
ＮＯ． テーマ 大学等名 頁 ＮＯ． テーマ 大学等名 頁

1 Ⅰ 徳島大学 1 39 Ⅲ
（入試改革）

お茶の水女子大学 39

2 Ⅰ 県立広島大学 2 40 Ⅲ
（入試改革）

岡山大学 40

3 Ⅰ 立正大学 3 41 Ⅲ
（入試改革）

追手門学院大学 41

4 Ⅰ 京都光華女子大学 4 42 Ⅲ
（高大接続）

千葉大学 42

5 Ⅰ 徳山大学 5 43 Ⅲ
（高大接続）

東京農工大学 43

6 Ⅰ 福岡工業大学 6 44 Ⅲ
（高大接続）

愛媛大学 44

7 Ⅰ 崇城大学 7 45 Ⅲ
（高大接続）

三重県立看護大学 45

8 Ⅰ 仙台高等専門学校 8 46 Ⅲ
（高大接続）

杏林大学 46

9 Ⅰ 明石工業高等専門学校 9 47 Ⅳ 小樽商科大学 47

10 Ⅱ 横浜国立大学 10 48 Ⅳ 新潟大学 48

11 Ⅱ 北九州市立大学 11 49 Ⅳ 神戸大学 49

12 Ⅱ 八戸工業大学 12 50 Ⅳ 福岡女子大学 50

13 Ⅱ 東京女子大学 13 51 Ⅳ 工学院大学 51

14 Ⅱ 新潟工科大学 14 52 Ⅳ 津田塾大学 52

15 Ⅱ 福岡歯科大学 15 53 Ⅳ 文化学園大学 53

16 Ⅱ 富山短期大学 16 54 Ⅳ 武蔵野大学 54

17 Ⅱ 阿南工業高等専門学校 17 55 Ⅳ 東京工科大学 55

18 Ⅰ・Ⅱ 宇都宮大学 18 56 Ⅳ 浜松学院大学 56

19 Ⅰ・Ⅱ 金沢大学 19 57 Ⅳ 長崎短期大学 57

20 Ⅰ・Ⅱ 山口大学 20 58 Ⅳ 宇部工業高等専門学校 58

21 Ⅰ・Ⅱ 長崎大学 21 59 Ⅴ 山形大学 59

22 Ⅰ・Ⅱ 大阪府立大学 22 60 Ⅴ 茨城大学 60

23 Ⅰ・Ⅱ 共愛学園前橋国際大学 23 61 Ⅴ 東京外国語大学 61

24 Ⅰ・Ⅱ 芝浦工業大学 24 62 Ⅴ 高知大学 62

25 Ⅰ・Ⅱ 玉川大学 25 63 Ⅴ 鹿屋体育大学 63

26 Ⅰ・Ⅱ 東京電機大学 26 64 Ⅴ 大阪市立大学 64

27 Ⅰ・Ⅱ 東京理科大学 27 65 Ⅴ 兵庫県立大学 65

28 Ⅰ・Ⅱ 創価大学 28 66 Ⅴ 千歳科学技術大学 66

29 Ⅰ・Ⅱ 産業能率大学 29 67 Ⅴ 東北公益文科大学 67

30 Ⅰ・Ⅱ 金沢工業大学 30 68 Ⅴ 東日本国際大学 68

31 Ⅰ・Ⅱ 京都外国語大学 31 69 Ⅴ 東京薬科大学 69

32 Ⅰ・Ⅱ 関西大学 32 70 Ⅴ 東京都市大学 70

33 Ⅰ・Ⅱ 関西国際大学 33 71 Ⅴ 日本福祉大学 71

34 Ⅰ・Ⅱ 比治山大学，
比治山大学短期大学部

34 72 Ⅴ 大阪工業大学 72

35 Ⅰ・Ⅱ 宮崎国際大学 35 73 Ⅴ 日本赤十字九州国際看護大学 73

36 Ⅰ・Ⅱ 京都光華女子大学短期大学部 36 74 Ⅴ 東海大学短期大学部 74

37 Ⅰ・Ⅱ 福岡医療短期大学 37 75 Ⅴ 山梨学院短期大学 75

38 Ⅰ・Ⅱ 岐阜工業高等専門学校 38 76 Ⅴ 松本大学松商短期大学部 76

77 Ⅴ 徳山工業高等専門学校 77

大学教育再生加速プログラム（AP)
平成２９年度実施状況報告書　進捗状況の概要

参考資料5



（テーマ：Ⅰ、大学等名：徳島大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

平成 29年度における「SIH 道場」の実施体制として、これまでの体制を継続している。大学教育委

員会に理事（教育担当）を委員長とする「大学教育再生加速プログラム実施専門委員会」では、「SIH

道場」の実施に関する全体総括、授業設計コーディネーター等の人材の選出・割り当てを行った。総

合教育センター教育改革推進部門では、FDや個別相談を行うことで授業設計や授業担者を支援した。

コンテンツ作成ワーキンググループでは、「SIH道場」で学生が使用する教材などの授業担当者を支援

するためのコンテンツ、授業のひな形などを作成した。 

【中心となる取組】 

 本事業の中心となる取組は本学 1 年次必修の初年次教育プログラムである「SIH 道場」である。平

成 29 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。平成 29 年度の授業設計コーデ

ィネーターによって作成された「プログラム設計評価シート」によると、15 プログラム中 13 プログ

ラムが「SIH道場」の達成目標である「早期体験」「文章力」「プレゼンテーション力」「協働力」の 4

項目全てにおいて「学生が目標を達成できた」としており、「SIH道場」が適切かつ効果的に運用され

ていることが明らかである。さらに、各学部・学科の大学教育再生加速プログラム実施専門委員会委

員が、学部単位での取組報告「SIH 道場の取組と課題」を作成し、プログラムの総括を行った。加え

て「SIH 道場に関する評価・改善ワーキンググループ」において、「SIH 道場」を受講した 23 名の学

生委員が「SIH道場」の良かった点、改善点について、提案を行った。 

【取組の成果】 

こうした振り返りは平成 29年 11月に開催された「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た。さらに、年度末には「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、平成 29年度の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。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

本事業において本学の初年次必修科目「SIH道場～アクティブ・ラーニング入門～」（卒業要件）が

導入され、学生と教員双方の成長と学士課程教育全体の質向上に繋げるための体制を整えることがで

きた。また、学生と教員にアクティブ・ラーニングを促進するために授業計画から評価・改善に至る

までの PDCA サイクルが構築されており、毎年改良を加えながら各プログラムの質的向上が着実に行

われている。補助期間終了後もこうした取組を継続的に実施するために、必要となる組織体制を維持

する。具体的には、現在の学内体制を継続的に設置し、本事業で雇用した特任教員を学長裁量ポスト

での雇用に切り替え総合教育センター教育改革推進部門に配置し、継続的に事業を牽引する。さらに、

全学的に加速する教育改革をさらに発展させるために、当該部門による教学 IR、カリキュラム評価、

組織的な FDを展開していく。 

【学内外への波及効果】 

AP事業に関する取組は随時学内外へ情報発信している。学内へは、大学ウェブページへの情報提供

の他、「SIH 道場」の取組概要の掲載、「SIH 道場」の学生用テキスト(PDF 版)を公開した他、「SIH

道場振り返りシンポジウム」を開催した。学外へは、「SIH 道場」の取組に関する口頭発表（ポスタ

ー発表含む）を 7件、取組に関する報告はジャーナルに 1件掲載された。また、徳島大学で開催され

た「平成 29年度大学教育カンファレンス in徳島」において学内の教員によるアクティブ・ラーニン

グに関する発表が 28 件あり、学外からの参加者 18 名を含む 154 名が参加した。この他、平成 29 年

度より APテーマⅠ選定校の取組を紹介する「アクティブ・ラーニング・オンライン（ALO）」の公開、

運用を開始した。これにより、今後随時徳島大学での取組の紹介、情報発信が可能となった。 
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（テーマ：Ⅰ、大学等名：県立広島大学）

 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

1) AP事業推進部会（学長直轄の教育改革推進委員会のもとに置かれた専門部会）：学部やセンター

を代表する教員と，キャンパス教学関係部署を代表する職員とで構成され，月１回のペースで事業

推進の諸課題を審議した。 

2) FDer 連絡調整ワーキンググループ：AP 事業推進部会員である教員，ならびに各学科・センター

等に所属する教員から選ばれたファカルティ・ディベロッパー（FDer，29 年度末時点で 49 名）に

よって構成される。4つの役割分担ごとにチームを組み，実務を推進するとともに，FDer自己評価

ルーブリックによって示された到達目標へ向けて研鑽を図った。

［４つの役割分担］①組織的教育改善 ②AL実践と普及 ③学修成果の把握 ④SAとの協働

【中心となる取組】 

1) FDer 養成：アクティブ・ラーニング（AL）の実践者であり，かつ学内への AL 普及を担う FDer

の養成（研修会を 5 回開催）に取り組んだ。平成 29 年度からは，FDer 相互の授業ピアレビューを

導入し，他の FDerの授業ノウハウを学ぶとともに，相互に評価するスキルを磨いた。それに加え，

県内高等学校への授業参観を実施し，高大接続改革を見据えた中等教育との交流促進を図った。 

2) 学修支援アドバイザー養成：ラーニングコモンズ等での個別学修支援，教員の要請による授業内

外の AL 学修支援，学生の学びを学生視点で観察する授業ピアレビュー等を行う学修支援アドバイ

ザー（Study Advisor：SA）を養成し，教員と職員が連携して SA活動のフォローを行った。 

3) 行動型学修，参加型学修への継続的な支援：上記の FDer，SA の活動とあわせ，学外学修への交

通費助成や ICT機器の購入・貸出により，県立広島大学型アクティブ・ラーニング（Campus Linkage 

Active Learning: CLAL）を推進した。また，これによる学生の成長を測るべく，アクティブ・ラ

ーナー（ALer）自己評価ルーブリックを作成し，測定を試行した（平成 30年度から本格導入予定）。 

【取組の成果】 

1) H29年度 AL実施状況調査において，本学が定める AL手法を１つ以上導入している授業が 92.1％，

このうち ALを１学期に 300分以上導入している授業（CLAL基準適合科目）が 67.2％となった。 

2) 学生基点の授業改善を目的とし，FDerが相互に授業を参観し，学生の動きや学びの様子を評価し

あう「授業ピアレビュー」を試行した。 

［前期実績］公開 35科目，参観 31名／［後期実績］公開 54科目，参観 44名 

3) 高大接続（高等学校長経験者による講演，高等学校授業参観，合同発表会）の促進をはかった。

［高校授業参観実績］訪問校数：4校，人数：のべ 25名

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

 ALer育成を軸とした教育改革を持続可能な形で実施するため，行動型学修推進経費の助成基準や運

用方法の見直しに着手したほか，ALer育成を見据えた教職員研修の在り方について検討を開始した。 

【学内外への波及効果】 

事業成果の学内外への波及を図るため，下記の広報活動に取り組んだ。 

1) 広報物の作成・配付：①H28年度年次報告書（600部），②ニューズレター Vol.4（9,000部）

2) 「Find!アクティブラーナー」を利用した授業動画の撮影・公開（テーマⅠ連携事業）：

撮影・公開１件（生命環境学部授業）／再生数 252回（YouTube，H30.7.4 現在）

3) 平成 29年度広島県高等学校教育研究・実践合同発表会への参画：発表 14件，参加 308人（学外

者含む）

4) 平成 29年度教育改革フォーラムの開催：参加 186名（学外者含む）

5) 外部での成果発表：発表７件，参加者 738名

6) 学外からの視察対応：他大学等による訪問調査 2件
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（テーマ：Ⅰ、大学等名：立正大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

1. 学内の実施体制

本学は８学部１５学科から構成されており、品川・熊谷の２キャンパスで学ぶ環境を整えている。

ＡＰ事業は熊谷キャンパスにある地球環境科学部（環境システム学科・地理学科の２学科）単独で採

択されており、以下の体制で他学部へのアクティブ・ラーニングの普及にも取り組んでいる。 

学長を委員長とする全学ＡＰ推進委員会（学事担当副学長・ＦＤ担当副学長、各学部長、ＡＰ運営

委員長から構成）において全学的なＡＬの展開を年間３回審議し、教務委員会、FD委員会と連携して

AP推進に携わる。各組織は、総合経営企画課を中心として、学事課、情報システム課、研究推進・地

域連携課などの事務局と連携を図りながら活動している。平成 29 年度には、学長を中心とした教学

面での教育改革推進を実現する全学的体制や中長期計画を整えた。 

地球環境科学部でのＡＬ推進には、地球環境科学部ＡＰ運営委員会を組織し、原則として毎月第４

水曜日に学部 AP 運営委員会を行っており、取組内容について審議および報告がなされている。AP 運

営委員会のメンバーは、地球環境科学部長や両学科主任を含む 22 名で構成され、ＡＬの導入や普及

の取組みを審議する体制となっている。 

ＡＰ年次報告会とＡＰ外部評価委員会は、委嘱した５名のＡＰ外部評価委員とＡＰ運営委員長、各

プロジェクトリーダーなどによって毎年度末に実施している。ＡＰ学生評価委員会を期末ごとに計２

回実施し、各期とも１０名の学生からワークショップ形式でＡＬ導入科目の利点や問題点をヒアリン

グした。 

2. 中心となる取組

本学のＡＰ事業の取組みは以下の４つのプロジェクトを中心的な取組みとしている。Ａ：タブレッ

トを利用した双方向授業、Ｂ：予習用動画の作成と公開による反転授業、Ｃ：学生主体のフィールド

ワーク・実習科目、Ｄ：リアル教材の収集と活用。私立大学にみられる多人数講義科目に対して、双

方向授業と反転授業を取り入れることにより学生の学びを能動的にし、リアル教材を用いて専門科目

に対する興味を引き出すことを目的としている。一方、本学部の特徴であるフィールドワーク（野外

調査）の教育知見を集約し、学生の自主性や協調性を重んじた指導方法を深化させる。その一環とし

て、ＡＰ学生研究プロジェクトを公募制で実施し学問を学生自身の力で探究する試みを支援した。地

域連携事業の推進により社会と大学のつながりを学生に意識させ、卒業後のキャリアを見据えた学修

行動に結びつけ、企業人事担当者を招いて大学・社会人教育懇談会を実施した。

3. 取組の成果

４つのプロジェクトについてより多くの教員がＡＬ推進に取り組んでいる。指標の量的増加は緩や

かな部分もみられるが、ＡＬの本質を議論して教授法を工夫するほか、学生の視点から躓きの原因を

探るなど、教職員と学生が相互に意見交換を行い、ＡＬが質的に向上している。また単独学部採択で

はあったが、全学的な波及措置を具体的に進める準備が全学ＡＰ推進委員会のもとで整備されてき

た。 

4. 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

本学におけるＡＰ事業を推進する体制はいずれも継続的なものであり、通常の教育研究費及び管理

経費の中で扱うことが可能である。そのため本取り組みは、補助期間終了後も継続的かつ発展的に実

施していくことを十分見込むことができ、全学 AP 推進委員会でも承認されている。人材配置につい

ても、現在の形を基本的に引き継ぐことが可能であり、AL推進は本学の学長政策事業として位置づけ

られ発展的な展開を行う方針である。 

5．学内外への波及効果 

教員向け FD フォーラムや新任研修会などを実施し、ニュースレターの発行、立正大学学園新聞で

の AL事例の紹介、HPの更新などを行った。また学会発表や研究会の主催なども行った。 
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（テーマ：Ⅰ 、大学等名：京都光華女子大学 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

アクティブラーナーの育成に向け、4 つの領域「A：授業改革」「B：授業外学習支援」「C:ルーブリ

ックの導入」「D：アクティブラーナー水準調査の開発・実施」を中心に以下、AP事業を推進した。 

学内の実施体制：キャリア形成学部内の APWG で事業の企画立案、進捗把握し、同学部の会議で事業

の審議を経て、全学 AP 協議会、全学 FD 委員会、学習ステーション運営会議など AP 事業の審議、依

頼、協働、共有など図った。学習ステーション内で、上回生の学生がピアチューターとして下級生の

学生を学習支援した。AP 協議会で、アクティブラーナー水準調査の実施、AP 成果報告会など、全学

的な協働のもと実施推進した。随時、大学運営会議で全学的な AP 事業推進に向けた審議、AP 成果等

の報告を行った。学生サポートセンターが APの管轄部署として、EM・IR部および学務企画部が EM推

進に向けた IRデータ収集・分析と全学 FDの管轄部署として、教職協働体制の構築を図った。 

中心となる取組：全学共通の初年次必修科目「京都光華の学び」「シチズンシップ」等を中心に、クリ

ッカーやペアワークなど授業形態のアクティブ・ラーニング化を図った。また、これらの科目等で、

学習習慣の形成、学び技法の習得などを目的に定期的にレポート課題等を課し、学習ステーションに

常駐の教職員や上回生の学生チューターが授業外学習支援や学生どうしの学び促進を図った。学修成

果の可視化の方法として、初年次必修科目やキャリア形成学部の専門科目等を中心にルーブリックを

導入した。また、健康科学部を焦点にあて、ルーブリックを使った医療系科目のパフォーマンス評価

について、外部講師を招いた全学 FD 講演会を行った。授業および授業外学習への学習態度や行動に

ついて、AP で開発したアクティブラーナー水準調査を全学科、全学年の学生を対象に全学 FD 委員会

で実施し、その結果を個別の学生にフィードバックした。 

取組の成果：EM・IR部が各学科でのアクティブ・ラーニング実施状況を調査し、その分析結果を全学

FD委員会および各学科で議論し、授業やカリキュラム等の改善につながった。授業外の学習支援は、

本学の教育指針である「寄り添う教育」の中核として、全学の教職員、学生の間で浸透した。この授

業と授業外支援の連携モデルを精緻化させた。年度末の FD 研修会テーマ「学修成果の可視化とその

向上」で、各学科の授業実践例を報告、議論し、次年度に向けた改善につなげられた。アクティブラ

ーナー水準調査の結果は、一部の学科で個別面談、個別指導などに有効活用できた。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組：上記の 4領域の全学的な取組推進を図るため、補助期間終

