３C到達度
チェックシート』における９つの力
の重要項目の点検・改善と学生と
の
重要項目の点検・改善と学生と
の意識の共有化

教員と
学生の
意識の
共有化

各授業における 3Cの重み付けを
シラバスに表記

Ⅲ：個々の授業科目を越えた大学教育のカリキュラム・マネジメントの確立
Ⅲ：

2014年度
（起点）

具体的な実施計画における指標

宇都宮大学

行
－ア

テーマⅠ・Ⅱ複合型

①卒業生アンケートには、ディプロマポリシーとの関連で「学生時代に
身に付けた能力」に関する質問項目が設定されている。この項目に
関する集計結果からALの効果検証を行い、各授業におけるAL実
施状況の改善に活用する。なお、同アンケートは、現時点では工学
部のみで実施されているが、今後他の学部でも実施することを予定
している。

②成績通知書を学生に手渡し個別指導を行う際に３C到達度チェッ
クシートがどのように活用されたかアンケート調査を行い、チェック
シートの効果的な活用に向けた分析を行っている。学修到達度可
視化システムは、システム活用のグッドプラクティスが学内で共有さ
れることで徐々に本学に根付いていくものと考えられるため、今後も
調査を重ねるとともに分析結果や活用事例の普及を行う予定であ
る。
③各教員は、３C到達度チェックシートに記載の９つの力の中から、担
当授業で育成される能力を自由に選択する。これに関して、一部の
授業について、教員が選択した力と学生が身についたと実感した力
の一致状況の調査を試行した。
④新たに「大学教育推進機構」を設置し学内体制の整備を進めた。
本機構は教育プログラムの検証及び学生の学修成果や教育活動
の点検・評価、ニーズ調査、FD活動の企画・実施等を担うものであ
り、今後はこの機構を中心として本事業を継続的かつ安定的に推
進していく。
⑤外部評価委員会を開催し、本事業の点検・評価を行っている。委
員の意見は、オープンキャンパスでの高校生対象のAL型模擬授業
の実施、ライティングに関するFDの実施等、事業改善に反映されて
いる。

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

1.23%

1.05%

1.18%

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

授業満足度アンケートにおける授
業満足率

87.7%

88.5%

87.4%

具体的な実施計画における指標
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度〜2019年度

金沢大学
学生の主体性を涵養するカリキュラム・教育方法・学修支援環境の統合的な改革
【取組の概要】
【取組
要】
学生の主体性を涵養するカリキュラム・教育方法・学修支援環境の統合的な改革を目的として、学士課程の専門教育を対象に（1）学域・学
類の中核をなす科目群でのアクティブ・ラーニング（AL）の深化・充実、（2）ALに適した学修環境の活用・展開、及び（3）学修過程・成果の可視
化による学修評価の定量的評価（IR）に取り組む。具体的には、ALの取組を収集・検証・普及するための授業カタログの整備とFDリーダーの養
成を通じた授業改善サイクルの確立、ALを支援するアクティブ・ラーニング・アドバイザー（ALA）の養成とワークショップ教室等の整備を通じたグ
ループ学修支援体制の確立、多元的な教育学修評価指標の開発と学修ポートフォリオ・学修カルテの運用を通じた自律的学修者の養成支援
等を行い、本学の学生バックアップ・ポリシー（学修支援を含む包括的学生支援方針）の策定にも寄与する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型








ALの取組を収集・検証・普及するための授業カタログの整備
学類等におけるALの推進を主導するFDリーダーの配置・養成
AL関連の研修の充実
ALを支援する学生としてのアクティブ・ラーニング・アドバイザー（ALA）の採用・養成
ALに適した教室等の整備と活用状況の調査
学修ポートフォリオ・学修カルテの構築と活用法の検討

【【キーワード】
】
「授業カタログ」、「FDリーダー」、「ALA」、「学修環境」、「学修ポートフォリオ・学修カルテ」

【人材育成目標】

金沢大学

本学は「金沢大学憲章」において「教育改善のために教員が組織的
に取り組むFD活動を推進して、専門知識と課題探求能力、さらには
国際感覚と倫理観を有する人間性豊かな人材を育成する。」と定め
ている。また、その具体的な姿を金沢大学＜グローバル＞スタンダー
ドとして定めており、学士課程においては以下の５つの項目から構成さ
れている。
■ 自己の立ち位置を知る
■ 自己を知り、自己を鍛える
■ 考え・価値観を表現する
■ 世界とつながる
■ 未来の課題に取り組む

④「ALを支援する学生」として、アクティブ・ラーニング・アドバイザー
（ALA)を採用・養成している。ALAには事前研修の受講や学修支
援記録の作成、報告書の提出等を義務付けている。
⑤ALに適した教室（講義室等）の整備を進めるとともに、定点観測や
学生・教職員へのインタビュー等、授業時間外を含めた学修環境
の活用状況に関する各種調査を進め、改善策を協議している。
⑥学修ポートフォリオ・学修カルテはプロトタイプを作成後、試行・検証
を行い、改善を進めている。

＜実績・成果＞

①授業カタログは2017年度末現在で150科目が登録され、学内教
員間で情報共有されている。同カタログはAL型授業の好事例として
授業シラバス作成時の参考資料として活用され、学内のAL型授業
【教育上の課題】
の普及及び質の向上に役立っている。
〔大学の課題〕
②FDリーダーは2017年度末時点で累計57人となった。授業カタログ
学生の主体性を涵養するカリキュラム・教育方法・学修支援環境の
作成支援のほか、一部ではALに関する学類単位のFD研修会を企
統合的な改革を目的として、本取組では学士課程の専門教育（人間
画する等、学類等でのALの導入・深化を推進している。
社会学域及び理工学域）において、次の課題を掲げている。
③ウェブ公開によるオンデマンド型を含め、ALに関する多数のFD研修
（1）学域・学類の中核をなす科目群でのALの深化・充実
により、ALに関する教職員の理解が深まった。
（2）ALに適した学修環境の活用・展開
④ALAの活用により、グループワークの活性化、授業進行の円滑化、
（3）学修過程・成果の可視化による学修評価の定量的評価（IR）
被支援学生の理解度増進等の成果が得られている また ALA自
被支援学生の理解度増進等の成果が得られている。また、ALA自
身にも、コミュニケーションスキルの向上や担当した科目に関する知
【これまでの取組、実績・成果】
識の定着等の効果がみられている。
＜取組＞
⑤ALに適した設備を備えた講義室は2017年度末現在で48教室とな
①各学類（一般的な学科に相当）等でALを先導的に導入している科
り、AL型授業の推進を環境面からも支援することができている。
目を毎年度4科目程度「パイロット科目」として選定し、その授業実
⑥学修ポートフォリオ・学修カルテは、学生や教員の意見等を踏まえ、
践記録を授業カタログとして収集・蓄積し、学内教員に公開している。
負担が少なく効果が高い活用法の検討を含めた改善が進んでいる。
②各学類等に、ALの推進を主導する教員としてのＦＤリーダーを２名
なお ① ⑥の取組は 当初 部の学域（ 般的な学部に相当）
なお、①～⑥の取組は、当初一部の学域（一般的な学部に相当）
ずつ配置している ＦＤリ ダ は ALに関する学内研修を年２回以
ずつ配置している。ＦＤリーダーは、ALに関する学内研修を年２回以
の専門教育を対象に開始されたものであるが、その成果が認められ、
上受講することが求められているとともに、授業カタログ作成支援等
現在は全学域の専門教育及び共通教育も対象となり、本学の学士
を通じてALの普及に努めている。
課程全体で展開されている。
③ALに関するFD研修を多数開催している。2017年度後期からは、
また、2017年度に策定された金沢大学バックアップ・ポリシーのうち
ALの基礎知識の修得や活用方法の理解を促進するため、ランチョ
学修支援に係る部分には、本取組の実績・成果が反映されている。
ンセミナー形式やワークショップ形式で半期に10数回のシリーズとし
て開催している。また、一部は学内でウェブ公開している。
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【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組における成果と社会へのインパクト】
ウェブサイトや学会・学外研修会等での発表・講演、論文や刊行
物を通した成果の普及に努めている。特に、ALAに関する取組の成
果は、大学教育学会の課題研究（学生アドバイザーの制度・研修・
効果に関する実証的研究）の採択や、2017年度における教育関
係共同利用拠点（国際基幹教育院）の認定にもつながった。これら
係共同利用拠点（国際基幹教育院）
認定 も な
。 れら
により、本取組の成果は大学を中心とする他の高等教育機関に提
供されつつあり、将来的には「多角的なアプローチによる主体的な
学生の育成」のモデル提示が期待できる。

【本取組の質を保証する仕組み】
学内的には、教育担当理事を委員長とし、各学域長や附属図書
館長等を委員とする検討委員会の下に実務委員会を、さらにその下
に３つのWGを設置している。各WGは本学が本事業で取り組む３つ
の施策に対応して、各学域の教務・FD・施設設備整備に関わる教員
等を中心に構成されている。これにより全学的な支援を担保しつつ
機動的に取組を推進できる体制を構築している。
また、外部評価委員会を定期的に開催し報告書等を公表している
ほか、国内及び米国大学のAL型授業視察や諸外国の学修環境に
詳しい専門家の招へい講演等を通じて国際的な視野からの自己評
価にも努めている。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

今後は、目標達成に向けて本取組を充実させるとともに、補助事
業期間終了後に向けて、それらを学内の資源を用いて継続・発展
させていくための準備を進めていく。
ALの深化 充実に係る取組のうち授業カタログの蓄積やFDリ
ALの深化・充実に係る取組のうち授業カタログの蓄積やFDリー
ダーの養成によって学類等FD活動の充実と自律的活動が図られ
ており、全学FD委員会や国際基幹教育院スキルアップセンターと
連携した実施体制により同様のFD活動研修が継続される。ALA制
度は有効性に対する理解が深まっており、今後は既存のTA制度等
との連携・調整に向けた検討を開始する予定である。
学修環境の活用・展開についても、一部では当初の想定を上回
る速度で整備が進んでおり、経費面では事業終了後も経常的な維
持管理の範囲で対応可能なレベルに近づいている。今後もPDCA
サイクルを通じた不断の授業改善を受け、今以上に有効な活用・
展開が期待できる。
学修過程・成果の可視化についても、主要なシステム改修を事
業期間内に終了させるとともに、大学情報戦略室等の学内関係組
織と連携しながら、学生の学修の振り返りと教職員による学修支援
を促す学修ポートフォリオ・学修カルテの活用を検討・実施していく。

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数の割合

63.5%

77.0%

100%

AL科目のうち、必修科目数の割合

30.7%

25.4%

28.0%

ALを受講する学生の割合

92.6%

98.6%

100%

目標値（表を作成）
学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員の割合
学生1人当たりのAL科目に関する授業外学修時間
退学率
プレースメントテストの実施率
授業満足度アンケートを実施している学生の割合

金沢大学

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

授業満足度アンケートにおける授業満足率

72.1%

86.2%

90.0%

学修行動調査の実施率

4.6%

21.9%

100%

具体的な実施計画における指標

学修到達度調査の実施率

8.2%

28.2%

100%

学生の授業外学修時間

1～10
時間

7～14
時間

25～30
時間

学生の主な就職先への調査

173社

206社

200社

10 7科目
10.7科目

18 5科目
18.5科目

20 0科目
20.0科目

80.8%

89.8%

100%

11.8時間

10.5時間

24.0時間

0人

57人

72人

1.00%

1.01%

1.00%

ALに関するFD受講者数

321人

585人

1、000人

0%

100%

100%

ALに適した教室数

34教室

48教室

30教室

8.2%

28.2%

100%

ラーニングアドバイザー経験学生の養成数

0人

333人

260人

ALの手法を修めたFDリーダー数
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度

山口大学
学士課程教育におけるアクティブ・ラーニングの推進と学修成果可視化モデルの構築
【取組の概要】
本取組は、正課教育と正課外教育の共創により、学士課程教育におけるアクティブ・ラーニングを組織的に推進し、次の時代を切り拓く人材と
して必要な力「山口大学生コンピテンシー」の育成を保証するため、先導的な学修成果可視化モデルの構築を行い、学生の学びの好循環を
創出する。テーマⅠでは、シラバスの可視化を通したALポイント認定制度導入、AL推進チームによるFD専門集団形成、教員にインセンティブを
与えるALベスト・ティーチャー表彰を行う。テーマⅡでは、学修到達度調査・学修行動調査・ルーブリック活用を全学的に推進し、各データを
活かした直接評価・間接評価統合型学修成果可視化モデルを構築する。高等教育機関、学協会等と連携し、学士課程教育の質保証の新しい
"カタチ"を示すことは、本学の特色や強みの向上だけでなく、我が国高等教育全体に与える影響は大きい。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢
➢
➢
➢
➢
➢

シラバスにおける学修行動の可視化を通したAL（アクティブ・ラーニング）ポイント認定制度の共通教育・専門教育を含めた全学導入
教員にインセンティブを与えるALベストティーチャー表彰制度の実施
新しい正課外教育プログラム「スチューデント・リーダー・プログラム（SLP）」によるキャリア教育・学修支援
「山口大学生に求められる汎用的能力」を重視した直接評価・間接評価による学修成果可視化
ルーブリック開発・活用の推進とルーブリックハンドブックの刊行
教職学協働（教員・職員・学生の協働）及び高大連携による事業推進

【キーワード】
「ALポイント認定制度」、「ALベストティーチャー表彰」、「スチューデント・リーダー・プログラム」、「直接評価・間接評価」、「教職学協働」、「高大連携」

【人材育成目標】

山口大学

山口大学が教育理念に掲げる「驚き、個性、出会い、夢を発見し・
はぐくみ・かたちにする人材の育成」を目標とし、以下に列挙する汎用
的能力の育成に取り組む。
★驚き・・・世界や社会にいつも驚きを感じ、過去・現在・ 未来に問い
を発し続ける
★個性・・・他人と競争し、うち負かすのではなく、自分を発見し、はぐ
くみ、世界でたったひとつの存在になろうとする
★出会い・・・自分のうちに閉じこもらず、自分を超えてひとに出会い、
出会いをはぐくみ、つながりを築く
★夢・・・過去を受け継ぎ、現実を見すえながら、夢を発見し、夢をは
ぐくみ、夢をかたちにする

テーマⅡ（学修成果可視化）では、
直接評価・間接評価指標に基づく分
析フレームが整備されつつあるほか、
修学指導調査実施及びラーニング
アドバイザー養成講座創設に伴い、
学修成果可視化による修学指導体
制の一層の充実を図っている。

＜実績・成果＞
•

【教育上の課題】
学修成果の分析において基礎統計量の算出や学部間比較に留ま
るケースが多い中、本取組では、複数の指標を活用し、一人ひとりの
学生と紐づけ、相互関連の分析に取り組んでいる。学修成果の可視
•
化に加え、学生のアクティブ・ラーニングの経験や学生の学修プロセ
スにより、学修成果にどの程度の影響があるかといった分析を通して、
•
教育改善や学修改善に資することを目指している。また、学修成果
の可視化を活用した振り返りや修学指導の動機づけを高めていく必
要がある。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
2017年度において、AP事業における必須指標である「アクティブ・
ラーニングを導入した授業科目数の割合」は最終目標値70％に対し
て「72.4％」、同じく必須指標である「アクティブ・ラーニングを行う専任
教員数」は最終目標値68.4％に対して「83.0％」と、共通教育と専門
教育の垣根を超えて、学士課程教育全体に広がり、最終目標値を既
に上回っている。
ALベストティーチャーの優れた授業実践について、AL型授業実践
集『Teaching & Learning Catalog』の記事掲載に留まらず、実際の授
業内容を体感してもらうことがより効果的と考え、模擬授業型FD・SD
ワークショップを初めて企画実施したところ、学内の若手教員から好評
であり、AL推進の好循環が順調に進展している。
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AP事業が進める「アクティブ・ラーニング」「学修成果可視化」「学
修者中心」といったコンセプトは、文部科学省「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業（COC+）」でのフィールド学習や課題解
決型インターンシップ、文部科学省・教育関係共同利用拠点「教
職員の組織的な研修等の共同利用拠点（知的財産教育）」での
反転授業を取り入れた全学的知財教育などと連動した波及効果
を生み、本学の大学教育改革を加速。
アクティブ・ラーニング型授業やルーブリック活用による学修評価
をテーマに、山口県内高等学校との連携や交流の進展。
著名な研究者５名（国内４名、国外１名）をAPアドバイザーとして
委嘱。アドバイス会議の定期的開催のほか、2016年度には、国
外アドバイザーを招へいし、国際シンポジウムを開催。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
取組全体では、「事業推進委員会、タスクフォースが連携した事業
推進」「APアドバイザー等による指導助言を活かした事業推進」「FD
（Faculty Development）、SD（Staff Development）、教職学協働を活
かした事業推進」を進めてきたが、AP事業終了後を見据え、低コスト
による各取組の継続・定着を目指す。
テーマⅠ（AL）関連では、これまでの実績を踏まえながら、「AL型授
業・正課外教育プログラムの効果検証」「AL型授業実践の総合的整
理と学内外共有」を更に進める。
テーマⅡ（学修成果可視化）関連では、これまでの実績を踏まえな
がら、「学修成果測定の統合・整理」「学修成果可視化を活用した学
修支援体制の充実」を更に進める。

【本取組の質を保証する仕組み】

 「①ALポイント認定制度を通したアクティブ・ラーニングの組織的
推進」では、①シラバスにおける学修行動の可視化を通したAL
ポイント認定制度の全学導入、②AL推進チームによるFD専門集
団（FDコーディネータ）の形成を通した教育実践への貢献、③教
員にインセンティブを与えるALベストティーチャー表彰制度の制
度設計・実施という循環システムを整備している点が優れており、
特に、シラバス上において各授業科目におけるアクティブ・ラーニ
ングの度合を可視化したALポイント認定制度の導入は先駆的で
ある。
 「②コモンルーブリック開発」では、課題探究型初年次教育のAL
型科目「山口と世界」のコモンルーブリックを10数名の授業担当
教員で１年間をかけて作成し、授業実践や成績評価に活かす取
組を行い、当該取組で得られた知見をルーブリックハンドブックと
してまとめた。ルーブリックの組織的活用の実践事例は、先駆的
取組として、各機関の参考となっている。
 「③学生協働を活かした事業推進」では、AP事業スタッフとして
学生を配置し、学生の声を活かした教育改善・学修支援充実に
着手し、他機関の参考となっている。学修者中心の考え方の広
がりは、各大学における学生協働を取り入れた教育・学修改善
（学生参画型FD、学生による授業観察、ピアサポートなど）の導
入・充実に結びつき、AP採択校では、学生協働による教育改善
や事業運営の取組が共通的に見られるようになっている。

本取組の質を保証する仕組みとして、「外部評価による事業改善充
実のPDCAサイクル」と「学内外への積極的な情報発信」が挙げられる。
まず、「外部評価による事業改善充実のPDCAサイクル」について、
本学では、外部評価委員として、事業内容に精通した高等教育専門
家3名、企業関係者１名、高等学校関係者１名の計５名を委嘱し、本
事業が採択された2014年度から毎年度末に外部評価委員会を開
催している。外部評価委員会では、当該年度の事業取組に関する評
価の観点を事前提示し、毎年度作成するアニュアルレポート（自己点
検・評価報告書）に基づく評価を受けている。外部評価委員会での講
評や参考意見に対する対応策をまとめ、AP事業推進委員会に提示
して、次年度の事業取組を進め、かつ、最終的な対応結果を当該年
度の外部評価委員会にて報告するスキームを確立している。外部評
価を活用した事業改善充実のPDCAサイクルを徹底することで、2017
年度には「ALベストティーチャー表彰式の公開実施」「高大連携によ
る共育ワークショップの企画実施」に結び付けた。
次に、「学内外への積極的な情報発信」について、本学では、本取
組が採択された2014年度から本事業専用ホームページの構築や
ニュースレター等の発刊による情報発信を積極的に行ってきた。特に、
AP事業専用ホームページのブログ機能を活かし、各種FD・SD活動の
開催案内及び実施レポートを周知徹底している。AP事業で刊行して
きた 広報物を学内外で幅広く利活用できるように、AP事業専用ホー
ムページにおいてダウンロードが可能な環境を整えている。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

【本取組における成果と社会へのインパクト】

山口大学

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

アクティブ・ラーニングを導入した授業科
目数の割合

13.6％

72.4％

70.0％

アクティブ・ラーニング科目のうち、必修
科目数の割合

93.2％

66.8％

65.0％

アクティブ・ラーニングを受講する学生の
割合

45.3％

100％

100％

学生１人当たりアクティブ・ラーニング科
目受講数

2.4科目

15.5科目

13科目

アクティブ・ラーニングを行う専任教員数
の割合

35.8％

83.0％

68.4％

目標値（表を作成）

学生１人当たりのアクティブ・ラーニング
科目に関する授業外学修時間（1週間
当たり）

1.69時間

10.42時間

6.00時間

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

1.3％

1.4％

2.0％

プレースメントテストの実施率

100％

100％

100％

授業満足度アンケートを実施している
学生の割合

100％

100％

100％

上記アンケートにおける授業満足率

4.21%

4.30%

4.3%

学修行動調査の実施率

100％

100％

100％

学修到達度調査の実施率

100％

100％

100％

13.04時間

16.40時間

7.00時間

有

有

有

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間（1週間当た
り）
学生の主な就職先への調査
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度〜2019年度

長崎大学
アクティブ・ラーニングの全学的推進と教学マネジメントシステムの構築
【取組の概要】
【取組
要】
長崎大学では、「学士力という付加価値を実感させる」教育への大胆な変革を意図して、2012年度よりモジュール方式（全学モジュール）
の教養教育を導入した。モジュールとは、現代的テーマの下にパッケージ化された科目群のことであり、学生は提供されるモジュールテーマ
の一つを選択し、アクティブ・ラーニング（AL）を通して、本学のディプロマ・ポリシー（DP）で求められている各能力の育成を行う。モジュール
方式教育の最大の特長は、1年半の間、教員と学生が学びの共同体を形成する点にあり、それは新しい学び（＝AL）を開発、進化させる絶
好の環境を提供するものである。本事業では、学長直轄の推進体制のもと、全学モジュールに重点化して、効果的・効率的なALの開発・進
化・普及を図るとともに、学修成果の可視化を実現することにより大学全体の学士教育改革を目指す。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型








学長を中心としたALの推進体制を作り、FD（ファカルティ・ディベロップメント）を展開する。
全学モジュールでALを推進するために、授業設計の支援を行うインストラクショナルデザイナーを雇用する。
学生の主体的な学びを促すための学修支援ツールを整備する。
独自の学修評価ツールの開発により学修成果を把握し、成績評価基準を明確化・平準化する。
学修管理システムの整備と授業外学習時間の把握および改善を行う。
教学IRシステムの整備による事業成果のモニタリングと教育改善を行う。

【【キーワード】
】
「モジュール型教養教育」「教学マネジメントシステム」「主体的学習促進支援システム(LACS: Learning Assessment & Communication System)」

【人材育成目標】

長崎大学

人材育成目標に関し、本学のDPでは
長崎大学は，４年間あるいは６年間の教育プログラムに定められた
単位を修得し、
• 自ら学び、考え、主張し、行動することができる。
分野・領域を超えて活用できる汎用可能な技能を身につけている。
領域を超えて活用できる汎用可能な技能を身につけている。
• 分野
• 専門職業人や研究者としての基盤的知識・技能を習得し、高い倫
理観を身につけている。
• 地球環境と社会の多様性を理解している。
• 主体性をもって他者と協働できる。
• 地域社会および将来世代に貢献するグローバルな視点を身につけ
ている。
と認められた者に対し、学位(学士)を授与します。
と定めている。

【教育上の課題】
2012年度から始まった“モジュール型教養教育”という新しい教養
教育は、一まとまりの科目群をパッケージにしたテーマ群の中から一
つを各学生が学部の枠を越えて選択するものである。最大の特長は、
１年次後期から２年次後期までの１年半かけて学部横断的な学生
と教員団で、一つの“学びの共同体”をつくることである。本学では、
全教員 1/3に相当する300名が全学 ジ
全教員の1/3に相当する300名が全学モジュール科目を担当して
科目を担当し
いる。しかし、それらの教員に対して、授業設計の支援があまりなさ
れていないのが現状である。また、学生にとっては、専門教育に比
べて教養教育への意欲が低いことも問題である。科目群をまとめる
責任者の過重負担、ALの設計および実施の不徹底、学生への意
欲付けなど課題は多く、教員と学生の双方に対する支援体制が不
十分であることを示すものである。

【【これまでの取組、実績・成果】
れま
取組 実績 成果】
＜取組＞
上記の課題を解決するために、教養教育担当教員への授業設計
支援、学生に対する学修支援により、教養教育モデルを作り上げ、
専門教育を含む学士課程教育全体に効果的・効率的なALを浸透
させる。 また、全学的な学修状況を可視化し、分析したうえでの効
果的な教学マネジメントの推進を目指す。
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具体的な取組として、ALの推進については、教員がスムーズにALを
導入し、学生の主体的学びを促すことができるように教員向けの様々
なコンテンツを開発した。 また、学修成果の可視化については、学内
における各種調査等の把握・整理・精査を行い、入学時から卒業時ま
での一貫した調査に基づいた教学マネジメントシステムの構築を行っ
ている。

＜実績・成果＞
• 全学モジュールを通した効果的・効率的なALの推進に際し、FDの
開催・各種の授業支援ツールの学生・教員への提供などを行ったこ
とで、学生の授業外学修時間が増加および専門科目への波及効
果があった。
• DPをもとに授業アンケート、学修行動調査、コンピテンシーテストの
項目設計を行った。
• 授業での成績評価、ポートフォリオにおける学生の自己評価、総合
評価で活用するため、DPをベースとした間接評価及び直接評価共
通のルーブリックを作成し、入学から卒業まで一貫して学修成果を
確認できる段階に達することができた。

【今後の取組の計画】
本事業の取組により、ALを取り入れている科目数の割合が85％を
超えたこともあり、学内での実践事例も蓄積されてきた。これにより、
超えたこともあり
学内での実践事例も蓄積されてきた これにより
教員同士で授業改善について学び合うシステムが機能する土台がで
きあがった。AL推進はこれまで大学教育イノベーションセンターが中
心的に行ってきたが、FDプログラムでも教員同士の交流の機会を増
やすとともに、効果的な実践事例から学ぶ場としての授業観察を促進
し、教員が相互に教え方を学び合うための共同体を支援する体制を
整えている。
学修成果の可視化については、これまでの取組によって「一貫した
教学マネジメントシステム」を構築し、３ポリシーに基づく「学修成果の
可視化」の実現へ向かっている。特に、外部の社会人基礎力テストを
見直し、本学のDPで求められている各能力が身につけられているかを
測定するためのコンピテンシーテストを独自に開発するなど、補助期
間終了後も継続的に事業実施可能なようにシステム整備を行ってい
る。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 本事業で開発したAL推進のための各種ツール（「AL事例集」
「LACS活用ガイドブック」「ティーチング・ティップス」「ラーニング・
ティップス」「オンラインFDコンテンツ」など）は、学生と教員がAL
について理解し、ALを効果的に進める上で必要不可欠なことが
記載されていることから、他大学においても活用可能であり、波
記載
、他大学
活用可能 あり、波
及効果も高いと言える。
 本学が構築している、入学時から卒業時までの一貫した調査に
基づいた教学マネジメントシステムはPDCAサイクルを回すことで
3ポリシーの実質化を目指すものであり、高等教育の質保証の観
点から非常に波及効果の高いモデルであると言える。

ポートフォリオに蓄積することで学生自身が学修の振り返りができる
ようにするとともに、卒業時に教員がDPで求められている能力をど
の程度身につけられたかを総合評価する際の判断材料ともする予
定である。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

教学マネジメントは、３ポリシーを実質化するために、各種調査や
テストを通して学修成果を可視化し、卒業時にDPで求められている
能力を適切に身につけられるように学生と教員双方がPDCAサイク
ルを回すための仕組みである。学修成果の可視化の機会としては
「授業アンケート」「コンピテンシーテスト」「学修状況報告」が挙げら
れる。また、各種調査および総合評価は、DPを軸としたルーブリッ
クに基づいているため、一貫した評価が可能となる。これらの結果
は、学生の他の学修成果（レポート課題や提出物など）とあわせて、

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

プレースメントテストの実施率

98.9%

99.2%

100%

92.3%

授業満足度アンケートを実施している
学生の割合

32.6%

100%

44.6%

100%

100%

授業満足度アンケートにおける授業
満足率

33.2%

71.1%

70.0%

14.5

11.6

学修行動調査の実施率

32.6%

100%

44.6%

86.7%

96.7%

100%

学修到達度調査の実施率

実施なし

100%

100%

実施なし

8.1時間

20時間

学生の授業外学修時間

4.8時間*1

11.6時間*1

27時間

1.2%

1.2%

1.0%

有

無*2

無*2

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを導入した授業科目数の割合

62.7%

85.3%

92.9%

AL科目のうち、必修科目数の割合

100%

82.4%

ALを受講する学生の割合

100%

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）
9.1科目

学生１人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員の割合

学生１人当たりのAL科目に関する授
業外学修時間
退学率

長崎大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

学生の主な就職先への調査

*12016年度までは1・3年生を対象とした「大学IRコンソーシアム学生調査」より算出し、2017年度からは全学が対象の授業アンケートとサンプリングによる「生活時間調査」によって算出している。
*2学生の主な就職先への調査は2年毎に実施（2016年度に実施済）
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

大阪府立大学
重層的ＰＤＣＡサイクルに基づく内部質保証システムの構築に向けて
【取組の概要】
本学では、2014年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」における<テーマⅠアクティブ・ラーニング><テーマⅡ学修成果の
可視化>複合型に採択されたことを契機とし、PDCAに基づく内部質保証システムの構築に向け、（1）学内におけるアクティブ・ラーニング
（AL）の普及と環境の整備、（2）学修成果の可視化とその活用を推進していく。<テーマⅠアクティブ・ラーニング>では、１．教員のALの支援、
２．学修環境の充実、３．ルーブリックの普及により、ALを全学的に推進し、学生の授業外学修時間の増加を図る。<テーマⅡ学修成果の可
視化>では、１．学生調査の実施とその活用、２．eポートフォリオの入力状況の改善、３．IR人材の育成により、マクロ（全学）・ミドル（学域・学
類）・ミクロ（各教員）の各レベルにおけるPDCAサイクルを推進する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢
➢
➢
➢
➢
➢

反転授業の組織的な実施、共同知識構築システム（meaQs）の開発・活用、タブレットPCを活用したALの推進
TAによる学修相談や貸出PC専用ロッカーの設置によるラーニングコモンズの活性化
「初年次ゼミナール」で活用可能なルーブリックの開発、学内教員への普及
学生調査の実施とその活用、学内外への発信
eポートフォリオの入力状況の改善とデータの活用
SDワークショップの実施によるIR人材の育成

【キーワード】
「ＩＣＴ活用」、「反転授業」、「学生調査」、「eポートフォリオ」、「授業外学修時間」

【人材育成目標】

大阪府立大学

本学では、各教育課程のディプロマ・ポリシーの基礎となる「大阪府立
大学学士課程が目指す学修成果」を以下の通り策定している。
（知識）
• 人間と文化、科学と技術、社会と歴史、環境と健康についての理解
を深め、利用できる。
• それぞれの専門領域における知識と技術を体系的に学び、応用で
きる。
（技能）
• 日本語で論理的な文章を読み、書くことができ、説得力のある議論
ができる。
• 英語で読み、書くことができ、他者と意思疎通できる。
• 物事を客観的・分析的に理解するための批判的思考を身に付ける。
• インターネットなどを用いて収集した多様な情報を、量的・質的に分
析して適正に判断できる。
（判断・行動）
• 必要な情報を収集し論理的に分析したうえで、すでに獲得した知
識・技能を総合的に活用し、問題を解決できる。
• 自分で考え、良心と社会のルールにしたがって自分の責任で判断し
行動できる。
• 自ら学ぶ姿勢を身に付け、生涯にわたって進んで学習できる。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
ALについて：１．ALを実施している教員の支援（i.e., 知識情報システ
ム学類、環境システム学類、総合リハビリテーション学類）、２．授業外
の学修環境の充実、３．ルーブリックの普及、４．ALに関するセミナー・
ワークショップの開催を推進してきた。
学修成果の可視化について：学類の教育目標と学生調査の項目を
対応させたうえで、学類のニーズに合わせたデータの解析を行い、そ
こで得られた結果を学類にフィードバックしてきた。また、eポートフォリ
オの質問項目の修正やシステム改修によるアクセス環境の整備を行
い、入力率の向上を図った。
○事例１
「学生調査を用いた学部生と学域生の比較」
本学では2012年に学部・学科制をより広い学問分野からなる学
域・学類制へと改組した。その効果を検証するため、学生調査を基
に、学部生のデータと学域生のデータを用いて、その能力の伸び、
１週間の活動時間、学生生活に関する満足感の得点を比較した。
分析結果についてのフィードバックを学類に行うとともに、各学類が
抱える教育上の課題や学修成果の可視化に対するニーズについ
て意見聴取を行った。

【教育上の課題】
本学では、ALを実践してきた教員は多くいたものの、実践するため
のコストがかかること、その知見が共有される機会の欠如、さらにはAL
に伴う授業外の学修環境が十分に整備されていないという課題が
あった。その結果、授業内・外の学修を踏まえた授業デザインを教員
が考案することが難しく、そのことが授業外学修時間の伸びを妨げて
いる可能性があった。加えて、学修成果を可視化するツールとして学
生調査、eポートフォリオを用いてきたが、前者に関しては、全学レベル
でのFDではその活用は進められてきた一方、学類レベルのFD活動で
は十分に活用されていないこと、後者に関しては、入力率が低いこと、
さらには、学内においてそれらのデータを活用できる人材が欠如して
いるという課題があった。その結果、学類の教育目標と学生調査が対
応せず、学類レベルのPDCAサイクルが十分に機能しない結果に陥っ
ていた。
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＜実績・成果＞
•
•
•
•

•

学部生、学域生の比較（例）

AL推進のためのmeaQsシステムの開発
反転授業の積極的な推進（34科目で実施）
eポートフォリオシステムの改善による入力率の向上
AL、学修成果の可視化についてのセミナー、ワークショップ
の開催（１年に４～５回）
他大学と連携してのフォーラムを１年に１度開催

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

＜取組の計画＞
ALについては、その普及と支援のためICT活用方法の考案、さらに
はそのシステムの開発を積極的に進め（meaQsシステムの活用や授
業外学修時間を増加させるためのタブレットPC活用の方法）、教員
へのALの普及を推進する。同時に、反転授業を導入する科目を引
き続き増やし、また反転授業導入の成果について成績、アンケート
調査に基づき、確認していく。さらに、学内でルーブリックを普及して
いくために、ルーブリックに関するセミナー・ワークショップを開催する
とともに、ルーブリックに関する情報をまとめ、高等教育開発センター
のHPに掲載する。
学修成果の可視化については、学生調査の実施と活用、eポート
フォリオシステムの改修と入力率を向上させるための方策の検討、IR
人材育成のためのSDワークショップの開催、他大学と連携しての合
同フォーラムの開催を行う。具体的に、学生調査に関しては、学位
プログラムレベルでの可視化とその活用のために、データを分析し、
各学類にフィードバックしていく。eポートフォリオに関しては、学生のア
クセス環境を整備するとともに、学生調査との連携（eポートフォリオ
を通じた結果のフィードバック）を進め、システムを積極的に活用する。






ALのためのツールの活用方法の考案
授業外学修時間を伸ばすための方策の考案
学修成果を可視化する方法の提示とその活用方法の提示
重層的PDCAサイクルに基づく内部質保証システムの考案

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

本事業の取組の内部評価は、３つの委員会・組織で検討の上、実施
される体制となっている。１つ目は、高等教育開発センターの中心的な
メンバーからなる「APステアリング委員会」、２つ目は、「高等教育開発
センター」内の会議、そして３つ目は全学委員会である「教育改革専門
委員会」である。本事業の方針策定・実施計画の立案・実施・進捗状
況のフィードバックに関し、APステアリング委員会・高等教育開発セン
ター・教育改革専門委員会という３つの委員会・組織における議論を
経ることで、適切に内部評価が実施できる体制となっている。加えて、
本事業を外部から客観的、包括的に評価するため、外部評価委員会
を設置している。外部評価委員会では、本事業が目的に応じた成果を
上げているか、内部評価が適切に行われているか、さらには、事業全
体が適正であったかについて、2017年度に中間評価を実施し、2019
年度には最終評価を行う予定である。

大阪府立大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

アクティブ・ラーニングを導入した授業科目
数の割合

13.9%

14.0%

25.0%

アクティブ・ラーニング科目のうち、必修科
目数の割合

28.4%

28.5%

30.0%

アクティブ・ラーニングを受講する学生の割
合

100%

100%

100%

学生１人当たりアクティブ・ラーニング科目
受講数

3.1科目

10.5科目

11.0科目

27.5%

37.5%

37.5%

4.9時間

5.3時間

8.0時間

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

アクティブ・ラーニングを行う専任教員数
学生１人当たりのアクティブ・ラーニング科
目に関する授業外学修時間（1週間当た
り）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

1.3%

1.1%

1.0%

授業満足度アンケートを実施している学
生の割合

42%

70.4%

90.0%

授業満足度アンケートにおける授業満足
率

75%

75.9%

85.0%

学修行動調査の実施率

84.5%

88.1%

90.0%

学修到達度調査の実施率

84.5%

88.1%

90.0%

6.4時間

5.8時間

12.0時間

無

無

有

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間（1週間当たり）
学生の主な就職先への調査
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度

共愛学園前橋国際大学
「学修の質保証の基盤整備」と「学修の質保証システムの構築」
【取組の概要】
本学の取組は、アクティブ・ラーニングの質の向上と学修成果の可視化に取り組むことで、学生が自ら学び得た知を体系化し構
築することを支援し、教育の質を保証するものである。本事業では、「学修質保証システムの基盤整備」を中心に、①学修成果の
明示、②アクティブ・ラーニングの質保証、③学修成果の可視化による主体的学修支援の充実、④学修成果達成度による教育改善
を連続して展開し、「学修の質保証システム」を構築する。
これにより本学の単位制の実質化が進み、国内外の大学との単位互換制度の利用がスムーズに行えることが期待される。また、
シラバスおよびeポートフォリオを中心としたICTシステムは、学生の獲得すべき知識の体系化を強化し授業外学修時間の確保に役
立つ。海外や地域社会での教育プログラムに対応した相談・支援を受けることができ、学生の学修の質を高めることができる。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 ディプロマポリシーを核とした学修成果指標「共愛12の力」、「共愛コモンルーブリック」の策定
 学修成果指標と学修記録の関連づけを可能にするeポートフォリオの導入、運用
 ポートフォリオ上の学修記録を活用した「エビデンスベースの自己評価システム」による学修
成果の可視化
 学生の学修成果、自己評価、学修計画を教員が共有、指導するリフレクション面談の実施
 学部学生によるライティングピアチューター制度「ラピタデスク」の導入、運用

【キーワード】
「共愛12の力」、「KYOAI CAREER GATE(KCG)」、「エビデンスベースの自己評価」、「ラピタデスク」

【人材育成目標】

共愛学園前橋国際大学

本学は次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダーの育成を
目標とし、以下の４つのディプロマポリシー（DP)を掲げている。
1. 地域社会の諸課題への対応能力
2. 国際社会と地域社会の関連性についての識見
3. 問題を発見し解決するための分析能力・実技的技能
4. 国際化社会に対応できる十分なコミュニケーション能力
DPに基づき、学生が身につけるべき力を「共愛12の力」として再構成
し、育成すべき人材像を明確化した。

【教育上の課題】
本学では、AP採択前から既に全専任教員がアクティブ・ラーニング
（AL）に取り組んでおり、主体的育成に取り組んできた。これら個々の
取組が学修者の成長にどのように結びついているかをエビデンスに基
づき評価、検証するために、学修成果の可視化、質保証システムの
構築が必要である。また、可視化された成果に基づき、カリキュラムの
検証、改善を行うPDCAサイクルの確立も課題として挙げられる。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
•
•

•
•

学修成果指標として共愛12の力を策定し、コモンルーブリックを作
成することで12の力それぞれについて達成度の評価を可能にした
eポートフォリオシステム（KYOAI CAREER GATE：KCG)を導入し、
日々の学修記録の蓄積と、学修記録（エビデンス）に基づく自己評
価、リフレクションをKCG上で一貫して行うことを可能にした
シラバスの改修により、授業外学修時間で取り組むべき課題とそ
れに必要な時間を明記した
ライテ ィング支援を主としたピアチューター制度（ラピタデスク
Library Peer Tutor)を中心とした学修相談システムを構築した

○事例：「ラピタデスク」
2015 年 度 よ り 開 設 し た 、 レ
ポート執筆支援「ラピタデスク」
では、学部３、４年生のチュー
ターが、主に１年生を対象にレ
ポート執筆に関する相談に対応
している。
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効果測定研究により、サポートを受けた１年生においてレポートに関す
る知識や執筆に対する自信、批判的思考態度に向上が認められただ
けでなく、チューターにも、執筆に対する自信の向上が認められた。利
用者数も年々増加しており、現在は１年生の半数以上が利用している。

＜実績・成果＞
【テーマⅠ アクティブ・ラーニング】
• 学生の自律的学修を支援するeポートフォリオ（KCG）を導入
• アクティブ・ラーニング（AL）科目の割合が増加（2017年度目標
64％に対し、実績72％）、同時に授業外学修時間も順調に伸長
• シラバスに授業外学修時間で取り組むべき課題とそれに必要な時
間を明記
• ３、４年生を中心としたチューターがピアチュータリングを行うレポー
ト執筆支援制度（ラピタデスク）を2015年度より開始
【テーマⅡ 学修成果の可視化】
• DPに基づく学修成果指標「共愛12の力」の策定
• 2016年度からシラバスに12の力と授業の対応関係を明示
• 全授業の最終回に自身の「共愛12の力」の伸長について学生アン
ケートを実施。その結果を教員にフィードバックすることで個々の科
目における力の伸び、教員の意図とのズレを振り返り、各教員が学
びの質向上に取り組む仕組みを導入
• 全学生が、１年間の学びを振返り、根拠を明示する形で12の力の
自己評価をKCG上に記入するリフレクションの時間を設定

＜取組の計画＞
•

•
•

•
▲平日週4日午後、図書館にて実施

eポートフォリオ：KYOAI CAREER GATE

ALの質保証のためのより具体的な指標や個別授業の学修効果を
より詳細にフィードバックする仕組み（授業カルテ等）の開発を進め
る。
高大接続を踏まえたFDを実施し、高大接続改革を推進するための
取組の共通理解を図る。
KGCおよびKGC+S（eポートフォリオ上の情報を抜粋、再構成し、学
外に公開するシステム）の効果的な運用を行う。特に、KGC+Sを卒
業時のアカウンタビリティの一つとして活用することを視野に、運用
方法について検討を進める。
リフレクション面談を始めとする教職員による学生に対する個別学
修支援において、KGC/KGC+Sをより一層活用する。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

おける学修の成果、授業の目標とのズレをモニタリングし、ALの質保
証を行うとともに、結果を全専任教員が共有し、カリキュラム改善につ
なげている。また、個々の取組の効果測定研究も随時行っており、AL
と授業中の学生の集中度の関連や、ライティング支援が文章作成や
批判的思考に及ぼす長期的な影響について調査し、学会等で公表
している。

 eポートフォリオ（KYOAI CAREER GATE: KCG）と連動した公開
履歴書システム「KCG+S」では、学生が自身の学修成果を第三
者に公開することができる。これは、学生の就職活動支援に繋
がる先駆的な取組であるとともに、社会に対するアカウンタビリ
ティの新たな形として広く応用できる可能性がある。
 KCGとエビデンスベースの自己評価システムは、高校での活用
を含む連携が行われており、高大接続をはじめとする、様々な
課題に適用可能である。
 ライティング支援制度（ラピタデスク)の運用は、学部生チュー
ターによる効果的なピアチュータリングの仕組みとしてモデル
ケースとなりうる。

■カリキュラムレベルでの質保証
全学生がeポートフォリオ上で年度ごとに学びの成果を振り返り、共
愛12の力の自己評価を行っている。個人の自己評価データは教員と
のリフレクション面談において活用するともに、コース、全学レベルで
データベース化し、カリキュラムの点検と改善に活用している。

■機関レベルでの質保証
全教職員参加によるスタッフ会議等でAP事業の活動、進捗、計画
■個々の科目、取組レベルでの質保証
を全学的に共有、意見を募ることで、事業目標の達成に向けた協力
平成２６年度 「大学教育再生加速プログラム」 選定取組
全授業において、当該授業を通じての共愛12の力の伸長感と授業
体制を構築している。また、外部評価委員会を定期的に開催し、第
外学修時間について尋ねる授業アンケートを実施しており、各授業に
三者による事業の点検、提言に基づく改善を行っている。取組の詳
大学等名：共愛学園前橋国際大学
細について、本学APのホームページにて公開し、随時更新している。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

テーマ ：テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）・Ⅱ（学修成果の可視化）複合型

 教育の国際標準化のための学修質保証システムを構築し、主体的学修者の育成とエビデンスに基づく検証・教育改善を実行する。
 シラバス・My Library ・ポートフォリオを連携させたICTシステムと、図書館員を中心とした学修相談支援システムを有機的に活用できる学修環境を整
備し、正課・準正課における学修の充実を促進する。
 アクティブ・ラーニング（AL）の質保証の研究を行い、学修成果の達成度を高めるALの実践を促進する。
 独自に開発する学修成果指標・ポートフォリオ・ステークホルダー調査等により多元的な学習成果の可視化を進め、教育プログラムの改善を図るとと
もに主体的学修者育成のための支援を充実させる。

本学の教育方針 （本事業の基盤）
■建学の精神 （学則第1条）： 「共愛＝共生の精神」
■教育の目的 （学則第3条）： 「国際社会のあり方について見識と洞察力を持ち国際化に伴う
地域社会の諸課題に対処することのできる人材を養成すること」
■教育研究計画： 「グローバル化する地域の振興を担う人材の育成」 「グローバル人材育成の推進」
■アクティブラーニング（AL）の取り組み： 専任教員全員が実施、全授業の75％がAL

学修成果の明示

＜内部質保証＞
AP推進委員会

学修質保証システム基盤整備

自己点検評価委員会

◆ICTと人的システムの有機的連携
◆ALに対応した図書館機能の充実

学修成果達成度
による教育改善

ポートフォリオ
My Library
シラバス

ポンチ絵

教育の
国際標準化
のための
質保証
主体的
学修者
の育成

アクティブ・ラーニング

の質保証

ICTシステム
学修相談支援
システム

FD ・ S D

◆就職支援
◆生涯学修支援

エビデンスに
基づく検証・
教育改善

学修成果の可視化
による主体的学修の
支援の充実

◇ 図書館が学修に必須のプラット
フォーム機能を担う
◇ 図書館を中心とする授業・授業外
学修支援の充実
◇ 学術情報リテラシー教育の充実

□ 特色２
 ALの質保証
◇ ALの指標の開発
◇ ALの授業方法の改善による授業
の質と密度の向上
◇ 授業満足度の向上による授業外
学修時間の増加

□ 特色３
 学修成果の可視化による主
体的学修の支援の充実
◇ ポートフォリオの自動多言語化
◇ 地域・海外での学修活動・就職活
動支援
◇ 留学生支援
◇ 学生の主体的学修改善

56％92%

72％ 95%

【期待される効果】
（大学改革加速）ALの質保証および学修到達度の多元的な可視
具体的な実施計画
2014年度
2017年度
2019年度
化により、学生が主体的に学修を改善できる。
における指標
（起点）
（実績）
（目標）
（大学全体影響）エビデンスに基づく教育改善を行うことにより主
12時間
体的学修者を効果的に育成でき、単位制度の実質化を進めるこ
80％ 93% プレースメントテストの実施率
98％
98％
99％
とで教育の国際通用性が高まる。

3％

3％

3％

95％

93％

10科目

16科目

14科目

アクティブ・ラーニングを行う
専任教員数

100％

100％

100％

学生一人当たりのアクティブ・ラーニン
グ科目に関する授業外学修時間

5時間

9時間

12時間

3％

2％

2％

【事業の成果】

具体的な実施計画
学生の授業外学修時間
における指標

ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ科目の授業外学修時間
アクティブ・ラーニングを導入した
授業科目数の割合
ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞを受講する学生の割合
アクティブ・ラーニング科目のうち、
必修科目数の割合

26年度（実績）

5時間

目標値（表を作成）
92％

退学率

31年度（目標値）

2014年度
8.8時間 2017年度
11.7時間 2019年度15時間
（起点）
（実績）
（目標）

アクティブ・ラーニングを受講する
学生の割合

学生１人当たりのアクティブ・ラーニング
科目の受講数

28年度（実績）

共愛学園前橋国際大学

＜外部質保証＞
教育研究評議会・情報公開

□ 特色１
 教学マネジメントと図書館の
連携強化

8時間

授業満足度アンケートを実施している
学生の割合

98％

実施なし

99％

上記アンケートにおける授業満足度

88％

実施なし

88％

学修行動調査の実施率

83％

87％

76％

学修到達度調査の実施率

78％

84％

73％

8.8時間

12.1時間

15時間

実施

実施

実施

学生の授業外学修時間
学生の主な就職先への調査
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

芝浦工業大学
「教職学協働」によるアクティブ・ラーニングの拡充と学修成果の可視化
【取組の概要】
建学の理念「社会に学び社会に貢献する技術者の育成」の下、学生の主体的な学びを促し、学修成果の可視化の為の以下取組を行う。一貫
した教育体系に位置づけられた４年間の体系的・組織的なアクティブ・ラーニングの教育プログラム構築、学修成果の可視化と学生の学修時間
のPDCAサイクルによる保証、学生の学修意欲を高める双方向システムを利用した講義科目へのアクティブ・ラーニング導入や授業外学修を促
進するシラバスの充実、学修マネジメントシステム構築、それらをチェック、改善する仕組みとしての学修ポートフォリオの活用、教職学協働のワー
クショップ（WS）を実施する。またアクティブ・ラーニング＆アセスメントオフィス開設と専任教職員の配置の他、学修に対する責任は教員のみなら
ず職員と学生本人にあることの意識を全学構成員が共有すべく、学生の教育・学修改革への参画の仕組みを現行制度から更に発展させ、学長
の下、教職学協働で取り組む。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢ アクティブ・ラーニングの拡充
➢ ４年間の体系的なアクティブラーニングの
全学導入
➢ 授業外学修時間の保証
➢ 教職学協働による教育改革推進

【キーワード】
「体系的なアクティブ・ラーニング」、「学修成果の質保証」、「教職学協働」、「SCOT-Students Consulting on Teaching」

【人材育成目標】
芝浦工業大学は建学の精神である「社会に学び、社会に貢献
する技術者の育成」を21世紀の現代に敷衍した、「世界に学び、
世界に貢献するグローバル理工学人材育成」の実現に向けて、教
育改革とその質保証に取り組んでいる。

【教育上の課題】

芝浦工業大学

APに採択される2014年度以前は、４年間の一貫した教育体系
に位置づけられた組織的なアクティブ・ラーニング（AL）は一部の
学部・学科に留まっており、特に履修者が多い講義科目へのALの
導入が遅れていた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
体系的・組織的ALの改革として、ナンバリングの全学導入のほ
か、各学科の学修・教育目標に基づいて講義科目と対応するAL
科目を紐付け、カリキュラムマップ上でAL科目の配置を確認する
ことで、卒業研究・制作で教育目標を達成する「ALの体系化」を
実施した。また大人数の講義科目でもALを推進できるよう、ネット
ワーク・クリッカーを導入した。
次に学修成果の可視化として、「S*gsot（ガソット）ポートフォリ
オ」を開発した。これは単位取得状況やGPA、出欠状況、TOEIC/
PROG（ジェネリックスキル測定テスト）スコアがグラフやレーダー
チャートで表示されるもので、学生が自身の学修履歴・成果を確
認できる。特にPROGスコアは、卒業生の進路業種（大学院進学
含む）ごとのモデルスコアと比較でき、希望する進路に応じて身に
つけるべき能力を知ることができる。
2017年度には学修マネジメントシステム（LMS）も刷新した。●
ネットワーク・クリッカー（教職学協働ワークショップ（WS）での意見
を踏まえ改良）、●到達度評価のためのルーブリック、●学修時
間の登録機能などを有し、従来の授業アンケートも新LMSで実施
している。採択以前に全キャンパスに導入した授業収録システム
も、教員の反転授業用動画作成や、学生の授業外学修に役立て
ているが、特にシステム理工学部では学生の要望を受け、全必修
科目を収録し復習のために視聴できるようにしている。授業外学
修時間の把握には、関連するアンケート設問の回答選択肢を増
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やしたほか、より実態に近い時間を把握するために、学生にモニタ
を募り学修後に時間を記録する仕組みを検討・改良している。
体制面では、アクティブ・ラーニング＆アセスメントオフィスを開
設して専任教職員を配置したほか、SCOT（Students Consulting
on Teaching）の利用など、従来から進めてきた教育・学修改革へ
の学生参画の仕組みを更に発展させた。FD･SDプログラムもALの
推進と学修時間確保のために大幅に強化。2014年度からは学長
のリーダーシップのもとFD・SD活動に対する学内助成において、大
学の重点施策に関わる活動を積極的に助成することとした。学生
の主体的学びを促進する教育改善に関わる取組に対する助成は
2017年度には全体の７割を占め、ALを行う教員も８割を超えるな
ど、教職員・学生一体の「教職学協働」で改革に取り組んでいる。
こうした学内の教育インフラの整備を進めるとともに、学修行動
調査とPROGによるジェネリックスキルの伸長調査のほか、様々な
IRを実施し、事業を進展させている。

＜実績・成果＞
•

アクティブ・ラーニングの体系化・質保証
科目数/受講する学生/実施する教員 の増加
ルーブリックを導入したAL科目数/卒業研究の質保証・成果
の可視化に関する学内基準達成学科数 の増加

•

授業外学修時間の増加

•

学生が主体的に参画する、教職学協働体制の発展
SCOT、Learning Facilitator、TA、SA、etc.

S*gsotポートフォリオのダッシュボードイメージ

【今後の取組の計画】

【本取組の質を保証する仕組み】

学修時間把握の取組は、2018年度はLMSと「LINE」を連携させ
たシステムによる記録の仕組みをモニタ中で、これを適切に評価
し、単位の実質化のための学修時間の記録を全学展開していく。
また「工大サミット」（愛知/大阪/芝浦/東北/広島/福岡工業
大学による理工学教育活性化を目的とした連携）を通じて教育IR
の情報を共有することで、教育プログラムとその学修成果に関す
る定量的なデータに基づく大学教育改革を、工科系大学間で連
携して進めていく。

本事業の進捗状況の把握や評価指標の適性化の判断、各項
目の達成状況は、アクティブ・ラーニング＆アセスメントオフィスか
ら報告し、本学の内部質保証の責任を負う学部長・研究科長会
議で点検する。また各学部・研究科、附置機関が、本事業の推
進項目を100周年に向けた大学戦略「Centennial SIT Action」行
動計画に落とし込むことにより、PDCAサイクルを回す。これらは年
３回行われる「大学会議」などを通じ、広く学内での情報共有が図
られ、進捗、達成状況についても横断的な検証が行われる。
外部評価は、外部有識者による「大学外部評価委員会」で、本
取組や実施計画に対する指標と達成度を示し、毎年度評価を受
審する。同様に教職学協働の観点から、学生ボードによる意見聴
取も実施している。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 海外大学とのグローバルPBL実施とその質保証
（スーパーグローバル大学（SGU）創成支援事業との連携）
 「工大サミット」による連携したIRに基づく教育改革
 2016年度 文部科学大臣認定「理工学教育共同利用拠点」
として、理工学教育のモデルの全国展開

テーマⅠ・Ⅱ複合型

建学の理念の下、学生の主体的な学びを促し、学修成果の可視化の為の取組を行う。
学長をリーダーとする教職学（学生）協働の組織的な体制のもとで、下記の３つの施策の実施により、
体系的なアクティブラーニング（AL）の改革、学修成果の可視化と学修時間の保証、教育改革の推進体制の強化を実現する。

課題

建学の精神―社会に学び、社会に貢献する技術者の育成

取組概要

教育目標 ―｢統合的問題解決能力を備えた世界（社会）に貢献できる技術者｣育成

• 全学での体系的な
アクティブラーニング導入

 国際通用性のあるコースナンバリング

4年間の体系的・組織的な
アクティブラーニング改革

 双方向システムによる大人数講義へのアクティブラーニングの導入

…

• 大人数講義への
アクティブラーニング導入

 アクティブラーニング＆アセスメントオフィスの開設

…

• AL科目のうち、必修科目数の割合
26年度
28年度
29.4% → 24% →
実績

5時間 → 9 時間→24時間/週
実績

アクティブラーニングの拡充

• ALを受講する学生の割合

28年度

• 教職学協働のワークショップの組織的実施

…

26年度

• 授業外学修時間を保証する学修マネジメントシステムの導入

 さらに発展した教職学協働の推進（教育改革ワークショップ）

教育改革の推進体制の強化
教職学協働による学修の質保証

･･･
平成31年度（目標値）

• 学生の
授業外学修時間

• 学修成果と学修時間を保証するシラバス

芝浦工業大学

ACT

• 授業外学修時間の把握

授業外
学修時間の
保証

DO

CHECK • ルーブリック、eポートフォリオの導入強化

?

成果

PLAN

学修成果の可視化と学生の学修時間の
PDCAサイクルによる保証

目標

52.8%
目標

26年度
28年度
89.7% → 92.3%→
実績

4年間の体系的な
アクティブラーニングの
全学導入

哲
学
・
理
論
・
技
法

PBL

2019年度
（目標）

30.3%

73.1%

69.2%

目標値（表を作成）
89.7%

99.7%

ALを行う専任教員数

54.1%
5

ALを受講する学生の割合

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

26年度

28年度

未実施 → 100% → 100%
目標

A

職

学

D

C
教職学協働による
教育改革推進体制

さらに強化した教職学
協働の教育改革推進体
制により、これまで本
学が進めてきた教育の
質保証への取組みを、
学修の質保証へと
発展・加速させていく。

プロジェクトを通した実践・経験

目標

2017年度
（実績）

ALを導入した授業科目数の割合

• AL科目を含む
カリキュラム設計を
体系的に実施した
学部、学科数の割合
実績

96.8%

2014年度
（起点）

具体的な実施計画における指標

講義

P
教

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の授業外学修時間

5

9.2

24

96.8%

学修行動調査の実施率

0%

100%

65%

80.2%

67.7%

退学率

2.1%

1.7%

1%

10.0

14

20

62

70

具体的な実施計画における指標

SCOT利用累積教員数
（制度開始時からののべ数）
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

玉川大学

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型

事業期間：2014年度～2019年度
年度

21世紀社会を支える高次汎用能力を備えた人材育成
～アクティブ・ラーニングの推進と学修成果の可視化～

【取組の概要】
本取組は、アクティブ・ラーニング実施科目の体系化を図り、それぞれの科目でどのようにアクティブ・ラーニングが行われるかを学生に明示
すると同時に、アクティブ・ラーニングが適切な指導のもとで行われるように、教員の教育力の養成を目指すものである。加えて、学生には、アク
ティブ・ラーニングの有効性を高めるために、複数の専門的な支援スタッフを配置し、対応する。教員に対しては、アクティブ・ラーニングの手法
を分類したうえで、その到達目標と適切な評価方法を教員間で共有できるように全員参加型のFDプログラムを実施する。アクティブ・ラーニング
形式の授業を大幅に増やし、ルーブリックを採用することで、学修到達目標を明確にするとともに、学生の授業外学修時間を十分に確保する。
これにより、授業満足度および学修到達度等にかかわる全学的な教学マネジメントの改善を図る。さらに、学修成果の可視化を促進し、実社会
に有効な学生のコンピテンシー開発につなげていく。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型







アクティブ・ラーニング実施科目の体系化
アクティブ・ラーニングの推進と体系化
教員の教育力養成
学修プロセス・成果の可視化
実社会における学修の有効性の研究・開発

【キーワード】
「教員の教育力向上」、「学士力」、「教学マネジメントの改善」

【人材育成目標】

アクティブ・ラーニング・ワークショップ
分科会「授業外学修を促す学修課題の組み立て方」

＜実績・成果＞

玉川大学

玉川大学では日本社会さらには世界へ貢献する気概を持った人材
事業に取り組んだ4ヵ年の間に教員間の情報共有と授業改善がはか
を養成することを使命としている。そのために、大学時代に培う学士力
られ、アクティブ・ラーニングを導入した授業科目数の割合が増加し、
を策定し、知識・理解のみならず、どのような時代や社会にも通用す
学生1人当たりのアクティブ・ラーニング科目受講数が増加した。単に
る高次汎用能力と態度・志向性を持った人材の育成を目指している。 導入しているだけではなく、学修目標に合わせた手法を取り入れる
ケースが増えてきている。
【教育上の課題】
また、学生の週当たりの授業外学修時間は微増に留まっているが、
玉川大学として学士力（13項目）を策定し、全開講科目でどの授業
学修意欲向上の様子、学生の能力のバランスが確認できるようになっ
を履修したら、そのうちのどのようなコンピテンシーが獲得できるのかを
た。さらにルーブリック・ワークショップを開催することによって、学士力
学生に明示している。つまり、成績評価には知識・理解のみならず、
に沿った能力の評価法であるコモン・ルーブリックの活用を促進してい
汎用的技能、態度・志向性も含めて評価を行うこととしている。そこで、
る。
学士力に関するコモン・ルーブリックを作成し、評価の参考基準として
［2013年度→2017年度］
活用している。しかし、アクティブ・ラーニングを導入する授業は増加
・アクティブ・ラーニングを導入した授業科目数の割合：
傾向にあるものの、実態として学修成果を授業や授業外学修でどの
23.9％→45.8％
ように測定しているのか、その方法が確立されているとは言い難い状
・学生１人当たりアクティブ・ラーニング科目受講数：
況にある。
5科目→8科目
また、学生の授業外学修時間が伸びていないことから、単位の実質
・学生の週当たりの授業外学修時間：4.0時間→5.1時間
化には課題が残っている。
さらに、教学マネジメントの改善等をテーマとしたフォーラムやシンポ
【これまでの取組、実績・成果】
ジウムを開催することで、玉川大学のアクティブ・ラーニングと学修成
＜取組＞
果について公表し、外部からの評価を受けている。
全開講科目にアクティブ・ラーニングを導入することを目指し、ワーク
【今後の取組の計画】
ショップ、事例報告会、事例集の発行等を行っている。現在は玉川大
＜取組の計画＞
学が策定した学士力に沿った能力要素ごとに、その修得に適したアク
アクティブ・ラーニングを実施すること自体が目的化・形骸化しないよ
ティブ・ラーニングの体系化を目指しデータを蓄積している。
う、ディープラーニングや学生の主体性に繋げることを定着させるため、
また、学修成果の可視化は、授業ごとに修得できる能力をカリキュ
身に付けさせたい能力に応じた手法の体系化を行い、『アクティブ・
ラム・マップに明示し、シラバスには到達目標として掲げている。その
ラーニングハンドブック』を刊行する。また、学士力の汎用的技能や態
上で、評価方法を示し、成績評価には学士力の修得状況を反映させ
度・志向性を含めた学修成果が適切に評価されるよう、ルーブリックの
ることを目指している。
活用を充実させる。あわせて、学修成果の測定方法に関する研修会
さらに、成績評価をレーダーチャートやポートフォリオで確認しながら
やシンポジウム、ファカルティ・ディベロッパー（FDer）養成講座等を開
教員による学生面談を実施し、学修成果の把握に努めている。
催し、教員の教育力向上を図る。その上で、GPAやポートフォリオによ
一方、教員調査でルーブリックに関する活用があまり進んでいないこ
り学修成果を可視化し、学級担任がこれを活用して学生を指導する。
とが判明したため、学士力の能力要素ごとのルーブリックを作成した。
また、教員調査を引き続き実施することに加え、卒業生調査も実施
そのルーブリックは、全授業のシラバスにも授業を通して得られる学
し、集計結果を分析したうえで教育改善に反映していく。また、シンポ
士力の当該能力要素を掲載し、学生が履修登録前に確認できるよう
にシステムの改修を行った。
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ジウムの開催や報告書の発行により、事業の取組内容や成果につ
いて積極的に情報発信を行っていく。

の情報発信を行い、外部からの講演依頼等の要請にも対応して
いる。
 知識・理解、汎用的技能、態度・志向性を含めた成績評価の客
観性を確保するため、外部テストを導入し、学士力との相関分析
を行っている。また、学生の学修行動や入学後の能力変化等を
把握するために、大学IRコンソーシアムの共通学生調査を実施し、
その結果を参加大学の平均値と比較分析している。その結果は
報告書としてまとめ、学内で学生を含めて共有している。
 卒業生および企業に本学で身につけた学士力や社会人基礎力
に関するアンケート調査を実施し、集計結果をもとに教育効果や
課題を確認している。
 本事業の取組については、学長を委員長とした「教育研究活動
等点検調査委員会」で学内評価を行っている。また、高等教育
研究を専門とする外部有識者や企業等の第三者で構成された
「教育再生加速事業評価委員会」において、外部評価を行って
いる。外部評価の結果は、各年度の「事業報告書」にまとめ、全
国の国公私立大学に送付し、玉川大学のホームページでも公表
している。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 ティーチング・ポートフォリオの開発およびティーチング・ポート
フォリオの作成を効果的に進めるため、各学科に必ず１名配置
できるよう、14名のメンター（ティーチング・ポートフォリオ作成支
援者）を養成。
 ラーニング・コモンズに学修支援のための専従スタッフ（教員・職
員）を配置。
 学生ポートフォリオシステムの開発と活用。
 学士力に関するコモン・ルーブリックの作成と活用。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 APは高大接続改革に位置付けられていることから、玉川大学で
はAPを“Tamagawa Vision 2020”における大学教育改革の一貫
として捉えている。そのために、アクティブ・ラーニングの推進と学
修成果の可視化が大学教育の改善にどのようにつながっているの
かという観点から教育の質保証を目指している。そういった意味で

社 会 か ら の 要 請

「２1世紀社会を支える高次汎用能力を備えた人材」

玉川大学の教育理念 Tamagawa Vision 2020

（どのような時代や社会にも通用する高次汎用能力と態度・志向性をもった人材の育成）

実質的な学修時間の増加

目指すコンピテンシーの養成

全 学 的 な 教 学 マ ネ ジ メ ン ト の 改 善

＜本事業の実施・推進体制＞

＜実施計画＞

学長のリーダーシップ

アクティブ・ラーニング実施科目の体系化
アクティブ・ラーニングの推進と体系化

Assessment
新たなアクトの
アセスメント

改善サイクルⅠ

改善サイクルⅡ

ポンチ絵

学内評価

ＡＣＴ

教育研究活動等
点検調査委員会

教員の教育力養成

評価結果に基づく
改善方策の策定と実行

・全員参加型のＦＤプログラム
・ルーブリック・ワークショップの開催
・ティーチング・ポートフォリオの活用と教員評価

教育再生加速委員会
ｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾆﾝｸﾞ推進委員会
大学ＦＤ委員会

学修プロセス・成果の可視化

Assessment
測定方法の
アセスメント

・学生ポートフォリオの活用
・学生の学修到達度調査の継続
・学生の学修行動調査の継続

実社会における学修の有効性の研究・開発

ＣＨＥＣＫ
教育効果の測定

・全学共通のキャリア科目の再点検、
新規科目 開設

具体的な実施計画における指標
アクティブ・ラーニングを導入した授業
科目数の割合

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

32.0％

45.8％

90.0％

ルーブリックの採用

目標値（表を作成）

ＰＬＡＮ

具体的な実施計画における指標

ＤＯ

意見
聴取

Assessment
学生がどの程度理解し、どの
ように理解するようになったか
についてのアセスメント

教
育
再
生
外加
部速
評事
価業
評
価
委
員
会

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

-

100.0％

100.0％

アクティブ・ラーニングを受講する
学生の割合

93.4％

98.0％

90.0％

プレースメントテストの実施率

96.7％

99.3％

100.0％

アクティブ・ラーニングを行う専任
教員数の割合

40.9％

78.9％

97.0％

学生ポートフォリオ活用率

58.3％

71.5％

100.0％

3人

3人

9人

授業満足度アンケートを実施して
いる学生の割合

100.0％

100.0％

100.0％

ファカルティ・ディベロッパー（FDer）の
配置

玉川大学

・アクティブ・ラーニング科目の体系化
・アクティブ・ラーニング・ハンドブックの作成
・アクティブ・ラーニングの手法研究・開発
・ルーブリック評価の採用
・ラーニング・コモンズの設置
・専門的な支援スタッフの配置
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型

事業期間：2014年度～2019年度
年度

東京電機大学
アクティブ・ラーニング、e-ポートフォリオ、汎用ルーブリックによる学修成果達成と可視化の取組
【取組の概要】
本取組は、本学の使命である「技術で社会に貢献する技術者」の育成に必須の知識・能力を修得させる教育体制構築と、その成果の可視化
のため、下記４点に注力して実施するもので、未来科学部の活動を基とし、成果を全学に普及させることを目指している。
１．(教育枠組１) 教育の質保証体制実質化のため、汎用的能力(人間力）の評価ができるルーブリックを開発・普及
２．(教育枠組２) 授業外学修時間増加のための反転授業導入とその運用手法の開発・普及
３．(教育内容) 教育目標の知識・能力を学生に効果的に修得させられるPBLおよびアクティブ・ラーニング手法の開発・普及
４．(教員教育力) 教員教育力向上のための教員評価制度の構築

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 汎用的能力(人間力）の評価に適した米国のVALUEルーブリックを基に、学修成果評価用の汎
用ルーブリックを作成し、これを用いて科目毎にその目標達成度評価用の科目ルーブリックを
作成し、各科目及びカリキュラム全体の学修成果の定量的可視化を可能とする
 e-ポートフォリオ上の科目ルーブリックを用い、学修成果の達成度の定量的評価を実施する
 授業時間外の自己学修による知識習得と、授業時間内のアクティブ・ラーニングによる深い学
びを統合した反転授業、およびPBLの広汎な導入による、効果的な教育システムの導入・普及
 教育力評価の項目を含む教員評価制度の導入

【キーワード】

「未来科学キャリアワークショップ」PBL
「未来科学キャ
リアワークショップ」PBL

「汎用ルーブリック」、「e-ポートフォリオ」、「反転授業」、「アクティブ・ラーニング」、「教員教育力評価制度」

【人材育成目標】
本学未来科学部は、下記のような「プロの能力、未来を開く豊かな
教養」を合わせ持つ、自ら問題を発見し解決する高度な技術者の育
成を目標とする。
 未知の状況で力を発揮できる知性。
 広い視野にもとづき、社会に価値のあるものを創造する、認知
能力、適応能力、コミュニケーション能力、設計能力。
 問題を認識し、解決するための、総合力と構想力。

東京電機大学

【教育上の課題】
本学ではこれまで、教育の目標を設定し、それを達成するための質
保証体制や改善枠組、教育内容を整備してきたが、これらの教育プ
ログラムが、設定した教育目標（「技術で社会に貢献できる技術者」に
必要な知識・能力）の育成に有効であるかどうかについて、定量的に
評価する方法が明確ではなく、各種の定量的学修成果評価手法の
導入と、それによる学生の学修成果の達成度評価と、その結果の学
生へのフィードバックによる学びの深化が急務であった。
また、社会に貢献できる技術者に不可欠の汎用的能力を、従来の
座学に比較してより効果的・効率的に育成するための教育法とされて
いるアクティブ・ラーニングの導入・普及も急務であった。
上記の教育枠組と内容を修得した教員も強く求められていた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
学修成果の可視化で最も困難であった、汎用的能力の評価法とし
て、汎用性に優れた米国のVALUEルーブリックを参照し、４水準で評
価する汎用ルーブリックを作成した。これを基に、各科目固有の達成
目標評価ができる科目ルーブリックを作成し、e-ポートフォリオに組込
み、学生の目標達成状況の自己点検と、学修成果評価を可能とした。
授業外学修を可能とする反転授業導入により、時間のかかるアク
ティブ・ラーニングを授業時間内に導入することが可能となり、学修時
間の大幅増加と、効果的な教育の実施が可能となった。
教員の教育力評価では、研究者情報データベースによる量的評価
の他、シラバスに沿った教育実施、学生授業調査の結果に対する改
善活動、学生の達成水準妥当性、をルーブリックにより質的評価した。
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●事例
「基礎制御工学および演習（２単位）２年次必修１５０名受講」
未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の題記科目において、音声付
きパワーポイントの予習ビデオによる自宅学修と、教室でのアクティブ・
ラーニング（グループワーク）を組合わせた反転授業を14回実施し、
予習の習慣化、知識の定着化による期末テストの点の向上が示され
た。大人数教室でのグループワークでは、グループ内での教え合いに
より、全学生が演習問題を正解でき、大人数でも反転授業が可能で
あることが確認できた。

＜実績・成果＞
•
•

•

反転授業の導入・普及により、学生の１週間あたりの授業外学修
時間は25.1時間と目標の10時間を大幅に超えた。
卒業時に修得すべき学修成果項目の達成水準を可視化したレー
ダーチャートを、e-ポートフォリオ上で学生が自己評価・確認できる
システムが完成し、運用が開始された。（次ページの図参照）
本事業で開発した、汎用的能力の定量的評価用のルーブリック体
系の構築法と使用法について、 JABEE-日工教(技術者教育認
定機構-工学教育協会）ワークショップ第５～９回(2015-2017)、
及び工学教育協会年次大会（2015-2017）で、他大学教員に普
及。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
反転授業、アクティブ・ラーニングに関しては、その定義を明確にし、
2019年度には全科目に導入することを予定し、各教員にシラバスに
その旨の記載を依頼している。
学修成果の可視化については、科目ルーブリックを組み込んだeポートフォリオシステムを実際に学生に使用させ、学生の学びの振り返
りと教員の授業改善のフィードバックに活用する予定である。
これを利用した学修成果達成度評価システムは、アセスメント・ポリ
シーの全学的な設定の中に組み込み、全学波及させる予定である。
ここで得られた各学生の学修成果の可視化結果は、卒業時および
就活時に、社会に学生の学修成果を提示する手段（ショーケース型
ポートフォリオ、ディプロマ・サプリメント）として活用する予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

米国
ＶＡＬＵＥ
ルーブリック

内容 大学・学部の学位授与の方針（DP)
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

専門分野の科学技術の知識と技術をもつこと。
課題に挑戦し、解決する実践力をもつこと。
理工系の幅広い基礎知識をもつこと。
科学技術と人間・社会との関わりを理解すること。
グローバルな視野をもつこと。

水準 ＤＰの具体的達成水準を示す４段階の汎用ルーブリック
学部のカリキュラム・ポリシー（ＣＰ）
科目に合わせて
カスタマイズ

（1）体系的な講義、演習、実験・実習からなる専門科目群
（2）課題解決能力を培う実験・実習・ワークショップ科目
（3）理工系基礎知識涵養の自然科学科目等の共通教育科目
（4）キャリア科目、人間性・倫理性涵養の人間科学科目
（5）グローバル環境での意思疎通能力の涵養科目、
コミュニケーション力などの汎用的能力を培う科目

学修成果
評価
学修成果
公表

科目 カリキュラム・マップ
体系 ＤＰの各目標項目と、それを育成する科目の対応表
科目の到達目標、授業外学修内容と時間、成績評価法、
シラ 科目の到達目標評価法
バス
（汎用的能力の達成度評価は科目ルーブリックによる）
反転授業・ＡＬ等の適切な教育法による教育内容
科目の到達目標の達成度のシラバス通りの評価
科目 汎用的能力は、e-ポートフォリオに組み込まれた科目ルーブ
リックにより評価
アセスメント・ポリシーとして纏める予定
科目の到達目標達成度評価を、ＤＰの学修成果項目毎に
ＤＰ e-ポートフォリオシステムが集計し、
学修成果達成度可視化用のレーダーチャート作成
大学の 大学としての教育の質保証のエビデンスとして、学修成
説明責任 果達成度評価結果を公表
学生の 学生の学修成果の社会への提示のため、学修成果達
公開履歴書 成度評価を利用してショーケース型ポートフォリオ作成

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

44%

77.7%

100%

100%

100%

100%

8.3科目

13.3科目

20科目

ALを行う専任教員の割合

100%

100%

100%

退学率

4.2%

3.9%

3.7%

具体的な実施計画における指標

ＡＬを導入した授業科目数

目標値（表を作成）

ALを受講する学生の割合

学生1人当たりAL科目受講数

全学教育改善推進体制
教育・研究担当副学長が、全学の教育改善と
左記の質保証体制の運用を統括
教育改善推進室運営委員会
（全学教育改善・質保証方針を取り纏め）
教育・研究担当副学長
教育改善推進室室長
教育改善推進室副室長（各学部から選出）
各学部長
各キャンパス事務部長

大学評議会、大学調整連絡会議
学長が議長で、上記方針をオーソライズ
各学部長経由で各学部教学委員会が
教育改善・質保証体制の運用を実施

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

授業満足度アンケートにおける授業
満足度

73%

74%

75%

学生の授業外学修時間

7.1時間

25.1時間

12時間

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

3.7時間

19.5時間

12.0時間

具体的な実施計画における指標

東京電機大学

カリキュラム

編成
方針

授業アンケートによる
教育目的・
達成目標チェック
学科のシラバスチェック

本学の教育に
ローカライズ

学修成果目標

本取組の成果を活用した教育の質保証システム

建学の精神「実学尊重」、 教育・研究理念「技術は人なり」
使命「科学技術で社会に貢献する人材の育成」

テーマⅠ・Ⅱ複合型

②教育の質保証枠組とその運用
４年間で修得すべき学修成果の目標は、社会が求め、学位の国際
 汎用的能力の評価用ルーブリックである「汎用ルーブリック」は、
通用性を満足し、本学の使命と整合性ある具体的目標として、全学・
下記の科目ルーブリックの基としてJABEE-日工教ワークショップ
学部・学科のディプロマ・ポリシー（DP) に記述されている。
で他大学教員に解説しており、他学での流用・普及が期待できる。
次にカリキュラムの編成方針としてのカリキュラム・ポリシー（CP)、及
 科目の到達目標達成度を科目ルーブリック等で評価し、これを
び学修成果の各目標の育成科目を示すカリキュラム・マップを設定し
集約して学修成果の達成度を可視化する「e-ポートフォリオシス
ている。また各科目のシラバスには、カリキュラム・マップで科目に割り
テム」は、他学での流用・普及が期待できる。
当てられた目標を育成する教育内容が示され、学科のシラバスチェッ
 学生の学修成果の可視化結果を社会に提示するショーケース
クの仕組みにより、科目の到達目標・授業外学修の内容と時間・成績
型ポートフォリオシステムは、他学での流用・普及が期待できる。
評価法・科目の到達目標達成度評価法、の明示が検証される。
 「基礎制御工学および演習」は大人数反転授業での授業外学修
シラバスに書かれた科目の目的・達成目標と実際の授業の合致は、
増加と理解向上の実現手法として、他学での普及が期待できる。
授業アンケートにより検証される。
学生毎および学年平均の学修成果達成度は、各学期末に、「e【本取組の質を保証する仕組み】
ポートフォリオ」に組み込まれた、その学修成果を主として育成する科
①全学的な教育改善の推進体制
目の科目ルーブリックにより評価し、その時点での学修成果の各項目
教育・研究担当副学長が統括し、教育・研究担当副学長、教育改
の達成度分布とこれまでの成長軌跡を、レーダーチャート(下図）で示
善推進室室長、各学部からの教育改善推進室副室長、各学部長、
し、学生の振り返りと、カリキュラム改善にフィードバックされる。
各キャンパス事務部長等で構成される「教育改善推進室運営委員
このシステムを利用した卒業時の学修成果達成度は、今後、教育
会」で、全学教育改善方針を纏め、学長が議長を務める大学評議会、
に対する社会的説明責任を果たすため、公表することが考えられる。
大学調整連絡会議でオーソライズし、各学部長経由で各学部教学
このような、DPに示された学修成果の達成度の具体的な評価法は、
委員会が教育改善を推進。
今後本学で公表するアセスメント・ポリシーに組み込む予定である。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度〜2019年度

東京理科大学
学生自身による学修のPDCAサイクルの確立に向けた取組
【取組の概要】
【取組
要】
本学が進める教育改革に係る取組の一環として、学生自身が「何を目的として、どのような内容を、どこまで学ぶのか」を主体的に考え、実践
することの実現に向け、教育の質保証・向上に向けたサイクルの中に、２つの取組（「学修ポートフォリオシステム」による学修成果の可視化、「授
業収録配信システム」によるアクティブ・ラーニングの促進）を組み入れ、これらを連携させることで、「学生自身による学修のPDCAサイクルの確
立」を目指している。すなわち、Plan（学生が開講科目全体を見通し、年度の履修計画を立てる）→Do（履修申告した内容にもとづき授業科目を
受講する）→Check（「学修ポートフォリオシステム」を使い、自ら学修した内容や成果を確認して振り返る）→Action（振り返りや確認をもとに次の
授業計画、履修計画につなげる）というサイクルを構築し、学生の学修をより質を伴うものに変革していくことを目的としている。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 「学修ポートフォリオシステム（学修ポートフォリオ及び
ルーブリック）」による学修成果の可視化
 「授業収録配信システム」による授業内容のデジタル
コンテンツ化（予習用コンテンツ、復習用コンテンツ、授業
の補助教材用コンテンツ）とアクティブ・ラーニングの促進
 学生自身による学修のPDCAサイクルの確立

【【キーワード】
】

学生は、「自己評価レーダーチャート」と「客観評価レーダー
チャート(取得した単位、成績等から自動算出)」を比較し、
「何を学び、何が身につき、何が身についていないか」等に
ついて、視覚的に確認することができる。

「学修ポートフォリオ(学生が学びのプロセスや成果物等を継続的に蓄積したもの)」、「ルーブリック(学修評価の基準表)」、「アクティブ・ラーニング」

【人材育成目標】

東京理科大学

「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」という建学の精神のも
と、137年の歴史を持つ本学は、創立以来、学部学科ごとに必修科
目を定め、その単位取得を進級の条件とする「関門制度」を設ける等、
「真に実力を身に付けた学生のみを卒業させる」という実力主義の教
育を標榜している。
また、次の知識、能力等をふまえた高い専門性と倫理観、国際的
な視野を持った理系人材の養成を目標としている。
1.自然・人間・社会に係る幅広い教養を修得し、専門分野の枠を超
えて横断的にものごとを俯瞰できる能力。
2.専門分野に応じた基礎学力と、その上に立つ専門知識。
3.修得した専門知識や教養をもとに、自ら課題を発見し、解決する能
力。
修
専 知識 教養
論 的 批判的
考 積極
4.修得した専門知識や教養をもとに、論理的・批判的に思考し、積極
的な姿勢で判断し、行動する能力。
5.修得した専門知識や教養をもとに、他者とコミュニケーションをとり、
国際的な視野を持って活躍できる能力。
6.修得した専門知識や教養をもとに、専門分野に応じたキャリアを形
成し、自己を管理する能力。

【教育上の課題】
本学は「東京理科大学の中長期計画」において 文部科学省の各
本学は「東京理科大学の中長期計画」において、文部科学省の各
種答申等をふまえた教育方針や教育目標（教育の質保証、教育の
次世代化の推進等）を掲げ、様々な教育施策を実施してきており、こ
れにより、学生の学修成果を大学が把握できるようになっている。
その一方、学生側の視点としての「学生の主体的な学び」をより促
すための、「学生自身による学修のPDCAサイクル」を機能させるため
の仕組み、環境の整備が不足していたため、本事業の取組を推進し、
教育方法の見直しと学修成果の可視化及び評価のシステム化を通
して、これを実現することを目標としている。

に付き、何が身に付いていないか」等について、視覚的に確認できる
点が、本システムの最大の特徴である。
また、本システムを通じ、半期ごと、年度ごとに自身の学修の進捗を
確認することができ、卒業時に、自らが学修した量（単位数）だけでは
なく、学修の質（身に付いた能力及びその程度等）を明確にできるよう
になっている。
【実績（学生の利用状況）・成果】

・学生：学修計画立案や学習意欲増進に一定の効果があった
・大学：学生の学修成果を把握し、教育活動の見直し等に活用
するための材料の収集が可能となった

＜事例2＞「授業収録配信システム」
教室内の授業内容（復習用コンテンツ）の収録や、反転授業用の映
像（予習用コンテンツ）の作成等、授業内容をデジタルコンテンツ化し、
LETUS（本学独自のLMS）を経由し配信することで、学生は、「いつで
も、どこでも、繰り返し、理解できるまで」学修することができる点が、本
システムの最大の特徴である。
また、本システムを通じ、学生のアクティブ・ラーニングを促進し、主
体的な学びを促すことができるようになっている。
【実績（授業コンテンツの作成数）・成果】

【これまでの取組、実績・成果】
＜事例1＞「学修ポートフォリオシステム」
学生は、所属学科の「ルーブリック」を用いて自己評価を行い、それ
により「自己評価レーダーチャート」を作成し、その一方、実際に取得し
た単位、成績等の状況に応じ、システム上で「客観評価レーダー
チャート」が自動算出されることで、両者を比較し、「何を学び、何が身
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・学生：知識及び連続的・反復的学習習慣の定着に寄与した
・大学：学生の主体的学びの促進につながる施策となった

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
本事業の補助期間終了後の取組の継続性を担保し、さらなる発展
を図ること、また、反転授業をはじめとするICT活用教育を推進していく
大学の教育方針等をふまえ、具体的事項を検討・実施することを目的
に、本学の教育開発センター（教育担当副学長をセンター長とする、
各種教育施策（FD活動の啓発及び支援等を含む）を実施する常設組
織）の下に、ICT活用教育推進小員会を設置しており、本小委員会が
中心となり、現在、本取組の推進のための助言をいただいている学外
の有識者及び本学のAP評価委員会委員等と連携し、各種施策につ
いて検討している。

【本取組の質を保証する仕組み】
 本取組推進のための助言を目的とし、有識者（関西大学森朋子
氏）に本学APアドバイザーを依頼している。また、森氏が参画して
いる「アクティブ・ラーニングの効果検証プロジェクト」への協力等
を行っている。
 2017年度より、有識者（学外４名、学内１名）を委員とするAP評
価委員会を設置し、第三者視点をふまえた検証等を行っている。
 ステークホルダーからの本取組への意見聴取の一環として、毎
年度末に開催している本取組の成果発表会において 各システ
年度末に開催している本取組の成果発表会において、各システ
ムを利用した学生からの報告の場を設けている。

①「学修ポートフォリオシステム」（学修ポートフォリオ及びルーブリック）の導入による学修成果の可視化、②「授業収録配信システム」の整備に
よるアクティブ・ラーニングの促進、の2つの連携により、「学生自身による学修のPDCAサイクル」を確立する。学生は①により、自らの学修した内
容や成果の確認、振り返りを行い（Checkの確立）、それをもとにして②により、その後の学修においてさらに主体的に学び、授業展開の中心的な
存在となる姿勢を醸成する（Actの確立）。

学修ポートフォリオシステムの整備
（学修ポートフォリオ＋ルーブリック）

授業収録配信システムの整備

主体的に学習計画を
立案する

ACT
学修成果の振り返りや確認をもと
に授業収録配信システムを活用
し、さらに主体的な学び（アクティ
ブ・ラーニング）を促す（学修行
ブ
ラ
ング）を促す（学修行
動の変容）

ポンチ絵
学生自身による
学修のPDCAサイクル
の確立

東京理科大学

アクティブ・
ラーニングの
促進

PLAN

学修成果の
可視化

DO
授業を受講する

CHECK
学修ポートフォリオ、ルーブリック等の
活用による学修成果の可視化により、
自ら学修した内容や成果を確認し、
振り返りを行う

授業収録配信システム：教室内に設置したカ
メラで授業等の映像及び音声を収録し、その
映像等をデジタル教材化し、インターネット上
で配信・閲覧することができる。

本取組により、学生の学修をよりサポートするICT環境へと発展することができ、学生が主体的に授業に参加し、授業展開の中心的な存在となる姿勢を
醸成することに寄与する

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを導入した授業科目数

22.3%

31.2%

50.0%

ALのうち、必修科目数の割合

33.8%

35.3%

70.0%

ALを受講する学生の割合

15.8%

25.5%

50.0%

2.7科目

4.6科目

15.0科目

57.0%

66.8%

80.0%

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

学生1人当たりのAL科目受講数

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

授業満足度アンケートにおける授業
満足率

78.1%

84.8%

97.0%

学修行動調査の実施率

84.3%

84.1%

100.0%

学修到達度調査の実施率

84.3%

84.1%

100.0%

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間
ALを行う専任教員数

テーマⅠ・Ⅱ複合型

（例）
 「学修ポートフォリオシステム」のさらなる入力率向上を目的とした
改修、教育改善への活用等
・ 新入生の学修目標の意識付けを目的とした入力機能の追加
・ 評価レーダーチャートのパターン分析によるカリキュラム検証
・ 学生の振り返りの参考となる学科客観評価平均点の表示 等
 「授業収録配信システム」の現体制（収録業務の外部委託及び事
務局によるサポート）と並行した、教員自身による授業コンテンツ作
成方法の推進 等
 本取組検証のための学生からの意見聴取の場の設置 等

 「学修ポートフォリオシステム」による学修成果の可視化（学修の
到達度の確認と取り組むべき課題を発見することができる。また、
「どのような項目を、どこまで行うことができれば、どのような評価
を受けるか」という評価指標を理解することができる。）
 「授業収録配信システム」によるアクティブ・ラーニングの促進
（学生の主体的な学びを促すとともに、学生の知識の定着に寄
与することができる。）
 上 記 成 果 を ふ まえ 、 他 大 学 等 か ら の 見 学 、 教 育 学 術 新 聞
（2721号）への寄稿、中央教育審議会大学分科会将来構想部
会（2018年４月17日）における報告、日本経済団体連合会提
言（2018年６月19日）への資料提供、月刊経団連（2018年９
月号）への寄稿等を通し、他大学等への普及が期待できる。

退学率

2.3%

1.7%

1.4%

プレースメントテストの実施率

59.9%

64.6%

85.0%

授業満足度アンケートを実施してい
る学生の割合

71.9%

64.5%

92.0%

10.1時間

11.0時間

22.5時間

LETUSの利用率（専任教員）

59.2%

84.2%

100.0%

LETUSの利用率（学生）

72.4%

91.9%

100.0%

授業収録配信システム利用数

0授業

660授業

500授業
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度

創価大学
アクティブ・ラーニングと学修成果可視化システムの取組
【取組の概要】
本取組は、良質なアクティブ・ラーニング（以下、AL） を行う科目数の増加を通して、授業外学修時間の増加と理解度の向上を図る。また、AL
によって期待される学修成果の可視化を様々な評価指標の開発を通じて加速させ、評価の文化を醸成する。同時に、教員は教員相互の授業
の振り返りから学生の成長のための授業を自覚し、学生は学生相互による振り返りを通し、自らの学びに責任を持つことを目指す。そこで、AL手
法の導入を行いつつ、学年進行に応じた学修成果測定を主な機能とする３段階のアセスメント科目（アセスメント・ゲート）を用意し、教える側と学
ぶ側、双方がその科目の目標達成にどの程度貢献できたのかを点検する体制を整えてきた。
さらに、2016年度からは３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を踏まえつつ、入学から卒業後ま
での質保証の伴った大学教育を実現する、との視点で取組を推進している。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型







入学前プログラム運用を含む、初年次教育推進室の開設
AL型授業推進のための授業設計研修の実施
学生の学修成果を点検するアセスメント科目の設置
学生の学修成果をカリキュラム改善につなぐ同僚会議の開催
卒業生 ・就職先調査の実施とその結果に基づいたチェックリスト等の開発

【キーワード】
「良質なAL」、「３段階のアセスメント科目（アセスメント・ゲート）」、「初年次教育」

【人材育成目標】
本取組では、教員は教員相互の授業の振り返りから学生の成長の
ための授業を自覚し、学生は学生相互による振り返りを通し、自らの
学びに責任を持つ。切磋琢磨しあって能動的に学び、人間的に成長
する学び舎の構築こそ、本学が掲げる『人間教育の世界的拠点』形
成に不可欠な改革であり、本取組をそうした改革推進の大きな契機と
位置づけている。

【教育上の課題】

創価大学

本学ではすでに多くの授業で能動的な学習の機会を提供している。
しかしながら、能動的な学習の機会に恵まれ、授業内容を一定程度
理解したと学生が認識した科目の6割で週1時間以上の授業外学修
を未だ達成していない（2014年当時）。能動的な学習の機会の量的
拡大だけでは、授業外学修時間の増加促進は保証されない。むしろ
AL導入科目の質的改善が本学の課題であり、学生と教員の双方が科
目やカリキュラムの到達目標を意識し、その達成に十分な学習量を自
覚して勉学に励む仕組みを構築する必要がある。

【これまでの取組、実績・成果】
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各自で前回の内容の復習→授業中のグループディスカッションや実
験の増加などALを積極的に授業に取り入れた。その結果、予習・復習
の定着やそれに伴う学習時間の増加、数式などの理解度の向上、ま
た授業中の学生の雰囲気が良くなるなど、多くの改善が得られた。

＜実績・成果＞
授業設計研修等の参加教員の増加とともに、 AL科目に関する授業
外学修時間も増え、2017年度時点では1週間あたり3.8時間となって
いる。
高大接続システム改革の成果を確かにするため、2016年度、初年
次教育推進室を設置した。この推進室が、2017年度にはAPの取組
の一環として、入学前準備プログラムを見直し、本学のALを紹介する
ガイダンス教材を組み入れた内容に刷新した。さらに、アドミッションズ
センターと協力して、杏林大学との連携という形で、2018年度からアド
バンスト・プレースメント（高校時代に大学の科目を履修し、その単位を
入学後に認定する制度）を開始した。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

学修成果の達成具合を自己点検･自己評価する学生の振り返りをカ
リキュラム改善に活かす枠組みの維持･拡充を進める。具体的には各
学部の推進チームを中心に次の３点に取り組む。
① アセスメント科目の趣旨徹底と円滑な運営を行う。
② 振り返り活動を組み入れた授業づくりを推進する。
③ 学部カリキュラム評価に向けてアセスメント結果を活用する。

＜取組＞
多様なAL手法を導入･活用しつつ、学年進行に応じた学修成果測
定を行うアセスメント科目を用意し、教える側と学ぶ側、双方がその科
目やプログラムの目標達成にどの程度貢献できたのかを点検する体
制を整える。
年次進行で取り組む学部を漸進的に増やし、2017年度には理工学
部と国際教養学部に学部推進チームを結成したことで、全８学部で
APの取組を進める体制が整った。授業時の振り返り活動を含む良質
なALの促進に向け、授業設計研修を継続して実施し、全学で85.3％
の教員が参加した。また、学修成果の可視化については、上記２学部
がアセスメント科目の検討を行ったことで、2018年度から全学部でア
セスメント科目を実施するための基盤を作ることができた。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

○事例
「化学工学（2単位）」
工学系専門科目において従来の一方的な講義形式で復習が中心
となってしまう授業形態から、予習・復習用の学習シートを配布
→授業冒頭に前回の内容についての小テスト→グループに分けて、







また、次年度でAP事業期間が終了することを念頭に、取組の継続
的発展を期して全学レベルでは次の３点に取り組む。
① 大学が以前から運用する学習支援システムを拡張し、振り返り支
援の機能を充実する。
② 各学部の推進チームと連携し、ALマスターの養成を引き続き支
援する。
③ 学生の４年間の学びを振り返る、「学びの集大成（学習ポートフォリ
オ）」作りを奨励する。

学生の自己評価･相互評価を促す振り返り活動
学修成果の振り返り活動を組み込んだ授業設計
学修成果の到達状況点検ルーブリックを用いたカリキュラム評価
学生の振り返りを教員間で共有する検討会（同僚会議）
これらの取組成果を毎年度、成果報告会を開催し、発信してい
る。これには延べ200名以上の他大学関係者が参加している。

【本取組の質を保証する仕組み】
《DOの機能》
取組の遂行にあたっては、教学担当副学長（機構長を兼務）のもと、
学士課程教育機構を中心に教育・学習支援センター（以下、CETL）
長、総合学習支援センター（SPACe）長、IR担当者などを構成員とした
AP推進本部を立ち上げ、大学全体の取組を推進している。また、各
学部には推進チームを置き、学部長ならびに学長委嘱のチーム員が
申請計画を遂行する。本取組に係る予算は総合学習支援オフィスで
一体的に管理し、統括責任者の指示で各取組に配分している。

本学では３ポリシー見直しに伴い、アセスメントポリシーに沿って、複
数の指標を用いて得られるエビデンスに基づいたPDCAサイクルを運
用している。

《ACTの機能》
AP評価委員会の指導の下、CETLと各学部の推進チームは次年
度計画の改善案を策定する。また、アセスメント科目担当者は授業
ポートフォリオを活用した同僚会議によって、カリキュラム上の課題を
探索し、アクションプランを設定している。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

《PLANの機能》
各学部長ならびにFD関連部局の中心者で構成され、教学担当副
学長を委員長とする全学FD委員会において、各年度のFD事業計画
を審議・承認している。これにより、本取組が全学部に亘るものである
こ とが確認さ れ、 先導学部の取組状況が他学部に共有 さ れる 。

《CHECKの機能》
AP推進本部の支援の下、各学部の推進チームは、学年進行に応
じた学修成果測定を主な機能とするアセスメント科目を用意し、教える
側と学ぶ側、双方がその科目の目標達成にどの程度貢献できたのか
を点検する体制を整えている。これらの結果分析はCETLが支援して
いる。また、アセスメント科目担当教員は、リフレクションシートなど学生
の成果物から得た情報をもとに、授業ポートフォリオ（簡易版ティーチ
ングポートフォリオ）を作成し、自身の取組を振り返っている。また、複
数の学生調査（卒業生調査を含む）を組み合わせ、学士課程プログラ
ム全体を通じた学修成果を定量的に把握している。これらの間接的
指標のデータはIR室が分析を行っている。

創価大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

31.7%

39.3%

60%

ALを行う専任教員数

79%

100%

100%

学生1人あたりのAL科目に関する
授業外学修時間

AL科目を導入した授業科目数の割
合

57.8%

77.5%

80.0%

ALを受講する学生の割合

100%

100%

2.6科目

3.5科目

具体的な実施計画における指標

良質なＡＬ科目の割合（%）

目標値（表を作成）

今回の事業で行う研修に参加する
教員の割合（%）

学生1人あたりのAL科目受講数

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

84.2%

100%

100%

2.7時間

3.8時間

6.6時間

退学率

1.6%

1.8%

1.6%

100%

授業満足度アンケートを実施してい
る学生の割合

100%

100%

100%

5.0科目

上記アンケートにおける授業満足度

83%

85%

90%

具体的な実施計画における指標
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テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

産業能率大学
教員行動・学習行動・学修成果の可視化によるアクティブ・ラーニングの深化
【取組の概要】
本取組は、教育支援センターの新設および学習支援センターの機能強化により、授業における教員と学生のパフォーマンス（学生の発言数、
教員と学生の対話数、事前課題に対するフィードバック時間など）を測定したスタッツデータ、授業外学習時間などの学生の学習行動データ、
および知識・技能・態度の３側面から把握した学修成果の分析に基づき、教育方法や授業外課題の質量などの改善を図り、深い学びと学修成
果を伴った教育の実現に取り組むものである。事業実施にあたっては、本学通信教育部門の学修成果の評価方法や提携先である湘南ベル
マーレのデータ測定・分析ノウハウなど、産業能率大学のすべてのリソース（ALL産能）を投入して成果を最大化し、大学教育における先導的事
例を創出する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢
➢
➢
➢
➢
➢

教育方法の改善
教育プログラムの改善
学習支援の強化
学修成果の多面的把握
高大接続の強化
事業成果の三方発信

【キーワード】
「授業内スタッツデータ」、「学修成果の可視化」、「リーディング量・ライティング量」、「授業外学習」、「高大接続」、「主体的学習者」

【人材育成目標】
本学の育成する人材像は、経営・マーケティングに関する知識とス
キルを修得し、社会において活躍するビジネスパーソンを育成するこ
とを目的としている。社会人としての基本とビジネス実務の知識・スキ
ルを身につけ、経営・マーケティングに関する知識とスキルを修得し、
社会の変化に対応しうる問題解決能力、ビジネスセンス、実行力を養
い、社会において活躍するビジネスパーソンを育成する。

産業能率大学

【教育上の課題】

学習時間、リーディング量、ライティング量の調査方法を確立し、必修
科目を中心に調査を安定的に実施できるようになった。本取組の結果、
学生の間で授業外学習時間を含めて学習計画を立てることが一般化
し、学生の授業外学習時間は飛躍的に伸び、授業内外の一体的な
学習を通じた深い学びが促進された。
本補助事業で整備したラーニングコモンズの授業外学習スペースと
しての認知が浸透し、多様な学習場面で活用されるようになり、学生
の授業外の学びが促進された。学生が授業外で他の学生の学習を支
援（ピア・サポート）する学生ボランティア「Shares（シェアーズ）」を組織
し、学習支援センター主催の課外講座の開講など授業外学習支援を
強化した。
技能・態度到達度調査（PROGテスト）の実施率が向上したことにより
GPAおよび学習行動データ等と合わせた総合的な学習指導の質向上
につながった。
高大接続の強化では 「主体的学習者育成プログラムの開発」を行
い、のべ5校、543名を対象に試行を行った。実施前後で簡易テストを
行い、学生の探究心や自己肯定感などのスコアに変化が見られること
を確認した。

本補助事業終了後も本取組を継続・発展させていくため、2017年
度に体制強化につながる２つの機関決定を行った。第一に、2018年
度に教育支援センターに教育改革の専門人材として事業を発展的に
実施していく役割を担う専任職員を配置し、第二に、同年度に本取組
を推進するために設置したユニットの１つ（教学ユニット）の事業を発
展的に継続するため、地域創生・産学連携研究所を創設する。地域
創生・産学連携研究所は、大学の教職員のみならず、社会人教育部
門のスタッフも参画し、ALL産能で、本学の特色であるPBL（Project
Based Learning）を主とした地域創生ならびに産官学金との連携を強
化し、学外機関との相乗効果を創出する仕組みをつくることを目指す。
これらの体制強化により、本事業の発展的推進および内製化を加速
＜実績・成果＞
していく。
• 授業内スタッツデータの測定、分析、結果の活用という一連の業
務フローを確立
【これまでの取組、実績・成果】
• 学生の授業外の学習時間、リーディング量、ライティング量の調査
＜取組＞
方法を確立
• 学習支援センターによる授業外学習の支援件数の増加
授業内スタッツデータの測定、分析、結果の活用という一連の事務
• 学生一人一人に寄り添った指導が全学的に浸透
フローを確立することができ、2017年度は、過去最多の測定科目数
• 主体的学習者育成プログラムの開発
となる年間116科目の測定を無事完了した。授業内スタッツデータを
分析して、学生から高い評価を得た特色ある授業を抽出し、FD研修
会で授業研究を行った。撮影した授業風景を視聴しながら優れたア
【今後の取組の計画】
クティブ・ラーニング手法等について具体的に共有できたことは、学生
＜取組の計画＞
の深い学びを伴う教育の実現を目指す組織風土の醸成に大きく寄与
本取組は、これまでの第一次教育改革（2006年〜2009年度, 教育
した。このような取組の結果、アクティブ・ラーニングのさらなる推進に
基盤の整備）、第二次教育改革（2010〜2013年度, 教育力強化の
成功し、AP採択前に比べて高次のPBL科目数も増加した。
ための組織基盤の整備）につづく、第三次教育改革（2014年度〜）を
授業外学習の詳細をシラバスに明記し、授業外学習の成績評価の
加速し、教員個人の教育力と組織的な教育力の統合的強化を図るこ
割合を20％以上とするルールが定着した。さらに、学生の授業外の
とを目的とする。本取組を通じて、アクティブ・ラーニング等の教育方
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法の効果的活用や学生の学習支援などを通じて、いかに学生の学び
の質を高めることができるか(ディープラーニング)、学びの成果を多面
的に把握し、いかに教育方法等の改善を加速できるかにこだわって改
革を進め、2020年の将来ビジョンとして掲げた「実践的なカリキュラム
と学習者中心の教育内容が高い評価を得ていること」の実現を確実
なものにする。

【１. 教育方法の改善】
これまで「聖域」とされてきた授業
内の教員の行動をスタッツデータと
して測定し、その分析結果に基づき
各教員に授業設計・運営等に関する
コンサルテーションを実施する。

*授業内スタッツデータとは？

スタッツとは、統計を意味する statistics に由来する言葉(stats)で、スポーツにおける選手のプ
レー やチームの成績に関する統計数値のことをいう。本事業においては、授業における教員と学生
のパフォーマンス (学生の質問数、教員と学生の対話数、事前課題に対するフィードバック時間な
ど)の測定デー タを意味し、この分析により、教育力向上のための課題を発見し、改善を加速する。

教員

ラーニングコモンズの整備
学習相談スタッフ
事前・事後学習の支援強化

専門家委員会

総合的な学習指導

意見

教材データ
情報提供
コンサルテーション

学習行動データ

(1)教育方法の改善
(2)教育プログラムの改善
(4)学修成果の多面的可視化

学修成果データ

(3)学習支援の強化

アーカイブ

教員ｽﾄﾚｰｼﾞ

これまでGPAに偏っていた学修成果
の把握を、知識・技能・態度の3側
面からの把握に改め、学生に対する
総合的な学習指導を可能にする。

連携

(5)高大接続の強化

①高校

学修成果の把握

相談

学習支援センター
改善
アイデア

【4. 学修成果の多面的把握】

情報提供・支援

知識

態度

GPA

コンピテンシー

技能

ﾗｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ

（PROGテスト）

リテラシー

教育支援センター

(6)事業成果の三方発信

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数の割合

32.5%

41.3%

43.5%

ALを受講する学生の割合

100%

100%

100%

目標値（表を作成）

学生1人当たりAL科目受講数

ALを行う専任教員の割合
学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

6.0科目

7.2科目

10.6科目

88.6%

95.3%

92.4%

4.1時間

9.1時間

12.0時間

①高校

②他大学

（PROGテスト）

③社会人教育

総合的な学習指導

教員

学習効率の向上

ポンチ絵
教育支援センター

学生

スタッツデータ
教材データ

教員

教員

第三者評価委員会

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

2.7%

3.2%

2.3%

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

授業満足度アンケートにおける授業
満足率

45.7%

45.8%

52.0%

8.5時間

17.2時間

16.5時間

0%

81.8%

79.7%

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間
ｽﾀｯﾂﾃﾞｰﾀ分析結果に基づく専任
教員に対するｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ実施の
割合

産業能率大学

【2. 教育プログラムの改善】

教員

教育を深い学びにつなげるため、学
習支援センターが、学生の授業外学
習を支援し、ラーニングコモンズを
中心に学習環境整備も推進する。

【事業実施拠点】
スタッツデータ

これまでの各教員に委ねられていた
授業設計等に、教育支援センターが
介入し、大学全体として組織的に授
業改善をはかる体制を整備する。

評価

AP実行委員会

対話数など）を測定・記
調査員
録する

【3. 学習支援の強化】

[学外]

学長

授業内の教員および学生
のパフォーマンス（学生
の質問数、教員と学生の

テーマⅠ・Ⅱ複合型

学部長がコンサルテーションを実施し教育改善を促している。ま
た、データ分析の結果から特色ある授業を抽出し、FD研修会で
授業研究を行った。
② 学生の授業外の学習時間、リーディング量、ライティング量の調
査方法を確立し、必修科目を中心に調査を安定的に実施でき
るようになった。本取組の結果、学生の間で授業外学習時間を
含めて学習計画を立てることが一般化し、学生の授業外学習
時間は飛躍的に伸び、授業内外の一体的な学習を通じた深い
【本取組における成果と社会へのインパクト】
学びが促進された。
 授業内の教員および学生の行動データを記録した授業内スタッ
③ 本補助事業で整備したラーニングコモンズの授業外学習スペー
ツデータの測定は他学でも実施可能である。
スとしての認知が浸透し、多様な学習場面で活用されるようにな
 授業内スタッツデータと，技能・態度到達度調査など学生の学
り、学生の授業外の学びが促進された。探究型学習スペースの
修成果データを組み合わせて，授業改善を中心に教育力向上
整備も完了し、運用が開始されたことにより、教員の個別指導に
を図っていく試みは，多くの高校・大学から先駆的事例として興
対する意識が高まり、向学心の強い学生などに対する指導の充
味・関心が集まっている。
実が図られ、同スペースでの指導件数は目標を上回る264件/
 2017年度に「主体的学習者養成プログラム」を群馬県立桐生高
平成２６年度 「大学教育再生加速プログラム」
選定取組
年にのぼった。
校、 神奈川県川崎市立幸高校、沖縄県立八重山高校、逗子
④ 「高大接続の強化」の取組に関連して、本取組の成果を高校に
開成高校（神奈川）、沖縄県立開邦高校の５校で試行することで
向けて発信・波及させることができた。「主体的学習者育成プロ
高校教員の意識改革に寄与することができた。
グラムの開発」を完了し、のべ５校、543名を対象にプログラムを
試行した。
【本取組の質を保証する仕組み】
⑤ 以上の指標をもとに第三者評価委員会・専門家委員会を年１回
① 授業内スタッツデータについて過去最多の測定科目数となる年
開催し、点検・評価を行い、次年度の改革案へとつなげている。
間116科目の測定を無事完了した。測定結果に基づいて教員に
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅠ・Ⅱ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度

金沢工業大学
正課×正課外で学ぶ金沢工業大学での学修
【取組の概要】
学生の能動的な授業への参画と予習・復習を含めた正課外の学習の更なる充実の仕組みを構築し、教育の質と総合的な教学マネジメントの
質向上を図っていくことを目的とする。具体的には、学生の能動的な学びを支援する新たなシラバスを構築し、正課教育と正課外教育を接続し、
統合型アクティブ・ラーニング（AL）のシステムを全学的に展開する。併せて学士課程全体を工学教育の世界標準になりつつあるＣＤＩＯ
【Conceive（考え出す）、Design（設計する）、Implement（実行する）、Operate（操作・運用する）の略で、この一連の流れを工学教育に導入する
考え方】のフレームワークに照らし合わせ、ALが可能となる学習環境を整備する。また現行のポートフォリオを正課教育と正課外教育の学修成
果が可視化・分析できるように改善し、学生一人一人の学修達成度の確認と教育内容や方法の改善をIRと組み合わせて実現する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型








チーム・ラーニングの促進
教育支援機構による学修支援
正課教育と正課外教育の学修を繋ぐe-シラバスの導入
学生との対話を促す教育システム
学生の成長を多面的に分析し、IR情報として活用
教育改革による教学マネジメントの質向上

【キーワード】
「アクティブ・ラーニング」、「e-シラバス」、「自己成長シート」、「高大接続」

【人材育成目標】
解が多様に存在する社会性のある問題に対し、何が必要とされてい
るのかをチームで考え、創出した解決策を具体化し、それを実行・検
証できる「イノベーション力」を持ち併せた“自ら考え行動する技術者”
を育成する。

【教育上の課題】

金沢工業大学

主体性と明確な目標を持って授業に参加する学生や授業で得た知
識を実践する場として正課外教育プログラムを有効活用する学生が
いる一方、正課外教育プログラムに参加している学生は、（本事業選
定年度の統計では）実質４割程度に留まっており、中には参加してい
ても正課教育との相乗的な学修に発展していない学生もいる。
本学では、技術者育成の観点から社会実装を強く意識した学修を
重視しており、それを実現するために｢各教育課程の接続｣、「正課教
育と正課外教育の実質的連動」を図ることを課題と捉えている。

■高大接続による継続的な質保証の伴った学力測定
2016年度より検討を進めてきたPBLにおける学修成果の評価法とし
て、ルーブリックの開発と試行を高校と本学で実施した。連携するPBL
実施高校とルーブリック導入に向けた意見交換を行い、取組の改善
を図った。今後もPBLと評価に関する研修会を行うと同時に、PBL実
施高校から大学へ進学した学生の成長の検証を行い、更に充実した
PBL教材の開発を目指す。また、PBLを新たに取り入れたい高校の円
滑な導入を支援する。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
■アクティブ・ラーニング
カリキュラムの主柱である理工系PBL科目｢プロジェクトデザイン教
育｣の充実をはじめ、学習を支援する中心的なシステムである｢e-シラ
バス｣の構築、反転授業の実施、社会人共学者制度（自らの目的・目
標の達成に向けて、イノベーションを創出しようとする社会人が意欲的
に大学の講義に参画し、「授業の協力者」として学生をサポート、ディ
スカッションをし、世代を超えて学生と共に学ぶ制度）の導入、地域・
産業界の課題への取組、正課教育と正課外教育プログラムの明示
的な接続、教員と学生の双方向授業の実施、予習・復習のための教
材提供等の取組により、全学的にALを展開している。
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○事例
「PBLと教育評価を軸とした高大接続に関する協定締結事例」
2015年 ６月 京都市教育委員会（京都市立京都工学院高校）
2017年 １月 京都府立田辺高校
2017年10月 岡山県高等学校工業教育協会
2018年 ２月 埼玉県立川越工業高校
2019年 1月 金沢高校

■学修成果の可視化

＜実績・成果＞

学生の正課教育での成長や、正課外教育での取組を蓄積し、学修
成果を可視化するための｢自己成長シート｣を導入した。
また、e-シラバスを既存の各種ポートフォリオシステムと紐づけるこ
とで学生の学修成果を蓄積し、学生が自身の成長を認識し、学びの
意欲向上に繋がる仕組みを構築した。今後も自己成長シートやe-シ
ラバスの検証を行い、より学修効果の高いカリキュラム、授業時間割、
授業運営を検討し、質の高い教育システムへの改善を図る。

 学修環境の整備
2016年度にKnowledge Square（学生の教え合いエリア）を開設。ま
た2017年度にはChallenge Labという学習の場を創設し、専門分野を
超えてチームを形成し、学修できる環境を整備した。
こうした取組により、学生１人当たりのAL科目に関する授業外学修時
間（１週間当たり）が、2017年度は22.3時間（前年比0.2時間増）に増
加し、学生の学ぶ意欲や学習効果の向上に繋がっている。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
 e-シラバスの実用化
2016年度にe-シラバスを全学的に導入し、2017年度前学期は１日
平均約4,300人（全学生の約65％）、後学期は１日平均約5,600人
（全学生の約87%）以上がアクセスし、多くの学生（前年比30%増）が
e-シラバスを利用している。
 高大接続に関するシンポジウム開催
高校や高等学校工業教育協会と高大接続に関する協定を締結し、
2018年２月に高大接続に関するシンポジウムを開催した。高校と継続
的・実質的な信頼関係を築き、学修成果に基づいた質保証について、
研究し合う広域的なネットワークが構築できた。
 CDIO国際会議開催
2018年６月に日本では初めてとなるCDIO国際会議を開催した。世
界32カ国の大学関係者約350名が来校し、ALの実践事例を紹介し、
工学教育に関する意見交換を行った。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 正課教育と正課外教育を接続しALを可能とする｢e‐シラバス｣と、
ポートフォリオシステムを基とし学生の学修成果を可視化した
｢自己成長シート」の導入により、大学教育の実質化を図った。
 理工系PBLの評価システムを軸として、高校教育と大学教育の
接続を図った。
 CDIO国際会議を日本で初めて開催し、今後国内でのCDIOネッ
トワークの普及が期待できる。

【本取組の質を保証する仕組み】
本取組の質を保証する仕組み
●外部評価体制の確立
本取組の柱であるALの構築と運用を図るため、「教育改革加速委
員会」を核として設置し、その中に「外部評価会議」を設けている。外
部評価委員には企業の人事責任者や技術系の人材育成責任者や
大学においてe-ラーニングやALを先導的に実践している専門家を選
出し、本取組に対し、各々の観点から忌憚のない具体的な意見をい
ただき、次年度以降の計画を立案している。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 ステークホルダーへの発信
学生が自身の成長と学修成果を発表するステークホルダー交流会
は、ステークホルダーに対して、本学の教育成果と本事業の取組に関
する情報発信を行い、理解を深めていただく貴重な機会にもなってい
る。

これまでの実績と３つのポリシー（AP・CP・DP）の整合性の検証を行
い、学修の質向上を目指した学事運営体制の整備、システムの検
証・改善を行う。補助期間終了後も高大接続の視点や入学から卒業
までの一貫性をもった教育システムの構築を継続するため、補助最
終年度に向けての総括を進める。

金沢工業大学

ポンチ絵

統合型アクティブ・ラーニングシステム

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを導入した授業科目数の割合

100％

100％

100％

AL科目のうち必修科目数の割合

51.6％

47.3％

56.4％

ALを受講する学生の割合

99.3％

98.9％

100％

学生1人当たりのAL科目受講数

11科目

11科目

11科目

ALを行う専任教員数の割合

87.5％

85.4％

93.2％

14.2時間

22.3時間

18.0時間

退学率

3.7％

3.8％

3.1％

プレースメントテストの実施率

100％

100％

100％

目標値（表を作成）

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間（1週間あたり）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

授業満足度アンケートを実施してい
る学生の割合

100％

100％

100％

授業満足度アンケートにおける授業
満足率

80.5％

83.7％

85.5％

具体的な実施計画における指標

学修行動調査の実施率
（修学ポートフォリオ利用率）

1年次
2年次
3年次
4年次

学修到達度調査の実施率
（達成度評価ポートフォリオ利用率）

1年次 81.3％
2年次 79.2％
3年次 70.5％

1年次 86.6％
2年次 78.8％
3年次 69.3％

1年次 96.5％
2年次 85.5％
3年次 85.5％

14.2時間

22.3時間

19.0時間

実施

実施

実施

学生の授業外学修時間
学生の主な就職先への調査

97.4％
15.4％
5.8％
1.5％

1年次
2年次
3年次
4年次

98.9％
16.3％
9.2％
1.1％

1年次
2年次
3年次
4年次

98.0％
55.0％
55.0％
35.0％

※AL･･･アクティブ・ラーニング
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度〜2019年度

京都外国語大学
反転授業型アクティブ・ラーニングと学修成果の可視化の取組
【取組の概要】
【取組
要】
本取組では、授業内と授業外の学修を有機的に結合させ、語学教育に適した「反転授業型アクティブ・ラーニング」を開発・実践する。授業
外学修における「目標設定→実行→振り返り」の一連のサイクルを学生自身が自律的に行うことをサポートする「自己調整学習支援システム」
を構築し、学生の主体的な学習を支援する。また、将来の職業と関連付けたキャリア科目群では課題解決型学習（PBL）を実施し、社会人とし
ての基礎力や人間力を育む。これらの学修プロセスや成果は、既存の「学生サポートシステム」に新たに付加した機能によって一元的に把握し、
成績や外国語検定のスコアなども可視化する。外国語学修の達成状況を確認する「自己分析システム」と、汎用的能力の自己評価や客観的
評価を確認する「モニタリングシステム」にて、学生と教職員が蓄積された情報を共有することで自律的な成長を支援する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 授業内外で学生と教職員が協働して「学び」の環境を創りあげ、グローバル社会で
活躍できる人材を育成する。
 「反転授業型アクティブ・ラーニング」と「人間力を育む課題解決型学習（PBL）」を
実施する。
 学修成果を可視化し、学生が学力を客観的に把握することを可能にする。
 収集した学生調査データを分析し、学修計画や本学の教育改善に活用する。

【【キーワード】
】
「反転授業型アクティブ・ラーニング」、「課題解決型学習（PBL）」、「人間力の育成」、「自律的な成長」、「データの活用」
学修成果の可視化については、可視化に向けた基本的な調査お
よび情報収集と、可視化のためのWebシステムの構築や学修成果
本学は４年間の学びを通して、建学の精神である「言語を通して世
を客観的に測定するための基盤整備を行った。学修成果の可視化
界の平和を」の「志」を実現できる人材の育成を目指している。「国際
のために必要な学修能力や学修行動、到達度に関する指標を整理
社会の平和に貢献し、次世代を担うことのできる『人間力』豊かなリー
し、英語以外の言語については学修成果を測定するために必要な
ダーの養成」を教育理念とし、次の三点を具体的な教育目標として掲
「統一試験」を開発・実施した。これらの指標を一元的に集約し、学
げている。
修成果を可視化するための「自己分析システム」と呼ばれるWebシ
 確かな日本語力と実践的な外国語運用力
ステムの開発を行った。また外部テストの定期的な受験を制度化し、
 社会性、対人関係性の向上に資するコミュニケーション力
データをシステムに集積することで、アカデミック・アドバイザーである
 日本及び外国の文化の理解に基づく多文化共生実現力
教員が面談等で活用できるようにし、学生指導の改善につなげる取
組を推進している。
【教育上の課題】
全学的な取組として、FDやSDで教職員を対象としたALに関する講
本学では、授業内外で学生と教員が協働して「学び」の場をつくりあ
げ、本学の建学の精神に則ったグローバル人材の育成を目指している。 演会や勉強会を定期的に実施しているほか、外部から講師を招聘し
シンポジウム等を開催している
シンポジウム等を開催している。
その実現のため、外国語学修においては「反転授業型アクティブ・ラー
ニング」、キャリア科目群では人間力を育む「課題解決型学習（PBL）」
＜実績・成果＞
の導入および実践を一層促進していかなければならない。
• 英語科目における授業外学習教材の導入
また、それらの成果を把握するために、学生サポートシステムを構築
• 「自己調整学習支援システム」の構築
し、IRによる多面的な調査及び分析によって学修成果の可視化を推し
• 学修成果を可視化するための「自己分析システム」の開発
進め、恒常的な教育改善を図る体制を構築する必要がある。
• 外国語の学修成果をより詳細に測定するための新たな学内統一
試験の開発と、その結果を用いた成果測定と分析
【これまでの取組 実績・成果】
【これまでの取組、実績
成果】
• 卒業生および卒業生の就職先企業への調査実施と結果公表
＜取組＞
• 定期的な学内研修および公開シンポジウムの開催
アクティブ・ラーニング（以下AL）については、外国語学修における反

【人材育成目標】

京都外国語大学

転授業型ALにふさわしい授業デザインや教材の開発を行い、教員間
での情報共有を促す取組を実践している。英語科目や３年次生以上
を対象にした他言語科目においては、より高度な言語運用能力育成
のため、オンライン教材を利用した授業の実践や、反転学習における
授業外活動を学生同士で協調的に行うためのソーシャル・ラーニング
機能を備えた新たな学習支援システムの構築などを通じ、授業内外
の活動を有機的に結びつける授業デザインの開発に取り組んでいる。
また１年次生を対象とした英語以外の初修言語においては、基礎的
な言語スキル獲得にふさわしい教材の開発などを行っている。先行的
に反転授業型ALの実践を行った科目については、効果と問題点につ
いて分析を行った。
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2017年度ＡＰシンポジウム

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組の質を保証する仕組み】

ALに関しては、さらに本学の外国語教育に適した授業デザインの
開発に引き続き取り組んでいく。また、学科や科目ごとの実践事例を
まとめたリポジトリを作成し、語学学修にふさわしい反転授業型ALの
手法や授業デザインなどについての知識を教員間で共有し、より多く
の科目での展開を目指す また 各学科で先行的に反転授業型ＡＬ
の科目での展開を目指す。また、各学科で先行的に反転授業型ＡＬ
が導入された科目において得られた成果を踏まえ、学科カリキュラ
ムにフィードバックする。
学修成果の可視化については、構築したシステムに蓄積された
データの、学科等を単位とした集合的な分析と活用、周辺的データ
と結合した可視化の範囲の拡大や横断的分析など、データの有効
活用が今後取り組むべき点として挙げられる。また、可視化された
データを教員が学生への学修アドバイジングに活用するための研修
等を実施し、指導の質の向上を図る。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
•

•
•

テーマⅠ・Ⅱ複合型

•

外国語教育における「反転授業型アクティブ・ラーニング」モデル
を提示することは、新たな外国語教育モデルとして他大学でも参
考になる。
教職員の教育に対する意識改革を促進し、社会に求められる大
学の在り方を具現化する。
在
現
。
自己分析システムの構築を通じ、自律的に問題解決に取り組む
ことのできる学生を育成し、社会で活躍できる人材を輩出する。
客観的な評価（卒業生の就職先へのアンケート等）と学生調査
のデータを分析し、学生の学修計画や本学の教育改善に活用
することは、教育の質保証のあり方を示すことにつながる。

テーマⅠとテーマⅡを包括的に推進するために「AP推進委員会」
を設置し、テーマごとに事業推進グループを設けている。「AP推進委
員会」は事業推進グループのリーダー、FD委員、SD委員がメンバー
として参加しており、学内での事業の企画・推進や周知等を行ってい
る。
反転授業型ALについては 各学科に責任者をおいて授業デザイン
反転授業型ALについては、各学科に責任者をおいて授業デザイン
や教材開発を推進し、ALのより一層の推進を図っている。また、各学
科で実施するALの授業外学修支援については外国語自律学習支
援室（NINJA）を中心として進めている。外国語自律学習支援室
（NINJA）では専門的な知識やスキルを有した常駐の専従ラーニン
グ・アドバイザーや、ラーニングアドバイスの研修を受けた専任教員、
外国人教員が協働し、それぞれの学修者にあった学び方を見つける
ことができるよう支援している。
学修成果の可視化については、学生サポートやアンケート調査等に
よって収集したデータを分析する体制が学内に整備されており、IRを
専門とする専従教員が詳細なデータの分析と、分析結果の公表や
教員へのデータ提供を行っている。体制整備によって教員の要望に
沿ったデータを提供することが可能になったことに加え、学生サポート
システムの中に構築された自己分析システムやモニタリングシステ
ムを活用することで、アカデミックアドバイザー(クラス担任）が的確な
アドバイスを行い
アドバイスを行い、学生の自律的な成長を支援する体制を整えてい
学生の自律的な成長を支援する体制を整えてい
る。

京都外国語大学

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

プレースメントテストの実施率

99.4%

99.1%

99.0%

42.1%

授業満足度アンケートを実施している学
生の割合

70.0%

71.2%

71.3%

84.7%

82.2%

4.17点

4.00点

16.47科目

14.67科目

授業満足度アンケートにおける授業満
足度（５点満点）

4.07点

11.01科目
83.9%

96.9%

85.7%

学修行動調査の実施率

70.0%

71.2%

71.3%

5.0時間

6.1時間

6.2時間

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数の割合

52.1%

75.5%

61.5%

ＡＬ科目のうち、必修科目数の割合

56.8%

34.2%

83.5%

目標値（表を作成）

ALを受講する学生の割合
を受講す 学
割合

学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員の割合

具体的な実施計画における指標

学修到達度調査の実施率
学生1人当たりのAL科目に関する
1週間の授業外学修時間

学生の1週間あたりの授業外学修時間

85.9%

87.8%

95.0%

5.1時間

8.6時間

6.8時間
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テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

関西大学

21世紀を生き抜く考動人＜Lifelong Active Learner＞の育成
【取組の概要】
本学の取組は、21世紀を生き抜く考動人<Lifelong Active Learner>養成を図るものである。社会から要請される能力の育成には、高次教養
教育の展開や、教養教育と専門教育の連環が必要である。汎用的技能や批判的思考力等の育成に必要な意思決定学習や環境適応学習の
機会を保障すべく、交渉学・クリティカルシンキングを主題とした科目・ゼミ・ワークショップ（WS）を開設する。これが、専門教育（ゼミ等）と初年次
教育とを有機的に接続する拠点となる。特にWSは卒業生が考動力を確認・再生する機会となる。
もう一方で、この考動力を形成的に評価するコモンルーブリックを開発し、教育学修活動の成果を可視化するとともに、学修行動・到達度を間
接・直接評価の両面から調査する。この結果を継続的に教育改善に反映するために、学修コンシェルジュ育成・教員コミュニティ形成を視野に
入れた全学的なFD・SDを更に充実させる。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢
➢
➢
➢
➢
➢

生涯に亘って創造的な思考と責任ある行動を実践し続ける考動人<Lifelong Active Learner>の養成
考動力の成長・確認・再生を可能にするためのプラットフォームの構築
PAL（Peer Assisted Learning）を支える学生アシスタントの大学間連携コミュニティの構築
学生の学び、学生スタッフの育ちを把握するためのルーブリック作成
考動力を評価するための指標開発
学修行動・到達度調査等により学修成果を検証し、 教育改善・学修支援に反映

【キーワード】 「LA（Learning Assistant）」、「PAL（Peer Assisted Learning）」、「交渉学」、「クリティカル・コミュニケーション」、「サーバント・リーダーシップ」、
「共通教養ゼミ」、「高次教養教育」、「教養教育と専門教育の連環、内部質保証」、「アセスメントポリシー」、「高大接続」、「教学IR」

【人材育成目標】

関西大学

学理と実際との調和を求める「学の実化」を学是とする本学において
は、①開かれた大学構想の具体化、②国際化の推進、③情報社会
への対応を基本戦略としており、これを実現するために「グローバル化
する社会・情報化社会に対応することができる有為な人材の養成」を
目指している。本取組においては、有為な人材の背骨となる考動力を
養うことを柱とし、クリティカル・コミュニケーションとサーバント・リーダー
シップ（従来の上意下達式の支配型リーダーシップに代わり、まず組織
のメンバーに奉仕することを優先する支援型リーダーシップ）を実践・
発揮できる人材、生涯に亘って創造的な思考と責任ある行動を実践
し続ける「考動人（Lifelong Active Learner）」の養成を目標としている。

【教育上の課題】
社会人に必要とされるクリティカルコミュニケーションの力やサーバン
ト・リーダーシップを養うためには「特定の課題に取り組むチームワーク
体験」や「実社会とのつながりを体感できる教育」が不可欠である。前
者は初年次学生を主たる対象とした特定の科目に限られており、全学
的に普及することが課題であった。後者についてはクリティカルシンキ
ングや交渉学の要素を取り込んだ学部専門科目や、これをゼミに取り
込む予定のある教員の存在を把握できたため、学部を問わず２年次
以上の学生が履修できる共通教養ゼミを開講することにより、初年次
教育と学部専門科目を有機的に架橋する拠点作りを行っている。この
ことにより前者の全学的展開にも道が開かれたが、担当教員の増員が
新たな課題である。新執行部により従来のスタディスキルゼミがプロ
ジェクト型学習科目(群)に改編されたが、初年次学生の名称と内容に
関する認知度が低く、改編前に比して受講生が減少している。また、こ
れまでの教育指導の蓄積をプロジェクト化することに苦悩している教員
もおり、プロジェクト型学習科目を実効あるものにすることが課題である。
2018年より専任スタッフをおいて当該科目担当者間で経験や知見を
交換共有する取組を始めている。授業評価アンケートにより教員のパ
フォーマンスは把握できるようになったが、学生の「学び」について十分
な把握はなされていない。これを掌握するべく、アンケートを翌年度中
に改編することを計画している。

【これまでの取組、実績・成果】
アクティブ・ラーニングの実践を目指す科目、その担当教員、ならび
に受講生のいずれもが順調に増加し、考動力養成プログラムの基盤
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が充実している。またアクティブ・ラーニングを支援する学生スタッフの
裾野も広がり、LA・TA・SAを含む約1,300名の学生（29団体）がPAL
（Peer Assisted Learning）の中核を担う存在となっている。とりわけ、
LAは授業時間外においても自主企画を複数立ち上げ、また他大学の
学生スタッフとの連携にも取り組んでいる。複数の大学から講演あるい
は研修の支援、出張業務などを依頼されている。2018年にはPALの
大学間連携を呼びかけるフォーラムを開催したが、その後の継続的開
催が決まるなど、PALの裾野が着実に拡大している。このほか、社会
人、他大学の学生・教職員、あるいは高校生を交えた交渉学ワーク
ショップを年に複数回開催するなか、このワークショップを企画・運営
する学生のプロジェクトマネジメント力が確実に育成されている。企業と
の共同企画である交渉学ワークショップは安定的・継続的に開催され
ており、またワークショップに参加した高校生が自ら中心となって中学
生を対象としたワークショップを企画、開催するまでに成長している。他
方、本取組が目指すミドルレベルのアセスメントデザインは学内APプロ
ジェクトにより広がり、現在、13学部中11学部と協働体制を組んでいる。
また、入学時の学生調査に関しては、ほぼ100％の記名回収率を達
成できており、大規模大学で行うことの意義が確認されている。その結
果を各学部教授会、大学執行部や法人部局に報告するとともに、SD
や新任教員・職員研修などにも利用している。また抜粋版ポスターで
学生にも周知するなど、全構成員の共通認識を促進している。

【今後の取組の計画】
能動的学修を支援する学生スタッフの交流が大学の壁を超えて広
がり、相互に学生・教職員が往来して、情報の共有や創造が始まって
いる。このつながりをさらに拡大していくため、今後はPALフォーラムを
定期的に開催する。また、交渉学ワークショップについては、複数の企
業等とのコラボ開催をこれまで通りに継続開催するとともに、ワーク
ショップに参加する高等学校を増やして高校とのコラボ企画の裾野を
広げ、この企画に参加した高校生が中心となって開催する、中学生を
対象としたワークショップの支援もおこなう。教学IRについては、これま
でミドルレベルの内部質保証に注力していたが、マクロレベルとして大
学全体のアセスメントも強化するため、学長下の教育組織として改変
する方向で検討されている。また今後、各学士課程教育においてアセ
スメントポリシーを作成することで、本取組が教学IRの組織化を実現し、
内部質保証システムに組み込まれることになっている。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【本取組の質を保証する仕組み】

アクティブ・ラーニングを実現すべく学生の学びを支援する学生ア
シスタントの制度を導入する大学が増えている。導入に当たって、本
学のLAが出張して当該大学の教員・学生を対象に活動例を示した
り、本学の研修企画に他大学の教職員・学生アシスタントが参加した
りするなど、学生アシスタントによる学生の学びの支援（PAL：Peer
Assisted Learning）が普及し始めている。APにおいて本格的な取組
を始めた「交渉学」は、この学びを支援するLAが中心となって、年に
複数回ワークショップを開催している。この中には社会人と協同して
開催するもの、高校生を対象とするものがあるが、前者には他大学
の学生・教職員も参加し、後者に参加した高校生が中学生を対象と
する同趣の企画を立案、実施するなど、「交渉学」の裾野は確実に
広がっている。このほか、アクティブ・ラーニングを推進するために高
大接続・高大連携の新しい「かたち」を模索している高等学校と共同
して、高校生と大学生が、ならびに高等学校教諭と大学教員とが、
知見や情報などを交換・共有するためのワークショップを開催してい
る。2018年には「高大接続のあたらしいかたちを求めて」と題して
フォーラムを開催し、大学・高等学校の双方より新しい実践などが報
告されたが、継続的開催を望む声が多数寄せられており、今後更な
る普及が期待できる。

生涯に亘って創造的な思考と責任ある行動を実践し続ける「考動
人（Lifelong Active Learner）の養成がつつがなくおこなわれるよう
に、本取組においては考動力を構成する複数のコンピテンシーの同
定・評価に関して、まず「考動力」を「基礎能力」「高次能力」に分け、
社会人基礎力・学士力・DeSeCo・21世紀型スキルを参考にしたう
えで、それぞれ４段階のルーブリックを作成して、これらの能力の測
定・検証をおこなっている。また、学内の各部局で個別におこなわ
れてきた学生調査を一元化し、学修行動・到達度を調査する間接
評価と教員の直接評価を実施するとともに、各年度末に実施するパ
ネル調査によって「学び」のプロセスを追跡・検証している。さらに、
SD研修を受けた事務職員が学修コンシェルジュとして学生の個別
支援をおこなっている。以上の取組について、内部評価委員会が進
捗状況等を点検・評価した結果を外部評価委員会に報告し、両委
員会とも必要に応じてAPプロジェクト委員会に、改善を要求・勧告す
る体制が整備され、実質的に機能している。

テーマⅠ・Ⅱ複合型
関西大学

ポンチ絵

2014年度
(起点)

2017年度
(実績)

2019年度
(目標)

AL(アクティブ・ラーニング）を導入した授業科目数の割合

27.9%

41.6%

50%

AL科目のうち、必須科目数の割合

61.9%

68.7%

75%

ALを受講する学生の割合

85.6%

97.1%

87.9%

2.93 科目

5.55 科目

3.09 科目

87.1%

92.8%

87.1%

指

学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員数の割合

標
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関西国際大学

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度

アクティブ・ラーニングと学修成果可視化の取組
～大学と産業界の評価の不連続解消へ向けて～

【取組の概要】
大学が行う学生一人ひとりに対する評価は、社会の信用が得られていない。これは、評価の観点と尺度とが共有されていないのではないかと考
えられる。そこで、大学と産業界等との評価の観点と尺度の共有を具現化することを目的として本取組を立ち上げ、産業界等での構成員（社員）評
価と大学の評価との関連性や評価方法について、いくつかの事業所と連携して実施する。
本学ではすでに、学生の学外活動を全学的に教科科目として選択必修化をしている。その中で、eポートフォリオ（学修成果）とKUIS学修ベンチ
マーク（社会人基礎力や基礎的汎用的能力の達成目標）を結びつけながら学修成果の可視化を進め、外部評価の意見を取り入れて評価の観点
と尺度を新しく作り上げる。これを用いて社会の納得を得るとともに、その結果を教育プログラムに反映させていくサイクルを繰り返すことで、学生
個々人の自己評価能力の向上も目指す。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢ 教育効果の高いアクティブラーニングの機会を提供
→課題探究型インターンシッププログラムの改善
➢ 大学と産業界の評価の観点・尺度の共有
→実習中のモニタリング、ルーブリック（評価表）共同運用
➢ 学生の自己評価能力の向上→事前学修・事後学修、
及び学修成果を可視化し採用選考時活用

【キーワード】
評価の不連続の解消

【人材育成目標】
○自律できる人間であろう
自己に厳しく、たえず努力し続ける人間になろう
○社会に貢献できる人間であろう
自ら創造し、積極的に行動する人間になろう
○心豊かな世界市民であろう
世界の人々と共に生き、互いを高めうる人間になろう

関西国際大学

【教育上の課題】
関西国際大学では、これまでⅠ教育方法の充実、Ⅱ学修成果の可
視化、Ⅲ教学マネジメントの確立を柱に教育改革を推進してきた。そ
して、これらの教育改革の取組を加速させるため、３つの課題を設定
した。
課題① 本学学士課程教育における質保証のための取組や学修成
果について産業界等との現状認識・課題を共有すること。
課題② 大学と産業界等との間での評価と観点と尺度や方法を共有
する仕組みを構築すること。
課題③ 学生個々人の自己評価能力を向上させること。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
１）人間科学部経営学科で先行していた従来型のインターンシップに
PBLの要素を加えた課題解決型のインターンシップを整備・実施す
ること。
２）担当教員がこのインターンシップ参加者のモニタリングを行うこと。
３）本インターンシップの評価ツールとしてルーブリックを導入すること
を柱にプログラム開発を行い、実施した。
４）学生が４年間の学修計画を立てやすいように、eポートフォリオの改
修を行った。
５）学生指導については、事前学修での目標設定、マナー講座、グ
ループワーク、事後学修での振り返りに加え、冷却期間を置いて実
習３か月後に再度の振り返りのレポートを作成させることで、学修成
果の定着を図った。

76

●事例
「インターンシップⅠ（２単位）」
通常実施期間、内容に加え、「Ⅱ期」として課題探究型インターン
シップを実施した。通常のインターンシップに参加の後、その学修成果
を踏まえ新たな目標設定を行い、自らが掲げた目標に向けて学修を
自律的に実践した。その成果は目覚ましいものがあり、２月に予定す
る合同シンポジウムでもポスターセッションで発表の予定である。

＜実績・成果＞
実習期間中の教員・受入先担当者による学生モニタリングを、ICTを
活用し実施。学生の報告や疑問点に対し、受け入れ企業担当者より
毎日リアルタイムのコメントがあり、教員・学生・企業担当者で情報共
有しつつ実習を進めることができ、教育効果も高まった。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
○ 学生の能動的な活動をサポートするツールとして当初予定にな
かった「キャリアチューター」を新たにPDCA活動サイクルに加えて
いる。今後もこれをさらに定着推進することで、就職活動あるいは
自身のキャリアを能動的に考える刺激を与え、チューター自身も
自己効力感を上げ、実社会への弾みとなるものと考えている。
○ 人間科学部で先行しているインターンシッププログラムの全学的
な普及が課題であり、この解決へ向けて教育学部のうち目的養成
系の要素が強い教育福祉学科において課題探究型インターン
シップへの移行を進める。さらに保健医療学部については医療現
場実習時に学生の自己評価能力を高め、病院と大学の評価の
摺合わせを推進する。
○ インターンシップ以外においても体験学修型の高次なアクティブ
ラーニングで問題発見や問題解決提案ができるような思考力を
高めるプログラムを充実させていく。そのためには教室内外のプロ
グラムのいくつかをPBL型の内容に転換させていくとともに、専門
基礎科目についてはディープアクティブラーニングの考え方を取り
入れ、予習の充実（内化）と解説（再内化）をデザインした授業展
開により、専門基礎知識の習得のみならず活用できる力をそだて
ていく教育を組織的に行っていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
「AP型インターンシップ」の定義を再確認し、対応する受入企業を
厳選の上実施したインターンシップでは、事前事後の学修を徹底し
たことで教育効果が高まった。さらにインターネットを活用した遠隔
指導システム（リフレクションカレッジ）を活用した実習中のモニタリン
グ利用については、双方向性の可視化をリアルタイムで実現するこ
とにより、両者の情報共有を可能にした。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

学内においてはその推進力を高めるため、委員会組織の見直しを
図り、学長直轄のプロジェクト方式に転換し、「AP事業推進プロジェク
ト」を改設、キャリアセンター長、評価センター長含めたメンバーで事
業に当たっている。
インターンシップでは課題探究型を推進していくことが、学内で確
認され、より高次のインターンシップ実践を図っていく。ここでは全体
の流れを大きく第Ⅰ期、第Ⅱ期、終了後の振り返りの３つに分け、第
Ⅰ期を課題解決型と位置付け、学生は就業体験を行う中で、目標
設定を行い、終了後に自己評価を行う。企業は評価項目を大学と
摺合わせの上決定し、それぞれ学生評価を行う。