了後も全学 AP 協議会を継続運営する方針で、以下現段階の計画、進捗である。「領域 A：授業改革」

「領域 C：ルーブリックの導入」について、キャリア形成学部を中心にアクティブアーニング授業の

実践と研究を推進し、その成果を全学 AP協議会で議論、共有する。EM・IR部が全学的なアクティブ・

ラーニングの従業実践の状況を毎年度調査し、その結果を全学 FD委員会で議論、共有を図る。「領域

B：授業外学習支援」について、必要な教職員スタッフ体制について検討を進めている。「領域 D：ア

クティブラーナー水準調査」について、企画立案をキャリア形成学部の APWG と全学 AP 協議会で行

い、EM・IR部と学務企画部が実施する体制を継続、発展させる。 

学内外への波及効果：AP事業の予定や進捗等を定期的に本学の AP ホームページに公開した。徳島大

学（テーマⅠの幹事校）が中心に取り組み開発した、アクティブラーニングオンライン（ALO）に本学

の AP事業の進捗状況を投稿し、テーマⅠの採択校や教育関係者と取組の共有を図った。徳島大学（テ

ーマ 1 の幹事校）で開催のアクティブラーニングシンポジウム（11/18）で、また本学の短期大学部

（テーマⅠ・Ⅱ複合型の幹事校）主催の AP全テーマ合同報告会（2/20）で、テーマⅠの採択校として

取組を報告した。AP成果報告会をテーマ「アクティブラーナー水準調査結果から見た 4年間の学びの

リフレクション」で実施（3/2）し、学内外の大学、教育関係者に AP事業成果を発信、共有した。ま

た、AP成果報告書を発行し、学内の AP、FD関連の教員や関連部署や、AP採択校などに配布、郵送し

て学内外での共有を図った。また、AP 事業の成果を学会、学術論文等で発表し、学外への AP 事業成

果の波及につなげた。 
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（テーマ：Ⅰ 、大学等名：徳山大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】徳山大学 AL 研究所（TUAL、学長が所長を兼務）に AL 推進委員会（経済学部

長を委員長とし、FD・入試・進路支援・地域連携等、各種の学務担当教職員によって構成し、常任

委員会は毎月、拡大委員会は隔月に開催）を置き、常駐する 2 名の AL プロデューサーとの協働に

よる全学的な事業推進体制を継続した。この体制によって全学的な AL の導入を柱とし、入り口

（高大接続と入試）および出口（教育の質保証）を強化する視点を加味した、教育改革の PDCA を

進めると共に、成果の全学への浸透・共有を推し進めることができた。 

【中心となる取組】 

１．AL度把握システム（BAL：Barometer of AL）の運用による、ALの全学的推進： 

本システムにより、各教員は担当授業における「AL 推進への取組状況」（㋐）、それに対する「学

生の反応」（学生目線から見た ALの実施度評価（㋑）、その ALへの参画度（㋒）を、レーダーチャ

ートで比較閲覧可能となった。また、今年度より各授業の AL導入度（㋐）をシラバスに掲載した。 

２．「地域課題解決型学習（PBL）」の全学的推進と「PBL 教育の質保証」 

本取り組みの柱となる「地域ゼミ」（2年次配当）を、今年度の 2年生から必修化（対応策とし

て、「地域ゼミ」開講数を昨年度の 17ゼミから 23ゼミに増加）した。また、全「地域ゼミ」（また

は専門ゼミ）において「課題対応能力」を評価する共通の基準「コモン・ルーブリック」を作成、

全「地域ゼミ」担当教員を対象にその活用を依頼して意見を求め、改善へ向けた PDCAを進めた。 

【取組の成果】 

１．AL度把握システム（BAL：Barometer of AL）の運用による、ALの全学的推進： 

教員は、講義の AL化に向けて目標を設定して講義を実施し、その教育効果を確認することがで

き、AL導入による授業改善に役立てることができた。その結果、教員の授業改善への意識向上が一

層促進され、学生は履修選択にあたってそれを確認できるようになった。 

２．「地域課題解決型学習（PBL）」の全学的推進と「PBL 教育の質保証」 

「教養ｾﾞﾐ」(初年次)の PBL ﾘﾃﾗｼｰ教育に始まり、「地域ｾﾞﾐ」(2年次)から「専門ｾﾞﾐⅠ･Ⅱ」(3・4

年次)に至る PBLの体系化が完成した。学生は 4年間継続的に PBLを体験しながら「課題解決力」を

育成できる。また、PBLにおける学修効果の評価基準確立及び教育の質保証を進めることができた。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】冒頭に掲げた TUALと AL推進委員会（会議）を中心と

する「学内の実施体制」は、補助期間終了後も継続的に保持し、事業を発展させていくべく計画を

進めている。特に、H30 年度において、2 名から 1 名に逓減される予定であった ALプロデューサー

について、1 名を正規教員に採用することを決めた。また、本事業において AL 推進の基盤となる

「BAL 値」や「コモン・ルーブリックによる課題対応力」の評価（およびその一部のシラバスへの

併記等）については、総てコンピュータ・システム化し、従来のオンライン授業評価同様 CASK に

組み込むことによって、補助期間終了後も継続的に活用していく体制づくりを進めている。更に、

地域課題をテーマとする PBL「地域ゼミ」については、「地（知）の拠点（COC）」事業とも連携し、

地域の企業をはじめ自治体・商工会議所・青年会議所（JC）等との協力体制を構築し、地域ぐるみ

で大学の AL向上に取り組む環境を整えつつある。 

【学内外への波及効果】4 年間を通した継続的 PBLの実施体制、BAL値評価の全学的オンライン実施

（結果の一部のシラバス掲載）、「課題対応力」の評価結果の CASK上での公開、ALをテーマとする学

内 FD・SD研修会の開催等を通じ、「AL推進の認識」については学内の教職員・学生間で、十分に共

有されてきている。学外への波及については、ALワークショップ（ALをテーマとする高大接続の土

台作りを含む）の開催や、全国の大学等で開催された各種の AL関連プログラムへの参加・発表を通

じて、情報収集や学内で得た成果の学外への発信をおこなった。また、域内高等学校の総合的な学

習の時間と連携した PBL（地域ゼミ）も実施し、中等教育の AL推進に寄与することができた。 
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（テーマ：Ⅰ、大学等名：福岡工業大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 学内の実施体制は、学長を機構長とする FD 推進機構のもとに教職協働組織である教育技術開発ワ

ーキンググループ（以下、WG）を設置。同 WG は、AL 導入促進の主体として実施状況・成果の分析、

学内研修会開催、事例調査・視察の計画や振り返りを行い、FD推進機構運営委員会で報告を行うとと

もに、得た知見を学内に水平展開することを目的に活動している。また、同 WG のもとに授業実施者

による「AL 実践研究会」を設置、実践例の蓄積と課題の抽出を行っている。平成 29 年度には、新た

に組織された「学生 FDスタッフ」が WGに出席し、授業改善活動についての報告を行うなど、学生が

AL型授業の主体として事業に一部参画していくこととなった。 

 平成 29年度において中心となる取組は、➀AL型授業全学展開、② FDerの育成、③クラス・サポ

ーター（CS）雇用、④学生 FD スタッフの活動、⑤能動的な学修態度の評価指標開発、⑥学習ポート

フォリオの開発である。

それらの取組の成果は、以下のとおりである。

➀ AL型授業全学展開：平成 29年度実績値において AL型授業数・受講学生数・実施教員すべての割

合が目標値である 80％を達成、全学展開の具体的かつ実質的進展が図られた。 

② FDer の育成：平成 29年度に新たに２名の FDerを認定、合計５名となった。これにより、全ての

学部に AL先導役の教員が配置されることとなり、全学展開の条件を整えることができた。 

③クラス・サポーター（CS）雇用：平成 29 年度 75 名の先輩学生を CS として雇用、事前の合宿研修

を経て授業でのピア・ラーニングのファシリテートを中心に活動した。CS雇用科目の学生満足度はそ

れ以外の科目と比して高い。 

④学生 FDスタッフの活動：学生 FDスタッフの役割を「教職員と学生をつなぎ、学びのコミュニティ

づくりを行うこと」と定義し、教員インタビューや学生・教職員懇談会等の多様な活動を開始した。

これにより、教員の授業改善および他の学生への波及効果が期待できる。 

⑤能動的な学修態度の評価指標開発：主体性を測るルーブリックをキャリア科目の中で試行的に活

用、学生が自身の学習に向かう主体性について点検・評価することができた。この結果をもとに学習

ポートフォリオ上に「講義の取り組み姿勢」を測るルーブリックとして再作成した。 

⑥学習ポートフォリオの開発：本学独自のシステムとして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、学習成

果の可視化に繋がるものとなった（平成 30年 4月から運用開始）。 

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組として、教職協働体制の組織的枠組みを維持し、その中心

的な役割である教育技術開発 WGの活動を継続するとともに、FDerは永続的な職責として認定を継続、

CSも補助期間内と同様に雇用を行う予定であり、もって AL型授業の定着を図ることができる。また、

学生 FD スタッフの活動を定常化させることにより、学生および教職員の意識改革が進展し、AL の実

質化に繋がっていくことが見込まれる。 

 学内外への波及効果として、学内で AL 型授業の新たな展開として地域の課題を解決するＰＢＬ型

授業の取組が開始された。また学外へは近隣高等学校から高大接続の視点で大学ではどのような AL

を実施しているか知りたいとの要望があり、高等学校教員や高校生が授業見学に来るなどの事例があ

った他、他大学との連携関係においてＡＰ採択校同士での情報共有、事業改善を目的に合同シンポジ

ウム開催の企画があがっている（芝浦工業大学、大阪工業大学、福岡工業大学、H30.10.26開催予定）。 
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（テーマ：Ⅰ、大学等名：崇城大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

・学内の実施体制

27年度より、学内に、教務部長・FD委員長・事務局長・教務課・総務課・図書課・広報課・ファカ

ルティーデベロッパー（FDer）などからなる AP 運営委員会を立ち上げ、計画の実施状況、補助金の

執行状況等について検討しながら事業を進行した。また、本学の中長期計画の「教育力の向上」と本

事業のかかわりに関しては、学内の崇城大学教育刷新プロジェクト会議（SEIP-Ⅱ会議）において、そ

の整合性が取れるように管理を行った。また、実際の事業計画の詳細は、FDer が就任している FD 委

員会を毎月開催し、検討・実施した。なお、本事業の進捗状況を適切に評価するために、外部評価委

員として大学及び企業から２名に依頼した。卒業生の多くが就職している地場企業「熊本防錆工業

（株）」取締役会長の山崎周一氏、および九州地域大学教育改善 FD・SDネットワークから田中岳先生

（現在、東京工業大学教育革新センター）に参画していただき、事業評価を実施した（平成 30年 3月

27日）。

・中心となる取組

本学アクティブ・ラーニング（AL）の拠点となる全学 SALC及び学科 SALCを全学科に設置した。こ

の SALCや既存の講義室を活用し、各学科から選抜された FDerを中心に ALの講義を実施した。また、

学生との対話を通じて学生の自律学修マインドを醸成する「学習アドバイジングスキル」を FDer に

身に付けさせるための FDer 錬成会を２か月に 1 回開催するとともに、このスキルの講習会を実施し

ている神田外語大学に FDer を派遣し研修を行った。上記 SEIP-Ⅱでは、シラバスを見直し、各教科に

多面的評価を導入するとともに、各教科の中での SALC アクティビティーや図書館の学科推薦図書を

指定した課題の提出を評価に加えた。各 SALCには FDerと学生ファシリテーター（FC）が曜日と時間

を決めて駐在し、これらの課題の学修相談にのるようにした。さらに、図書館の入退館システムの導

入による図書館滞在時間と各 SALCの利用時間をモニターすることによって、単位の実質化を図った。 

・取組の成果

本事業による各学科 SALCができたことによって、学生の SALC利用者数・利用時間が、26年度：76

人・延べ 111時間が、29年度：1811人・延べ 1698時間と増大した。また、図書館の利用者数も 26年

度（105418人）が 29年度（130217人）に増大した。さらに、自発的に学生が自律学修サークルを立

ち上げた。また、全学 SALC、学科 SALCの活動状況や課題を共有するために、学生 FCらによる「SALC

ネットの会」を結成した。この SALCネットの会は、月に２回程度の報告会を FDer や教務課職員と一

緒に開催しており、その中で SALC の活用方法や学生を呼び込むための方法などについて意見交換を

している。学生の視点からの提言が FDerの学習アドバイジング研修にも有効であり、この SALCネッ

トの会が FDer錬成会の役割を持ちつつある。また、神田外語大学での「学習アドバイジングスキル」

講習会には、29年度 3名が参加し、延べ 7名となった。

・補助期間終了後の継続発展に向けた取組

各 SALCの活動を推進するため、学生 FCへの謝金は必要不可欠と考え、補助事業終了後も継続的か

つ発展的な活動推進のため謝金について大学予算を確保している。同じく、FDer向け研修会開催に向

けた旅費の確保を行っている。また、AL実施のための教室はまだ十分とは言えないため、熊本地震に

よって被災した D棟を新築し、その新 D棟の２階部分は AL教室（152名収容）とする。さらに、学生

の自律学修マインド醸成の成果を、各科目で評価するために、学修の振り返りを行う「学修到達度ポ

ートフォリオ（科目の学修到達度レポート）」を 30年度から全科目で試験導入する。 

・学内外への波及効果

学内での FD 受講者数は、26 年度：延べ 39 人が、29 年度：実数で 167 人と確実に増大している。

また、FDer 錬成会は、近隣の他大学・高校にも開放し、熊本保健科学大学 18 名、九州ルーテル学院

大学：2名、文徳高校：14 名の参加があった。さらに、ルーブリックを一部含む「科目の学修到達度

レポート」をはじめとする「SOJOポートフォリオ」の講演会を実施し、学内 83名、学外 52名の参加

があった。
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（テーマ：Ⅰ、大学等名：仙台高等専門学校）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

【中心となる取組】 

(1) A3(Aキューブ)学習システムの実践と評価、(2) 教員の教育能力開発、(3) カリキュラム開発

(4) 教育インフラと実践支援体制の整備、(5) 情報発信、(6)ジェネリックスキル分析

【取組の成果】 

(1) A3(Aキューブ)学習システムの実践と評価

A3学習システムに基づき取組を行った結果、アクティブ・ラーニング(AL)型授業科目割合が 83%

となり、当初目標を上回る成果となった。学年進行に応じた PBLを設計開発し受講可能とした。

(2) 教員の教育能力開発

教員の教授スキルや授業設計スキルの向上を目的に、研修・勉強会を FD室と連携して実施した。

更に、学生の主体的活動を促すための教育能力向上研修を教員が自発的に推進するまでに至り、

AL導入を加速した。その結果、学生との十分な意思疎通による信頼関係構築が更に促進できた。 

(3) カリキュラム開発

AL型授業、PBL、マイペース完全習得学習からなる教育システムの実現に向け、AL型授業では各

教員の授業再設計、PBL では問題解決型学習およびプロジェクト型学習のカリキュラム開発・導

入方法構築・実践、マイペース完全修得学習ではコンテンツ制作・学内公開を更に実施した。

(4) 教育インフラと実践支援体制の整備

効果的な 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

クタ整備、仮想大教室システム整備)を実施した。更に学習教材配信サーバを整備して学内配信

を実現した。また教授スキル向上研修を行える教員が 30%以上となり実践支援体制が整備された。 

(5) 情報発信

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、公開授業を開催した。 

(6) ジェネリックスキル分析

学生のジェネリックスキルを指標として、AL要素との相関を 3年間分析した。輩出人材像に基づ

き、強化する AL要素を客観評価して、学生への説明や授業改善に活用し、改革を加速している。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

平成 29 年度より移行した、学生が自主的かつ横断的に種々の分野を学習可能な新カリキュラム

であるコース制と本事業の連携による相乗効果により、更なる改革加速を進める。 

【学内外への波及効果】 

  全国高専へ実践展開した。宮城県、仙台市、名取市の教育委員会と連携、取組を情報発信した。 

企画調整会議

運営会議

教員会議

校長

運営諮問会議

教育改革推進センター会議
（次世代型教育の推進）

兼 AP運営委員会

校長、副校長、教育改革推進センター長、副セン
ター長、次世代室長、次世代副室長、事務部長、
総務課長、管理課長、学務課長、学生課長、企

画室長

両キャンパス　コアメンバー
（室員、オブザーバー陪席可能）

次世代型教育推進室会議

各キャンパス　推進室メンバー

次世代型教育推進室
キャンパス会議
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（テーマ：Ⅰ 、大学等名：明石工業高等専門学校 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度の進捗状況 

１． 学内の実施体制 

平成 29年度、本事業の実施体制は、校長直下

の組織であり、あらゆる学校改革の提案と検討

を行う「イノベーションオフィス」内で進める

組織改革が行われた。イノベーションオフィス

内に、本事業の運営組織である「アクティブラ

ーニング（AL）センター」を置き、3 つの部門

を置くとともに、対外発信を行う「広報委員会」

と一体となって進める体制を整えた。図 1に実施体制を示す。 

２． 中心となる取組 

本事業の中心となる取り組みは、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 527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。 

３． 取組の成果 

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が促されている。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 を計画した。本事業の特色としている学生の感情把握に

ついては、オリジナルの振り返りシートを用いて実践し、分析結果を国際学会で発表、公開している。

事業の評価として、学生の Competencyの変化を PROG試験を用いて実施した。分析の結果、中間審査

にて示したように、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 を上回る成果を挙げた。 

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

補助期間終了後の事業の継続性を考慮し、本事業にかかわる常勤教員（教育工学分野）を採用し、

事業終了後も継続発展をさせる人員配置を実施した。また、学校改革を担うイノベーションオフィス

に本事業の実施主体を移したことで、次のステップの教育改革との連動、連携を図ることができる。

また、Co+work については、常勤のすべての教員が担当する必修科目として位置づけており、授業で

必要となる活動予算は、本事業からの予算ではなく、学校の予算に組み入れて運営ができている。 

５．学内外への波及効果 

本校は、全国 51高専の AL推進モデル校に指定されている。そのため、多くの高専からの視察・相

談依頼を受けている。平成 28 年度は 1 年生必修の AL 入門と 2〜4 年生必修 Co+work を同じ曜日に開

講したこともあり、見学者が多数訪れた。また、他高専も巻き込んだ勉強会を開催している。平成 27

年度からは本校が主幹校として高専第 3 ブロック AL 推進研究会を立ち上げ、各高専持ち回りで研究

会を開催している。平成 28 年度の明石高専開催は、第 3 ブロック以外からの参加も募集し、沖縄高

専・北九州高専・呉高専・長岡高専からの参加があった。その他、奈良高専・阿南高専などからカリ

キュラム・環境整備について来校視察があった。平成 29 年度も明石高専が主体となって、AL 推進勉

強会を継続開催している。また、OECD日本イノベーション教育ネットワークに高専クラスターとして

加盟し、新しく導入した学科学年横断 PBL 科目（Co+work）に関する学生へのアンケート調査、ヒア

リング調査を教育研究者の協力の基に進めた。また年度末には必ず有識者懇談会を実施し、明石高専

学生の就職先企業、編入学する大学、教育研究者から明石高専の取組に対して意見をいただいている。

平成 29 年 8 月には、OECD 日本イノベーション教育ネットワークが主催する国際会議にブース展示と

して出席し、国際的にも本事業の成果を公開し、普及に向けた取り組みを行っている。 

図 1 事業の実施体制 

校長

アクティブラーニングセンター長

イノベーションオフィス長

事務部長

学生課長

教務係

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

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
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：横浜国立大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本プログラムの４年目となる平成２９年度は、本事業の推進主体である高大接続・全学教育推進セ

ンターと連携するＹＮＵ教学マネジメントチーム（ＡＰ会議）の下、学修成果（学士力・就業力）の

可視化を通じて教育内容・方法等の改善を図るため、これら事業計画の中核となる「ＹＮＵ学生ポー

トフォリオ」に組み込む「学生プロファイル」のシステム構築にある。

学内の実施体制は、本事業の採択以降、教育担当副学長、各学部教務厚生委員長、センター長、学

務部長等で組織する「ＹＮＵ教学マネジメントチーム」を継続設置し、チーム支援室に特任職員１人、

事務補佐員１人を配置した。本チーム支援室では、学生プロファイルによる調査データをはじめ、学

生の学修・生活行動の調査分析を加速させ、すべての学部（教務厚生委員会）に教学・学生ＩＲ情報

を迅速にデータ提供してきた。 

特に平成２９年度は、本学の教育会議に「学生行動調査分析ＷＧ」を設置し、これらの教学・学生

ＩＲ情報の分析結果に基づき、学部の事情に適合した教育改善の検討とともに、成績不振（履修不良）

学生に対する初年次指導を試行し、平成３０年度以降の教育改善の方向性を明確に定めた。 

中心となる取組は、教学・学生ＩＲ情報の一元的なデータ収集・管理する「学生プロファイル」を

システム構築し、これらＩＲデータを活用して学修成果（学士力・就業力）を可視化する「ＹＮＵ学

生ポートフォリオ」のシステム改修にある。学生プロファイルとは、①学士力自己チェックシート、

②留学・インターンシップ等の授業外活動記録シート、③就業力（社会人基礎力）自己チェックシー

ト、④学修生活行動調査の４つの視点から多面的に学修成果を認識（⑤振り返りシート）させ、本事

業の達成目標とする「主体的な学びのデザイン」を学生自ら把握する仕組みを整備した。 

当初計画どおり就業力の可視化が平成２９年度秋学期から本格稼働し、学士力の可視化が平成３０

年度春学期から稼働できるよう学生プロファイルのシステム組み込み作業を着実に進めた。 

取組の成果は、各学期当初に授業科目履修登録時の学生プロファイル入力システムを全学導入し、

大幅な利用率向上の達成（悉皆調査の実質化）とともに、教学・学生ＩＲの実質化の観点から広範か

つ継続的なＩＲ情報の収集・管理する仕組みを構築し、高大接続・入学者選抜から卒業後まで一貫し

て学生にフォーカスする「教学・学生ＩＲ」構想を実現する仕組みが完成した。 

特に各学期の当初には、学生プロファイルに入力して授業科目履修登録画面に遷移する手順とな

り、学生の確実なデータ入力と同時に、学期ごとの定期的な学修成果の振り返りを可能とした。各学

部の教務厚生委員会では、所属学生の学修生活意識行動等データの迅速な入手が可能となり、教育改

善に資する教学・学生ＩＲデータを日常的に修得できる体制を整備した。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組は、本事業の最終段階である「ＹＮＵ学生ポートフォリオ」

の再整備計画に既に着手し、平成２９年度末までに主要なシステム開発が完了した。平成 29 年度か

ら教員人件費は未計上とし、教学・学生ＩＲ情報による教育改善に実質化に結びつける段階にある。 

学内外への波及効果は、北九州市立大学（テーマ別幹事校）を中心にテーマⅡ採択大学における事

業成果の発信・普及に係る共同活動のほか、テーマⅤ採択大学と共同シンポジウムを開催（平成３０

年２月）し、本学から事例報告とパネルディスカッション等へ積極的に参画した。 

これらのほか、横浜４大学ＦＤ協定校主催の第３回ヨコハマＦＤフォーラムを本学キャンパスで開

催（平成２９年１２月）し、学生調査の現状と課題について地域での共同ＦＤ活動にも努めた。 
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：北九州市立大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 学内の実施体制については、「北九州市立大学教育再生加速プログラム運営委員会」で取組んでお

り、教育担当副学長が委員長、本事業の事業推進責任者が副委員長を務めている。その他のメンバー

構成は、教務部長、学生部長、入試広報センター長等で組織され、全学的に取組む体制となっている。

本年度は事業の進捗に応じて２回開催した。また、この委員会の内部組織として、実務面を統括する

「北九州市立大学教育再生加速プログラム推進室」を設け、事業推進責任者が室長を務めている。こ

ちらは本年度１１回開催し、事業推進に取組んだ。 

 中心となる取組としては、①学修行動調査の実施とその分析及びフィードバック、②北九大教育ポ

ートフォリオシステムの地域創生学群等での本格導入、③実践型教育における学生多面評価・社会波

及効果の測定方法を確立し、地域創生学群等で実践、④学生活動実績認定シートのシステム開発、⑤

学生活動実績認定シートの地域創生学群での試験運用、⑥学内ＦＤ研修の実施、⑦外部評価委員によ

る評価である。またこれと併せて、本学はテーマⅡの幹事校でもあるため、幹事校業務として、⑧「学

修成果の可視化あり方検討会議」及びその実務担当者会議の開催、⑨共同シンポジウムの開催、⑩テ

ーマⅡの実績報告書の作成を行った。 

 取組の成果としては、①⑥：学修行動調査を継続して実施し、得られた情報等を分析することによ

り、各学部・学科・学年等での特徴を掴むことができた。また、それらを教員へ開示、研修等で活用

することにより、ＤＰの見直しやカリキュラムの見直しの参考とすることが可能となった、②：ポー

トフォリオシステム導入により、学修成果の自己管理が推進され、ＤＰに対する意識や自己の学修状

況等の把握が進み、学生自身による課題発見や目標設定が可能となった、③：多面評価の実施により、

学生自身の学修成果の具体的な把握に繋がり、また、社会波及効果の測定により、今後は測定データ

を分析することで課題等を整理してフィードバックを行う、④⑤：実績認定シートを運用することに

より、正課外学修に関する情報を一括管理することが可能となり、また、学生は自己の能力修得状況

や実績を把握することにより、自らの成長を可視化して確認できるようになった、⑦：評価を受ける

ことにより、有用な助言を得ることができた。 

 学内外への波及効果については、上記取組みの⑨について、テーマⅤと共同してシンポジウム（高

等教育に求められる質保証を考える）を平成３０年２月１６日に東京で開催し、高等教育機関を中心

に約２５０名の参加者があった。有識者による基調講演、各テーマ代表採択校による事例発表、パネ

ルディスカッション等を実施した。また、⑩のテーマⅡ採択校による平成２６年から平成２９年まで

の取組み状況をまとめた「実績報告書」を作成し、高等教育機関を中心に約８００校へ送付し、周知

を行った。  

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、平成２９年度より開始した本学の第３期中期

計画（Ｈ２９～３４）の中で、学修時間の確保（平成２８年度実績に対し１．５倍増加させる）・事

前事後学修やアクティブラーニング等の推進・学修成果の可視化による内部質保証の推進を明記し

た。これらを推進するため、平成２９年度には、シラバスへの事前事後学修内容の記載や目安時間の

記載を行うようにした。また、アクティブラーニングを推進するための eラーニングプラットフォー

ムとして「Moodle」を導入し、それらを活用した事前事後学修や授業方法の改善に関する教員へのＦ

Ｄ研修を実施し、利用を推奨した。また、学修成果の可視化による内部質保証の推進については、全

学的な「内部質保証システム整備委員会」の中で、北九大ポートフォリオシステム等を活用した学修

成果の可視化を行うとともに、各種アンケート等も活用し、ＡＰ・ＣＰ・ＤＰの３つのポリシーに対

する本学の取組みに関するアセスメントの仕組を構築し、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、内部質保証

に取組むこととした。 
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（テーマ：Ⅱ 、大学等名：八戸工業大学 ）

 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制を右図に示す。学長直属  の教育改革 

の「教育改革委員会」の下に配置された 

「教育改革専門委員会」が本事業活動を 

取り扱っており、「達成度評価（学修成果 

の可視化）（WG1）」、「卒業時における質保 

証（人材育成）（WG2）」、「主体的学修（ア 

クティブ・ラーニング（WG3）」、「授業外

学修（e-ラーニング）（WG4）」の 4つの 

ワーキンググループ(WG)を配置し、各分野における改革を推進している。「大学教育再生加速プログ

ラム事業推進室」は、本事業の推進、達成度評価、システム開発を担い WG1～4に関わっている。

中心となる取組は、「③学びの過程における達成度評価システムの確立」である。ディプロマ・ポリ

シ－の属性である 20 個の修得因子の達成度を追跡、学生が学修過程を振り返り学修改善の方針に付

き自己省察できる仕組みを構築する。羅針盤となる教員の教育実践、職務業績を振り返り自己省察し

教育改善へと導く仕組みも同時構築する。教育改善を自走させる仕組みも構築する。 

取組の成果は、「学修成果の可視化と達成度評価の確立」の作業が到達目標レベルに到った点に要約

できる。修得因子への授業、授業外学修取組の貢献、修得因子間相関関係から達成度を見積もること

が可能となった。ティーチング・ポートフォリオに職務業績を加えてアカデミック・ポートフォリオ

を構築、教員の自己省察を律する仕掛けを組み込んだ。学習する組織のポートフォリオとして教職員

全員参加型のラーニング・ポートフォリオⅡを開発、チーム学習、共有見解構築の仕掛けを導入した。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組に関し、学生に対しては、平成 30 年度学生要覧において、

本事業成果としての「八戸工業大学の教育」を特徴付ける「20の修得因子」、「ラーニング・ポートフ

ォリオⅠ(LPⅠ)システム」を明示し、本学を構成する工学部、感性デザイン学部の 6 学科について、

「修得因子と科目」、「学習・到達目標と科目」の繋がりをカリキュラム・マップ、カリキュラム・ツ

リーとして、148 頁の紙数を掛けて明示した。当該要覧を手にした新入生は、補助期間終了後の平成

33年度に卒業するため本取組が継続発展することは極めて重要と考える。 

学 内 外へ の波 及 効果 に関 し 、中間 審査年度に 当たる 平 成 29 年度 には中間 報告書

（https://www.hi-tech.ac.jp/ap/sub/activity.html#document）を作成、全国の高等教育機関、高

等教育関係者を対象とし、本学単独の中間報告会（日時：平成 29年 11月 10日 10:30～16:30、場所：

東京国際交流館メディアセンター）を開催、全国より 85名の参加者を得て平成 26～29年度の本事業

前半の成果を報告、意見交換を行った。出口調査アンケートによると回答者全員から高い評価を得る

ことができ波及効果があったとの印象を得た。我が国高等教育の発展に寄与すべく、中間報告会の全

容は動画配信（https://www.hi-tech.ac.jp/ap/sub/activity.html#events）している。テーマⅡ・

Ⅴ採択校 共同シンポジウム（日時：平成 30年 2月 16日）ではテーマⅡを代表して本学の事例報告

を口頭発表し、さらに取組概要をポスター発表した。日本工学教育協会年次大会では文部科学省補助

金事業の成果報告に関わるセッションを設けているが、本学からは本事業に関し「学修の過程を振り

返らせる達成度評価の確立と可視化」と題し、平成 28年度年次大会で 4件、平成 29年度年次大会で

4件の口頭発表を行い高い評価を得ている。平成 30年度年次大会では 7件を投稿、採択され、8月 30

日に名古屋工業大学で成果報告を行う予定である。その他、地区大会発表論文 1件を含め学会発表報

告数は 16 件に到っている。査読付きの学術論文誌「工学教育」66 巻(2018)に本事業成果「修得因子

を用いた学修成果の可視化」が掲載済みである。IDE 大学協会の月刊誌「IDE 現代の高等教育」590

巻(2017)は「学修成果の可視化」を特集しているが「八戸工業大学の事例」を報告している。 
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：東京女子大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 本取り組みは、学長を委員長とする教育研究開発委員会が全体を統括し、これに

IR 専門委員会、教務委員会、FD 委員会など、関連する学内の所轄部署が一体となって、教育改善の

PDCAサイクルを作る体制としている。本取り組みの進捗とともに、学長のリーダーシップの下、IR 機

能の強化、プロジェクトチームの体制強化、諸委員会をバックアップする事務体制の強化、全学的な

教職協働などを進めている。平成 29 年度には、本事業の中間評価、自己点検・評価及び外部評価の

結果を受けて、平成 30 年度より、教育研究開発委員会の下に、事業推進責任者である学部長を中心

とするアセスメント・モデル構築プロジェクトチームを新設して機動性を高め、教育研究開発委員会

の統括機能及び連携機能を一層強化することとした。 

中心となる取組 平成 29年度は、これまでに整えた実施体制のもとで、直接的指標（GPA、TOEFL ITP

等のデータ分析、汎用的能力テストの実施により得る）と間接的指標（学修行動調査、卒業生アンケ

ート・インタビュー等の実施により得る）についての IR 専門委員会による分析を継続し、教育研究

開発委員会のプロジェクトチームがアセスメント指標の開発・作成をさらに進め、本学独自指標によ

るアセスメントを実施した。また、教育改革の基盤となる三つのポリシーの全学的な見直しも行った。

併せて引続き、成績評価の平準化、厳格化のためのガイドライン及びルーブリック評価の検証、本事

業に関する認識を共有するための FD・SD研修の実施、正課外教育の場となる教育環境を整備した。 

取組の成果 本事業による様々な教育活動の評価結果は、教育改善を前提に学内で共有され、本学

の PDCAサイクル向上につながっている。平成 30年度の教育課程改正にあたっては、実際に改正案の

策定に活用され、全学共通カリキュラムでは、英語教育の内容・方法の見直し、情報処理科目の必修

単位数増、文系学生のための数学科目の新設、体験的・実践的学びを通して実社会の課題解決に取り

組む力を身につける「挑戦する知性科目」の新設、学科科目では、アクティブラーニングを取り入れ

た「１年次演習」を前期に置き、全学科・専攻で必修化するなどの改正を行った。本学ではこのよう

に、本事業による成果を踏まえて、エビデンスに基づいた教育改善を着実かつ迅速に行っている。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 平成 29 年度より、当初の計画に加え「態度・志向」の

指標開発を目的とする学生向け調査を実施する際、オンライン調査サービス会社のプラットフォーム

を利用した Web 調査を導入し、これにより、費用を抑えつつも、必要なデータを得られる仕組みを整

えた。補助事業期間終了後は、FD・SD 研修等を通じて、教学マネジメントの先導役として育成され

た教職員が実働の中核を担い事業を推進する。また、平成 28 年度より、大学改革を推進するため学

長直属の組織として、大学改革推進課と IR 推進室（専任教員が室長を務める）の２部署を設置した

ことにより、継続的に事業を実施できる体制を整えている。FD・SD 研修、卒業生アンケート等調査

は、継続して定期的に実施する。外部テスト、汎用性の高い間接的指標による外部学修行動調査、

e-learning コンテンツについては、その効果を分析し、検証結果に基づいて事業規模の適性を測り

ながら継続していく。補助期間終了翌年度もそれらの事業の実施に必要とされる予算を計上し、継続

的かつ発展的に事業を実施していく。本事業の基盤となる成績評価の平準化と厳格化、各種調査によ

る学修成果の把握とその結果を踏まえた教育改善、授業外学修時間の増加への取組等は、事業の進捗

とともに具体的な成果をあげ、補助期間終了後の継続発展のための基盤となっている。

学内外への波及効果 平成 29 年度は、朝日新聞への取材協力（平成 29 年 12 月 9 日朝日新聞朝刊

教育面掲載）、他大学への FD 講演会講師派遣（平成 29 年 11 月 21 日開催、第 2 回フェリス女学院大

学 FD講演会）、テーマⅡとＶの採択校による共同シンポジウムのポスターセッションにおける発表（平

成 30 年 2 月 16 日開催、「高等教育に求められる質保証を考える－学修成果の可視化による教育改善

と卒業時の質保証－」）、教学比較 IR コモンズ ALCS 学修行動調査内部報告会における発表（平成 30

年 3月 16日開催、13校参加）、学内の FD・SD研修会（平成 30年 2月 27日開催、「2017年度 AP事業

実績報告及び学修成果の可視化とその活用について」）などを行った。学内においては、本学の教職

員が共通理解を持って、本学の教育目標の達成に向けた教育改善に取り組む効果が期待される。また、

学外においては、本事業による本学の学修成果の可視化、恒常的な PDCA サイクル構築に向けた取り

組みを発信することで、他大学の教育改善に資することが期待される。 
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（テーマ：Ⅱ 、大学等名：新潟工科大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．学内の実施体制 