第Ⅱ期を課題探究型と位置付け、第Ⅰ期と同様に企業と大学
は評価項目を設定し、終了後に学生評価を行うが、ここに課題探
求の要素が入る。第Ⅰ期の学修の振り返りを深く行うことによって
併せて課題探究のテーマを探ることになる。即ち第Ⅰ期の振り返り
が第Ⅱ期の事前学修の役割を担い、次の段階の「まなび」へと繋
げる。さらに第Ⅱ期の学修では、学びの場所を企業内に拘らず大
学内においても可能とし、学修進捗に応じて企業と学生が学びの
摺合わせを行うこととなる。最後に学生が終了後の振り返りを行う
ことで自身の自己評価能力の向上を図り、学びの集大成である卒
業研究にまで活用する。
また、大学と企業双方の評価が付された自身の学びの経過を見
ることのできる「自己評価シート」を自身が作成し、これを就職活動
のツールの一つとして活用できるメリットがある。
大学はこれらの流れによるインターンシップを推進することにより、
卒業後までつながる学びづくり、教育力アップを目指していく。これ
により本事業が目的とするところの大学と企業間の評価の歪み解
消を達成するものと確信する。

関西国際大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬ導入科目数

84.5％

86.7％

87.0％以上

ＡＬ受講学生割合

98.3％

98.9％

99.0％以上

1人当のＡＬ受講科目数

15科目

21科目

18科目以上

ＡＬ授業外学修時間

7.09/週

7.28/週

6/週以上

授業満足率

84.7％

93.0％

90.0％以上

学生到達度調査実施率

20.8％

24.8％

20.0％以上

全体授業外学修時間

8.39/週

8.40/週

15.0/週

具体的な実施計画における指標
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テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度〜2019年度

比治山大学・比治山大学短期大学部
｢比治山型アクティブ・ラーニング」の構築と実践と評価指標モデルの構築と学修成果の可視化
【取組の概要】
【取組
要】
本取組は、学生の生涯学び続ける学修意欲の向上と知識・技能の定着、及び地域社会に貢献する力を育むことを目的として、「『比治山型ア
クティブ・ラーニング』の構築と実践」と「評価指標モデルの構築と学修成果の可視化」とを複合的に行うものである。そのねらいは、学生に学びの
充実感・成就感を実感させることにある。両者の複合・融合によって、可視化される学修成果を学生自身に活用させることにより、「自分は何を
学び、何を身につけ、どのような力を持つのか」という自身の強みを意識化させ、自己理解・肯定感を高めて社会に接続させる。また本学にとって
は、さらなる教育改善の一階梯と位置づけ、今まで積み重ねてきた教育改革の経験と実績を、教職員・学生・地域が一体となった連携の中で再
編・再構築し、地方の私立大学・短期大学併設型の小規模学園の教育システムの最適モデルとして実践・提供することを目指している。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 建学の精神から導き出した汎用的能力の育成を「比治山型」として
位置付け、アクティブ・ラーニングおよび学修成果の可視化を実践
 学生情報システムに、LMS・学修成果の可視化・eポートフォリオの
機能を追加し、学生自身による学修活動のPDCAサイクルを確立
 総合的に学修成果の到達度を可視化する「比治山型ディプロマ・
サプリメント」を構築

【【キーワード】
】
「４×３の比治山力（汎用的能力）」、「学修成果の可視化（Hi!check）」、「比治山型ディプロマ・サプリメント」

【人材育成目標】

比治山大学
比治山大学短期大学部

「悠久不滅の生命の理想に向かって精進する」という建学の精神か
ら導き出した４つのキーコンピテンシー「自立」「想像」「共生」「創造」ご
とに、３つずつの学修スキルからなる「４×３の比治山力」の育成を目
指している。
自立 （「学びの主体者」としての自分を実感し、自己肯定感を持っ
（「学びの主体者 としての自分を実感し 自己肯定感を持
て主体的に生きる力）
①情報収集力 ②論理的思考力 ③課題設定力
想像 （他者への理解と広い視野を持って生きる力）
④発想力 ⑤企画・計画力 ⑥傾聴・受信力
共生 （他者と共動し、自分の役割を果たして生きる力）
⑦コミュニケーション力 ⑧チームワーク力 ⑨自己省察力
創造 （既成概
創
（既成概念にとらわれず、新たな価値を生み出す力）
ず、新
価値
す ）
⑩創造・表現力 ⑪プレゼンテーション力 ⑫イノベーション力

●事例
「地域課題研究Ⅰ～Ⅲ」（健康栄養学部管理栄養学科）
３年後期、４年前・後期の３セメスターにわたる必修授業である。学
生自身が地域のあゆみや現状・課題を理解し（自立）、地域が秘め
ている魅力を地域課題の解決に生かす提案を行い（想像・共生）、
地域 向けて発表する（創造） 地域と大学が協同して取り組む地域
地域へ向けて発表する（創造）、地域と大学が協同して取り組む地域
連携実践型の授業としている。

＜実績・成果＞
•

•
•

【教育上の課題】
中期計画に基づき全学的なFD・SDによる教育改革を進めるなかで、
学内には多くの実績が蓄積されてきていたものの、それらを全学的な
教育システムとして編成するには至っていなかった。
また、学生に「自分は何を学び、何を身につけ、どのような力を持つ
のか」という自身の強みを意識化させて、自己理解・肯定感を高め、生
涯学び続ける学修意欲の向上と知識・技能の定着、および地域社会
に貢献する力を育んで社会に接続させることが急務であった。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
「４×３の比治山力」育成を目標に、コア・アクティブ・ラーニング科目
を中心に比治山型アクティブ・ラーニングを推進した。AL授業を８つに
、
治
」
伸 す
整理し、「４×３の比治山力」のうち重点的に伸ばすスキルとともにシラ
バスに明示した。授業支援プラットフォーム機能を果たすアクティブ・
ラーニング推進室を設置した。学生情報システム「Hi!way」に、LMS
「Hi!space」・学修成果の可視化「Hi!check」・eポートフォリオ「Hi!step」
の機能を追加し、学生自身による学修活動のPDCAサイクルを確立し
た。さらに総合的に学修成果の到達度を可視化する「比治山型ディプ
ロマ・サプリメント」を構築した。
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•

都市部の若者への県内産野菜消費拡大のため、道の駅で販売
されている旬の野菜を材料とした料理を毎月考案。その弁当を
商品化し、デパート地下で学生が実践販売。
広島菜栽培農家や漬物工場を見学し、広島菜漬を使用したレシ
ピを考案して 料理集に採録
ピを考案して、料理集に採録。
広島レモン消費拡大のためレモン焼きそばを考案し、鉄板焼き・
お好み焼き店でメニュー化して、ご当地新グルメとして販売。
「ひろしま食育100万食プロジェクト」に応募し、広島の特産物で
ある牡蠣、ちりめん、じゃがいもを使用したシチューが「広島県教
育委員会賞」を受賞。

【今後の取組の計画】
＜取組 計画＞
＜取組の計画＞
「４×３の比治山力」（汎用的能力）をより具体的・段階的に示すこ
とにより、学生・教職員の共通理解を促進するために作成した「４×３
の比治山力」ルーブリックの検証・運用を図る。
入学から卒業までの学生の変化・成長を測定し、可視化する仕組
み作りを行い、アクティブ・ラーニング事例や、可視化システムの活
用例などとともに学外に発信し、事業成果の波及を図る。総合的に
学修成果の到達度を可視化する手段として構築した「比治山型ディ
学修成果の到達度を可視化する手段として構築した
比治山型ディ
プロマ・サプリメント」の検証をふまえ、実際の運用段階へと移行する。
既に継続的に調査を行っているさまざまなアンケート結果を、IRと連
携して横断的に分析することによって、評価指標モデルを構築・運用
する。AP事業補助期間終了後の継続的な取組を実現するための体
制作りについて、2018年度以降の中期計画に明記し、大学・短期大
学部全体の内部質保証の中核としての位置付けを図る。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 アクティブ・ラーニングの研究やe-learningシステムの開発研究
は、小・中・高等学校の教員と情報共有し、連携を図りながら、
「自ら学ぶ」人材を育成できる。
 汎用的能力である「４×３の比治山力」をルーブリックで測ること
により、学生自身の「強み」を社会へ示すことができる。
 eポートフォリオを活用し、大学入学前から入学後、また卒業後
へと接続するシステムは、「学び続ける」人材育成に寄与できる。
 総合的に学修成果の到達度を可視化するディプロマ・サプリメン
トは、「学生の可能性」を社会に示すことができる。

【本取組の質を保証する仕組み】

比治山大学
比治山大学短期大学部

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

ＡＬを導入した授業科目数の割合

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

-

大学 99.1%
短大 99.6%

大学 100%
短大 100%

目標値（表を作成）

ALを受講する学生の割合

-

大学 97.0%
短大 97.3%

大学 100%
短大 100%

学生1人当たりAL科目受講数

-

大学 20.3科目
短大 26.4科目

大学 20.0科目
短大 24.0科目

ALを行う専任教員の割合

-

大学 100%
短大 100%

大学 100%
短大 100%

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

大学 3.7%
短大 1.6%

大学 3.7%
短大 2.3%

大学 4.0%
短大 2.0%

プレースメントテストの実施率

大学 99.0%
短大 99.0%

大学 100%
短大 100%

大学 100%
短大 100%

授業満足度アンケートにおける
授業満足率（5点満点中）

大学 4.22点
短大 4.23点

大学 4.20点
短大 4.40点

大学 4.25点
短大 4.30点

-

大学 100%
短大 100%

大学 100%
短大 100%

具体的な実施計画における指標

学生の主な就職先への調査

テーマⅠ・Ⅱ複合型

① 「アクティブ・ラーニング推進室」の活用と専従スタッフ２名の配置
「アクティブ ラ ニング推進室」の活用と専従スタッフ２名の配置
により、常時支援体制を整えて「比治山型アクティブ・ラーニング」
を推進している。
② 各学科教員に任命される「ファカルティ・ディベロッパー」（FDer）
を中心に、「比治山型アクティブ・ラーニング」についての全学的な
共通理解・共通認識を深める取組を充実させ、日常的なFD・SD
活動を推進している。

③ 「比治山型アクティブ・ラーニング」の効果検証のために、学生の自
己評価（比治山力レポート）、授業担当教員による評価（リフレクショ
ンシート）、AP学生モニター聞き取り調査、本学卒業生採用企業の
人事担当者へのスキル調査等を行い、スキルの向上の把握と改善
策の検討を行っている。また、外部指標としての「大学生基礎力レ
ポートⅠ・Ⅱ（ベネッセi-キャリア）」と相関分析を行う（2018年度）。
④ 学生情報システム「Hi!way」を使ったeポートフォリオ「Hi!step」の効
果検証については、全学生に対するアンケートとAP学生モニター聞
き取り調査を行っているが、特に、後者については、学生の具体的
な要望・意見が出されるので、改善策の検討に非常に役立っている。
⑤ 2018年度からは「比治山型ディプロマ・サプリメント」の試行を始め
ている。この運用によって、ディプロマ・ポリシーの達成度等の可視
化を行うことで、学生の学修成果だけでなく、本学教育の質保証に
ついて明示する
ついて明示する。
⑥ 以上の取組については、学長を本部長とする「質的転換加速化本
部」に毎年度の取組報告を行っている。また、自己点検評価と外部
評価(学外の学識経験者、地域経済・教育の代表者等)による検証
を受け、当該年度の実施報告書として公表するとともに、APワーキ
ンググループのもとで次年度の事業実施に向けた改善策を作成・実
施している。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型

事業期間：2014年度〜2019年度

宮崎国際大学
教育の特色を活かし発展させるAP事業
～アクティブ・ラーニングの発展とeポートフォリオ上での学修成果の可視化への取組～
【取組の概要】
宮崎国際大学は開学以来、少人数クラスでの「アクティブ・ラーニング（AL）によるクリティカル・シンキング（CT）能力の育成」に焦点を当てた
英語によるリベラル・アーツ教育を実施してきた。この教育実践を基盤に、本学が伝統的に取り組んできた教育の特色を更に発展させるよう、AP
事業を展開しており、主な取組は以下の通りである。①ALの体系化及び特定の学修成果に焦点を当てたALの実践モデルの提示、②独自のCT
テストの開発及び運用、③学修成果の可視化のためのルーブリックやeポートフォリオの活用を推進し、学修の質の担保及び向上のためのメカニ
ズムの構築。本事業により、ディプロマ・ポリシー（DP）の達成に向けた主体的な学修を実現し、国際社会での多様な価値観や文化的背景を
持った人々と共存・共生し、困難な時代で自律的に活躍できる人材を輩出する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 特定の学修成果に焦点を当てたALの開発、そして、FD研修会やウェブサイト上での情報共有による大学
全体のALの実践力の向上
 外国語としての英語の学習者に対するクリティカル・シンキングテストの開発及び運用
 自己評価DPルーブリックの活用及び毎年度末に作成するeポートフォリオを通じた学修の振り返りの導入
 DPの達成を評価するルーブリックや英語力などの学修成果を可視化したeポートフォリオを活用した主体
的な学修の促進
 伝統的に実施してきた少人数クラスでのALを発展させた英語でのリベラル・アーツ教育実践例の紹介

【キーワード】
「アクティブ・ラーニングの発展」、「クリティカル・シンキングテスト」、「自己評価DPルーブリック」、「学修eポートフォリオ」

【人材育成目標】

宮崎国際大学

グローバル化社会において活躍できる人材の育成という教育目標
実現のため1994年に開学した宮崎国際大学比較文化学部（2006
年に国際教養学部へと改称）は、本学の建学の精神である「礼節・勤
労」の人材養成方針に基づき、国際的リベラル・アーツ教育を軸とし
た教育を実施している。世界を舞台に活躍できる国際人として以下の
素質及び能力を育成する。
1. クリティカル・シンキング（批判的・分析的思考法）をベースにし
た高度な思考（比較、分析、総合、評価）能力
2. 日本文化と外国の諸文化に対する広範な知識とその比較を
通して得た、高い異文化理解・受容能力
3. 課題発見及び問題解決能力
4. 日英両語における高度なコミュニケーション能力
5 情報技術活用能力
5.

で共有し、大学全体のALの実践力を底上げする。その際、特にeラー
ニングを基盤とした教育技術の導入を念頭に置き、その開発と実践を
全学的に進めることで、教育の質を向上させ、また保証することで、グ
ローバル化社会に適応できる人材を育成する。これまでの具体的な
取組は以下の通りである。

•
•
•

•

【教育上の課題】
質保証を伴った大学教育の観点から本学のこれまでの取組を考慮
すると、いくつかの課題が浮かび上がってきた。①ALにより育成される
と考えてきたCT能力及びその他のAL導入による学修成果を客観的・
定量的に測定するための指標の確立が不完全である。②ALを実施
する上で必要な教育的技量の教員間個人差が大きいため、教育効
果の高いALを一様に提供できていない。③テクノロジーの進歩によっ
て普及が進むeラーニング等の教育をより充実させるための物的資源
の環境整備が進んでいない。④語学（英語）教育カリキュラムの改
善・充実を通して英語教育全般の質の向上は見られるが、学生の英
語スキルの個人差を埋める手立てが明確ではない。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
これらを解決するための改革構想として、本学が目指すグローバル
人材の育成に必要な学修成果の可視化を試み、これを客観的に測
定するための指標が必要である。特に本学が開学当初から重視して
いるCTと本学教育の最重要ツールである英語のスキルについては、
具体的な技能及び能力の可視化を行う。そして、これまで実施してき
たALを特定の学修成果に焦点を当てた技法に発展させ、FD研修等
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•
•
•
•

テーマⅠ・アクティブ・ラーニングへの取組
教員が授業で使用するALの手法に関するデータの収集・分析、
本学でのAL指導法の実態把握及び体系化
学修成果（CT及び英語力）に焦点を当てたALの開発
定期的なFD研修会を通じてのALの実践力の育成・促進
テ マⅡ 学修成果の可視化 の取組
テーマⅡ・学修成果の可視化への取組
アメリカのCTアセスメントテストを開発した、テネシー工科大学の
ワークショップで得た知見を基に、独自のCTテストを開発
学生にCTテストを実施し、その結果の分析・検討を継続し、データ
の蓄積を図り、必要に応じてテストを改訂
DPの項目を具体的に測定するために、DPの項目をCan-doの文
章で40項目に細分化し、DP達成度を可視化
eポートフォリオによる学修成果の可視化(学修エビデンスの累積
及び教育目標に対する到達度の測定)
eポートフォリオでの学修の振り返りによる主体的学修の促進

＜実績・成果＞
ALの発展及び学内推進
• AL手法の体系化→ALを33の技法に細分化
• 学修成果（CT及び英語力）に焦点を当てたALの開発
• AL実践力の向上のためのFD研修会の定期開催
CTテストの開発及び実施
• 学生への定期的なテストの実施から得たデータの蓄積
eポートフォリオ活用の広がり
• １年次末及び２年次末のページの開発及び実施
• 授業での活用（キャリアデザインなど計５科目）
• 英語力及びDP達成度の可視化ページの開発

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
これまでの取組を継続的に発展させ、学修成果を可視化したeポー
トフォリオを最大限に活用し、特定の学修成果に焦点を当てたALを
取り入れた授業で学生が主体的に学修し、そして、グローバル社会で
活躍できる人材を輩出するよう取り組む。

•

•

•

•

テーマⅡ・学修成果の可視化によるPDCAの確立
本学独自の第２言語としての英語学習者のためのCTテストを完
成させる。
DPの達成度を測定するための40項目を本格運用し、DPの達成
を促進する学修システムへと改修する。
eポートフォリオの活用を更に発展させ、本学での４年間の学修の
成果を可視化し、主体的な学修を促進する教育環境を整備し、
効果的な教育を実践する。

•

•

•

授業内でのALの手法の体系化、そして、CT及び英語力の向上
に焦点を当てたALの開発・実践は、特に英語で授業を実践す
る他大学の参考になるモデルである。
本学独自のCTテストは、第２言語としての英語学習者を対象と
しており、今後更に増えると予想される英語で授業を提供する
しており、今後更
増えると予想される英語で授業を提供する
大学の参考になる取組である。
DPを具体的なスキルとして測定し、eポートフォリオ上で可視化
するDPの達成に向けた学修システムは、他大学でも導入可能
である。
ALを取り入れた授業を英語で提供する教育実践モデルは、グ
ローバル社会で活躍する人材の育成に貢献できる。

【本取組の質を保証する仕組み】
•

•
•

毎年度末に外部評価員会を開催し、教育の専門家や一般の
有識者から評価及び改善への意見を頂き、それを次年度の活
動に反映し改善している。また、評価委員に在学生を含むこと
で、内部の声も反映した大学改革を実施している。
卒業前の４年生及び卒業生へのアンケートを通じ、DPの達成に
向けた効果のある学修システムかどうかを確認している。
本AP事業を改善する学生グ
プを立ち上げ 学生 視点か
本AP事業を改善する学生グループを立ち上げ、学生の視点か
らの質保証への取組を実施している。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

•

テーマⅠ・アクティブ・ラーニングの更なる発展・波及
CT及び英語力に焦点を当てたALの事例集を作成し、ホーム
ページ上で学内共有することで、教員のALの実践力を向上させ
る仕組みを整備する。
ALが活用されている授業への学生の取組方法を改善するための
学生グループを立ち上げ、学生の視点から、授業で展開される
ALに対する効果的な取組方法をまとめる。
ALに対する効果的な取組方法をまとめる

•

宮崎国際大学

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数

79.4%

92%

100%

ALを受講する学生の割合

100%

100%

100%

学生1人当たりAL科目受講数

12科目

14科目

14科目

ALを行う専任教員の割合

43人
（100%）

42人
（100%）

53人
（100%）

8.4時間

9.9時間

36時間

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

8.8%

2.1%

1%

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

学修到達度調査の実施率

92.6%

98%

100%

10.6時間

10.7時間

36時間

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型

事業期間：2014年度〜2019年度

京都光華女子大学短期大学部
アクティブ・ラーニングの活性化と学修成果可視化システムの導入の取組
【取組の概要】
本取組は、地域総合科学科として地域社会の多様なニーズに応えられる短期大学を目指す改革を推し進めるための中核をなすものであり、
①地域総合科学科に適合したアクティブ・ラーニングの活性化と、②地域総合科学科に適合した学修成果可視化システムの導入の２つの
パートからなる。この取組を実施することによって、直面している課題を解決する。①ではアクティブ・ラーニング導入による社会人基礎力育成の
教育の実績を基に、アクティブ・ラーニングを人間性、基礎学力の領域、さらに専門分野へと拡大していく。それを保証するのがアクティブ・ラー
ニング・マスター制度の導入である。一方、地域総合科学科は多様な専門分野構成を持っていることを踏まえ、②では、学科のディプロマ・ポリ
シー以外に専門分野ごとのミドルレベル・ディプロマ・ポリシーを導入する。そして、到達目標を基に３つの指標による可視化システムを構築する。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

 社会人基礎力育成を目的とした、多分野へのアクティブ・
ラーニング（AL）の拡大
 アクティブ・ラーニング・マスター制度による教員個人としての
AL手法の習熟と組織としての教育手法の体系化
 ディプロマ・ポリシー（DP）を核とする到達目標の階層化
 科目の到達目標の達成度を集約してDPの達成度を算出す
る総合的評価提示システムの構築

【キーワード】
「社会人基礎力」、「アクティブ・ラーニング・マスター制度」、「総合的評価提示システム」

【人材育成目標】

京都光華女子大学短期大学部

本学のDPは、
思いやりの心を持って、学びの意欲を高めることができる（こころ）
21世紀の教養を身につけ、広い視野と将来の見通しを持って社
会とかかわることができる（教養）
社会に生きる人材として 多様な知識や技術 感性を身につける
社会に生きる人材として、多様な知識や技術、感性を身につける
（人材）
である。そのうえで本学では、これらのDPを、教育におけるより具体的
な場面につなげるために、分野ごとの到達目標であるミドルレベル・
ディプロマ・ポリシー（MDP）へと展開している。

●事例
「プレゼンテーション演習（２単位）」
１年生全員を３クラスに分け、各クラス並行で行う必修授業で、２コ
マ連続で行う。前半ではプレゼンに慣れることに主眼を置き、後半では
最終授業で開催される「プレゼン大会」で発表する企画を作成すること
に主眼を置く 学生たちに提示する課題に関しては 社会人基礎力を
に主眼を置く。学生たちに提示する課題に関しては、社会人基礎力を
育成するために、徹底したリアルさを追求している。この点を連携する
企業・団体にも理解いただき、課題を提供していただいている。

＜実績・成果＞
•

【教育上の課題】
本学は地域総合科学科として幅広いカリキュラムを展開してきた。
そのうえでの最も大きな課題は、多様な科目群をいかに統一的に体
系づけ、その評価を可視化するか、という点である。可視化は、DPの
達成度の定量的評価を中心とし、評価の客観性も担保しつつPDCA
サイクルに具体的に組み込み得るシステムでなければならない。また、
多様な科目群に対していかに主体的な学びを導入していくかという点
も重要である。そのためにはALを、「能力に応じて」導入する段階から
「必要に応じて」導入する段階へ高め、内容のみならず、教授法のバ
ランスも考慮した 地域総合科学科に適合したカリキ ラムの全面的
ランスも考慮した、地域総合科学科に適合したカリキュラムの全面的
体系化が必要である。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
ALについては、「プレゼンテーション演習」における社会人基礎力育
成の教育の実績を基に、多くの分野のさまざまな科目へと拡大してき
た。また「アクティブ・ラーニング・マスター（ALM）制度」を導入し、専
任教員がAL手法を修得できるよう促進してきた。これは 「プレゼン
テーション演習」を専任教員が共同で担当し、AL手法について相互
学習する場として活用するものである。学修成果の可視化については
「総合的評価提示システム」を構築した。これは、各科目で設定した
「科目の到達目標」を５段階の達成度で評価し、これを各分野のMDP
に紐づけて集約したうえで、各分野のMDP達成度を学科のDPの達成
度として集約・算出するものである。

82

•
•

「プレゼンテーション演習」は「社会人基礎力を育成する授業30
選」（2014年、経済産業省）に選出
「社会人基礎力育成グランプリ2014」（社会人基礎力協議会）で
準大賞受賞
「総合的評価提示システム」が完成、本格的運用が開始

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
ALの導入に関しては、2018年度には全ての教員がALMとなる予定
である。このような個人レベルのみならず、組織レベルでのアクティブ・
ラーニング導入を促進するために
ラ
ニング導入を促進するために、「シラバス」の改革も行う。すなわち、
「シラバス」の改革も行う すなわち
シラバスのフォーマットを改良し、各授業で用いられるAL手法について
統一的な表示を行う。さらに、学生にとって実際的な科目到達目標お
よびその評価方法がよりわかりやすい形式を採用する。
学修成果の可視化については、本格的な運用が始まった「総合的
評価提示システム」について、実施結果を踏まえてさらなるシステムの
改善を図る。また出力結果を用いて、カリキュラム改善のための資料
として活用する。そして、学生自身も直接「総合的評価提示システム」
を活用できるための仕組みづくりを進める。具体的には、DP達成度評
価をふまえつつ、学生が各自の目標設定を行うことを支援する「個人
面談シート」「プレ・ディプロマ・サプリメント」の作成、また学生のDP到達
度を定性的に評価する機会を設ける「ポートフォリオ」制度の構築であ
る。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 「プレゼンテーション演習」は、さまざまな工夫を凝らし総合的に社
会人基礎力を育成する授業として他学でも実施可能である。
 科目の到達目標の達成度を集約し、DPの達成度として数値化す
る「総合的評価提示システム」は他学でも応用可能である。
 2016年度より4校共催で開始した「短大フォ
2016年度より4校共催で開始した「短大フォーラム」は
ラム」は、全国的
全国的
な短大のネットワーク活性化に貢献しうる。
 学生FD組織「D’*Light」の活躍は、学生と協同した学科運営の
実例として、他学でも参考になる。

【本取組の質を保証する仕組み】
① 総合的評価提示システムの出力結果を、到達目標体系の改善
、
に活用している。改善の基準として、「DPの各項目が一定独立し
た目標・評価基準として機能していること」と設定し、実際に３つの
DP達成度間の相関分析を行う。2017年度は分析結果をもとに、
DP間の評価の独立性を高めるために、各分野のMDPの観点の改
善および各科目の到達目標のMDPへの関連付けの整理を行った。

テーマⅠ・Ⅱ複合型

② 本学のDP達成度評価を核とする評価の客観性担保のため、外部
テストを導入している。具体的にはリアセック社のPROGテストを実
施し、その結果と本学のDP達成度との相関分析を行っている。さ
らに、本学の特徴として、全国の短大平均と比して、「リテラシー能
力」「コンピテンシー能力」のいずれにおいても顕著な伸びがみら
れる点が明らかになった（2016～2017年度結果）。
③ 卒業生へのインタビューを実施し、在学生対象の可視化では不可
卒業生
タビ
を実施 在学生対象
視化
能な、社会経験も経たうえでのロングレンジでの教育効果も確認し
ながら制度の改良を重ねている。インタビューを実施することで、
より詳細な個人的体験・文脈を理解しながら、教育の効果を把握
することができる。
④ 大学教育学会課題研究「ALの効果検証」の調査に、2015年より
協力している。この調査は、AP選定校を中心にALの教育効果を
検証するものである。そのなかで本学の必修授業「プレゼンテー
検証するものである。そのなかで本学の必修授業
プレゼンテ
ション演習」の効果についてアンケート調査を行った。そこでは深
い学習アプローチの顕著な得点上昇がみられ、AL導入の効果と
考えられる。
⑤ 以上の指標をもとに外部評価員会を開催し、第三者の意見を交
えながら、点検・評価を行い、次年度の改革案へとつなげている。
また、点検・評価については報告書としても公表している。

京都光華女子大学短期大学部

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬを導入した授業科目数

16%

35.5%

45%

ALを受講する学生の割合

89%

99.6%

3.3科目

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

退学率

2.6%

3.9%

1.8%

100%

プレースメントテストの実施率

100%

100%

100%

5.2科目

8科目

授業満足度アンケートにおける授業
満足度

78点

84.0点

92点

58%

100%

100%
2.2時間

5.2時間

15時間

-

1.4時間

7.0時間

0%

91%

100%

目標値（表を作成）

学生1人当たりAL科目受講数
ALを行う専任教員の割合

具体的な実施計画における指標

学生の授業外学修時間
学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

全教員におけるALMの割合
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

福岡医療短期大学
アクティブ・ラーニング教育の推進と学修成果の可視化
【取組の概要】
本学は、専門教育における高いアクティブ・ラーニング実施率の中、学士力や社会人基礎力等の育成を進めてきたが、さらなる汎用的能力の
育成と学修成果の可視化による教育改善が求められている。本事業の中で、①汎用的能力判定のための学修成果アセスメントテスト、②学生
の行動や満足度等に関する間接評価調査、③産業界のニーズを反映させた共通ルーブリックを活用した学修評価、④「振り返り」学修を支援す
る学生ポートフォリオの取組を通じて、アクティブ・ラーニングの質向上と初年次導入教育・インターンシップ前教育・インターンシップ教育における
汎用的能力の育成のための教育改善モデルを実践していく。さらに、（A）卒業後の専門職としての汎用的能力の定着と向上、（B）医療・福祉系
実践教育におけるアクティブ・ラーニング教育改善モデルの提唱を達成目標として、本学の人材養成機能の抜本的強化を図りたい。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢ 学修成果アセスメントテスト、間接評価調査（学生対象調査）、
ルーブリックを活用した学修評価、「振り返り」学修支援学生
ポートフォリオを通じた学修成果の可視化
➢ 初年次導入教育、インターンシップ前教育、インターンシップ教
育によるアクティブ・ラーニングの質向上による教育方法の改善
➢ 主体的な学びの確立のための質を伴った学修時間の実質的な
増加・確保

【キーワード】

インターンシップ前教育（ピア・サポート）歯科保健指導の様子

「学修成果アセスメントテスト」、「間接評価調査」、「ルーブリック評価」、「学生ポートフォリオ 」

【人材育成目標】

福岡医療短期大学

本学は医療・保健・福祉を取り巻く環境の変化に対応した専門知識・
技能の修得を目指し、以下のDPを掲げている。
 豊かな教養と人間性を持ち、基本的な医療・保健・福祉の知識を
体系的に理解することができる（知識・理解）
 多様な情報や知識を論理的に分析、考察することができる（思考
力・判断力）
 科学的思考力を持ち、問題を発見・解決することができる（思考
力・判断力）
 自己管理力や主体性を発揮し、社会や他者のために責任ある行
動をとることができる（態度・主体性）
 多様な対象者に対して幅広いコミュニケーションをとることができる
（態度・主体性）
 根拠や理論に基づいた知識や技能を活用することができる（技能・
表現）

【教育上の課題】
本学は、これまでに産業界（医療・福祉分野）の求める人材育成の
観点から専門教育の中での学士力、社会人基礎力等の育成・評価を
実施し、教育改革を進めてきたが、学生対象のアンケート調査と卒業
生対象の卒後追跡調査により、卒業後の一部のジェネリックスキル
（汎用的能力）の定着度をさらに向上させる必要性が見出された。さら
に、アクティブ・ラーニングの質向上による汎用的能力の育成の充実と
ともに、学修成果の可視化による学修成果・評価体制の強化の必要
性が生じている。そのために、学修成果アセスメントテスト等の取組に
よる学修成果・評価体制の充実とアクティブ・ラーニングにおける取組
の充実と発展を図る必要がある。

○事例１
「インターンシップ前教育（ピア・サポート）」
インターンシップが始まる３年生が１年生を患者に見立てて歯科保
健（歯磨き）指導を行い、１年生から評価をしてもらうピアサポート型授
業である。授業方法としては、１対１の個人対象に行うもので、大学生
活に慣れない１年生にとって頼もしい３年生との出会いは、口腔の健
康教育だけでなく生活や学修支援にまで及ぶため、歯科衛生士の将
来像を間近に描けると同時に、３年生は１年生の時に受けた内容を思
い出し、親身な指導を心掛けるという循環型教育を期待した取組と
なっている。

＜実績・成果＞
教育プログラムに対するアンケートの集計結果は、下級学年の10項
目の平均値が3.67～3.87（４点満点）、指導した上級学年の平均値
が3.23～3.69（４点満点）であり、いずれも肯定的評価を得ている。学
生アンケートの自由記述から、下級学年で上級学年からの指導を受
け、知識や経験を積んで上級学年で指導者を体験するプロセスが深
い学びにつながると同時に、効果的な学び合いにもなっている。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

アクティブ・ラーニングの質向上と学修成果の可視化の取組につい
ては、医療・福祉系実践教育におけるアクティブ・ラーニング教育改善
モデルとして立案計画している計６つの教育プログラムにおいて、ルー
ブリック評価のばらつきを改善するために評価項目の見直しや効果的
【これまでの取組、実績・成果】
な取組となるよう実施時期の変更等を行っている。
＜取組＞
また、アクティブ・ラーニングのさらなる促進のために、アシスタント・
アクティブ・ラーニングの質向上については、①初年次導入教育、②
ティーチャーの勤務時間を見直し、正規授業終了後の学修支援体制
インターンシップ前教育、③インターンシップ教育の中でルーブリックを
を強化している。学修ポートフォリオの取組については、2018年度に
活用しているが、ルーブリックによる自己評価、他者評価（ピア・指導
学修目標を明確にした様式へと変更を行い、パソコン入力を可能にし
者・教員評価）によって、目的意識が明確になり、自己評価による振り
た。教員から学生へのフィードバックを積極的に行うことで、自己管理
返りの機会の確保やピア評価による学修の動機づけにつながっている。 や学修評価の機会としたい。
また、学修成果の可視化については、学修成果アセスメントテストや学
さらに、本事業終了後のアクティブ・ラーニングの質向上や授業外
学修時間の拡充を図るため、映像教材を作成・配信するシステム及
生IR調査、学修支援ポートフォリオの取組を通じて、本学の教育におけ
び学内無線LAN環境の整備を進めている。
る優位性や課題が明確になっている。
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【本取組における成果と社会へのインパクト】
•
•
•

学外実習における実習開始1週間目と終了時の計２回行うルー
ブリック評価は、インターンシップにおける学生の動機づけ向上の
方策として、他学でも応用可能である。
ATによる放課後の学修支援体制構築は、授業外学修時間の増
加への方策として、他学でも応用可能である。
介護実習で求められる能力を示したルーブリック評価シートは、
人材育成に苦慮する福祉施設の職員にも応用可能である。

【本取組の質を保証する仕組み】
① 本学教育の内部質保障と第三者機関による外部評価の観点か
ら、可視化された学修成果を教育の質向上とDPの厳格な解釈に
つなげるため、2017年度にDPに対する各授業科目の一般目標と
行動目標の具体化を図った。併せて、成績評価基準の平準化等
の取組や実質的な授業外学修時間の増加の方策を検討・実施
した。こうした取組により学修成果の可視化を手段とした教育の質
向上を図ることができると考えている。また、教員の教育力向上を
図り、大学全体の教育改革が更に加速することを目的に、学務
FD委員会にFD作業部会を作り、本取組で行ってきたFD・SDを含

めた体系的なFDを実施することで、本取組の意義・重要性の理
解と教員の能力向上を図っている。
② PDCAサイクルを効果的に動かすため、2017年度に事業実施体
制の見直しを行い、自己点検評価及び外部評価による課題の提
示の下、現状分析・解決への方策の立案・方策の具体化・実施・
評価等アセスメントからアクションに至るプロセスにおける関与を就
業力支援委員会（本事業の実施主体）と教育支援・教学IR委員
会及び学務FD委員会で分担し、３委員会が連携して本事業を推
進している。特に、教育支援・教学IR委員会において学修成果を
分析・可視化することにより、本学の教育における優位性及び課
題を把握し、優位性の更なる促進と課題の解消を図る方策を就
業力支援委員会・学務FD委員会が確保することで学修成果の可
視化が教育改善を図るチェック機能を持つようにしたいと考えて
いる。
③ 外部評価については、これまで外部評価委員会の記録を事業報
告書に掲載することで対応していたが、改善計画の策定等に活
用するため、2018年度より外部評価委員の意見をまとめた外部
評価委員会報告書を作成するなど今後も改善に努め、外部評価
の適切性につなげたい。

テーマⅠ・Ⅱ複合型
福岡医療短期大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

ＡＬを導入した授業科目数

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

71.4%

76.8%

80.4%

目標値（表を作成）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ALを行う専任教員の割合

100%

100%

100%

具体的な実施計画における指標

AL科目のうち必修科目数の割合

92.5%

96.4%

93.3%

プレースメントテストの実施率

80.5%

100%

100%

ALを受講する学生の割合

100%

100%

100%

授業満足度アンケートにおける授業
満足度

64.3%

68.1%

95%

13.5科目

19.2科目

18.0科目
学修到達度調査の実施率

36.6％

99.2％

100％

学生の授業外学修時間

2.3時間

24.16時間

14時間

学生1人当たりAL科目受講数
学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

-

2.6時間

7.0時間
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅠ・Ⅱ

「アクティブ・ラーニング」と「学修成果の可視化」の複合型
事業期間：2014年度～2019年度
年度

岐阜工業高等専門学校

アクティブ・ラーニングの活用と実践技術単位による高専教育全体の学修成果可視化の取組
【取組の概要】
本取組は、ソサエティー5.0などの今後の社会環境の急激な変化を鑑み、50年以上の実践的な技術者教育で定評のある高専教育システ
ムの更なる発展と改革を推し進めるものである。具体的には、①高専での教育課程科目の全てに対して半期に１回以上のアクティブ・ラーニン
グ（AL）を取り入れる。②非教育課程活動と教育課程学修でのＡＬ活用等での総合的な学修の成果を、実践技術単位制度※により可視化す
る。③高専機構によるモデルコアカリキュラム（MCC）の教育の質保証を意識した教員目線のコンテンツと、学生目線の学修補助コンテンツ（学
修成果物等）の両者のサーバへの集約と利用を可能とする。④教室等のICT活用教育環境を改善する。これらにより、高専教育全体の能動
的な教育改善・改革を促し、高専教育全体の学修成果の定量的な可視化を可能とし、教育改善ループの実効化を推進していく。

【取組のポイント】

テーマⅠ・Ⅱ複合型

➢ 実験・実習系で十分な導入実績のあるALの全教育課程科目への展開。
➢ 実践技術単位制度※を全５学科に展開するとともに、高専教育全体を
俯瞰できるポイント制度へと拡張し自律的学修成果を可視化。
➢ MCCに準拠したICT活用コンテンツ群など、「いつでも」、「どこでも」、「だ
れでも」、「なんでも」、「どこまでも」の最先端学修支援環境の構築。
※ 本校電気情報工学科で独自に開発され15年以上の導入実績のある、
外部資格試験合格などをレベルごとにポイント化する可視化システム。

図１ 学生による教室ICT環境の活用

【キーワード】

図２ 実践技術単位による
自律的学修成果の可視化

「アクティブ・ラーニングの全科目展開」、「実践技術単位制度の全校展開」、「ICT活用教育支援システムの利用推進」

【人材育成目標】

岐阜工業高等専門学校

本校の教育は、教育基本法の精神にのっとり、及び学校教育法に
基づき、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を養い、有為の
人材を育成することを目的とする。
教育目標は次の通りである。
広い視野を持ち、自立心と向上心に富み、教養豊かな技術者の
育成
基礎学力を身に付け、創造力、応用力、実践力を備えた技術者
の育成
国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備
えた技術者の育成
工学技術についての倫理観を有した技術者の育成
教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成

●事例１
「教室外学修時間の学年別平均値の推移」
AP事業で導入したLMSの電子アンケートシステムを活用し、学生の
教室外学修時間を各年度末に集計可能とした。AP事業前は週６時
間程度であった平均値を、授業形態や学修支援環境の改善により大
幅に増加させ、自律・能動的学修の学生への意識化に成功した。

【教育上の課題】
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インダストリー4.0やソサエティー5.0など、ICT活用技術の急速な発
展は、工学教育に自律・継続的な自己能力改善を可能とする教育と、
倫理観とコンピテンシー能力の育成を求めている。高専教育はこれら
の課題に対応できる人材育成機関として、教育改革に邁進している。
AL活用と学修成果の可視化はその具体的な取組となる。そのうえで
の最も大きな課題は、ICT活用教育支援システムを予算削減の中、
AP事業後もいかに維持・更新・発展させていくかである。

＜実績・成果＞

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

AL活用については、シラバスでの可視化を導入し、学生アンケート
による「高評価授業の可視化」を進めた。半期ごとの授業参観やFD・
SD活動にてこのデータを活用し、全教員の教育改善を推進した。
実践技術単位制度については全校展開し、各学科の教育の特色を
定量的に学修成果として可視化することを可能とした。
全教室や学科独自のサイエンスコモンズなどのICT活用教育支援
環境を整備し、AP事業で構築したLMSと実践技術単位サーバにより、
「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」、「なんでも」、「どこまでも」の自律
的学修を支援し、その学修成果を可視化可能とした。

ALの導入に関しては、シラバスでの可視化を継続する。学生アン
ケート集計結果の授業参観での活用と教室外学修時間の集計も継
続し、FD・SD活動との親和性を更に改善する。
ICT活用教育支援システムについてはBYOD*1やリモートデスクトップ
など、最先端の支援環境の維持に努めるとともに、プログラミングと数
学活用など、具体的な学修支援コンテンツの更なる集約を推進する。
実践技術単位ポイント集計結果の学科別の活用を支援し、学修成
果の可視化を本校の教育改善に繋げる。
ステークホルダーとの連携により、AP事業後の継続性を検討し、ICT
活用教育支援環境の「資産」の維持、発展に努める。

図３ 各学年の平均教室外学修時間(2017)

•
•
•

2017年度の全学生の教室外学修時間の平均値：22[h/week]
2017年度の教員のLMS活用率「利用教員/全教員」：58[%]
学生の総実践技術ポイント数(2016→17)：2537→5250[point]
*1: Bring Your Own Device
学生自身が管理するICT機器の利用

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 「AL活用のシラバスによる可視化」と「学生アンケートによる優良
授業の可視化」は、教員と学生の協同による教育改革を推進す
る最も簡単な事項であり、他校でも簡単に実施可能である。
 実践技術単位制度のポイント付与項目は、学科独自の推奨項
目の明示や、能動的学修への参加を促すことにも活用可能であ
り、その定量的な評価が学生自身の学修履歴や教職員の到達
目標に対する「達成度の評価と可視化」を可能とする。
 ICT活用教育支援システムに蓄積された多くのコンテンツ群は
「教育支援資産」として、引き続き活用や展開が可能である。

【本取組の質を保証する仕組み】

岐阜工業高等専門学校

ポンチ絵

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ＡＬ受講学生割合

100%

100%

100%

AL実施科目割合

20%

100%

100%

授業外学修時間

8時間

16時間

22時間

AL科目のうち，必須科目数の割合

100%

80%

87%

学生1人当たりAL科目受講数

2科目

15科目

18科目

ALを行う専任教員の割合

31.6%

100%

学生1人当たりのAL科目に関する
授業外学修時間

6時間
1.5%

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

退学率

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

授業満足度アンケートにおける授業満足率

76%

78%

80%

学修行動調査の実施率

100%

100%

100%

学修到達度調査の実施率

20%

60%

100%

学生の主な就職先への調査

実施

3年ごと

3年ごと

100%

モデルコアカリキュラムを意識した全科目への
ALの推進

20%

100%

100%

12時間

20時間

実践技術単位制度を導入した学科の割合

20%

100%

100%

1.2%

2.0%

科学技術リテラシー教育参加学生数

66人

70人

100人

具体的な実施計画における指標

テーマⅠ・Ⅱ複合型

① 本校のシラバスやAP事業で構築したLMSのコンテンツ群は、過去の
年度毎の状況をアーカイブされており、必要に応じて閲覧可能であ
るため、FD・SD活動等の成果をふまえた授業改善が実施されてい
るかが可視化されている。たとえばLMSやICTの活用が進むにつれ、
学生アンケートでの未活用科目等への改善要求など、教育改善意
識の学生と教職員双方による「共有と可視化」が推進されている。

② 本校は高専機構による全国高専共通CBTやリアセック社のPROG
テストを実施し、それらの分析結果の本校学生向けと教職員向け
の解説講習会を実施している。特に教職員向けでは、本校学生の
学年推移や学科間の比較とともに、他高専や大学とも比較・検証し、
リテラシー能力とコンピテンシー能力の本校学生の特色を可視化・
共有している。
③ 卒業生による在学生向け講演会を積極的に導入し、学生のキャリ
ア教育を拡充している。本校APホームページでも保護者を含むス
テークホルダーへの講演会情報の情報発信を実施している。また
高専卒業後の社会経験までのロングレンジでの教育効果に関して
は、本校シニアOBとの連携により「企業技術者いち押し課題群」を
LMS上に構築し、CBTによる学修成果可視化と実践技術単位によ
るポイント化まで可能としている。これらにより、実際に地域社会で
活躍した「本校卒業生の経験知」を「ICT活用により教育資産化」す
る仕組みが構築できている。
④ 本校は大学ICT推進協議会に参加し、AP事業成果を報告するとと
もに、国内外のICT活用教育最先端の状況把握に努めている。ま
た、高専機構関係の学協会はもちろん、日本工学教育協会や電
気学会等でも本校の実践技術単位制度やLMS活用について、積
極的な情報の発信と収集に努め、AP事業の年度ごとの成果報告
書やホームページ、AP事業合同報告会等で成果を公表している。
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「入試改革」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

お茶の水女子大学
新フンボルト入試
【取組の概要】
お茶の水女子大学の特別入試、とくに現在のAO入試を抜本的に改革し、多面的・総合的に志願者の意欲、適性、能力、基礎学力を見極める入
試方法（「新フンボルト入試」と称する）を導入することを目的とする。募集定員を従来より倍増させ、全学で20人規模とし、丁寧で手間をかけた本学
独自の新型AO入試を実施する。高大接続の要素をもつプレゼミナールおよびユニークで丁寧な二次選考（図書館入試、実験室入試）を通じて、基
礎学力を担保しつつ受験生のもつ潜在力（ポテンシャル）を見極める。大学入学時に知的ピークを迎える学生ではなく、入学後の学修のなかで能力
を大きく伸ばし、大学院に進学し社会に出てからさらにリーダーとして飛躍しうるような「伸びしろ」のある学生を選抜する。本事業を本学の入試改革
の第一歩と位置づけ、入試制度全体への改革へと広げると同時に、本学の特色ある教育システムと連動させて学士課程教育改革を加速させる。

【取組のポイント】

テーマⅢ

➢ プレゼミナールの実施。授業を直に体験してもらうことで、大学という学問世界を
体感してもらう機会とし、高大接続の試みとして実施する。
➢ 図書館入試と実験室入試の実施。本人の到達した結論だけでなく、思考のプロ
セスも重視して、本人の有する総合的能力(ポテンシャル)を測定する。
➢ 丁寧な入学前教育の実施。上級生をチューターとして配置し、高校教育と連携
しながら入学後に資する基礎学力を涵養する。

【キーワード】

入試改革

「新型AO入試」、「プレゼミナール」、「図書館入試」、「実験室入試」

【人材育成目標】

＜取組２＞ 「図書館入試／実験室入試」

AO入試の全面的改革を実施し、入学時に知的なピークを迎えてし
まう学生ではなく、入学後の学びのなかで大きくその意欲と能力を伸
ばし、さらには大学院へ進学し、また社会に出てからいっそうの飛躍を
見せるような、「伸びしろ」（ポテンシャル）のある学生を選抜しうるよう
な新しい入学者選抜方法を確立する。

文系志望者は、「図書館入試」に挑む。本学附属図書館を舞台に
所蔵文献を自由に活用しつつレポートを長時間かけて書き上げる。２
日目はグループ討論と個別面接を課す。
理系志望者は、各学科の学問の特性に応じて、学科毎に課題を設
定した「実験室入試」を受験する。大学での研究を進めていくうえでの
資質（課題発見力、探究力等）が備わっているかどうかを学科独自の
工夫した課題を通して判定する入試であり、一部の学科では高校で
の自主課題研究のポスター発表を選考の中核に据えている。
受験生には、この入試に挑むことで、今後に活きる何かを学び取り
持ち帰ってもらう入試、合否にかかわらず受験生自身の今後の学習
に意味を持つような入試を目指す。

【教育上の課題】
お茶の水女子大学

大学教育への社会的要請は、深い専門性に加えて問題発見・課題
解決能力に優れジェネリックな能力を備えた人材養成へとシフトしてい
る。こうした社会的要請にこたえるためには、入学後の教育体制を練
磨することだけでなく、入学者選抜段階で「尖った」資質を持つ優秀な
人材を確保する必要がある。

【これまでの取組、実績・成果】

＜取組１＞ 「プレゼミナール」
本試験に先立ち、第一次選考を兼ねて、プレゼミナールを実施する。
受験生にはプレゼミナール受講とレポート作成を必須とし、これを第一
次選考の判定材料とする。受動的に講義を受けるだけでなく、自ら深
く考える場を提供する。さらに「大学という学問世界」を実体験すること
で将来への明確なヴィジョン、本学への強い志望、そして知的な興味
を持ってもらう。すなわちプレゼミナールが入学者選抜方法であること
を越えて、参加者にとって今後の勉学に有益な体験の場（教育の機
会）となることを企図している。また、AO入試を受験しない高校２、３年
生の参加も自由とし、高校教育への波及効果をねらい、新しい高大
接続の試み（祖型）としても機能させている。

図書館入試（文系二次試験）の様子

＜取組３＞ 「丁寧な入学前教育と追跡調査の実施」
合格発表後に合格者に対する研修会を実施し、入学までの約半年を
有意義に過ごせるように指導している。合格者全員に上級生をチュー
ターとして配置し、手厚いケアを行える体制を敷いている。具体的には
推薦図書の提示や、e-learningのシステムを利用した英語自主学習環
境の提供により、入学までの基礎学力涵養と専門領域への志望動機の
深化を図る。また、大学入学後の合格者の学修状況を恒常的に質・量
の両面から分析・評価していくシステムを構築し、もって本AO入試の成
果を検証する。
2015
プレゼミ（初日）
参加者数
志願者数

プレゼミナールの様子（左：全体説明会、右：化学科セミナー）
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合格者数

2016

2017

2018

265

358

（試行）

(非受験者含)

382

364

192

177

21

23

64

198

(旧制度）

（現制度）

6

20

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 新しい学力の３要素に応じた魅力ある新型AO入試の構築
 大学の学びを直接体験できるプレゼミナールの実施
 課題探究力など社会で必要とされる資質豊かな学生の選抜
（高校、他大学、マスコミからの大きな関心→新しい入試・高
大接続のあり方（モデルケース）を社会に向けて提言）

【今後の取組の計画】

【本取組の質を保証する仕組み】

入試改革

外部評価委員会を活用し、高校教育の現場に長く携わってきた委
員や大学入学者選抜に深い知見を有する委員からの忌憚のない多
角的な意見を聴取し、これらを新型AO入試の設計及び改善に積極
的に活用している。またプレゼミナールを毎年じかに視察してもらって
いる。
また、高校への訪問調査を継続する一方、今後もプレゼミナール及
び図書館入試において悉皆的なアンケートを実施し、その結果を具体
的な制度改善に柔軟に活かしていく。
そのほか、学内の研究機関であるグローバルリーダーシップ研究所
の協力を得て、AO受験生を集めての懇談会を実施するなど、AO合格
者の成長を見守っていく仕組みの開発・定着を進めている。またAO合
格者にはセンター試験の受験を義務づけており、この成績を一般入試
の入学者集団と比較するなどの分析・評価を実施している。

テーマⅢ

本取組は、これまでに例のない新しいAO入試の仕組みを創出する
ことに第一の主眼があった。この点においては、新フンボルト入試を
2018年度まで３回にわたってつつがなく実施し、しかも受験生を高い
水準で確保できたこと（受験倍率は３年連続で９～10倍）、また、志願
者とほぼ同数の非AO受験者（高校２年生が主）が、プレゼミナールを
受講していることを併せ考えれば、本学のAO入試改革の試みがある
程度高校生にアピールし、魅力的に映っていることを示している。
今後はこの新型AO入試の制度的な定着とさらなる改善を図ること
が目標となる。直近の課題としては、AP事業経費が終了した後も、継
続して新フンボルト入試を実施していく方途を早急に確立することであ
り、具体的な措置を取りつつある。可能な範囲での効率化、省力化を
図りつつ、制度の理念を維持していくことが重要である。すでに必要な
人員の確保、本学自体の経費での維持継続の検討を確実に進めて
いる。
また、この新入試で合格した学生に対する細やかな追跡調査、ヒヤ
リングを実施し、その学修過程、成績等を分析することで、本事業のも
つ意義・成果を明確なエビデンスをもって示していく。
一方、これまでも可能な限り実施してきた高校側からの意見聴取も

引き続き実施し、制度のブラッシュアップを図る。また、プレゼミナール
全受講者及び図書館入試受験者への悉皆的なアンケート調査を継
続して実施し、ステークホルダーの意見を敏感に制度改善に活用して
いく。このアンケートでは、プレゼミナールのセミナーが「面白かった」
「今後の学修に役立つ」という回答が圧倒的多数を占めている。この
満足度を今後も維持していくことがもっとも重要である。
さらに事業最終年度にあたる2019年度には、本事業の成果を社会
に公表するさまざまな取組を展開し、成果発表のためのシンポジウム
を企画する。他方で、新フンボルト入試で得られた成果を推薦入試等
の特別入試、あるいは一般入試へと応用し、本学入試制度のさらなる
改善を進めていく。

お茶の水女子大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2018年度
（目標）

多様な評価尺度による入学者選抜を経た募集人員

10

20

20

選抜方法の検討に従事する教員数

7

10

10

選抜実施に従事する教員数

10

77

77

合否判定に従事する教員数

173

18

18

8

11

11

具体的な実施計画における指標

入試方法評価・分析に従事する教員数
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テーマⅢ

「入試改革」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

岡山大学
国際バカロレア入試の普及と教育改革への活用
【取組の概要】
国際バカロレア（IB: International Baccalaureate）は、これからの世界を担う若者を育むプログラムとして国際的に高い評価を得ており、その
教育目標と内容は、現在、我が国が取り組んでいる教育改革（高大接続改革）の方向性とよく一致する。また、高校生を対象にしたコース
（ディプロマ・プログラム）は、大学での学びに必要な学習能力や姿勢などを育む教育として世界の大学が認め、その修了生を積極的に受け
入れている。本プログラムは、国内における国際バカロレア教育への理解を深めるとともに、国際バカロレア修了生を受け入れる大学入試の
導入を啓発することを目的としている。この入試の拡大は、大学入学資格を多面的・総合的に評価する選抜制度への改革を推進し、さらに
は、高校教育改革の推進にも寄与することが期待される。

【取組のポイント】
 国内外の国際バカロレア校を対象に、ディプロマ・プログラム修了生の大学受け入れについて広報する。
 教育関係者や高校生とその保護者などを対象にシンポジウムなどを開催し、国際バカロレア教育の理解と普及を進める。
 ディプロマ・プログラムの教科内容や教育方法について調査し、日本の大学教育へのスムースな受け入れ実現に貢献する。
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 国際的な視野、多面的な思考力などを養成する、国際バカロレア教育の根幹である「知の理論」についての研究とその活用を進める。

【キーワード】

入試改革

「国際バカロレア」、「ディプロマ・プログラム」、「書類審査での入試判定」、「知識偏重型から課題解決型入試へ」、「IB認定校を200校以上へ」、「知の理論」

【人材育成目標】
ディプロマ修了生の受け入れと学内における交流によって、以下の
能力を備えた人材の育成を進める。
 国際的な視野やコミュニケーション能力に秀でている。
 多面的、論理的思考力に秀でている。
 自ら考える力を持ち、自律的、主体的に行動できる。
 リーダーシップを発揮し、他者と協働して課題解決にあたる。

【教育上の課題】

岡山大学

筆記試験を主な判定基準とする入試では、多面的な思考力、多様
な文化や価値観などへの理解、他者との協働性やコミュニケーション
能力などについて十分に評価できない。このため、単純な解の存在し
ない課題を多面的にとらえて論理的に思考し、さらに、様々な価値観
の他者と協働して解決にあたる知識や能力は大学での教育の中で育
むことが必要となる場合が多い。一方、国際バカロレアは、国際的な
視野やコミュニケーション能力、自律性、多面的な思考力などを育む
教育を実施している。その修了者を大学に積極的に受け入れることで、
授業改善や学生のグループ活動などを通して、目標とする上記のよう
な人材の育成に取り組む。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
国内外国際バカロレア校の訪問調査
2014～2017年度の期間に、海外は18か国88校、国内は29校の
国際バカロレア校を訪問して広報と調査を行い、国際バカロレア修了
生を受け入れる日本の大学の特別な入試制度などを周知し、また、
ディプロマ・プログラムの教育内容などについて必要な情報を得た。

＜取組３＞
国際バカロレア教育の理解と普及を進めるための勉強会
１）国際バカロレア･ディプロマ・プログラム修了生による座談会
2016年3月4日
２）国際バカロレアと既存の教育との整合性-IB教育は脅威では
ない 2016年7月11日
３）国際バカロレアをめぐる高大接続 2017年2月22日
４）IB student Talk @ L-café 2018年1月25日
5)国際バカロレア校教員がお答えします！―初歩から実践まで―
質疑応答セッション 2018年7月４日

国際バカロレア･ディプロマ・プログラム修了生による座談会のようす

＜取組４＞
国際バカロレア「知の理論」ワークショップ
１）「知の理論」ミニセミナー 大学附属図書館 2015年2月
２）ワークショップ「知の理論」をひもとく
・岡山大学 2017年5月27日、2018年3月3日
・千代田女学園 2017年6月17日
・武蔵野大学 2017年9月1日
・大阪女学院 2017年10月9日
３）ワークショップ「低所得世帯の学生にTOKを教えることの意味」
L-café 2018年9月9日

＜取組２＞
国際バカロレア教育の理解と普及を進めるためのシンポジウム
１）国際バカロレア教育と大学教育の接続 2014年10月30日
２）国際バカロレアの「学びの評価」と高校・大学教育改革への活用
2015年12月14日
３）国際バカロレアが示唆する新しい高校教育・大学入試
2016年10月11日
４）国際バカロレア修了生の国内大学進学と今後の展望について
2017年9月21日
５）国際バカロレアシンポジウム「教育に枠はない -IB for everyone」
2018年9月7日
国際バカロレアシンポジウム「教育に枠はない」のようす
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【本取組の質を保証する仕組み】

【今後の取組の計画】
国内外の国際バカロレア校の訪問調査により作り上げた連絡網を
発展させ、恒常的に情報発信や交換を行う体制の構築を進める。
特に、国際バカロレア生の志願や受け入れなどについての情報交換
を進め、修了生受け入れの拡大を進める。これにより、多面的・総合
的に評価する入試制度の発展と国際バカロレア修了生と他の入試
で入学した学生との相互交流を進めることで、大学における人材育
成目標の達成をめざす。
知識が構築されるプロセスを多角的に捉えることにより、探求や考
察の能力とスキルを習得し、さらに知識を概念化する力を養う「知の
理論」の教育は、高大接続改革がめざす「主体的・対話的で深い学
び」の実現に大きく貢献するものである。「知の理論」については、入
門書の翻訳と大学教育用にワークブックの出版を行い（右の囲い）、
教養教育での授業を行うとともに、高校や大学の教員を対象にワー
クショップを実施してきている。今後は、教科科目のなかでの活用を
目指して、具体的な教育方法の開発を進めていく。

（翻訳） 知の理論 スキルと実践 日本語訳付き版 日本語 OXFORD
UNIVERSITY PRESS 2015年12月 ISBN:9780193955998
（出版） 「知の理論」をひもとく UNPACKING TOK 第2版 ふくろう出版
2018年2月14日 ISBN：9784861867026

【国際バカロレア入試の報道】
朝日新聞によるWEB配信記事（The Asahi Shimbun GLOBE+)
の「グローバル教育考」において、6回にわたり、国際バカロレア
平成２６年度 「大学教育再生加速プログラム」 選定取組
が紹介された。その１回は、岡山大学の国際バカロレア入試で
あった。 https://globe.asahi.com/article/11646383

テーマⅢ

大学等名：岡山大学
【本取組における成果と社会へのインパクト】
：テーマⅢ（入試改革）
 テーマ
国際バカロレア教育や入試制度についての理解のひろまり

国際バカロレア校との連絡網と情報交換については、国際バカロレ
アの導入・運営に対する効果的な支援を目的に本年度設置された
「文部科学省IB教育推進コンソーシアム」のAirCampusを活用する。
「 知 の 理 論 」 の 教 育 に つ い て は 、 Facebook の サ イ ト (Unpacking
TOK)を活用して、情報発信するとともに、ワークショップ参加者間で
の意見交換の場を設営している。また、大学の教養教育での授業を
引き続き推進する。

岡山大学

ポンチ絵

調査研究
結果を公表

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

多様な評価尺度による入学者選抜を経た募集人員の割合

20.2％

23.0％

30.0％

入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【選抜方法の検討】

23.5％

20.8％

35.0％

入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【選抜の実施】教員

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）
入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【選抜の実施】職員

5.0％

11.6％

11.9％

20.0％

24.2％

21.2％

入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【合否判定】

23.5％

25.0％

35.0％

入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【入試担当職員】

37.5％

33.3％

27.8％

入学者選抜に従事する役割分担別教職員の割合【入試方法評価・分析】

100％

100％

100％

1人

1人

2人

アドミッションオフィサー数

入試改革

 国際バカロレア入試実施大学の増加
The Asahi Shimbun GLOBE+
取組概要
国立大初のバカロレア入試岡山大学
 ディプロマ修了者の進学を促す条件の明確化
本事業では，国内外の国際バカロレア（IB）校に対しIB教育における調査研究を実施します。次いで，国内におけるIB教
狙いは「コミュニケーション力」
 国際バカロレア修了生の志願者数の増加
育への理解を深めるとともにIB入試の拡大を図り，IB校増加計画（200校）に貢献することによって，IB入試実施大学の拠点
2018.06.30
岡山大学志願者：2014年８名、2016年17名、2018年36名
校としての役割を果たします。IB入試の拡大は，能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価しうる大学入学者選抜制度への
 「知の理論」についての理解と実践のひろまり
改革を推進し，さらには，高校教育の抜本的改革にもつながるものであります。
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テーマⅢ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「⼊試改⾰」

事業期間：2014年度〜2019年度

追手門学院大学
大学で学ぶ姿勢と意欲を育てる 「アサーティブプログラム・アサーティブ入試」
【取組の概要】
【取組
要】
本学は「分厚い中間層」が数多く入学してくる大学として、入学前教育や初年次教育、教員の授業方法の改善なども精力的に取り組み、成果
も上げている。しかし、2011年度の学生生活実態調査報告書では、入学者の約７割が本学を第一志望ではなく、そのことに起因する自己肯定
感の低さや授業内容について質問をする学生の少なさ、主体性の欠如を重要課題と捉えた。大学進学率が過半数を超え、多様な受験生が増
加していることを踏まえ、本学の教育理念『独立自彊・社会有為』に則り、入試前から高校生ひとり一人と向き合い、大学で学ぶ意味、本人の将
来、何を学ぶかなどについて話し合い、その生徒にあったアドバイスをし、その生徒が、主体的に自らの進路を考え決定することを促すことができ
るようにしたいと、アサーティブプログラムとその成果を発揮できるアサーティブ入試を開発。

【取組のポイント】

テーマⅢ







大学と高校生の相互理解の場としての「個別面談」
本学独自開発システム「MANABOSS」
自己成長を促す「アサーティブノート」
学生の声で誕生した「アサーティブスタッフ」
多面的評価からの課題 「学びと成長の可視化」

【【キーワード】
】

入試改革

「育成型入試」、「入試改革」、「多面的・総合的評価」

本学職員との個別面談

【人材育成目標】

追手門学院大学

本学では、2013年に策定した中期経営戦略の中で、建学の精神で
あり教育理念でもある「独立自彊・社会有為」（自主的に、自覚的に、
自律的に責任をもって生きる個人を育成し、社会のために役立つ人
材を養成するという趣旨）を具現化するために、新たな教育目標を設
定した それは 「生きる力」（自己を理解し 社会人として自立する）
定した。それは、「生きる力」（自己を理解し、社会人として自立する）
、「学ぶ力」（自ら考え、判断し、表現する）、「考える力」（現代社会の
さまざまな課題を発見し解決する）を備えた人材の育成ということであ
り、これらを総称して「追大学士力」と設定。

【教育上の課題】
アサーティブ研究センターとベネッセ教育総合研究所との共同研究
で、2016年度入学生全員を対象とした「大学生基礎力調査Ⅰ・Ⅱ」を
実施し追跡調査を行 ている Ⅰに いては入学当初に実施し Ⅱに
実施し追跡調査を行っている。Ⅰについては入学当初に実施し、Ⅱに
ついては彼らが２年生・３年生になる直前に実施した。調査内容は、基
礎学力（英語、日本語、判断推理）、協調的問題解決力（挑戦する力、
続ける力、ストレスに対処する力、多様性を受容する力、関係性を築く
力、議論する力、課題を設定する力、解決策の立案・実行）、学びの
意識（大学で学ぶ価値、学びへのコミット、学びへの心構え、学びの見
通し、学びに対する積極性）、進路に対する意識（自己理解、社会理
解、進路
明確度、進路実現行動）、読書量、自習時間 あ 。
解、進路の明確度、進路実現行動）、読書量、自習時間である。この
調査は、入試種別・学部別でも分析した。この調査の分析はまだ中間
的なものではあるが、特徴的なデータや解決に向けての課題も一定程
度明らかになってきた。これらの課題の具体的な解決策について大学
教育研究評議会と全学教授会で検討している。
なお、中間報告書は、公開している。
「学びと成長の可視化」からその先へ -アサーティブプログラム・ア
サーティブ入試の実証的研究で見えてきたこと（ https://www.otemon.ac.jp/library/research/labo/rcap/activity/
https://www otemon ac jp/library/research/labo/rcap/activity/
pdf/report_2018.pdf#zoom=100）

【これまでの取組、実績、成果】
＜取組＞
大学全体の志願者が大きく増加した（６年連続志願者増）大きな要
因の一つとして、本取組を通した本学の真摯な改革に対する信頼が、
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アサーティブスタッフ

高校教師や生徒、その保護者に広がっていることは間違いないと考え
る。この取組がきっかけとなり、大学の経営基盤を一層強固にする取
組が加速された。例えば、入試前から育成して入学した学生が、入学
後も大きく成長できる教育システムと教育手法の改革に繋げるために、
教育改革本部を設け、事務局として教育企画課を発足させるなど組
織体制のマネジメントを強化した また 2016年３月 アサ ティブの
織体制のマネジメントを強化した。また、2016年３月、アサーティブの
取組普及を目的に、滋賀県教育委員会と連携協定を締結した。

＜実績・成果＞
•
•
•
•

•

アサーティブプログラム受講者数（実人数）は、初年度（2014年
度）190名から2017年度には772名と約4.1倍。
個別面談者数（実人数）は、初年度（2014年度）221名から
2017年度には978名と約4.4倍。
アサーティブ入試志願者は、初年度（2014年度）91名から2017
年度には383名と約4.2倍。
アサーティブプログラム受講者の入学者数（アサーティブ入試を
含む全入試）は、初年度（2014年度）100名から2017年度には
376名と約3.8倍。
滋賀県教育委員会が指定する５つの提携校からの志願者数は、
2014年度117名から2017年度には321名と約2.7倍。

【今後の取組の計画】
2016年度からのアサーティブプログラム・アサーティブ入試の事業
は、本学の戦略マップの体系のなかの『戦略ドメイン１（追大志願者の
育成と確保）』の下に明確に位置づけられた。『志願者育成・確保』ドメ
インの基本目標には、「高等学校との信頼関係を強化しながら、本学
の学びのレディネスをもつ志願者層の募集・育成・確保を持続的に実
現する」と明記されている。したがって、この基本目標の実現に大きく
寄与する育成型高大接続の独自戦略の一つとして、アサーティブプロ
寄与する育成型高大接続の独自戦略の
つとして、アサ ティブプロ
グラム・アサーティブ入試事業が今後展開されることになる。
具体的には、アサーティブ入試の受験科目に英語を追加予定（現
行は、国語と数学のみ）しており、それに関連してMANABOSSシステ
ムに英語問題を搭載する準備も並行して行っている。また、事業終了
後の継続的な発展を見据えて、MANABOSSシステムをCBTとしての
機能を持たせることも検討中である。

最終的には、入学前学習教材としてCBTを活用することを目指す予 【本取組の質を保証する仕組み】
＜外部評価＞
定である。現在、試行的に運用している高校単位でのMANABOSSシ
事業全体の総括的評価を行っている。毎年アサーティブ入試終了
ステムの普及についても多くの高校に活用してもらうことを検討中であ
後にその年度の結果を以って、委員会を開き意見交換会を行ってい
る。また、今年度より稼動した学生ポートフォリオ（通称：追ナビ）に、ア
る。その時の指摘事項を踏まえ、年度末には学内にて外部評価報
サーティブプログラム面談のコンタクトシートの搭載も検討しており、入
学前から在学中の成長の可視化が可能になるよう目指す予定である。 告会を行い、事業報告として取組結果を学内に発信している。また、
事業報告書については公開し、広く社会へ発信している。
（https://www.otemon.ac.jp/assertive/plan.html）

【本取組における成果と社会へのインパクト】
•

•

他大学からの訪問調査 国公私立大学 合計28校(2014年～）
アサーティブの理念や手法の一部を参考にそれぞれの大学（学
生）に合わせたわせた取組に発展していることもある。

全学自己点検・評価委員会で毎年度、点検・評価を行っている。
その結果については大学ホームページで公開している。
（https://www.otemon.ac.jp/guide/about/assessment.html）

＜その他＞
中期経営戦略遂行のための「PDCA会議」でも、本事業の実施状
況や到達点、進捗を継続的に点検・評価し、適切な実施・運用を担
保している。また、内部監査も毎年実施している。

テーマⅢ

アサーティブ講演会依頼 合計23校(2014年～）
講演会の感想を全生徒に記入してもらい、全てにコメントをつけ
返却することにより、身近な大人以外の意見を真摯に受け止め、
自分自身と向き合うきっかけになっている。また、担任が普段聞
くことのできない生徒の思いを確認する機会にもなり、新しい形の
高大接続の取組に発展を始めている。

＜自己点検・評価＞

大学で学ぶ意味を考え、学ぶ意欲と姿勢を持った受験生に入学を許可することを目的とし、受験前から「学ぶことについて考
える」及び「アイデンティティの形成」の機会となるアサーティブプログラムとその成果を発揮できるアサーティブ入試を開発。

入試改革
追手門学院大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

2014年度

2017年度

2019年度

（起点）

（実績）

（目標）

アサーティブガイダンス参加者数

300人

1,014人

1,500人

アサーティブ入試入学者数

52人

196人

513人

アサーティブ面談担当職員数

32人

58人

100人

目標値（表を作成）

• 主体的に学ぶ姿勢とアサーティブな
態度を身に付けた入学者が増えること
により、本学の教育目標である「生きる
力」「学ぶ力」「考える力」を備えた人
材養成（「追大学士力」）を実現できる
道になる
道になる。
• 職員が関わることにより、学生の実態
を的確に把握し、教育改革への具体
的な政策提起ができる力量と、個々の
学生に対する教育支援ができる力を
育成することで、教職協働による教育
が実現可能となる。
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千葉大学

「⾼⼤接続」

テーマⅢ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

事業期間：2014年度〜2019年度

高大連携を強化し理系グローバル人材を育成する
「次世代才能スキップアップ」プログラム

【取組の概要】
【取組
要】
大学・高校・教育委員会がコンソーシアムを構築し、高校生を対象とする「次世代才能スキップ
アップ」プログラムを開設する。早期からの理系グローバル人材養成・選抜により、高等教育の早
期化と理系人材としての個々の才能を評価する体制づくりを行う。さらに入試改革との連携により
大学教育の高度化を推進し、グローバル教育・研究拠点としての機能を向上する。この成果に基
づき高大シームレス教育のモデルを構築する。