 教育改革加速チームにより学内における具体的な活動計画が策定される(Plan)。その計画は、教授

会を通じてすべての教員により実行に移し(Do)、教育改革加速チームは随時、教員からの実施報告等

を受ける。前後期の取り組みの成果は、教育改革加速チームによって作成する実施報告書に基づいて、

監査チームおよび外部評価委員会によりチェックが行われる(Check)。その結果は、経営戦略本部に

報告され、これに基づいて翌年度の活動に向けた改善案が取りまとめられ、教育改革加速チームに伝

達される(Action)。以上の PDCAサイクルは、強い学長ガバナンスのもとに進められている。 

※関連委員会等の構成： https://www.niit.ac.jp/ap_business/organization/

２．中心となる取組 

 学生マネジメントの確立、教学マネジメントの確立、高大接続、の 3本の柱について、それぞれ以

下に示す項目を重点的に取り上げて実施している。 

1)学生マネジメントの確立：「企業が求める基礎学力到達度テスト」の実施とフォローアップ、「対話

型企業技術・要素会」の全学年参加の徹底 

2)教学マネジメントの確立：IRデータ分析に基づく中退予防

3)高大接続：本学での学びを志向する高校生と本学特待生との合同 PBL課題の実施

※実施項目および実施計画： https://www.niit.ac.jp/ap_business/scheme/

３．取組の成果 

1)「企業が求める基礎学力到達度テスト」の経年の受験データから、数学で躓く学生はその後の学び

に悪影響があることを突き止め、平成 30 年度より入学時早々から定期的な補習を実施できるよう計

画を策定した。また、「対話型企業技術・要素会」では、企業との対話の中で大学での学びがいかに

あるべきかを全学年の学生に考えさせる機会をつくり、振り返りシートを作成させるに至った。 

2)高校における出席状況や 1年次基礎テストの結果から、入学後早い段階で中退の危険性のある学生

をある程度絞り込むプロセスを確立した。これを受け、IR分析を学内業務として定期的に実施する体

制の構築を進めた。 

3)春休みに、本学入学前の高校生と本学学生との合同 PBL課題を実施した。専門の学びに対する興味

を喚起し、大学の学びにスムーズに移行できるようにした。 

※成果の詳細： https://www.niit.ac.jp/ap_business/file/houkokusyo_2017.pdf

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

 「企業が求める基礎学力到達度テスト」の結果を分析し、学びの進行に伴う基礎学力のトレンドを

明らかにした。これを受け、基礎学力のフォローアップがよりきめ細かなものとなるよう、学年ごと

の年間の効果的なフォローアップ体制の再設計を進めた。また、外部の資格試験などを積極的に受験

している学生が多いことを受けて、本学としての支援体制を確立するとともに、本学の学びとの関連

性を明確に情報提供するための学内の仕組みも議論した。これらについて、継続的な取組みとするた

め、29年 3月開催の理事会において本学の中期計画（平成 30年度～）の重要項目として位置づけた。 

５．学内外への波及効果 

 教育改革加速チームの取り組みの最新情報は、常に専用の Web より発信している

(https://www.niit.ac.jp/ap_business/)。平成 29 年度には公益社団法人私立大学情報教育協会

(JUCE)より本学の取り組みに関する執筆依頼を受けて公表した。先進事例として高い評価をいただい

ている(http://www.juce.jp/LINK/journal/1801/pdf/04_01.pdf)。また、教育系の専門書（森本康彦

他；「教育分野における eポートフォリオ」(教育工学選書 II, 2017)，日本教育工学会）にも、本学

の取り組みが引用されている。 
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：福岡歯科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については、学長のリーダシップの下、学修成果の可視化に基づく教育内容・方法

等の改善を全学的・組織的に遂行するために、学長を室長とする教育支援・教学 IR 室を設置し、同

室の専任教職員、教育・FD に関わる大学教員（兼務教員）をメンバーとする教育支援・教学 IR 室運

営委員会を置いている。兼務教員の一部は学務委員会や FD 委員会、地域連携センターにも所属して

おり、学務委員会、FD委員会、地域連携センターと円滑な連携が可能になっている。このように、本

学では教育支援・教学 IR室および教育支援・教学 IR 室運営委員会を中心に、教学マネジメント活動

を推進する体制が整っている。 

 中心となる取組については、既存の行動目標と平成 28 年度に改訂したディプロマポリシー(DP)、

学士力、教育目標領域（認知、情意、精神運動の 3領域）、授業外学修時間との関係性を明示した新

シラバスを電子シラバスとして運用を開始した。その他、フィードバック方法を新規入力項目として、

評価の回数、評価方法、評価区分を新規入力項目として設定することで、評価ごとのブループリント

を表示出来る機能を付加した。科目の単位取得と学生の獲得能力について、前期試験終了後より開始

した検証では、DP の改定時に想定されていたことであるが、6 コンピテンス 65 コンピテンシーから

なる DP について、達成に寄与する科目数の平均性・統一性に問題があることが明らかとなった。そ

こで DPの達成をより確実なものとするために、平成 30年度以降の新カリキュラムについて見直しを

開始した。 

 取組の成果については、新シラバスの入力・運用を新規に構築した e-シラバス上で行い、従来の冊

子での運用を行っていたシラバスに比べ利便性を高めることができた。また、学生の獲得能力の数値

化による可視化の基盤となる新シラバスの運用が開始され、検証により DP 達成における本学カリキ

ュラムの問題点を明らかにすることができた。この問題点を改善するため、現行のカリキュラムの見

直しに着手した。この一連の工程により継続的教育改善のための PDCA サイクルを進めることができ

た。また、シラバスに明示した授業外学修時間は、大学設置基準で定められた 1単位の修得に必要な

学習時間が 45 時間であることを踏まえ、各科目の単位数を基準に単位修得に必要な時間数を算出し

た。この時間数と実際の授業時間を比較し、不足の時間数の予習・復習を学生に求めることで単位の

実質化と各科目間の平準化を図ることができた。 

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、現行の体制で学生の獲得能力の可視化の精度

を上げるための改善を継続して行うとともに、各種教学データの効果的運用をはかり、大学の教育改

善を継続的に推進していく。本事業最終年度の平成 31 年度に外部評価を実施する予定であるが、補

助期間終了後も、補助期間中と同様に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によって、教学マネジメント活動の改善を推進していく。 

 学内外への波及効果については、関連学会やシンポジウムにおいて取組み内容についての発表（日

本歯科医学教育学会、SPODフォーラム 2017、高知大学 APシンポジウム、APテーマⅣ合同シンポジウ

ム、Q-Conference2017）や、合同シンポジウムへの参加（松本大学第 2 回 AP フォーラム、八戸大学

AP 中間報告会）により積極的に学外への発信を行うとともに、FD・SD を行うことで学内での取組み

内容の周知徹底を行った。 
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：富山短期大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．学内の実施体制 

（1）「学修成果」の把握・可視化・定型フォームによるフィードバック等のシステム化が進み、「学

修成果の可視化」に基づくＰＤＣＡサイクルをルーティン化する仕組がほぼ整う。 

（2）「学修成果の可視化」に基づくＰＤＣＡサイクルを回すためのＩＲについては、平成 29 年度に

ＩＲ推進部会の下に、各学科のＩＲ担当を置くことが決まり、平成 30年度から稼働する。 

（3）ＡＰ事業に関連する対外的活動は、従前どおりＡＰワーキンググループが対応。 

２．中心となる取組 

（1）Ｗｅｂシラバス・システム（以下、ＷＳＳ）での「（毎回）授業アンケート」の活用。 

（2) ＷＳＳでの、「新入生アンケート」、「学修行動・生活調査」、「（期末）授業アンケート」の実施。 

（3）「授業改善レポート」の作成とＦＤ／ＳＤでのフィードバック、『授業改善事例集』の作成。 

（4）平成 27年度に続き、大規模な「第三者アンケート」（「卒業生・就職先アンケート」）の実施。 

（5）「クリッカー」機能を追加することにより、Ｗｅｂシラバス・システムの整備がほぼ完了。 

（6）「第 6回・7回富山短期大学外部評価委員会」を開催（注：年 2回開催）。 

３．取組の成果 

（1）ＷＳＳでの「（毎回）授業アンケート」（リフレクション・シート）の活用が進み、特にアンケ

ート結果に関する学生へのフィードバックが、授業改善・学修改善の効果を高めている。

（2）平成 27年度から開始したＷＳＳでの各種学生アンケート（２-(2)）によりデータの蓄積が進み、

各種ＩＲの取組が可能となった。平成 29年度は、「「授業改善効果」の検証」、「平成 27年度入学

生の追跡調査」をまとめ、外部評価委員会へ報告すると共に、『中間報告書』に掲載した。 

また、ＷＳＳ内のＳＩＦ（学生情報ファイル・システム）を通じて、教員の「学修成果別成績評

価」、学生による「学修成果別到達度自己評価」ならびに各種学生アンケート結果等を学生にフ

ィードバックするシステムが構築され、学生の「振り返りと気づき」を促す仕組が整った。 

（3）「授業改善レポート」の作成やＦＤ／ＳＤでの事例共有により、「授業改善の効果」が見られる。 

（4）平成 27・29年度の「第三者アンケート」から、就職先が本学卒業生に求めている資質・能力、

ならびに本学に期待する授業内容・方法等が明らかとなった。 

（5）「第 7回富山短期大学 外部評価委員会」に『平成 29年度 ＡＰ事業中間報告書～「学修成果の

可視化」で目指すもの』を提出し、改善意見を頂くも及第点の中間評価を得る。 

（6）「大学教育再生加速プログラム委員会」の中間評価で「Ａ」評価を得る。 

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

（1）【体制的な継続性】「学修成果」の把握・可視化・定型フォームによるフィードバック等のシス

テム化によって、極力省力化された体制を構築。加えて、（一社）学修評価・教育開発協議会に

加盟することにより、学外との連携体制を構築・強化して事業の継続性・発展性を堅持。 

（2）【資金的な継続性】追加的な人件費の必要がなく、極力省力化された体制を構築。 

５．学内外への波及効果 

（1）シンポジウムへの参加と発表 

①平成 30年 2月 16日、「ＡＰテーマⅡ・Ⅴ合同シンポジウム」のポスター・セッションに参加。 

②平成 30年 2月 20日、「ＡＰ全テーマ合同シンポジウム」において本学の取組を発表。

（2）中間報告書の作成 

①ＡＰテーマⅡ選定校 8校、『ＡＰテーマⅡ学修成果の可視化 実績報告書』を作成。

②『平成 29 年度 ＡＰ事業中間報告書～「学修成果の可視化」で目指すもの』を作成。外部評

価委員会へ提出。

（3）ＦＤ／ＳＤ及び各種アンケートの実施の際に、全教職員に対してＡＰ事業の趣旨を周知徹底。 
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（テーマ：Ⅱ、大学等名：阿南工業高等専門学校 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

[学内の実施体制] 

・本事業の推進は新たに設置した教育開発推進室が担い、事業実施計画と進捗状況は本校の最高議決

機関である運営委員会へ毎月報告し、校長の下で学校全体の取組として実施されている。 

・本事業の評価体制として外部有識者（大学教員 2名、高専教員 1名で構成）による外部評価委員会

を設け、年度末に事業実施内容の検証を受けている。その際の助言は事業運営に活用し、結果を次回

の外部評価委員会で報告している。 

・FD 委員会と連携しながら本事業推進に必要な FDを実施している。例えば、平成 29年度から FD委

員会は新人・中堅教員を対象に体系的な FDプログラムを推進している。特に平成 29年度計画から新

たに取り入れたアクティブ・ラーニング推進と連動して、全教員が参加する教員研修会で反転授業を

テーマとして実施した。

[中心となる取組] 

・中間評価において改善を要する指摘事項はなく、事業全体は順調に推進されており、学習管理シス

テム（LMS）の効果的な活用により、大きな指標である学生の授業外学修時間は順調に増加している。 

・挑戦的な取組である社会人力・人間力の可視化について、高専機構の推進するモデルコアカリキュ

ラムの改訂に伴い、開発した評価ルーブリックも改訂した。また、学生がこのルーブリックを用いて、

正課授業、課外活動、その他の活動から獲得したコンピテンシーのレベルを自己評価し、その結果を

レーダーチャートとして LMS を介して各学生へフィードバックできた。今後はレーダーチャートを追

加しながら各自の強み、弱み、成長度を確認できるように継続していく予定である。 

[取組の成果] 

・平成 29 年度の最も大きな成果は、開発したルーブリックを用いて学生が自己評価したコンピテン

シー獲得状況を可視化（グラフ化）して学生へフィードバックできたことである。

[補助期間終了後の継続発展に向けた取組] 

・事業期間終了後の大きな経費はクラウドシステム（LMS）使用料である。LMSの使用料は基本的に受

益者負担と考え事業を始めており、後援会への説明を始めている。一方、高専機構が平成 26 年度後

半に全高専で使う LMSを選定したため、本事業は高専機構が推進する LMSに乗り換えることで使用料

負担を賄うこともできる。 

[学内外への波及効果] 

・本校の取組のうち、ティーチング・ポートフォリオ作成とアカデミック・ポートフォリオ作成に関

する取組は他機関にない高い作成率の実績があり、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）

が主催するワークショップへ講師を毎年延べ数名派遣している。平成 29 年度は中国地区高専教員研

修にも採用され、本校の講師を派遣して実施した。また本校で開催するワークショップは広く公開し

て参加者を募集しており、四国地区外からの参加者も受け入れた。 

・AP採択高専が合同でフォーラムを開催した。高専は各テーマに採択されており、全テーマが集まっ

たフォーラムは有意義なものとなった。 

・取組内容は、本校 WEBサイト内に専用の HPを開設し、広く広報している。

・取組成果は、国内外の学会等で積極的に成果発表している。平成 29年度は、次のように 10件以上

の取組成果を発表している。全国高専フォーラム(2 件)、SPOD フォーラム（優秀ポスター発表賞）、

日本工学教育協会年次大会、11thISATE2017(Singapore)、高知大学 AP 事業シンポジウム、大学教育

カンファレンス in徳島(3 件)、AP採択 6高専合同 APフォーラム、テーマⅡ，テーマⅤ合同シンポジ

ウム、大学教育研究フォーラム

-17-



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：宇都宮大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

1. 学内の実施体制

教育・学生担当理事のもと、基盤教育センターの教員と各学部の教務委員によって組織されてい

る「教育改革推進室」で本事業を推進している。その結果、各学部の教員や全学の教務委員会、教

育企画会議と連携を取りながら事業を進めることができた。個別のタスクに関しては、学部を横断

したワーキンググループを設置して検討が行われた。この会議は、定期的に月に 1 度開催し、検討

事項の審議及び各ワーキンググループの進捗状況の報告が行われ、常時 PDCA サイクルに基づき事

業の進捗状況の確認と改善・実施を行った。また、年度末には 1 年間の事業状況を点検し、次年度

計画への反映を明確にした。また、基盤教育センターのプロジェクト担当教員が中心となりキャリ

ア教育・就職支援センター、地域連携教育研究センターと連携しながら、初年次教育改革やアクテ

ィブ・ラーニング科目の必修化等も推進した。

2. 中心となる取組

①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および学修到達度可視化シ

ステムの開発

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

到達度チェックシート」の整備を進めてきた。平成 29年度は各授業で育成される能力を 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、平成 29年度入学生から成績通

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アクティブ・ラーニングの深化と拡充および FD の推進による教員集団の一層の教授能力・資質の

向上

全学的に、FD活動でのアクティブ・ラーニング指導法の研修や、アクティブ・ラーニングの Tips

集をウェブ上で公開することなどに取り組んだ。また、教員向けのニュースレターにティップス集

について掲載するなど広報活動を行いアクティブ・ラーニングの普及を進めた。なお、アクティブ・

ラーニングを主なテーマにした教員研修プログラムとしては、教員、職員、学生の 3 者でそれぞれ

の視点から話し合うワークショップを 5回開催した。

3.取組の成果

①2－①の取組による成果は、出席状況、単位の修得状況、成績に加え、学生が各科目の学修到達度と

行動的知性の修得状況を合わせて確認できることになり、担任教員がより効果的に個別指導を行え

るようになったことである。

②2－②の取組による成果は、平成 30年度開講予定の授業科目の 99.2％がアクティブ・ラーニング要

素を持つ授業となったことで、学生により一層能動的な学修が求められるようになったことである。

また、教職学の 3者間にアクティブ・ラーニング実践に向けた共通認識が形成されたことである。

4.補助期間終了後の継続発展に向けた取組

補助期間終了後の継続発展に向けた取組として、学長のリーダーシップの下、新たに「大学教育

推進機構」を平成 30年 4月に設置することとして学内体制の整備を進めた。本機構は本学の教育活

動を担う諸部門と全学委員会の再編とともに、新たな任務（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）を担う部門を加えて設置する

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予定である。

5.学内外への波及効果等

学内外への波及を促す機会として、本事業の取組や成果を報告する中間シンポジウムを開催した。

また、平成 29年度国立大学教養教育実施組織会議においては事例報告を行った。全学の教員を巻き

込みながら学修到達度可視化システムを普及してきた取組や、ピアサポーターの養成を通じて学生

の主体性を高めようとする取組等について学内外に広く発信することができた。
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：金沢大学） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本補助事業は、人間社会学域及び理工学域が主体となり専門教育を対象に「事業の概要」で示した

３つの施策に取り組むものであったが、平成 29 年度からは実施主体を医薬保健学域と共通教育を所

掌する国際基幹教育院へと広げ、本学の学士課程教育全体を対象とする事業となった。 

学内の実施体制としては、学長を長とするグローバル人材育成推進機構のもと大学教育再生加速プ

ログラム検討委員会（基本方針及び重要事項の審議）、その下に大学教育再生加速プログラム実務委

員会（基本方針に沿った取組の企画・立案）、さらにその下部組織として３つの施策それぞれに対応

するワーキンググループ（WG）（具体的な取組の計画・実施運営・検証の審議）を設置してきたが、

平成 29 年度より当該委員会・WG の構成員に医薬保健学域および国際基幹教育院から選出された教職

員も加わった。また実施部局である人間社会学域、理工学域、医薬保健学域及び国際基幹教育院では、

教務・学生系委員会及び FD 系委員会が連携しながら取組を実施し、国際基幹教育院高等教育開発・

支援部門が取組実施に係る全面的な支援を行うというように全学展開の体制を整えている。 

中心となる取組について、施策１（アクティブ・ラーニングの深化・充実）に関しては主にパイロ

ット科目の選定と授業カタログの作成、FD リーダー制度の展開を通して AL の導入と深化・促進を進

めた。各学類等で AL を先導的に導入している４科目程度をパイロット科目に選定し、授業担当教員

は授業方法や学修活動に焦点化した実践記録である授業カタログを作成した。授業カタログは学内教

員に対して公開した。また各学類等２名の FD リーダーは所属学類等で授業カタログの作成支援も含

めた AL推進を担った。FDリーダーに対しては計 16回の研修会（FDランチョン・FDワークショップ）

を開催した。施策２（学修環境の活用・展開）については、授業時間外学修の充実に向けた環境の整

備・改善方策の検討を進めたともにアクティブ･ラーニング･アドバイザー（ALA）による AL型授業に

おける学修支援と ALAの養成を継続した。施策３（学修過程・成果の可視化）に関しては、前年度試

行した学修ポートフォリオ・学修カルテおよびそれらに埋め込まれている AL ルーブリックの検証・

改善と教員用・学生用記入ガイドの作成、教学 IRの継続、バックアップ･ポリシーの策定を進めた。 

取組の成果については、平成 29年度末で累計 150科目の授業カタログの公開や FDリーダーによる

各学類等での AL推進により、学類等の特性やニーズに応じた ALの手法・学修活動、学修評価方法の

普及と授業改善が進められた。また学修環境改善策の検討とその一部実施や ALAによる学修支援の継

続（平成 29 年度は全学で述べ 333人）により、グループ学修等の ALを効果的に進められた。ALAに

よる学修支援の教育効果は、受講生アンケート調査等によっても検証された。改良された学修ポート

フォリオ・学修カルテは物質化学類で運用を開始し、各学生の学修状況の自己評価を促し、それに合

わせた学修支援の充実を図った。これらを通して全学的に AL 型授業の普及と質の向上、学修支援環

境の整備、学修評価方法の多元化を一体的に進め、学生の学修の質的変容につなげられた。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、各学域等の主導で進めており、特に FD リー