【取組のポイント】
 「高大協働カリキュラム研究」 大学が必要とする理系人材像を示し、高校と協働して育成
 「先取り授業」 大学教養レベルの講義・実験講座により理系高校生の学習の先鋭化
 「グローバル環境創出」 留学生や研究者などを活用し高校生のグローバル化促進教育機会を提供

【【キーワード】
】

高大接続

「高大接続」、「科学技術人材養成」、「グローバル人材養成」、「系統的学習カリキュラム」、「入試活用」

【人材育成目標】
養成する人材像・具体的な達成目標

＜取組事例1＞基礎力養成講座：１～２年生
■４コース（健康医療、テクノロジー、総合サイエンス、園芸学）の分野
横断型講座を定期的に開催した。講座の一部は高校・大学教員の
協働による授業開発・実践を行っている。これらにより高大双方の
教育の距離を縮めることが可能になった。

■グローバルな視点を持った理系の研究・技術・教育人材多様化した
社会では正解と言うものが存在しない。このグロ－バル世界のなかで、
時代にマッチした答えを見出し、発展的に活躍する人材を養成する。

【教育上の課題】
大学が主導する理系グローバル人材養成の実効化

＜取組事例2＞ G
G-スキッパー養成講座：２～３年生
スキッ
養成講座 ２ ３年生
■自ら立案した課題研究に取り組むもの。受講生はチューターの指導
を受けながら、大学の研究施設を活用して研究を進める。このなか
で論理的な思考力と発表力を身につける。受講生の中から東京大
学医科学研究所大学院進学など研究者の卵として歩み始めている
者もいる。

千葉大学

■これまで高等教育と初等中等教育間で人材育成に関する目標が共
有されていなかった。大学が社会のニーズに基づく理系グローバル
人材像を提示し、資質をさらに伸ばすための効果的・効率的養成を
高大連携で推進する。このために高校段階から大学での学びを考慮
した科学教育の機会を与える。
■さらにこの学びの成果を大学進学につなげ、大学教育改革との連動
を強化することで、新たな学びのスキームを構築する。

＜取組事例3＞高校生グローバル化支援：１～３年生

■留学生を高校に派遣し、高校生のグローバル化教育を支援する。留学
生の支援により高校生は英語でのコミュニケーション力を身につける
生の支援により高校生は英語でのコミュニケ ション力を身につける
■国際研究発表会を年３回開催し、高校生が留学生及び海外の研究者
■国際研究発表会参加状況
＜課題解決のための取組＞
■国際研究発表会参加状況
■フォローアップ用
2014
2015
2016
2017
■フォローアップ用
受験者数と高校数の推移
2014
2015 2
2016 3
2017 3
実施回数
の前で英語で研究を発表する機会を創出している。この経験を活かし、
2
2
2014
2015
2016
2017
高大連携での次世代才能スキップアッププログラムと入試改革実施回数
参加高校数
113
223
282
31
参加高校数（校）
参加高校数高校生数11
22
28
31
参加高校数（校）
4
26
30
36
63
159
217
203
受験者数（人）
海外での研究発表や国内での英語発表に挑戦する高校生が出ている。
高校生数
63
159
217
203
受験者数（人） 23
127
123
179
■理系研究・技術・教育人材の発掘と養成を目指すとともに、将来次
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0

630
2014

【これまでの取組、実績・成果】
連携高校数 37校
受講高校生徒数 2,667人
実施講座数 161講座

［グローバルワークショップ］
高校生が海外の研究者・留学生ととも
に地球の未来等のテーマについて英
語でディスカッションし、口頭発表する

本取組で重点的に実施する３点
■大学レベルの高度な科学教育プログラム開発・実施
■高大連携での千葉県全域のSSH化
■高校生の活動成果の大学入学試験への活用
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講座受講者数と高校数の推移
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高校生数

世代のグローバル理系人材として、国際舞台で活躍していくために必
要なグローバルコミュニケーション力の実践的伸長を目指す。これら
により、自分の研究やアイデアを科学的に表現・アピールする力を身
につけ、さらに同じ研究分野に取り組む仲間との出会いを通じて、互
いに切磋琢磨しながら真摯に研究に打ち込む姿勢を育成する
いに切磋琢磨しながら真摯に研究に打ち込む姿勢を育成する。

高校生数

テーマⅢ

 「入試改革との連動」 課題研究を大学において実施することで新たな指導・選抜の仕組みを構築
→飛び入学、AO入試、推薦入試への活用

0
高校生数

参加高校数

【今後の取組の計画】
■教育内容の多様化
大学の学びの多様性を実感できる新たな科学実験講座を開発し、
高校生の大学進学への動機付けと志向の明確化を進め、理系グ
ローバル人材養成力を強化する。
■支援終了後の持続的発展のための自立化
（１）サマープログラム充実による実施の効率化を進める。
（２）課金システムによる一部受益者負担で実施体制開発を目指す。
■入試改革との連動強化
高大接続の効果を高めるため入試改革との連動強化を推進する。
■取組の波及
開発した取組内容を高校・大学へ発信する。
（１）県外高校への働きかけを進め、コンソーシアムの充実を図る。
（２）講座実施成果を分析し、論文発表等により公開する。

高大連携体制

【本取組における成果と社会へのインパクト】

■コンソーシアム運営体制：近隣都県３７校とのコンソーシアムが形成
され、情報共有と講座改善の取組が継続的に行われている。
■高校教員との連携
(１)講座受講生の情報共有：受講生情報を双方で共有し、支援。
(２)講座実施における連携
①高校教員の主体的取組との協働
・ 一部講座開発を高校教員が主導し、大学教員が補佐している。
・ カリキュラム研究の一環として高校生の学びを考慮した講座開
発を大学教員集団と高校教員集団で連携している。
・ 高校での講座実施：留学生活用英語講座を共同で実施。
②高校教員により補助的協働：視察・助言を高校教員が実施

 高大協働教育での高校生の学びの高度化・先鋭化
 大学のグローバル環境を活用した高校生の能力育成支援
 これら取組を活用した入試改革の取組
アウトカム
 理系人材養成力強化により日本経済の持続的発展が可能

【本取組の質を保証する仕組み】
全学体制

テーマⅢ

大学教育改革に伴う新体制構築で教育企画・実施のone stop化を
行い、学長直属の国際未来教育基幹を設置した。
■次世代才能支援室の開設：国際未来教育基幹高大接続センター
体系的学習とその学習成果の認定
に次世代才能支援室を開設し、全学体制での実施を明確化した。
■体系的に大学での学びを習得する講座の開発と実施
■高大連携支援室との協働：同室との連携により高校生理科研究発
千葉大学が先進的に取り組む理系分野の特性を考え、４コース（健
表会を実施している。さらに海外の研究者や留学生の前で英語での
康医療、テクノロジー、総合サイエンス、園芸学）をアクティブ・ラーニ
国際研究発表会など高校生のグローバル活動支援を実施している。
ング形式で開講している。各コース８講座を受講することで、その学
■国際教育センターとの協働：留学生の活用効率化を推進している。
問領域の概要を体系的に習得することが可能となっている。
■全学実施体制：各学部より高校生向け講座が提供され、効果的に
■初年度教育改革
大学の学びを体感できるようになっている。
グローバルジャパンカリキュラムにより受講生の初年度単位認定
■入試改革の連動：園芸、教育学部等との入試連携が図られている。

次世代才能
スキップアッププログラム

・医療系コース
・国際コース
・教員コース
小・中・高
接続教育

・科学実験教育
○健康医療
○総合サイエンス
○テクノロジー
○園芸学

多様な入試による
才能の見極め

AO

②高大接続教育

ポンチ絵

・G-スキッパー（課題研究）
・留学生派遣
（グローバル教育）
科学教育
文化交流

推薦
理数
大好き

飛び入学

③高校生学修・活動支援

春入学・秋入学

・数理科学コンクール ・高校生理科研究発表会
・オリンピック支援
・国際研究発表会
・SSH支援
（グローバル教育）
→文理協働

★アドミッション
ポリシ－の明確化
★入学者選抜
実施体制の整備

高校

具体的な実施計画における指標
（必須指標及び任意目標）
高校関係者との意見交換の実施数
[回数]

○国際教養学部
○ツインクルプログラム

長期学外学修制度
○海外企業インターンシップ
○海外教員インターンシップ

学習・指導方法
個への対応
○先進科学プログラム
○理数大好きプロジェクト
○ユビキタス学習（学内外学習）

コース
ディスクリプション

質保証

評価方法
学修成果の可視化
○デジタルポートフォリオ
○ルーブリック評価

教育環境
アクティブラーニング
○アカデミックリンクセンター
○イングリシュハウス
○スマートラーニング・システム

大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

39

282

12

目標値（表を作成）

教育内容
文理融合教育

千葉大学

・千葉市
教育委員会
連携講座
・サイエンス
スタジオCHIBA

大学教育改革
入試
改革

①高大連携カリキュラム研究

高大接続

千葉大学教育改革における大学教育再生加速プログラムType lllの位置づけと高大接続の3本柱

具体的な実施計画における指標
（任意指標）

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

高大連携授業「次世代スキップアップ」プ
ログラム：講座実施数

4

31

16

高校生を対象とした大学レベルの
教育機会の提供数［回数］

4

41

16

高大連携授業「次世代スキップアップ」
プログラム：受験高校生数
プ
グラム 受験高校生数

23

179

80

高校生を対象とした大学レベルの
教育機会の提供数［人数］

28

769

50

科学教育支援プログラム：受講高校生
数（G-ｽｷｯﾊﾟｰ）

2

6

15

科学教育を推進する高大連携コンソーシ
アム（学内における学部数）

4

8

7

高大連携グローバル化支援プログラ
ム：実施数

14

21

12

科学教育を推進する高大連携コンソーシ
アム（学外，県内有力校）

19

37

30

高大連携グローバル化支援プログラ
ム：受講高校生数

65

561

50

95

大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅢ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「高大接続」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

東京農工大学
グローバル科学技術人材養成プログラム

（IGS：Introduction to Global Science)

【取組の概要】
将来、グローバルに活躍する研究者・科学技術者を目指す高校生を育成するために、高校と大学が協力して、高等学校教育・入学前教育・
初年次教育・学部教育・大学院教育の12年を通したルーブリックを策定し、それに合わせた科学技術者入門プログラムを実施する取組である。
提供するプログラムでは、「科学全般の素養」、「論理的思考力、判断力、表現力」、「グローバルな視野、外国語力」の養成を目的とし、現行の
大学入学者選抜により分断されている高大接続をスムーズに移行できるものに改革する。入学前教育では大学の単位取得も可能にし、早期修
了制度等の利用を促進する。またプログラム参加者の高校卒業時点の幅広い資質・能力を、ポートフォリオを活用して評価するしくみを開発し、
高校生が特別入試（ＡＯ・推薦）の応募資料に用い、大学が多面的評価を行う入試改革にも取り組む。

【取組のポイント】

テーマⅢ

➢
➢
➢
➢
➢

「グローバル科学技術人材」養成評価基準書（ルーブリック）の開発
高大連携教室（ＩＧＳプログラム）の開催
大学初年次教育「キャリア教育科目」の開講
学習履歴（ポートフォリオ）システムの運用
高大連絡協議会の開催

【キーワード】

高大接続

「高大接続」、「科学技術人材育成」、「ルーブリック」、「ポートフォリオ」

【人材育成目標】

高大連携教室（ＩＧＳプログラム）生物学実験のようす

＜取組２＞

「科学技術者入門プログラム（IGS: Introduction to Global Science）
（高大連携教室）の開講」
優れた資質を持つ高校生が科学に対する興味・関心を拡げ、将来、
グローバルに活躍する人材を目指す“入口”となるプログラムを開発し、
【教育上の課題】
高校2年生を対象に毎年夏、冬、春の３回開講した。
高校の理科の授業では、実験や実習の時間が十分に確保できてい
各回では地球全体の課題である「食料問題」、「エネルギー問題」、
ない現状がある。生徒が興味・関心を抱いた事象に対して仮説を立て、
「環境問題」などを科学的に解決する方法についてグループでディス
実際に試行し、結果を論理的に思考する時間が足りず、実験・観察を
カッションし、プレゼンテーションを行うワークショップ、大学初年次レベル
通して理解されるべき科学的リテラシーも身につかないまま入学してく
の科学実験、英語学習の意義を明確にする講義、多文化理解を目的
る学生が多くなっている。また、高校の学習事項が土台となって、大
とする留学生との交流などのコンテンツを実施した。
学の専門的な研究や実社会の課題解決にどのように結びつくのかが
想像できない学生も目立つ。大学・大学院で自主的に科学的課題研
究に取り組み、社会に出てからも自立した研究者・技術者として活躍
できる人材を育成したい。
 科学全般に対する興味、関心、課題意識を持続的に持つ
 主体的に行動し、他者と協働して課題解決にあたる
 グローバルな視野、外国語力を持っている

東京農工大学

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
「グローバル科学技術人材養成評価基準書（ルーブリック）と学習活
動の記録（ポートフォリオ）システムの開発」
高校段階から大学、大学院まで12年間連続の養成過程を対象とした
「理系グローバル人材の評価指標」の評価基準表を設計した。高校、大
学の学習活動を段階的に計画、実行、評価が可能な指標を明文化し、
具体的な行動基準に可視化した。高校、大学教員が協働して策定にあ
たり、養成する人材の要件を共有することから始め、普段の科学的な活
動を記録するシステム（ポートフォリオ）を用意し、評価基準に照らし、能
力の獲得状況を本人、高校・大学の指導者が継続的に利用、発達段
階に応じて目標とする状況が確認できる仕組みを構築した。

学習活動記録（ポートフォリオ）システム：活動報告画面

96

高大連携教室（ＩＧＳプログラム）留学生との交流のようす

＜取組３＞
「大学初年次教育『「理系学生」のためのキャリアプランニング入門』の
開講」
研究者・科学技術者を目指して入学した学生が、大学でもモチベー
ションを持続させ、より具体的な進路に向けた活動をイメージできるよう、
キャリア意識の醸成、論理的思考力、表現力の育成を目的とした科目
を開講した。

「『理系学生』のためのキャリアプランニング入門」テキスト

大学入学後にはキャリア意識醸成科目を受講することで、自分の選
択した専門分野と社会の関係性を理解し、科学的活動が担う意義を
再認識している。
このような成果を活かし、各プロセスの成果の因果関係を明らかにし、
高校～大学～大学院の一貫した教育プログラムの確立を目指す。特
に特別入試（AO・推薦）において、これまでの実践が適用できるように
検討を行っていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 グローバルに活躍する研究者・科学技術者の育成
 高校～大学～大学院の一貫した理系教育プログラム
 多面的評価を可能にするルーブリック、ポートフォリオシステム

【今後の取組の計画】

高３

大１

ＩＧＳ前期

グローバル
科学技術
人材養成
プログラム

大２

大３・４

ＩＧ
ＩＧＳ後期
Ｇ
試
特 別入試

高
科学への興味・関心を拡
げる実験・実習
グローバルな視点を育て
る理系キャリア意識開発

学部・大学院 専門教育

（ＡＯ・推薦）
科学活動に
関する多面的
能力を評価

評価基準表（ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ）
高大連携協議会

農工大
学部・大学院
教育

農工大
初年次教育
実践的なグローバル
意識を醸成する科目

学習履歴（科学技術人材ポートフォリオ）

修士・博士

先進的で高度な
科学研究者・技術者を
育成する専門教育

1人の学生を複数の教員が継続して
指導できるしくみ

高校・大学教員で、養成する科学研究者・技術者の
人材要件、育成目標を可視化、共有

高校・大学教員が協働して
優秀な人材を育成する体制

活自
躍立
で的
きに
る成
科長
学し
研
究グ
者ロ
・
技
バ
術ル
者に

東京農工大学

ＩＧＳ

高大接続

高２

「高大連携教室」に参加する高校生が、ルーブリックの評価項目を
指標に、活動をポートフォリオに記録していくしくみが実現できた。それ
ぞれの項目に対して身についた内容、十分ではなかった内容を整理し
ていくことで、獲得した能力、これから獲得すべき能力の自己評価が
可視化できる。
また「高大連携教室」の参加前、参加後、大学入学後の追跡のアン
ケートを実施している。高校時点で興味・関心を広げ、身につけた論理
性などの能力が、大学入学後にどのようにいかせているかを振り返り、
再認識する機会になっている。
上記の内容、分析結果について「高大連携協議会」「外部評価委員
会」で詳細に報告するとともに、高校教員、外部有識者からの意見を
受け、再度、IGSプログラムの実践にフィードバック、改善を実施していく
サイクルを継続していく。

初年次教育

高校教育
高１

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅢ

大学入試改革が進む中で、AO・推薦入試を中心に、高校生の能力
を多面的に評価する手法が注目されている。東京農工大学のような
理系単科大学の選考において、その指標の参考となるのが「グローバ
ル科学技術人材」養成評価基準書（ルーブリック）である。また高校生
が普段の活動を記録する際に活用できるのが「学習履歴（ポートフォリ
オ）システム」である。その仕組みを本事業で開発することができた。
また、「高大連携教室」の参加者で東京農工大に入学した学生から
は「自分が学びたいことに合った学科を見つけることができた」、「なん
となく決めていた学部、学科をもう一度考え直し、広い視野で見れるよ
うになった」と大学、志望学部、学科のマッチングという意味でも大きな
役割を果たしたことがわかる。
高校生が、グローバルに活躍する研究者・科学技術者への進路を
目指す際に、「高大連携教室」がそのモチベーションを維持するための
一助となっている。

Ø高校・大学・大学院の12年間一貫科学研究者・技術者養成システムの構築
Ø科学研究者・技術者に必要な多面的能力を評価する特別入試の推進
Øグローバルに活躍する人材育成のための初年次教育改革

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

①高大連携教室受講者（高2生）

31人

110人

120人

②高大連携教室受講生の東京農工大入学者

－

14人

15人

③理系キャリア意識醸成科目の受講者

－

101人

100人

※2014年度は事業開始初年度のため、②は該当者なし、③は未開講
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Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「高大接続」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

愛媛大学
大学教育の到達点の高度化 ～ 早期の”動機付け”から”深い学び”へ ～
【取組の概要】

本取組は、愛媛大学附属高校をモデルとして取り組んできた大学・高校教育の円滑な接続方法の研究・開発を発展させ、高校段階で“学びへの
意欲”を高めることによって大学における“深い学び”を確保し、大学教育の到達点の高度化を目指す。そのため、①パイオニア・アドバンスト・プレイ
スメント（P-AP）プログラムの創設と二重（デュアル）単位の付与、②ルーブリック評価による「課題研究」の高度化と入試への活用、③高大で一貫し
て汎用的能力を育てるICT教材の開発を実施し、高大接続事業による問題発見・解決力育成の成果を深化発展させる。また、教学IRによって大学
入学後も接続教育の効果測定を行い、高校及び大学教育の質的向上を図るとともに、本事業で得た知見や評価方法を、能力・意欲・適性等を多
面的・総合的に評価・判定する新入試制度の導入においても活用する。

【取組のポイント】

テーマⅢ

➢ パイオニア・アドバンスト・プレイスメント（P-AP）科目の創設
と二重単位の付与
➢ 「課題研究」評価に係るルーブリックの開発
➢ 高大で一貫して汎用的能力を育てるICT（eラーニング）教
材の開発・運用

【キーワード】

高大接続

「高大接続」、「P-APプログラム」、「ルーブリック」、「ICT教材」

附属高校の課題成果発表会の様子

高大接続科目「ことばの世界」の様子

愛媛大学

【人材育成目標】

＜取組２＞

本取組では、「幅広い教養と深い理解」「学び続ける意欲」「知の運
用能力」を育成する。これらは、本学の「愛大学生コンピテンシー」
（2012年度策定）において定める次の５項目のうち、主としてⅠとⅡの
基盤として位置付けられている。
Ⅰ 知識や技能を適切に運用する能力
Ⅱ 論理的に思考し判断する能力
Ⅲ 多様な人とコミュニケーションする能力
Ⅳ 自立した個人として生きていく能力
Ⅴ 組織や社会の一員として生きていく能力

「課題研究」評価に係るルーブリックの開発
高等学校教員と大学教員との協働によって、「課題研究」評価に係る
ルーブリック評価シート（プロセス評価、課題発表評価）を開発した。
また、既に開発したルーブリックを利用して「課題研究」の評価を実施
し、その結果分析を行った。さらに、ルーブリック評価の利用に関する教
員へのアンケートを実施し、その有用性を確認することができた。

【教育上の課題】
前述の能力は大学入学以前から育成が可能であり、むしろ大学入
学後に開始したのでは遅きに失する。社会が求める汎用的能力の育
成には、高校生の時期から、いわゆる“受験教育”とは異なる、大学
でのより深い学びに向けた準備教育を始めることが効果的である。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
パイオニア・アドバンスト・プレイスメント（P-AP）科目の創設と二重単位の
付与
2016年度から高校生を高大接続科目等履修生として受け入れる制
度を継続実施している。これにより、対象の高校生は大学の授業科目
の単位を修得するとともに、当該高校生が在籍する高校においては「学
校外における学修の単位」として高校の単位認定を行い、高大接続に
よる取組を推進することができている。

2018年度高大接続科目一覧
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「課題研究」ルーブリック評価（プロセス評価）

＜取組３＞
高大で一貫して汎用的能力を育てるICT（eラーニング）教材の開
発・運用
開発したｅラーニング教材（日本語リテラシー・情報リテラシー）を用いた
授業を実施したほか、新たにｅラーニングコンテンツ（プレゼンテーションス
キル２編）の開発を行った。これらの教材を用いた早期履修により、生徒の
日本語力・情報活用能力を実践的に育成できただけではなく、能動的な
学習が促進され、学習した内容が定着するなどの効果が確認された。

iPadで問題に取り組む生徒

eラーニング教材問題例

「日本語リテラシー」

「日本語リテラシー」

【本取組の質を保証する仕組み】

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 高校生が大学の科目を継続して受講し、単位を修得できる制
度は、他大学でも実施可能である。
 SSH・SGH校との連携により開発した「課題研究」ルーブリックは、
他大学・高校でも活用可能である。
 開発・利用したeラーニング教材は、他の高校でも活用可能で
ある。

【今後の取組の計画】

学長の下に「高大接続推進室」（室長：理事・副学長（教育担当））
を設置し、大学全体で実施可能な体制を採るとともに、その下に高大
接続推進委員会を置いている。また、３つの重点事項を検討するため、
高校教員も構成員とする３つのワーキンググループ（P-APプログラム
開発ワーキンググループ、「課題研究」評価ワーキンググループ、ICT
教材開発ワーキンググループ）を設置している。さらに、学内関係者に
よる「自己点検・評価委員会」及び学外有識者等による「外部評価委
員会」を設置し、評価体制を構築している。

テーマⅢ

高大接続科目等履修生の受入に当たっては、新たな料金設定を行
うなど、本取組の教育効果や継続性を考慮して安価な費用を徴収す
ることを検討している。
課題研究を評価するルーブリックに関しては、SSH校やSGH校など課
題研究を重視する高校においては継続して利用される。また、多面
的・総合的な大学入学者選抜が本格化する2021年度入試以降、本
学は全学部の一般選抜で調査書を評価したり、全学部の学校推薦型
選抜等で活動報告書を活用したりする方針を2018年６月に決定・公
表した。そのため、補助金終了後も高校教員との意見交換を継続し、
ルーブリックを改良する。
開発したeラーニング教材は、他の高校での利用促進を図るため、高
校教員が参加する各種会議等を利用して高校等への広報活動を積
極的に行っている。

高大接続

本事業の実施体制図

愛媛大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

60回

72回

85回

② 高校生を対象とした大学レベルの教育機会の提供数［講座数］

65講座

82講座

77講座

③ 高校生を対象とした大学レベルの教育機会の提供数［人数］

354人

415人

360人

④ 高校生を対象とした大学レベルの教育機会を経た学生の単位認定数［単位認定数（上限）］

－

3単位

3単位

⑤ 高校生を対象とした大学レベルの教育機会を経た学生の単位認定数［単位認定人数］

－

174人

120人

具体的な実施計画における指標
① 高校関係者との意見交換の実施数［回数］

※「-」は、制度運用開始前で取組実績がない、制度運用を図るための検討・準備期間であることを示す。
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「⾼⼤接続」

事業期間：2014年度〜2019年度

三重県立看護大学
三重の保健医療を支える未来の看護職者育成プログラム
【取組の概要】
【取組
要】
地域のニーズに応じた地域の保健医療を支える質の高い看護職者を育成するという公立大学としての本学の使命を果たすため、真に看護職
をめざす人材を確保し、確実に地域で活躍する人材を育成する取組である。円滑な高大接続を実現するには、県教育委員会及び高校、保護
者との連携が不可欠であるため、本人の志望や適性に沿った進路指導がなされ、真に看護職をめざす人材が入学できるよう協働する。さらに、
学生の学修のモチベーション向上や地域のニーズを反映した人材育成のために県内医療機関等との連携を強化し、キャリア教育の範囲を卒
業後のキャリア形成まで広げる。取組の成果は、FD・SD活動を通じて全教職員間で共有し、一貫した学修指導につなげ、さらなる教育の質向上
に取り組む。

【取組のポイント】

テーマⅢ








高校生のための看護職キャリアデザイン講座の実施
高校生のためのオープンクラス（授業公開）の実施
三重の保健医療を支える未来の看護職者育成プログラム交流会の開催
入学準備教育の実施
県教育委員会及び県内高校との連携（高大接続）
県内医療機関等との連携（大社接続）

【【キーワード】
】

高大接続

「高大接続」、「キャリアデザイン」、「ミスマッチ・休退学の防止」、「入学準備教育」、「高大社接続」

【人材育成目標】
 看護職者として地域の保健医療を支える誇りをもった質の高い看
護を提供できる人材
 高度な看護専門知識・技術に加え、社会の急速な変化に柔軟に
対応できる判断力や応用力を備えた人材
常に質の高い看護を提供できるよう、研究的態度を身に付けた人
質 高 看護を提供 きるよう、研究的態度を身 付け 人
 常
材

【教育上の課題】
三重県立看護大学

入学者を着実に地域の保健医療を支える看護職者へと育成するに
は、入学前に適性を判断し、看護職者としての資質と明確な意志を有
した人材の確保が必要である。本学でも、本人の意思ではない受験や
適性への考慮を欠いた入学者が、入学後、自身の看護職者としての
適性・将来に疑問を抱き、休退学するケースが少なからず見受けられ
適性
将来 疑問を抱き、休退学するケ
少な らず見受けられ
る。このような、進路選択のミスマッチによる休退学や早期離職を防止
するため、高校生が看護職への理解を深め、看護職を生涯の職業と
する意志を固めたうえで看護の道を選択できるよう、看護職キャリアデ
ザイン講座を中心とした取組を進めている。地域に貢献できる質の高
い看護職者育成には、「高大接続」にとどまらず、将来の進路となる県
内医療機関等とも連携した「高大社接続」の仕組みを構築する必要
がある。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
「高校生のための看護職キャリアデザイン講座」及び「高校生のための
オープンクラス（授業公開）」
看護職キャリアデザイン講座では、大学教員が高校に出向いて講義す
る「出前授業」と看護職者による講義やキャリアデザインワークショップを
行う「一日みかんだい生」を実施し、高校生に看護職について知る機会
を提供している。高校生は、現役の看護職者やスタッフとして参加した学
生をロールモデルとし、グループワークを通じて、自身の将来像や今やる
べきことを具体的にイメージすることができる。
また、大学での看護の学びを知る機会として、「高校生のためのオープ
ンクラス（授業公開）」を実施している。高校生は、学生の様子や高校と
大学の学びのつながりや違いを感じることができる。
参加した高校生に、目標や将来像を明確にイメージさせることで、高校
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一日みかんだい生
日みかんだい生
キャリアデザインワークショップの様子

での学習に対するモチベーションを向上させるとともに、大学での学びへ
の準備を促し、入学後のミスマッチによる休退学防止を図っている。

＜取組２＞
高校等との連携
三重県教育委員会幹部との意見交換会及び県内高等学校との意見
交換会を毎年度開催し、積極的な情報提供、情報共有を実施している。
また、毎年度末には高大接続事業評価委員会を開催し、県内高校教
員等外部委員から本取組に対する評価、今後の取組の展開について
意見・提案を受けている。
その他、高校生の進路選択において大きな影響力を持つ保護者や高
校教員に、看護職についての正しい理解・認識を持ってもらい、高校生
の進路選択の適切なサポートの一助となるよう「保護者と高校教員のた
めの看護職キャリアデザインサポ ト講座」を開催している 参加した保
めの看護職キャリアデザインサポート講座」を開催している。参加した保
護者や高校教員にとって、子どもたちの人生や進路について、どのよう
に関わり、サポートしていくかを改めて考える機会となっている。

＜取組３＞
「三重の保健医療を支える未来の看護職者育成プログラム交流会」
及び「入学準備教育」
特別入試での入学予定者と保護
者を対象に 入学までの過ごし方か
者を対象に、入学までの過ごし方か
ら大学生活、大学卒業後の進路ま
でを見据えた交流会を実施し、県内
の医療機関等の魅力を発信する機
会を設けている。これにより、入学後
の学修のモチベーションの向上と看
入学までの過ごし方について
護職者としての職業観形成につな
がっている。
また、入学予定者には、看護学の
基盤となる「化学」、「生物」について、
入学準備教育を実施し、入学後の
円滑な学修開始を支援している。入
学準備教育では、独自のテキストと
動画配信教材を使用した自宅学習
医療機関等との個別相談
とスクーリングを行っている。

【本取組の質を保証する仕組み】

 地域のニーズに応じた地域の保健医療を支える質の高い看護職
者の育成
 進路選択時のミスマッチを防ぐさまざまな取組による休退学防止
 高大社接続の取組による県内高校、医療機関との連携

本取組の質保証については、様々な取組を経て入学した学生の状
況を把握し、学生の成長を確認することが重要と考えている。現時点
で、「一日みかんだい生」をはじめとした看護職キャリアデザイン講座
の受講者に休退学者はいない。また、本取組への参加を経て、将来
像を明確にした学生の入学者が年々増加することで、学内の他の学
生にも良い影響を与えるという効果も期待でき 大学全体で学生の
生にも良い影響を与えるという効果も期待でき、大学全体で学生の
質向上につながっている。
今後は、学生の入学後の状況を把握することに加え、卒業後の追
跡調査を実施し、大学での学びがどのように生かされているか等につ
いて、調査・分析することにより、教育の効果及び事業の成果を可視
化し、教育改善に生かすことができる仕組みを構築する。
本取組の実施にあたっては、高大接続プロジェクトチームで検討課
題や改善策について議論を行い、取組の実績や成果については、教
授会等でも報告し、学内での情報共有を図っている。また、有効な評
価を実施し、取組をさらに充実させていくために、外部評価機関として、
「三重県立看護大学高大接続事業評価委員会」を設置し、県教育
委員会や大学における高大接続の取組に詳しい有識者、県内高校
教員を委員に迎え、毎年度末に評価を受けている。

【今後の取組の計画】
本取組開始当初から継続的に実施している高大接続の取組につい
ては、PDCAサイクルが機能し、完成形に近づいている。これまでの取
組で築き上げてきた高校等との関係をさらに深化させていくことが重要
と考えている。具体的には、今後、本取組への参加を経た学生が、４
年間本学で学び、社会に出ていくことになるので、大学での学修状況、
卒業後の活躍状況、職場への定着状況等について、高校へフィード
バックできる仕組みを検討していく。そのためには大社の連携を推進し、
卒業生に対する評価を積極的に進めていく。これらの取組には、高・
大・社の互いの連携、協働が不可欠であり、現在の取組をさらに深め
ていく必要がある。このことを通して、「高大社接続」を１つのパッケー
ジ化した取組とし、その成果について分析、評価することで、本取組の
質を保証していく。

高校生

入学予定者

学生

◆本学での円滑な学修開始
に備えた準備教育
◆看護職者としての将来像
の明確化

看護職を知る 看護職キャリアデザイン講座
大学での学びを知る オープンクラス（授業公開）
入学予定者として迎える
学修モチベーションの向上

卒業生

◆明確な目的意識をもった
学修
◆キャリア形成に対する意識
の向上

本学で学ぶ

ポンチ絵

入学者実態調査

看護職になる
教育の質の向上
卒後教育の充実

卒業生就労状況調査

三重県立看護大学
キャラクターみかんちゃん

地域の課題
・看護職者の高い離職率
・看護職者の地域偏在
・過疎・超高齢化
・へき地医療の危機

高校・保護者
◆看護職への理解
◆高校生本人の志望・適性に応じ
た進路指導
◆高校生の進路志望の傾向など
の情報提供
◆本学が入学者に求める学力

三重県立看護大学

三重県立看護大学

本学における課題
・進路変更等を理由とした休退学
・県内出身入学者の減少

◆地域の保健医療を
支える質の高い看護
◆継続したスキルアップ
への取組

高大接続

◆看護職への理解
◆自身の適性判断
◆看護職を選択する意志の確立
◆大学レベルの講義の受講に
よる大学での学修に備えた
学力の獲得

・高等学校教員との情報共有・連携強化
・高等学校教員、保護者の看護職者への理解の促進
・高校生への入学準備教育、教養・基礎科目の単位認定
・医療機関等との連携の強化
・ＦＤ活動

医療機関等
◆求める人材の明確化
◆教育体制の充実

三重の保健医療を支える未来の看護職者育成交流会

具体的な実施計画に
おける指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画に
おける指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

「１日みかんだい生」の参加者・参
加校数

80名
14校

85名
23校

120名
25校

高校関係者との意見交換の実施数

1回

2回

4回

「高校生キャリアデザイン」「１日み
かんだい生」受講者の入学者数

16名

33名

30名

高校教員及び保護者を対象とした
「看護職キャリアサポート講座」の開
催数

0回

1回

4回

入学前に「高校生キャリアデザイ
ン」「１日みかんだい生」を受講した
学生の休退学者数

1名以下

0名

1名以下

「三重の保健医療を支える未来の看
護職者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ交流会」参加
医療機関数

6医療
機関

16医療
機関

12医療
機関

1回

43回
96名

16回
20名

推薦入試による入学者の県内就職
率

80％

88.9％

100％

目標値（表を作成）

高校生への大学レベルの講義等
教育機会の提供回数、受講数

テーマⅢ

【本取組における成果と社会へのインパクト】
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「高大接続」

事業期間：2014年度～2019年度
年度

杏林大学

日英中トライリンガル育成のための高大接続
【取組の概要】
2014年度「大学教育再生加速プログラム」に採択された本学の取組は、「グローバル人材育成」という教育目標を共有する高等学校との連携
に特化する形で、「日英中トライリンガル育成のための高大接続」を目指し、教育内容・教育方法・教育成果等の発展的連携を推進するものであ
る。「大学による高等学校への学習機会の提供」に加え、「大学生（留学生を含む）による高校生への学習機会の提供」（ピアサポート）も実施し、
留学の早期化・長期化・複数化への意識を積極的に醸成する。2016年度に本学の教育・研究機能の三鷹市集約（井の頭キャンパスの開設）
がなされ、グローバル人材育成に積極的に取り組む高校との高大接続が進展してきており、本学が取り組むグローバル教育との複合的連携を図
りながら、社会の要請に応えうるグローバル人材育成を強力に加速させていく。

【取組のポイント】

テーマⅢ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

日英中トライリンガルキャンプの開催
アドバンスト・プレイスメントの実施
主体性・多様性・協働性を評価するルーブリックの開発とAOグローバル入試
英語キャンプ・中国語研修の高校生への開放
ライティングセンターによる留学準備と高校生への開放
高大接続ラウンドテーブルの定期開催、 「高校と大学をつなぐFD/SD」の開催

【キーワード】

高大接続

「高大接続」、「日英中トライリンガル育成」、「アドバンスト・プレイスメント」、「ルーブリック」

【人材育成目標】
 日英中トライリンガル人材の育成
 大学レベルの教育機会を活用しグローバルに活躍する人材育成
 主体性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する態度を評価

【教育上の課題】

杏林大学

グローバル人材育成という共通の教育目標をもつSGH指定校やグ
ローバル人材育成に積極的に取り組む高校との高大接続によって日
英中トライリンガルの必要性を高校生・日本社会に広く普及し、高大
一体となって効率的に日英中トライリンガル人材を育成する。そのため
に、杏林大学の中国語の教育資源を活用し、中国語の必要性を広く
高校生に普及するため、ピアサポーター（特に中国からの留学生）に
よる教育機会を提供していく。また、高校生に開放する教育機会を大
学の正規科目として扱い大学入学後卒業に必要な単位として認定す
るアドバンスト・プレイスメントの実施によって、高大接続の円滑化を推
進する。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
「日英中トライリンガルキャンプの実施」
本学学生と連携校の１年生・２年生を中心に「日英中トライリンガル
キャンプ」を毎年実施。ピアサポーター（英語圏留学経験者、中国から
の留学生）との協働による英語と中国語によるプレゼンテーション等のア
クティビティーを行い、英語・中国語の外国語運用能力の重要性を認
識するとともに、グローバル人材への成長を促す教育機会を提供。

ライティングセンターでチューターと高校生が共に学ぶ様子

＜取組２＞
「アドバンスト・プレイスメントの実施」
本学入学志望の高校生だけを対象にせず、制度本来の意義を踏
まえ、修得した単位がより多くの大学で単位認定される、高校生に
とってより有益な制度構築を図るという基本方針のもと、近隣大学・
連携高校関係者と意見交換の場としてのラウンドテーブルを３回実
施。その上で、「アドバンスト・プレイスメントに関する覚書」を９高校と
締結。桜美林大学、共愛学園前橋国際大学、創価大学の３大学と
「アドバンスト・プレイスメントによる大学間単位互換協定」を締結。
2017年度より制度運用を開始し、2018年度には事業取組学部であ
る外国語学部だけでなく、医学部、保健学部、総合政策学部の科目
も含め、高校生が受講しやすい教養系の学期中科目68科目を高校
生に開放。さらには、夏季集中科目も開講し、99名の高校生に123
単位を認定。

＜取組３＞
学力の３要素「③主体性を持ち多様な人々と協働し学習する
態度」を多面的評価するルーブリックを開発しAO入試で利用
本事業で開発したルーブリックは、自らの多面的能力（主体性、多
様性、協働性、課題発見・解決力）を、高校時代を振り返り、力を入
れた経験を４つの領域に照らし合わせ評価。さらに、言語運用能力
（対話力・プレゼンテーション能力、聞く、書く、読む）も能力指標を基
準にして１～５の５段階で自己評価。2018年度から外国語学部AO
入試第Ⅱ期（グローバル型）で書類選考資料として提出を義務付ける
形で使用。試験日には、ルーブッリクで自己評価した経験をプレゼン
テーションする表現力を評価。言語能力で知識・技能、小論文・プレ
ゼンテーションで思考力・判断力・表現力、ルーブリックで主体性・多
様性・協働性の学力の３要素を評価する入試を実施。

「杏林大学ルーブリック」の一部
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【本取組における成果と社会へのインパクト】
 グローバルに活躍する日英中トライリンガル人材の育成
 アドバンスト・プレイスメントによる高大接続で、能力・意欲ある高校
生に教育・研究機会を提供し学習のインセンティブを与え、一人
一人の個性を伸ばす教育の普及
 ルーブリックを用いた学力の3要素を多面的評価する入試の実施

【今後の取組の計画】

【本取組の質を保証する仕組み】

高大接続

本事業採択直後より学内に学長を委員長とするAP推進委員会を組
織し、隔月で委員会を開催してきた。2017年度も第16回から第21回
までの計６回を開催し事業の進捗を図ってきた。下部組織である高大
接続推進委員会が具体的事業実施主体として事業の運営を司り、中
期計画高大連携促進実行部会と協働して高大接続を進めている。高
大接続推進委員会は毎月開催し、2017年度も第27回から第35回ま
での９回開催し、事業運営を行ってきている。さらには他大学教員・高
校教員の外部評価委員から構成される第三者評価委員会を開催す
ることで、事業計画の妥当性や事業の進捗・達成状況の点検・評価を
行い、課題を客観的な視点から分析し各種事業の改善を図っている。

テーマⅢ

本事業は、グローバル人材育成に積極的に取り組んでいる高等学校
との高大連携・高大接続を主眼として、より効率的かつ効果的にグ
ローバル人材育成を加速させることを目的としている。母語である日本
語に加え、英語・中国語を操るトライリンガルになることが、中国・米国
という二大国に伍する日本社会の未来を築くため、そして、地球上のよ
り多くの人とコミュニケーションをとり世界の発展に寄与するためにいか
に有益であるかという、本学のグローバル人材育成が拠って立つ認識
を高校生にも普及し、グローバル人材になる志を持った若者の成長を
促進してきた。採択後毎年、日英中トライリンガルキャンプという宿泊
型学修機会を提供し、留学経験者や海外からの留学生を中心とする
杏林大学外国語学部の学生と国際志向の強い高校生とが、学年や
学校の枠を超えて交流し、英語・中国語・日本語の重要性を実体験
する機会となっている。また、ライティングセンターの運営により留学の
促進も図っている。今後もこうしたグローバル人材を育む取組は継続
実施していく。

また、アドバンスト・プレイスメントによる単位認定を行うことによって、
志の高い高校生に大学レベルの教育機会を積極的に提供してきた。
学期中の受講は、高校のカリキュラムが柔軟でないために難しいこと
がわかってきたが、夏季・春季休業中の集中科目であれば受講が可
能である。今後も集中科目として積極的に学修機会を提供していく。
本制度を高校生に広く普及するためには、大学間連携が必要である。
現在、３大学と単位互換協定を締結したが、今後も継続的に協定締
結校を増やし、高校生にとってより魅力的な制度に改善していく。
学力の３要素のうち特に主体性・多様性・協働性を多面的評価する
ルーブリックを本事業で開発できた。2018、2019年度外国語学部
AO入試で利用したが、今後も多面的評価を行う入試改革を全学的に
実施していく。

杏林大学

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

高校関係者との意見交換の実施数

17

87

40

高校生を対象とした大学レベルの教育
機会の提供数【回数】

0

138

15

高校生を対象とした大学レベルの教育
機会の提供数【人数】

0

63

50

高校生を対象とした大学レベルの教育
機会を経た学生の単位認定数【単位
認定数】

0

8

100

高校生を対象とした大学レベルの教育
機会を経た学生の単位認定数【単位
認定人数】

0

4

50

具体的な実施計画における指標

2014年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ関連科目の履修者数

142

4147

175

IELTSおよびTOEFL対策科目・講
座履修者数

48

73

100

英語ｷｬﾝﾌﾟ参加者数

59

25

50

中国語夏季研修参加者数

60

26

30

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ：高校生利用者数
（年間）

9

103

40

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ｾﾐﾅｰ：年間高
校生参加者数

0

689

400

具体的な実施計画における指標
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「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

小樽商科大学
グローカル人材育成機能の強化：多様な長期学外学修プログラムの構築と
ギャップイヤーを導入した新たな主専攻コース「グローカルコース」の設置
【取組の概要】
グローバルな視点から北海道経済の発展に貢献できる人材（グローカル人材）の育成機能を強化するため、地域・産学官と連携したＰＢＬや長
期実践型インターンシップの拡大、海外語学研修や海外教育プログラムの充実を図り、先進的なアクティブラーニング教育手法により多様な長
期学外学修プログラム（「グローバルブリッジ教育プログラム」と「地域連携ブリッジ教育プログラム」）を構築している。また、長期学外学修を前提
としてクォーター制を本格導入したカリキュラム編成や、入学猶予制度を基礎とした本格的なギャップイヤープログラムの構築により教育改革を
加速しており、2021年度にはクォーター制及びギャップイヤープログラムを導入した新たな主専攻コース「グローカルコース」を設置する。さらに本
取組により蓄積したノウハウをグローバル社会における地域人材育成のモデルケースとして社会に発信し、具体的な手法や成果の普及を図る。

【取組のポイント】
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➢
➢
➢
➢
➢

長期学外学修を前提とした新たな主専攻コースの設置
クォーター制の導入による学事暦改革
入学猶予制度を基礎としたギャップイヤープログラムの構築
長期学外学修プログラムの教育効果の測定・検証
グローカル人材育成の成果や具体的手法の社会への情報発信

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【キーワード】
「入学猶予制度」、「学事暦改革（クォーター制）」、「グローカル人材育成」 、「長期学外学修プログラム」

【人材育成目標】

小樽商科大学

【これまでの取組、実績・成果】

新たな「グローカルコース」は本事業における以下の取組・改革によ
り構築したグローカル教育を柱としている。
○グローカル戦略推進センターの設置
2015年４月、北海道における人材育成機能及びシンクタンク機能を
ミッションとした教育研究支援組織「グローカル戦略推進センター」を
設置した。本センターを中心とした全学的な教学マネジメントの下で、
多様化する地域のニーズに対応できる教育支援体制を整備するとと
もに、「グローカル・マネジメント副専攻プログラム」を発展させ、グロー
カル人材育成機能を強化した。
○長期学外学修プログラムの拡大・充実
地域や海外の大学との連携により、大学内外での学びの橋渡しの役
割を担う「グローバルブリッジ教育プログラム」及び「地域連携ブリッジ
教育プログラム」として、本学での事前・事後授業と海外研修を組み
合わせた科目や、地域の課題発見・解決に取り組むPBL型授業、留
学生と共に地域ボランティアに取り組むインターンシップ等の科目を
新設・体系化し、長期学外学修プログラムを拡大・充実した。
○クォーター制の導入
「グローカルコース」の科目編成の基盤となる「グローバル教育科目」
全体をクォーター制で実施し、留学やインターンシップといった学外
学修に参加しやすい環境を整え、より体系的で教育効果の高い長期
学外学修プログラムの展開を可能とした。
○ギャップイヤープログラムの試行実施
全国的にも前例のない１年間の入学猶予を行う「ギャップイヤープロ
グラム」の具体的な制度設計を行い、派遣先であるハワイ大学カピオ
ラニコミュニティカレッジと学生交換協定を締結した。2018年度に試
行的に１名を派遣し、その際の改善点を2019年度からのプログラム
に反映させることとしている。

＜取組＞

＜実績・成果＞

グローカル人材育成機能強化を目指し、2015年度に導入した「グ
ローカル・マネジメント副専攻プログラム」における、教育効果の検証
（海外留学の重要性、留学生と共にビジネス・経済を英語で学ぶこと
による教育効果）を踏まえ、副専攻プログラムを発展させた新たな主
専攻コースとして、「小樽商科大学グローカルコース」を2021年度から
導入することを決定した。

•

小樽商科大学は、国際的視野と専門知識及び豊かな教養と倫理
観を備えた社会の指導的役割を果たす品格ある人材を育成するため、
広い視野で社会の諸課題を発見、考察し解決策を構想する力の涵
養を目指す実学教育を展開するとともに、地方国立大学として地域に
開かれ地域経済の活性化に貢献する大学を目指し、建学以来100
年余、「実学・語学・品格」をモットーとした実学教育及び実践的研究
を展開してきた。グローバル時代の地域マネジメント拠点として2013年
８月には「Ｎｏ.１グローカル大学宣言」を行い、豊かな教養と外国語能
力を基礎とした深い専門知識を有し、グローバルな視点から地域経済
の発展に貢献できる人材「グローカル人材」の育成を目指し、教育改
革を推進している。

【教育上の課題】
「グローカル人材」育成のため、長期間の学外での多様な社会経験
が、修学動機の明確化やタフな学生の育成の観点から有効である。
より教育効果の高い体系的な長期学外学修を取り入れたカリキュラム
の設計にあたり、地域・産学官と連携したPBL、サービス・ラーニングな
どに関しては、地域のニーズが多様化していることから、より実践的な
プロジェクトや長期実践型インターンシップへの拡大を目指す上で、カ
リキュラム体系ならびに教育支援の体制の充実・強化が必要であった。
また、海外の大学に留学したり長期間のインターンシップに参加したり
する際に、春秋セメスター制度の学事暦が各国の海外協定校と入学
時期が異なるなどの状況を踏まえ、より柔軟な教育プログラムを組む
ことが望ましい状況であった。
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•
•
•
•

長期学外学修を前提とした新たな主専攻コース「グローカルコー
ス」の導入決定（2021年度）
グローカル戦略推進センターの設置
長期学外学修プログラム拡大・充実
クォーター制の導入による学事暦の最適化
ギャップイヤープログラムの構築・試行実施

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【今後の取組の計画】

 新たな教育課程「グローカルコース」の導入（2021年度）
 全国的にも前例のない１年間の入学猶予制度の構築
 長期学外学修の教育効果の測定・検証による実践的なアク
ティブラーニング手法の開発・普及
 グローバル社会における地域人材育成のモデルケースとして、
社会への情報発信及び初等中等教育への具体的な手法や成
果の普及

【本取組の質を保証する仕組み】



本取組の評価体制は、地方公共団体、高等教育機関、産業界の有
識者により構成される外部評価委員会を組織している。毎年度上半期
までの進捗状況をまとめた「中間実績報告書」及び年度末までの「実
績報告書」により、外部評価委員会において意見聴取を行っている。
外部評価結果は各項目における評定のほか、分析・評価コメントが付
されており、得られた提言等は本取組の実施に反映させている。
なお、外部評価結果は「外部評価報告書」としてまとめられ、本学の
ウェブサイト（http://www.otaru-uc.ac.jp/info/tenkenhyoka/ap.html）
で公開し、社会へ発信している。

テーマⅣ

2021年度の「グローカルコース」の導入を見据え、「グローカル・マネ
ジメント副専攻プログラム」修了生の追跡調査を継続することにより、教
育プログラムの質保証・質向上に資するプログラム評価を実施し、「グ
ローカルコース」の具体的なカリキュラムや運用体制の構築に生かして
いく。
2018年度に試行実施したハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ
でのギャップイヤープログラムについて、2019年度からは、入試合格
者のうちギャップイヤープログラム参加者を選考（５名以内）し、入学猶
予を適用する。参加者は海外留学プログラムを受講し、事後の振り返
り学修等を行った後、 2020年４月に本学に入学する。「グローカル
コース」を導入する2021年からは、１年間の海外留学プログラムによ
るギャップイヤープログラムを本格実施する予定である。
さらに、教育効果評価システムを確立し、今後のカリキュラム改革に
向け、長期学外学修の学修成果と成長の可視化を行い、教育効果の
検証を進め、教育効果測定並びに分析をさらに深化させていく。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）
小樽商科大学

ポンチ絵

【事業の成果】

2015年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合（グローバルブ
リッジ教育プログラム）

11.6%

13.2%

20.0%

長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合（地域連携ブリッ
ジ教育プログラム）

10.3%

11.2%

20.0%

3件

5件

10件

目標値（表を作成）
学生が企画する活動数

 クォーター制の導入も含め学事暦を工夫する
ことにより、学生の長期学外学修の参加向上
を推進する。
 入学猶予制度の導入により、入学前の学生
に世界や地域の現実と課題を経験する機会
を与えて大学での学びの動機付けを促し、主
体的な学修意欲の向上を図る。
 従来の国際交流プログラムおよび地域交流
プログラムを長期学外学修プログラム（ブリッ
ジプログラム）として進化・連携させて正課カリ
キュラムに位置づけることで、グローバルな視
野から地域の問題を考えると同時に地域の
視点を持って世界で活躍できる力を身に付け
させる。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅣ

「⻑期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度〜2019年度

新潟大学
主体的学修者を育成するための転換教育体制の構築：クォーター制導入に
よる学事暦の柔軟化と多様な学外学修プログラムの展開
【取組の概要】
激変する社会に耐えうる主体的学修者を育成するための転換教育体制を構築するために、本事業を活用して初年次教育改革と学事暦改革
を実施する。能動的学修を集中的に実施できる期間として設定する第２クォーター（６週間）において、初年次では長期学外学修科目を含むイ
ンテンシブな能動的学修科目の履修を必修化する。長期学外学修科目としては、「ダブルホーム」活動などの新潟大学独自の資産をもとに、学
生の主体性や学修への動機づけを高める多様なプログラム群を授業科目（８単位）として開発・設計し、初年次学生の約３割が履修する制度を
構築する。それにより、質的・量的に良質な学修を積んだ学生を育成するとともに教職員の学修設計・支援に対する意識転換を促進し、主体的
な学修を中心としたカリキュラムへの質的転換を加速する。

【取組のポイント】



テーマⅣ

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

 クォーター制（２学期４ターム制）の導入による学事暦改革
と転換教育の充実
 総合大学の豊富な資源を活用した多様な長期学外学修
プログラムの展開
 全学機構の組織再編と連携教育支援センター新設による
マネジメント体制の強化

【【キーワード】
】
「初年次教育改革」、「学事暦改革（クォーター制）」、「カリキュラム・マネジメント」

【人材育成目標】
新潟大学では「自律と創生」を全学の理念として掲げ、自律的学修
者の育成を目指してきた。2006年度からは人材育成目標を明確化し
た主専攻プログラム化を推進し、さらに2010年度から学修成果の可
視化と学生の自律的な学修を支援するための新潟大学学士力アセ
スメントシステム（NBAS）の開発・導入を進め、学士課程教育の質保
ト
ム（NBAS） 開発 導入を進め 学士課程教育 質保
証の実質化にむけた取組を推進している。

【教育上の課題】
新潟大学

本学の教育に関しては、(1)課題発見の能力、課題解決の能力、総
合的な判断力の向上、(2)意欲的に学修に取り組む意識づけの教育
の改善、(3)本学が定める教育目標領域の「汎用的能力」や「態度・
姿勢」に関する教育体系の整備について課題が指摘されてきた。これ
姿勢」に関する教育体系の整備に
いて課題が指摘されてきた。 れ
らの課題に加え、現今の学生の気質の変化を踏まえれば、初年次で
大学での学修への意識を強く方向づける教育の拡充も必要と考えら
れた。
以上の課題を解決するためには、汎用的能力を涵養するような授
業科目を整備し、充実させる必要があった。そしてその実現のために
は、従来の座学中心の教育からの転換を図るための教職員の意識改
革及び集中的な学修機会を確保するための学事暦の柔軟化が必要
であった。
あ た

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
大学教育再生の加速に資する学内の体制整備として、以下の３点
を実現した。第一に、2017年度から全学的にクォーター制を導入し、
短期的に集中的な学修を進めることで、学修効果の向上と留学やイ
ンタ ンシ プ等の課外活動 の参加 の柔軟な設計が可能とな
ンターンシップ等の課外活動への参加への柔軟な設計が可能となっ
た。第二に、創生学部の新設、理学部・工学部・農学部の改組を実
現し、初年次教育における長期学外学修や能動的学修に関する授
業科目をカリキュラム上に位置づけた。特に、創生学部、工学部（融
合領域分野の主専攻プログラム）では、本取組により開発された初年
次第２タームにおける長期学外学修を必修化した。第三に、これらの
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教育改革を踏まえ、教育支援に係る全学的な組織である教育・学生
支援機構の再編を行い、「連携教育支援センター」を新設、本取組
に係る組織的なマネジメントと支援体制を強化した。
上述した教育実施・支援体制の充実に伴い、2017年度には多様
な長期学外学修科目を展開することができた（履修者数452名。うち
１年次275名） また テ マIV幹事校として事業中間地点における
１年次275名）。また、テーマIV幹事校として事業中間地点における
取組の成果・課題を検証するため、採択校との合同シンポジウム「長
期学外学修を通じて何が変わるのか？」を開催した。加えて、本学が
主体となった大学間連携の強化を目的として、採択校間における実
務的な情報交換の仕組みを構築し、テーマIV採択校合同会議を開
催した。

＜実績・成果＞
•
•
•
•

クォーター制の導入による長期学外学修の体制整備
導
修 体 整
多様な長期学外学修プログラムの開発・実施
教育組織改革（学部新設・改組）と連動したカリキュラムへの
位置づけ
長期学外学修を支援するための全学的な組織再編

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
＜取組
計画＞
今後は本事業終了後の継続的な発展に向けた取組として、教職
員と連携して受入先とのコーディネートを支援する「教育コーチ制度」
を拡大し、実施支援体制を強化していく。また、既存の教育組織の枠
にとらわれず、広く教員のグループを対象とした教育改革を支援する
「新潟大学学長教育助成制度」を整備し、学内のモデルとなる先導
的取組を財政的に支援していく。さらに、学生主体のプロジェクト企画
を実現する科目の開発・実施を進めていく。
また 学内外
また、学内外への波及効果を目指す取組として、これまで開発され
波及効果を目指す取組とし
れま 開発され
た個々の長期学外学修科目の情報を再整理し、教員集団の資産と
して学内公開を進める。加えて、組織的な情報発信体制の再編と波
及効果の拡大を目指し、学生広報チームの活動を組織化・拡大し、
教職員と長期学外学修を履修した学生の協働による高大接続の新
規事業化を目指す予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 初年次教育改革による良質な学修を積んだ学生の育成（社会
と連携した人材育成モデルの普及）
 全学の教職員の意識転換を促進する教育改革・体制整備
 学外学修の制度設計、実施体制の可視化（公開）
学生と教職員が協働した広報体制による効果的な情報発信
教職員 協働
広報体制
効果的 情報発信
 学

【本取組の質を保証する仕組み】

平成２７年度 「大学教育再生加速プログラム」 選定取組

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

大学等名：新潟大学
テーマ ：テーマⅣ（長期学外学修プログラム（ギャップイヤー））

「自律と創生」を体現し，激変する社会に耐えうる主体的学修者を育成するための転換教育体制を構築
 クォーター制導入による学修の重点化と初年次教育改革を契機とした全学的なカリキュラム改革
 初年次を対象とした｢地域｣｢産業界｣｢海外｣における多様な学外学修プログラムを授業科目として単位化

波及効果

総合大学の豊富な資源を活用した学外学修プログラム
学
外
学
修
へ
の
接
続
（
事
前
指
導
）
の
徹
底

初年次学生対象

全学生対象
＜学生企画＞

＜地域＞に密着した学修

＜産業界＞にコミットした学修

＜海外＞に意識を向けた学修

社会人として必要とされる
汎用的能力の早期育成

学問ベースの汎用的
技能習得への意識づけ

異文化体験を通じた学修
意識の醸成・動機づけ

＜地域の実情・課題の探求＞
（１）地域共生プログラム
（２）地域課題発見プログラム
（３）文化理解体験プログラム

ポンチ絵

の実現による学修

＜産業構造の理解・課題の探求＞ ＜世界に対する興味関心の解放＞
（１）産業課題発見プログラム

（１）留学入門プログラム

（２）キャリア意識醸成プログラ
ム

（２）集中語学研修プログラム

（４）学校支援プログラム

■多様な学外
学修プログラム
の開発と汎用化

×

学生の企画実施
による主体性伸長

■初年次教育改
革のモデル化

＜学生の関心を実現＞
学生デザインプログラム
（例） 被災地における
ボランティアや出身地域
の活性化デザインなど

■学外学修の評
価方式（方法，ツ
ール）の汎用化

新潟大学

初
年
次
教
育
の
抜
本
的
見
直
し

制度設計・体制強化： 学事暦の変更（クォーター制導入）による学修機会の確保，教育評価体制強化（汎用ルーブリック開発，FD/SDの徹底）
2015年度

2017年度

2019年度

（起点）

（実績）

（目標）

長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合

N/A

4.4%

12.7%

学生の授業外学修時間

N/A

週18.2時間
（参考値）

週26時間

学生が企画する活動数
【事業の成果】

0件
2015年度
（起点）

【事業の成果】

目標値（表を作成）－

長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合

0件
2017年度
（実績）

5件2019年度
（目標）

4.4%

12.7%

学生の授業外学修時間

－

週18.2時間
（参考値）

週26時間

学生が企画する活動数

0件

0件

5件

テーマⅣ



本取組では「教育・学生支援機構」を中心とした全学支援体制のもと、
学部及び学外機関と協働して学外学修プログラムを計画・実施してい
る。また、年度ごとに整理している事業報告書を質的・量的両面の客
観的なエビデンスとして蓄積し、評価・改善に活用する体制を整備して
いる。
本取組の評価体制に関しては、全学、学部ごとに自己評価を担当す
る教員と学外学修先のステークホルダー(自治体・産業界等)を外部
委員として委嘱した「AP事業推進協議会」を設置した。本協議会は、
「プログラム設計改善」と「外部評価」の２つの役割をもつ。

「プログラム設計改善」は、取組の形成的評価の役割を有している。
本取組では学外との協働的な関係構築のなかで学外学修を開発す
る必要性が高い。そのため、他大学の先進的取組の調査や学外学修
先からの意見収集を進めながら、徹底的な議論を通じたプログラムの
設計開発・評価改善を図った。
「外部評価」は、取組全体の総括的評価の役割を有し、毎年度末に
取組全体の年間計画の達成状況やプログラム内容を評価する。早期
組全体 年間計画 達成状況やプ グ
内容を評価す 早期
の取組試行段階から外部評価を行うことで、本格実施に向けた改善
点と対策を検討した。外部評価委員は高等教育の専門家及び産業
界を代表するメンバーを委員として委嘱し、「大学改革の動向に基づく
教育体制の整備(初年次教育改革、学事暦、事業推進体制) 」と「学
外学修プログラムの教育的効果と社会的意義」等について外部評価
を実施した。
なお、外部評価を含めた事業報告書及び「AP事業推進協議会」議
なお、外部評価を含めた事業報告書及び AP事業推進協議会」議
事録は本学AP事業ウェブサイト（http://www.iess.niigata-u.ac.jp/ap
/）で公開し、広く社会へ発信している。

 早期からの学修への動機づけと主体性の涵
養による良質な学修（授業外学修の充実化
等）を積んだ学生の育成
 学事暦の変更に伴う学外学修を起点とした学
士課程教育全体のカリキュラム改革の加速化
 学外学修の設計・評価を通じた教職員の教育
の質的転換への意識改革（アクティブ・ラーニ
 早期からの学修への動機づけと
ング，PBLの導入）

主体性の涵養による良質な学修
（授業外学修の充実化等）を積ん
だ学生の育成
 学事暦の変更に伴う学外学修を
起点とした学士課程教育全体の
カリキュラム改革の加速化
 学外学修の設計・評価を通じた
教職員の教育の質的転換への意
識改革（アクティブ・ラーニング、
PBLの導入）
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

神戸大学

テーマⅣ

「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

１・２年生対象の「神戸グローバルチャレンジプログラム」
～国際的なフィールドにおける多種多様な学外学修～

【取組の概要】
「神戸グローバルチャレンジプログラム」（神戸GCP）は、１・２年生の１つのクォーターをギャップタームとして設定し、国際的なフィールドで学生が
行う自主的な活動を、「グローバルチャレンジ実習」として単位授与する学外学修プログラムである。プログラム参加学生は、「課題発見・解決型
グローバル人材」として本学の全学生が卒業時に身につけるべき３つの能力（「神戸スタンダード」）の必要性を体感し、学びとは何かを考え、学び
の動機づけを得る。学生は異文化環境の下で自らの体験に基づき、課題発見・解決能力の必要性に気づくことができる。これらの気づきにより、
学生は主体的な学修姿勢を身につけ、その後の海外留学等の国際的なフィールドでのさらなる活動にチャレンジすることが期待される。また、神
戸GCPへの参加を通じて、本プログラムが独自に設定したチームワーク力、自己修正力、課題挑戦力を身につけることができる。

【取組のポイント】
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➢
➢
➢
➢

「神戸スタンダード」（※1）を身につける。
国際的なフィールドでの学外学修による「学びの動機づけ」。
低年次で参加し、その後留学等にチャレンジする。
チームワーク力、自己修正力、課題挑戦力（※2）を身につける。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

※1 本学生が卒業時に身につけるべき３つの能力：①複眼的に思考する能力、
②多様性と地球的課題を理解する能力、③協働して実践する能力
※2 本プログラム独自の指標

【キーワード】

インドネシア・スラウェシ島にて

「クォーター制」、「課題発見・解決能力」、「グローバルチャレンジ実習」

ラオス農村部の小学校にて

【人材育成目標】

神戸大学

神戸大学は、1902年の建学以来、「学理と実際の調和」を理念と
し、開放的で国際性に富む固有の文化の下、「真摯・自由・協同」の
精神を発揮し、個性輝く人間性豊かな指導的人材の育成を使命とし
ている。この目的を達成するために、教育においては、「人間性」「創
造性」「国際性」「専門性」を学修目標に掲げ、教養教育と専門教育
の有機的連携、学部と大学院との繋がりを強化することにより、先端
研究の臨場感のなかで学生が創造性や主体性を深め、幅広い学識
に基づく問題発見力、分析力、実践力を培うことを重視している。ま
た、「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援」事業の採択を
契機に、グローバルな視点から諸問題の解決と同時に、さらに進んで
課題発見に向けて主体的行動する「課題発見・解決型グローバル人
材」の育成を目標に、教育改革を実施している。

【教育上の課題】
本学では、国際文化学部（現：国際人間科学部)における協定校へ
の派遣留学、経済学部の５年一貫国際教育プログラム(IFEEK)、経営
学部のKIBERプログラムに代表されるように、主に各学部でグローバ
ル人材育成のための留学を組み込んだ様々な取組が実施されてき
た。「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援」事業も、人文社
会系学部による取組に留まり、プログラムに参加する学生数は限られ
ていた。こうした取組を理系学部に波及するとともに、全学部生を対
象とする海外派遣プログラムや多様な学外学修プログラムを展開す
る上で、学事暦の柔軟化も必要であった。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
神戸GCPは、教育の国際通用性の強化、質向上を目指す本学の
教育改革の中に位置づけられ、それを加速するものである。2016年
度から実施された教育改革との関連では、大きく次の２点が挙げられ
る。第１に、2016年度から全学的にクォーター制を導入し、短期集中
的な学修を可能にするとともに、学生がギャップタームを活用して、多
様な学外学修活動へ参加することを可能とした。神戸GCPでは、１・２
年生を対象として、フィールドワーク、サマースクール、インターシップ、
ボランティア、学生企画による５類型の国際的なフィールドでの学外
学修活動が実施されている。第２に、新しい教養教育として、本学の
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全学部生が卒業時に身につけるべき３つの能力を「神戸スタンダー
ド」として定め、それを修得するために、これまでの教養科目を見直し、
「基礎教養科目」「総合教養科目」、さらに高年次の学部生を対象と
する「高度教養科目」を設け、４年間を通じて学ぶ教養教育のカリ
キュラムに再編した。また、神戸GCPの学修成果は、「総合教養科
目」の「グローバルチャレンジ実習」として単位授与され、神戸スタン
ダードを身につける科目として体系的に位置づけられることとなった。
2017年度には、11の海外での学外学修活動コースを実施し、98
名の学生が本プログラムに参加した。開講コース・参加学生とも、文
系・理系の双方にまたがっている。これまでの取組と成果を広く社会
に発信するために、2018年11月３日、神戸グローバルチャレンジプロ
グラムシンポジウムを開催した。

＜実績・成果＞
•
•
•
•
•

クォーター制の導入による長期学外学修の体制整備
「神戸スタンダード」の設定と教養教育の改革
「総合教養科目」としての学修成果の単位授与
学生自主企画型を含む、国際的なフィールドでの学外学修コー
ス５類型
本プログラム独自指標の設定とルーブリックによる測定・評価

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
本事業終了後も、１・２年生対象の神戸GCPを継続的に実施展開
するとともに、本事業の実績と成果を踏まえ、「海外インターンシップ」
を全学共通の科目として単位化することで、高年次の学生を対象と
したプログラム等も拡充し、学外学修活動のさらなる全学展開を目指
す。さらに、海外派遣プログラムを大学全体で推進する新たな体制を
整備していく予定である。
また、神戸GCPを含めた海外派遣プログラムを推進する上で不可
欠な現地との連携については、本学の強みである欧州・アジア地域
15ヵ国を拠点として、本学を修了した元留学生や現地駐在する卒業
生から構成されている海外同窓会ネットワークとの連携強化を図り、
全学の海外学修プログラムの運営を持続可能なものとしてさらなる充
実を目指す。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

委員会」を設置し、2017年2月に、プログラム参加学生をまじえて開
催した。外部評価委員による今後の取組に対する助言を受け、ルーブ
リックの見直しを行うなど、外部評価の結果を次年度以降の本プログ
ラムの改善へと繋げている。
また、参加学生の学修成果の質保証として、次の２つの方法をとって
いる。第１に、全参加学生に共通のフォーマットで 、事前学修時に
「チャレンジシート」を、事後学修時に「リフレクションシート」を作成・提
出させている。「チャレンジシート」は、参加目的を明確にするため、学
外学修目標を記入させ、「リフレクションシート」では、その達成度や今
後の学修について記述させる。第２に、本プログラムの参加学生が卒
【本取組の質を保証する仕組み】
業するまでに身につけるべき独自指標、「チームワーク力」「自己修正
各コースの質保証のための組織体制として、本学の教学マネジメント
力」「課題挑戦力」を設定し、ルーブリックにより測定・評価している。参
全体を担う大学教育推進機構の下に「神戸グローバルチャレンジプロ
加年度だけでなく、それ以降も毎年１回、卒業時まで経年変化を追跡
グラム委員会」（神戸GCP委員会）を設置し、本事業の企画・立案、運
し、分析することとした。さらに、外部評価委員会での助言により、ルー
営及び実施について全学的な意思決定を行うこととした。神戸GCP委
ブリックの各水準の違いを分かりやすくするとともに、学生が高い水準
員会は、質保証の点から、申請されたコースの審査・認定の他、プログ
を回答した場合には、そのことを示す具体的な内容を記述して、より客
ラム全体に関する自己点検・評価も行っている。また、全学の教育評
観的な測定と評価が可能となるよう改定した。
価・FDを担当する「全学評価・FD委員会」が本事業を点検して、評価・
なお、自己点検・評価、外部評価を含めた事業報告書は、本学AP
改善に関する助言を行うとともに、全学の教育を担う「大学教育推進
委員会」が、事業全体を管理し、学内のPDCAサイクルを確立している。 事業ウェブサイト（http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/kobe-gcp/）で公開
し、広く社会へ発信している。
さらに、学外の有識者による本プログラムの点検・評価を行うために、
国際交流の専門家、教育関係者等で構成される「神戸GCP外部評価
 「課題発見・解決型グローバル人材」の社会への輩出
 初年次に主体的な学修姿勢を身につけた学生の育成と長期留
学等の海外学修活動へのさらなるチャレンジ
 公開シンポジウムと学生発表によるプログラム・学修成果の発信
 海外同窓会ネットワークを活用した学修支援とキャリア形成
 海外からの注目：本プログラムへの調査訪問

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）
神戸大学

長期学外学修プログラムに参加する学生の割合

テーマⅣ

具体的な実施計画における指標



ポンチ絵

2015年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

－

0.85％

2.53%

学生の授業外学修時間

5.5
時間 ※

7.6
時間

6.5
時間

学生が企画する活動数

37件

108件

150件

※2013（Ｈ25）年調べ
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅣ

「⻑期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度〜2019年度

福岡女子大学
社会と学びを自ら結びつける力の育成のための長期学外学修プログラムの開発と実践
【取組の概要】
【取組
要】
学生が主体的学びの重要性に気づき、そして主体的学びを習得・実践すること、つまり社会のニーズに合った能力を伸ばすことを目指し、社会
と学びを自ら結びつける力を育成する新しい長期学外学修プログラム（Expanding Your Horizons（EYH）プログラム）を開発するとともに、本学がこ
れまで進めてきた既存の１か月未満の海外研修の長期化や海外交換留学先の拡充を図ることで、さらに学内の長期学外学修プログラムの充実
を図る。EYHプログラムの派遣先は、地域問題のために活動する団体や企業が多いため、地域の抱える問題を理解し、地域に出て学ぶことの重
要性を理解するための基礎科目「地域共創論」と、十分な事前事後学修を組み合わせ、より質の高いプログラムの実施を目指す。これらに加え
て、カリキュラムの改編およびクォーター制の導入を実施し、学生が長期学外学修に参加しやすい学修環境の整備を図る。