ダーやパイロット科目担当者を中心に自発的な FDの実施と教育方法の改善を進め ALの深化を推進す

る体制を整えている。FDリーダーに対する研修も国際基幹教育院スキルアップセンターとの共催で進

めており継続できる。また ALA による学修支援の必要性も定着しつつあり既存の TA 制度との連携・

調整も含めた内部化の議論を進めている。さらに、既存のアドバイス教員制度のもとで学修ポートフ

ォリオ・学修カルテの活用を位置づけるよう協議を進めている。教学 IRは大学情報戦略室が担う。 

学内外への波及効果については、本補助事業のウェブサイト、学会等での発表・講演、論文、学内

外の研修会や刊行物を通して成果の普及に努めている。また、FDリーダーに対する研修は全学にも公

開しているが、なかでも FD ランチョンは配付資料や研修動画をオンライン上で学内教職員に対して

公開し、授業方法や学修活動、学修評価方法等の知見の普及を進めている。さらに 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

択および本学国際基幹教育院高等教育開発・支援部門が教育関係共同利用拠点の認定につながった。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：山口大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 平成 29 年度は中心となる取組を着実に進め、学内外への波及効果に努める中で、アクティブ・ラ

ーニング（AL）型授業やルーブリック活用による学修評価をテーマに、高等学校との情報交流や連

携に大きな進展があった。また、中間評価において「S 評価」という高い評価を受け、本学 AP 事業

を更に加速することが期待されている。平成 29 年度の進捗状況の詳細は以下のとおりである。 

【学内の実施体制】 

学長・副学長（教育学生担当）を中心に、YU-AP 事業推進委員会、テーマ別タスクフォース及び自

己点検・評価タスクフォースによる事業実施体制のもと、事業ロードマップに基づき事業を実施した。

また、国内外の専門家から指導助言を受けるアドバイス会議を 3 回開催したほか、平成 30 年 3 月に

外部評価委員会を開催し、前年度の外部評価の指摘を踏まえた改善状況報告を行うとともに、平成 29

年度事業取組に関する講評を受けた。さらに、平成 29 年度 AP 事業成果交流会「共育ワークショッ

プ 2018」を高等学校と連携する形で企画し、大学生・高校生・大学教職員・高校教員 90 名が一緒に

なって AL 型授業について意見交換・発表を行い、今後の AP 事業の充実に活かすこととした。 

【中心となる取組】 

①テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）・・・AL ベストティーチャー表彰の実施、AL ベストティー

チャーによる模擬授業型 FD・SD ワークショップの新規企画、AL 型授業実践やアクティブ・ラーナ

ーの学びを取材した『Teaching & Learning Catalog Vol.2』の刊行、さらには、正課外教育プログラ

ムとして、ライティング及びプレゼンテーション入門講座の新規企画に取り組んだ。

②テーマⅡ（学修成果の可視化）・・・ルーブリック活用による学修評価に関する FD・SD ワークシ

ョップの企画、学修成果可視化モデル開発のための直接評価・間接評価指標の整理、成績・学修到達

度調査・学修行動調査・AL ポイントなどの教学データを活用・分析するフレーム構築、さらには、

事務職員を対象としたラーニングアドバイザー養成講座の新規企画に取り組んだ。

【取組の成果】

①テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）・・・模擬授業型 FD・SD ワークショップ、『Teaching & Learning

Catalog Vol.2』を通して、AL ポイント認定制度を中心とした AL 推進の好循環が進み、AL 型授業

比率は学士課程教育全体の 70％を超え、本事業最終目標を達成する状況となった。このほか、ライ

ティング及びプレゼンテーション入門講座が約 100 名の参加者を得て、継続実施することとした。

②テーマⅡ（学修成果の可視化）・・・ルーブリックを活用した学修評価に関する FD・SD ワークシ

ョップでは高校教員の参加も多く、高大連携でルーブリック活用について情報交流する有意義な機会

となった。学修成果可視化モデル開発に関する成果を『アニュアルレポート 2017』に公表した。ま

た、ラーニングアドバイザー養成講座修了者 8 名には「ラーニングアドバイザー認定証」が授与さ

れ、学生の「学びの好循環」に貢献できる学修支援者としてのスキルや態度を学んだ。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】

テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）では、AL ポイント認定制度が定着し、「①AL ポイントのシ

ラバス入力」⇒「②AL 型授業実践」⇒「③AL ベストティーチャー表彰」⇒「④AL 型授業のグット

プラクティス普及（模擬授業型 FD・SD ワークショップ、授業実践集）」といった AL 推進の好循環

サイクルを確立している。また、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。 

【学内外への波及効果】 

 本学 AP 事業は、中間評価「S 評価」に加え、学内外からの関心が高く、宇都宮大学及び宇部工業

高等専門学校が主催する AP 事業成果報告会での基調講演のほか、山口県内高等学校での AL 型授業

研修講師依頼や山口県立下関西高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）採択に貢献した。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：長崎大学 ） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」 

本事業の実施を強力に推進するため、学長の下に事業全体に関わる重要事項(人材配置、予算配分

を含む)を決定する教育改革推進会議 (学長、副学長、大学教育イノベーションセンター長・副セン

ター長、ICT基盤センター長、学生支援部長、学術情報部長などにより構成)を設置し、全学的な責任・

推進体制を整備した。事業を中心的に推進しているのはAPワーキンググループであり、ここには大学

教育イノベーションセンターの各部門、ICT基盤センター、学術情報部、学生支援部が参画している。

また、教育改革推進会議において決定された事項は、モジュール科目実施委員会、モジュール科目責

任者会議、教務委員会、入試委員会、学生委員会といった全学の委員会を通して、全学的な情報共有

を行っている。 

「中心となる取組」 

アクティブ・ラーニング（AL）の推進については、本学では、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。 

「取組の成果」 

モジュールを通した効果的・効率的な ALを推進し、FDを開催し、本学の LMSである LACS活用を推

進し、各種の授業支援ツールを学生・教員に向けて提供したことで、学生の授業外学修時間が増加し、

同時に、専門教育への ALの波及を図ることができ AL科目が増加した。また、ディプロマポリシー（DP）

をベースにしたルーブリックを開発し、そのルーブリックをもとに授業アンケートやコンピテンシー

テスト、学修行動調査の中に本学で身につけたい学士力を測定する項目を入れて設計したことで、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。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」 

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、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。また、モジュール科目の効果をさらに高めるために、教養教育カリキュラム将来構想 WG

を平成 29年度に立ち上げた。 

「学内外への波及効果」 

本事業で開発した AL 推進のための各種ツール（「アクティブ・ラーニング事例集」「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、波及効果も高いと言える。また、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。
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：大阪府立大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 

ＡＰ事業は、高等教育開発センターが主体となって推進し、事業全体の統括は、高等教育開発セン

ター長が行う。事業全体に関しては、高等教育開発センター長及びＡＰ専任教員が中心となってセミ

ナー・ワークショップ等の企画を立案し、広報、事務手続きに関しては、教育推進課・高等教育開発

センター職員が担当する。また、必要に応じて、高等教育推進機構長、教育推進本部長から意見を聴

取する。ＡＰの取組みに関しては、高等教育開発センタースタッフ会議、教育改革専門委員会（全学

レベルの委員会）で進捗状況を報告し、随時内部評価を行う一方で、複数年に１度、外部評価委員へ

の報告を通して、外部評価を行う（平成 29年度に中間評価を実施）。 

中心となる取組 

 平成 29 年度の中心となる取組みは、テーマⅠ：アクティブ・ラーニングに関して、（1-1）アクテ

ィブ・ラーニングの普及に関するセミナーの開催（5回）、（1-2）知識共有システム（「meanings well 

up from the Question sharing!」以下、meaQs システムと称する。）の学内外での利用拡大、（1-3）

総合リハビリテーション学類における反転授業の導入と拡大であり、テーマⅡ：学修成果の可視化に

関して、（2-1）ワークショップ・他大学と連携した合同フォーラムの開催（それぞれ 1回）、（2-2）e

ポートフォリオシステムの改修、（2-3）学生調査データの分析とＦＤに活用する方策の検討であった。

さらに、これらの取組みについて、外部評価委員による評価を実施した。 

取組の成果 

(1-1)に関して、ＦＤセミナー・ワークショップを開催することで、本学の教員のアクティブ・ラ

ーニングに対する理解が深まった。（1-2）に関して、学内においては本学情報システムに meaQsシス

テムを導入し、全ての教員が利用できる環境を構築した上で、学内ユーザーのためのシステムデモを

行った結果、学内利用者は 4 倍に増加した。他大学向けには、天王寺研究会（2017.3.31 於：大阪教

育大学）、電子情報通信学会教育工学研究会（2017.10.21於：九州工業大学）、MoodleMoot JAPAN2018

（2018.02.21-23 於：武蔵大学）において研究発表やシステムデモを行い学外ユーザーへの広報を行

うことに加えて、AWS上に meaQsシステムを導入したサーバを用意して無償で貸与することによって、

大阪教育大学、愛知学泉大学、東海大学福岡短期大学の授業に導入・活用された（meaQsシステム HP

は、http://www.ess.osakafu-u.ac.jp/human/okamoto/squish/）。(1-3)に関して、反転授業を実施す

る学習環境の充実に努めた結果、合計 35科目の授業において反転授業を実施することができた。（2-1）

に関して、ＳＤワークショップ、合同フォーラムを開催することにより、学内外の教職員のＩＲに関

する理解が深まった。（2-2）に関して、学生に eポートフォリオを入力するためのインセンティブを

強調するために、e ポートフォリオに入力した学生のみが授業の成績の分布を確認できるようにシス

テムを改修した。その結果、学生の eポートフォリオ入力率は大きく向上した。（2-3）に関して、2012

年から 2015 年にかけて実施してきた学生調査のデータを分析することで、大学生の成長感は、入学

して半期間の間に決まってしまう可能性が示唆された（なお、セミナー・ワークショップに関する詳

細は以下のページを参考にされたい http://www.ap.osakafu-u.ac.jp/katsudou/29katsudou/）。また、

これらの取組みについて、外部評価委員から進捗状況に問題がないことの確認を得た。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

セミナー・ワークショップに関しては、補助期間終了後も継続的に実施し、その成果を学生調査・

eポートフォリオによって確認していく。meaQsシステム、eポートフォリオシステムの改修や反転授

業を実施するための学習環境の整備は、予定通り補助期間内に完了する予定であり、終了後は、これ

らのシステムや学修環境を活用するためのセミナー・ワークショップを開催し、継続的発展を図る。 

学内外への波及効果 

セミナー・ワークショップ、合同フォーラムに関しては、学内外から多くの教職員が参加しており、

アクティブ・ラーニング、学修成果の可視化の理解を深めたと言える。また、meaQsシステムは、Moodle

に実装したことにより、学内外での活用が広がっている。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：共愛学園前橋国際大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

本学は「教職員がフラットに参画する大学運営（教職一体ガバナンス）」を掲げており、大学の方向

性を左右するような最重要事項は、全教職員が参加するスタッフ会議で話し合いを行っている。本事

業も学長を委員長とする AP 推進員会が事業方針を決定し、スタッフ会議にて方針の承認を得て、各

論の推進を AP ワーキンググループ（APWG）が行っている。体制としては計画通りであり、APWG

内の AP 事務局スタッフが各論の取組を行っている。 

【中心となる取組】  

 「学修の質保証の基盤整備」として、学修成果の記録をエビデンスとして成長を自己評価すること

ができる本学独自のポートフォリオシステム KCG（Kyoai Career Gate）を継続して稼働した。また、

学修支援の充実の一環であるライティングピアチューター制度を前年度同様運用した。 

「学修保証システムを構築すること」として、外部評価（JUES・PROG）の実施、授業アンケー

トや外部評価等データ収集、KCG を活用したリフレクションの実施、収集したデータの分析による

成果と改善案の検討、高大接続をテーマとしたフォーラムと FD・SD の実施、評価委員会の開催、AP

の取組みを行う他大学のセミナー等へ参加した。

【取組の成果】

「学修の質保証の基盤整備」として KCG を稼働させたことで、授業や学年ごとのリフレクション

の場として学生と教員が利用し、学びの蓄積を進めている。これによって学生が定期的に振り返りを

行い、自己評価の精度を上げることが可能になっている。また、図書館でのライティングピアチュー

ター制度による初年次教育の強化支援を提供することで、主体的にレポート作成に取り組む学生が出

てきており、初年度 99 人の利用者が本年度は 174 人と学内浸透が進み徐々に利用者が増えている。 

「学修保証システムを構築すること」として、外部評価（JUES・PROG）を実施したことで学生

の汎用的能力データを得ることができた。学生も自身の能力を把握することは今後の学修のベンチマ

ークとして理解が深まっている。また、授業アンケートの実施により、各授業の授業外学習時間や「共

愛 12 の力（学修成果指標）」の整合性などが調査され、有用性と課題が明らかになった。 

および、2 年生以上の学生に対し、4 月に教員参加のリフレクションの時間を設定し、前年度 1 年

間の振り返りと自己評価を義務づけた結果、学生は自己理解と自己分析を深め、目標をもって学修に

取り組むことができた。KCG 導入により収集した自己評価データから次年度以降学生に提供する学

修支援の傾向を検討することが可能となったことも成果といえる。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

 本事業採択後に導入した KCG は学生の主体的学修を支援するツールであり、補助期間終了後も継

続してこそ意味があるものである。現在、この KCG の利用を促進するため、AP 事務局スタッフが

教員に KCG の効果的な使い方、就活等での学生の利用シーン等を説いている。徐々に教員の意識も

高まってきており、積極的に自身のゼミ生等の KCG 情報を閲覧し学生にアドバイスしており、補助

期間終了後も継続的に KCG を運用できる素地が出来つつある。 

【学内外への波及効果】 

対学内では新入生・在校生向けの年度初めのオリエンテーションにて、KCG の効果的な利用方法

等のレクチャーを実施し利用促進を図った。また、対外的には 9 月に高大接続フォーラムを実施し、

基調講演と高校・大学での学びの接続についてのパネルセッションを展開し、105 名の参加があった。

さらに広報物として動画を 3 本作成し、AL の周知を進めるため新入生・高校生・高校教員向けに本

学の AL の取り組みを紹介し、AL がカリキュラムに位置づけられることの重要性を解説した。同時

に AL を効果的に活用している特徴的なゼミのインタビューなど載せ、本学 HP 等で配信した。  
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：芝浦工業大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１. 学内の実施体制

諸施策の検討のために前年度まで設けていた 6つのワーキング・グループの一部を廃し、その機能を

既存部署業務に移行した。また、アクティブ・ラーニング&アセスメントオフィスが事業推進の中心と

して検討し、学長以下で構成し本学の内部質保証の責任を負う「学部長・研究科長会議」、担当副学長

がセンター長を務める「教育イノベーション推進センター運営会議」に諮った後に各部局に依頼する

通常のラインに沿うよう体制・機能を変更することで、学長のリーダーシップのもと教職学協働によ

る円滑な事業推進を可能とした。 

２. 中心となる取組

前年度より全学で試行しているコース・ナンバリングのメンテナンスを実施するとともに、4 月より

新 LMS（学修マネジメントシステム）、Scombを稼働した。Scombは教材配布、課題の授受、小テスト、

アンケート、ネットワーク・クリッカーなどの機能を有しており、様々なタイプのアクティブ・ラー

ニング授業に活用している。また、アクティブ・ラーニングのさらなる推進のため、LMS の活用に関

する WS（ワークショップ）、反転授業やルーブリック評価などに関する WSを開催した。 

学修成果の可視化の取り組みとして、SITポートフォリオのダッシュボードに成績や GPA、PROG、TOEIC

スコアの推移や CEFR レベル判定など様々な学修履歴の可視化を行ったことで、学生が学修履歴とそ

の成果を容易に確認できるようになった。さらに、Web シラバスに各回の授業前後に必要な学修時間

を明示した。また、一部の学生に授業外学修時間を詳細に記録するポートフォリオを作成してもらい、

実質的な授業外学修時間の把握ともに、SITポートフォリオの使い勝手や感想などの意見を収集した。 

３. 取組の成果

工学部、システム理工学部、建築学部においては旧来マークシートで実施していた学生による授業ア

ンケートを Scombで実施し、回答の集計から担当教員へのフィードバックまでにかかる時間を大幅に

短縮した。これにより改善を早期に次期の授業に反映することが可能となり、授業における質保証を

より有効なものとした。各種 WSや教授会での普及活動を通じて、Scombの利用教員は増加しており、

今後、授業での活用例などを充実させて広報すること等により、さらなる授業改善の進展が期待でき

る。また、意見収集した学生の一部からは、SIT ポートフォリオにおいて学生自身の学修成果が容易

に確認できることに対しては、助かるという声が多くあった。一方で学生への認知度はまだ低く、機

能の拡張に対する意見も多くあり、今後の広報活動とさらなる機能改良を進めていく。 

４. 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

本事業補助金終了後の継続発展に向け、事業で雇用する特任教員 2 名の人件費を平成 30 年度から自

己収入から充てることとした。また、１．学内体制に記したように本事業の推進を既存部署の平常業

務・意思決定系統に組み込んだことで、事業終了後も創立 100 周年（平成 39 年）に向けた大学戦略

「Centennial SIT Action」を通じた PDCAサイクルの展開により、本事業の取り組みを継続発展させ

ることを可能とする体制を整えた。 

５. 学内外への波及効果

本事業で得られた成果を平成 28 年度に文部科学大臣より教育関係共同利用拠点の認定を受けた「理

工学教育共同利用拠点」の取組や平成 26年度に採択された「スーパーグローバル大学（SGU）創成支

援事業」の取組に適用することで、学内および国内の他大学への波及に努めている。また、国内の工

科系大学と連携する「工大サミット」において、加盟大学間で教育改革の内容や教育 IR 情報を共有

することにより、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る。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：玉川大学） 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度の補助事業に係る具体的な進捗状況は以下のとおりである。 

【学内の実施体制】 

大学教育再生加速委員会において平成 29 年度の実施計画を審議・策定し、アクティブ・ラーニン

グ推進員会で計画を実行している。また、大学 FD 委員会とも計画の共有を図り、アクティブ・ラー

ニング・ワークショップやルーブリック・ワークショップ、ティーチング・ポートフォリオ・ワーク

ショップなどを共催している。

【中心となる取組】 

本事業の中心となる平成 29 年度の取組は、①学修支援の強化、②日本語プレースメントテストの

実施、③学修成果に関する卒業生調査の実施、④ティーチング・ポートフォリオ・ワークショップの

開催、⑤学生の学修成果の確認と指導、⑥アクティブ・ラーニング・ワークショップの開催、⑦ルー

ブリック・ワークショップの開催、⑧アクティブ・ラーニングに関する教員調査、⑨シンポジウムの

開催と事業報告書の発行、⑩外部評価委員会の開催である。 

【取組の成果】 

前述の①では、学修支援のための専従スタッフを配置することにより、アカデミック・スキルズ全

般の指導や英語関係・会計学（簿記・BATIC)学修指導、IT活用・操作方法指導など 1,919件（昨年度

1,302 件）の学修指導、学生の相談・質問に対応することができた。②では、1 年生の日本語力のレ

ベルを把握することができ、あわせて朝日新聞社の協力によるフォローアップ講座等を行い、学生の

語彙・読解力の向上に資することができた。③では、就職後 3年目を迎えた平成 26年度の卒業生 1,570

名を対象に実施し、大学で学んだことや培ったスキル等について実感を聴取することができた。④で

は、新たに 5 名のメンターを養成・認定し、これまでに各学科に 1 名、計 17 名のメンターを計画通

り配置することができた。⑤では、学生ポートフォリオの記載内容をもとに、個々の学生にあわせた

学修指導ができた。また、担任の面談記録入力率は 51.5%で前年度に比べ 5.2%増加した。⑥では、1

月と 2月に開催し、専任教員 278名中、194名が参加（69.8%）した。2月のワークショップは今年度

から学外にも対象を広げ、29名の学外者の参加があった。⑦は、10月と 2月に 2回開催し、計 93名

が参加した。⑧においては、春学期末と秋学期末に開講されたすべての授業科目を対象に実施した。

これまでに行ってきた調査結果とあわせて分析し、アクティブ・ラーニングの手法別の実施状況や学

生に感じられる効果との関係を体系的に整理することができた。⑨は、3月に『玉川大学 APフォーラ

ム 2017「教職課程におけるアクティブ・ラーニングと学修成果の可視化」‐学校現場における「主体

的、対話的で深い学び」と教員養成段階におけるアクティブ・ラーニングを踏まえて‐』として開催

し、学校現場で「主体的、対話的で深い学び」を実践している事例報告が非常に有意義なものとなっ

た。⑩では特に授業外学修時間の増加に向けて、産学連携の推進により学生が企業から求められる能

力を実感することや、学生同士が切磋琢磨する環境を教員がコントロールすること、グループ学習の

ファシリテートに優秀な上級生をあてることなどによるモチベーションの向上も重要との意見をい

ただくことができた。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

本事業は本学が策定した“Tamagawa Vision 2020”と連動している取組であり、平成 32 年度以降

は次の創立 100 周年に向けた“Tamagawa Vision 100”にも「教育の質保証」の一環として継続的な

計画を策定する。すでに今年度からそれにつなげるための資金確保を拡充している。 

【学内外への波及効果】 

 本事業の報告書を毎年発行し、全国の国公私立大学に送付している。また取組状況を HP で定期的

に発信することにより、複数の大学や企業から講演依頼を受け、他大学等への波及効果が得られてい

ると判断している。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：東京電機大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

① 学内の実施体制

全学的な教育改善計画の企画・立案権限を有する教育・研究担当副学長の統括の下で、教育改善推

進室運営委員会が推進方策をまとめる。この方策に沿った本事業の実務は、未来科学部長が委員長、

未来科学部の事業担当教授が副委員長を務める AP 推進委員会が統括し、そこで審議された方針が学

部教学委員会の議を経て、未来科学部の３学科で実施される。本補助事業の成果の全学への波及に関

しては、教育改善推進室運営委員会でまとめられた推進方策を学長が議長を務める大学評議会及び大

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委員会に下ろし、各学部で推進される。 

② 中心となる取組

本補助事業の中心的取組は、教育の実効的質保証枠組の構築、反転授業による授業外学修時間増加

とアクティブ・ラーニング重視の教育の実現、及び教員評価制度導入による教員教育力向上にある。 

③ 取組の成果

未来科学部の改革とその全学波及により大学全体の教育改革を加速中で、下記の成果を得ている。 

１．教育の質保証枠組みの整備 

(1) ３つの方針の実質化： ディプロマ･ポリシー(DP)の内容と水準を、本学の使命と整合性ある目標

として具体的に記述し、カリキュラム･ポリシー（CP）に DP 育成の 5 科目群を設定することで、DP

と CPの整合性を確保した。また、CPの具体化のためのカリキュラムマップ、シラバスを設定した。 

(2) DPの達成度評価の実現： 汎用的能力の達成度評価用ルーブリック体系の開発・普及、これを用

いた e-ポートフォリオ上での学生の達成度評価により、DP の全項目の達成度が定量的に評価できる

体制、またその結果の分析と改善の体制を整備した。今後この結果を利用し、卒業時学修成果の客観

的提示法であるショーケース型ポートフォリオの作成システムを本年度中に完成させる予定である。 

２．アクティブ・ラーニング（AL）を重視した教育手法・内容の充実 

(1) 反転授業導入(36.4%)と AL(77.7%)の普及

(2) シラバスへの授業外学修時間記載(授業外学修時間 25.1時間/週)

３．教員教育力向上 

(1) 教員教育力向上のための教員評価制度構築(H29 年度まで試行、H30年度より本格実施)

(2) FDの実施(H29年度には 17回の FD開催、全学で 86.7%の参加率達成)

④ 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

(1) 学内教育改善体制：教育・研究担当副学長が統括し、教育・研究担当副学長、教育改善推進室長、

各学部からの教育改善推進室副室長、各学部長、各キャンパス事務部長等で構成される教育改善推進

室運営委員会で、成果の波及を含む全学教育改善方針を纏め、大学評議会、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委員会が教育改善を推進。

(2) 教育質保証枠組は教育改善推進室の指導の下、既に全学的に同一レベルで構築・運用されている。 

(3) 反転授業とアクティブ・ラーニング（AL）の導入拡大は全学波及予定

(4)H30年度から教員評価制度を「第三者評価がある教員の自己点検評価制度」として本格実施

(5) e-ポートフォリオを利用した教育目標(DP)達成度評価は、アセスメント・ポリシーの全学的な

設定を計画中で、その中に組み込んで全学波及させる予定 

(6) 大学満足度調査、学修行動調査実施は全学波及予定

(7) 卒業時学修成果の客観的提示は、アセスメント・ポリシーに組み込み、全学波及予定

⑤ 学内外への波及効果

(1) APフォーラム (H30.2.15, 参加者 181名(学外 35名)、テーマ「ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞとﾙｰﾌﾞﾘｯｸ評価」)

(2) JABEE-日工教共催ワークショップでルーブリックを用いた質保証枠組の講演（H27-H29:６回）

(3) 本学の FDの他大学への公開（H29年度は学外者 102名参加）
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：東京理科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 本学における平成 29年度本事業の目的は、「学修ポートフォリオシステム」における各学部学科の

利用方法を共有することを通じ、多様な観点から利活用の方法を検討し、利用促進を図ること、また、

「授業収録配信システム」の利用をさらに促進することにより、講義内容のデジタルコンテンツ化を

進め、各授業で積極的に利用することで、アクティブ・ラーニングの推進を根付かせることとともに、

平成 30 年度に予定している両システムのデータ解析、効果測定、課題の分析及び検証等を行うため

の、全学的な利用実績を積み重ねることであった。 

 学内の実施体制については、本学は、学長の下に、教育支援担当副学長を機構長とする教育支援機

構を設置し、さらに、本機構の下に、各種教育施策（FD活動の啓発及び支援等）を実施する常設組織

として、教育開発センターを設置している。本センターを通じ、各学部と連携することで、学長の下、

本事業を全学的に展開、推進できる体制を構築している。 

 中心となる取組については、「学修ポートフォリオシステム」による学修成果の可視化及び「授業

収録配信システム」によるアクティブ・ラーニングの促進となるが、これに加え、アクティブ・ラー

ニングの具体の推進方法等についてのアドバイスを受けるべく、学外の専門家（関西大学森朋子教授）

に、本学教員の授業参観を依頼し、その結果について、意見交換等を行っており、また、本事業の推

進等を目的とし、年度内に 3回のセミナー（ワークショップ含む）を開催している。 

 取組の成果のうち、「学修ポートフォリオシステム」については、本システムの導入により、学生自

身が学びのプロセスや成果物を示す資料等を蓄積した学修ポートフォリオを、継続的かつ定期的に振

り返ることを通じて、学修の到達度を確認し、取組むべき課題を発見することができるようになり、

また、学修の評価を行う際の基準表（ルーブリック）により、「どのような項目を、どこまで学修す

れば、どのようなことができるようになるのか」という指標が分かりやすく明示されていることによ

り、当該学期の学修の振り返りをもとに、次期に向けての明確な学習目標を立てられるようになった。

一方、大学（教員）側は、本システムを基に、学生の個別の学修指導等に活用することができるよう

になっただけに留まらず、学生の学修成果を把握することで、学生の授業満足度のさらなる向上、退

学者の減少等、教育活動の見直し等に活用することができるようになった。 

「授業収録配信システム」については、本システムの導入により、学生は収録された授業コンテン

ツを、時間や場所の制約を受けることなく閲覧できるようになり、連続的・反復的学習の習慣が身に

つく、知識の定着に役立ち、一方、大学（教員）側は、これにより、学生の主体的な学びを促進する

ことができるようになった。 

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、本学として本事業の取組みの継続性を担保

し、さらなる発展を図ること、また、反転授業をはじめとした ICTを活用した教育を推進していく必

要があること等をふまえ、具体的事項を検討・実施することを目的に、教育開発センターの下に、ICT

活用教育推進小委員会を設置しており、本小委員会が中心となり、現在、本事業の推進のための助言

をいただいている学外の専門家及び AP 評価委員会委員等と、引続き連携できる体制を構築し、共に

検討する予定である。 

 学内外への波及効果のうち、特に学外に対し、本学は平成 27 年度より、毎年度末に学内外の大学

等教職員を対象に、本事業の成果発表会を開催しており、asagaoメーリングリスト（京都大学高等教

育研究開発推進センターが管理する国内大学の各種セミナー等の周知を目的としたメーリングリス

ト）の活用や本事業に採択された大学等に対するリーフレットの送付により、本学の AP 事業を周知

し、毎回 10～20名程度の学外者の参加があり、これらの活動の結果、平成 29年度中には、玉川大学

（平成 29 年 6 月）、筑紫女学園大学（平成 30 年 3 月）より、本学の取組みに対する見学を受けた。

また、教育学術新聞（2721 号）においては、本学の本事業成果発表会（平成 30 年 3 月 8 日開催）に

関する記事が掲載される等、少しずつではあるが、波及効果を発揮していると考えられる。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：創価大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 学長のリーダーシップの下、教学担当副学長が統括責任者となり学士課程教育機構

付置の教育・学習支援センター（CETL）と総合学習支援センター（SPACe）を中心とした AP推進本部

が、共通科目運営センターや各学部と連携して計画を遂行できる体制を整備している。各学部には AP

推進チームを置き、学部長、副学部長、教務委員など各学部の中核メンバーに事務長が加わる教職一

体の形で組織されている。予算は、各年度の計画を踏まえつつ統括責任者の指示により各事業に配分

し、総合学習支援オフィスで一体的に管理することで、適正な補助金執行に努めている。FDに関する

意思決定は、全学部長が委員として参加している創価大学 FD委員会（以下、全学 FD委員会と略す）

において行われる。AP 事業の実施運営については、毎年、年度初めの全学 FD 委員会においてチェッ

クを受けている。

中心となる取組 H29年度に、理工学部と国際教養学部に推進チームを結成したことで、全 8 学部で

AP 事業を進める体制が整った。アクティブ・ラーニングについては、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、H30 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。 

取組の成果 高大接続システム改革の成果を確かにするため、本学でも昨年、初年次教育推進室を設

置した。この推進室が、今年は AP 事業の一環として、入学前準備プログラムを見直し、本学のアク

ティブ･ラーニング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、杏林大学の AP

事業との連携で、H30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）を開始するための事前準備を行った。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 本学は従来から、大学改革に関する補助金が採択された場

合、補助期間終了後、最低でも 5年間は自己資金を活用し、確実に事業を発展させながら継続してい

る。FDに関する意思決定は、引き続き全学 FD委員会において行われる。同委員会のもと、実際に FD

活動を推進するのは CETLであり、そのため本事業の継続的な推進は、学部の FD推進中核人材育成の

方途として、学部選出の CETLセンター員がその役割を引き継ぎ、各学部事務職員と協働する。 

学内外への波及効果 毎年度末に AP事業報告会を学内外に公開して実施している。ALの取組につい

ても、学士課程教育機構 FD・SD セミナーの中で特色ある事例を紹介している。FD セミナーにおける

事業報告については同機構のニュースレターに掲載し、本学と交流のある大学・教育機関（約 120校）

に送付するなど、本事業の普及に努めている。学外の大学等から依頼のあった FD 講演会の講師につ

いては、基本的に引き受けることで、本学の AP事業の成果を共有できるように努めている。H29年度

の代表的な実績は以下の通りである。 

・平成 29年 7月 22日(土)、近畿大学第 1回全学 FD研修会にて、経営学部 望月雅光教授が、基調

講演を行った。 

・平成 29 年 8 月 4 日(金)、岡山理科大学平成 29 年度共通教育 FD 研修会「共通教育のスタンダー

ドの策定とカリキュラム改善について」にて、経営学部 望月雅光教授が講演を行った。 

・平成 30年 3月 5日(月)、比治山大学・比治山大学短期大学部平成 29年度 AP 第 2回セミナー「ル

ーブリックの効果的な活用方法」にて、教育学部 関田一彦教授が講演を行った。 

・平成 30年 3月 8日(木)、高知大学 AP事業実施本部主催「大学・高校教員のための協同学習ワー

クショップ」にて、教育学部 関田一彦教授が講演を行った。

・平成 30年 3月 20日(火)、京都大学第 24回大学教育研究フォーラムにて、教育学部 富岡比呂子

准教授及び森川由美 APコーディネーターが、PASSに関する研究発表を行った。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：産業能率大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については、平成 29 年度は、AP 実行委員会の監督のもと、事業を担当する 8つの

ユニットが PDCA サイクルに沿って取組みの改善に努め、高大接続の強化などにおいて計画を上回る

成果を得た。学長のリーダーシップのもと改革を全学的に推進するため、学長を委員長とし、すべて

の学部長・学科主任が参加する「AP実行委員会」を組織し、平成 29年度も AP事業全体の進捗管理を

徹底した。目標値と実績値を記録した「AP進捗管理表」を作成して事業進捗上の課題を明らかにし、

必要に応じて事業実施を担当する各ユニットに取組みの改善を要請した。 

 中心となる取組については、授業内スタッツデータについて過去最大の測定科目数となる年間 116

科目の測定を無事完了した。測定結果に基づいて学部長面談を実施して（専任教員面談実施率 100%）

教員による教育改善を促し、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。 

取組の成果については、上記の取組みの結果、アクティブ・ラーニング（以下、AL）のさらなる推

進に成功し、AP採択前に比べて高次の PBL科目数も増加した（H26:22科目→H29:39科目）。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。調査結果が担当教員にフィードバックされるようになり、学生の学

習実態に即した授業改善を組織的に推進する体制を確立することができた。本取組みの結果、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（H26:8.5時間/週→H29:17.2時間/週）、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。

また、本補助事業で整備したラーニングコモンズが、授業外学習スペースとしての認知が浸透し（学

生認知度：経営学部 85.8%、情報マネジメント学部 72.1%）、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。探究型学習スペースの整備も完了し、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件にのぼった。また、学習支援センターによる授業外学習

の支援件数は年間 1,507 件に達し、年度目標を大きく上回った。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（H26:44.8%→H29:72.8%）、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。総合的な学習指導の実施割合も 94.9%に達し、学生一

人一人に寄り添った指導が全学的に浸透してきた。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、本年度、補助期間終了後も AP 事業を継続・

発展していくための体制強化につながる 2 つの機関決定を行った。第一に、平成 30 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する。

第二に、同年度に AP 事業推進ユニットの 1 つを内製化し、発展させていくため「地域創生・産学連

携研究所」を創設することである。これらの体制強化により、将来にわたって本事業を継続・発展さ

せていく基盤を構築することができる。 

 学内外への波及効果については、本年度は「高大接続の強化」の取組みに関連して、本事業の成果

を高校に向けて発信・波及させることができた。計画通り「主体的学習者育成プログラム」の開発を

完了し、予定した 3 校を上回るのべ 5校、543 名を対象にプログラムを試行した。特に群馬県立桐生

高等学校では、本学教員による出張講義に加えて、高校教員が高校 1年生全 7クラスで実施した。本

プログラムを高校教員が実施することで、高校教員の AL に対する理解が深まり、高校教育における

ALの導入を加速することができた。また、本プログラムを本学の入学前教育として、経営学部の入学

生を対象に 12月･3月に実施した。さらに、これまで本事業を通じて蓄積した AL に関する知見、高大

接続の強化に向けた本取組みとその成果を広く発信するため、高校教員向け研修を全 6回実施し、の

べ 898人の参加者を得た。
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：金沢工業大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については、学長の諮問機関である部長会と並列に、教育の全体最適化を図り教育