【取組のポイント】
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福岡女子大学のこれまでの教育システムを発展させた教育プログラム
社会と学びを自ら結びつける力を育成する教育プログラム「EYHプログラム」の開発と実践
クォーター制の導入により、長期学外学修時間の確保
地域の課題を理解し、長期学外学修への参加意欲を高める科目「地域共創論」の開講
参加した学生による経験の共有、次の参加学生のサポートを行う、持続可能なプログラム

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【キーワード】
「主体的学び」、「クォーター制」、「Expanding Your Horizons（EYH）プログラム」

【人材育成目標】

福岡女子大学

体験を通じて社会課題を認識し学生各自が大学での学びの意義を
見出す「学びの気づき」から、専門的な学びを社会の中でどのように
活かすかの実体験を通して「学びの習得・実践」へとつながる学外学
修プログラムによって、主体的な学びを実践できる人材を育成する。
すなわち ①新し 知識と経験を自発的 身
すなわち、①新しい知識と経験を自発的に身につける、②これまで自
ける ② れま 自
分が得てきた知識と実際を結びつけ、さらに深い学びにつなげられる、
③自分自身を柔軟に、どのような状況でも対応できるようになる、④
自ら考え、行動できるようになる人材の育成を目指している。

【教育上の課題】
2015年３月新学部である国際文理学部の完成を迎え、教育学習
支援 ンタ （ ンタ 長 理事 副学長）にお て 年間の取組成果
支援センター（センター長：理事・副学長）において４年間の取組成果
を検証・評価するとともに、更なる改革ステップ・方向性を討議した。
高等教育修了学生の実態と社会が求める能力にかい離、特にリー
ダーシップ、コミュニケーション能力の不足が多くの調査で報告されて
いる。本学の学生自らが自分の学修成果を評価するプログレスファイ
ルにおいても、これらの評価は４～５点(10ポイント満点)と他の項目に
比べ評価が低い。これは社会における実体験の少なさや自ら考え抜
く場面に遭遇する機会が少ないことが要因の一つに考えられる。

社会貢献活動など地域での活動が結びついたコースに参加、または
国内外の企業などでインターンとして就業体験することで、学生自身
がこれまで得てきた知識と現実世界を結びつけて考え、理解でき、行
動できるようになり、ひいてはグローバルかつ地域貢献に資する人材と
なることを目指すプログラムである。
このプログラムでは、海外は、フィンランド、オーストリア、クロアチア、
プ グ ム は 海外は
ド オ
トリ
ク
チ
インド、タイ、アメリカ合衆国、カナダ、日本国内は、福岡県、長崎県、
大分県、熊本県において、１か月以上の就業体験やボランティア活動
を行うことで、自分の可能性を広げるとともに、地域問題や地域の持続
可能性、地域貢献について、理解を深めていく。
このプログラムは、地域で起きている問題を理解し、行動を起こすた
めの基礎的知識およびスキルを学び、プログラムに参加する学生の学
外での学びと経験を最大限に活かすため、地域の抱える問題を理解
し、学外での学びの重要性を理解する科目「地域共創論」の履修を推
奨するとともに、学外学修に関係した種々の課題研究とその発表や成
果報告など、のべ15時間以上の「事前事後学修」を必須としている。
EYHプログラムでの現地での１か月以上の活動と、事前事後学修は、
体験学習科目として単位認定が行われている。
本プログラムでは、過去の参加学生が、これからの参加学生をサ
ポートする仕組みも作っている。実際に、前年度参加学生の自発的な
事前学修 参加および現地
事前学修の参加および現地への訪問という好循環が生まれている。
訪問と う好循環が生まれ
る

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
本取組の全体の目的は、本学で、新学部発足とともに強化された１
か月未満の海外研修や、国内での短期学外学修プログラムを充実さ
せる一方で、これまでの本学の長期学外学修プログラムの一つと位
置付けられている交換留学制度に加え、社会と学びを自ら結びつけ
る力を育成する長期学外学修プログラムを新設し、それを本学が提
る力を育成する長期学外学修プ
グラ を新設し、それを本学が提
供する諸プログラムと有機的に結びつけ、学生の主体的学びの実現
を目指すことにある。そこで、主体的な学びの気づき・習得・実践を目
指す長期学外学修「Expanding Your Horizons（EYH）プログラム」を
新たに開発し、2017年度より実施している。
[EYHプログラム]
EYHプログラムは、日本国内、または海外で１か月以上にわたり、
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学内的には、実施をサポートするために、AP推進室を設置して各

学外学修先でのプログラムの企画・開拓・実施及び必要な改善を行っ
ている。
[既存の学外学修プログラムと学内制度の改善]
既存の１か月未満の語学・文化研修、海外体験学習プログラムと
いった海外研修や交換留学プログラムについても、海外研修は長期化、
交換留学プログラムは交換提携先の拡大など、大学全体の長期学外
学修プログラムの充実を推進している
学修プログラムの充実を推進している。
一方で、長期学外学修プログラムに参加がしやすくなるカリキュラム
の改編およびクォーター制の導入を2018年度から実施し、学生が長
期学外学修に参加しやすい学修環境の整備を図っている。

＜実績・成果＞

【本取組における成果と社会へのインパクト】
• 過疎地域の地域活性化や、企業・自治体での新しいアイデアの提
供と実施など、EYHプログラムを通じた地域社会への貢献
• 国内外での多様な活動を通じ、主体的な学びを実践し、どのような
環境にも適応し、地域社会の問題を解決できる、柔軟かつグロー
カルな感性を持つ人材の輩出

【本取組の質を保証する仕組み】

AP補助事業終了後も長期学外学修プログラムの内容を充実させ、
継続させていくために、今後は、必修科目がないクォーターを設けるな
ど、学生が長期学外学修プログラムに参加しやすい環境を整えていく。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【今後の取組の計画】

テーマⅣ

EYHプログラムの企画・実施・内容及びその成果に関しては、APに特
化した学内の審議機関であるAP推進会議にてプログラムの評価が行
われ、改善点等が集中的に審議されている。さらに、学部教育に関係
する学内のセンター、部会、委員会、及び教授会でもAP事業の企画・
成果について評価あるいは承認を受けるとともに、理事会、大学の自
己点検・評価委員会において、報告がなされ、プログラムとしての評価
に加え必要な改善点等のフィードバックを受けるなど、より質の高いプ
ログラムにするための仕組みを構築している
ログラムにするための仕組みを構築している。



• 主体的な学びの気づき・習得・実践を目指す長期学外学修
Expanding Your Horizons（EYH）プログラムの開発及び実践
• EYHプログラムに向けた導入科目「地域共創論」の新設
• 既存の海外研修の長期化や、交換留学プログラムでの交換協定
校の拡大による多様な学内の長期学外学修プログラムの整備
• カリキュラムの改編及びクォーター制の導入
以上の実施により、長期学外学修プログラムへの参加学生数は増加
しており、教育における学外学修の活用が促進されている。また、授業
外の学修時間もわずかではあるが増加しており、学生の学修態度の改
善が図られていると考えられる。さらに、EYHプログラムにおいては、参
加した学生からは「将来的な視野が広がった」「積極的な姿勢が身に
付いた」「問題解決のために色々な形で取り組む方々と出会い、考え
を深めることができた」「自分自身の視野を広げ、成長することに繋
がった」などの自己評価が報告され、学生の主体的な学びを促進して
いると考えられる。

また、採用しているAPプログラム専任教員のノウハウを学科等の専任
教員に移行させて、補助期間に導入したEYHプログラム等の実施も継
続する予定である。なお、2017年度より、学科の専任教員もEYHプロ
グラムに参加し、APプログラム専任教員と協力して学生の指導等を担
当している。

福岡女子大学

具体的な実施計画における指標
長期学外学修プログラムに参加する学生の割合
学生が企画する活動数

2015年度 2017年度 2019年度
(起点)
(実績)
(目標)

具体的な実施計画
における指標

2015年度
(起点)

2017年度 2019年度
(実績)
(目標)

5～10時間

10.6時間

21.0時間

90.4%

96.7%

95.0%

4.1%

9.7%

31.0%

学生の授業外学修時間

未実施

8件

20件

進路決定の割合
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「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

工学院大学
グローバル社会で活躍できる真の国際人育成の第一歩―ハイブリッド留学の挑戦
【取組の概要】
日本の理工系大学においては、グローバルに活躍できる真の国際人育成が大きな課題である。この目標に到達するための第一歩として、本学
は長期学外学修プログラム「ハイブリッド留学」を独自に開発した。その最大の特徴は、「語学の習得から」というこれまでの留学スタイルを脱却し、
「まず海を渡る」ことを最優先させ、海外で暮らしながら国際感覚や英語力を養成することを最大の目的としている点である。本取組は、この「ハイ
ブリッド留学」を抜本的に改革し、留学参加を希望する学生が自らの学力および社会人基礎力を踏まえて最も適切な時期に海外に行き、主体
的な共同学修経験を積むことで、より大きな飛躍へとつなげられるよう全力で支援する方向へと大きく舵を切るものである。また、プレリクイジット
制※、クォーター制の全学実施などと連動することで、「ハイブリッド留学」の拡充が可能となり、全学的な教育改革を加速させるものとする。

【取組のポイント】
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 海外学修プログラムの改革と参加学生数の増加
 社会人基礎力と異文化理解力を育成する主体的共同
学修経験
 全学的なカリキュラムとの連携強化と教学改革の推進

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【キーワード】
「ハイブリッド留学」、「社会人基礎力」、「異文化理解」、「教学マネジメント」

【人材育成目標】
工学院大学では建学の精神である「社会・産業と最先端の学問を幅
広くつなぐ『工』の精神」のもと、「無限の可能性が開花する学園」を全
学の理念として掲げ、多様化・複雑化・グローバル化する社会において
も常に変化に対応しうる人材育成を目指している。建学以来一貫して、
技術を活かして社会に貢献する人材の育成を目的としてきた本学で
は、さまざまな分野においてリーダーシップを発揮できる人間を育てた
いと考えている。

工学院大学

【教育上の課題】
グローバル社会では異文化を理解して知識や技術を応用する「思考
力」、自分の考えを伝えるための「表現力」が不可欠となる。しかし、外
に目を向け主体的に行動する学生は必ずしも多くない。それゆえ、こ
れまでよりも留学に対するハードルを下げ、まず語学の習得からという
従来の留学スタイルから脱却し、「まず海を渡る」ことを最優先させると
いう逆転の発想から、海外で暮らしながら国際感覚や英語力を養成
することを最大の目的とする「ハイブリッド留学」を開始した。その内容
を深化させ、真のグローバル人材育成に繋げることが課題である。

2019年度には、「高度な工学知識を兼ね備えた “エンジニア・パ
イロット”」の養成を目的に新設される先進工学部機械理工学科航
空理工学専攻においても、「ハイブリッド留学」の制度と着想を活かし
た教育を実施する。ハイブリッド留学期間を活用し、学生が国内外
の空で操縦訓練を行い、操縦ライセンスを取得できるプログラムを
構築した。
ハイブリッド留学参加学生は渡航経験を糧に、帰国後の学修活動
にも積極的な姿勢で取り組み、その成果は当初の予想を超えるもの
であった。学修活動以外にも、本学のプログラムで海外に行った学
生が、本学キャンパスに受け入れた留学生のサポートを行うキャン
パス・アテンディング・プログラム（CAP）に積極的に参加し学生のリー
ドを行っている。また、留学経験を他の学生たちに伝えるイベントを
行うなど、留学に参加していない学生への波及効果をもたらしている。
また、学生の成績評価（GPA平均）については、クォーター制の導入
とプレリクイジット制※による段階的な学修プログラムの実施によって、
GPAをあげるために何度もトライする学生も出てくるなど、「ハイブリッ
ド留学」から帰国した学生からの刺激とも相まって、学習に対する前
向きな姿勢が顕著になってきた。さらに、外国語教育や語学研修の
改革にも取り組み、海外留学にチャレンジする学生も増加している。

【これまでの取組、実績・成果】

＜実績・成果＞

＜取組＞

•

前述の発想からスタートした「ハイブリッド留学」では、留年防止のた
めの必要最低限の科目は本学担当教員が渡航し現地で実施すること
により、専門科目等の現地開講科目履修の際の｢言葉の壁｣を取り
払った。2015年度の「大学教育再生加速プログラム（AP）」に採択さ
れて以後、本プログラムの深化と発展に努め、全学部全学年を対象と
した春期ハイブリッド留学を開始した。さらに、2017年度はアメリカ・シ
アトル、イギリス・カンタベリーの他に、新たな留学先展開地として
ニュージーランド・オークランドでの調査・交渉を進め、新規留学先と協
定を締結するに至った。結果として、参加者増加に繋げている。
また、2015年度新設の先進工学部に始まり、他学部も順次クォー
ター制導入に踏み切り、全学的な教学改革の流れを加速させるととも
に、本プログラムに参加しやすい教育体制整備を行っている。

112

•
•
•
•

新規留学先開拓、全学部での実施による「ハイブリッド留学」の
深化と発展（2017年度は参加者105名）
「ハイブリッド留学」を通して開発した手法を、他の海外学修プロ
グラムおよび新専攻の教育プログラムへ活用
ハイブリッド留学参加者の能力伸長の把握
クォーター制・プレリクイジット制※の導入による留学しやすい体制
整備、学生の学習意欲の向上
「ハイブリッド留学」に参加していない学生への波及効果

【今後の取組の計画】
今後も「ハイブリッド留学」を全学部で展開する。現地ではフィールド
ワーク等の共同学修課題を実施し、日本での事前事後学習も充実さ
せるなど、留学参加者のより大きな飛躍へとつなげられるプログラム
とな るよ う 全 力 で取 り組 む 。 また、 全 学 部 全 学 年 の 学 生 対 象 の

春期特別ハイブリッド留学においては、外国人向けの英語授業を受
講するほか、専門や年齢の異なるメンバーでグループワークを行い、
積極的に課題を発見する主体性、チームワークを生かして課題に
取り組む協調性を養うプログラムを目指して取り組む。
入学時に新入生に実施している社会人基礎力テスト「PROG」を留
学後にも行い、参加学生に自分の強みや弱み、留学によって伸長
した能力を認識する機会を提供し、大学側としても留学によってど
のような行動特性（コンピテンシー）が特に向上するのか分析を行っ
てきたが、今後はさらに「TOEIC」や「SPI」など他の指標との相関をは
かりながら、社会人基礎力を有した真のグローバル人材の育成へと
繋げていく予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【本取組の質を保証する仕組み】
「ハイブリッド留学」の内容の改善と向上を審議することを目的として、
教育開発センター・各学部および機構から成るハイブリッド留学運営
委員会を組織した。各学部のプログラムを相互に検証して改善に繋げ
ることができるようになった。
さらに、参加者のGPA、アンケート結果、PROGなどのデータをIR室に
集約し、教育開発センターや有識者、企業従事者等を外部評価委員
とした評価委員会で「ハイブリッド留学」についての評価と検証を行って
いる。得られた結果を次年度の取組実施に向けての改善点を反映し
ていくというPDCAサイクルを構築することで、本取組の質を保証してい
る。

テーマⅣ

※プレリクイジット制（prerequisite）：特定の科目を受講する前提として、
あらかじめ履修しておかなければならない科目を定める制度。



 新たな留学スタイルを提案した斬新な「ハイブリッド留学」に対
して在学生、高校生、保護者からの関心が高まっている。
 学修ポートフォリオの作成を通じて社会人基礎力と異文化理
解力を向上した学生に対して企業の関心が高まっている。

 クォーター制やプレリクイジット制に基づく段階的な学修プログラ
ムの開発に取り組み、長期学外学修プログラムを組み込んだ
カリキュラムモデルとして他大学への波及効果も期待できる。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

工学院大学の全く新しい留学プログラム
工

「ハイブリッド留学」
まず海を渡る！全てをそこから始める！

専門授業

フィールドワーク

(日本語)

共同学修課題

【事業の成果】

2015年度
（起点）

長期学外学修プログラム

1.5％
に参加する学生の割合
目標値（表を作成）

英会話

工学院大学

ポンチ絵

ホーム
ステイ

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

4.91%

10%

学生の授業外学修時間

－

約21時間

30時間

学生が企画する活動数

2件

5件

10件

・本取組の実施により、本学の「学位授与の方針」に定
めた５つの能力のうち、主に「汎用的問題解決力」
「道徳的態度と社会性」「創成能力」について、参加
学生の能力を引き上げる。これらの能力は基礎力測
定テスト等によって客観的に測定し、事業の成果を評
価する。これにより、学位授与の方針に沿った学生を
送り出すための正課内外の取組を加速させる。
・本取組の参加者は、帰国後の教育も含めてグローバ
ルに活躍できる真の国際人として育成するが、この参
加者を中心に、他の学生および海外からの留学生
（長期・短期）との交流を活性化し、大学全体のグ
ローバル化を推進する。
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「⻑期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度〜2019年度

学外学修を通じた女性のエンパワーメント：ギャップターム導入と
自主的な学外学修の展開による教育の質的転換

【取組の概要】
【取組
要】
本取組は、本学が培った女子リベラルアーツ教育の伝統を2012年の中央教育審議会答申が求める「大学教育の質的転換」に重ね合わせ、
留学、インターンシップやボランティア等の学外学修の機会をより多くの学生に与え、それら広義の社会体験活動と学内学修との間のシナジー
効果により、学びを通じた女性のエンパワーメント・女性による社会のエンパワーメントのさらなる促進をその目的とする。長期（１か月以上）学外
学修の制度化および学年暦（学事暦）の見直し（ギャップターム導入）を軸とする本取組は、女性のエンパワーメントをより強化・加速させ、このよ
うな教育環境で育った学生たちは、本学がこれまで社会の様々なセクターに送り出してきた人材同様、卒業後、自立した女性として地域社会・
日本社会、ひいては国際社会のエンパワーメントに必ずや寄与するであろう。

【取組のポイント】
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 クォーター制（４ターム制）の導入による学事暦改革
 学生の自主性を重視した長期学外学修制度の導入
 学外学修センター新設による支援体制の強化

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【【キーワード】
】
「ギャップターム」、「女性のエンパワーメント」、「インデペンデントスタディ」

【人材育成目標】

津田塾大学

津田塾大学は、「女性が真の意味で実力を発揮できる教育を展開
する」という創立者津田梅子の想いを継承し、「専門知識と幅広い視
野を身につけ、自立して社会に貢献できる” all-roundな女性”を育成
する」という建学の精神に根差し、生涯にわたって社会に貢献できる
女性を養成している。2017年度には”Tsuda Vision 2030”を策定し、
「変革を担う、女性であること」を教育モットーとして掲げた。2017年度
に学事暦を全学的に改定し、ギャップタームを設けて学生たちがキャ
ンパスをこえて自主的に学ぶことを推進している。

験も単位認定の対象とした。科目整備に伴い、事前事後学習や学
生たちの成長を測るための指標「学外学修コンパス」も開発し、実習
のみにとどまらない体系的な学びのサイクルを構築した。第三に、
「学外学修センター」を新設し、学外学修を支援する専門人材を配
置し、受け入れ組織との調整や新規プログラムの開発などを行い、
多くの学生たちが学外学修に参加できる仕組みを整えた。

＜実績・成果＞
•

【教育上の課題】
これまでも、本学の学生たちは学外で学ぶことに熱心であったが、そ
れはあくまでも学生たちの自発的な努力によるものであり、大学として
体系的に支援することはしていなかった。他方、学生に対するアン
ケート結果では、「ボランティア活動等学外での活動も単位認定してほ
しい」との要望が挙がっていた。また、多くの学生が海外での学びに関
心が高く、できる限り長期にわたって海外で学ぶ時間を確保する必要
があった。
以上の課題を解決するため、抜本的に学事暦を見直し、海外で開
講されているサマープログラムに参加ができるよう６月中旬から必修科
目を置かないタームを設けると同時に 自主的な学びを推奨する「イ
目を置かないタームを設けると同時に、自主的な学びを推奨する「イ
ンデペンデントスタディ」科目、入学直後から将来の進路について考え
るための「インターンシップ」科目、社会奉仕を学ぶ「サービスラーニン
グ」科目を設置し、大学として学生たちの自発的な取組を後押しする
ための体制を整えることとなった。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
これまでの取組は、以下３点にまとめられる。
まず第一に、2017年度から全学的に学事暦を改定し、長期の学外学
修が可能となるギャップタームを導入した。第二に，学外学修関連の
科目として「インデペンデントスタディ」と「サービスラーニング」を新設し、
これまでは官公庁でのインターンシップのみを対象としていた「インター
ンシップ」科目を改定し、国内外における民間企業やNPOでの就労体
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•
•

４ターム制への完全移行と学外学修制度の整備。南カリフォ
ルニア大学、ユトレヒト大学、ブリティッシュコロンビア大学等の
海外大学との連携も推進
年間250人を超える学生が長短期の学外学修に参加。うち約
60人が21か国・地域で学外学修活動を行った。（2017年度）
60人が21か国
地域で学外学修活動を行った。（2017年度）
学生自らが企画した計画が予想を大幅に上回り、年間7２件
あった。（2017年度）

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
本事業を契機として学生に浸透した学外学修の活動を、今後以下
の視点を持って拡充していく。
１） 学内での学びと学外学修の相互作用を強化
本事業を展開するにあたり、学内での学びとの関連性を「予習として
の学外学修」、「補完としての学外学修」、「応用としての学外学修」、
「卒業に備えるための学外学修」と四分類したが、今後は各分類を精
緻化し、学外学修との関連を深化させるために学内のカリキュラムの
改革も検討する。
２） 学生の自主的取組の強化と増加
本事業の実施によって本学学生の自主的な取組に期待できること
は明らかになったが、今後学生による自主的な取組が増進されるよう
な仕組みを開発していくと同時に、学外学修未経験者が、今後参加
する意欲を持つような仕組みを考案していく。

【本取組の質を保証する仕組み】

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 学事暦改定が学生の学びに与える好影響の可視化
学事暦の改定が学生の主体的学びを促進する事例を提示し、
日本における学事暦の柔軟化の推進が期待できる
 自立した女性人材の輩出
卒業後に公的機関、民間企業、非営利組織でリーダーシップを
発揮する女性を育成し、女性の地位向上が期待できる
 インターンシップ／PBL研修を通じた学外組織との連携の深化
と事例共有
昨今注目されているインターンシップやPBL(課題解決型学修）
の成功事例を共有し、民間企業・大学間連携の促進が期待で
きる

学外学修センターを設置し、専門知識を有する教員を配置すること
で効果的な学外学修の開発を可能としている。
また、「学外学修コンパス」を導入し、学生の自己成長の可視化を図
り 学内と学外学修 関連性 明確化 事前事後学習
り、学内と学外学修の関連性の明確化、事前事後学習での指導を通
指導を通
じて体験にとどまらない体系的な学修プロセスを構築していると同時に、
学生たちの傾向や経年変化を定量的に検証することで、制度の点検
や改善が可能となっている。同時に、学外学修センターの取組を評価
するための「内部評価」及び「外部評価」を実施し、学内関係者及び
学外の有識者から客観的な意見を得ることで、センターによる取組の
定期的な検証や改善が図れる環境を整えている。外部評価は本学
ウェブサイトで公開している。
ウ
サイトで公開して る。
http://www.tsuda.ac.jp/education/support/hak1k3000000cuz1.html

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

リベラルア
ツ教育の中に学外学修活動をバランスよく取り入れ その相乗効果をマキシマイズし かつそ
リベラルアーツ教育の中に学外学修活動をバランスよく取り入れ、その相乗効果をマキシマイズし、かつそ
れをより多くの学生が享受できるようにすべく、以下の改革事業を段階的に実施する。

津田Vision2030
学年暦見直し

―変革を担う、女性であること―

2017‐
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本取組は、本学が培った女子リベラルアーツ教育の伝統を、２０１２年の中央教育審議会答申が求める「大
学教育の質的転換」に重ね合わせ、留学、インターンシップやボランティア等の学外学修の機会をより多くの
学生に与えようというものである。

クォーター制によるギャップタームにより
長期の学外活動や海外での活動を可能に
2016‐
Off-Campus Learning Center
学外学修活動への組織的サポート、学外学修情報の蓄積・共有、
学外学修関連サービス・業務の集約

学外学修センター設置

ポンチ絵

津田塾大学

2017‐
「インターンシップ」、「サービスラーニング」、「インデペンデントスタディ」
学生の自主性を尊重しつつ、学びの質を保証するシステムを構築し単位認定

カリキュラム改善

2015年度事業開始時点
多様で特色のある学外学修活動が行われ、
支援制度も存在するが、以下の問題があった。
・ 学年暦の制約により長期の学外学修活動が困難
・ 参加する学生が一部の学生に限られている
・ 組織的なサポートが不十分
・ サービスや業務が多くの部署に分散
・ 単位認定する仕組みが不十分

【事業の成果】

2015年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

目標値（表を作成）
長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合

0%

6.9%

25%

学生が企画する活動数

0件

72件

20件

本取組は、現在本学が進めている「リベラ
ルアーツ」の現代化に寄与しうるものであり、
学生にキャンパス内で学ぶ学問の境界を
超えた広い教養を身に付けさせることで、
学生の新たな思考力と創造力の育成を
推進し、学内学修が育む高い専門性との
推進し、学内学修が育む高
専門性との
シナジー効果を生み出す。加えて、学外
学修により高められる主体性を原動力に、
自立した女性として、ゼミ、サークル活動、
ひいては地域社会、日本社会、国際社会
のエンパワーメントに寄与しうる女性の育
成を実現する。

115

大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅣ

「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

文化学園大学
梅春学期の新設とその展開：ファッション分野における「グローバル創造力」を
持った人材育成のためのプログラム
【取組の概要】
クリエイティブ・ファッション分野はグローバル化が急がれる領域である。本学は、「新しい美と文化の創造」を建学の精神とし、日本国内にとど
まらずグローバルに活躍できる人材の育成を目指している。このためには、グローバル意識を持たせるような教育が不可欠であり、大学入学後早
期（１・２年次）に中長期にわたる異文化を知る海外学外学修や、我が国の伝統や文化を理解する国内学外研修が有効である。しかし、中長期
期間をとり、カリキュラム化することは現在の学事暦では困難である。本取組においては、学事暦を考慮した上で、後期試験終了後（２月中旬）
から春期休暇（３月中旬）までの期間の約１か月を「梅春学期」として新設する。本取組は、１年次及び２年次を中心に集中的な学外体験プログ
ラムを提供し、３年次における、より専門的な学外学修プログラムに役立て、結果としてファッション分野における「グローバル創造力」を養成でき
るようにするものである。

【取組のポイント】
 後期試験終了後（２月中旬）から春期休暇（３月中旬）までの期間の約１か月を「梅春学期」として新設
※学期名称は、梅が咲く時期に売り出される春服をファッション業界では「梅(うめ)春(はる)もの」と呼んでいることに因んでつけられたものである
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 １・２年次学生を対象とした約４週間の「梅春科目」によって「グローバル化」への気づきを与え、３年次後期に実施する約８週間の学外学修
科目によって「グローバル創造力」を涵養するという段階的なプログラムを学生に提供している
 本取組の推進・実行機関であるUSR推進室の全学的組織への改組

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

※USR ： University Social Responsibility （大学の社会的責任）

【キーワード】
「グローバル創造力」、「梅春学期」、「国内外学外学修プログラム」

【人材育成目標】
本学では建学の精神である「新しい美と文化の創造」を基本におい
て設定されている各学部学科の教育課程の目標を達成し、専門領
域の体系的理論の理解と実践的表現力の修得によって、課題を発
見し個性的かつ創造的に問題を解決する能力を備え、社会的に有
用で自立可能な人材の育成を目標としている。

【教育上の課題】
文化学園大学

ファッション教育のグローバル化が求められる現状において、グロー
バル化への対応の必要性を学生自身が体感し、主体的にグローバル
意識を持ちながら様々な文化体験を通し、自文化や異文化を理解す
る能力を身につけることが求められる。これに関して、本学においては、
(１)長期学外学修科目をカリキュラム化するにあたっての学事暦上の
困難、(２)学外学修の機会の少なさ、という点が課題であった。
以上の課題を解決するために、学事暦の変更や学外学修プログラ
ムの質的・量的な拡大が必要であった。

第四に、2017年度より、学外学修プログラムの実行機関である服
装学部・現代文化学部USR推進室を文化学園大学USR推進室とし
て全学的組織へと改組した。
第五に、経済的理由によって学外学修プログラムへの参加を見送
る学生を減らすために、地方自治体等の補助金・助成金を活用し、
参加学生の交通費や自治体・受入企業によっては宿泊費についても
補助対象としてもらう等、学生の経済的負担を軽減する方策を講じ
ている。
上記の取組により、学外学修プログラムの実施に関わる課題の解
決を図った。
また、学外学修プログラムの学内での周知徹底のために、プログラ
ムポスターの掲示や説明会の実施を行った。
さらに、学外への周知および取組に関する外部評価を得るために、
2017年度に国内・海外学外学修プログラムの受け入れ先担当者を
合計３名招聘し、「国際シンポジウム」を本学文化祭期間中に実施し
た。また、ファッションビジネス学会で報告を行い、外部評価を受けた。
これらによって、より効果的な学修機会を提供し、取組を推進させる
ための改善につながる意見を得ることができた。

【これまでの取組、実績・成果】

＜実績・成果＞

＜取組＞

•

教育上の課題を解決することを目的に、以下の取組を行った。
第一に、2016年度より、後期試験終了後（２月中旬）から春期休暇
（３月中旬）までの期間の約１か月を「梅春学期」として新設した。これ
によって、４週間の長期学外学修科目をカリキュラム化するにあたっ
ての学事暦上の問題を解決した。
第二に、2016年度より「梅春学期」に実施する科目として「梅春科
目」を新設し、服装学部・現代文化学部の学生を対象に開講した。さ
らに、2017年度より科目数を増やし、国内11科目(定員55人)・海外
７科目(定員53人)の合計18科目(定員108人)と大幅に増やし量的
な拡大を図った。
第三に、2017年度より「梅春科目」の履修対象学生に造形学部を
加え、全学部学生の履修を可能とした。これによって、学外学修の機
会の少なさという課題の解決を図った。
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•
•

「梅春学期」の新設による長期学外学修プログラムの実施体制の
整備
「梅春科目」の新設による長期学外学修プログラムの開発と実施
長期学外学修プログラムの持続的実施を可能にする学内組織
の改組

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
事業終了後の継続的なプログラムの実施・発展に向けて、下記の
取組を計画している。
本取組に関する主たる審議・決定機関である「APプログラム推進協
議会」は、大学の常設委員会である「国際交流委員会」とほぼ同じ構
成となっており、補助期間終了後は「国際交流委員会」が本取組を
含め、大学の国際交流を推進していく体制にある。

また、本取組に携わる教員の組織である「AP対応ワーキンググルー
プ」が置かれる「文化学園大学USR推進室」は、独自の予算を有する
常設の機関であり、補助期間終了後も組織として存続することになっ
ている。
さらに、「梅春科目」において学生評価の手法としてルーブリック評価
を試験的に導入している。

【本取組の質を保証する仕組み】

【本取組における成果と社会へのインパクト】
グローバル化という世界の趨勢に対して良策を見いだせぬままで
いるファッション産業に対して、「グローバル創造力」をそなえた学生
を送り出すことで、日本のファッション産業の世界的競争力を強化し、
市場を活性化させる効果が期待される。
また、本取組におけるプログラムが日本のファッション分野の教育
モデルとなり、ファッション分野におけるグローバル教育だけではなく、
デザインやクリエイション分野への波及効果が期待できる。

テーマⅣ



2015年度より、長期学外学修プログラムの参加学生による報告
書を発行することで、成果を可視化している。また、全学合同教授会
や学部協議会、各学科の学科会議やAP推進協議会において随時、
取組全体の成果を報告し、課題等の明確化とその対応策の検討を
行っている。
また、本取組においてはプログラムの担当教員からなるAP対応ワー
キンググループを実行機関として設置している。さらに、プログラムの
運用の協議や科目の評価基準、内容についての検討を円滑かつ迅
速に実施する体制を整える目的で、担当教員と学事課職員、教務課
職員からなるAP担当者連絡会を、2017年１月に設置した。
個別の科目については、科目担当教員や事務職員を中心とするAP
担当者連絡会で、それぞれの科目で見つかった成果や課題等を共
有した上で、相互に評価を行っている。
これにより、AP担当者連絡会がプログラムや科目内容を計画し、AP
対応ワーキンググループによる実施、そこで得られた成果や課題をAP
担当者連絡会やAP推進協議会で精査し、プログラム運営や科目内
容を修正することで、取組の質を保証する仕組みの整備を行った。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）
文化学園大学

2015年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

長期学外学修プログラムに参加する学生の割合

0.5%

4.1%

12.7%

学生の授業外学修時間

――

指標や測定方法
の検討を実施

調査を
実施

学生が企画する活動数

1件

7件

5件

【事業の成果】

目標値（表を作成）
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「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

武蔵野大学
「世界の幸せをカタチにする。」を実現する武蔵野フィールド・スタディーズ
【取組の概要】
本取組の目的は、本学のブランドステートメントである「世界の幸せをカタチにする。」を実現するため、社会のパラダイム・シフトに対応する①自
発自燃型人材、②グローバル人材、②地域貢献型人材を育成することである。そのため、４学期制を導入し、アクティブ・ラーニングの軸として、
長期学外学修プログラム「武蔵野フィールド・スタディーズ（以下、FS）」を教育課程に配置する。FSは、入学後すぐの第２学期・夏季休暇を中心
に、学生の能力や志向等に応じ、約１か月間学外で学ぶプログラムである。さらに、２年次以降は、１年次での学びや能力を昇華させるため、メイ
ンメジャー及びサブメジャーによる、専門的な長期学外学修プログラムを配置する。これにより、体系的且つ実質的な教養と専門の連続した学び
を実現する。なお、FSは、地方創生支援活動やオリパラ支援活動等、地域・社会貢献を到達目標の一つとして設定している取組も多い。

【取組のポイント】
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➢ 全学的に４学期制を導入
➢ アクティブ・ラーニングの軸として武蔵野フィールド・スタディーズを
教育課程に効果的に配置し、体系化
（Teaching method の改革）
➢ 多様なプログラムと産学協働による教育プログラムの開発・改善

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【キーワード】
「４学期制」、「アクテイブ・ラーニング（Teaching method）」、「産学協働」

【人材育成目標】
武蔵野大学では、ブランドステートメント「世界の幸せをカタチにす
る。」に基づき、全学的なディプロマ・ポリシー（学位授与の基本的な考
え方として学生が修得する能力を示したもの、以下DP）を以下のとおり
定めている。

武蔵野大学

「アクティブな知」を獲得し、創造的に思考・表現する力を備えて、世
界の課題に立ち向かう。
仏教精神を根幹として学識、情操、品性ともにすぐれた人格を養い、
一人ひとりの幸せ、世界の幸せに貢献する人材を育成します。
＜修得する能力＞
①学びの基礎力を基盤とした専門能力
②他者と自己を理解し、自発的に踏み出す力
③課題を多角的に捉え、創造的に考える力
④多様な人々のなかで、自らの考えを表現・発信する力
この全学的なDPを踏まえ、本取組では、社会のパラダイム・シフトに
対応する以下の人材を育成することを目的としている。
－ 社会のパラダイム・シフトに対応する３つの人材 －
１．自発自燃型人材
自ら課題を設定し、自ら答えを導き出し、解決に向け果敢に行動
する人材
２．グローバル人材
国際ビジネスの知識、国際社会で通用する教養、語学力を有する
人材
３．地域貢献型人材
地域を活性化・再生させるノウハウを有する人材

【教育上の課題】

FSを推進する上での課題は、①プログラムの質保証、②科目履修の
学内調整（特に第２学期）、③規模に応じた運営推進の教職協働体
制の構築、 ④FS活動先の開拓等が挙げられる。特に①プログラムの
質保証については、学外の実習前後の学修が重要であると考える。
事前学修では活動先（社会・地域）の背景や課題を学生自ら学修す
ることで「主体的な学修態度」を養う。実習では様々な体験・経験をし、
事後学修により、それらの体験・経験が全て「学び」へのきっかけとな
ることに気づかせる。そうして、それらの学びを専門の「学び」に繋げ、
さらに将来のキャリア選択に繋げることを発見させる。さらに、体験・経
験の成果や課題に対する解決案を言語化し、活動先等に発表するこ
とで、多様な人々のなかで、自らの考えを表現・発信する力を養って
いく。これらの事前事後学修を担当教員が主体的に行うことで、プログ
ラムの質を保証していく。
また、活動先とのプログラム開発会議や教員へのFS研修（シンポジ
ウム）等を実施し、プログラムの質を保証していく。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
2016年度より全学に４学期制を導入し、2017年度より長期学外学
修プログラムであるFSを本格的に開始した。2018年度のFSは、１年次
で実施したFSについては薬学部を除き必修科目として行った。学外学
修期間が実働20日間以上の長期FSは62プログラム（参加学生280
人）実施した。その他、学外学修期間が実働５日間程度の短期の学
外学修は35プログラム（参加学生1,865人）実施し、合計97プログラム
2,145名の学生が学外で学修した。また、2018年度より、地方創生支
援活動や震災復興支援活動、オリンピック・パラリンピック支援活動に
加えて、本学の建学の精神である仏教精神に通じる共生社会をテー
マにしたFSや学科の専門の学びに繋がるFSを増やし、２年次以降の学
修を主体的に取り組めるような仕掛けをプログラムに盛り込んだ。さらに、
２年次以降に実施する専門的な長期学外学修プログラムであるメイン
メジャーFSでは７プログラム50人、サブメジャーFSでは９プログラム62
人が学修した。

本取組のFSは、第２学期・夏季休暇を中心に、学生の能力や志向
等に応じて約１か月間、学外でフィールド・ワークや地域活性化支援等
の活動を行う。プログラムごとに学生が自ら課題を見つけ、その解決に
向け果敢に挑戦する本学独自の実習型教育プログラムである。2018 ＜実績・成果＞
年度は１年次で実施するFS（短期の学外学修を含む）は97プログラム、 ・全学に４学期制を導入
2,145人の学生が参加した。
・多様な長期学外学修プログラムの開発・実施
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【本取組における成果と社会へのインパクト】

・学生の高い成長実感（学生アンケート結果より）
・全学的なFDを年４回実施
・公開シンポジウム「始まりとしての学外学修～体験をカタチにする
知性と主体性を求めて～」を開催
・平成29年度学外学修プログラム事業報告書の発行

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

全学4学期制導入とアクティブ・ラーニング（Teaching methodの改革)の、2つのエンジンを軸に教育改革を加速させる。具体的には、長期学外学修プログラムと
して、①武蔵野フィールド・スタディーズ(1年生)、③サブメジャー・フィールド・スタディーズ（2年生以降）、②メインメジャー・フィールド・スタディーズ（2年生以降)を
教育課程に配置する。アクティブ・ラーニングを教育課程のメインストリームに位置付け、社会のパラダイム・シフトに対応できる人材を育成する。また、長期学
外学修プログラムは、産学協働で開発・改善を行う。

社会のパラダイム・シフト
（将来の如何なる想定外の状況にも対応できる汎用的能力の育成）

ﾎﾟｲﾝﾄ２

多様なプログラムと産学協働による教育プログラムの開発・改善

学外学修プログラム

ﾎﾟｲﾝﾄ１

アクティブ・ラーニングを教育課程に効果的に配置、体系化
※ 下表
が本事業（当該申請事業）

事例発表
Project study, Presentation, Poster session, Panel discussion

ポンチ絵

徹底した事例研究
Problem-based learning, Discussion, Debate through case study

Second step

- Off-campus - 学外学修プログラム
Field work, Volunteer, Internship

First step

- On-campus - 汎用的能力の理解と獲得
Group work, Facilitation

海外ＦＷ
国内ＦＷ

地方創生プロジェクト

Third step

ボランティア

2017年度
（実績値）

2019年度
（目標値）

長期学外学修プログラムに
参加する学生の割合

9.7%

12.9%

27.6%

学生の授業外学修時間
（11時間以上の学生の割合）

5.6%

9.1%

20.0%

学生が企画する活動数

62件

67件

68件

目標値（表を作成）

～3.11を忘れない～自分で考える防災プログラム

他、計11プログラム
農業体験実習
地場産業
体験
他、計7プログラム
芸術祭イベント運営支援
地域活性化支
魅力発信プロジェクト支援イベント企画と運営
援
他、計7プログラム
離島生活、空き家調査状況調査、
体験学習
他、計42プログラム

2015年度
（実績値）

【事業の成果】

海外サブメジャー・プログラム（計5プログラム）
国内サブメジャー・プログラム（計10プログラム）
GLPプログラム
他、計12プログラム
地方行政フィールド・ワーク
他、計2プログラム
宮城県名取市 閖上(ゆりあげ)

活動先（自治体・企業等）
ロサンゼルスイマージョンスクール、他
北海道東川町、長野県信濃町他
ゲルフ大学、カルガリー大学、他

武蔵野大学

Fourth step

サブメジャー・
プログラム

テーマⅣ

武蔵野フィールド・スタディーズ

取組の背景



 初年次での全学的な学部横断型学外学修プログラムの実施は、
学生の高い成長実感と学びへの主体的態度を涵養するもので、
社会に新しい体験的創造的大学教育のイメージを与えうる。
 官学連携による学外学修プログラムの開発・実施とそれに基づ
く地方自治体等との互恵的関係の形成は、持続可能な地域連
【今後の取組の計画】
携活動による大学の社会貢献の好例となる。また、大学知名度
今後は、2018年１月に設置した学外学修推進センターを中心として、
向上に繋がるもので、各大学への普及も期待できる。
前述した教育上の課題の解決を図りながら、全学的な特色ある取組
【本取組の質を保証する仕組み】
としてFSをさらに発展させていく。プログラムの質保証においては、201
学内実施体制については、2016年に学長直轄の組織である教育
8年度と同様に、学科の専門の学びに繋がるFSを増やし、専門の学び
改革推進会議を設置、翌年FS小委員会を設置し、FS運営に係る課
への意欲や主体的な態度を養うとともに、教職協働体制をより強化し
題や対応を議論し、より機能的且つ確実に運営する体制を整備した。
ていく。また、２年次以降に配置しているメインメジャーFSおよびサブメ
さらに2018年に学外学修推進センターを設置し、質・量ともに充実し
ジャーFSでは、より専門性の高い学外学修を行い、学生が自ら世界や
たFSの実施と、プログラムの発展的稼働を目指した体制を構築した。
地域の課題を発見し解決できる能力を身につけ、本学のブランドス
また、外部評価については、有識者会議を開催し、活動先の代表者
テートメントである「世界の幸せをカタチにする。」人材を高い次元で育
を招き、FS実施の振り返りと課題抽出、対応検討を行った。その他、
成していく。さらに対外的には、受入れ地方自治体との互恵的、発展
本事業の中間総括として「平成29年度学外学修プログラム事業報告
的は官学連携を推進する。
書」を発行し、学内外や活動先への報告、振り返りを行った。

北海道東川町役場、他
宮城県名取市、宮城県石巻市、他
鹿児島県徳之島町、長野県JAながの、他
秋田県上小阿仁村役場、他
福岡県大川市、長野県信濃町、他
西東京市、八丈島、江東区市役所、他

①４学期制導入により、 長期学外学修プログラムの推
進に加え、導入教育の充実やサマーセッション等の実
施によるグローバル化推進など、各種教育改革が加
速・実現することで、学士課程教育全体の教育効果が
最大化する。さらに、秋入学制度や高大接続教育等と
の連動により、３つのポリシーの連続性が具体化及び実
質化する。
②長期学外学修プログラムを、教職協働により組織的
に推進することで 、アクティブ・ラーニング（Teaching
methodの改革）に対する学内の共通認識が深化する。
また、本事業の取組そのものが、実践的かつ良質な
FD・SDの機会となる。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

東京工科大学

テーマⅣ

「⻑期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度〜2019年度

東京工科大学型コーオプ教育プログラムの展開：
産学協働で創り出す主体的学修の場

【取組の概要】
【取組
要】
本学は開学以来、「生活の質の向上と技術の発展に貢献する人材を育成する」という基本理念のもと実学主義教育を行ってきたが、国の政策
方針等に鑑み、長期学外学修プログラムによる主体的学修を促すことが必要と考え、2015年度に新設した工学部において、約２か月間のコー
オプ実習（有給の学外就業体験）を全学生（入学定員280名）に対し必修科目として実施している。本コーオプ教育プログラムは、事前教育、学
外就業体験、事後教育で構成される。事前教育では、主体的行動力、就業マナー、コミュニケーション能力等を身につける。就業体験では、
コーオプ実習期間の全ての開講科目をクォーター開講にし、８週間のギャップイヤー（ギャップターム）を作り、学外就業体験を行う。また事後教
育では、就業体験の振り返りやキャリア教育の推進等、主体的な学修の定着を図ることを目的とする。我が国で取組事例の少ないコーオプ教育
プログラムを実施し大学教育改革を加速させる。

【取組のポイント】
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 クォーター制を導入したことによる、約２か月に渡るコーオ
プ実習の実施
 インターンシップとは異なり、長期間企業の一員として有給
で就業する
 事前事後教育の実施

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【【キーワード】
】
「クォーター制」、「主体的学修」、「コーオプ実習」、「事前事後教育」

【人材育成目標】

東京工科大学

東京工科大学は1986年の開学以来、教育の原点である大学のあ
り方や教職員一人ひとりの判断や行動の基軸として、「生活の質の向
上と技術の発展に貢献する人材を育成する」という基本理念を掲げて
いる。また、基本理念を実現するための三つの具体的理念として
・実社会に役立つ専門の学理と技術の教育
実社会 役立 専門 学理と技術 教育
・先端的研究を介した教育とその研究成果の社会還元
・理想的な教育と研究を行うための理想的な環境整備
を掲げている。
これらの理念に基づく教育の目的は、国際的な教養、実学に基づく
専門能力、コミュニケーション能力、論理的な思考力、分析・評価能
力、問題解決力を身につけた世界に通用する人材を育成し、産業界
や社会に貢献することである。
や社会に貢献する
とである。

【教育上の課題】
本学は、実社会で活躍できる人材育成を行うため、インターンシップ
やサービスラーニングを教育課程に配置し、実社会に役立つ教育を
行ってきたが、全学生のうち履修者はごく少数に限られていた。学外
学修の教育効果をより上げるには、事前教育、事後教育と併せて、実
習期間を長くし、教育プログラムとして一層深化・加速させる必要があ
るとの課題を認識した。また、もう一つの課題として、退学率の減少対
策があった。これを改善すべく教職員が協働して、入試改革（入試科
目数の変更）や教育支援システム（入学準備ガイダンス、学修支援セ
ンター、アドバイザー制度等）など様々な取組を導入してきたが、必ず
しも十分とは言えず、社会に触れる環境を作り、異なる価値観の中で、
広い視野、高い志に気づかせ、主体的な学修の機会を増加させる必
要があると痛感していた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
2015年に開設した工学部（機械工学科、電気電子工学科、応用化
学科）では、ギャップイヤー（ギャップターム）を活用した長期学外学修
プログラム（コーオプ実習）を必修で導入する大学改革を行うことを決
意し実行している。これにより、まだ日本では根付いていない長期の
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コーオプ教育プログラム《東京工科大学型コーオプ教育プログラム》を
まず工学部で実現することを、本学における教育改革の最重要取組
と位置付けている。
本学のコーオプ教育プログラムは、海外の大学で行われている「大
学非関与型」ではなく、教育課程にしっかりと位置づけ、就業体験を
中心に事前・事後教育を含めた教育プログラムとして提供する「大学
中心に事前 事後教育を含めた教育プログラムとして提供する「大学
プログラム型」である。この事前教育では、経済社会と企業の仕組み
を学ぶとともに、演習授業でグループワーク等を行い、主体的な学修
力、行動力、コミュニケーション力を身につける。また、学外就業体験
直前の学期では、社会人としての心構えや就業マナーを学ぶとともに
自己分析と希望に基づいて就業先とのマッチングを行っている。マッ
チング後は、学外就業体験先の調査・研究を行い実習に向けた準備
を進める。学外就業体験後には、事後教育として学外就業体験の振
り返りや改善提案などをまとめ、発表を行うことで主体的学修の定着
を図り、今後の就職活動にも役立つことを期待している。
この学外就業体験を実施するために、コーオプ実習を実施する期
間（機械工学科：２年次後期、電気電子工学科・応用化学科：３年次
前期）は、ギャップイヤー（ギャップターム）を設け、セメスター制では
なくクォーター制を取り入れ、約２か月（８週間）の集中的な就業体験
と実験・演習授業を展開している。
コ オプ実習を実施した2016年度 2017年度あわせて 400名を
コーオプ実習を実施した2016年度、2017年度あわせて、400名を
超える学生が、のべ245社で実習を実施した。学生に対する教育効
果は高く、学外での就業体験を行ったことが、学生の学修意欲の向
上に大いにつながっている。

＜実績・成果＞
•
•
•
•
•

１学年280名（入学定員）が、必修で２か月間学外で実習を行
うための実施体制の構築
東京工科大学型コーオプ教育を実施するコーオプセンターの
整備
受入企業の開拓、充実
コーオプ実習を中心とした事前・事後教育の実施
コーオプ教育評価検討会による定期的な点検体制

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

＜取組の計画＞

 有給の長期学外実習を工学部の全学生が履修する必修科目
として展開している点。
 長期学外実習を経ることによって、学生の主体的学修の促進や
対人基礎力や対自己基礎力に成長がみられる点。
 教職協働に加え、学外のマンパワーも使いコーオプ教育を展開
している点は他教育機関の参考になると考えられる。
 コーオプ教育に関する情報をHP等を通じて周知、情報展開する
ことにより他の教育機関でもコーオプ実習の普及が期待される。

【本取組の質を保証する仕組み】

東京工科大学

2015年度
(起点）

長期学外学修プロ
グラムに参加する
学生 割合
学生の割合

‐
目標値（表を作成）

学生の授業外
学修時間

6時間5分

2017年度

2019年度

（実績）

（目標）

99.34%※

100%

5時間14分

6時間30分

※2017年度では2名、学外ではなく、東京工科大学内の事務局において、所定の単
位時間分の有給の就業を実施した。そのため、学外学修プログラムに参加する学生
の割合として、その2名を除いた99.34％としているが、就業体験を実施した学生は
100％となる。

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

ポンチ絵

【事業の成果】

テーマⅣ

本取組では、外部評価機関として、年に１回コーオプ教育評価検討
会を開催している。ここでは、学外の学識経験者、コーオプ実習の受
入企業、自治体・商工団体等関係者から構成される委員に対し、事
前事後教育の実施状況やコ オプ実習の実績や今後の実施計画等
前事後教育の実施状況やコーオプ実習の実績や今後の実施計画等
について説明を行ったのち意見交換が行われ、過去３回ともこれまで
の実施状況や今後の実施計画について妥当であるとの評価を受けて
いる。
また工学部の教員に対しては、月に１回開催される工学部の教授会
や教員集会（アゴラ）においてコーオプセンター長から、コーオプ教育
の進捗状況等を報告するとともに、各教員からもコーオプ実習受け入
れ企業を訪問して聴取した意見などについて報告を行い、今後の取
組の改善に向けて意見交換を行っている。



本学のコーオプ教育プログラムは、工学部機械工学科、電気電子
工学科、応用化学科の教育課程に必修科目として配置し、工学部の
特色である教育の一つとして位置付けているため、このプログラムの
継続性は担保されており、また、資金計画上も大学の予算を確保して
おり問題が無い。2018年度に工学部として初めての卒業生が出るた
め、その結果を受けて、本学のコーオプ教育プログラムを発展的に継
続していく。 2019年度以降は、工学部以外の学部のカリキュラムに
おいても、コーオプⅠ・Ⅱという科目を設置する予定で、これまでのノウ
ハウを生かし、夏期・春期休業期間を利用したコーオプ実習を他学部
でも展開する予定である。
また、学外への波及効果を目指す取組として、これまでも大学の
ホームページやパンフレットにより広く世に周知している。
ホ
ム
ジやパンフレットにより広く世に周知している。
本学コーオプ教育ホームページURL：
https://www.teu.ac.jp/gakubu/eng/coop_edu.html
これまでも他大学からの視察等を受け入れているが、今後も積極的
に受け入れる予定である。また、コーオプ教育の成果を学会において
発表することや、シンポジウムの実施を計画している。

 必修の学外就業体験を中心とす
る本取組を通じ、学生の主体的
学修を促すことで、受動的学修か
らの質的転換を加速できる。
 本取組によって、本学と連携する
地域企業等の拡大を通じ、学外
就業体験カリキュラムの他学部へ
の展開や地域企業との連携の拡
大等への波及が期待できる。

121

大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅣ

「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

浜松学院大学
リーダーシップ育成プログラムとしてのAP長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）
：事業の完成年度後を見据えた活動
【取組の概要】
本取組「DiCoResプラス」は、学事暦を変更し、長期学外学修期間を設定することによって、全学生を対象に長期フィールド・スタディを実施す
るものである。フィリピン・ダバオ市、浜松市北遠地域、東北被災地の基礎フィールドスタディに加えて、学生の主体性重視の応用フィールド・スタ
ディも実施する。本取組では、参加した長期フィールド・スタディにおける学修活動のラーニング・アウトカムの指標を明確化し、向上を重視する。
また、学修の評価基準として「社会人基礎能力」を活用した大学独自のルーブリックの構築に加え、参加学生のGPAの推移及び他の学生との差
異を測定する。さらには、参加学生、教職員に関わる全てのデータを集積・測定し、分析結果を教育・研究、学生支援、経営等に活用し教学マ
ネジメントの学内浸透を図る一方、地域課題や社会的ニーズに則した教育カリキュラムへの質的変換を実現させるものである。

【取組のポイント】
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 学修支援プログラムとしてeポートフォリオの活用
 地域の課題に向き合うアクティブ・ラーニング
 アウトプットとしての学生活動の継続・発展

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

【キーワード】
「地域課題」、「PBL型」、「アクティブ・ラーニング」、「長期学外学修」

【人材育成目標】

浜松学院大学

浜松学院大学の母体である興誠学園の建学の精神は「誠の精神」
である。2004年に開学した浜松学院大学は、中・高・大一貫教育を
目指し、付属幼稚園、付属こども園を含む総合学園の中核として、
「高潔なる倫理観に立って、他を思いやることができる真に豊かな人
間性を基礎に、変化に対応できる創造力と実践力を身につけた職業
人の育成」を受け継いでいる。
浜松学院大学は、１学部（現代コミュニケーション学部）２学科（地
域共創学科・子どもコミュニケーション学科）から構成されている。地
域共創学科では、地域社会における「共創」について、コミュニケー
ションを基礎に教育・研究し、地域のなかで実質的な役割を遂行でき
る人材を養成することを目的としており、2016年度に３専攻に再編さ
れた（地域政策専攻、観光ツーリズム専攻、グローバルコミュニケー
ション専攻）。子どもコミュニケーション学科では、時代・地域のニーズ
に応えられる教育者・保育者を養成することを目的とし、２専攻を設置
している（初等教育専攻、幼児教育・保育専攻）。

【教育上の課題】
学生の授業外学修時間や学生が企画する活動数等において2016
年度まで目標値を下回っていた。回復策として、2017年度からは、学
科によるフィールドを限定する履修制限をなくし、プログラムの選択肢
を広げた。学生企画の活動数を回復させるには、長期学外学修の基
礎プログラムのフィールドが持つ教育力向上が重要と考えている。基
礎プログラムが求心力となり学生自主企画のプログラムの活動数の増
加に寄与するからである。そのためには、基礎プログラムにおける学生
たちの活動により、地域活性化の進展が十分に可視化でき、学生たち
に、より魅力的に映るように発展させる必要がある。そのことが、学生
のフィールドに対するさらなる愛着と献身の促進や動機付けの強化が
目標値へとつながると考える。
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【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
中心になる取組について
取組の中心である北遠フィールドスタディ及びダバオ市フィールドス
タディの二つのプログラムにおいて充実を図っている。2017年度の北
遠フィールドスタディでは、年間を通じてフィールド先である浜松市所
有の遊休施設「勝坂神楽茶屋」の営業及び耕作放棄地での農作物
栽培を実現した。さらに、地域課題の取組みの一環として、児童・生徒
を対象としたスタディ・ツアーを実施した。一方、ダバオ市フィールドス
タディでは、ミンダナオ島の戒厳令によりフィールドへの派遣が延期と
なっているが、そのような現状においても、浜松とダバオ市間での関係
を深化させるICT教育の実現に努力している。
学内の実施体制について
本取組の運営主体はAP委員会であり、事業担当者（学部長）を始
め、基礎プログラムの「長期学外学修」、「事前学修」、「事後学修」の
担当教員(８人)、発展プログラムの担当教員（３人）、AP事業専門員
(２人)、学修評価委員(２人)、広報(２人)から構成され、月に１度、学
長が同席して会議を開催している。また、本取組での教学上の成果を
踏まえ、教育改革の具体的方針を取りまとめる大学企画調整室を設
置し、大学教育改革委員会の会議で協議・報告をしている。

＜実績・成果＞
学修成果の可視化については、学内や地域での成果報告会を開催
することで、引き続き普及に努力していく。学生のフィールド活動の報
告に加えて、教職員を対象として協働学修を目的としたPBL型のアク
ティブ・ラーニングの授業の作り方に関する報告を実施する。

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

本取組の運営主体はAP委員会であり、事業担当者（学部長）を始
め、基礎プログラムである「長期学外学修」、「事前学修」、「事後学
修」の担当教員(８人)、発展プログラムの担当教員（３人）、AP事業専
門員（２人)、学修評価委員（２人)、広報（２人)から構成され、月に１
度、学長が同席して会議を開催している。また、本取組での教学上の
成果を踏まえ、教育改革の具体的方針を取りまとめる大学企画調整
室を設置し、大学教育改革委員会の会議で協議・報告をしている。
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【本取組の質を保証する仕組み】



本取組の北遠フィールドスタディ及びダバオ市フィールドスタディの
実施に関する協定を継続することで、本取組の実施科目である「長
期学外学修」「事前学修」「事後学修」も引き続き実施していく。また、
本取組を継続発展させた学生団体である「やまびこチャレンジ」、「浜
松インターナショナルスクール」では、本取組の基礎プログラムを経験
した受講生が、全く異なる視点によるイノベーティブな活動を導く推進
役となっており、補助期間終了後も大学は発展を期待し、支援を継
続していく。
やまびこチャレンジ（https://www.yamabiko-nlc.org）：基礎プログ
ラム（８月）終了後から発展プログラム（２月）までの期間にフィールド
と関連した活動を牽引し、９月から12月まで勝坂神楽茶屋の営業を
継続した（１月から３月までの冬季は路面凍結により茶屋は休業）。1
0月に収穫を終えた畑についても、勝坂神楽茶屋の開業期と同時期
に草取り、土づくり、畝作りを続け、2018年度のAP事業での畑作業へ
つなぐことができた。
浜松インターナショナルスクール（https://www.his-ymis.org/）：ダ
バオ市フィールドスタディの経験者が、2016年度に浜松市内に定住
外国人の子どもを対象に浜松インターナショナルスクールを設立した。
浜松市内には、フィリピン共和国ダバオ市にルーツがある日系フィリ
ピンの子どもが多く在住している。ダバオ市フィールドスタディにおける
日系人の子どもたちや保護者との交流を通して、子どもたちの生育や
成長、その背景や現状を学んだ学生は、浜松で多文化教育の活動
を発展させている。

 高校・大学へのインパクト
本取組に関する成果報告会を開催することにより、他大学及び高
校に対して、本事業の成果を普及することができた。
首都圏の大学から、中山間地域の活性化取組に対して、地域イン
ターンシップを協働して実施したいとの提案及び視察があり、実施に
向けて協議している。
 地域・自治体へのインパクト
新聞等マスメディアによる客観性の高い視点から多く取り上げられ
た(１年間平均10件)。地域において信頼性が高い事業また取組で
あることを、広く周知する事ができた。
大学と協働を目指す自治体から、問い合わせや資料請求がある。
 海外へのインパクト
フィリピン共和国ダバオ市教育局から、大学間のアクティブ・ラーニ
ング等の共同研究の提案があり、本年度協議する予定である。
アメリカ合衆国フロリダ州立大学から、中山間地域の活性化取組
における、交換留学の提案があった。2018年12月、フロリダ州立大
学の担当者が来日し、本年度に交換留学に関する協定を締結し、
フロリダ州の州立大学から学生をフィールドに受け入れる予定である。

浜松学院大学

具体的な実施計画における指標

2015年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

長期学外学修プログラムに参加
する学生の割合

N/A

2.8%

8.6%

目標値（表を作成）
学生の授業外学修時間（週平均）

3.44時間

3.43時間

5.5時間

社会人基礎力ルーブリック評価（5
段階評価）

N/A

4.3

4.0

長期学外学修プログラムを経た学
生の成績評価〔GPA平均〕

N/A

2.67

2.8

＊1
本事業以外の各種プログラム参加

409件

1065件

700件

学生数

【本事業の実施による大学改革の加速】
・めざす学生像とその評価指標の統一的理解の促進
・全学的な教学マネジメントの浸透・強化
【本事業の実施による大学全体への影響】
・「４年間地域から離れない」をテーマに据えた特
徴的なカリキュラムの構築
・地域の課題に積極的に応える大学教育への転換

※長期学外学修プログラムに参加する学生の割合 2017年度（実績）
ダバオ市フィールドスタディについて、ミンダナオ島戒厳令発令により、実施延期。同フィールスタディ参加学生数は除く
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「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

長崎短期大学
短期大学における早期かつ長期学外学修プログラムの展開と効果
【取組の概要】
本学の人材育成の目的は地域の職を支える人材を育成することである。学年暦をクォーター制にし、２年間の学びを８つのターム（準備・導入・
実践・検証・定着・応用・発展・完成）にする。それに伴いそれぞれのタームに準ずる科目を配置する大幅なカリキュラム改革を行う。その中で学
修効果を定着させるために、実践ターム（１年次の８月～11月）を重点的に、佐世保市と連携した「Awesome Sasebo! Project」を展開し、学生
を地域に出し、地域と密着した課題解決型学外学修に取り組む。その体験学修を一過性のもので終わらせないために、それ以降のタームで学
問的な定着を図る科目を配置する。学生自身が問題発見をし、学問的に解決していく力を身に付けさせる。その取組を実現させるために、学長
のガバナンス機能を強化させ、全学体制でのカリキュラム改革を行う。それを支えるためにFD/SDを強化し、教職員の資質を向上させる。

【取組のポイント】
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長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

➢ 学事暦改革と教学改革
➢ 国内外における多様な長期学外学修プログ
ラムの展開
➢ 幅広い多様なステークホルダーからの評価
体制の確立
➢ 教職員の資質向上

【キーワード】
「カリキュラム改革」、「クォーター制度」、「地域密着型学修」

【人材育成目標】

＜実績・成果＞

本学では、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、建学
の精神に基づいて、専門の学芸を教授研究し、実際的な専門教育、
職業教育並びに幅広い教養教育を授け、地域社会の発展に寄与す
る、豊かな人間性と品格、専門的知識や技能を備えた社会人を育成
することを目的としている。

•
•
•
•

クォーター制導入による検証とカリキュラム改革
国内外における多様な長期学外学修プログラムの実施
ギャップイヤー終了後のCASEC英語テストスコアの上昇、韓国語・
中国語の検定合格率の向上
プロジェクト実習先や外部評価員を含めた全学的な成果報告会の
実施

【教育上の課題】
長崎短期大学

本学の教育目的を達成するためには、地域の人材養成に対する
ニーズと入学者の学修レディネス（※）に柔軟に対応するPDCAサイク
ルに基づく教育改革が必要である。そのため、教育課程の見直し、各
教科目の内容・方法の精査、および学生の学修・生活支援に関する
体制や方法の改善、更には教員の教育力や職員の学生支援力向上
のための研修・研究活動を推進する。
（※）学修の準備状態のことを表し、入学者の多様な知識・技能・思
考力・判断力・表現力・主体性・多様性・協働性などがどれだけ備
わっているかを意味する。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
2017年度のギャップイヤーの期間に、３か月留学に12名（カナダ３・
中国１・韓国８）、国内有給インターンシップに26名、サービスラーニ
ングに７名が参加し、多くの地域活動やボランティア活動など学外学
修プログラムに参加した。同時に、学外学修に関する全学科共通の
科目として「社会人基礎入門A（地域と大学・ASP）」を開設し、全学的
に学外学修活動の理解と推進を図っている。
また、本学が取り組む地域活動の理解を深めるための研修や、本
事業採択時からの課題であるルーブリックの作成と活用について学内
FD/SDを２回開催し、教職員の資質を着実に高めることができた。他
機関主催のFD/SDにも参加し、着実に能力向上につなげることができ
た。
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【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
■教学改革 導入したクォーター制学事暦の見直しとそれに伴うカリ
キュラム改革を行い、2018年度より新しいカリキュラムをスタートし、
事業最終年度である2019年度に新カリキュラムの完成年度を迎える。
事業終了後も継続的に長期学外学修プログラムを継続するため、改
革を継続する。
■学生の活動 この３年間で一定の活動のスタイルを確立してきた長
期学外学修プログラムであるが、事業終了までに、どのプログラムを継
続発展させるかを検討し、強化を目指す。
■学修成果の測定と分析 これまでの成果をふまえ、測定方法につ
いて、本学独自の方法を確立する。
■学外実習先・留学先との連携 長期学外学修を継続するため実習
先や留学先について再整理し、並行して新たな実習先や留学先も開
拓を進める。
■教職員の資質向上 これまでの取組で得られた実績をもとに、今後
もFD/SD活動などを通して全学的な教育改善へ反映させていく。また、
本事業採択後に開始した「授業のピアレビュー」などを通し、授業改善
に取り組む優れた教員の授業実践については、積極的に共通理解を
し、授業の改善に努め、資質の向上に努める。
■評価体制 学外のステークホルダーによる評価方法については、さ
らに充実を図る。学生からの直接的な聞き取りや保護者の声、そして
入学予定者である高校生など、幅広い聴取に努め、PDCAサイクルを
確立し社会に発信する場として、成果報告会を開催する。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 長期学外学修の早期導入で、学生に自ら学ぼうとする動機付
けを与え、学修効果を高めることができ、大学での学びの充実
が期待できる。
 有給インターンシップでの就労体験は学生の意識変化をもたら
すだけでなく、資金調達による中長期の留学を促進した。このシ
ステムは他の大学でも流用が可能である。
 企業や地域住民との新たな関わりは、教職員に意識改革をもた
らす。
 長期学外学修プログラムにおいて、オンラインを使用した学生支
援はリスク・マネジメントを行う上でより効果的であり、このシステ
ムは他大学でも流用可能である。

【本取組の質を保証する仕組み】

長崎短期大学

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

長期学外学修プログラムに参加する学生の割合

27％

69％

90％

退学率

4.6％

2.4％

3.0％

進路決定の割合

95.3％

99.6％

100.0％

12件

18件

18件

目標値（表を作成）
学生が企画する活動数

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

2015年度
（起点）

テーマⅣ

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標



本学の教育理念に基づく充実した教育課程を展開するために、一貫
性を持った三つのポリシーの下、高等学校段階で培われた「学力の三
要素」を更に発展・向上させるため、高大接続・初年次教育・教育課
程の見直しを本事業に位置づけて取り組んだ。
高大接続については、高等学校への教員の派遣、高等学校教員と
の情報交換、学生による高等学校教育の振り返りに加え、2016年度
以降は、高校生と本学学生の共同の学びの場の設定、学校見学会、
入学者選抜方法の改善に取り組んでいる。
初年次教育については、大学教育への円滑な接続、地域を知る講

座の開設に加え、入学前教育の充実・強化、地域について学ぶ機
会の拡大に取り組んでいる。
教育課程の見直しについては、大幅なカリキュラム改革を行い学
生の学修目標の達成度を判断するために、学科のディプロマ・ポリ
シーに基づくルーブリック、各学科のカリキュラム・マップ、各科目の
ルーブリックを作成した。その中で、ディプロマ・ポリシーに沿った教育
課程の中で個々の授業科目は育成能力のどの部分を担うかを担当
教員が認識し、他の授業科目と連携、関連組織的な教育を展開し
ている。
全学的な「三つのポリシー」の見直しを行い、どのような人材を輩
出するのかを共通理解し、連携して改革に取り組む組織体制を強
化した。そして、教育成果を実証的に検証し、常に改善につなげるこ
との重要性も確認することができ、教育の質保証につながった。加え
て、地域の視点を取り入れた教育の質保証の仕組みについて、
ギャップタームにおける中長期の学外学修の取組を中核に、学生が
これまでの受け身の学修から主体的に学修する仕組みを作り上げる
一連の教育体制を確立した。教学改革の達成度を専門的視点から
助言、評価してもらうために「Awesome Sasebo! Project推進委員
会」「評価委員会」を設立して、短期大学における教育の質を保証
するための検証を行い教育改革を行っている。また、学生の指導に
当たる教職員の地域連携能力をさらに向上させるために多様な国
内外の研修やFD/SDの機会を設けている。

【取組実施による大学改革の加速効果】
・クォーター制の導入により、全学的にカリキュラ
ム改革が加速され、より良い中堅人材を地方に
輩出することができる。
【事業実施による大学全体への影響】
・地域理解力があり、自ら行動でき、コミュニケー
ション能力の高い学生を全学的に育成できる。
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テーマⅣ

「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」
事業期間：2015年度～2019年度
年度

宇部工業高等専門学校
主体的に学ぶ／未来志向性に優れた／グローバル社会で生き抜く
学生の育成：クォーター制を活用した多様な学外学修プログラムの展開
【取組の概要】
産業のグローバル化や知識基盤社会の到来に対して、グローバルな視点やコミュニケーション力、リーダーシップ力を育成するため、主体的な
学びを促す機会として学外学修プログラムの拡充を目指す。クォーター制導入により学事暦の柔軟化を図り、第２クォーターと夏季休暇を組み
合わせたギャップタームを創出し、海外研修やインターンシップといった国内外での１か月以上にわたる学外学修への参加を促す。同時にクォー
ター制を活用した教育改革を進め、コンピテンシー向上を企図したカリキュラム改定を行う。また、長期学外学修の事前学習として年間を通した
地域課題解決型地域教育を展開し、エンジニアリングデザイン能力醸成とともに、社会の抱える課題を自分事として認識し、自らが獲得した知
識・技術と社会との接点や他国・他地域での解決方法との比較により視野の拡大を図る。

【取組のポイント】



テーマⅣ

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

 クォーター制の導入による学事暦改革とコンピテンシー向
上を企図した教育改革
 多様な長期学外学修プログラムの展開による主体性・未
来志向性・グローバル化対応能力の伸張
 地域課題解決型地域教育の展開によるジェネリックスキル
向上とSDGsへのアプローチ

【キーワード】
【キーワード
「学事暦改革（クォーター制）」、「国際交流」、「長期インターンシップ」、「地域課題解決型地域教育」、「教育改革」

【人材育成目標】
宇部工業高等専門学校では「あらゆる社会活動を営む上で人間及
び社会人としての倫理が全てに優先する」を基本とし、「温かい人間性
と豊かな国際性を備え、創造的目標に対して常に向上心をもって、果
敢に粘り強く努力を傾注できる人材育成」を教育理念としている。これ
を “Be human, be tough and be challenge-seeking.” という言葉で表
している。