改革を加速する教育改革加速委員会（委員長：教務部長）を平成 26 年度から設置し、計画に即した

活動の管理や取組の検証を行うと同時に、学内への事業展開を一層図りました。また学生や教職員か

ら直接意見を聞き、具体的な改善につなげると同時に、達成状況について産業界から外部評価委員を

招聘し評価会議にて評価を受けることで、取組の充実に繋がりました。 

 中心となる取組については３点あり、まず１点目はアクティブ・ラーニング推進活動として、平成

29 年度は e-シラバスの利便性を高めるための機能追加を行い、学修に関連するデータの管理や利用

内容の質向上を図りました。また Challenge Labという正課学修の場を創設し、専門分野を超えてチ

ームを形成し、学習できる環境を整備しました。 

次に２点目は学修成果の可視化推進活動として、学生が自らの成長を社会に向けて発信する｢ステ

ークホルダー交流会｣を開催し、30 名の代表学生が正課と正課外での学修成果や自己成長成果を 225

名のステークホルダーに対して発表しました。 

３点目は高大接続活動として、連携協定校である京都市立京都工学院高校と自己評価やグループ内

での相互評価を行うことを目的としたルーブリックを共同開発し、試行しました。また高大連携教育

改革シンポジウムを京都工学院高校と共催し、高校や大学関係者 204名（66機関）が参加し、基調講

演やパネルディスカッションを行い、94%の参加者から満足の評価をいただきました。さらに高校（京

都府立田辺高等学校、埼玉県立川越工業高等学校）、岡山県高等学校工業教育協会と高大接続に関す

る連携協定を締結しました。 

取組の成果については、全学導入した e-シラバスに平成 29年度前学期は 1日平均 約 4,300人（昨

年同時期約 4,000 人）、後学期は 1 日平均約 5,600 人（昨年同時期約 3,000 人）以上がアクセスし、

多くの学生（昨年比 30%増）が e-シラバスを利用する状況となりました。また平成 28 年度に開設し

た Knowledge Square（学生の教え合いエリア）も広く学生に利用され、平成 29年度はシニア TA・SA

（正課外で各専門分野の教え合いを行う際にファシリテーターとなる学生）が 115 名（平成 28 年度

95名）に拡大し、学生の学ぶ意欲や学習効果の向上に繋がりました。正課と正課外の学修を蓄積した

自己成長シートの活用により、学生が自己評価する仕組みを支援し、学生と教職員の対話を促進する

とともに、学生一人一人に合った指導が可能となりました。高校と大学とでルーブリックを開発・導

入することにより、学生は学修到達点がより具体的に認識できるようになり、アクティブ・ラーニン

グの質向上に繋がりました。また PBLとその評価法や科学技術者倫理に関する研修会を開催し、高校

と継続的・実質的な信頼関係を築き、ラーニングアウトカムに基づいた質保証を高校と大学で研究し

合う広域的なネットワークを構築し、大学と高校の学習のギャップが縮まりました。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、本事業で構築した学修支援システムを用いて

アクティブ・ラーニングの質を高めることが重要であると捉えており、補助期間終了後の資金計画に

沿った事業を展開することで、日々の教育の質向上と学生の成長の促進に向けて事業規模の拡大およ

び事業成果の質の向上を目指しています。また補助期間終了後の事業の継続性と発展性を考慮し、全

学的な取組として教職員の業務連携を強化することで、本取組では自己資金による計画的な人員配置

と人材育成を進めて参ります。 

学内外への波及効果については、本取組の進捗や目標設定に対して他者評価を得ると同時に、他大

学や高等学校等にも取組を波及させるため、各教育機関との連携や意見交換の機会を積極的に展開し

高大接続を進めています。また、平成 30 年 6 月末には、ＣＤＩＯ国際会議を本学で主催し、国内外

に向けて更なる事業成果の発信の場を設けています。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：京都外国語大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

◎「AP推進委員会」を中心とした事業推進

→平成 27 年度 4 月に発足した AP 事業推進責任者の副学長を委員長とする「AP 推進委員会」を中

心に AP 事業を推進している。委員会は月 1 回程度開催し、テーマⅠ・Ⅱを推進する各運営グルー

プ長より進捗状況等の確認が出来る体制を整備している。その他、シンポジウムや勉強会の企画、

他大学からの視察対応なども行った。

【中心となる取組】 

◎「反転授業型アクティブ・ラーニング」の取組

→平成 29 年度は、平成 27 年度及び平成 28 年度に作成・改良した教材及び自己調整学習支援シス

テムを活用して反転授業型アクティブ・ラーニングを一般化するとともに、Web 上での予習復習サ

ポート・ソーシャルラーニング機能を活用した協働学習を本格稼働させた。合わせて学生調査も実

施し、授業方法の有効性やシステムの機能についても検証した。また、各学科の授業実践及び教材

作成状況の聞き取り調査をもとに、授業デザインと教材のリポジトリの基礎作業を進めた。 

◎「学修成果の可視化」の取組

→平成 29 年度は、前年度に実施した企業調査の分析を行い、大学で身につけた能力と卒業後の関

係を把握した。また、入学時と 3年生時に汎用的能力を測定する外部テスト（PROG）を実施し、勉

学以外での学生の成長度を把握するなど、学習成果の可視化の取組を進めた。

【取組の成果】 

◎「反転授業型アクティブ・ラーニング」の取組成果

→ソーシャル・ラーニング・システムを用いた小グループでの学習では、学生が自主的に情報交換

や意見交換などを行う姿勢が見られ、授業内のグループ活動でもグループ内で問題解決をする場面

が多く見られるようになった。また、授業外学習の課題の内容確認テストを授業開始時に行うこと

で、課題への取組をきちんと行う習慣が身についた。授業外学習と授業内学習の内容を関連付ける

ことにより、学生の課題に対する知識が深まり、自分の意見をまとめて伝える力が身についた。 

◎「学修成果の可視化」の取組成果

→これまでに蓄積した学習成果のデータや学内に存在する学生に関するデータを IR 用に構築した

データベースに一元的に蓄積し、学習成果のデータを他のデータと結合して分析するための基盤を

構築した。学科や入試方式など基本的な区分間での比較・分析ができるようになった。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

◎「反転授業型アクティブ・ラーニング」の取組

→補助期間終了後も作成した教材等を広く授業で活用できるようリポジトリの作成に取組んだ。

◎「学修成果の可視化」の取組

→AP 事業で構築した可視化システムを大学の IR システムに取り込み、包括的なエンロールメン

ト・マネジメント体制の整備に取組んだ。

【学内外への波及効果】 

◎「京都外国語大学 APシンポジウム（3/8）」の開催及び「AP研修会[勉強会]（9/13・1/31）」

→APテーマⅡにあたる「学修成果の可視化」に対する取り組みや成果を中心に、他大学の取組事例

も交え、「学修成果の可視化」について報告を行った。また、パネルディスカッションを通し、今

後の AP事業推進に向けた議論も行った。このシンポジウムに、学外・学内関係者約 60名の参加が

あり、日本私立大学協会の『教育学術新聞』にも取り上げられ、本学の取組が幅広く発信できた。

その他、外部講師を招聘し、アクティブ・ラーニングに関連する授業デザインや指導方法を中心と

した学内研修会（勉強会）を 9月の宿泊 FD及び 1月に実施した。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：関西大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】学長のリーダーシップの下、AP プロジェクト委員会を設置し、全 13 学部および

関係機関（キャリア・入試等）と連携して本事業を推進している。教育推進部長（副学長）が事業の

全体を把握し、教育推進委員会を通じて全学部に報告・審議・承認等を行う体制を構築している。 

テーマⅠ アクティブ・ラーニング

【中心となる取組】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を養成する考動

力育成プログラムを LA 等の多くのピア・サポーターの支援を得て実践し、社会人と共に企画する交

渉学ワークショップ(以後、交渉学 WS)を軸に「大学生の将来」を見据えた能動的学修を実現するとと

もに、「将来の大学生」である高校生の参加も視野に入れた高大連携を展開する。

【取組の成果】能動的学修を不可欠とする考動力育成プログラムを担う科目、担当教員、受講学生の

いずれもが増加し、基盤が拡大・充実している。能動的学修等を支援する学生スタッフの裾野が広が

り、LA・SA・TAスタッフ等を含む 29団体約 1300名の学生が PAL(Peer Assisted Learning)を基盤と

した準正課教育プログラム（仮）を中心として担っていく体制が整った。また、リーダーシップの涵

養が大学間で連携して実施されるようになっている。社会人あるいは高校生を交えた交渉学 WS が継

続して開催され、学生のプロジェクト・マネジメント力が育成されている。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】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、PALフォーラムを定期的に開催する。交渉学 WSについては複数の企業等と

のコラボ開催を継続するとともに、高校とのコラボ企画の裾野を広げ、中学生の参加も視野に入れる。 

【学内外への波及効果】能動的学修を支援する学生スタッフ制度が複数の大学に導入され、本学との

交流が深まるなか、同種の制度を持つ大学複数校が一堂に会してシンポジウムを開催し、次回の会場

校も決まる等、PALの裾野が確実に拡大している。企業とコラボする交渉学 WSは安定している。高校

とのコラボも安定するなか、中学生対象の同種企画を望む高校生が増えている。

テーマⅡ 学修成果の可視化

【中心となる取組】教学 IR プロジェクトが 4年目となる平成 29年度は、前年度に引き続き質向上に

取り組んでいる学士課程教育のアセスメントデザイン（入学前（併設校）、入学時、パネル、卒業時、

卒後調査による各種学生調査＋授業・プログラムルーブリック）に加えて、大学院の調査デザイン（入

学時、修了時）が完成した。また考動力コモンルーブリック（暫定版）を学生調査の結果とすり合わ

せし、完成に向けて調整を行った。特に該当年度は昨年同様に初年次教育に焦点を当て、メタルーブ

リックを作成した。特に学部のミドルレベルのアセスメントを担った事例として経済学部のカリキュ

ラム改革がある。ライティングラボと協働し、アセスメントと教育改革の連動を行った。」またアセス

メントの結果を部局構成員に周知する方策を多く行ったが、特に学生には考動力コンピテンシーに関

して個別にフィードバックするシステムを開発した。

【取組の成果】本取組が目指すミドルレベルのアセスメントデザイン（直接評価＋間接評価）は学内

AP により徐々に広がり、現在、13 学部中、11 学部とアセスメントに関して協働体制を組んでいる。

学部のみならず、全学においても、習熟度別全学英語教育の成績の標準化（IRT による）等を行った。

また学生調査では、入学時、パネルに関しては、ほぼ 100%の記名回収率を達成したことから、大規模

大学で行うことの意義は大きい。その結果は、各学部教授会で全教員に報告するだけでなく、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されている。また抜粋版

ポスターで学生にも周知しており、本学の現状について全構成員の共通認識を促進している。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】教学 IR 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 の組織化に至り、内部質保証システムに組み込まれた。

【学内外への波及効果】ミドルレベルの内部質保証をターゲットにした取り組みは国内でも珍しいこ

とから、府大、市大との合同 FD フォーラムで事例報告した以後は、多くの大学から問い合わせがあ

り対応をしている。
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：関西国際大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については 

 グローバルスタディ、サービスラーニング、インターンシップの担当者によるスケジュールや事

前・事後学修の重複部分などの調整を行い、学生の作成する「ラーニングルートマップ」へオフキャ

ンパスプログラムへの参加意思を反映させるサポート体制をつくることができた。

また、文部科学省への提出書類等の作成を専任職員に集約し、円滑な事業の推進が可能となった。

開発したインターンシッププログラムについて、受入先との事務手続を統括し、学生の受入について

円滑な調整を行うことができた。 

中心となる取組については 

 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。このことにより、

学生が学びの積み上げ計画を視覚的に確認できるようになった。また、学生指導については、昨年度

の事前・事後学修を基に、今年度の内容を見直した。具体的に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、冷却期間をおいて実習３か月後に再度振り返りのレ

ポートを作成させることで、学修成果の定着を図った。 

取組の成果については 

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。 

 評価の段階においては担当教員が受入先に訪問し、評価の根拠の確認と意見交換（カリブレーショ

ン）を実施した。産業界等の学生の評価視点を学ぶとともに、学生へのフィードバックを行うことで、

学生の学びの目標設定を行う際の指針の一つとして活用できることが確認された。 

 実習終了後に開催際の成果報告会での学生の発表に対し、受け入れ企業からご意見を頂き、自己評

価と企業の評価の違いを認識することで、学生の自己評価能力の向上に繋がった。また、受入企業と

の情報交換・総括会では、評価委員や協力者からのご意見を通じ、本学のインターンシップに関する

問題点を確認することが出来た。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については 

 総括会に続き、外部評価委員、協力者会議委員、本学教職員によるインターンシップの情報交換と、

今年度の当該事業のこれまでの総括を行った。評価委員や協力者からのご意見を通じ、当該事業にお

ける今後取り組むべき課題や方向性、インターンシップルーブリックの活用方法等について整理する

ことができ、今後の継続発展へ向けてプロジェクトメンバーの意識改善に繋がった。 

次年度開催のシンポジウムに向けて、今後も外部評価者より意見をいただき、今後の事業における

評価尺度の共有化推進に活かすと共に次年度シンポジウムのコンテンツを設定していく予定である。 

学内外への波及効果については 

 本学では年間に５日間のＦＤを実施していたが、今年度よりＦＤとＳＤを発展させ、教職協働の理

念の下、ＰＤとして研修を実施することとなった。8/18は「本学のオフキャンパスプログラムの全学

的課題と今後の方向性について」の中で、ＡＰ事業のインターンシップの取組について学内への共有

を行った。学外においては産業界との評価の共有を進め、一部ではあるが採用場面で本学の評価を活

用いただける計画を進行している。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：比治山大学、比治山大学短期大学部）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 学内の実施体制については、学長のリーダーシップのもと、本事業推進のための全学的組織として

比治山大学・比治山大学短期大学部合同の「質的転換加速化本部」（本部長：学長）を置き、重要事

項を審議している。この本部のもとに、中核的な推進組織として「ＡＰワーキンググループ」を置き、

教学委員会等と連携しながら全学的に組織的かつ効率的に事業を推進している。さらにその下部組織

として「ＡＰアクティブ・ラーニング／可視化部会」「ＬＭＳ運用部会」「ＡＰ評価指標部会」を設け、

学内の各委員会やセンターと連携し活動するとともに、「アクティブ・ラーニング推進室」を設置し、

日常的なアクティブ・ラーニング実践を支援する拠点としている。また「高等教育研究所」による自

己点検評価、「ＡＰ外部評価委員会」による外部評価を行っている。

中心となる取組については、平成 29 年度を発展的運用段階と位置付けて「比治山型アクティブ・

ラーニング」を実践している。「比治山型アクティブ・ラーニング」とは、「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・理念をもとに導き出した「４×３の比治山力」（汎用的能力）

の育成を実践目標として、学生の学ぶ意欲を引き出すため、体験や参加によって主体的に考えるきっ

かけをつくる授業展開であり、学生自身による主体的・能動的で対話的な学修を通して「深い学び（デ

ィープ・ラーニング）」へと導くものと定義している。「４×３の比治山力」とは、学修に役立つスキ

ルであると同時に社会に出てからも必要とされる汎用的能力を、４つのキーコンピテンシー（自立・

想像・共生・創造）ごとに３つのスキルで表したものである。また、「学修成果の可視化」の取組と

して、学生情報システム「Hi!way（ハイウェイ）」に加えた e-ポートフォリオシステム「Hi!step（ハ

イステップ）」「Hi!check（ハイチェック）」機能を利用して、学生自身による「目標設定 ⇒ 振り返

り ⇒ 目標設定」を基本プロセスとした学修活動のＰＤＣＡ サイクルの確立を図っている。 

取組の成果については、全教員を「コア・アクティブ・ラーニング科目」の担当者とし、生涯にわ

たって自ら学び続ける人材を育成するというねらいを全学的に共有しつつ、「アクティブ・ラーニン

グ実践事例集」の配付を始めとした授業担当者自身の意識向上を図る日常的なＦＤ・ＳＤ活動を行う

ことで、「比治山型アクティブ・ラーニング」を導入する教員が大学・短期大学部ともに 100％となっ

た。学生の授業外学修時間も徐々に増加している。また、e-ポートフォリオシステム「Hi!step」

「Hi!check」機能の利活用によって、定期的に自身の学修活動を振り返ることで、学修の到達度と次

に取り組むべき課題を認識し、生涯にわたって学び続ける姿勢を身に付けさせるシステムを整えるこ

とができた。学生の自己評価・卒業生の就職した企業等からの評価の双方において、「４×３の比治

山力」のうち特に「コミュニケーション力」「チームワーク力」が高まっているという結果が出るな

ど、本学学生の強みを分析するための準備が整いつつある。平成 29 年度には、卒業時の学修の成果

を示す「比治山型ディプロマ・サプリメント」を構築した。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、既に構築している学内の各委員会やセンタ

ー・事務局との連携を図る体制を継続しつつ、学外組織（広島市教育委員会・公立小中学校・海外提

携大学等）との連携も引き続き行う。補助期間終了までは、「質的転換加速化本部」のもと「ＡＰワ

ーキンググループ」が主体となって事業を展開するが、終了後は「アクティブ・ラーニング推進室」、

「学習サポートセンター」、「高等教育研究所」、さらにラーニング・コモンズの管理運営を統合して、

教育体制のＰＤＣＡを円滑にする「教育開発センター（仮称）」の設置を検討している。現在雇用し

ているアクティブ・ラーニング専従のコーディネーターと、授業コンテンツや授業録画等の作成・編

集業務にあたる専従スタッフのうち 1名を継続採用する計画である。この組織が中心となって、現在

行っているＦＤ・ＳＤを継続実施し、さらなる授業改善を推進する。 

学内外への波及効果については、ＡＰセミナーの開催、他大学フォーラム・セミナーでの発表・講

演、高等学校等への講師派遣、実践事例集の作成と公開、大学 HP等による情報発信を行っている。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：宮崎国際大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制について」 