宇部工業高等専門学校

【教育上の課題】
知識基盤社会の到来、Society5.0への進化、SDGsの教育・産業へ
の導入といった社会の変化に対応すべく、「蓄えた知識・技術を評価
する教育」から「学生が主体的に学ぶ教育」への質の転換は必須であ
る。さらに産業のグローバル化に対応可能であり、自らキャリアデザイン
を実質化できる実践的中核技術者の養成が要求される。これらの転
換を教育課程内で実現すべく、高専の強みである早期からの専門教
育を維持しつつ、初年次教育における学修への意識づけ、分野横断
的能力と汎用的能力を身につける学習機会の提供といった教育の拡
充が要求される。以上の課題を解決するため、学事暦の柔軟化を図
り、海外研修やインターンシップ等の長期学外学修への参加を促すこ
とで、社会や世界に横たわる課題を認識し、他分野・他地域のエンジ
ニアと協働しつつ課題解決を図るコンピテンシー向上を実現できる教
育改革が必要であった。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
大学教育再生加速に資するため、以下の４点を実現した。第一に、
2017年度からの全学的なクォーター制導入により、短期間での集中
的な学習による知識定着率の向上とともに、学事暦設計の柔軟化に
伴う海外研修や長期インターンシップ等の学外学修への参加を促進
できる体制を整備した。第二に長期学外学修の実質化に向けて、海
外研修プログラムの開拓・再構築、長期インターンシップ受入機関の
開拓ならびにこれらのプログラムへの参加者増へ向けた事前教育・事
後教育の充実を図った。第三に地域課題解決を指向する地域教育を
新たに展開し、エンジニアリングデザイン能力の醸成とともに、地域課
題を自分事として認識し、自らが獲得した知識・技術と社会との接点
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に気付かせる機会を創出できた。第四に上記のプログラム群を正課
科目として取り込むとともに、学科学年横断型プロジェクト学習等、協
働性を高める科目群を設定するカリキュラム改定を行った。
上記の取組の結果、長期学外学修への参加が促進され、2018年
度は長期海外研修参加者数が71名(全学生の6.4％)、長期イン
ターンシップ参加者数が44名(対象学生の18.6％)となった。また、
2017年度の地域課題解決型地域教育参加学生(23名)を対象とし
たジェネリックスキル測定の結果、協働的思考と創造的思考におい
てスコアの上昇が観察された。これらの取組・成果に関して、産業界
との共催シンポジウム、テーマⅣ採択校合同シンポジウムや全国高
専フォーラム等にて成果報告を行い、本校の取組成果を公表した。
また、本校AP事業ウェブサイト（http://www2.ube-k.ac.jp/ap4/）に
て取組内容を広く社会へ発信している。

＜実績・成果＞
•
•
•
•

クォーター制導入による長期学外学修の体制整備
長期学外学修プログラムの開発と実質化
地域課題解決型地域教育の展開とジェネリックスキル向上
クォーター制を活用した教育改革の実施

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
クォーター制の導入に伴って生じた教員の負担感に対して、複数ク
ラス同時講義実施や日常の学習活動の成績評価への反映等、教
務面での制度改定および教員の意識改革を進めていく。
海外研修に関して、従来の特任教職員等の個人の力量に頼る仕
組みから組織的システムへと転換すべく、リスクマネジメントおよびク
ライシスマネジメントを実現できるよう、FDを積み重ねていく。長期イン
ターンシップに関して、事前指導役を長期インターンシップ経験者が
担う仕組み、常勤教員を対象としたキャリアアドバイザ養成、企業側
の負担軽減を目的とした実習モデルプログラム構築を進める。
さらに、長期学外学修参加による学生の成長を評価する手法として、
パフォーマンス評価を含めたルーブリック評価を長期インターンシップ
および地域課題解決型地域教育へ拡大する。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 理工系大学・高専におけるカリキュラムと長期学外学修実施モデ
ルの整合による専門性を備えたグローバル人材の育成
 学外学修の長期化による分野横断的能力の実質化とSociety5.0
時代を生き抜ける高専卒業生・修了生の輩出
 学生・教職員双方の意識転換を促進する教育改革によるコンピ
テンシー向上

【本取組の質を保証する仕組み】

長期学外学修プログラム
（ギャップイヤー）

本取組は，「何のために学ぶのか」の答えを高専生自身が見つけ，グローバルな視点や国際的なコミュニケーション力，リーダーシッ
プ力を育成することを目的とする。学外学修のための導入教育として「地域教育」を履修した後に長期インターンシップ・海外体験プログ
ラムに参加することで，長期学外学修と地域教育の相乗効果を指向する。

主体的に学ぶ学生

社会人基礎力
コミュニケーション能力の修得

グローバル社会で生き抜く学生

英語力および
異文化適応能力の向上

主体的な学びを促す機会の拡充
４学期制を導入することで国内外での
1ヶ月以上の体験活動が可能

宇部工業高等専門学校

プログラム

長期インターンシップ
学外学修プログラムの充実

・山口県イ
県イ
ー
ッ
，宇部高
・１ヶ月以
，
研修，海外協定
修
専Ｔ＆ Ｂ（地域企業の振興協力会），海外学術
校インターンシップの海外体験プログラムを
協定 校と連携し，事前・事後
開発・実践
指導を含めた長期イン ターン
・高専機構のスケールメリットを
現実に山積する課題を地域教
シップに改編し，プログラム充
活かし多彩なプログラムを提供
育を通して認識し，長期学外
実を図る
学修の機会にそれらの課題に

ポンチ絵

対する多様な視点を得る

（２）「地域融合活動」
近隣の小中学校への教育
コンテンツの提供・放課後学
習支援活動

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

長期イン
ターンシップ

(71.8%)※①

12.7%

55%

海外体験プ
ログラム

(6.5%)※②

6.5%

9.6%

N/A

N/A

12時間

長期イン
ターンシップ

N/A

19件

20件

海外体験プ
ログラム

11件

38件

10件

目標値（表を作成）
学生の授業外学修時間

学生が企画する活
動数

（１）「地域の課題解決」
地域・老人ホーム等からの意見徴
収と課題析出を行い、工学の知識、
技術､経験を活用して課題への解決
策の設計デザインを行う

2015年度
（起点）

【事業の成果】

長期学外学修プロ
グラムに参加する
学生の割合

地域教育

地域教育の充実
地域ニーズの把握およびこれらに対する
解決策の具現化によるエンジニアリング
デザイン能力の醸成

テーマⅣ



本取組は校長、主事、留学交流室長、キャリア支援室長、事務部長
等の教職員により構成される長期学外学修プログラム推進室を中心と
した全学支援体制のもと、学術交流協定校、地元企業、NPO等の学外
機関と協働して学外学修プログラムを計画・実施している。また、年度
ごとに整理している事業報告書を質的・量的両面の客観的なエビデン
スとして蓄積し、評価・改善に活用する体制を整備している。
本取組の評価にあたり、前記の長期学外学修プログラム推進室によ
る定期的な取組点検体制に併せて、外部有識者を委員とする運営諮
問会議およびAP外部評価委員会による改善・点検体制を敷いている。

特にAP外部評価委員会は毎年度開催され、本取組の進捗状況報
告、評価指標の達成状況の評価を受けるとともに、本取組の柱である
長期インターンシップ、海外研修、地域課題解決型地域教育が抱え
る課題について意見を求め、取組内容や取組方法の改善を図ること
により、次年度以降の教育効果の向上に資することを目的としている。
本取組では学外との協働による学外学修プログラム開発を指向して
おり、他大学の先進的な取組事例調査や企業・自治体の観点から意
見聴取を進め、プログラムの設計開発・評価改善を図る必要がある。
そのような観点から、運営諮問会議およびAP外部評価委員会委員で
は高等教育の専門家、宇部市長、地元産業界、宇部市中学校長会
会長、NPO代表といった多様なメンバーを委員として委嘱し、本AP事
業から教育改革に至るまで複眼的視点から外部評価を実施した。
2018年度は、本取組から派生した短期留学生受入プログラムである
「KOSEN4.0イニシアティブ『UBE方式』」との共催による外部評価委員
会開催を計画している。さらに、本事業最終年度となる2019年度に
産業界との共催シンポジウムならびに外部評価委員会を開催し、本
取組の総括を行うことを計画している。

（３）「地域貢献活動
（ものづくり教育）」
地域企業の商品パッケージデ
ザイン，企業ウェブサイト制作な
どの協力

 主体的な学びを促し、グ
ローバル社会で活躍でき
る「創造力と実践力を持
つ人間性豊かな中核技
術者」を育成
 地域のニーズや動向を踏
まえた「地域に役立つ宇
部高専」の実現を加速

※①1～2週間の短期インターンシップに参加した学生の割合 ※②2週間以上の海外体験プログラムに参加した学生の割合
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

山形大学
卒業時における質保証の取組の強化
【取組の概要】
山形大学では、従来の教養教育を改め、カリキュラムの構成要素ごとに、目的・目標に応じた科目群で区別する「基盤教育」を2010年４月か
ら展開しており、2017年度からは、３つのポリシーに基づいた全学横断の３年一貫学士課程基盤教育として体系化し学士課程教育を再構築す
る。本事業では、この新たな基盤教育の到達度を測地するための基盤力テストを開発し、入学時、１年終了時、３年次に実施して、その結果を
ディプロマ・サプリメントとして提示することを構想している。 加えて、地域の企業、教育委員会、保護者等の多様なステークホルダーによる評価
の仕組みを構築するとともに、これまで培ってきたEM-IR、FDネットワーク“つばさ”等の知見を活用することで、卒業時における質保証の仕組みと
して完成させるものである。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢

山形大学独自の基盤力テストの実施による直接評価をはじめとした教育指標の評価により教育改善を効果的に遂行
ステークホルダー（地域企業・自治体・教育委員会・保護者）によるアドバイザリーボードが大学教育の評価と改善に積極的に関与
インターンシップやPBL、フィールドワーク等の実践型・課題解決型授業を通して、学生の主体的・協働的な学びを充実
学長主導の教学マネージメントによる全学統合的な3年一貫学士課程基盤教育を実質化し、大学全体の教育パフォーマンスを向上

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「基盤力テスト」、「ディプロマ・サプリメント」、「山形大学アライアンスネットワーク」

【人材育成目標】

山形大学

山形大学の学士課程教育では、自立した一人の人間として力強く生
き、他者を理解しともに社会を構成していく力を養う。
そのためには、健全で良識ある市民として生きるための豊かな教養
人生をどう生きるべきかという人間理解、自然環境の中で生き、社会
の内で他の多くの人々と一体となって成果を創造していくための共生
のこころ、修得した高い専門知識を具体的な事例に適用し判断・行動
する能力が必要である。
本学では、初年次の導入段階の教育から目標達成段階の教育に至
るまで、明瞭な目的・目標を持った授業科目を、学修の系統性や順
次性に配慮して学士課程教育の中に配置する。
基盤共通教育では、学問の実践に必要な基本的能力と健全な批
判精神に裏打ちされた幅広い知識、学びを応用していく上で不可欠な
豊かな人間力を身につけさせ、大学での学修及び生涯にわたる学修
への基盤となる力を養うことによって、社会に参画し運営していく良識
ある市民としての力を育むことを目的として行う。

【教育上の課題】
これまで、教育の成果測定と評価改善においては、主観的な各種ア
ンケートや各授業でのルーブリック、GP（Grade Point）を学修ポートフォ
リオ等に集積し、加算的・累積的に評価するディシプリン・ベースドなア
プローチを採用してきた。これらは、学生個人の振り返りや授業単体の
改善という点で意義があったが、学修成果の社会への提示やIRによる
教育効果の評価検証という観点からみると、客観性や定量性、暦年
変化の評価や学位プログラム間・大学間での比較といった点で課題が
ある。
そこで、これらに加え、DPにより定義された全学及び学位プログラム
ごとの能力をアセスメント・テストで測定するというアウトカム・ベースドな
アプローチの測定軸を設定し「基盤力テスト」を実施する。これにより、
本学が先駆的に取り組んできたEM-IRを活用して、入学から卒業まで
のDPの到達度や各種能力の向上を学生個人レベルだけでなく全学レ
ベルで評価検証できるようになる。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
３つのポリシーに基づく教育活動の実施として、山形大学ディプロマ
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ポリシー及び基盤共通教育の教育方針（カリキュラムポリシー）に基づ
き、それらを具体化するためのアクティブラーニング型授業として導入
科目・基幹科目を設定した。
2016年度に試行した基盤力テストの本格実施として、「学問基盤力
テスト」「実践・地域基盤力テスト」「国際基盤力テスト」の３つのテストを
2017年４月入学の１年生に実施した。また、卒業後のキャリアと基盤
力テストの結果を遅滞なく評価するため、先行して卒業直前の４年生
43名に基盤力テストを受講させた。

＜実績・成果＞
•

•

導入科目「スタートアップセミナー」（必修）では、大学での学びの
導入として情報検索・グループワーク・プレゼンテーション・レポー
ト作成の４技能について集中的に学修する内容に改善した。そこ
で学んだ内容を基幹科目「人間を考える」「山形を考える」（どち
らか選択必修）、「山形から考える」(必修)で活用するよう設定し
た。「山形から考える」は地域型授業として、全１年生の33％の
履修生がフィールドワークに参加する内容とした。
１年生入学当初、２年生進級当初に基盤力テストを実施する体
制を整えた。また、卒業直前の４年生43名に、卒業生調査の一
環として先行して基盤力テストを実施したことにより、入学時から
卒業時までの到達度情報が得られ、評価検証の基盤となった。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
従来から実施してきた各種アンケートに加えて、基盤力テスト・卒業
生調査・企業調査など、IR情報として卒業時の質保証に結びつくデー
タが出そろうことから、卒業時・卒業後のキャリア形成と入学前、入学
当初、各学年における学修履歴や活動記録等の関係を評価検証す
る。また、これまで実施してきた基盤力テストの結果等を分析し、在学
生の学修・生活指導に役立てるとともに、より精度を上げ情報の質を高
める項目の開発を行う。
上記IRのほか、出欠や学修時間といった多次元の情報を統合して評
価検証することにより、学位プログラムの教育効果の最大化を行う。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 基盤力テストの各項目と評価内容や手法、山形大学の成績分
布などを全国の大学に公開しベンチマークとしての役割を果たす。
 山形大学アライアンスネットワークでは、地域企業・自治体・教育
委員会・高校・保護者を含めたステークホルダーで構成された
協働的な外部評価体制を構築し、その活動内容や助言内容の
公開等を行う。
 在学中・卒業後の到達度やキャリアを追跡することにより、地域
や社会で必要とされる人材・活躍する人材を育成するための高
等教育の教育・評価・検証・改善のフレームワークを普及する。

【本取組の質を保証する仕組み】
山形大学は、学長主導の学士課程教育改革としてこれまで、博士
課程基盤教育機構設置による教育の全学一貫化、３つのポリシーに
基づく教育の体系化と実質化、EM-IRや基盤力テストをはじめとしたア
ウトカム・ベースドの教育検証と可視化、FD／SD活動の実質化、山形

テーマⅤ

大学アライアンスネットワークをはじめとしたステークホルダーとの協
働・評価など、大学教育改革を先導する取組を行ってきた。
これらの取組の中でも中心としてきたのが、３つのポリシーに基づく教
育の体系化と実施である。具体的には、山形大学ディプロマポリシー
及び基盤共通教育の教育方針（カリキュラムポリシー）に基づき、それ
らを具体化するためのアクティブラーニング型授業として導入科目・基
幹科目を設定した。
また、アウトカム・ベースドの教育検証と可視化の一貫として、基盤力
テストとして「学問基盤力テスト」「実践・地域基盤力テスト」「国際基盤
力テスト」の３つのテストの開発及び実施を行う。この基盤力テストを入
学当初、２年進級時、卒業時の３回にわたって実施することにより、客
観的、定量的、重層的なデータが得られ、効果的な評価検証を行うこ
とが可能となった。ほかにも、卒業生調査と企業調査を従来の５年サ
イクルから２年サイクルに短縮して2017年度〜2018年度に実施し、こ
れら調査結果と教育改革・改善の関係を分析する。
これからも、各取組におけるPDCAサイクルを回し、改革し続ける体
制が整っている。

卒業時における質
保証の取組の強化

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

95％

93.8％

98％

－

99.7％

10％

100％

100％

100％

7％

9.4％

15％

企業調査の実施率（採用企業）

26.3％

100％

35％

企業調査の実施率（未採用企業）

9.8％

100％

15％

合宿等ワークショップ型FD参加率

67％

82％

100％

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の授業外学修時間（週）

7時間

16時間

24時間

進路決定の割合

事業計画に参画する教員の割合

100％

100％

100％

就職・進学希望者の進路決定割合

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

入学満足度肯定的指標（４年次）

81％

77％

90％

1年次キャリア開発科目ののべ履修率

80％

100％

100％

早期インターンシップ参加数

28人

43人

100人

学生の成績評価（GPA)

2.77

2.76

3.00

学修成果等アンケートの実施率

70％

71.8％

90％

基盤力テストの実施率

11％

100％

100％

山形大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

質保証に関するFD・SDの参加率
卒業生追跡調査の実施率

129

大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

茨城大学
４階層質保証システム，並びに地域協働モデルによる卒業時における質保証の取組
【取組の概要】
AP事業における本学の計画は、IR（インスティテューショナル・リサーチ：データ分析等にもとづく現状把握機能）と教育改善を結合した４階層質
保証システムの構築を柱にしている。教育改善には、「教員」「学科・コース」「学部」「全学教育マネジメント組織」の４つのレベル（階層）それぞれ
での取組が不可欠である。そこで、この取組を４階層質保証システムと名付けて、学生の学修成果の可視化やそれに基づく授業・教育の点検評
価、FDミーティング・SD研修を組織的に実行するというものである。こうした多層的 PDCAサイクルを回すことによって教育の質保証を図るとともに、
「人材育成 Annual Report」による成果の発信や、本学が取り組んでいる各種地域連携事業と連動させて教育改革を加速する地域協働モデル
の構築にも取り組む計画である。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢

PDCAサイクルによる保証と一貫したエンロールメント・マネジメント
ディプロマ・ポリシー達成度に関する調査の体系化による学修成果の把握
人材育成Annual Report（学修成果ファクトブック）作成による学修成果の可視化
ルーブリックを用いた学生指導、成績評価
地域のステークホルダーと協働した 教学IR体制の強化

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「地域人材育成」、「４階層質保証システム」、「FD」、「学修成果」、「地域協働」
コミットメント・セレモニー（2018年4月［入学式］）

【人材育成目標】

茨城大学

変化の激しい21世紀において社会の変化に主体的に対応し、自ら
の将来を切り拓くことができる総合的人間力を育成することを教育目
標として、地域と世界で活躍する人材の育成を進めている。
大学においては、専門的な知識・
技能だけでなく、社会の中で学び
続ける力や環境変化に対応し、適
応する力を身につけることが社会
から期待されている。特に、地域の
ステークホルダーとの連携を強め
ながら教育改革を加速する、地域
協働モデルを構築していくことで、
目標の達成を目指す。

【教育上の課題】
ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げた教育の実現のため、入口から出口
までの学生の学修成果及び修学状況の可視化による把握や、教育の
内部質保証システムの構築が求められ、総合的な学修支援の基盤と
なる全学的な教学IRやエンロールメント・マネジメント体制を整備し、教
育及び卒業時の質保証を担保していく必要がある。それを具現化し、
学生に還元するにあたっては、教育改善に資するための体系的かつ実
質的なFD活動等が重要となる。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
① 教育３ポリシーを公表するとともに、新入生に対して「コミットメン
ト・セレモニー」「大学入門ゼミ（必修）」を実施するなど、特に自校
教育、初年次教育の充実に取り組んだ。
② 一部の学部で卒論ルーブリックの先行運用を開始し、卒業段階
でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価する仕組みの
構築に取り組んだ。
③ 学生調査の結果を基に、入学時から各学年、卒業時、卒後３年
時など連続した学修成果（DP修得度）の推移を可視化し、全学
会議等で情報共有を図るとともに、各学部等のFD実施に取り組
んだ。
④ 学外からの助言・評価機能として設置したアドバイザリーボードを、
全学部とも１回以上開催し、カリキュラムの点検を実施するなど、
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学外の多様な人材との協働による助言・評価の仕組みの構築に
取り組んだ。

＜実績・成果＞
① DPの理解度について６月に新入生調査を行った結果、入学前に
DPを知っていた新入生は1/5程度であったが、自校教育等を通
して、本学教育方針の理解度の向上を図ったところ、DPについて
理解したと回答した学生は約2/3に達しており、本学のDPを多く
の学生が把握の上、見通しをもって主体的に学習に向かう体制
が構築できた。
② 評価者と被評価者の間で達成水準が共有されるとともに、複数
の評価者間でも標準化され、客観的に評価する仕組みが構築さ
れた。十分な取組ができていない学生に対して適切な指導が可
能になった。
③ 学修成果に関する数値情報を集約し、人材育成Annual Report
として作成するための準備ができた。また、学修成果について可
視化することは、学生が学修状況を把握しやすくなるだけでなく、
教員にも履修指導上のメリットが大きく、本学の担任制度がより有
効に機能することに貢献できた。また、各学部にFD関連情報を
提供できるようになり、組織的な教育活動の改善が実施できるよ
うになった。
④ アドバイザリーボードでは、アクティブ・ラーニング科目数が適切に
配置されており、また、評価基準を同じ尺度に揃える努力がなさ
れているという評価を得た。地域社会など学外者による点検を受
けることにより、客観的な視点を取り入れ、社会との協働を一層
推進する仕組みが構築できた。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
① 2018年度から導入した情報システムにより、学修成果の可視化
を推進し、学生の自主的な学習を促進させて学習時間を一層増
加させる。
② 主要科目について成績評価基準のルーブリック化を進める。成績
評価結果を、得点の開示とともにルーブリックで開示できるかどう
かを検討し、一部の科目で導入する。
③ 学外者の協力を得て、社会のニーズを把握した結果（聞き取り調
査やアンケート、外部評価等）について、FDなどを通してカリキュラ
ムや授業内容に反映させ、学生の「社会での活躍可能性」を広げ
る。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 IRと教育改善を結合した4階層質保証システムを構築し、中規
模大学における教育の質保証システムに係る運用モデルを提
示し、卒業時の質保証として 「人材育成 Annual Report」 により
学修成果を可視化し社会に発信することによって、大学の教育
成果を地域社会へ広く示すことが期待できる。
 本学が取り組む各種地域連携事業と連動させて教育改革を加
速する、質保証に関する新しい地域協働モデルを構築すること
により、地域ニーズを踏まえた地域人材の育成に資することがで
きる。

【本取組の質を保証する仕組み】

テーマⅤ

教育活動においては、全学のDPに沿って、全ての学部・学科・コー
ス毎にそれぞれのDPを定め、学科・コース等（カリキュラム）毎の学修
目標を明確にすることから行ってきた。
見通しをもって主体的に学習に向かう姿勢を育てるため、初年次教
育の充実に取り組んでいる。また、３年次第３クォーターに必修科目を

設定しない「internship 0ff-campus Program (iOP)クォーター」を設
け、留学やインターンシップだけでなく、多様な学外学修プログラムを
整備することで、学習動機の向上を図るとともに、学修成果の可視化
によって、学生の自主的な学習を促進させて学習時間を増加させる
ことを目標として質保証に取り組んでいる。
また、本取組では、学修成果の把握を踏まえた改善を継続的に実
施するため、本取組のコアとなる４階層質保証/FD（教員－学科・
コース等－学部－全学）システムの整備を進めている。教員（授業）
レベルでは、全学部で授業の点検（概ね半期に３科目）を行い、学
科・コースレベルでは、各学年、卒業時、卒業後、就職先から見た学
修成果に関するデータを基にFDを実施している。この質保証に関する
FDミーティングはやむを得ない理由以外のすべての教員が参加する
形で進めており、成績分布や教材、授業アンケートなどのエビデンス
を持ち寄って会合を行う。これらの基準や方針については、全教職員
で認識を共有すべく全学FD・SD研修会や各学部でのFD研修会でも
説明しており、すべての教員が質保証の取組計画に参画する仕組み
の構築を推進している。

卒業時における質
保証の取組の強化
茨城大学

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

92.5%

93.5%

95.0%

12.5時間

12.6時間

14.0時間

進路決定の割合
（（就職決定者数＋進学者数）／卒業者数）

93.5%

94.8%

95.0%

｢大学教育に満足している｣学生の割合

78.5%

84.6%

90.0%

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価
（標準修業年限×1.5年内卒業率）
学生の授業外学習時間
目標値（表を作成）
（１週間当たり）
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東京外国語大学
学修成果の可視化と質保証
【取組の概要】
在学時に何を学び、卒業時にどのような知識・能力・技能を獲得することができたのか、学修成果の可視化とその質保証に向けて取り組んでいる。
１） ディプロマ・ポリシーにおいて、卒業までに身につく力として規定している「言語力」、「専門力」、「行動力・発信力」のそれぞれに関し、その達成
度を示す客観的な指標を定める。
２） 上記の達成状況を学務情報システムと連動したeポートフォリオ「TUFS Record（通称：たふれこ）」で可視化する。
３） 「TUFS Record」を通して、学生の省察を促し、自身の強みと今後の課題を明確にする。
４） 「TUFS Record」に蓄積された情報に基づき、就職活動時には「学修活動履歴書」を、卒業時には「ディプロマ・サプリメント」を発行する。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

言語能力の客観的評価（CEFR-J)の実施
専門力、行動力・発信力の指標化
企業ニーズの把握
教育活動における「TUFS Record」の活用
就職活動における「学修活動履歴書」の活用
卒業時におけるディプロマ・サプリメント（日・英両言語）の発行

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「CEFR-J」、「TUFS Record」、「振り返り」、「学修活動履歴書」、「ディプロマ・サプリメント」

【人材育成目標】

東京外国語大学

東京外国語大学は、世界の言語とそれを基底とする文化一般につ
き、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために、必
要な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地域に関する理解を深
めることを目的としている。
本学では、国際的な広い視野と優れた言語運用能力、世界の諸地
域の文化と社会に関する深い知識を備え、異文化間の相互理解に寄
与し、日本と世界を結ぶ人材、地球的課題に取り組むことのできる人
材の養成を目指している。
こうした人材養成目標を踏まえて、本事業において「言語力」、「専門
力」、「行動力・発信力」に関する達成度を示す客観的な指標を定め、
教育効果の検証と教育改善を行う。

【教育上の課題】

学生向け「TUFS Record」活用案内パンフレット

「学修活動履歴書とディプロマ・サプリメントの二段階方式」
１年次からの学修活動が記録された「TUFS Record」は、学修成
果として「学修活動履歴書」と「ディプロマ・サプリメント」に反映される。
「学修活動履歴書」はOB・OG訪問や就職活動での活用を想定し、
企業を対象に実施したアンケート調査結果を踏まえ、企業ニーズの
高い項目を中心に記載がなされている。
一方で、「ディプロマ・サプリメント」は学修成果とその質を分かりや
すく、比較可能なツールで示す公的な証書として、卒業時に日本
語・英語の両言語で発行する。

＜実績・成果＞
•
•
•
•

言語能力の客観的評価の定着
在学生に向けて「TUFS Record」に関する説明会を開催
就職活動での活用を目的とした「学修活動履歴書」の配付
日々の記録の入力と振り返りの習慣化

本学において、学生が学ぶ専門分野は多様であり、修得した言語能
力にも差がある。また留学を含む学外での学修履歴は成績証明書な
どに十分に反映されていなかった状況を踏まえ、ポリシーにそった教
育が、どのように学生の達成度の向上につながっているのか、評価・ 【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
分析し、提示することが課題として位置づいてきた。
１．教育活動における「TUFS Record」の活用
そこで、ディプロマ・ポリシーにおいて、卒業までに身につく力として規
「TUFS Record」の教育活動における効果的な活用方法・場面に関
定している「言語力」、「専門力」、「行動力・発信力」のそれぞれに関し、
して検討を重ね、学生の成長・変容につなげる。
その達成度を示す客観的な指標を定め、達成状況が可視化されるよ
う、仕組みづくりに取り組んできた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜これまでの取組＞
「CEFR-J 評価の実施」
本学ではヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に準拠した評価システ
ムの開発を進め、CEFR-J基準を策定した。2017年度には本学27の
専攻言語において全１～３年次生を対象に、評価を実施した。
「TUFS Recordの導入」
学内外の多様な学修活動を記録するシステム「TUFS Record」を導
入した。「TUFS Record」を通して、学生は自身の日々の成長過程を
振り返り、課題を見つけることができる仕組みを整えた。

２．卒業時におけるディプ
ロマ・サプリメントの発行
2018年度卒業予定者を
対象に、ディプロマ・サプリメ
ント（日本語版と英語版の２
種）を発行する。在学中の多
様な学修成果のうち、大学
側が管理・把握している情
報が記載される。

「ディプロマ・サプリメント」の見本（英語版）
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【本取組における成果と社会へのインパクト】
 CEFR-J基準については、学内での評価の実施蓄積が進み、言
語能力の達成度が可視化されることの教育活動上の意義が確
認されている。今後は、 CEFR-J基準が言語教育のスタンダード
として、外大連合を中心に、学外でも普及が期待できる。
 既にヨーロッパで活用が進む、学生が取得した「学位・資格の制
度的位置づけ」を説明するための公的証書「ディプロマ・サプリメ
ント」を、卒業時に、日本語・英語の両言語で発行する。ヨーロッ
パの書式に準拠した「ディプロマ・サプリメント」の発行は、国際通
用性を担保した質保証の試みであり、他大学においても流用可
能である。

【本取組の質を保証する仕組み】
「言語力」、「専門力」、「行動力・発信力」のそれぞれに関し、客観
的な指標を定め、達成度を可視化する仕組みを整えた。

―行動力・発信力：学生の留学履歴やボランティア、インターンシップ
の活動歴を可視化するため、各部局それぞれが把握していたデータ
を「TUFS Record」上で一元的に管理できるよう、学内の体制を整え
た。さらにその成果が国際社会に向けて分かりやすい説明となってい
るか、英語化にあたっては表現や書式の検討を重ね、「学修活動履
歴書」及び「ディプロマ・サプリメント」に掲載する形式も整えた。また１
年次学生より社会人力外部試験の受検を進め、学生の社会人力の
形成について、入学時から卒業前（３年次）までの追跡を開始した。

これらの取組によって、卒業時に発行するディプロマ・サプリメントに
おいて必要な情報が提供される。学生が取得した学位・資格の制度
的位置づけを説明するための証書「ディプロマ・サプリメント」は、EUで
広く普及が進む書式に準拠し、日・英両言語で発行する。学位・資格
の国際的通用性が担保されることを通して、本学卒業生の国境を越
えた移動を支援する仕組みと体制を構築する。

テーマⅤ

―言語力：専攻言語として教授される27言語に関し、ヨーロッパ言語
共通参照枠（CEFR）をもとに本学独自の成果指標としてCEFR-J基準
を定め、それによる評価を導入する準備を進めた。2017年度には、
全１～３年次学生を対象に、各専攻言語に対するCEFR-Jによる評
価を実施した。これにより言語能力の客観的評価の定着が進んだ。

―専門力：学生が選択し重点的に学んでいる専門分野の履修状況
を可視化するため、全開講科目に科目名・専門分野を示す５区分７
桁からなるAPコードを振り、その操作により履修状況と達成度（専門
力GPA）を可視化する準備を整えた。学生は常時、「TUFS Record」
上で自身の専門力を確認することができる。体系だった履修ができて
いるのか、振り返ることを通じて、今後の履修計画に活用することにつ
ながっている。

卒業時における質
保証の取組の強化
東京外国語大学

ポンチ絵
本事業の実施により期待される成果
・本学卒業生への「質保証」の実現
・3ポリシーを柱にした教育の点検体制構築
・本学の「多言語グローバル人材」養成力の向上
・多言語の語学力指標の利用支援
・学生「質保証」基準の社会への提示

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価（GPA）
学生の授業外学修時間
進路決定の割合
事業計画に参画する教員の割合
質保証に関するFD・SDの参加率
卒業生追跡調査の実施率
「大学教育に満足している」学生の割合
言語能力の被判定者の割合
社会人力外部試験の受検者率
企業アンケート調査実施数

目標値（表を作成）

2016年度
（起点）
2.5
6.5時間
93.1%
100%
76.1%
20.1%
70%
11.6%
1.6％
50件

2017年度
（実績）
2.6
7.1時間
93.8%
100%
81.3%
22.4%
71.6%
73.5%
23.6%
74件

2019年度
（目標）
2.7
14時間
100%
100%
95%
80%
85%
100%
50%
60件
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「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度〜2019年度

高知大学
質保証の基盤構築に向けた「地域協働による教育」の多面的評価指標の実践的検証
【取組の概要】
【取組
要】
本取組は、地域協働による教育の展開と、それによる学生の能力の育成を中心に、①教育改革に向けた教職員の意識改革、②ディプロマ・ポ
リシーに基づいた多面的評価指標の開発、③地域と社会と協働した学生の成長の検証、の３本の柱で、教育の質保証のための仕組みの構築を
目指すものである。ディプロマ・ポリシーに沿って10＋１の能力（10の具体的能力＋統合・働きかけの力）の定義付け及び明確化を行い、学生を
多面的に評価し、学修ポートフォリオを用いて学修活動を可視化することで、出口を見据えた学生の能力育成を行う。また、これらの結果を用い
た学生面談体制の整備や、教職員の意識改革のための授業公開週間（FD・SDウィーク）を実施するとともに、こうした活動全体を可視化すること
で、卒業時までの教育の質保証を行う仕組みを構築する。

【取組のポイント】
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ルーブリックを用いた多面的評価指標の開発・実施・検証
学修ポートフォリオによる学修成果の可視化
学生面談及びリフレクション・セメスターの実施
ディプロマ・サプリメントの発行
FD・SDウィーク（授業公開週間）による教職員間の教育活
動の共有化

学修ポ
学修ポートフォリオ
オ
学生モニターミーティング

卒業時における質
保証の取組の強化

FD・SDウィーク（授業公開週間）

【【キーワード】
】
「地域協働による教育」、「多面的評価」、「意識改革」

【人材育成目標】

高知大学

総合的教養教育の実現により、各学部・学科等のディプロマ・ポリ
シーに従いそれぞれの専門性を身に付けるとともに、分野を横断した
幅広い知識・考え方等が学生自身の内部で統合され、世の中に働き
かける汎用的な能力にできる人材の育成を目標とする。
また高知県にある唯一の国立大学であることを意識し、とりわけ、地
域、海洋、防災、医療に関する学際的な教育を本学の特色と位置づ
け、グローバルに通用する知識・考え方を教授するとともに地域での
実践活動を通じ地域の発展に貢献できる人材育成を目指した「地域
協働」による教育を実施する。

【教育上の課題】
中期目標・中期計画第２期に掲げた総合的教養教育を推進するた
めに教育力向上３か年計画を２期にわたって継続し、１年次の課題探
求実践セミナー（PBL型授業）を全学必修とする等総合的教養教育を
展開してきた。しかしながら取組は十分とは言えない状況であり、
2016年度に実施した３年生を対象とする外部の客観テストにおいて
は、対人に関わるコンピテンシーが弱いことが明らかになった。また、
第２期の当初においては「統合・働きかけ」をディプロマ・ポリシーとして
掲げておらず、この理念が教員間で十分に共有されていなかった課題
も見えてきた そこで本事業において コンピテンシ （10＋１の能力）
も見えてきた。そこで本事業において、コンピテンシー（10＋１の能力）
が卒業段階でどれだけ身に付いたのかを、多面的に評価する仕組み
の構築を行い、教育の質保証を推進していく。

③

学外者を含む多面的評価指標開発研究会を開催し、セルフアセ
スメント試行モデルの評価・改良を行い、2018年度入学生から実
施した。
④ 外部の客観テストと学修行動調査を実施し、分析・報告を行った。
⑤ 卒業生及び卒業生就職先調査を実施し、複数年度の結果を用
いて分析・検討を行った。
（２）教育改革「高知大学の教育力向上計画」を再生し加速させる“教
員のファシリテーション力向上”のために、以下の取組を行った。
① 学外の人材と大学が協働してアクティブラーニングや授業評価の
開発を行い、そのための教室整備を行った。
② FD・SDウィーク、外部講師によるワークショップ及び高大接続の視
点からの高等学校教員への公開授業と授業協議会を開催した。
③ リフレクション・セメスターにおいて、形成的評価をアドバイザー教
員と学生が共有していくために、学生面談に関わるFDを開催した。
各評価の体系図

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
（１）「地域協働」を核とした能動的学修モデルの多面的評価指標の
開発・実践を促進させるために、以下の取組を行った。
① 学生の視点からわかりやすく学修成果を可視化できる仕組みを
構築するために、学修ポートフォリオの運用を開始し、成績評価
分布表示システム、多面的評価、ポートフォリオサマリーの可視
化を行った。また、これに基づいた学生面談を実施し、形成的
評価を行う体制を構築した。
② ディプロマ・ポリシーに沿って10＋1の能力の評価指標を作成し、
評価科目の選定を行った。
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＜実績・成果＞
•
•
•
•

各評価の位置付け・役割を明確にし、入学から卒業後までの評
価を体系化した
多面的評価指標を開発することで、ディプロマ・ポリシー達成度等
の検証データを取ることが可能となった
学修ポートフォリオにより学修成果を可視化することができた
FD・SDウィークにより教職員間の教育活動の共有化が図れた

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組の質を保証する仕組み】

「①教育改革に向けた教職員の意識改革」では、全教職員参加型
のFD・SD ウィーク（授業公開週間）を引き続き実施し、Webシステム内
に蓄積されたデータを基に、教育改革に向けた意識改革に有用となる
分析検証を行っていく。また、教職員プラットフォーム上のFD・SDコンテ
ンツを増やし 意識改革を促進する 「②ディプロマ ポリシ に基づい
ンツを増やし、意識改革を促進する。「②ディプロマ・ポリシーに基づい
た多面的評価指標の開発」では、開発した指標を他のデータと照らし
合わせながら、その指標について検証と検討を重ねていく。また、ディ
プロマ・サプリメントの開発を行い、学修成果の可視化と質保証を進め
ていく 。「③地域と社会と協働した学生の成長の検証」では、調査で得
られた定性的なデータから定量的な調査を実施し、在学時のデータ等
と紐づけ、分析検証を深めていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

卒業時における質
保証の取組の強化

学生の成績評価
（GPA平均）

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.20

2.24

2.20

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）

6.0時間

14.0時間

12.0時間

進路決定の割合（（就職決定者数
＋進学者数）／卒業者数）

90.0％

91.0％

93.0％

事業計画に参画する教員の割合
（参画教員数／在籍教員数）

73.0％

75.3％

80.0％

目標値（表を作成）

高知大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

テーマⅤ

 本学が開発した学修ポートフォリオ及び学生が身に付けるべき能
力を示したルーブリック評価指標は、学修成果を可視化するため
のツールとして広く流用可能であり、シンポジウム、ポスター発表
等で評価を得ている。
 目標設定と振り返りのための個別面談の実施は、学生支援の強
化モデルとして、シンポジウム等を用いて他機関へ発信している。

取組全体及びその成果と課題を可視化できる体制を構築するため、
中心拠点として、理事（教育・国際担当）兼副学長を本部長、各学部
長を委員とする「大学教育再生加速プログラム事業実施本部」を設置
している。また、その直下に学生・教育支援機構の各センターから選出
された委員等で構成する「大学教育再生加速プログラム事業推進委
員会」を設置している。そして各学部には、本取組を推進するための委
員会「教育ファシリテーション委員会」を設置し、全学一体となって本事
業の各種取組の企画・推進、連絡・調整を行うことができる体制を整
備している。
本取組の評価体制として、学内評価体制と外部評価体制の２つを構
築している。学内評価体制は、大学教育創造センターの教育評価ユ
ニットが担っており、本事業の取組で得られた情報とその周辺にある学
務情報を連携させ 本取組の検証を定期的・恒常的に行っていくことと
務情報を連携させ、本取組の検証を定期的
恒常的に行っていくことと
している。外部評価体制は、入口（高大接続）から出口（大社接続）ま
でを評価すること、また、本取組の実施状況や成果に関して適切性や
達成状況を客観的・総体的に検証することを意識し、委員を企業等関
係者、本学の卒業生及び高等教育機関の有識者等で構成している。

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

質保証に関するFD・SDの参加率
（参加教職員数／在籍教職員数）

58.0％

76.1％

70.0％

卒業生追跡調査の実施率
（調査回答者数／卒業者数）

12.0％

13.8％

20.0％

授業満足度アンケートを実施してい
る学生の割合

60.0％

70.6％

65.0％

具体的な実施計画における指標
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

鹿屋体育大学
体育系大学における学修成果の可視化と卒業時における質保証の取組の強化
【取組の概要】
本取組は、本学の教育ミッションである「スポーツ・武道及び体育・健康づくりにおける実践的かつ創造的で市民性、国際性を備えたリーダーを
育てる」ために、教育企画・評価室を柱に「卒業時における質保証の取組の強化」を全学的に行うものである。特に、ディプロマ・ポリシーを担保す
る「多様なスポーツリーダーとしての自覚と実践的なスポーツ指導力の養成」と「段階的かつ継続的なライフ・キャリアデザイン力と社会人基礎力
（汎用的能力）の養成」の状況を、学修行動や学修成果の可視化から確認し、継続的に教育改善が行える教学システムを確立することを目指
している。さらに、「スポーツ指導者の基礎的な資質を評価するテスト（理想的な指導者を基本としたプロフィール型テスト）」を開発し、スポーツ指
導者養成団体や大学等において広く活用されることを目指す。
【卒業時の質保証のための学修成果の可視化と学修改善の取組の概要】

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢ 科目群毎に加え、ディプロマ・ポリシー （DP）で目指す12の資質・能力別
の修得度を授業の成績評価（GPA）を活用して可視化する。
➢ 「汎用的能力」はPROGテストで、「スポーツ指導力」はプロフィール型テス
ト: SCCOTで、「学修行動」は授業振り返りアンケートで可視化する。
➢ 「学修ポートフォリオ（NIFSpass)」を構築し、運用する。
➢ 教育改善に向けた教学マネジメント機能を強化する。

ディプロマ・ポリシー（DP）
汎⽤的能⼒
（PROGテスト）

12の資質・能⼒

スポーツ指導⼒
（SCCOT）

資質能⼒別GPA+科⽬群GPA
授業振り返りアンケート(科⽬毎）

卒業時における質
保証の取組の強化

学修ポートフォリオ（NIFSpass)

【キーワード】

「学修成果等の可視化」、「学修ポートフォリオ」、「教学マネジメント機能の強化」、「プロフィール型テスト（SCCOT）」

【人材育成目標】
鹿屋体育大学では、教育理念として、学生ひとりひとりを大切にし、ス
ポーツ・武道及び身体運動を基盤とした理論と実践の往還による教育
を通じて豊かな教養と専門的能力を授け、スポーツ・武道における学
術・文化の発展と国民の体力・健康増進に貢献し、もって健全で明るく
活力に満ちた社会の形成に寄与できる実践的かつ創造的で市民性、
国際性を備えたリーダーを養成することを目指している。これに沿って
DP、教育目標、カリキュラム・ポリシー（CP）及びアドミッション・ポリシー
（AP）を整備し、人材育成を展開している。

鹿屋体育大学

【教育上の課題】
本学は、大学教育改革の取組として、DP ・CP・AP等の整備を進めて
きた。しかし、DPで目指す「実践的なスポーツ指導力」と「社会人基礎
力（汎用的能力）」が卒業時までにどの程度身についているかなど、学
修成果や学修行動の可視化について体系的に十分行えていなかった。
さらに、これらの専門的及び汎用的な資質・能力を可視化し、可視化
した情報を活用し、学修や教育改善を進める環境作りも不十分であっ
た。
そこで、本取組では学修成果等の可視化、学修や教育改善を推し
進める教学マネジメント機能の強化と環境整備を図り、本学が目指す
人材育成、卒業時の質保証を目指す。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
卒業時の質保証に向け、DPで目指す「実践的なスポーツ指導力」と
「汎用的能力」に関する学修成果の可視化と学生による学修の振り返
り・改善を行う仕組み「学修ポートフォリオ（NIFSpass)」を構築した。
学修成果の可視化と振り返り・改善は、２つの方式で行うこととした。
一つは、学期ごとに授業の成績評価（GPA)を活用して科目群毎やDP
で目指す12の資質・能力別の修得度を可視化して行う方式とした。も
う一つは、入学時と３年次後期に「スポーツ指導力」をSCCOTにおい
て、「汎用的能力」をPROGテストにおいて、達成度を可視化した。なお、
ス ポー ツ指 導 力 の可 視化 の ため に 、本 取組 では SCCOT （ Sports
Coaching Competency Test）を開発した。
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全 学 的な学 修 や教 育
改善を強く推し進めるた
めに、大学の運営企画等
を検討する「運営企画会
議」に教育企画・評価室
長を参画できるようにした。
右図は「学修ポートフォ
リオ」を示したものである。
授業の成績評価による科
目群とDPで目指す12の
資質・能力別の修得度と
学生が記入した振り返り・
改善策が表示されている。
（学習支援システムへの機能追加により実現）

＜実績・成果＞
•
•
•
•

「授業の成績評価によるDPで目指す12の資質・能力等の修得度」、
「汎用的能力」、「スポーツ指導力」の学修成果の可視化
「学修ポートフォリオ（NIFSpass)」の構築と運用
「スポーツ指導力テスト（SCCOT）」の開発
「授業振り返りアンケート」を活用した教育改善の導入

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
課外活動を含めた学生の学修成果の可視化、学修ポートフォリオに
よる学生の学修改善行動の充実・定着を図る。また、学修改善に対
する小クラス及びゼミナール指導教員の支援体制を整備する。加え
て、学修成果等の可視化情報を活用した教育改善のための分析・評
価を充実させるとともに、教育改善サイクルを定着させる。
また、卒業時に学生の学修成果を総括する「卒業時学修到達レ
ポート（仮称）」を作成・配布する。
なお、教育改革の進捗状況を学外へ情報発信するため、ホーム
ページで定期的に掲載する。最終年度には、これまでの取組と成果、
今後の改善点を報告書にまとめ、情報発信する。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【本取組の質を保証する仕組み】

•

•

•

授業の成績評価とDPで目指す資質・能力を紐付け可視化するこ
とで、教育と学修を密接に往還させ、学修・教育の改善を円滑に
図ることが出来る。
SCCOTの普及により、スポーツ指導者の資質・能力の可視化（下
図）、さらには、倫理観のある（暴力・体罰等を行わない）スポーツ
指導者の研修や養成が可能となる。
スポーツコーチング・コンピテンシーテスト（SCCOT） 個人結果報告
所属組織名：

●●ベースボール ▼▼道場

氏名：

●●▼▼ さん

＜この報告書の読み方＞

専⾨知識⼒（5点）

コンピテンシー要素の更なる伸長や克服を考える際には、詳細要素のスコアを参考にしてください。日々の指導体験の中で、詳細
要素の内容に意識して取り組むことが、コンピテンシーを効果的に変化させます。

スポーツコーチング・コンピテンシーテスト（以下、SCCOT）
は、2013年に発表された（「スポーツ指導者の資質能⼒向上のた
めの有識者会議報告書」平成25年7⽉）において⽰された、新しい
時代にふさわしいスポーツ指導者の資質や能⼒を客観的に評価す
るために開発されたものです。

7
6
5

領域

まず、「 （ １ ） コ ン ピ テ ン シ ー全体傾向」 で、あなたのコンピ
テンシーにおける得意・不得意の傾向を把握して下さい。各領域
の⽔準は１~７で表⽰されています。３つの領域の⽔準が全体的に
低い場合や、⼤きくバランスが崩れている場合は、領域を定めて
改善を⽬指します。

4
3
2
1

専
門
知
識
力

その場合の参考になるのが、「 （ ２ ） コ ン ピ テ ン シ ー要素別傾
向」 です。領域の改善を測るには、１）得意要素を更に伸ばす、
２）不得意要素を克服する の２つの⽅法が考えられます。要素の
⽔準は１~７で⽰されており、ベンチマークとなるグループ平均と
⽐較しながら開発する要素を定めます。

0

1

健康に関わる科学的知識

安全管理の知識や、運動継続に必要となる健康的な
心身を育むための基礎的知識があること

1.0

0.0

0.0

2

正しい情報の収集・選択

多くの情報の中から本当に必要な情報や正しい情報
を収集・選択すること

1.0

1.0

1.0

3

状況に応じた情報の選択

指導する相手や指導するタイミング・場に即して、
適切な情報を選択すること

1.0

1.0

1.0

4

媒介学習（フォーマル・ノン
フォーマル学習）

フォーマル学習（教育機関やテキスト等の学習目標
に沿った学び）と、ノンフォーマル学習（学習目標
に沿った知識以外を学ぶこと）を継続すること

1.0

1.0

0.0

5

非媒介学習（インフォーマル
学習）

インフォーマル学習（教育機関やテキスト等の学習
の場以外の日常生活を通した学習のこと）を通じ
て、思考し続けること

1.0

0.0

0.0

6

選択肢の提示

一定のルール・制限を設けた上で、プレーヤーに選
択肢を与えること

1.0

1.0

0.0

7

根拠の提示

プレーヤーが選択肢を選ぶことができるように、課
題やルールの根拠を提供すること

1.0

1.0

0.0

8

多様性の承認

多様なプレーヤーの声に耳を傾け、自分と異なる意
見を許容して尊重すること

1.0

1.0

0.0

9

主体的な行動機会の提供

教え過ぎに注意し、プレーヤーの主体的な行動や気
付きを尊重しながら、その機会を提供すること

1.0

1.0

1.0

10

主体的判断の許容

コーチの一方的な考えを押し付けず、プレーヤーの
行動の良い点や工夫・努力している点に目を向け、
プレーヤーの主体的判断が行えるようにすること

1.0

1.0

0.0

11

制御行動の回避

プレーヤーに自分の考えやルールを押し付けず、意
見や考えの違いを丁寧に調整すること

1.0

1.0

1.0

12

プレーヤーの自我関与の回避

他人との比較ではなく、プレーヤー自身の課題や体
調の変化等に目を向けさせる支援を行うこと

1.0

1.0

0.0

13

有形の報酬の回避

プレーヤーの望ましい行動を引き出すために、報酬
や食事等の外的報酬ではなく、内発的動機づけを高
める課題設定を行うこと

1.0

1.0

0.0

14

制御的フィードバックの回避

コーチの期待する行動へと方向づけるのではなく、
プレーヤーの自律性や主体性を優先すること

1.0

1.0

0.0

過度な個人制御の回避

コーチの理想や期待よりも、プレーヤーのニーズや
目的を尊重すること

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

「（ ３ ） コ ン ピ テ ン シ ー詳細要素傾向」には、各要素を構成す
る詳細要素の充⾜度が３段階で⽰されています。コンピテンシー
は実際の経験を通じて開発・定着が進みます。不⾜気味の詳細要
素を改善させるためには、⽇々の指導体験の中で、如何にその内
容を意識して取り組むかが鍵となります。

対他者⼒（4点）

自
律
性
支
援
行
動
力

比較対象となるグループ平均と比較して、更に伸長させる得意要素、克服すべき不得意要素を確認してください。
No.

1

専
門
知
識
力

2

3

要素

スポーツ科学の
知識力

情報収集・選択力

要素内容

プレーヤーの安全管理や運動継続
に必要となる健康的な心身を育む
ための基礎的知識があること
プレーヤーに必要な情報を発達段
階や状況に応じて収集・選択し、
適切な解釈を加えて分かりやすく
提供する知識のこと
種目を限定しない幅広い情報収
集、アイデアの記録、迅速なトラ

学習に関する知識力 イ&エラーの反復等の学習に関す

あなた

グループ平均

●

■

3

6

4

1

2

3

4

5

6

対
他
者
力

7

5.0
自
律
性
制
御
行
動
力

4.8

対
自
己
力

5

6

7

5

自律性制御行動力

プレーヤーの状況にあわせて、介
入するのか、見守るのかを調節
し、より望ましいプレーヤーの主
体的行動を引き出すこと

4

自己認識力

コーチ自身がプレーヤーの健康的
な心身を育むことを軸にしなが
ら、時代に合わせた指導方法の見
直しとコーチング力の向上に努め
ること

省察力

コーチとしての役割や使命を自ら
認識し、競技力だけでなく、プ
レーヤーの成長支援の方法につい
ても探求し続けること

自律性支援行動力

自
己
認
識
力

4.7

17

自我関与促進の回避

4.8

省
察
力

0.0

1.0

1.0

1.0

条件つき報酬の回避

19

先入観の把握

自分のものの見方が、先入観に捉われていないか常
に内省すること

1.0

1.0

0.0

20

運動・指導経験の振り返り

自分が受けてきた教育やスポーツ指導等を俯瞰し、
それに縛られることなく、理想の指導を行うこと

1.0

1.0

0.0

21

出来事の把握

1.0

1.0

0.0

22

役割認識

1.0

0.0

0.0

23

課題設定

自分自身やスタッフと共同して、プレーヤーやチー
ムの問題を発見し、課題を設定すること

1.0

1.0

0.0

24

戦略生成

事象を分析し、時間的コストを考慮しながらエビデ
ンスに基づいた戦略を立てること

1.0

1.0

0.0

試行

試合だけでなく、様々な場面や状況下でもトライ&エ
ラーを繰り返して、実地もしくは仮想的に試すこと

1.0

0.0

0.0

評価

プレーヤーの課題分析のための評価とトレーニング
計画の評価を定期的に行い、現状把握をしっかりと
行うこと

1.0

1.0

0.0

4.7
26

プレーヤーの行動やチーム内での影響度合、プレー
ヤー・スタッフなどとの対話内容、調整内容やプ
レーヤーとの関係性などの出来事を的確に把握する
こと
プレーヤーのリーダーシップを促進し、スポーツに
ひたむきに関わることを通じて、社会に貢献する人
間に育てるという観点を持って指導すること

※�スコアの欄がブランクの場合は、無回答が多く値が計算できなかったことを表しています。

（SCCOTの結果として学生に返却されるプロフィールシート）

•

鹿屋体育大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の授業外学修時間(1週間あたり)

5.2h(4.5h)

2.8h

8.0h

学生の成績評価(GPA平均)

2.58

2.62

2.70

97%

90%

90%

学修到達度調査の実施率(汎用的能力)

48%

79.8%

100%

87.7%

93%

90%以上

学修到達度調査の実施率(スポーツ指導力)

25%

60%

100%

0%

81.8%

95%

質保証に関するFD・SDの参加率

97%

90%

90%

92.5%

96.9%

95%

卒業生追跡調査の実施率

0%

18.3%

20%

目標値（表を作成）

事業計画に参画する教員の割合

「大学教育に満足している」学生の割合
学修ポートフォリオの利用率
進路決定の割合

具体的な実施計画における指標

卒業時における質
保証の取組の強化

※�
スコアの欄がブランクの場合は、無回答が多く値が計算できなかったことを表しています。

0.0

18

25

4

1.0

プレーヤーの競技力や期待の程度によって指導にか
ける労力や称賛等に差をつけず、別け隔てなく内発
的動機づけを促すこと

4.7
対
自
己
力

4

脅迫的な振る舞いの回避

コーチが望むことを行わせるために、プレーヤーを
怒鳴りつけたり、屈辱的な言葉で個人攻撃するよう
なことはしないこと。また、過度な忠誠を求めない
こと
プレーヤー同士を露骨に比較して競争を煽るような
ことはせず、多様性の理解や個々人の人間性、技能
の向上に目を向けさせること

•

テーマⅤ

対
他
者
力

プレーヤーの成果に対して適切な
評価・対応を行い、プレーヤーの
主体的な行動判断を促すこと

16

4.7

る知識のこと

4

15

詳細要素内容

充足

No.

関
す学
力る習
知に
識

詳細要素

不足

要素
の ツ ス
力 知 科 ポ
識 学

収
集
情
力 ・
報
選
択

（２） コンピテンシー要素別傾向
領域

AB2 0 1 8 1 1 3 4 C

（３） コンピテンシー詳細要素傾向

自分の得意・不得意の領域を確認し、大きくバランスが崩れている場合には改善を目指します。

対⾃⼰⼒（4点）

•

報告書出力日: 2018/12/10

個人コード/ 学籍番号：

（１） コンピテンシー全体傾向

学修成果の可視化における客観性担保のために、汎用的能力は
外部テスト（リアセック社のPROGテスト）を活用している。また、ス
ポーツ指導力テスト（SCCOT)は、テスト開発業者（リアセック社）と
外部評価委員とも協力し、1,000人以上の基礎調査（スポーツ指
導関係者：約500人、体育専攻学生約500人）により開発を行い、
そのテストの妥当性・信頼性を担保している。
授業の成績評価を活用したDPで目指す12の資質・能力別の修得
度の可視化では、授業科目と資質・能力との対応関係について授
業担当者との合議により設定を行った。さらに、「授業振り返りアン
ケート」を活用し、学生の修得要素を確認し、授業科目と資質・能
力の対応関係の調整や授業改善を図ることとしている。
卒業生（卒後３年、10年の者を対象とする）アンケート調査を毎年
実施し、大学教育の短・長期的な教育効果や満足度、さらに改善
点を確認し、教育改善が行えるようにしている。今後は、就職先等
への調査も予定している。
本取組の評価は、専門知識を有した大学教員やスポーツ指導者
養成団体関係者、及び必修科目「スポーツ指導実習」の実習先の
ステークホルダー(民間団体・産業界等)を外部評価委員として委
嘱し、事業計画に基づく進捗状況の確認・評価、教育の質保証に
向けた取組に対する示唆を得ることとしている。
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

大阪市立大学

テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度〜2019年度

OCU指標を用いた多様な学修成果の総合化と
その活用スキーム構築による卒業時の学修成果の質保証と向上

【取組の概要】
【取組
要】
本取組は、中教審答申にある学生の主体的学びを重視した学士課程教育の構築を進める中で、総合大学である本学の多様な学生すべてに
共通に求められる学修成果と、各学位プログラム特有の学修成果両方の、質的および量的な直接評価（成績評価等）を｢OCU指標｣に総合し、
他の間接評価指標と合わせて活用することで、学生・教員・大学がそれぞれ学習や教育実践・カリキュラムの改善に役立て、卒業時の学修成
果の質保証につなげようとするものである。この｢OCU指標｣とその｢総合活用スキーム｣は、個別の教育・学修目標にもあわせた活用や応用が可
能な汎用性の高い総合指標化ツールとスキームであり、これまで本学において一体的な把握が困難だった各学部学科の学修成果の多様性に
も対応しつつ、全学で目指す一定の学修成果達成及びその質保証に役立てるものである。

【取組のポイント】

テーマⅤ

 総合大学における多様な学問分野を包括し、卒業時はもとより学修途中段階での学修成
果をOCU指標としてわかりやすく可視化
 OCU指標と間接評価指標の総合的活用による学生の自律的能動的学修活動支援と学
修成果の質の向上をはかる
 アクティブラーニング型の教育実践を含む組織的な教職員のFD・SDと教育改善の実施
 ３ポリシー（AP、CP、DP）にもとづく教育の点検・評価・改善

卒業時における質
保証の取組の強化

【【キーワード】
】
「OCU指標」、「学修成果の総合的把握」、「総合活用スキーム」

【人材育成目標】

大阪市立大学

＜取組＞
大阪市立大学は、８学部10研究科の多彩な学問分野にわたる総
合大学として、国際的かつ個性的で多様な研究の場を活かしながら、  OCU指標の開発と段階的導入：本学経済学部において活用実績
のあるPE（Practical Economist）指標をもとに、全学DPに基づいた
現代人として必要な基本的教養の修得と国際感覚の練磨をめざし
「OCU指標」を考案・開発した。2018年度には経済学部で先行導
た教育を行うとともに、専門知識と総合的知識の双方を基礎にして
入、2019年度には全学部で導入する。
物事を思索し 理解力 洞察力 実践力 指導力 解決力および品
物事を思索し、理解力、洞察力、実践力、指導力、解決力および品

自律的能動的学修者の育成のための学修支援推進室（通称：
性を兼ね備えた人間の育成を目指している。
OCUラーニングセンター）の開設：学生の自律的能動的学修促進
【教育上の課題】
支援および自律的能動的学修を促進する授業支援を目的とした
「学修支援推進室」を開設し、SA/TA/PD/教員/職員などの複数
８学部を擁する総合大学である本学では、相対的に学部間の独立
性が高く各学位プログラムでの取組が個別の属性を持ち多様なため、
の異なる立場の者が、既存の学生支援組織と連携しながら協働で、
学内のニーズに基づいた様々な取組を実施している。具体的には、
本学が全学的に掲げている教育目標や学士課程全体を通した学修
学修相談（一般学修・英語・数学）、自主学修教材「学びのTips」の
成果に対して、各科目がそれぞれどの程度対応づいており自分がど
の程度学修できているかが科目を履修した学生にわかりにくく、また、
開発、セミナーを活用した学修・教育支援の実施等。
 自律的能動的学修者のモデルとなるTA/SAの育成：学生の立場
様々に行われている教育上の取組を全学的に把握しにくいというカリ
から本学の教育に参加・貢献するとともに、自らが自律的能動的学
キュラム上の課題がある。また、既存の調査結果（2014年度実施）
から、学生の学修姿勢に幅があることが明らかになっており、自律的
修者となるような学生の育成と組織化を図っている。SA（スチュー
デント・アシスタント）制度の新設にあたり、SA業務のマニュアルや研
能動的学修者の育成を一層推進していく必要もある。
修プログラムを開発した。
それらを解決するために、多様な学生すべてに共通の学修成果と、
各学位プログラム特有の学修成果両方についての質的・量的な直
 間接評価となる学生・教員調査の実施：直接評価であるOCU指標
と併せて学修・教育状況を点検評価するための学生調査および教
と併せて学修
教育状況を点検評価するための学生調査および教
接評価を統合する指標の開発を行い（「OCU指標」開発）、自律的能
員調査を実施している。
動的学修支援とそれを促す教育支援を併せて活用することで、全学
的な学修成果の把握と質保証に取り組むことが必要である。すなわ
 組織的FD・SD活動：組織的で多様なFD･SD企画による、学内外で
の教育に関する情報の共有と議論の場の提供を行っている。
ち、同指標開発と自律的能動的学修･教育支援および間接指標の
活用により、学生が自己の学修状況や自身が希望するキャリアに必
＜実績・成果＞
要な課題を把握し、自律的能動的に学修すること、および教職員が
• OCU指標の開発と活用のためのシステムの構築（経済学部での先
学修指導やカリキュラム改善を行うことを容易にし、大学全体として
行導入）
の学修成果の質向上と卒業時の質保証を一層促す必要がある。
• 学修支援推進室をハブとした学内の学生支援組織間の連携強化
• SA制度の新設とTA/SA育成プログラムの開発
【これまでの取組、実績・成果】
• 自主学修教材「学びのTips」の開発・配布・活用
＜取組＞
• 学生調査（2016年度：上級生調査、2018年度：1年生調査）、教
 教育改革の実効性を高める取組実施体制の構築：学長のリーダ
員意識調査（2017年度）の実施
シップのもと、ステアリング委員会、AP事業プロジェクト委員会と４
•
全学FD事業を通じた学内外への取組の周知
つの推進チームを組織し、本事業の取組と全学的な教育改革と
が連動できる学内体制を構築、取組を推進している。
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【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
 OCU指標の本格的運用が開始されるため、これに連動したOCU
指標を活用した学修相談・教育支援を本格化させるとともに、点
検作業を通じたカリキュラム等の改善を行う。
 学修支援推進室で行っている各種取組を、学生自身によって自
律的に進めることのできる体制整備、および学生主体の学修関
連活動のより 層活性化を進める
連活動のより一層活性化を進める。
 各研究科等と全学とで個別に実施されていたFD・SDの実施体制
の見直しを進め、全学的組織体制のもとで、教育改善及びFD・
SD活動の取組を効果的に実施する。
 学修支援推進室を恒常的な全学的教育体制に位置づけていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

【本取組の質を保証する仕組み】
 外部評価委員会の設置：卒業生・企業関係者・高校関係者・他
大学教職員・自治体関係者からなる「外部評価委員会」を設置し、
定期的に評価を受けることで自己点検と客観的な視点による柔軟
な事業運営が可能となる
な事業運営が可能となる。
 「教育評価人材データベース」の構築：外部評価委員をはじめ、
教育評価の観点をもつ識者のデータベースを構築し、定期的に本
事業の取組について情報発信することで、取組の視覚化･PRや評
価者の助言を受けやすい開かれた事業運営に努めている。
 学内外での報告・情報発信：上記の開かれた多様なFD･SDにより、
学内外の多様な人々から意見を受ける機会の創出に努めている。

テーマⅤ

 「OCU指標」の開発： GPAと一致した明快で汎用性の高い「OCU
指標」は 他大学においても大学のカリキュラムの独自性や特徴
指標」は、他大学においても大学のカリキュラムの独自性や特徴
を損なうことなく導入可能である。
 自律的能動的学修者の育成体制： FD活動に取り組むプロセス
自体が、異なる他者と協働し、中心となって問題解決に取り組む
ことができる学生の育成を促す仕組みは、他大学でも構築可能
である。
 自主学修教材「学びのTips」は、他大学等でも活用可能である。
 学内外への広報スキル：学生の行動分析に基づく広報やHPの

開設により、学内外に対して取組や成果等の普及が期待できる。
 学内外に開かれた多様なFD･SDの実施：教育改善に関する情
報共有と議論の場としての多様なFD･SD企画の開催とその内容
のオンライン上や誌面上での公開等により、多様な取組や課題
解決の方法の幅広い普及が期待できる。
 相互参照と対外PRを可能にする情報発信ネットワークの形成：
関西大学・大阪府立大学との３大学合同シンポジウム、テーマ
Ⅴの地域別研究会の開催等、共通した課題に取り組む大学等
が共同で情報発信に努めることで、より効果的な事業および取
組の成果等の普及が期待できる。

卒業時における質
保証の取組の強化

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

7.2％

5.5％

6.9％

7.5時間/週

7.8時間/週

10時間/週

91 5％
91.5％

89 4％
89.4％

92 4％
92.4％

事業計画に参画する教員の割合

7％

10.1％

80％

養成能力配分のシラバス上での
数値提供

質保証に関する FD・SD の参加率

54％

80.7％

65％

卒業生追跡調査の実施率

0％

0％

7％

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価
（在学中の総合GPAが1.0未満の成績不振者の割合）

学生の授業外学修時間

目標値（表を作成）

進路決定の割合

具体的な実施計画における指
標

大阪市立大学

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の退学率

4.3％

3.5％

4.0％

「大学教育に満足している」学生
の割合

63.0％

（84.3％）*1

70.0％

学修ポ トフォリオの利用率
学修ポートフォリオの利用率

14 0％
14.0％

14 3％
14.3％

100 0％
100.0％

（演習科目のみ）

１学部
全科目

検証段階

卒業時の「OCU指標」使用率

13.0％

14.8％

13.0％

学修成果評価結果を
学外者も含めて共有する機会

0回

1回

1回

１学部

*2

＊1 代替指標での測定

＊2 PE指標の数値提供
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

兵庫県立大学
社会に向けた学修成果の可視化：大学での学修の理解促進を目指して
【取組の概要】
本学では、環境人間学部を先導的モデル事業主体として位置づけ、取組の成果を全学展開する。卒業時における質保証のために、全学ディ
プロマポリシーおよび環境人間学部ディプロマポリシーに基づく13の力を、授業科目等を通じてどれだけ身に着けたのかを評価する指標や、個々
の学生の具体的学修内容を可視化するための手法を開発する。手法の開発に際し、学外の多様な人材からの助言を取り入れる機会を多く設け
ている。それを支えるための主な取組として、次の４つが挙げられる。①ディプロマポリシー（以下、DP）に基づいたルーブリックの開発、②ルーブ
リックを基にした授業科目の評価指標の作成、③学生が自身の学びを蓄積する、WEBポートフォリオの開発と運用、④個々の学生の具体的学修
内容を可視化する学修履歴証明書の開発

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢

ディプロマポリシーに基づくルーブリックの開発
ルーブリックを基にした授業科目の評価指標の作成
学生が自身の学びを蓄積するWEBポートフォリオ「Myログ-自分デザインサポートシステム-」の開発・運用
個々の学生の具体的学修内容を可視化する学修履歴証明書の開発
学外の多様な人材との協働による取組の推進

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「大学での学修の理解促進」、「評価指標」、「学外の多様な人材との協働」

【人材育成目標】

兵庫県立大学

兵庫県立大学では、豊かな人間性と公共の精神とともに、幅広い教
養や専門知識・技能を含めた課題探究能力とグローバル・リテラシー
（国際対話能力）を備えた、兵庫県をはじめとする地域や国際社会で
活躍できる創造力と自律性を有する人材の育成を目標としている。モ
デル学部の環境人間学部では、環境に関わる科学技術、生活技術、
社会構築技術などの技術学と環境政策など環境に関する政策学を、
人間学を基軸として考究するとともに、環境に関する識見をもち、環境
問題に関しての思想的な発信と環境と共生する人間性を育む文化の
創造を担う人材、および、自然と人間の共生の実現について多面的
な視点から思考し、持続的な社会の発展に資する企画力と実践力
（問題解決能力）を備えた人材の育成を目指す。

（３）WEBポートフォリオの開発・運用
●これまでの取組：「Myログ-自分デザインサポートシステム-」を開発
し、機能の１つに「ラーニング・ログ」をつけた。本機能は、学生が大学
の授業等で課された課題を提出した際に、教員から受領確認サイン
が発行される仕組みになっている。
●実績・成果：Myログ-自分デザインサポートシステム-は2017年４月、
ラーニング・ログは2018年４月～、学生が活用を開始している。

【教育上の課題】
大学の授業等での学生の具体的学修内容や、それを通じて、どの
ような技能を身につけているのかを社会に対して提示する機会が少な
かった。特に、環境人間学部のような学際的な学部はそれらが伝わり
にくい。

【これまでの取組、実績・成果】
（１）養成する力の整備、評価指標の開発
●これまでの取組：全学DPと学部DPに基づき、養成する力を13の力
として定義し、５段階のルーブリックを開発した。ルーブリックを基に、
必修科目のうち少人数制をとる科目を対象に、授業評価指標の検討
を行った。
●実績・成果：評価指標を明示することにより、成績証明書だけでは
分からない、各科目でどのような力がどのレベルまで身についている
（と評価している）のかを説明できると考えている。また、教員や学生
が目標と評価に関する共通の認識を持つことが期待できる。
（２）企業に対するヒアリング
●これまでの取組：企業へのヒアリングから、「採用面接時に、大学で
学んだことが分かりにくい」という意見があった。
●実績・成果：企業の採用担当者らが面接時に活用できる、大学で
の学修に関する資料の必要性が明らかとなった。
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ラーニング・ログ 画面
（４）学修履歴証明書の開発
●これまでの取組：（２）のヒ
アリングの結果を受け、社会
に向けた学修成果の可視化
に関する資料として、学修
履歴証明書を作成した。本
証明書は（３）のラーニング・
ログ機能にて、教員から提
出を認められた課題の、科
目名・タイトル等を一覧化し
て発行するものである。本証
明書は、学生が就職活動を
する際、履歴書やエントリー
シートと一緒に提出すること
を想定している。

学修履歴証明書 イメージ

【今後の取組の計画】

【本取組の質を保証する仕組み】

ルーブリックを基にした授業科目の評価指標を提示する、「成績証
明書補足資料」について検討する。この資料は、企業等の採用担当
者らに、各科目においてどのような力をどのように評価しているかを理
解してもらうためのものである。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 ディプロマポリシーに基づいたルーブリック、および、授業科目にお
ける評価指標は、他大学でも参考にすることができる。
 学修履歴証明書の開発は、大学での学修の理解を促進する方
法として、先駆的な取組と言える。また、本証明書は企業の採用
担当者等の意見を取り入れながら開発を行ったため、採用時に
有効活用されることが期待できる。

取組を推進するにあたり、学外の多様な人材との協働による助言・
評価の仕組みを構築した。すなわち、高校の進路指導教員、卒業生
の就職先等の関係者、本学の教職員AP委員、本学大学院生・学部
生代表者で構成されたAP事業評価委員会を設置し、年１～２回の
意見交換を行い、本取組の点検・評価に取り組んでいる。
また、学修履歴証明書を開発するに当たり、企業の採用担当者等
にヒアリングを行い、証明書の記載内容等の改善を図っている。
さらに、パンフレット、ホームページ、シンポジウム、学会等を通じて、
本学のAP事業の取組について情報発信を行ってきた。こうした情報
発信により、高校、企業、アカデミックな領域の専門家等から得られ
た意見を基に、取組改善に努めている。

テーマⅤ

卒業時における質
保証の取組の強化
兵庫県立大学

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.58

2.6

3.0

進路決定の割合
目標値（表を作成）

99.4%

98%

96%

事業計画に参画する教員の割合

100%

100%

100%

質保証に関するFD・SDの参加率

75%

84%

100%

卒業生追跡調査の実施率

71%

90%

50%

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価（GPA平均）

141

大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

千歳科学技術大学
ディプロマ・ポリシーを意識した全学教育改革を伴う卒業時の質保証
【取組の概要】
本取組を本学の中核事業と位置づけ、GP等の成果を一体化させて本学の教育改革を加速させる。具体的には、学力観を意識したコンピテン
シーベースのディプロマ・ポリシーに改訂し、カリキュラムの体系化（「CIST質保証マップ」の構築と、科目の達成目標と関連づけ）を図る。その上で
コンピテンシー養成のためにICT活用教育環境の構築（CBT、行動履歴可視化機能、eポートフォリオ、授業ポータル）を行う。並行して、初年次系
修学支援室の体制強化、キャリア教育とクラスアドバイザーの実働、専門科目・指導教員によるパフォーマンス評価を行う。これらを組み合わせ、
反転学修とアクティブ・ラーニングなどの推進とディプロマ・サプリメントの活用などにより、授業改善を一体的に行う。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ディプロマ・ポリシーの改訂と学生へのディプロマ・ポリシーの意識付けの強化
ディプロマ・ポリシーを意識した全学的教育カリキュラム改革
全専任教員参加の領域WGによるCIST質保証マップの開発
シラバス上での汎用力評価項目の追加からの授業設計および改善
卒業生調査の実施と教育カリキュラム・学生へのフィードバック
授業外学修を意識したCBT（Computer Based Training）の開発・活用

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「カリキュラム体系再構築」、「汎用的能力評価を意識した全学的授業改善」、「CIST質保証マップ」

図１ 授業時のグループワークの様子

【人材育成目標】

千歳科学技術大学

型の教育を取り入れつつ、共通基盤科目だけでなく専門教育を全面
1998年開学以来、建学精神である「人知還流・人格陶冶」の担い
的に見直す大きな教育改革を推し進めている。
手となる幅広い技術系領域で活躍できる理工系人材の育成のために、
また、卒業生調の実施（18％）、各連携WGにおける外部への意見と
本事業では、ディプロマ・ポリシー実現に向けたカリキュラムの体系化
して、各企業、大学、高校への評価も定期的に開催している。FD活動
及びそれらの質保証を目標とする。
としては、CIST質保証マップの開発に留まらず、FD研修会を定期的に
開催している。内容としては、授業外学修時間の向上を意識したもの、
シラバスを軸とした授業設計などをテーマとしている。定期的な授業外
【教育上の課題】
学修の調査を１・２年次に行い、授業外学修支援のために情報等の科
建学精神を学生に意識させる本学の教育は、進路決定率 87.2％
目においてCBT教材の活用を行った。さらに、英語・日本語・理科につ
（過去５年間の平均）、内66.8％が理工系の技術系領域への就職とし
いてもCBT教材の整備を継続して行っている。
て実 を結 び 、現 在 は学 部 １ ・ ２年 次正 課 のキ ャリア教 育 （参加 率
75.5％）を核に推進している。一方、退学率は過去５年間の平均で約
＜実績・成果＞
6.0％と決して低くなく、理工系の就職を前提としたカリキュラム運用の
• 全専任教員参加でのCIST質保証マップの開発
難しさが浮き彫りとなり、カリキュラム・ポリシーの実質化が必要とされて
• CBT教材（英語・日本語・数学・情報）の開発と活用
いる。さらに、卒業生調査及び企業による外部評価委員会答申等から、 • 卒業生調査の実施（2017年度 18％）
知識定着からコンピテンシーを重視したカリキュラムへの改訂が必要と
• 定期的なFD研修会の開催（毎年２回以上実施）
され、ディプロマ・ポリシーの実質化が求められている。
• ディプロマ・ポリシーに関する項目のシラバスへの追加（全科目）
•

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
事業開始当初にディプロマ・ポリシーを軸とした３ポリシーの再設定を
学長主導の下に行った。また、全学的なFD活動と位置付けた全専任
教員が参加する領域WGを開催し、すべての科目での領域、単元分
けを行い、それぞれの科目をレベル１～４に配置したCIST質保証マッ
プの開発を行った。これらの活動においては教員間のFD活動の活性
化につなげている。
さらに、授業外学修時間の確保に向けたCBT教材の開発、ポータル
サイト上での機能の追加などICT活用も行ってきた。これらの作成にあ
たっては、各WGの外部委員（社会連携WG・高大連携WG・大学連携
WG）や外部評価委員の助言を積極的に取り入れながら進めている。
教育改革に関しては、当初の目標であった共通基盤科目の見直し
に留まらず、外部評価委員のコメントに基づき、積極的にアウトププット
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キャリア科目の必修化

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
教育の質保証として、授業での汎用力評価を意識したシラバスの改
善を全科目において行う。シラバス評価の蓄積によって、改めて各学
科でのDP・教育内容を見直し、最終的なカリキュラム改革案の策定を
行う。これらの学内への活用として、必修化されたキャリア科目の中で、
DPに基づいた学修到達目標と目標達成に向けた学修計画を設定し、
学生への学び（特に汎用力）への意識付けに活用していく。
ディプロマ・サプリメントに関しては、学生の成績情報から自動的にシ
ステムで発行できるようにする。専門領域と汎用力の学びの成果を表
示し、学生自身の学びの振り返りに活用していく。授業外学修支援のた
めCBT教材として、理科の開発を行い、その他の科目とともに活用を
行っていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 成果
全教員参加の領域WGで取り組んだ結果、 ①CIST質保証マップ、
ディプロマ・ポリシーの項目を意識した学修評価、②シラバスの改訂
及びそれらの内容からシステムで自動作成、③CIST版ディプロマ・サ
プリメント発行の道筋ができた。また、これらのFD活動を伴った教育改
革及び成績評価の質保証の取組については、適宜、学会等で事例
発表を行い、多面的な見解を得ていく活動は今後も継続する予定で
ある。さらに、本学で開発してきたCBT教材（英語・数学・理科）は他
大学や道内教育機関での試用が行われている。
 社会へのインパクト
大学のステークホルダーのさまざまな意見を参考にした大学教育
改革を継続することで、社会との連携を一層強化し、相互の信頼の
もとでの有用な人材を送り出すことが期待できる。

【本取組の質を保証する仕組み】

教育改革推進委員会
本学の卒業時における質
保証の取組の強化の取組

①学外の人材と本学教員との意見交換
→社会の要請に基づくﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏサプリメント作成
②コンピテンシーベースのディプロマ・ポリシー策定
→本学質保証方針の明確化
③ 「CIST質保証マップ」の整備
→アドミッションポリシーの担保並びにディプロマ・ポリシー
の実質化及び科目間の知識・専門領域・養成すべき能力
的な広がりを教職員、学生及び社会で共有
④コンピテンシーを意識した教育手法の拠点化
→北海道の教育力向上に寄与
27年度

28年度

（実績値）

（実績値）

学生の授業外学修時間（１週間当た
り）

１７時間

１２．９時間

卒業生追跡調査の実施率（調査回答
者数／卒業者数）

０%

具体的な実施計画に
2016年度
CIST質保証マップの適用率(ﾏｯﾌﾟ摘要
０％
おける指標
（起点）
科目／理工学部全科目)
学生の成績評価
（GPA平均）

2.3

学生の授業外学修
時間（１週間当たり）

17時間
目標値（表を作成）

１６．１％

2017年度
６６．３％
（実績）

千歳科学技術大学

【取組の主な成果及び波及効果】

【事業の成果】

卒業時における質
保証の取組の強化

【取組の背景】
理工系の就職を前提としたカリキュラム運用の難し
さが浮き彫りとなり、近年退学者が増加していること
から、カリキュラム・ポリシーの実質化が必要となっ
た。さらに卒業生調査及び企業による外部評価委
員会答申等から、知識定着からコンピテンシーを重
視したカリキュラムへの改訂が必要とされ、ディプロ
マ・ポリシーの実質化が求められている。

テーマⅤ

本学では、ディプロマ・ポリシーに沿った学生の質保証はシラバスの
内容改善という点を中心に取り組んでいる。具体的には、基礎学力・
専門知識といった、いわゆる専門力と汎用力の評価に関して記載を
行うというものであり、各能力の評価にあたっては、ディプロマ・サプリ

ント発行の実現性を高めるため、①各授業の成績を活用し算出でき
ること、②現行の成績データの入力インターフェースに変更を加えな
いことの２点に留意した。専門力については、CIST質保証マップの単
元にある各々の科目のレベルとその成績に応じて自動的に算出でき
る。CIST質保証マップは、全教員が参加する各領域WGで、複数の
単元を検討し、レベルを４段階に設定したものである。
一方で、汎用力については、その能力を評価できる科目が、プロ
ジェクト科目やキャリア教育のみと極めて少ないのが現状である。そこ
で、来年度に向けて、一般の基盤教育や専門教育の中でも、科目
毎の授業で汎用力に関する各能力について評価できるよう、シラバ
スにその要求する能力の割合を明記する。今後はFD研修等を通じ
て、汎用力評価を軸とした授業改革に繋げていきたい。
これにより、授業改善・教育改革を行いつつ、学生個々の学修成
果をディプロマ・サプリメントとして発行することによって教育の質保証
の強化を図る。
また、これらに関しては、教職員だけでなく、在学生の意見を取り入
れつつ、改良を重ねていく。さらに、外部への質保証として、企業（社
会連携WG）、大学（大学連携WG）、高校（高大連携WG)、外部評
価委員会ならびに学会等で発表を行うことによって、積極的に外部
の意見を取り入れていく。

ポンチ絵
本取組の成果
及び波及効果

29年度

31年度

（目標値）

（目標値）

・本事業実施により、主体的な学びへの転換及びキャリア
教育と専門教育の有機的連動を通じた社会の要請に基
づく人材育成や質保証の可視化に関する本学の教育改
２４時間
３６時間
革が加速される。
・本事業実施により、知識定着からコンピテンシーを重視
１０%
２０%
したカリキュラムへの転換、それに伴う反転学修及びア
2019年度
具体的な実施計画
2016年度
2017年度
2019年
クティブラーニングの普及が促され、一体的な授業改善
５０％
（目標） １００％における指標 が可能となる。
（起点）
（実績）
度（目標）

2.4

2.6

13時間

36時間

卒業生調査の
実施率

0%

18%

20%

ＣＩＳＴ質保証マップの
適用率

0%

100%

100%

事業への教員の取組
参加率
質保証に関する
FD・SDの参加率
進路決定率
理工系分野への
就職率

0%

100%

100%

53.7%

90.8%

100%

90.8%

91.6%

90.0%

72.0%

76.5%

80.0%
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東北公益文科大学
アクティブ・ラーニングの推進と学修成果の可視化を通した卒業時の質保証の取組
【取組の概要】
本事業では学生の取組の量的な充実を通して、主体的に生きる質的に優れた学生を育成することを目標とし、新規に５つの事業に取り組む
ことで卒業時における学生の質保証に向けた取組を総合的に加速する。(１)身近なモデルを提供するミラーリング法を取り入れたアドバイザー
面談の実施により、学生自身の振り返りや目標設定を充実させる、(２)ラーニングコモンズを設置し学修機会を提供して学修量を増加させる、
(３)ルーブリックやアセスメントテストを既存のアセスメントツールと有機的に関連づけ学修成果を客観的に評価・可視化する、(４)学修成果を社
会に発信するポートフォリオを新規に開発し在学中に活用することで学生の質的充実を図る、(５)ステークホルダーと緊密に連携し人材育成の
評価方法の開発や評価の実施を共同で行う。

【取組のポイント】

テーマⅤ






授業外学修を促進するラーニングコモンズの新設
ディプロマ・ポリシーに定める能力の獲得状況を評価するルーブリックの開発
卒業時の「ディプロマ・サプリメント」の発行と各年度末の「プレディプロマ・サプリメント」の発行
ステークホルダーとの連携による学生のキャリア形成と教育改善

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「ラーニングコモンズ新設」、「DPルーブリック」、「自作ポートフォリオ開発」

【人材育成目標】

東北公益文科大学

東北公益文科大学では、「尊重し調和へ」という基本理念のもと、人
材育成「知を咲かす」、社会貢献「知をひらく」、公益学の確立「知を結
ぶ」の使命を実現すべく活動を行っている。特に人材育成においては、
豊かな教養と専門性を身につけ、地域や国際社会の課題に挑戦する
公益人の育成を目指している。
また、ディプロマ・ポリシーを次のとおり定めている。
幅広い知識と専門知識とともに、地域の人々と連携して、地域を牽
引していく実践力を磨くため、カリキュラムを通し、以下の４つの力を身
に付ける。
►１ コミュニケーション力と発信力 ►２ 国際感覚
►３ 創造力と企画力 ►４ リーダーシップ

【教育上の課題】
ディプロマ・ポリシーに定めるスキルの獲得状況は、授業評価アン
ケート、卒業論文提出時調査、ポートフォリオの学修ワークシートにて
確認しているが、学生本人による主観評価にとどまっている。また、学
修ワークシートではレーダーチャートを用いて各能力の獲得状況を可
視化しているが、紙媒体を用いているためカリキュラム・ポリシーやディ
プロマ・ポリシーの点検評価に用いることが難しい状況にあった。そこで、
ポートフォリオを新規に開発し、学修ワークシートをWeb上に統合、GPA
の推移やスキルに関するルーブリック評価の結果を自動集計・管理で
きるようにする。

【これまでの取組、実績・成果】
授業外学修時間の増加
ラーニングコモンズは2017年度冒頭から運用を開始している。内部
進学の大学院生をTAとして配置し、室内の環境整備、パソコンやプロ
ジェクタ等の物品貸出、キャリア科目の提出物添削のほか、レポート
作成や必修科目の支援、個別の相談、指導を開始している。試験期
間中の利用者数は１日100名を超えることもあり、学生の授業外学修
の場として一定の役割を果たしているといえる。なお、学生の授業外
学修時間は2015年度から2017年度までに10→12.9→13.5時間と
着実に増加している。
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アクティブラーニング推進への取組
テーマVの取組を中核にテーマI～IVの取組を進めるなかで、アク
ティブラーニングに相応しい授業時間について検討をしていたが、
2018年度からは学部の授業時間を１コマ105分としている。授業時
間変更にあたっては、学年暦や時間割の組み換えのほか、教職課
程と社会福祉士養成課程の指定科目の授業時間変更など、諸課
題を洗い出し全学一体となって準備を進めた。
105分授業になったことから、１セメスターが試験を含め14週となり、
授業改革に加えて新入生のオリエンテーションガイダンスなどの初年
次教育の期間を長く取れるほか、夏季休業期間を活用したフィール
ドワークや実習、留学期間の確保につながることになった。
ディプロマ・ポリシーに定める能力の獲得状況を客観的に評価するた
めのルーブリック開発
ルーブリック作成に向け、DPに定める４つの力の因子構造を求める
ために2016年度に学生向けに調査を実施した。その後、評価の観
点を定めるためにFDにおいて教員間で議論を行い、教育推進セン
ターでルーブリックを試作した。この試案を基に2017年度の授業評
価アンケートにおいて学生が自己評価をおこなった。
この結果と外部テストであるアセスメントテストの結果を比較し、各
項目の評価基準の調整を図り、2017年度末にルーブリックの試案
が完成した。2018年度以降も、学生による自己評価を実施し、引き
続きアセスメントテストとの比較を行い、基準関連妥当性について検
証をしている。
また、産業界や卒業生に対しても意見聴取を行っており、継続して
内容の妥当性や構成概念の妥当性についても確認し、改善を図っ
ていく予定となっている。
なお、学内ガイダンス参加企業やインターンシップ受け入れ先等を
対象に「入社段階で身につけていてほしいスキル」についてアンケー
ト調査を実施しており、今後は業種別に平均値を算出して学生に提
示することで、学生が自己成長の目標設定に活用できるようにする
計画となっている。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

【本取組の質を保証する仕組み】

現在「ディプロマ・サプリメント」の発行に向けて、FDや教授会で議論
を行っている。その中で、学生の学びや成長を実質化するため、「ディ
プロマ・サプリメント」を卒業時に発行するだけではなく、在学中も年度
ごとに「プレディプロマ・サプリメント」を発行し、学生自身が客観的に学
修成果を振り返り、次年度に向けてより具体的に学修目標を設定で
きるようにする方向で検討を進めている。これにより、現在実施してい
るアドバイザー面談や授業評価アンケートなどに加えて、教育課程の
点検評価の取組を加速することができると考えている。
今後は、これまで以上にIRによる分析を教育内容や方法、カリ
キュラムの改善などに活用していきたいと考えており、学内の各部署
で保有するデータをより様々な形でリンクさせて分析するための体制
の強化を図っているところである。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

テーマⅤ

 AP事業テーマ（Ｉ～Ｖ）全てを様々な改革で有機的に結合させ、
卒業時の質保証と成長実感を持った学生の社会への輩出を促
進する。
 DPに定める能力を評価するルーブリックをステークホルダーと協
働で開発することで、社会へのシームレスな接続が期待できる。

教育の質保証としては、アドミッション、カリキュラム、ティーチング、
ラーニングアウトカムのそれぞれに対するアセスメントポリシーにより、毎
年度、公益学部として評価を行い、その結果を教授会で共有している。
カリキュラムやティーチング、ラーニングアウトカムの評価にあたっては、
カリキュラム改善の成果や学生のスキル育成状況などをできる限り数
値化して、過去のデータとの比較などにより客観的に分析を行っている。
アドミッションについては、入試区分別のGPAやスキル獲得状況、試験
科目の信頼性と妥当性の観点から評価を行っている。評価の結果、課
題が見られた場合は、３か年の中期計画に基づいて設定する年度ごと
の実施計画に具体的な施策事業を盛り込み、PDCAサイクルを回しな
がら改善を進めている。
また、本取組の進捗状況は、評価シートで管理しており、教育推進セ
ンターが内部評価を行っている。この評価シートは目標達成に必要な
活動を整理した戦略マップに基づいており、戦略目標ごとの重要成功
要因（CSF）を定め、さらに各CSFに対して重要評価指標（KPI）を設定し
ている。内部評価の結果は外部評価委員会で報告し、委員からコメン
トをいただき意見交換をしている。さらにその内容を含め、取組の進捗
状況をまとめた年度報告書を発行し学内外に公開している。

卒業時における質
保証の取組の強化

取組概要
・コーチング法を用いたアドバイザー面談に加え、身近なモデルを提供するミラーリング法の導入により、学生自身の振り返りや目標設定を充実させる
・学修支援センター・ラーニングコモンズを新設し、成績が振るわない学生の学修機会や意欲の高い学生が共に学びあう機会を提供する
・ 導入済みのアセスメントツールと新規に導入するアセスメントツールを有機的に関連づけ、学修成果を客観的に評価・可視化する
・ 学修目標や学修状況、アセスメント結果、振り返り等を蓄積し、目に見える形で社会に発信可能なポートフォリオを新規に開発し、在学中に活用することで学生の質的充実を図る
・ ステークホルダと緊密に連携し、育成すべき人材像を明確にすると共に人材育成の評価方法の開発や評価の実施を共同で行う

KUAP戦略マップ

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

インターンシップ参加者数

105人

131人

120人

20.0時間

長期学外学修プログラム参加者数

10人

20人

25人

96.5％

98.4％

ステークホルダーが参加する授業の
延べ時履修者数

550人

1316人

1000人

26.1％

25.3％

ポートフォリオ活用授業数

30科目

32科目

100科目

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.40

2.37

2.55

12.0時間

13.5時間

進路決定の割合
（[就職決定者数＋進学者数]／
卒業者数）

95.9％

卒業生追跡調査の実施率

10.0％

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価［GPA平均］

目標値（表を作成）

学生の授業外学修時間
（１週間あたり）

東北公益文科大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東日本国際大学
学生の学びを構造化して表現する言語の展開による卒業時の質保証の強化
【取組の概要】
狭義の知識だけではなく、それらの運用能力、コンピテンシー等の育成について、どのようにすれば学内で適切に検討し、学外と確実に共有・調
整していくことができるだろうか。「～力」といった表現だけでは解釈の幅が広く齟齬が生じがちで、学生も含めた多様なステークホルダーと目標の
共有は難しい。本学のAP事業では、ヨーロッパにおいて練り上げられてきたヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）の考え方の上に、ディプロマ・ポリ
シーに表現された学修の到達目標を「～できる」の形にした能力表現に分解、これにより学内外との目標の共有・検討を促進する。その際カナダ
のクィーンズ大学で展開されてきたICEモデルを利用し、以上の到達目標を各授業に埋込み、各授業が担う能力育成目標を明示、教育課程とし
ての成果を調整することで、ミクロ・メゾ・マクロを繋いだ教学マネジメントを実現し、学生の学びの成果をディプロマ・サプリメントとして可視化する。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢ 学生が身に付けて卒業していくべき能力について、より確かな形で、学内、学外と共有し語り合うための、構造化された言語表現の開発
➢ それらを利用した多様なステークホルダー（入学し卒業していく学生たち、保護者、就職先企業、地域等）との人材育成目標の共有と調整
➢ 学修の到達目標を、質的な段階・相を示すIdeas、Connections、Extensionsへと分解して明示する仕組みであるICEモデルを利用したルーブ
リックによって書換え、それによって学生たちの学びを構造化し、学びが深まる方向・段階を明示・共有することで、その深化を促進
➢ 教育プログラムが適切に機能しているかを検証するアセスメント体制と教学マネジメントを、以上の仕組みを利用し持続可能なコストで確立
➢ 在学中に体験し、身につけていったことについて、準正課・正課外も含めて可視化し、社会に提示するディプロマ・サプリメントの発行

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「学修の到達目標を表現する言語の開発」、「教学マネジメント」、「アセスメント」、「ICEモデル」、「ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）」

【人材育成目標】

東日本国際大学

東日本国際大学は、経済学・経営学を学ぶ経済経営学部と、社会
福祉を学ぶ健康福祉学部の二学部を有する。全学として、建学の精
神である儒学、とくにその義の精神を根幹として、世界の平和と人類の
福祉を基調とする経済学・経営学ならびに社会福祉学を学んだ「基礎
的専門性を備えた学士」を養成することを目的とする。
経済経営学部では、グローバル化が進展する一方で人口減少等の
課題も重なる現在、多様な価値観がぶつかり合う中で、課題に対して
立ち向かい活躍ができることを目的として、国内外のさまざまな背景を
持つ人たちとコミュニケーションができる力を有すること、その中で自ら
の在り方に気づいてアイデンティティを確立し、新たに自らの人生を歩
んでいくために必要なさまざまなコンピテンシーを付けることをめざして
いる。
健康福祉学部では、多様な価値観が並立する現代において個に照
準を合わせた福祉社会の実現を目指し、「自分らしく暮らす」「身体を
健康に保つ」「こころの病気とつきあう」をキーワードとして学生を育成す
る。そのためには、単なる対話力にはとどまらない対話から当事者の
問題や課題を掴む力を身につける必要があり、また、多文化共生の視
点から異なる文化的背景をもつ人や社会に関心を持ち、多様な人々
が共存できる社会の形成に積極的に関わろうとする態度の涵養が求
められる。そうした力や態度を身につけた専門家を育成することを目標
としている。

【教育上の課題】
本学を構成する二学部に存在する異なる課題を、共有・協働して解
決していくために、今回の事業は設計・実施されている。
経済経営学部においては、留学生も含め多様なバックグラウンドを
有する学生たちがおり、卒業後に社会の中で活躍していく姿も多様で
あるため、どのような形であれば、確実に学生や多様なステークホル
ダーと学びの目標を共有していけるかが課題となっていた。
健康福祉学部では、資格養成課程として、一方で国家資格を取得
できるだけの確実な知識の習得が必要ではあるが、他方で現場に出
た際に、それだけでは本当に必要とされる福祉を行っていけないという
問題意識があった。
どちらの学部でも、学修目標を、着実に学生や多様なステークホル
ダーと共有することができる形で練り上げていくための仕組みが必要で
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あったため、それを構築するべく、まず授業に埋め込まれていた能力
の育成を可視化し、そこで足りなかったものを確実に教育課程に埋め
込んでいくための言語・手法の開発を進めることとなった。
以上の課題の背景には、さらに、現代の高等教育における一般的
な課題が隠れている。つまり、教育課程全体としての目標すなわち相
対的に抽象的に表現される学修成果のレベルと、各授業における具
体的な到達目標をどのように繋ぐ経路を確立するかという問題があり、
この課題の一つの解決を提案することも目指している。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
育成されるべき能力について、それが発揮される状況についてのあ
る程度の表現を伴う動詞表現として書き直して分解し、到達目標を
共有するための基礎を構築した。その基礎の上に、教育課程の到達
目標がうまく機能しているのか、卒業生も含む地域の多様なステーク
ホルダーに対して、卒業生全数調査、就職先調査等の形で協力を
求め、その結果から、各教育課程の到達目標・カリキュラムの検討を
実施、それらを土台として各授業レベルで到達目標の再構築とそれ
に合致したアクティブ・ラーニングやPBL等の授業形態のいっそうの導
入、評価手法の見直しを進めている。
また、こうしたプロセスの一貫として運用される教学マネジメントは、
教学システム上に、ICT支援システムとして実装が行われ、それを介
して、学生の準正課・正課外も含む在学中の成果が、ディプロマ・サ
プリメントとして結実・可視化される体制が構築されつつある。

＜実績・成果＞
•

•
•
•

•

開発された言語表現を介して行われた就職先調査、外部評価
委員会、卒業生・在学生への調査により、今後育成すべき能力
が明確になった。
教育について地域からいっそう密な協力を得られている。
これらの成果に基づき、カリキュラムの調整、三つのポリシーの見
直しを行っている。
ICEモデルを介して各授業の到達目標を見直すことで、名目上だ
けでなく、評価も含めて各授業での能力育成を明示的に埋込み、
ミクロ・メゾ・マクロレベルの接続が強化されている。
アセスメント・ポリシーも策定し、アセスメントの体制が明確になりつ
つある。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

到達目標の適切な言語表現がどのように専門分野ごとに異なってい
るかについて明確にすることで、本学の二学部の実践を改善するだけ
 学修の到達目標を、動詞を介した能力表現（Can-do）に分解・構
でなく、他大学へも転移可能なものとして練り上げ、また実習先・イン
造化することで、教育課程レベルの能力育成の目標と、各授業の
到達目標を媒介することを可能にする体制の一範型を確立する。 ターンシップ先とのコミュニケーションも、より密なものとしていく。
高等教育機関が責任を持って発行できるディプロマ・サプリメントとは
 能力表現バンクにより、大学における人材育成と学修の到達目標
何であるか、地域の多様なステークホルダーと調整・改善のプロセス
を、地域をはじめとする多様なステークホルダーと、これまでよりも
を進め、学生たちの将来に繋がるディプロマ・サプリメントを確立する。
さらに具体的に共有し、すれ違いの少ない形で検討できる。
 学修の到達目標の質的ルーブリック表現であるICEモデルの実践
【本取組の質を保証する仕組み】
を蓄積し、各授業の改善と連動したボトムアップ型教学マネジメン
内部質保証を確実なものとするために、アセスメント・ポリシーを策定
トを、他機関でも利用可能な形で開発する。
し、ミクロレベルでどのように学生の学修成果を評価するか、また機関
 教学サーバ上に以上を支援する仕組みを実装し、取組の整合性
としてそうした評価が着実に稼働しているかを検証する体制を確定し
を確保しつつ持続的に実施可能とする一つの事例を提示する。
た。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞

テーマⅤ

開発した手法を着実に各授業に組み込み、教育課程としての質保
証に繋げるため、モデル授業での分かりやすい実施例を蓄積していく。

また、こうした活動が地域にとって意味のある形で機能しているかに
ついて検証するために外部評価委員会を強化し、地域の有識者に報
告、実際に授業の現場に立ち会ってもらう等により、地域に開かれた
教学運営へと転換している。また福祉の実習先とも連携を強化するこ
とで、以上の取組が確かに地域に根差したものとなるようにしている。

卒業時における質
保証の取組の強化
東日本国際大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価（GPA平均）
学生の授業外学修時間
（1週間当たり）

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.15

2.12

2.45

7.8時間

9.3時間

16.0時間

目標値（表を作成）

進路決定の割合（全学）
（[就職決定者数＋進学者数]／
卒業者数）

88%

88%

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

「大学教育に満足している」学生の
割合

52%

61%

75%

ICEルーブリックにより伸ばすべき能力
を明示した授業数

3科目

6%

70%

91%

CMS/LMS利用率

12科目

17科目

30科目

実習のGPA導入による基準厳格化
適用者（健康福祉学部）

0%

100%

100%

卒業生の就職先に問う卒業生のコ
ンピテンシー状況

0社

84社

65社

実習先に問う実習生の応用力（健
康福祉学部）

0%

0%

60%

事業計画に参画する教員の割合

75%

89%

100%

質保証に関するFD・SDの参加率

75%

67%

95%

卒業生追跡調査の実施率

20%

65%

30%
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東京薬科大学
卒業時における質保証の視覚化と卒業後における大学教育の効用
【取組の概要】
①卒業生調査等を踏まえ、薬学・生命科学部に最適化した卒業コンピテンス・コンピテンシーを導入することによるディプロマ・ポリシーと科目と
の連携、およびそれに基づくアウトカムを重視した教育と評価、②その利用方法や教育の質向上を目的とした研修（FD・SD）の実施、③教育と成
績評価に係る教員評価の導入、④卒業論文研究を活用したディプロマ・サプリメントの作成を中心とし、三つの方針と連動するものである。また、
同時に、卒業生調査の結果については、ホームページや成果報告会等で積極的に情報を発信する。加え、ステークホルダーによる外部評価体
制を構築し、本補助事業のPDCAサイクルを実質化する。以上の取組は、これまでの本学の教学改革に加え、薬学・生命科学分野の人材育成
において、新たな教学モデルを全国に先駆けて実施するものである。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢

卒業コンピテンス・コンピテンシーの導入とそれに基づいた体系的な教育プログラムの実施
大規模卒業生調査に基づく学修成果のアセスメント
成績評価に係る教員評価の導入
成績評価に係るＦＤ・キャリア形成に資するＳＤワークショップの実施
卒業論文研究へのルーブリック評価の導入とそれを活用したディプロマ・サプリメントの発行

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「卒業コンピテンス・コンピテンシー」、 「卒業生調査」 、 「卒業論文研究ルーブリック」、「ディプロマ・サプリメント」

【人材育成目標】

東京薬科大学

東京薬科大学は、建学の精神を「花咲け、薬学・生命科学」として、
また、大学の理念を「ヒューマニズムの精神に基づいて、視野の広い、
心豊かな人材を育成し、薬学並びに生命科学の領域における教育と
研究を通じて、人類の福祉と世界の平和に貢献することを目的とす
る。」と掲げている。
建学の精神・大学の理念に基づき、薬学部は、130年以上の歴史の
中で、約35,000人の薬剤師を社会に送り出した実績があり、わが国最
大規模を誇る薬学部として、毎年多くの薬剤師を輩出している。生命
科学部は、1994年に設置された日本初の生命科学部として生命科
学分野の高等教育における教育モデルを常に示し、教育研究をリード
してきた。また、本学では、2007年に教育の「基本方針」と「学生の学
ぶ権利に関する宣言」を策定し、学生第一主義のもと、大学の理念を
具現化している。

【教育上の課題】
卒業論文研究は、日本の理系教育の特徴であり、学部教育の最後
に配置され、社会において活躍するための知識・技能・態度を育む、
重要な教育プログラムである。一方、外部・内部から、卒業論文研究
の評価方法が不十分であるとの意見があった。このことから、卒業コン
ピテンス・コンピテンシーに基づき教育プログラムを体系化した上で、そ
の仕上げともいうべき卒業論文研究の評価方法を開発すると共に、そ
の効用を明らかにする必要があった。
また、これまで、アセスメントテストとなる、卒業試験を設けている薬
学部を中心として、学修成果のPDCAサイクルは機能していた。しかし、
卒業生のキャリアパスの実態を正確に掴んでいたわけではなく、また、
卒業後に求められる能力を、在学時にどの程度身につけることが出来
たのかを、把握できていなかった。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組１＞
薬学部卒業コンピテンス・コンピテンシーと各教科との接続の確認作
業を全ての科目を対象として実施し、教授会等での議論の上で、卒業
コンピテンス・コンピテンシーを導入した。(生命科学部においては、新
カリキュラムと卒業コンピテンス・コンピテンシーの導入を検討中)
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◇卒業コンピテンス・コンピテンシーと科目との連携
各コンピテンシーの習得を段階的な達成レベルで表し、全コンピテ
ンシーが６年間で基準に達することをマトリクスで表示
コンピテンシー達成レベル

コンピテンス

キャップストーン

マイルストーン applied マイルストーン basic

4

3

ベンチマーク

2

1

卒業コンピテンス：「学則及びディプ

１）生命・医療倫理
薬剤師として患者・患者家族，同僚を尊重し，責
任ある医療を実践するための態度を有し，生命 薬剤師としての知識・ 薬剤師としての知識・ 基盤となる知識・態度 経験する機会がない，
の尊厳，患者の権利，守秘義務等について社会 態度を示せることが単 態度を模擬的に示せ を示せることが単位認 あるいは機会はある
ることが単位認定の
が，単位認定に関わ
的責務を果たすべく医療と薬の倫理を遵守す
位認定の要件である
定の要件である
要件である
らない
る．

ロマ・ポリシー等を踏まえ、本学卒業
生が身に付けるべき知識、技能、態

２）コミュニケーションとチーム医療
薬の専門家として，患者，同僚との信頼関係を
経験する機会がない，
確立できるように相手の心理・立場・身体的条 知識・技能・態度を病 知識・技能・態度を模 基盤となる知識・技
件の基本的な知識と必要な情報を収集し，かつ 院・薬局で実践できる 擬的に実践できること 能・態度を示せること あるいは機会はある
ことが単位認定の要 が単位認定の要件で が単位認定の要件で が，単位認定に関わ
提供できる．
件である
ある
ある
らない

度を包含する実践力」
卒業コンピテンシー：「卒業コンピテ

３）薬学及びその関連領域の知識
医療の中の薬学の基盤になっている以下の基
本的知識，基本的技能，適切な態度を有し，応
用できる．

ンスを具体化し、知識の応用や実践
力のレベルに応じて科目と結び付け

病院・薬局で問題解 問題解決に応用でき
修得する機会がない，
基盤となる知識を示せ
決に応用できることが る知識を示せることが
あるいは機会はある
ることが単位認定の
単位認定の要件であ 単位認定の要件であ
が，単位認定に関わ
要件である
る
る
らない

４）薬物治療における専門的実践能力

て観察可能な能力」

薬学及びその関連領域の知識を統合し，基本的
修得する機会がない，
な技能・態度を修得し，患者の多様な背景を踏
基盤となる態度・技能 基盤となる知識を示せ
まえて科学的根拠に立脚した医療を実践し，評 実践できることが単位 を示せることが単位認 ることが単位認定の あるいは機会はある
認定の要件である
が，単位認定に関わ
価できる．
定の要件である
要件である
らない

４年次

５）社会貢献

５年次

医療的・社会的背景を把握し，社会の期待に応
人間 医薬
外国
修得する機会がない，
と薬 をつく
えるべく，医療、保健、衛生、行政、食品、香粧
薬と疾病
薬学臨床
語 基盤となる態度・技能 基盤となる知識を示せ あるいは機会はある
学
る
品などの分野を理解・把握し，かつ社会貢献の 実践できることが単位 を示せることが単位認
ることが単位認定の
が，単位認定に関わ
活動を通して，地域社会に基づく国民の健康と 認定の要件である 科定の要件である
薬 薬 疾 臨 要件である
医 調 医 病 らない
個 薬 一 実 実
維持および疾病の予防に貢献する．

別 事 物 病 床 薬 剤 薬 態 別 局 般 務
英 関 動 と 推 情 学 品 栄 化 ・ 用 実
基礎、臨床、社会薬学の領域で科学的探求の
語 連 態 薬 論 報
安 養 医 病 医 習
表３
意義を理解し、自ら課題を設定し必要な情報を
特 法
物 Ⅰ 演
全 管 修得する機会がない，
療 院 薬 事
獲得・理解しながら問題を解決する能力を有し， 実践できることが単位 基盤となる態度・技能 基盤となる知識を示せ あるいは機会はある
ることが単位認定の
規
治
習
性 理 Ⅱ 薬 品 前
新しい情報を論理的に発信できる．また，薬剤師 認定の要件である 論を示せることが単位認
が，単位認定に関わ
要件である 評 学
Ⅰ定の要件である
と
療
が生涯にわたり学習者であることを自覚し，自己
らない 学 学 学
制
Ⅷ
価
習
の振り返りと他者との関係を構築できる．
度
学
Ⅰ
Ⅱ

６）薬学・医療領域における科学的探求能力

務
実
習
事
前
学
習
Ⅱ

総合演習

薬学特論・
演習

総
合
演
習
Ⅰ

総
合
演
習
Ⅱ

科
別
特
論
Ⅰ
・
Ⅱ

科
別
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

科別実習

６年次

外国 薬学 薬学特論・
科別実習
語 臨床
演習

実 課 科
務 題 別
実 研 英
習 究 語
事
特
前
論
実
Ⅱ
習

医
療
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

科
別
特
論
Ⅰ
・
Ⅱ

薬学
特
論・
演習

科別

アドバンス演習 実習

科 実 課 薬 ア ア ア 課
別 務 題 学 ド ド ド 題
演 実 研 ア バ バ バ 研
習 習 究 ッ ン ン ン 究
Ⅰ
プ ス ス ス
・
ト 演 演 演
Ⅱ
ゥ 習 習 習
デ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
イ
ト

１）生命・医療倫理
薬剤師として患者・患者家族，同僚を尊重し，責任ある医療を実
践するための態度を有し，生命の尊厳，患者の権利，守秘義務
等について社会的責務を果たすべく医療と薬の倫理を遵守す
る．
１．患者・患者家族の多様な背景を踏まえ，その立場を
尊重した医療を実践する．
２．生命・医療倫理，ヒューマニズムに立脚し，法的責任
と規範を遵守した医療を実践する．
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＜取組２＞
2017 年 度 に 大 規 模 卒 業 生 調 査 を 実 施 し 、 5,083 人 （ 回 収 率
28.6％）からの回答があった。本調査は本学での学生生活が、入学
前の学修習慣からどのような影響を受け、卒業生にとっての現在の
キャリアや暮らし、さらには現在の知識や能力の水準に対してどのよう
な影響を及ぼしているのかを明らかにするために設計され、これまで
本学が教育機関として果たしてきた役割を評価するとともに、未来に
向けた教育・研究の礎となる情報を集成し、本学教育の質保証に資
することを目的としている。なお、調査結果については、特命教職員
が中心となり分析を行っているが、補助期間終了後も、調査・分析を
継続的に実施できる人材を育成するために、教職合同のSDを実施し
ている。また、分析結果に関して学会発表を積極的に行った。

＜取組３＞
卒業論文研究のルーブリック表を策定し、ルーブリック評価を導入し
た。また、卒業論文研究の評価をディプロマ・サプリメントとして発行で
きるよう、電子ポートフォリオシステムの開発を行っている。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

＜実績・成果＞
 学修成果のアセスメント

 本学が実施した卒業生調査は、日本の私立大学が実施したものと
しては最大規模である。その調査・分析のフレームワークは、日本
の高等教育機関における一つの先進的な事例になり、また、薬学・
生命科学領域における大学教育への投資効果やその効用を明ら
かにすることはステークホルダーに対しての説明責任を果たすこと
になる。

卒業生調査により学修成果の獲得実感を評価。６年制薬学教育
導入の結果、薬剤師職については従来以上に社会ニーズに即した
教育が提供されている可能性が示された。
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調査分析例）学修歴が所得を向上させるメカニズム

M

大学での学習の成果は、社会人力を向上させる要因になり、この社会人力がキャリアを豊かにする
という間接効果をもっていることが明らかになった。
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現在の読書

所得
現在の学習時間
相談できる友人

大学等名：東京薬科大学
 卒業論文研究へのルーブリック評価実施及び電子ポートフォリオ
【本取組の質を保証する仕組み】
テーマ
：テーマⅤ（卒業時における質保証の取組の強化）
システムを利用したディプロマ・サプリメントの作成と発行

卒業時における質
保証の取組の強化

 理系の卒業論文研究は、専門知識の深い理解のみならず、教養
的知識から社会的スキルまで、幅の広い複合的な効用をもたらし
ている。最終学年の集大成である卒業論文研究の達成状況を可
視化し、社会へ提示することは、質保証に資するものである。
【今後の取組の計画】
 卒業コンピテンス・コンピテンシー、卒業論文研究のルーブリック評
 2017年度に実施した卒業生調査及び各種調査の分析推進とス
価とそのフィードバック手法は、理系教育の学修成果を体系化・視
テークホルダーへのフィードバック
平成２８年度 「大学教育再生加速プログラム」 選定取組
覚化する取組であり、他大学等への波及が見込まれる取組である。
 卒業生調査とアセスメントテスト（PROG）結果の比較・検討

テーマⅤ

 外国語学修プログラムの新規開設と多読プログラムの開始
卒業生調査により教育プログラムの課題が浮き彫りになった。特に
外国語学習の役立ち度が低い可能性が示されたことから、新たに
外国語学修プログラムと多読プログラムを導入した。

AP運営委員会及び実行委員会にて内部評価を行った上で、事業
 学内外における積極的な情報発信
年度毎に、大学教育に関連する多様なステークホルダー（有識者、企
事業概要 1．卒業コンピテンス・コンピテンシー導入によるアウトカム重視教育と評価、2．質向上を目的とした研修(FD･SD)の実施、3．成績評価に係
 教職合同による専門職（IRer等）育成のための継続的なSD活動
る教員評価の導入、4．卒業論文研究を活用したディプロマ・サプリメント(仮称)の作成により、卒業論文研究の質的評価法とそのフィードバック法を開
業、自治体、高等学校教諭、OB・OG）で構成された外部評価委員会
発し、さらに特色ある卒業論文研究が卒業後の学生のスキル向上や社会貢献にどのように関っているか提示することを、目標とする。
により評価を実施し、事業改善等を行っている。

○我が国の薬学・生命科学部卒業生の情報解析の基礎資料ともなる。○
「卒業コンピテンス・コンピテンシー」に反映させる。○PDCＡサイクルへの
活用。
反

映
ＤＰ

建学の精神・理念

社会の要請

学則に定める目的

薬学教育コアカリ
(薬学部)

薬剤師基本的な資質
(薬学部)

本学における語の定義
○卒業コンピテンス：「学則及びディプロマ・ポ
リシー等を踏まえ、本学卒業生が身に付ける
べき知識、技能、態度を包含する実践力」
○卒業コンピテンシー：「卒業コンピテンスを具
体化し、知識の応用や実践力のレベルに応じ
て科目と結び付けて観察可能な能力」
【事業の成果】
学生の授業外学修時間（１週間当たり）

卒業生追跡調査の実施率（年度別卒業生）

卒業論文研究のルーブリック評価実施率

社会
発
信

「卒業コンピテンス・コンピテンシー」導入によるア
ウトカム重視教育と評価
反
映

○薬学部・生命科学部ごとに新たに設定し、 専門分野
に配慮した、アウトカムに基づいた教育へ
○科目ごとに、卒業コンピテンス・コンピテンシーにより
単位認定の要件を、段階的に明確化
○H30年度薬学部、H31年度生命科学部に導入
○本学卒業生の質保証ともなる
○キャリア教育・初年次教育との連携

質向上を目的とした研修(FD･SD)の実施
○教育の質向上に関する研修
○学生FDとの連携による教育の質向上
○キャリアへの意識を育成する、教職協働のＳＤ開発
28年度

31年度

（実績値）

（目標値）

薬13.0時間
生8.2時間

薬19.0時間
生12.0時間

具体的な実施計画における指標

卒業生追跡調査の実施率（調査回答者
数／卒業者数）

発
信

外部評価
委員会

95.6％
7.6％

2016年度

99% （起点）
100％

95.6%

東京薬科大学

卒業生調査 ○卒業生にヒアリング調査。○平成29年度は、全数調査

卒業論文研究を活用したディプロマ・サプリメ
ント(仮称)の作成
○卒業論文及び研究に、標準化したルーブリックを用
いた評価を行う。○卒業生には、ディプロマ・サプリメ
ント(仮称)を、大学が発行。

専門分野に配慮した、アウトカムに基づいた教育
と評価の実践により、社会的に求められる卒業コ
ンピテンス・コンピテンシーを持つ社会人(薬剤
師・技術者・研究開発従事者)育成へ

Ｐ

Ｄ

Ａ

Ｃ

成績評価に係る教員評価の導入
○成績評価・教育の質向上の一層の促進

卒業生調査・在学生調査
○卒業時の進路等調査を定期的に実施
○毎年度の学修行動に係る情報を調査
○IR組織等で検討し内部評価にも活用

・本事業を実施することにより、本学はよりラーニング
アウトカムを重視した教育を推進し、本学の三つの方
針、特にディプロマ・ポリシーを実質化することができ
2017年度
2019年度
る。
（実績）
（目標）
・本事業を実施することにより、学生には勉強しがい
のある大学、教職員には働きがいのある大学、社会
97.3%
99.0%
には必要とされる大学となる。

卒業論文研究のルーブリック評価実施率

7.6%

25.1%

100.0%

進路決定の割合

99.5%

99.5%

99.0%

事業計画に参画する教員の割合

12.1%

16.3%

25.0%

質保証に関するFD・SDの参加率

87.9%

87.5%

90.0%

149

大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東京都市大学
キャリア形成と主体的学修を基盤とした社会に通用する学修成果の獲得と卒業時の質保証
【取組の概要】
育成する人材像に基づいて体系化された、幅広い評価指標によって「ディプロマ・サプリメント」を開発し、卒業時に身に付けた成果を客観的に
社会に提示する。さらに、キャリアガイダンスでの「ディプロマ・サプリメント」の解説、各年次終了時での「プレ・ディプロマ・サプリメント」の提供、「キャ
リア・ポートフォリオ」の活用、個別学修支援体制の強化等を通じて、学修習熟度を学生と教職員が共有し、学生自らが学びのPDCAサイクルを
回す習慣を身に付けることによる自己理解と成長を促していく。
学びの成果の可視化を通じて、育成する人材像である『自ら学び、社会の発展に貢献する、責任感と実践力を持つ人材』の社会への輩出と、
３つのポリシーに基づく大学教育改革を実現させる取組である。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢ 「プレ・ディプロマ・サプリメント」を開発・活用することにより、社会に通用する学修成果を、学生が主体性
をもって４年間で段階的に獲得するための個別学修支援体制を構築する。
➢ 学生が卒業段階で獲得した能力を、「ディプロマ・サプリメント」によって客観的に社会に提示し、活用す
るための仕組みを構築する。
➢ 教育目標を明確化し、初年次教育から卒業研究まで一貫性をもった教育プログラムの再整備を行う。
➢ 学修のプロセス、学修成果の評価、学修成果の可視化を通じて、教育の質を保証できるマネジメントシ
ステムを確立する。

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「プレ・ディプロマ・サプリメント」、「ディプロマ・サプリメント」、「キャリア教育」、「卒業研究」、「教学マネジメント」

【人材育成目標】

東京都市大学

本学の教育理念「ボーダーを超えて、学生と教職員が共に考え、学
び、行動することで社会に貢献できる人材を育てる」に則り、育成人材
像を「自ら学び、社会の発展に貢献する、責任感と実践力を持った人
材」と定めている。2018年10月にはその具体化を図り、大学全体の教
育目標を「公正・誠実さと自己研鑽力をもち、「都市」に集約されるよう
な複合的課題に取り組むことができ、多種多様なボーダーを超えて新
たな価値を見出すことで持続可能な社会の発展に貢献できる人材を
育成する」、全学ディプロマ・ポリシー（全学DP）と全学カリキュラム・ポリ
シー（全学CP）を、「自ら学ぶ力」「課題を探究する力」「ボーダーを超
える力」「協働する力」「実践する力」の５つの項目を基軸に策定してい
る。

さらに、キャリア・ポートフォリオ機能を包含したeポートフォリオ「TCUFORCE」（TCU-FOR Career Enrollment）の開発とキャリアガイダンス
の充実を図り、全6学部から7学科を選定して試験的運用を開始した。
また、アセスメント・ポリシーの策定、卒業研究ルーブリックの活用、授
業評価アンケートと学生実態調査の改訂実施とその結果の活用、成
績評価分布の学内開示、全教職員参加型の「全学FD・SDフォーラ
ム」による課題認識の共有、学生との協働FDの実施等、学修成果の
把握・評価、教育改善を通じた教育の質を保証するためのマネジメン
トシステムの構築に取り組んでいる。

【教育上の課題】
中長期計画（アクションプラン2030）に基づき、教育理念に則った教
育プログラムの確立と、教育の質を保証するためのマネジメントシステ
ムの構築を目指し、明確な教育目標の設定、クォーター制等の新た
な教育制度、ICT活用を含む主体的な学修を促す教育方法の導入、
学修環境の整備、成績評価の信頼性向上、FD活動の充実等を進め
てきた。一方、学生の授業外学修時間は微増に留まっている。主体
的な学修をより促進するために、これらの施策をキャリア形成の意識も
涵養しながら入学から卒業まで一貫性のある形で一層連動させて、卒
業までに何ができるようになったかを重要な成果指標とした学修成果
重視の教育に転換することが必要な状況にある。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
産業界（企業等）を対象とした「人材ニーズ調査」、卒業後５年・15
年を対象とした「卒業生調査」を実施して、育成人材像との整合点を
確認し、大学全体の教育目標、全学DP及び全学CPを策定につなげた。
また、社会に通用する学修成果とその評価のあり方の検討を行い、定
量情報と定性情報により卒業段階での学修成果を客観的に提示する
「ディプロマ・サプリメント」と、その在学生版として学修習熟度を学生と
教職員が共有する「プレ・ディプロマ・サプリメント」の開発を進めてきた。

150

eポートフォリオ「TCU-FORCE」

「TCU-FORCE」を利用した
キャリアガイダンスの実施

＜実績・成果＞
•
•
•

•

各種調査結果の総合的な分析を踏まえた人材養成面での長所・
課題の把握と教職員間での共有、教育目標の具体化
学生の自己理解と成長、主体的な学修を支援するツールして「プ
レ・ディプロマ・サプリメント」と「TCU-FORCE」を構築
卒業段階までに学生が培った学修成果を社会に提示する「ディプ
ロマ・サプリメント」の能力指標・仕様・様式を決定
学修行動調査などに基づくIR情報を活用した教育改善PDCAサイ
クルの稼働

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
「プレ・ディプロマ・サプリメント」を活用した個別学修支援の確立と
「ディプロマ・サプリメント」を活用した質保証システムの定着に向けて、
2018年度末に「ディプロマ・サプリメント」の試験的発行を行う計画とし
ている。また、2019年４ 月からは 、全 17学 科の新入生が 「TCUFORCE」を利用できるように試行状況を踏まえた検討・準備を行って
いる。

【本取組の質を保証する仕組み】

また、全学DPと全学CPに則ってカリキュラムの再構築を進めている。
履修登録単位数の上限見直し、授業科目のスリム化、クォーター開
講の促進によって学修時間を確保しながら、初年次教育として「心に
学びの灯を点けるプログラム」を2020年度から導入し、段階的な能力
育成を目指して１・２・３年次に既存科目との関連を意識した全学共
通PBL科目「SD PBL」（Sustainable Development Problem Based
Learning）を開講する計画である。並行して、卒業研究ルーブリックの
再整備を進め、卒業研究につなぐ学修プロセスとして２・３年生次のカ
リキュラムへのルーブリック評価の導入を進める。さらに、シラバスの
改善、授業内容の開示、教育IRの強化を通じて教育改善のための
PDCAサイクルを回しながら、教育内容と学修プロセス・評価・成果の
「見える化」を図り、学修成果を目に見える形で社会に示す仕組みと、
社会に通用する学修成果を学士課程で育む仕組みの構築を目指す。

以下の仕組みにより、本取組の質保証と向上に努めている。

 運営組織による自己評価
本取組を運営している教育開発機構で、未達事項の有無、数値目
標達成状況の確認と課題抽出を行い、実行方針、スケジュール、業
務分担の再確認と見直しを行うことで、PDCAサイクルを回している。

 外部評価委員からの意見や助言の聴取
教育外部評価委員会（大学、行政、企業、研究機関、卒業生、高
校関係者で構成）を開催し、客観的な助言と評価を得ている。委員全
員の確認と合意を経て実施結果をまとめ、本取組の推進に反映して
いる。

 学外への情報発信
APシンポジウム（2017年、2018年）の開催、他選定校とのシンポジ
ウム共催、各種の教育研究集会での取組報告、事業報告書の作成と
公開、AP用サイト（http://apuer.tcu.ac.jp/）での情報発信等を通じて、
学外に対して本取組の「見える化」を図っている。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

リテラシー基礎力
（アセスメントテスト）

目標を設定するワークショップの実施

「全学FD・SDフォーラム」では、ステークホルダーに対する調査結果、
各学部等における学修行動調査と授業評価アンケートの分析結果や
教育改善への取組を共有する等、本取組で得られた客観的なデータ
を活かしてFD・SD活動を進めている。

クラス担任／学修アドバイザー
個別学修支援

卒業時

ディプロマ・サプリメント

成長
（アセスメントテスト）

（卒業研究）

育成する人材像

卒業生調査

学びの成果の可視化

活動実態の把握
結果の分析と教育改善

語学力

自己理解
基礎学修力
（ＧＰＡ）

（ＴＯＥＩＣなど）

学生実態・満足度調査

就職先等

学生本位の授業と理解度向上

ディプロマ・サプリメントの活用
人材ニーズ調査の実施と分析

プレ・ディプロマ・サプリメントにより、学修の習熟度を教員と学生が共有し、
学生のキャリア形成と学修プログラムに生かす体制を整備

プレ・ディプロマ・サプリメント

リテラシー基礎力
リテラシー基礎力

リテラシー基礎力

専門学修力

語学力

コンピテンシー
基礎力

専門実践力

コンピテンシー
基礎力

専門実践力

コンピテンシー
基礎力

専門実践力

３年次

外部評価
企業、行政、研究機関、
他大学教員、卒業生、
高校関係者等で構成

２年次
１年次

東京都市大学

専門学修力
（ＧＰＡ、国家試験、国家資格、検定試験など）

学び、気づき、活動の記録と振返り

学生のキャリア形成と、
社会で必要とされる能力の獲得

コンピテンシー基礎力

専門実践力

キャリア・ポートフォリオ

専門学修力

基礎学修力

卒業時における質
保証の取組の強化

キャリアガイダンス

 FD・SD活動

テーマⅤ

 卒業までの過程でどれだけの力を身に付けたかを学生と教職員
が客観的に把握・評価でき、さらに学修成果・教育成果を目に
見える形で社会に示し、共有していくことが可能になる。
 「（プレ・）ディプロマ・サプリメント」の開発と活用を通じて、専門性
の高い学部で実践的に学ぶ学生と、支援する教職員との連携
モデルを構築し、多くの大学に導入可能なモデルとして広く波及
させることができる。

語学力
基礎学修力

専門学修力

語学力
基礎学修力

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.40

2.32

2.75

10.0 時間

14.5 時間

20.0 時間

進路決定の割合

94.0 ％

95.3 ％

96.0 ％

事業計画に参画する教員の割合

50.0 ％

100 ％

100 ％

質保証に関するFD・SDの参加率

90.0 ％

99.7 ％

100 ％

卒業生追跡調査の実施率

20.0 ％

11.5 ％

30.0 ％

具体的な実施計画における指標

学生の成績評価（GPAの平均）
学生の授業外学修時間（１週間当たり）
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「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

日本福祉大学
正課内外の学修成果の可視化を通した卒業時の質保証の取組
【取組の概要】
系統的履修体系の確立に向けてディプロマ・ポリシーと整合のとれた正課教育全体の最適化を進め、その上で学部の正課教育を中心に、キャ
リア形成や学生生活、基礎リテラシーを含む、学士課程教育全体の中での学生の修了時の学修到達状況を説明できるツールとして日本福祉
大学版ディプロマ・サプリメント「学修到達レポート」を発行し、卒業時の質保証を行う。それを支える取組として、①個々の学生に対して、教務、就
職、学生生活の３つの側面から学修到達状況を表示する「統合学生カルテ」と学修成果を蓄積するポートフォリオシステムにより進展される学修
成果の可視化、②それを踏まえた毎年次のラーニング・アウトカム評価の実施、③総合的な学修支援機関「学修管理・支援部門」と学部との協
働によるエンロールメントマネジメントの組織的推進、を有機的に連関させながら推進することで、学士課程教育の一層の実質化を図る。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢

正課内外の学びを集約するポートフォリオシステム「統合学生カルテ」の構築
４年間の学びを可視化する「学修到達レポート」（ディプロマ・サプリメント）の発行
教育・学修の適切な評価を可能とするアセスメントポリシーの策定
学生の学びの下支えをする基礎リテラシー養成・リメディアル教育の推進
質の高い卒業生を輩出するためのキャリア・専門職養成支援教育の推進

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
文章作成力養成プログラム（リメディアル教育）

「アセスメントポリシー」、「正課内外の学修」、「学修支援」、「教職一体」

【人材育成目標】

日本福祉大学

学生の主体的な学修を促す教育への質的転換に重点をおいて、
「我が如く等しくして異なること無からしめんと欲す」の「建学の精神」の
もと、「新しい福祉社会と持続可能な地域社会の構築に貢献する指導
的人材」（学則第２条）として、社会の様々な課題に身をもってあたり、
その解決をリードする人材の養成を進めている。これらに共通する、
「現場」を重視し行動から知を紡ぎ出す姿勢は、新しい時代に向けて、
主体的・能動的に学ぶ力の基盤となるものである。
こうした人材養成目標を踏まえて、本取組において、現場での「実践
知」にも重きを置く学修全体に対する評価指標を設定して、教育効果
の検証と教育改善を重ねる。これにより、４年間で専門領域の知見を
獲得し、かつ、多様な資質・能力・経験を身に付けた学生を輩出して
いく。

【教育上の課題】
これまでは「学生に何を教育するのか」に関わるインプット側の改革を
行ってきたが、現在は、「卒業時点で学生が何を学び、何ができるよう
になっているのか」に関わるアウトカム側の改革が求められている。この
アウトカムができているか、すなわち、ディプロマ・ポリシー（以下、DP）に
照らして教育課程が有効に機能しているかを評価する仕組みを構築
し、評価する必要がある。そこで、学生、教育課程、大学単位で、マク
ロ、メゾ、ミクロのレベルでの評価方法を示した全学的な方針として、ア
セスメントポリシーを策定し、学生に示す評価指標を設定する。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
学生の学修成果の可視化と、学生による学修のPDCAサイクルを回
すための仕組みを構築した。
学修成果を可視化するためのラーニング・アウトカム評価は、学生に
よる学修到達目標の設定→学修→１年間の学修に対する自己評価
→教員による講評の流れで実施することを決めた。学修のPDCAサイ
クルを回すための仕組みとしては、アセスメントポリシーの策定、同ポリ
シーをもとにラーニング・アウトカム評価を行うための評価ルーブリック
の作成、正課内外を含む学士課程教育・就職・学生生活の３つの側
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面の学修成果を可視化するポートフォリ
オシステム「統合学生カルテ」の構築、
４年間の学びを可視化する本学版の
ディプロマ・サプリメント「学修到達レポー
ト」の開発を行った。
学修到達レポート表示項目
・科目群・DPごとのGPA、取得単位
・ジェネリックスキル
・語学力、取得資格
・４年次末のゼミ教員による総評 等

＜実績・成果＞
•
•

学生による学修のPDCAサイクルを回すための仕組みの構築
教職一体による学修管理・支援体制の構築

【今後の取組の計画】

＜取組の計画＞
１～４年生のゼミにて、ラーニング・アウトカム評価を実施し、学修の
PDCAサイクルを軌道に乗せていく。
学生が毎年度、学修到達目標と目標達成に向けた学修計画を設
定する。各自の学修についてその成果を記録・蓄積し、後期末に自
己評価を行う。その後、ゼミ担当教員はポートフォリオに蓄積・可視
化された各種学修データを基に、学生に対するラーニング・アウトカ
ム評価を行う。
このサイクルを経て、学生が正課内外で身に付けた知見、スキル、
資格等を含む学習者としての資質を包括的に示す「学修到達レポー
ト」を発行する。
さらに、学部・大学レベルでアセスメントポリシーに基づき、適切な
教育評価を実施し、その後の教育に活かす。
これらの取組・手法を社会に発信する場として、シンポジウムを開
催する。また、これまでの到達点と成果を取組成果報告書にまとめ、
今後の取組改善に活かす。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 学位プログラムの質保証として、日本福祉大学版ディプロマ・サ
プリメント「学修到達レポート」を用いて、学生ごとに卒業時の正
課内外の学修達成状況を可視化している。これは他校において
も独自のものを作成することができる。
 「統合学生カルテ」を中心に、入学から卒業まで教職員が組織
的に学生ごとの学修管理と支援を行うプログラムの構築を通じ
て、高等教育におけるエンロールメントマネジメントの一モデルを
示している。これは他校においても参考可能なものである。

【本取組の質を保証する仕組み】

卒業時の質保証

＊学部のコンピテンシーに応じた
学修到達状況の表示（科目群ごとのＧＰＡ）
＊基礎リテラシーに関する到達度評価
＊ゼミ担当教員の総評
＊資格取得（学内資格含む）
＊正課外の学
・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
1年

2年

3年

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4年

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(

)
(

学
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の
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による学生支援・指導
＊ゼミ教員による個別学生の
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日本福祉大学
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＊教職員一体となった学修支援による学修時間拡充
＊進路志向に沿った資格取得と就職実績向上
＊学修支援手法のＦＤ・ＳＤによる教職員の教育面の資質向上
＊取組を通した本学学士課程教育への学生満足度向上
＊社会的通用性をもったエビデンス提示による
学士課程教育の質保証普遍化の促進

Ｄｉｐｌｏｍａ

3年次末と卒業時に発行
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標
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のす
社る
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続可能な地域社会の構築に貢献する指導的人材 等

事業目標の達成

学位記

学修到達レポート

卒業時における質
保証の取組の強化

学修到達レポート

日福 太郎（にっぷく たろう） （学籍番号 299F0001）
卒業学部･学科: 社会福祉学部・社会福祉学科（正規学生）／ 卒業年度: 平成30年度

氏名:

（※単位取得科目と各科目の成績は成績評価表を参照）

Ｄｉｐｌｏｍａ
＋ Diploma Supplement

日本福祉大学版 Diploma Supplement
「「学修到達レポート」の内容

日本福祉大学
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅰ．

全学および各学部が目指す養成人材の輩出
の達成

全学教育センター
学修管理･支援部門

社
会
福
祉
事 ＡＰ事業
ＡＰ事業推進
推進
学
業 スタッフ
部
の
・
推
子
センター
進
ど
エ
も
ン
学部の委員
発
ジ
達
ン
門 学
課題共有・協働 部
教務部長
(兼全学教育センター長)

学長

全学レベルの３ポリシー

大学改革委員会
学修管理･支援の
組織基盤形成

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の成績評価（GPA平均）
（社会福祉学部）

2.28

2.32

2.34

事業計画に参画する教員の割合
（社会福祉学部）

94.0%

78.3%

95.0%

学生の成績評価（GPA平均）
（子ども発達学部）

2.41

2.40

2.5

事業計画に参画する教員の割合
（子ども発達学部）

100.0%

97.4%

100.0%

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）（社会福祉学部）

5.0時間

10.6時間

10.0時間

質保証に関するFD・SDの参加率
（社会福祉学部）

89.0%

69.6%

95.0%

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）（子ども発達学部）

5.5時間

10.7時間

10.0時間

質保証に関するFD・SDの参加率
（子ども発達学部）

90.0%

69.2%

95.0%

進路決定の割合（全学）
（[就職決定者数＋進学者数]／
卒業者数）

卒業生追跡調査の実施率

15.0%

5.9%

25.0%

93.0%

97.7%

93.0%

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

テーマⅤ

本学において、教育成果としての学生の質保証は、個々の授業科目
の単位と評価の集積による卒業要件の充足をもって行ってきた。この
点について、教務部主導で、科目ごとのシラバスや成績評価基準の精
緻化と、カリキュラムマップを用いてディプロマ・ポリシーに照らして最適
な科目配置を行うことで、学位プログラムとしての全体整合を意識した
教育の質保証の充実に取り組んできている。

本取組では、こうした従来の教育の質保証の取組を中核に、①サー
クルやボランティア、キャリア開発に向けた諸活動など正課外学修も
包含する形で「統合学生カルテ」に集約して、②学生の「個」の学修管
理・支援という点では最も近い立場におり影響力を持つゼミ教員が、学
生が立てた目標と自己評価に対して、毎年度の講評を行うとともに、
教職一体で学修管理・支援にあたり、最終的に「学修到達レポート」を
発行することが中軸である。
これにより、エンロールメントマネジメントを実質化させつつ、個々の成
績評価の集積である学修成果を統合しながら意味づけることを学習
者に促すことで、教育の質保証の強化を図るものである。
これに加えて、教育全体を俯瞰して評価の方針を示すアセスメント
ポリシーを策定した。従来の評価の方針は、個々の授業科目のシラバ
スにおいてどのような基準をもって評価を行うかという学習者を対象に
したもののみであったが、本アセスメントポリシーにおいては、対象を学
習者（学部生）、教育者（教育課程、大学全体）の２つに分けるとともに、
マクロ（ディプロマ）、メゾ（カリキュラム）、ミクロ（科目）の３階層で方針
を設けることで、包括的、網羅的に教育の質に対する実効性の検証
ができることに留意している。
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大学教育再生加速プログラム（AP）

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

大阪工業大学

テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

ディプロマ・サプリメント・システムを中心とした
全学的な卒業時における質保証体制の確立

【取組の概要】
本学は、「実践的な専門職業人育成」を目指す建学の精神の下、３つのポリシー整備や教育課程の改定、教職員のFD推進など、全学的な教
育力向上の取組を継続的に進めている。2016年３月に示された学長方針「適正な成績評価基準に基づく厳正な成績評価の実施」は、本学全
体の改革推進基盤として、各授業科目のミニマム・リクワイアメント明確化や学修成果の可視化による学生の自律学修および効果的修学指導の
促進など、豊かな学修成果獲得に向けた多様な取組を促進している。今回、この動きをさらに加速させるため、学修成果を包括的に蓄積・可視
化する本学独自の『ディプロマ・サプリメント・システム』を構築し、この運用に付随する様々な教育改善の新たな取組に向けて、全学教職員の総
力を傾注する。また、外部人材との協働も充実させ、社会のニーズに適う質保証と教育改善サイクルを確立する。

【取組のポイント】
 社会のニーズを踏まえたポリシー改定と、全教職員への認識共有による体系的・組織的な教育活動
 学修成果の客観的評価方針策定と、ミニマム・リクワイアメント明示による厳正な進級・卒業認定

テーマⅤ

 「ディプロマ・サプリメント（DS）」及び運用システムの開発と、修学指導や就職活動・採用選考での活用
 学外人材からの助言・評価や、卒業生・企業等への調査を通じた教育改善への活用手法の確立

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「ディプロマ・サプリメント・システム（DSシステム）」、「ミニマム・リクワイアメント」、「学修成果の可視化」、「自律学修」、「効果的修学指導」

【人材育成目標】

大阪工業大学

本取組の目的は、厳正な成績評価等に基づく学修成果を包括
的に蓄積した『ディプロマ・サプリメント・システム』を新たに構築し、
この運用に付随する様々な教育改善の取組を、全学部・学科の教
職員を巻き込み実行し、さらに、外部人材との協働により、社会の
ニーズに適う質保証と教育改善サイクルを確立することである。こ
れにより、「実践的な専門職業人の育成」を目指す建学の精神の
下、教育理念として「専門学術の基礎と実践的応用力」「広い視野
と豊かな人間性」「開拓者精神」の獲得を掲げ、産業界や時代の
要請に応える人材を輩出することを目指す。

リメント・システム』を構築し、全学生に公開した。また、そのシステ
ムの活用教本となる「キャリア形成支援手帳」を開発し、工学部
の全学生に配付して修学指導を実施し、就職支援活動を拡充し
た。
 社会ニーズに適合した学修成果測定のため、汎用的能力を点検
する学士力（外部）アセスメント・テストを実施し、本テスト結果の
活用法解説を含めてキャリア形成支援講座を実施した。

学修行動
データ
入試情報

【教育上の課題】
本学では、2010年度に学科ごとの３つのポリシーを制定し広く学
内外に周知を図ってきたものの、必ずしも内容は具体的なものでは
なく、社会のニーズを十分に踏まえているとはいえない状況であっ
た。また、2016年３月には、シラバスにミニマム・リクワイアメントを明
記し、「適正な成績評価基準に基づく厳正な成績評価の実施」が
方針として提示されたものの、ディプロマ・ポリシーの測定は容易で
なく、学修成果の客観的評価基準は体系化されていなかった。そ
のため、教育効果の最大化による質保証が効果的に実施できるよ
うにするための、より一層の体制充実が求められていた。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
 2016年度に実施した実効力評価委員会で外部委員から聴取
した意見や卒業生アンケート等を活用し、３つのポリシーの見直
しを全学的に実施した。これに付随し、カリキュラム、卒業・進
級要件、および履修上限単位数等の見直しも全学的に行った。
 全授業科目のシラバスにミニマム・リクワイアメントを記載し、適
正な成績評価基準に基づく厳正な成績評価の運用を実施した。
また、アセスメント・テスト（専門知識確認）の合格を卒業研究
着手要件（一部卒業要件）とした。
 「ディプロマ・サプリメント」の出力機能を有する『ディプロマ・サプ
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＜実績・成果＞
 見直しを行ったカリキュラム、卒業・進級要件および年間履修上
限単位数等の制度を2018年度入学生から適用し、質保証にか
かる教育課程の充実に繋げた。
 シラバスでミニマム・リクワイアメントおよびそれを踏まえた学修成
果評価方法について明示し、学生と教員間で学修指針を明確に
共有でき、授業外学修の充実など能動的な学修活動促進と効
果的な指導提供に資することができた。
 『ディプロマ・サプリメント・システム』の構築と導入により、学生は従
来の修得単位数等以外に、各自のDP達成状況などの詳細な学
修成果を自己点検することが可能となり、その点検結果を踏まえ
た自律学修を従来以上に促進する基盤を整備した。また、このシ
ステムの活用で、学生の学修状況を指導教員との間でタイムリー
に共有できるとともに、「キャリア形成支援手帳」を活用した綿密な
修学指導実施、および学生の質保証を確保する体制拡充を図っ
た。
 汎用的能力の成長度を測定する学士力（外部）アセスメント・テス
トを１・３年次で実施し、その間の成長度を可視化し、学生の自己
認知を促進した。また、本テスト結果を踏まえて、より一層の能力
育成に繋げるためのキャリア形成支援講座を実施し、学生が社会
で活躍するための能力育成を強化できた。

【本取組の質を保証する仕組み】

＜取組の計画＞
2016年度からの実施内容の継続・改善に加えて、『ディプロマ・サ
プリメント・システム』の全学的本格活用による修学指導、「キャリア
形成支援手帳」を用いた本学独自のキャリア形成、「ディプロマ・サ
プリメント」を活用した就職活動を本格化する。また、教学関連デー
タやアセスメント・テスト（専門知識確認）、学士力（外部）アセスメン
ト・テストによる各種IRデータの蓄積、分析と課題抽出、解決に向け
た取組に着手するなど、教育IRに基づく具体的な内部質保証活動
も実施する。

 ３つのポリシーに基づく教育活動の実施
・ ３つのポリシーの一貫性強化とそれに基づく教育推進によるOIT
学士力（DPの達成）獲得促進
・ 自律的学修計画策定に向けた修学指導
 卒業段階の能力を客観的評価する仕組みの構築
・ 適正な成績評価基準に基づく厳格な成績評価（ミニマム・リクワ
イアメントの適正な設定）
・ 各種能力のアセスメント・ポリシー策定
・ 各種学生アンケートの統合的活用促進と、学生自身による自己
点検・評価体制の強化
・ IR分析と教育改善
 学修成果を社会に提示する手法の開発
・ 独自の『ディプロマ・サプリメント・システム』の開発
・ 「ディプロマ・サプリメント」による的確な可視化と情報発信
 外部人材との協働による助言・評価の仕組み構築
・ 企業、自治体、教育委員会関係者で構成する「実行力評価委
員会」の設置
・ 企業満足度調査、卒業生調査、在校生アンケートの有機的実施

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 『ディプロマ・サプリメント・システム』構築と活用
・ ミニマム・リクワイアメント設定により、高等教育機関としての学位
取得水準を従来以上に明確化
・ 大阪工業大学版「ディプロマ・サプリメント（学修成果補助証明
書）」による産学協働での人材育成基盤の提案
・ 学修成果の綿密な可視化による学生の自律学修環境拡充
 「教育IRシステム」構築と活用
・ 高等教育機関としてのエンロールメント・マネジメント推進に
向けた基盤モデル提示

テーマⅤ

【今後の取組の計画】

卒業時における質
保証の取組の強化
大阪工業大学

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

330

337

360

卒業生追跡調査の実施率
[%（調査回答者数/卒業者数）]

0.0％

10.7％

15.0％

30.0時間

23.3時間

48.0時間

DSシステムを用いた修学指導の割
合

50.0％

51.8％

80.0％

進路決定の割合
[%（就職決定者数+進学者数）/卒
業者数]

96.0％

97.3％

97.0％

ディプロマ・ポリシー達成度の把握率

60.0％

97.7％

100.0％

事業計画に参画する教員の割合
[%（参画教員数/在籍教員数）]

70.0％

95.1％

100.0％

各授業のミニマム・リクワイアメントの
達成率

60.0％

100.0％

100.0％

質保証に関するFD・SDの参加率
[%（調査回答者数/卒業者数）]

70.0％

90.7％

100.0％

アセスメント・テストによる汎用的能
力等の到達度把握率

55.0％

89.3％

95.0％

具体的な実施計画における指標
学生の成績評価
[卒業時累計GP（平均）]
学生の授業外学修時間
[時間数１週間当たり（時間）]

目標値（表を作成）
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⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度〜2019年度

日本赤十字九州国際看護大学
「学士課程教育」と「看護現場での現任教育」のシームレスな接続
【取組の概要】
【取組
要】
本取組では、生涯学び続け、成長し続ける看護人材を育成するために、学士課程教育と就職先での現任教育とをシームレスに接続する
「看護職キャリアパス基礎スケール」と「ディプロマ・サプリメント（学位証明書補足資料）」を開発する。これにより、卒業時の学修成果を社会
から評価することを可能にし、適切な現任教育に繋げることができ、看護基礎教育からエキスパートナース育成までの一貫した教育システム
の確立に貢献する。また、FD研修の充実によるアクティブ・ラーニングの促進と、多元的評価を用いた学修成果のアセスメントの実施にも取り
組む。これらを通して、カリキュラムのPDCAサイクルを機能させ、３つのポリシーに基づく体系的で組織的な教育活動の展開とカリキュラム・マ
ネジメントシステムの確立により、総合的な教育改革の取組を加速させる。

【取組のポイント】

テーマⅤ







『看護職キャリアパス基礎スケール』の開発
ディプロマ・サプリメント（学位証明書補足資料）の作成
アクティブ・ラーニングの促進
アセスメントを実行可能にする評価システムの整備
卒業生追跡調査を実施し、カリキュラム評価へ活用

卒業時における質
保証の取組の強化

【【キーワード】
】

「看護職キャリアパス基礎スケール」検討会議
「看護職キャリアパス基礎スケ
ル」検討会議 「アクティブ
「アクティブ・ラーニング」として設計した授業
ラ ニング」として設計した授業

「看護職キャリアパス基礎スケール」、「ディプロマ・サプリメント（DS)」、「アクティブ・ラーニング」

【人材育成目標】

日本赤十字九州国際看護大学

本学は、赤十字の基本原則の一つである人道に基づき、個人の尊
厳を尊重する豊かな人間性を培い、広い知識と深い専門の学芸を授
けることを教育理念としており、国内外で活躍できる実践力をもった看
護専門職の育成をめざしている。
卒業時までに身に付ける能力として、 『人間の尊厳と権利を擁護す
る力』 『自己教育力』『チームで働く力』『問題解決力』『看護の専門
性を探究する力』の５つの力を挙げ、ディプロマ・ポリシー（以下DP）とし
てそれぞれに到達目標を定めている。これらの能力は、卒業後、看護
専門職として働く上でも重要な力である。
そこで本取組で、生涯学び続け、成長し続ける看護人材を育成する
ために、学生の学修成果を可視化し、それを就職先と共有することで、
「学士課程教育」と「看護現場での現任教育」の接続を試みる。

【教育上の課題】
【教育上 課題】
本学のこれまでの課題は以下の３つに集約される。
１．カリキュラム・マネジメントの確立のため、既存の指標に加え、多元
的評価を実施するための評価指標の不足
２．学生に能動的・主体的な学修を促すアクティブ・ラーニングの重要
性は教員間で理解されているが、促進のための具体策が不足
３．学修成果の可視化やアセスメント評価の仕組みが未確立

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
１．多元的評価を行うための評価指標として、DPのルーブリック作成、
就職先と協働で「看護職キャリアパス基礎スケール」の開発、外部
評価テストとしてのPROGの活用を進めている。
２．学修成果の可視化をディプロマ・サプリメント（以下DS)として発行可
能にできるよう、データの蓄積を行う。 DSのためのデータは、①教
員による成績評価、②DPルーブリック評価（１回/年）、③授業科目
成績 価 ②
ブ
価（
/年） ③授業
毎の到達目標に対する学生の達成度自己評価 ④学修e-ポート
フォリオ「夢・目標」、⑤PROGテスト（１・３年次測定）、⑥看護職キャ
リアパス基礎スケールの結果等である。
３．アクティブ・ラーニング促進のためのFD/SD研修会、アクティブ・
ラーニング実施率の調査および、これを活かした学内「Good アク
ティブ・ラーニング賞」の仕組みづくりを行う。
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DSの基礎データとなる学修成果の可視化のイメージ

＜実績・成果＞
•
•

•

システム（ポータル）の整備により、成績評価と学生の自己評価等、
システム（ポ タル）の整備により 成績評価と学生の自己評価等
多元的評価による情報が同一システム上で確認可能となった。
看護職キャリアパス基礎スケールは、学生および看護職双方で測
定できる22項目４因子「長期的に自己を見つめる力」「他者との関
係の中で自己を表現する力」「課題遂行のモニタリング力」「オープ
ンな相互支援関係を築く力」として作成した。
アクティブラーニング実施率や研修参加率は向上し、授業改善を
組織的取組とする基盤整備となった。

【今後の取組の計画】
DSの蓄積データは、科目毎の到達目標に対する学生の到達度自己
評価や、DPルーブリック、学修e-ポートフォリオ「夢・目標」などについ
て、学生の確実な入力とそれに基づく教員の活用が必須となる。教員
や学生への周知は行ってきたが、実際に活用してその効果を実感して
もらうことが大事である。従って、DSを在学時に随時閲覧でき、印刷で
きるようにする。つまり、学修支援ツールとして活用し、学生・教員から
意見を聞いて課題を抽出し、浸透・改善を図る。
アクティブ・ラーニング促進を組織的に取り組むには、教員間での効
果的な授業の共有の仕組みが必要である。教員は、授業科目毎の授
業形態や授業の改善を記載した自己評価表を提出しており、この記
載内容と学生からの授業評価を元に「Good アクティブ・ラーニング賞」
を選定する。受賞した授業は、次年度に公開授業を行い、教員間で
の情報共有の場としながら、授業改善の仕組みとする。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 専門職（看護職）育成の観点から、学士課程と現任教育の接
続を意識した「ディプロマ・サプリメント（DS)」を作成し、就職先
に提供できる。
 多元的評価を用いた学修成果の可視化は、学生の目標管理
や意欲向上を目的とするが、科目毎の教育評価にも活用でき
カリキュラムマネジメントに有効なデータとなる。
 在学中の学生のDSを教員と学生の共通ツールとして活用す
ることで、学生支援ツールとなる。

【本取組の質を保証する仕組み】

本学で開催したAPシンポジウム（2018.8.24）
テーマ「専門職育成のためのディプロマサプリメント」

日本赤十字九州国際看護大学

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）

10.0時間

7.97時間

16.0時間

66.0%

65.0%

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

質保証に関するFD・SDの参加率

80.0%

93.6%

85.0%

「大学教育に満足している」学生の割合

70.0%

93.9%

85.0%

学修ポートフォリオの利用率

80.0%

54.5%

95.0%

学修到達度調査の実施率

50.0%

47.2%

80.0%

目標値（表を作成）

事業計画に参画する教員の割合

進路決定の割合
（[就職決定者数＋進学者数]／
卒業者数）

50.0%

100%

100%

卒業時における質
保証の取組の強化

具体的には アクティブ・ラーニング実施状況（授業形態や具体的
具体的には、アクティブ・ラ
ニング実施状況（授業形態や具体的
工夫）を各教員が 「自己評価表」に記載し、AP委員が策定した選定
基準により「Good アクティブ・ラーニング賞」を選出する。受賞科目は、
次年度に公開授業の機会を設け、授業改善や授業設計等を学内で
共有する仕組みである。現在、選定の試行に入る状況である。
第３に、「学修成果の可視化」のDS情報を在学時から活用し、学生
と教員が共有できる「学修支援ツール」として機能させる。
第４に、これまで学内に留まっていた教育評価を、就職先や卒業
生等外部評価を加えたカリキュラム評価として実現する。卒業生調査
は開始しているが、「看護職キャリアパス基礎スケール」の活用やDSの
提供による就職先からの意見等は今後の計画となる。

テーマⅤ

本学はこれまでカリキュラム・マネジメントの基盤づくりを行ってきた
が、アセスメントポリシーに基づく評価が実現できるPDCAサイクルを機
能させる必要性があり 本事業を進めている 現在 以下の４つのサイ
能させる必要性があり、本事業を進めている。現在、以下の４つのサイ
クルを機能させ、教育の質保証に取り組んでいる。
第１に、科目毎の教育評価サイクルとしては、科目担当教員が、
「シラバス作成」→「授業の実施」→「科目の自己評価表を記載」→
「改善点を次年度シラバスへ活かす」サイクルとなっている。科目毎の
評価は、これまで成績評価と学生からの授業評価アンケート等を踏ま
えていたが、本事業により「科目毎の到達目標に対する学生の達成度
自己評価」のデータが入手可能となり、到達目標の達成度を把握し、
目標の妥当性なども含めて授業設計の改善につなげられる。
第２に、教員間の教育評価サイクルとしては、先述した「科目の自
己評価表」を基に、授業設計の知見を学内で共有する仕組みである。

100%
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

東海大学短期大学部
専門職養成における卒業時の質保証の取組の強化
【取組の概要】
本取組では、社会的通用性のある専門職人材育成を行うことを目的とし、以下のプログラムを実施する。①教育形態に応じて「学習成果」修
得の到達段階が測定可能な成績評価方法の導入、教員が「学習成果」を客観的に把握し、個々の授業内容をそれに応じて自己修正できる仕
組みの導入を通して、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関係強化を図る。これを受け、②高い学修効果を持つ、現場体験プログラム
を積極的に教育課程に組み込むとともに、「面談カウンセリング」の実施を通して、専門職への意欲向上、理解促進を図る。③これら学生の学び
を外部に示すため、「ディプロマ・サプリメント」を策定する。④これらの改善を受け、アドミッション・ポリシーを見直し、専門職域に対する理解促進
を図る。⑤以上のプログラムに対して、外部人材による適切なアセスメントを実施し、３つのポリシーに基づく一貫した教育課程の構築を目指す。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

「学習成果」の観点別成績評価方法の導入
現場体験プログラムの実施
「面談カウンセリング」による学生支援の実施
「ディプロマ・サプリメント」の活用
既卒者訪問プログラムの実施
高校生の保育体験プログラムの実施

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「専門職養成」、「観点別成績評価」、「面談カウンセリング」 「あかちゃんひろば（現場体験プログラム） 」

【人材育成目標】
本取組では、専門職域へのアンケート（700件程度）を踏まえて設定
された下記の「学習成果」を、人材育成目標としている。
□学習成果
育成される力
人
間
性

東海大学短期大学部

社
会
性

専
門
性

達成目標

①自己理解

自分の性格や行動の特徴を理解することができる

②向上心

前向きに、自分のやるべきことの方向・目標を設定できる。

③表現力

自分の気持ち（感じたこと・考えたこと）を的確に把握し表現することができる。

④人間関係力

他者の気持ちを理解しながら、積極的に他者と関わり、協働的に活動をすること
ができる。

⑤常識・教養

社会や文化、自然に対して積極的な関心を持ち、考えを深めることができる。

⑥使命感

教育・保育に対する熱意を持ち、教員・保育者の役割を理解し、そのために必要
となる姿勢・態度を持つことができる。

⑦子ども理解

子どもの心身の成長・発達に関する知識を基に、多様な子どもを理解し、その内
面を汲みとることができる。

⑧教育・保育
構想力

教育・保育内容を理解し、具体的な教育保育構想・計画を立てられるとともに、
実践後は、それを振り返り、反省評価することができる。

⑨教育・保育
実践力

子ども及び保護者と適切に関わるために必要な知識・技能を修得し、それを実践
することができる。

【教育上の課題】
保育者の新卒就職者の離職率は極めて高く、２年以内に半数以上
が離職すると言われている。その理由は様々挙げられるものの、養成
段階での資質能力形成にも課題があると言わざるを得ない。本学で
は、早期離職率は低いものの（１年以内離職率３％程度）、在学時の
学業成績優秀者が卒業後専門職として通用しない事案や、退学率
の増加（８％）、 専門職就職率の低減（92％）など、専門職への理解
と目的形成が十分できていないことが明らかとなっており、適切な資
質能力形成に向けて、「学習成果」の可視化とそれに基づいた資質
能力を伸長させていく仕組みの導入が不可欠となっている。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
「学習成果」の観点で、シラバス、授業、成績評価、現場体験プロ
グラム、e-ポートフォリオまで、一貫したシステム構築を行い、学生の
資質能力形成が常に把握できるようにしている。「学習成果」と紐づけ
られた成績評価結果は、定期的な「面談カウンセリング」による教員の
指導により、修得された「学習成果」の把握、目標の見直しに活用さ
れるとともに、 教員の授業の振返りにも活用される。これらのデータは、
e-ポートフォリオに集約され、「ディプロマ・サプリメント」として出力され
ることで、卒業時の資質能力を可視化することが可能となっている。
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「保育体験プログラム」

○事例１
「面談カウンセリング」
e-ポートフォリオを活用した「学習成果」観点別の成績評価結果を
踏まえた、個々の学生に対する「面談カウンセリング」の実施を通して、
学期毎の「学習成果」の修得状況（自己評価）を精緻に把握できるよ
うになるとともに、それらの状況は、教職員間で情報共有されることで、
個別的かつ継続的な支援ができるようになっている。
＜実績・成果＞
• 「学習成果」の観点別成績評価により学生の資質能力が適切
に捉えられるようになった。
• 「学習成果」に応じた授業改善の仕組みが整った。
• 現場体験プログラムの実施により資質能力形成が促進された。
• 学生の「学習成果」の修得状況を、「ディプロマ・サプリメント」と
して発行することが可能になった。
• 保育体験プログラムにより高校生の専門職理解が進んだ。
• 既卒者訪問プログラムにより、「学習成果」修得状況アセスメン
トができた。（2017年就職者93名中の82名〈88.2％〉実施）

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
システム全体の稼働により、学生全体、学生個々の「学習成果」修
得状況が時系列（学期毎）で把握できるようになった。そのため、「面
談カウンセリング」の際にはそれに基づいた、履修指導、進路指導を
行うことができ、その記録もe-ポートフォリオに集積されるようになった。
今後、教員間での情報共有を一層進めていく予定である。また、本学
のカリキュラム全体における「学習成果」のバランスも可視化され、カ
リキュラムマネジメントが可能になったことから、「学習成果」をより適
切に身に付けられるよう、授業内容の見直しを行っていく。
これまでの分析で、「学習成果」の観点別成績評価（客観評価）と
「面談カウンセリング」を踏まえた、学生による「学習成果」修得状況
（学生の自己評価）とは、ほぼ同傾向を示しており、それぞれ補完的
に活用できることが分かった。「ディプロマ・サプリメント」の設計に関し
ては、その点に留意し、それらを可視的に捉えられるようした。今後、
学生指導および、就職先と連携した「養成－育成モデル」構築の基
礎的ツールとして有効に活用する予定である。

【本取組における成果と社会へのインパクト】

東海大学短期大学部

 「学習成果」修得状況を着実に反映する成績評価システム
 学生の「学習成果」習得を支援する「面談カウンセリング」
 「ディプロマ・サプリメント」の活用を通して、大学と就職先とによ
る既卒者連携支援の仕組みの普及が期待される。

学科
学籍暗号

ディプロマサプリメント

児童教育学科
16CE00XX

【例】
①東海

氏名
その他免許・資格等

小学枚教諭免許（二種）見込
保育士資格見込

面談評価

学習成果値

①自己理解

①自己理解

6.0

4.0

⑨教育・保育実践
力

5.0

⑨教育・保育実践力

②向上心

3.0

3.0

⑧教育・保育構想力

③表現力

0.0

⑦子ども理解

④人間関係力

⑥使命感

⑦子ども理解

⑤常識・教養

観点別学修成果値

学習成果

③表現力

1.0

0.0

④人間関係力

⑥使命感

学科平均

一年前期

⑤常識・教養

一年後期

二年前期

二年後期

学科平均

2016年度・前期
2016年度・後期
2017年度・前期
2017年度・後期
実践活動Ⅰ 実践活動Ⅱ 実践活動Ⅲ
☑ 学習成果 面談評価 ☑ 学習成果 面談評価 ☑ 学習成果 面談評価 ☑ 学習成果 面談評価 自己評価 自己評価 自己評価

人間性

①自己理解
②向上心

2
1

3
3

2.8

5
5

3.0
3.4

6
6

社会性

③表現力
④人間関係力
⑤常識・教養

2
2
1

3
3
2

3.4
3.2
3.0

5
4
4

3.5
3.2
3.0

6
5
6

専門性

⑥使命感
⑦子ども理解
⑧教育・保育構想力
⑨教育・保育実践力

1
1
1
1

3
2
3
2

3.5
2.6
2.8
2.8

4
4
4
5

3.3
3.0
2.7
3.5

6
5
5
6

★

★

★
★

◎

◎

◎

◎

◎

◎

学習成果値： 当該学生が履修した科目の観点別評価（１～４）の平均値です。
面談評価 ：大学が設定する９つの学習成果の習得に向けて、各学期ごとに「自己目標」を定め、学習活動を行います。
学期終了後、教員との面談を通して確定した「面談評価」（１～６）が示されます。★は、各学期ごとに当該学生が設定した「身に付けたい力」です。
実践活動 ： 学習成果の習得に向けて、授業外に大学独自で設定している実践活動です。◎は、この実践活動を通して当該学生が自覚した「強味」です。
■実践活動詳細
活動種別
回数
時期

実践活動Ⅰ
保育特化プログラム
６
2年前期

実践活動Ⅱ

実践活動Ⅲ

キャリアインターンシップ幼稚園 キャリアインターンシップこども園
６
8
2年前期
2年後期

テーマⅤ

本取組の成果は、「ディプロマ・サプリメント」（右図）に集約される。
以下のように活用することで、本取組の質保証を推進する。
① 「面談カウンセリング」の際の学生の自己評価の根拠資料として活
用し、当該学生の資質能力形成の特徴（得意、不得意、バラン
ス）を学生と共有しながら適切な学修指導、支援を行う。
② 専門職への就職支援、就職先とのマッチングや「推薦書」「人物
調書」作成の根拠資料として活用する。
③ 卒業後（専門職採用後）の育成支援のための基礎資料として、就
職先での活用を推奨する。ただし、本人及び就職先との合意を前
提とする。なお、就職後の育成資料としての活用については、外
部評価委員（保育園長）からの要望がなされた。

2.0

1.0

⑧教育・保育構想
力

②向上心

4.0

2.0

【本取組の質を保証する仕組み】

花子

幼稚園教諭免許（二種）見込
該当学科に係る免許・資格

■総評
この２年間で大きく成長しています。「向上心」の伸びは、保育教育という自らの目標・進路にも向けては強い「使命感」として現れています。「子ども理解」や「教育保育構想
力」は少し低く、「対象（子ども）をじっくり捉えて保育を考えて組み立てる」という内的（受信的）なことは課題ですが、「表現力」と「教育保育実践力」はとても高く、教育保
育現場における発信力は十分身に付いています。

担当教員：■■■■■■

発行日：2018年03月03日

卒業時における質
保証の取組の強化

東海大学短期大学部
学科主任(児童教育学科)：山本
○○○○〇
康治

東海大学短期大学部

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

２．７０

２．７３

２．９０

ⅵ卒業生追跡調査の実施率
［％］

８４．６

８８．２

１００

１６

１７．３

１６

ⅶ「大学教育に満足している」
学生の割合［全学％］

８０．０

９１．１

９０．０

９６．３

１００

１００

５０．０

１００

１００

ⅳ事業計画に参画する教員の
割合［％］

ⅷ学修ポートフォリオの利用率
［全学％］

５０

１００

１００

１００

１００

１００

ⅴ質保証に関するFD・SDの参
加率［％］

ⅸ学修到達度調査の実施率
［％］

１００

具体的な実施計画における指標

ⅰ 学 生 の 成 績 評 価 ［ GPA 平
均］

目標値（表を作成）

ⅱ学生の授業外学修時間[時
間数（１週間当たり）]
ⅲ進路決定の割合［％］

１００

１００
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テーマⅤ

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

山梨学院短期大学
PROPERTIES -専門職として社会に貢献しうる力を卒業時に学生が確実に身につける【取組の概要】
本取組では、各科 12に およぶディプロマ・ポリシーを３つ の要素「専門 的知識Professional Knowledge」 「専門的実践力 Professional
Performance」「総合的人間力Total Abilities」でとらえ、「外部評価の導入による学修成果を学内・学外の両輪で評価する仕組み」、「学修成果
を目に見える形で社会に提示していく仕組み（学修成果レーダーチャート）」を開発・整備し、これらをいかして、「学生の主体的な学びの促進や
学修時間の増加等、教育活動を改善」する。この一連の取組をPROPERTIESと呼び、これにより「卒業時における質保証」を強化する。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢

学修成果（ディプロマ・ポリシー）を３つの要素(専門的知識、専門的実践力、総合的人間力)で概念化
学修成果を学内・外の両輪で評価（学修成果に対する外部評価の導入）
学修成果を目に見える形で社会に提示（「学修成果レーダーチャート」の導入）
教育活動の改善（タブレットを活用した先進的な学修支援システム「PROPERTIES e-learning」の構築）

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「専門的知識」、「専門的実践力」、「総合的人間力」、「学外助言評価委員会」、「学修成果レーダーチャート」、「学修支援システム」

【人材育成目標】

山梨学院短期大学

食物栄養科、保育科からなる本学は、「智と情と勇気をそなえ、実
践を貴んで、社会に貢献する人間を育成する」という教育理念のもと、
栄養士、製菓衛生師、保育士、幼稚園教諭等、「食と健康」、「教育
と児童福祉」の分野で「社会に貢献しうる」専門職の養成に努めてき
た。社会のニーズ、中教審答申、政府方針等をふまえつつ、現在ま
で数多くの教育改革に取り組んできたが、それらは一貫してこの「『社
会に貢献しうる』専門職の養成」の充実を目指している。本取組も、本
学の一連の教育改革の１つとして位置づくものである。

＜取組②学修成果を学内・外の両輪で評価＞
「専門的知識外部試験」を全科全コースで実施した。学外助言評
価委員会との協働により、「専門的実践力外部試験」を食物栄養科
全コースで実施、保育科では実施に向け要項を作成した。また、同
委員会との協働により、 「ボランティア・パスポート」を全学に導入し
た。
[専門的実践力外部試験]

【教育上の課題】
本学では、2008年度に教育改革の一環として、各科・コースに具体
的な「ディプロマ・ポリシー（卒業までに身につけさせたい能力）」を定め、
これに対応した教育課程を構造的に編成した（本学ではこれを「カリ
キュラム・ポリシー（教育課程編成の考え）」と呼ぶ）。また、ディプロ
マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づいて「アドミッション・ポリシー
（本学が求める入学生像）」を定めた。
ディプロマ・ポリシー（以下、DP）に関しては、「卒業時学修成果の学
内評価と社会からの評価とのズレ」と「学生の学修時間の不足」が問
題点として明らかになった。そこで、本取組を通して、各科12におよぶ
DPを３つの要素「専門的知識Professional Knowledge」「専門的実践
力Professional Performance」「総合的人間力Total Abilities」でとら
え、「学修成果を学内・学外の両輪で評価する仕組み」、「学修成果
を目に見える形で社会に提示していく仕組み」を開発・整備し、これら
をいかして、「学生の主体的な学びの促進や学修時間の増加等、教
育活動の改善」を図ることとした。

食物栄養科 栄養士コース

食物栄養科 パティシエコース

[ボランティア・パスポート]

＜取組③学修成果を目に見える形で社会に提示＞
学外助言評価委員会との協働により、 「学修成果レーダーチャー
ト」の開発を行った。
学修成果レーダーチャート(学修成果証明書) 表示項目
・３つの要素ごとの内部評価および外部評価
・授業外学修時間
・取得資格
・卒業レポートのテーマ等

＜取組④教育活動の改善＞
【これまでの取組、実績・成果】
＜取組①学修成果を３つの要素で概念化＞
「学外と共有しうる明確な評価視点」を設定すること、単なる資格取
得に留まらない「社会に貢献しうる力」の獲得を「出口を見据えた学修
成果の目標」として設定することを目指して、学修成果（ディプロマ・ポ
リシー）を３つの要素（「専門的知識」「専門的実践力」「総合的人間
力」）で概念化した。
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「学修支援システムPROPERTIES e-learning」構築の一環として、
「WebClass」の積極的な運用を行った。

＜実績・成果＞
•
•
•

３つの要素が「学外と共有しうる明確な評価視点」として機能
「専門的知識外部試験」「専門的実践力外部試験」の実施により、
学修成果を一層客観的に把握
学生の授業外学修時間の増加等、教育活動の改善

【今後の取組の計画】

【本取組における成果と社会へのインパクト】

＜取組①学修成果を３つの要素で概念化＞
３つの要素（「専門的知識」「専門的実践力」「総合的人間力」）を
「学外と共有しうる明確な評価視点」として継続的に機能させていく。

＜取組②学修成果を学内・外の両輪で評価＞
「専門的知識外部試験」および「専門的実践力外部試験」の全学
的実施、「ボランティア・パスポート」の全学的活用に引き続き取り組
み、さらなる「学修成果評価の客観性の向上」を目指す。

 学修成果を学内・外の両輪で評価し、社会に見える形で提示し
ていく仕組みづくりに関し、大学と社会（地域）が学修成果を共
有し、その向上に協働して取り組むための基盤を構築することが
できたことは、本取組における成果と考える。学修成果レーダー
チャートの導入はもとより、公的機関の資格試験の活用、客観
性をもった学外者による個々の学生の直接的評価からなる外
部評価は、教育の質を保証する上で有用な手法であるため、他
の高等教育機関においても実施可能なものである。今後、同様
の取組が広く社会に普及していくことが期待される。

＜取組③学修成果を目に見える形で社会に提示＞
「学修成果レーダーチャート」（学修成果証明書）を全２年生に導入
し、「学修成果を目に見える形で社会に提示」することを目指す。

＜取組④教育活動の改善＞

取組の自己評価は、「PROEPRTEIS推進室」会議および「自己点検
評価委員会」を通して実施する。「PROEPRTEIS推進室」会議では、
本事業が実施計画にそって実施されているかが点検され、必要に応
じて計画の見直しや関連部署への協力要請等が行われる。「自己点
検評価委員会」では、取組全体の進捗状況や成果の自己評価が、
「本事業の必須指標」「本学独自の事業目標」を踏まえなされる。自
己評価結果は、「学外助言評価委員会」に報告され、学外委員から
助言評価を受ける。

卒業時における質
保証の取組の強化

学修成果を学内・学外の両輪で評価し社会に
目に見える形で提示していく仕組み

山梨学院短期大学

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）

3時間

9.7時間

20時間

事業計画に参画する教員の割合

100%

100%

100%

「大学教育に満足している」学生の
割合

95％

92.4％

95％

学修支援システム利用率

100%

100%

100%

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の成績評価(GPA)

2.65

2.6

2.8

「専門的知識外部試験」受験率

100%

100%

100%

進路決定の割合

95％

99％

98％

質保証に関するFD・SDの参加率

100%

100%

100%

具体的な実施計画における指標

テーマⅤ

タブレット活用による「学修支援システムPROPERTIES e-learning」
の構築を進展させ、「学生の主体的な学びの促進や学修時間の増
加等、教育活動の改善」への取組を継続、発展させることを目指す。

【本取組の質を保証する仕組み】
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大学教育再生加速プログラム（AP）

テーマⅤ

Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

松本大学松商短期大学部
正課内外の学修成果の可視化を通した卒業時の質保証の取組
【取組の概要】
本取組では、「学修ポートフォリオ」や「ルーブリック」による学修成果の可視化を通して、学生が自分の技術・能力の成長を把握しながら主体的
に学修を進める環境を整備し、卒業時に「ディプロマ・サプリメント」を発行することで、修得した技術・能力を客観的に評価する仕組みを構築する。
学生は「コンピテンス配分表」を用いて履修科目を決定し（Plan）、授業では「e-ポートフォリオ」を含む「学修ポートフォリオ」を活用して学修し（Do）、
成績表や「ルーブリック」による学修成果の確認を通して（Check）、自身の改善を図りつつ次学期の履修科目を決定する（Action）。本取組では、
このようなPDCAサイクルを回しながら学生が主体的に学修を進める環境を整備し、「ディプロマ・サプリメント」の発行を通して学修成果を社会に
提示するとともに、外部評価体制を構築することで本学の教育の質保証を図る。

【取組のポイント】

テーマⅤ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

「e－ポートフォリオ」を含む「学修ポートフォリオ」の取組の見直しによる学修成果の可視化の促進
「コンピテンス配分表」「ルーブリック」等による評価基準の可視化と指標の統一化・共通化
多様なコンピテンスを育成するための４学期制導入と４学期制対応プログラムの開発・実施
卒業時の質保証としての「ディプロマ・サプリメント」の発行と普及、並びに在学中の活用
学修成果の可視化や卒業時の質保証のための学内基本システムと学修支援システムの改修
本学の教学改革、並びに教育の質保証のための評価・助言体制の構築

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「コンピテンス」、「学修成果の可視化」、「ルーブリック」、「４学期制」、「ディプロマ・サプリメント」

【人材育成目標】

松本大学松商短期大学部

本学の教育理念は「自主独立」であり、その教育目標は主体的に自
分の能力を高め、地域社会に貢献できる中核的人材の育成である。
本取組により、学生は客観的に自分の学修成果を把握できるようにな
り、自分が次に何をすべきかが明確になる。したがって、本取組におけ
る人材育成目標は、自分の学修成果を客観的に認識し、PDCAサイク
ルを回しつつ主体的に自分の能力の向上に努め、自分自身の改善を
通して自立して生きていく意志と能力を持った人材、すなわち本学の
教育理念である「自主独立」を体現する人材である。
このような人材育成目標に対して、本取組は、コンピテンス育成を核
とした本学の教育改革を、アクティブラーニングとルーブリック等による
学修成果の可視化を通してより体系的に再構築し、その教育成果を
地域社会に発信する取組になっている。

ルーブリックによるコンピテンス評価を実施しており、現在は教員間の
認識の共通化と指標の見直しを行っている。また、本学のコンピテンス
育成教育の核となる「出席レポート」の取組については、４学期制に対
応して、教育効果を考えながら実施している。
本取組の成果の公表については、毎年「APフォーラム」を実施して
いる。このフォーラムでは他大学の事例報告や教育改革についての講
演等も行っており、本学教職員の意識改革に活用している。
本取組では、卒業時の質保証として「ディプロマ・サプリメント」（下図）
の発行を予定しており、本学の教育でメインとなる検定や資格に加え
て、５つのコア・コン
ピテンス、留学やイ
ンターンシップなど
の活動についても
記載し、本学での
教育成果と多面的
な学生の把握が
可能になっている。
1.4 国籍

1998/5/26

日本

2. 学位・資格の基本情報 （資格）
2.1 学位
2.2 授与機関の名称

2.3 種別

短期大学士（商学or経営情報学）

私立短期大学

簿記

Word

Excel
英語

秘書

本学では、10年以上にわたってコンピテンス育成を重視した教育を
展開しているが、様々なコンピテンスを評価する指標（ルーブリック等）
と評価対象となるアセスメント・プログラムの開発が遅れており、アクティ
ブラーニングの推進を含めてコンピテンス評価に対する教員間の認識
の共通化を進める必要がある。また、本学では、様々なコンピテンスを
集中して育成するために４学期制を実施したが、４学期制を活用した
留学や長期インターンシップ等のプログラムの開発についても進める必
要がある。さらに、ディプロマ・サプリメントの発行についても地域社会の
理解が不可欠であり、その周知を図っている。

【これまでの取組、実績・成果】
＜取組＞
本取組では、集中して学修する環境の整備として４学期制を導入し
たが、それに伴って学期を活用した留学やインターンシップなどのプロ
グラムの開発を進めている。また、４学期制の導入に伴ってシステム
改修を行い、４学期制に対応した教務関係の学内基本システムとICT
教育を推進する学修支援システムが再構築されている。
他方で、本学の教育改革の柱であるコンピテンスの育成については、
本学で育成すべき「コア・コンピテンス」の抽出と、評価基準の共通化
の観点からルーブリックの作成を行い、2017年度からは作成された
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2.5 資格・検定について
松商短大 主要資格の取得状況
1年
1年
2年
前期
後期
前期

3.1 履修形態

一般学生

1.3 生年月日

商短 一子

その他
言語

【教育上の課題】

3. 学位に関する情報

松本大学松商短期大学部
ディプロマ・サプリメント（学位証書補足資料）（案）⑫卒業後

1. 学位・資格の取得者に関する情報 （資格保有者）
1.1 氏名
1.2 学籍番号

松本大学松商短期大学部

2.4 教育/学修におい
て使用する言語

3.3 成績を補足する情報
■GPA（累積）

日本語

2.46

2年
後期

簿記

日商初級 日商3級 日商3級 日商3級
全経3級商 全経1級工 全経1級工

なし

日本語ワープロ

日本語ワープロ

日本語ワープロ

準2級 準2級 準2級
表計算 表計算 表計算 表計算
3級
準2級
2級
2級

TOEIC Bridge TOEIC Bridge TOEIC Bridge TOEIC Bridge

124点
なし
なし
なし

148点

172点

1年前期

Word

1年後期
2年前期

Excel

なし

英語

秘書検定 秘書検定

3級

0

3級

1

2

3

4

5

(ﾎﾟｲﾝﾄ)

その他の取得資格・検定

英検3級、医療事務検定3級（医科）、小原流初等科免許状
以上、全●●資格

2.6 コンピテンシーについて
1年
1年
前期
後期
情報
2
2.8
リテラシー
(1.8)
(1.9)
1
1.2
論理的
(1.8)
(1.9)
思考力
コミュニケー
0.5
2
ション力
(1.8)
(1.9)
1
2.2
課題解決
(1.8)
(1.9)
能力
0.5
0.5
チームで
(1.8)
(1.9)
働く力

•
•
•
•
•
•

2.36

4. プログラム（課程）内容と学修成果に関する情報
4.1 ＧＰＡ制度について
学業成績を総合評価のポイントで表す。この数値をGrade Point Average = GPAといい、各科目の成績を以
下のとおりポイント化する。
S（秀）→4、A（優）→3、B（良）→2、C（可）→1、D（不可、Ｒ（出席不足）、Ｊ（受験せず）含む）→0
その上で、各科目のポイントにその単位を乗じた値の合計を、履修登録した単位数の合計で除し、総合評
価ポイントとする。
GPA = （各科目のポイント × 各科目の単位数）／履修登録の総単位数
不合格科目（D）を再履修し合格した場合は、それ以前の評価に代わり、最後の評価をGPAに算入する。
4.2 資格・検定のポイントについて
本学では、「簿記」、「Word」、「Excel」、「英語」、「秘書」の資格を主要資格として教育を行っている。その
上で、各資格のレベルに応じてポイント換算し、表示している。
ポイント換算の詳細は、別紙説明文書、”6. 資格のレベルに関する情報”に掲載している。

2年
前期
2.5
(2.0)
3
(2.0)
2.8
(2.0)
2.5
(2.0)
1
(2.0)

2年
後期
3
(3.2)
2.5
(3.2)
4
(3.2)
3.2
(3.2)
2
(3.2)

1年前期

チームで働く力

課題解決能力

＜実績・成果＞

■GPA（学年平均）

■表彰
総代、上野賞、赤羽賞、平成●●年度地域貢献大賞、平成●●年度学長賞、平成●●年度●期学業成
績優秀賞 等
3.4 正課外活動
インターンシップ（企業名・期間）、クラブ活動（クラブ名・期間）、学友会活動（所属名・期間）、地域づくり考
房ゆめ活動（活動名・期間） 等
3.5 その他の追加情報
留学に関する情報（留学先・期間） 等

2年後期

172点

ﾊﾝｸﾞﾙ3級 ﾊﾝｸﾞﾙ2級 ﾊﾝｸﾞﾙ2級
中国語3級 中国語3級 中国語3級

（Ｆｕｌｌ Ｔｉｍｅ）

3.2 卒業要件
1. 卒業時までに、62単位以上の単位を修得していること。
2. すべての必修科目を修得していること。
3. 選択必修科目8科目中、8単位以上を修得していること。
4. 教養科目（フィールド⑨～⑯）を10単位以上修得していること。

※コンピテンシーは、一般的な能力が身につ
いていれば3となるように評価しています。
()内の数値は学年平均値です。

1年後期

2年前期

情報リテラシー
5
4
3
2
1
0

2年後期

4.3 コンピテンシーの採点方法について
本学では、「情報リテラシー」、「論理的思考力」、「コミュニケーション力」、「課題解決能力」、「チームで働く
力」をコア・コンピテンス（主要能力）として設定し、本学独自のルーブリック（評価基準）にて5段階評価をし
ている（値は一般的なレベルを3として評価している）。
コア・コンピテンスの内容および、ルーブリックの具体的基準は、別紙説明文書、”7. プログラム（課程）内
容と学習成果に関する情報”に掲載している。

論理的思考力

以上のことを証明する。

コミュニケー
ション力

平成●●年●●月●●日

松本大学松商短期大学部
学長 住吉 廣行公印

４学期制への移行に伴うシステム改修
４学期制に対応した留学プログラム等の開発と実施
コア・コンピテンスの抽出とルーブリックの作成、評価の実施
PDCAサイクルにより主体的に学修を進める環境の構築
「ディプロマ・サプリメント」の作成と発行体制の構築
外部評価体制の構築と企業・卒業生アンケートの実施

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
４学期制を活用したプログラムとして、この３年間は留学プログラム
の開発を中心に海外の大学との連携を進めてきた。今後は、国内外
の長期インターンシップ・プログラムの開発を進め、さらにはボランティ
ア活動などについても評価基準や評価体制を整備し、コンピテンス育
成のプログラムとして位置づける。
「コア・コンピテンス」の育成と「ルーブリック」評価については、アセス
メント・プログラムの開発に加えて、教員間のパフォーマンス評価に対

する認識の共有化を促し、評価の共通化を図るためにFD・SD活動を
充実させていく必要がある。さらに、アセスメント・プログラムに対する
ルーブリック評価は、誰が行っても同様の評価になるのが望ましい。
したがって、アセスメント・プログラム自体の研究についても進める必
要があり、その成果は、学会等の場で公表していく予定である。
また、主として“知識”の質保証と考えられる「成績証明書」に対して、
“技術”と“能力（コンピテンス）”の質保証としての松商短大版「ディプ
ロマ・サプリメント」を発行することで、学生を多面的に把握することが
可能になるとともに、大学教育における多様で深い学びの可視化が
可能になる。したがって、地域社会や地元企業に対して「ディプロマ・
サプリメント」の周知が不可欠であり、積極的に普及させていく。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
４学期制導入による集中学修と多様なコンピテンスの育成
ルーブリック評価によるコンピテンス育成教育の可視化と平準化
学修ポートフォリオによる客観的な学修成果の把握
学修成果の可視化による主体的学びの促進
ディプロマ・サプリメントの発行による学生の多面的評価の促進

「ディプロマ・サプリメント」は、在学中の正課内外の活動を可視化し、
個々の学生の学修成果を表現する学位補足資料であるが、他方では
大学側の教育成果の可視化を意味する。また、そこに記載される内
容は一定の基準や評価に基づく学修成果であり、知識のみならず技
術や能力（コンピテンス）等の教育の成果である。したがって、「ディプロ
マ・サプリメント」自体が教育の質を保証する役割を持っている。
また、本取組では、本学のアセスメント・ポリシーに基づいて、入学前
教育から卒業までの間、自分の能力についての自己評価や他者評価、
共通のルーブリックによる複数科目でのコンピテンス評価が行われて
おり、主観的な評価を客観的な評価に転換する仕組みを構築してい
る。つまり、学生は、学修ポートフォリオを活用して“振り返りによる学
修”を進め、自分の能力の状態を客観的に把握しながら主体的に学
修を進めることができ、学生と教員の双方が間接・直接評価、質的・
量的評価を行うことで、教育の質保証の仕組みを構築しているのであ
る。
さらに、本学のディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーとの関係に
ついては、AP実施委員会や自己点検評価委員会での検討に加えて、
本取組に対する外部評価委員会や常設の外部評価・助言委員会で
議論し、本取組の質の保証を確保している。

テーマⅤ







【本取組の質を保証する仕組み】

卒業時における質
保証の取組の強化
松本大学松商短期大学部

ポンチ絵

具体的な実施計画における指標

学生の成績評価（GPA平均）

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

具体的な実施計画における指標

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

2.46

2.37

2.49

質保証に関するFD・SDの参加率

76%

84.61%

92%

12.6時間

18.0時間

卒業生追跡調査の実施率

10%

15.37%

25%

「大学教育に満足している」学生の
割合

93%

89%

97%

学修ポートフォリオの利用率

100%

100%

100%

学修到達度調査の実施率

100%

100%

100%

目標値（表を作成）

学生の授業外学修時間
（１週間当たり）

7.0時間

進路決定の割合（全学）
（[就職決定者数＋進学者数]／
卒業者数）

95.00%

事業計画に参画する教員の割合

100%

96.81%

100%

96.50%

100%
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Acceleration Program for University Education Rebuilding : AP

「卒業時における質保証の取組の強化」
事業期間：2016年度～2019年度
年度

徳山工業高等専門学校
“安全・安心志向型”複合融合教育コアカリキュラムの構築と教育の質保証への取組
【取組の概要】
高等専門学校機構により策定されたモデルコアカリキュラム（MCC）を包含し、地域との強い絆を持つ本校の特色を深め、「技術者としての高い
倫理観を涵養する教育を基調として、専門的な技術と高度なリテラシー能力とを併せ持った技術者を養成すること」を目的とした“安全・安心志
向型”技術者リテラシー教育プログラム（TCC）を策定する。「学生の主体的な学び」を促進するために学習環境の整備、教員の各種研修会等へ
の参加、その成果の学内研修・勉強会への展開による教員の教育力向上及び「教育力向上評価システム」を構築し、エビデンスに基づいた教
育改革を推進する。最終的には、高等専門学校機構で構築している各種システムを総合的に実践・改善・運用することで、各高専で特色のある
「人材育成型ディプロマ・サプリメント」を開発し、継続的なキャリア形成が可能な、信頼できる卒業生・修了生の質保証体制を確立する。

【取組のポイント】

テーマⅤ

 高等専門学校に策定されたモデルコアカリキュラム（MCC）を包含した形で、本校の特色のある“安全・安心志向型”技術者リテラシー教育
プログラム（徳山モデルコアカリキュラム：TCC）の構築
 高等専門学校機構で構築している各種システムと、本校のキャリア教育支援システム（きゃりPi）との連動による高専版「人材育成型ディプ
ロマサプリメント」の開発
 ディプロマサプリメントにおける評価項目として、MCCで定められた５つのスキル及び各校で特徴的な２つのスキル（本校では ６．異文化対
応力、７．倫理的判断力 を設定）を表現するシステムの構築

卒業時における質
保証の取組の強化

【キーワード】
「徳山モデルコアカリキュラム（TCC）」、「人材育成型ディプロマサプリメント」

【人材育成目標】

徳山工業高等専門学校

本校は、「技術を愛する人物、人々から信頼される人物を育くみ、広
く社会の安全と人々の幸福に寄与する」という建学の理念に基づき、
以下に示すような人材の育成を目的とする。
〈本 科〉
情報技術をベースに、それぞれ得意とする複合技術を生かして、技
術的課題を解決できる技術者
〈専攻科〉
情報技術をベースに、それぞれ得意とする複合技術を生かして、設
計・開発を行う素養をもつ技術者
これらの技術者像の策定に際しては、卒業生および修了生の活躍
分野が業種・職種ともに多岐にわたっていることを考慮し、多くの技術
分野で必須である「情報技術」をベースとしながら、本校開校以来の
伝統である「複合技術」を強みとして活躍できる人材を想定している。

【教育上の課題】
国立高等専門学校機構（以下、高専機構という。）では、高専教育
の高度化と質の保証のため、2011年度に高専卒業生が到達すべき
モデルコアカリキュラム（試案）（以下、MCCという。）を策定し、各高専
への導入を推進している。15歳から唯一の高等教育機関として、早い
段階から社会が必要とするコンピテンスを自ら認識し、ポートフォリオ等
を活用して課題発見・解決能力を培うキャリア教育を実践している。特
に高専教育の質保証に向け、学習管理（LMS）、Webシラバス、到達
度試験（CBT）、学生ポートフォリオ、高専ポートレート、教材共有等の
各種システム、統合データベース、学生情報統合システムの構築や
ICT活用等を積極的に展開しつつある。
本校の地元、周南市は周南コンビナート（各種プラント、鉄道車両、
自動車等の企業群）を産業基盤としており、これらは1957年の製油所
操業を起源としている。各種企業はインフラの維持・整備や高機能化
の努力を継続しているが、ここ数年間にこれらの企業での爆発火災事
故も起こっている。
こうした中、事故、自然災害やテロなどに迅速・的確に対応し、安全・
安心な社会構造に貢献できるよう、危機管理に関する基礎的知識や
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倫理観を専門分野に依らず総合的に持つことやグローバル化への対
応が、本校を卒業する技術者に求められている。

【これまでの取組、実績・成果】
本校では、これまで現代GP「自主自立誘導型キャリア教育システ
ム」（2006～2008年度）による学生一人ひとりのキャリア活動の可視
化や「まちなかサテライトを活用した創造教育」（2006～2008年度）に
よる地域と密着した創造教育プログラムの開発と実践などにより、本校
が育成すべき人材像を具現化する取組を継続してきた。さらに2015
年度からは山口大学COC+「やまぐち未来創生人材育成・定着促進事
業」に参画し、地域企業の求めるコンピテンシーに整合した卒業生の
地域定着（県内就職率45％へ）を目指している。具体的には、①学生
の主体的な「学び」を促すため、グループワークやディベート等へ授業
内容の改善、②学生の英語能力向上に向けた到達目標の設定、③
学生自ら課題を発見・解決し「ものづくり」に直結したエンジニアリング・
デザイン教育のための本科・専攻科一貫の創造系科目の開設などを
推進してきた。

【今後の取組の計画】
＜取組の計画＞
本取組は、地域との強い絆を持つ本校の特色を深め、「技術者とし
ての高い倫理観を涵養する教育を基調として、専門的な技術と高度
なリテラシー能力とを併せもった技術者を養成すること」を目的とし、
“安全・安心志向型”の新しい複合融合教育コアカリキュラム（TCC）
を構築する。MCCを包含するこの複合融合教育コアカリキュラムは、
本校独自のキャリア教育システムを、本校卒業生・修了生の教育の
質を保証できるように発展させ、それを高専機構の学生ポートフォリ
オと連動させその中で一般化することで、地域産業界に貢献するた
めの安全・安心志向型のディプロマ・サプリメントとして継続的なキャリ
ア形成可能な信頼できる保証体制の構築を加速させることができる。
この質保証システムは、高専機構のKOREDAと連動し、全国の各高
専が、それぞれの特色を出しつつ卒業生の質保証体制を構築するた
めのシステムとして普及することが期待できる。

【本取組における成果と社会へのインパクト】
 キャリア教育システムを、本校卒業生・修了生の教育の質を保証
できるように発展させ、それを高専機構の学生ポートフォリオと連
動させその中で一般化することで、地域産業界に貢献するための
安全・安心志向型のディプロマ・サプリメントとして継続的なキャリア
形成可能な信頼できる保証体制の構築を加速させることができる。
 高専機構で構築している各種システムを総合的に実践・改善・運
用することで、地域で必要とされるコンピテンス（課題発見、倫理
観など）を具体的に保証できるものへと検証し、それらを全国高専
へ展開できる。

【本取組の質を保証する仕組み】

人材育成型ディプロマサプリメント

以下の７つの知識・スキル・能力で可視化

１．基礎的能力
２．専門的能力
３．汎用的技能
４．態度・志向性（人間力）
５．創造的思考力
６．異文化対応力（各高専で自由設定）
７．倫理的判断力（各高専で自由設定）

卒業時における質
保証の取組の強化

卒業後、さらに～等の研修により～
能力を向上し、～する力を身につけ
よう。また、～の資格を取得し～とし
て自律した学習者の態度が身につく
でしょう。こうしたことで、将来～として
の広い選択肢が広がる可能性が高
いでしょう。

※１～５は，高専機構モデルコアカリキュラムに対応
※ 関連科目GPA、スキルテスト、学修行動調査等の結果や評価ルーブリックによる学生の自己
評価により、学生とメンター教員が共同して可視化。

徳山工業高等専門学校

ポンチ絵

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

卒業生追跡調査の実施率
［％（調査回答者数／卒業者数）］

12.5

17.4

18.9

20.0

「教育に満足している」学生の割合

87.2

70.0

80.0

100.0

100.0

ティーチング・ポートフォリオ作成率

4.9

20.0

40.0

8.2

30.0

50.0

ルーブリック（到達度評価指標）の設
定率

ー

80.0

100.0

56.6

85.0

100.0

学生ポートフォリオの利用率

-

60.0

100.0

2016年度
（起点）

2017年度
（実績）

2019年度
（目標）

学生の成績評価
（GPA平均）

ー

試行

3.00

学生の授業外学修時間
[時間数（１週間当たり（時間）]

ー

14.0

進路決定の割合
［％（（就職決定者数＋進学者数）
／卒業者数）］

99.0

事業計画に参画する教員の割合
［％（参画教員数／在籍教員数）］
質保証に関するFD・SDの参加率
［％（参加教職員数／在籍教職員
数）］

具体的な実施計画における指標

目標値（表を作成）

具体的な実施計画における指標

テーマⅤ

本取組では、地域との強い絆を持ち、全国で唯一の複合学科の高専
として設置されている本校の特色を生かし、モデルコアカリキュラム
（MCC）をさらに発展させ、地域産業界に貢献するための“安全・安心
志向型”技術者育成のためのディプロマ・ポリシーを策定し、これを達成
するため、入口から出口まで一貫した教育課程をカリキュラム・ポリシー
に則って再構築し、徳山高専コアカリキュラム（TCC）を構築しようとする。
高専機構で開発した学生情報統合（教務）システムや学生ポートフォリ
オ等の「高専の教育改革のための各種情報システム」の本格運用
（2019年度）へスムーズに繋がるように、本校独自のキャリア教育シス
テム（きゃりPi）の発展・汎用化を図ることで、ディプロマ・サプリメントとし
て卒業生・修了生の質を目に見える形で表現・保証する。

高専機構の学生情報統合（教務）システムと本校のキャリア教育支
援システム（きゃりPi）との連携により、求人企業が求めるスキルを表現
し、そこを目指して学生が自ら進んでキャリア開発を行うための「人材
育成型ディプロマサプリメント」を開発している。このサプリメントでは、卒
業後、将来身につけるべきスキルを、それぞれの学生に必要な研修
等として表現することにより、卒業後のキャリアにおける自己研鑽を促
す。
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用語解説
アカデミック・アドバイジング

一人ひとりの学生に対して、履修計画や学修の仕方
について助言するなど学修面の指導助言を行うこと。
（関連ワード）アカデミック・アドバイザー （＊３）

アクティブ・ラーニング

一方向性による知識伝達型の学習方法ではなく、学
修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習
法の総称。学修者が能動的に学修することによって、
認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含
めた汎用的能力の育成を図る。
（＊２）

アセスメント

教育プログラムや授業科目、学生等を対象とした、
基準に照らした質的・量的測定のこと。近年では、学
生の学修成果の測定が重要な要素となっている。測定
手法の例としては、定期試験などの直接評価と、卒業
生への状況調査や学生に対する満足度調査などの間接
評価が挙げられる。また、その機能により、診断的評
価（学修前の予備知識、スキルの評価）
、形成的評価
（学修過程の学力向上や理解度の評価）
、
総括的評価（学
修後の目標達成状況の評価）などに分類できる。
（関連ワード）直接評価、間接評価
（＊３）

アセスメント・テスト

学修到達度調査のことで、学修成果の測定・把握の手
段の一つ。ペーパーテスト等により学生の知識・能力等
を測定する方法の総称で、標準化テストとも呼ばれる。

（＊２）

アセスメント・ポリシー

中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育
の質的転換に向けて（答申）
」
（2012 年）においては、
教育プログラムの成果をプログラム共通の考え方や尺
度（
「アセスメント・ポリシー」
）に則って評価し、そ
の結果をプログラムの改善・進化につなげるという改
革サイクルが回る構造を定着させることが必要、とさ
れている。
（＊２）

アドバンスト・プレイスメント

我が国では、一般的に大学教育の先取り履修を単
位 認 定 す る 取 組 を 指 す。 米 国 で は、 カ レ ッ ジ ボ ー
ド に よ り「AP プ ロ グ ラ ム（Advanced Placement
Program）
」が、ハイスクールで大学レベルの教育を
提供する教育プログラムとして提供されている。

インスティテューショナル・リサーチ（IR）

Institutional Research
（IR）
。高等教育機関において、
機関に関する情報の調査及び分析を実施する機能又は
部門のこと。計画立案、政策形成、意思決定を円滑に
行うことを可能にさせる、とされている。
（関連ワード）IR、IRer、教学 IR、EM-IR
（＊３）
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インターナショナル・バカロレア（IB）

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供す
る国際的な教育プログラム。国際バカロレア（IB：
International Baccalaureate）。国際的に通用する大学
入学資格（国際バカロレア資格）を与え、大学進学へ
のルートを確保することを目的として設置。国際バカ
ロレア資格を有する者で 18 歳に達した者に対しては、
我が国の大学への入学資格が認められる。
（関連ワード）IB、国際バカロレア
（＊１）

エンロールメント・マネジメント（EM）

Enrollment Management（EM）。学生を入学前から
卒業後まで一貫して支援する取組。

学修成果

学生が、授業科目、プログラム、教育課程などにお
ける所定の学習期間終了時に獲得し得る知識、技術、
態度などの成果。
（関連ワード）学習成果、ラーニング・アウトカム
（＊３）

学士力

中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答
申）」（2008 年）において提言された学士課程共通の学
習成果に関する参考指針。学士課程修了者が身に付け
ていることを期待される能力として定義され、４分野
13 項目から構成されている。
（＊２）

基礎的・汎用的能力

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・
職業教育の在り方について（答申）」（2011 年）におい
て提唱された、分野や職種にかかわらず、社会的・職
業的自立に向けて必要な基盤となる能力。

ギャップイヤー

一般的には、学生が高等学校卒業後、大学入学まで
に生じる空白期間を指す。大学が秋入学を採用した場
合、高等学校卒業から約半年のギャップイヤー（ギャッ
プターム）が発生することになる。我が国では４学期
制などの多様な学事暦を設定することにより、大学入
学後に意図的な空白期間を創出し、長期学外学修を促
進する取組が展開されている。
（関連ワード）ギャップターム、４学期制、クォーター制

キャリア教育

学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職
業的自立を図るために必要な能力を培う教育。

クリティカル・シンキング

他者の考えを認識しつつ自分の考えについて前提条件
やその適用範囲などを振り返るとともに、他者の考えと
比較、分類、関連付けなどを行うことで、多様な観点か
らその妥当性や信頼性を吟味し、考えを深めること。
（関連ワード）クリティカル・コミュニケーション
（＊１）

用語解説
コーオプ教育

例えば数ヶ月間～数年次にわたり大学等での授業と企
業等での実践的な就業体験を繰り返す教育プログラム。

（＊１）

コンピテンシー

単なる知識や技能だけでなく、様々な心理的・社会
的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要
求（課題）に対応することができる力。
（関連ワード）コンピテンス
（＊３）

サービス・ラーニング

「奉仕（サービス）
」と「学習（ラーニング）
」を結
びつけた教育的取組を指す。一定の期間、社会奉仕活
動を通して、それまでの学修を実際の活動に活かし、
また、その体験から自分の学問的取組や進路について
新たな視野を得ることをねらいとする。
（＊３）

質保証

高等教育機関が、大学設置基準等の法令に明記され
た最低基準としての要件や認証評価等で設定される評
価基準に対する適合性の確保に加え、自らが意図する
成果の達成や関係者のニーズといった様々な質を確保
すること。
（関連ワード）内部質保証
（＊３）

GPA

Grade Point Average。学生の成績評価の客観性及
び厳格性の確保が求められているが、GPA はその客
観性を確保するために大学に導入されている。一般に、
授業科目ごとに５段階で成績評価を行い、それぞれ４
から０のグレード・ポイント（GP）を付し、この単位
当たりの平均を出し、その一定水準を卒業などの要件
とする制度が見られる。
（関連ワード）GP（Grade Point）

（＊２）

GP 事業

大学等の教育改革の取組の中から、優れた取組（Good
Practice）を選び、支援するとともに、その取組を広く
社会に情報提供を行うことにより、他の大学等が選ばれ
た取組を参考にしながら教育改革に取り組むことを促進
し、我が国全体の大学教育改革を進める事業。（＊１）

社会人基礎力

経済産業省が提唱した、組織や地域社会の中で多様
な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な
能力。３分類 12 能力要素から構成される。 （＊１）

シラバス

学生が授業科目の履修を決める際の参考資料や準備
学習を進めるために用いられる各授業科目の詳細な授
業計画。一般に、授業科目名、担当教員名、講義目的、
毎回の授業内容、成績評価方法・基準、準備学習のた
めの具体的な指示、教科書・参考文献、履修条件など
が記載されている。また、教員相互の授業内容の調整
や、学生による授業評価などにも使われる。 （＊３）

スタッフ・ディベロップメント（SD）
職員全員を対象とした、管理運営や教育・研究支援
までを含めた資質向上のための組織的な取組。
（＊２）

スーパーグローバルハイスクール
（SGH）
高等学校等において、グローバル・リーダー育成に
資する教育を通して、生徒の社会課題に対する関心と
深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等の
国際的素養を身に付け、将来、国際的に活躍できるグ
ローバル・リーダーの育成を図る事業。
（＊１）

スーパーサイエンスハイスクール
（SSH）
将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、
先進的な理数教育を実施する高等学校等を指定し、学
習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課
題研究の推進、観察・実験等を通じた体験的・問題解
決的な学習等を支援する事業。
（＊１）

単位の実質化
単位は、講義、演習、実験などによる授業科目ごと
に学生に授与されるもので、１単位の授業科目は、標
準的に 15 時間の授業と 30 時間の準備学習や復習の時
間を合わせて 45 時間の学修を要する教育内容をもっ
て構成される。組織的な履修指導や履修科目登録数の
上限設定などにより学生の主体的な学修を促し、１単
位あたり 45 時間の学修を確保するための取組を単位
の実質化という。
（＊３）

地（知）の拠点大学による地方創生
推進事業（COC+）

大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生に
とって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地
域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュ
ラムの改革を断行する大学の取組を支援することで、
地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的
とする事業。
（＊１）

ディプロマ・サプリメント

学位証書補足資料。学生が取得した学位・資格の内
容について示した欧州地域における統一的な様式によ
る説明書。主に学位・資格の基本情報や、プログラム
内容と学習成果に関する情報などが盛り込まれる。我
が国においては、大学教育再生加速プログラム（AP）
採択校を中心に、企業等の採用時に、学生の学修成
果がより積極的に評価されるような学修履歴証明に資
するものとして、総括的成績評価を記述する日本版の
「ディプロマ・サプリメント」の構築の取組が進みつ
つある。
（関連ワード）プレ・ディプロマ・サプリメント
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用語解説
ナンバリング

コース・ナンバリング。授業科目に適切な番号を付
し分類することで、学修の段階や順序等を表し、教育
課程の体系性を明示する仕組み。学内における授業科
目の分類、複数大学間での授業科目の共通分類という
二つの意味を持つ。
（＊２）

パフォーマンス評価

知識やスキルを使いこなす（活用・応用・統合する）
ことを求めるような評価方法。論文やレポート、制作
物といった完成作品（プロダクト）や、スピーチやプレ
ゼンテーション、協同での問題解決、実験の実施といっ
た実演（狭義のパフォーマンス）を評価する。（＊１）

反転授業

ブレンディッド型学習の一種。学生は e ラーニング
等を活用した自習により知識を習得し、教室ではその
獲得した知識の定着と活用に主眼を置いた講義を行
う。アクティブ・ラーニングに資する取組として期待
される。
（関連ワード）ブレンディッド型学習、
フリップド・ラー
ニング

汎用的能力

中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育
の質的転換に向けて（答申）
」
（2012 年）においては、
予測困難なこれからの時代に高等教育が貢献するため
に、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験
を含めた汎用的能力を育成する大学教育への質的転換
が必要であるとされている。
（関連ワード）ジェネリック・スキル

ピア・サポート

学生生活上で支援を必要とする学生に対し、仲間で
ある学生同士で気軽に相談に応じ、手助けを行うこと。
（関連ワード）ピア・チューター
（＊１）

ピア・レビュー

評価対象について専門的・技術的な共通の知識を有
する同業者・同僚によって行われる評価や審査。一般
に、高度な専門的知見に基づき評価対象の質を適切に
評価することが必要な場合に用いられる。 （＊３）

フ ァ カ ル テ ィ・ デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト
（FD）

教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組
織的な取組の総称。具体的な例としては、教員相互の
授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、
新任教員のための研修会の開催等を挙げることができ
る。なお、大学設置基準等においては、こうした意味
での FD の実施を各大学に求めているが、単に授業内
容・方法の改善のための研修に限らず、広く教育の改
善、更には研究活動、社会貢献、管理運営に関わる教
員団の職能開発の活動全般を指すものとして FD の語
を用いる場合もある。
（関連ワード）ファカルティ・ディベロッパー、FDer
（＊２）
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プロジェクト・ベースド・ラーニング
（PBL）

Project Based Learning（課題解決型学習）、または
Problem Based Learning（問題解決学習）。学習者が
自ら課題・問題を発見し、それを解決していく過程に
おいて知識やその運用スキルを獲得していく学習スタ
イルのこと。
（関連ワード）課題解決型学習、問題解決学習

ポートフォリオ

一般には、評価対象の活動及びその活動や業績に対
する自己省察などの記述を一定の期間にわたり収集・
蓄積した記録で業績を裏付けるもの。記録をとり、評
価をすることにより改善、情報共有などに活用される。
高等教育における活用の具体的な例として、学生が自
身の学修過程や各種の学修成果を収集・記録するため
の学修ポートフォリオ、教員が自らの授業や指導と
いった教育面についての業績や努力を記録するティー
チング・ポートフォリオ、教育面に加えて研究、サー
ビス活動という教員個人の業績を自己省察しながら記
録するアカデミック・ポートフォリオなどがあげられ
る。
（関連ワード）学修ポートフォリオ、ラーニング・ポー
トフォリオ、ティーチング・ポートフォリオ、アカデ
ミック・ポートフォリオ
（＊３）

マクロレベル、ミドル（メゾ）レベル、
ミクロレベル

大学教育の質保証の文脈においては、その対象とす
るところをマクロレベル（機関）、メゾ（ミドル）レ
ベル（学部・学科・プログラム）、ミクロレベル（授
業科目）と構造化して検討することが一般的となって
いる。

三つの方針（三つのポリシー）

学校教育法施行規則により、各大学は三つの方針（下
記）を策定することが義務付けられている。
◇卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どのよ
うな力を身に付けた者に卒業を認定し、学位を授与す
るのかを定める基本的な方針であり、学生の学修成果
の目標ともなるもの。
◇教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
卒業認定・学位授与の方針の達成のために、どのよ
うな教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を
実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める
基本的な方針。
◇入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
各大学、学部・学科等の教育理念、卒業認定・学位
授与の方針、教育課程編成・実施の方針に基づく教育
内容等を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを
定める基本的な方針であり、受け入れる学生に求める
学習成果（「学力の３要素」について後期中等教育修
了段階にどのような成果を求めるか）を示すもの。
（関連ワード）ディプロマ・ポリシー（DP）、カリキュ
ラム・ポリシー（CP）、アドミッション・ポリシー（AP）

（＊２）

用語解説
ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）

CEFR（Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment：外国語の学習、教授、評価のためのヨー
ロッパ共通参照枠）
。語学シラバスやカリキュラムの手
引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の
評価のために、透明性が高く、分かりやすい、包括的
な基盤を提供するものとして、20 年以上にわたる研究
を経て、2001 年に欧州評議会が発表した、外国語の学
習者の習得状況を示す際に用いられる枠組み。（＊１）

ライティング

アカデミック・ライティング。学術的な文章を書く
技術のことで、学生支援の一環でレポートや論文の執
筆技術を指導、サポートする機能を備える大学が増え
てきている。
（関連ワード）アカデミック・ライティング

ラーニング・マネジメント・システム
（LMS）

LMS（Learning Management System：学習管理シ
ステム）
。e ラーニングの運用を管理するためのシステ
ムのこと。学習者の登録や教材の配布、学習の履歴や
成績及び進捗状況の管理、統計分析、学習者との連絡
等の機能がある。
（＊１）

履修系統図

学生が身に付けることが期待される知識・技能・態
度と授業科目との間の対応関係や学修の道筋を示した
図の総称。学生と教職員がカリキュラム全体の構造を
俯瞰できるようにすることで、体系的な履修を促す意
図を持つ。カリキュラム・マップ、
カリキュラム・チャー
トとも呼ばれる。
（関連ワード）カリキュラム・ツリー、カリキュラム・
マップ、カリキュラム・チェックリスト、カリキュラム・
チャート
（＊２）

なお、リベラル・アーツは教養と訳されるが、教養
の英訳がカルチャーつまり文化一般であるのに対し
て、リベラル・アーツはディシプリン（方法）を持っ
た諸科目であり、リベラルアーツ・カレッジにおいて
も、一般教育に加えリベラル・アーツ分野の専攻の学
習が課されるのが通常である。（中央教育審議会「学
士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008 年）より）

リメディアル教育

多様な学生が入学する昨今、大学教育を行う上で求
められる一定の学力水準を担保するために行う補習授
業等の取組。

ルーブリック

評価水準を示す「尺度」と、各段階の尺度を満たし
た場合の「特徴の記述」で構成される、学習を評価す
る際の基準の様式。どのような内容が習得されていれ
ばその尺度に達しているかの判断ができるよう、各尺
度の説明は記述形式で表される。そのため、定量的に
表しにくい、パフォーマンスの評価等、定性的なもの
の評価の際に活用される。
（＊３）
＜参考＞
＊１） 文部科学省ホームページ（http://www.mext.
go.jp/）
＊２） 中央教育審議会（2018）、『2040 年に向けた高
等教育のグランドデザイン（答申）』
＊３） 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
（2016）、『高等教育に関する質保証関係用語集
（第４版）』

リベラル・アーツ

リベラル・アーツの起源は、古代ローマにおける自
由（liberal）市民に必要な学芸（arts）としての言語
と数学系の諸科にある。中世のヨーロッパ大学におい
て、文法・修辞・論理の言語系３学（trivium）と算術・
幾何・天文・音楽の数学系４学（quadrivium）の７自
由学芸として哲学（学芸）部に定着し、特定の職業か
らの拘束を受ける神・法・医の専門職学部の諸学芸に
対して自由な学芸とされ、また一方でそれらの教育の
ための基礎学芸と位置づけられた。
近代のリベラル・アーツはアメリカの大学で確立し
た概念で、自由人に相応しい、特定の職業のためで
はない、一般的な知力を開発する学芸を意味し、言
語・数学系の諸科と人文科学、社会科学、自然科学の
諸学芸を指す。一部に、近代科学とその生み出す技術
（science and technology）の知を別種のものとみて、
それらを除いた諸科をリベラル・アーツとみる向きも
ある。
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事業内容全般に関する問合せ先
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室
改革支援第二係
〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2
TEL : 03-5253-4111（内線 3319） FAX : 03-6734-3387
URL : http://www.mext.go.jp/a̲menu/koutou/kaikaku/ap/index.htm

審査・評価に関する問合せ先
独立行政法人日本学術振興会人材育成事業部大学連携課
大学教育再生加速プログラム委員会事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-3-1（麹町ビジネスセンター 6 階）
TEL : 03-3263-1757 FAX : 03-3237-8015
URL : http://www.jsps.go.jp/j-ap/index.html
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