 学長をはじめ、学長補佐、両学部長（国際教養学部及び教育学部）及び両学部の教員各１名を中心

とした IR推進委員会で AP 事業を推進し、主に教員から成る４つのワーキンググループ（以下、WG）

が具体的な活動を実施している。平成 29年度は昨年度と同様に、大学全体で AP事業に取り組めるよ

うに、各 WG が合計 4 回の FD 研修会を実施し、学内での AP 事業推進を行った。また、毎年度末に外

部評価委員会を開催し、外部からの評価及び意見を取り入れ、AP事業を実施している。 

「中心となる取組について」 

本学は開学以来、「ALによる CT能力の育成」が教育の中核であり、AP事業においても、eポートフ

ォリオやルーブリックの導入により、この教育を発展させることが取組の中心である。4つの WGが活

動しており、中心となる取組は以下の通りである。1．AL の実態把握・体系化及び事例集作成、そし

て、FDを通じての教員の指導力の向上。2．CT能力の可視化のためのテスト開発。３．ルーブリック

による学修の PDCA の確立。4．e ポートフォリオ上での学修成果の可視化。平成 29 年度も、AL の調

査、CTテストの実施、ルーブリックの改良、そして、e-ポートフォリオの活用を中心に活動した。 

「取組の成果について」 

平成 29年度の主な取組の成果は、継続的に行っている ALの手法の教員調査の他、「eポートフォリ

オを活用した AL」に関する FDを実施し、ALの教育的実践力を向上させたことである。作成した CTテ

ストも、継続的に学生に対して実施し、データを収集・分析し、テストの向上に役立てた。「AL を通

じた CT 能力の育成」を実現するために、CT 能力の育成に焦点を当てた AL の手法に関する議論を行

い、平成 30 年度に予定している AL 事例集の作成への取組も進んだ。これにより、効果的な AL を学

内で効率的かつ効果的に普及させ、学生への教育効果を高めることができる。学修成果の可視化のた

めの eポートフォリオの活用も更に進み、英語で授業をする国際教養学部で特に重要な英語力に関す

るページの開発が進んだ。また、ルーブリックの活用に関しては、ディプロマ・ポリシー（以下、DP）

に沿ったルーブリックを、学生が自己評価しやすい「～できる」という形式で示した「Can-do」の文

章に変更し、DP の教育目標達成のためのルーブリックへと改訂した。今年度の e-ポートフォリオ及

びルーブリック WG の取組により、学生が学修成果を e-ポートフォリオ上で管理し、その能力の向上

に努めることができる。各 WG が FD 研修会を通して、学内での AP 事業を推進することができた。最

後に、宮崎県内で平成 29年度の取組を発表するシンポジウムを実施し、学外への波及に努めた。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組について」 

 補助期間終了後の継続的展開を考慮し、平成 29年度末には、これまで以上に IR推進委員会主体で

実施できる体制へと移行し、補助期間終了後も継続する予定である。また、平成 29 年度には、ALの

事例集を収集するホームページの構想をまとめた。平成 30年以降、そのホームページ上で ALの事例

集を収集・共有することで AP事業終了後も、円滑に ALを推進できる。 

「学内外への波及効果」 

平成 28年度は、本取組を発表するシンポジウムを東京で開催し、平成 29年度は、宮崎県内でシン

ポジウムを開催した。県内外から計 60人（内部を含む）が参加し、その中には AP校からの参加もあ

り、質疑応答の時間を設けることで、今後の取組に参考となる情報交換を行うことができた。また、

AL に関するポスター発表をカナダの国際学会で行った。更に取組全体に対する口頭発表をアメリカ

の評価学会で行い、本取組及び APの結果発表に努めた。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：京都光華女子大学短期大学部）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 

学長のリーダーシップの下、学生サポートセンター、EM・IR 部と連携しながら、学科会議を AP 事業の実施

委員会と位置付けた。AP の各項目に学科内の担当者を割り振り、全員が何らかの項目責任者となって学科

全体で推進している。 

中心となる取組 

中心となる取組は、（１）アクティブ・ラーニングの活性化と（２）学修成果の可視化システムの構築である。 

（１）アクティブ・ラーニングの活性化

「読み・書き」分野についてはH29年度から「アクティブリーディング」を開講した。正課外アクティビティの授

業化の点で言えば、H29年度からは学生提案型授業を公募制として制度を整えた。 

アクティブ・ラーニングの活性化を保障するための仕組みとして導入したのがアクティブ・ラーニング・マスタ

ー（ALM）制度である。個人レベルでの制度と組織レベルでの制度の 2 つを一体化することを考えた。個人レ

ベルでの制度の柱として、アクティブ・ラーニングのスキルアップのために、「プレゼンテーション演習Ⅰ」を全

専任教員が交代で担当することとした。組織レベルでの制度はシラバスの改良で実現することとした。 

（２）学修成果の可視化

H27 年度に、ディプロマ・ポリシーの下に分野ごとの到達目標としてミドルレベル・ディプロマ・ポリシーを設

定した。H29 年度、ミドルレベル・ディプロマ・ポリシーの妥当性を検証した結果をもとに、さっそくミドルレベ

ル・ディプロマ・ポリシーとカリキュラムマップの見直しを行った。

ディプロマ・ポリシーを核とした達成度評価の中心となるのが総合的評価提示システムである。H29 年度は

非常勤講師も含めた全科目を対象に稼働した。出力データをもとに、ディプロマ・ポリシー各項目の達成度間

の相関分析等の分析を行った。さらに、リアセック社の PROG を実施し、PROGテストとディプロマ・ポリシー達

成度との相関分析を行い、初期的結果を得た。 

総合的評価提示システムの出力データを学生に対して効果的に提示することを目的に、目標設定シート、

ふりかえりシートの開発も行った。 

取組の成果 

取組の成果として大きいものの一つが、到達目標体系・評価体系の改善のための PDCA サイクルの確立

である。そのためには体系の妥当性・有効性を測るための基準が必要であるが、本学では、総合的評価提示

システムの出力をもとに、「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」と設定するこ

とができた。さっそく H29 年度は、この基準のもとミドルレベル・ディプロマ・ポリシーの改善を行ったところであ

る。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

補助期間終了後の継続発展に最も重要なものの一つが、総合的評価提示システムの安定的稼働のしくみ

をつくることであるが、H29年度の改修によってほぼそのための条件を整えることができた。 

学内外への波及効果 

AP期間内の一過性的なものにとどまることなく、AP事業期間終了後も継続する交流の場として、全国の短

大の学生、教職員が集い、グループワーク等を行う「短大フォーラム」を H28 年度から始めた。H29 年度は

H30 年 2 月 27、28 日に松本大学松商短期大学部で開催され、本学から学生 20 名、教職員 6 名で参加し

た。 

テーマⅠ・Ⅱ複合型幹事校として、他のテーマの幹事校と連携して、5 つのテーマ全体として統合された高

大接続改革の普及のための活動にも取り組んでいる。2 月には本学において「幹事校会議」を実施し、H30

年度に AP アーカイブを作成すること、チーム AP 合宿を実施することを決めた。また、「チーム AP」活動の一

環として、京都光華女子大学、富山短期大学、追手門学院大学、長崎短期大学、松本大学松商短期大学部

との共催で 2月 20日「全テーマ合同報告会」を実施した。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：福岡医療短期大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本補助事業は、医療・福祉系人材の養成機能の抜本的強化を達成するために、系統的なアクティブ・ラー

ニング教育プログラムやルーブリック評価等を活用した学修評価の実施、教育成果の情報発信、外部評価委

員会の開催を通じて、(A)卒業後の専門職としての汎用的能力の定着の向上と(B)アクティブ・ラーニン

グ教育改善モデルの提唱・情報発信を達成目標としている。 

１．学内の実施体制  

本補助事業は、学長のリーダーシップの下、就業力支援委員会のメンバーに事業推進員を加えて

拡大委員会を形成し、当該教育プログラムを企画・実施し、学務 FD委員会並びに教授会での報告・

審議や外部評価委員会等の PDCAサイクルを活用することで取組の改善を図っている。 

２．中心となる取組 

Ⅰ）教育方法の改善のためのアクティブ・ラーニングの質向上の取組について 

 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（a）初年次導入教育、（b）インターンシップ前教育、（c）インターンシップ教育の計 6つの教

育プログラムにおいて、当該教育プログラムの質保証のための参加学生対象のアンケート調査を

実施し、学生からの評価(意欲・満足度等に関する計 10の設問項目)やニーズの把握に努めている。 

Ⅱ）学修成果の可視化の取組について  

① 学修成果アセスメントテスト（PROGテスト,株式会社リアセック社）の全学年実施、② 間接評

価調査（全学生を対象とした学修行動調査：大学 IR コンソーシアムの取組を参考にした IR 学生

調査）の実施、③ ルーブリックを活用した上記の計 6つのアクティブ・ラーニング教育プログラ

ムを中心に、ルーブリック評価シートの改善や学生へのフィードバックの徹底などプログラムの

改善を進めている。 

３．取組の成果 

アクティブ・ラーニングの質向上の取組については、学生評価に関する計 10の設問項目で、4

点満点のうち概ね 3.3点以上の結果であった。学修成果アセスメントテストについては、学科・学

年次で回答にばらつきが見られ、調査実施時の説明や確認の必要性等、調査実施体制の整備と共に

学務 FD委員会や教学 IR委員会とも連携して分析並びに結果の解釈を進めている。 

全学生を対象としたポートフォリオについては、自己管理や学修評価の機会となった等の肯定的 

回答が 6割であったが、教員の学生へのフィードバックに差が生じていることが課題となった。教

員の意識改善のための FDを計画している。 

大きな成果としては、定量的な数値目標と取組全体の達成目標である学生の授業外学修時間は平

成 26 年度(2.3 時間)から 24.16 時間と大幅に増加した。さらに、 授業満足率は、平成 26 年度

(64.3％)と比べ 68.1％に増加している。 

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

本補助期間終了後の事業の継続発展を見据えた事業実施体制を構築するために、平成 30 年度か

らアクティブ・ラーニング及び授業の可視化に関する環境を整備することで、事業終了後も効果的

なプログラムの促進を図ることとした。具体的には、映像教材を作成・配信するシステム及び学内

無線 LAN環境の整備を進め、アクティブ・ラーニングの質向上や授業外学修時間の増加につなげる。 

５．学内外への波及効果 

平成 29年度は中間成果報告会の開催（平成 29年 8月：8大学、2施設から計 31名が参加）や事

業報告書を作成・送付することで情報発信を行った。平成 30 年度も公開シンポジウムの開催や事

業報告書の作成、AP選定校の合同合宿・シンポジウム等への積極的な参加によって意見交換を行う

ことで、他大学の参考となる成果を取りまとめる。 
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（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型，大学等名：岐阜工業高等専門学校）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成２９年度の進捗状況について以下にそれぞれの項目ごとに概要を報告する。 

・学内の実施体制について

前年度までに引き続き主管会議と連携した「教育ＡＰ推進室」により４つの部門を配置する事業運

営体制を継続した。また４主事を含め全７学科等からＡＰ委員を招聘し，ＡＰ事業の広報体制を拡充

した。そして，４主事の副校長業務と対応させ，より主体的にＡＰ事業に取り組める組織へと意識改

善を進めた。なお，４つのチームは次の各部門である。Ⅰ．教務主事・寮務主事による，教育課程へ

のＡＬ活用を推進する部門。Ⅱ．研究主事・学生主事による，非教育課程活動の実践技術単位ポイン

ト化を推進する部門。Ⅲ．事務部とメディア補佐（各科）によるＩＣＴ教育環境改善部門。Ⅳ．教育

ＡＰ推進室長と研究主事による各種連携部門。以上により，ＡＰ事業は全教職員・学生・本校関係者

による学校全体での実施体制であることを可視化した。 

・中心となる取組について

本年度の主な取組は，テーマⅠ関係は，ＡＬに関するＦＤ・ＳＤ活動の推進，ＩＣＴ活用教育の更

なる推進，専門５学科へのラーニングコモンズの展開，及び，学生ＡＰアンケート結果の授業参観で

の活用など，ＡＰ成果の可視化およびフィードバック戦略を推進した。また，テーマⅡに関しては，

実践技術単位制度の全専門学科への展開と，その各科での活用成果の可視化を専門５学科でそれぞれ

展開し，成果報告会で学内外に可視化し共有した。また，第４学年学生のプログによる学生調査を実

施し，個別受審学生にはもちろん教職員にも，本校教育による学修成果の全体像の可視化を進めた。 

・取組の成果について

ＡＰによる取組の成果は，本校内での公開成果報告会（３月）での広報はもちろん，８月の全国高

専フォーラム，１２月の大学ＩＣＴ推進協議会年次大会，１月の全国高専シンポジウム，２月のＡＰ

成果全体報告会等に参加し，相互に成果を可視化し共有した。特にＡＰ期間と予算の１年間の延長を

本年度に活用し，５学科へのラーニングコモンズの展開や第４学年学生全員のプログ試験を実施し

た。これらの成果は他大学・高専との比較とともに年度末のＡＰ成果報告会で可視化し，学内外と共

有した。また，ＦＤ・ＳＤでの相互協力体制など，以上のようなＡＰによる取組成果の相互の可視化

により，教育改革推進への他機関との連携が進んだ。 

・補助期間終了後の継続発展に向けた取組について

補助期間終了後の継続発展に向けた取組に関しては，平成３０年度以降に検討していくが，現在ま

でに蓄積したＩＣＴ活用教育環境の維持が最大の課題である。教育環境が維持できれば，教育コンテ

ンツの継続発展は外部連携とともに雪だるま式に進むことが期待できる。学修成果の可視化にかかる

実践技術単位制度については，より分野横断的能力やリーダーシップやコミュニケーション能力，チ

ームワーク力などを定量化できる様に展開していく。学修成果を総合的に定量化し，学年・学科・年

度を追った比較などが可能な体制を維持できる様に，サーバへのデータ蓄積を継続し，その解析と活

用を推進していく環境は構築できた。この取組は高専機構による全国高専共通の学生ポートフォリオ

システムへと繋いでいく予定である。

・学内外への波及効果について

学内外への波及効果については，ＬＭＳの活用などのＩＣＴ活用教育環境改善が学生に好意的に捉

えられる様になり，活用する教員も過半数を超えたので，学内でのＡＬ活用や学修成果の可視化は自

転可能になったと言える。本年度はＡＰ事業の学内外への広報活動(参照 URL http://www.gifu-

nct.ac.jp/AP2014/)を意識したことで，近隣の高専や大学との連携も深まりつつある。文科省による

ＡＰ全体会議の今後の推進により，高専機構内を越えた連携や事業成果の共有が生まれつつある。 

 この様な学内外への波及効果がＡＰ事業に求められる最も大切な事項であるので，ＡＰ事業成果の

報告による相互の可視化と外部取組の成果の共有を次年度以降も推進して行く。 
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（テーマ：Ⅲ（入試改革）、大学等名：お茶の水女子大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本事業の中心となる取組は、受験生のもつ学力を総合的・多面的に評価する新たな AO 入試＝新フ

ンボルト入試の設計と実施である。H28 年度新入試を本格導入し、その過程で明らかになった課題を

析出したうえで、プレゼミナールおよび二次選考の図書館入試、実験室入試の実施体制・評価方法な

どをよりブラッシュアップし、問題点の析出と十分な改善策を講じたうえで 2年目となる新フンボル

ト入試（9月 23・24日にプレゼミナール、10月 14・15日に二次選考）を円滑かつ十全に実施した。

合格発表後、合格者全員に上級生をチューターとして配置し、丁寧な入学前教育を実施した。また前

年に引き続いて高校への訪問調査や各種取材への丁寧な対応など、本事業の広報活動に尽力した。 

学内の実施体制については、前年度の仕組みを踏襲し、学長のリーダーシップのもと、教育担当副

学長および入試推進室長が実務面を主導している。事業推進の中核組織は AO 入試専門部会（各学部

選出の教員 20 名から構成）であり、入試推進室や入試課と協同しつつこの部会を制度全体の細部に

わたる改善・見直しの場として活用し、定期的かつ長時間の審議を経て細部事項の検討・改善（本入

試の PDCA サイクル）を実施している。さらに同専門部会の主導のもと、各学部各学科の教員に対し

て適宜協力要請がなされ、全学的な入試実施体制が構築・整備されている。 

取組の成果については、当初申請した計画におおむね沿ったかたちで順調に進捗している。平成 29

年度実施の第 2回新フンボルト入試では、一次選考のプレゼミナール初日参加者は 382名、このうち

AO受験者は 192名を数えた（定員に対する倍率は 9.6倍）。受験者数は昨年より微減(-6名)となった

が、プレゼミナールの全参加者はむしろ昨年より 1 割ほど増加した。二次選考には 75 名が進み、最

終的に 21 名を合格とした。新フンボルト入試は、蓄えた知識の多寡を問うのではなく、その知識の

応用力・活用力を問う入試である。一次、二次選考の諸課題をこなしていくなかで受験生はさまざま

な力(ポテンシャル)を評価される。この入試形態が「多面的、総合的に評価・判定する大学入学者選

抜への転換」する入試として十分に機能しているものと判断する。また 10 倍近い倍率を 2 年にわた

って維持できた点（一般的に新入試導入 2年目は倍率がかなり下がる傾向がある）は、高校生からも

「受験するに値する」という評価を一定程度得ている証左であると推量する。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、既に業務軽減化を図れる部分については省力

化等の策を講じつつある。ただし、そもそも新フンボルト入試は多大な労力をかけなければ実施でき

ないしくみであり、単純かつ極端な効率化・業務の軽減(縮小)は制度の根本理念を毀損する恐れがあ

り、角を矯めて牛を殺すことのないよう慎重な配慮を必要とする。補助期間終了後は、後継となるよ

うな外部資金を獲得する等の措置を講ずるとともに、本学自前の財源から必要な予算処置を充当して

いく必要がある。このことは執行部（学長戦略機構会議）が十分に認識している。また新 AO 入試が

軌道に乗り、ポテンシャル豊かな「尖った」学生が多く入学してくれば、教職員の意識を刺激し本事

業継続の大きな原動力となりうる。強調しておきたいことは、AO 入試の不合格者が本学の他の入試

（推薦入試・一般入試）に再チャレンジし、少なくない数が最終的に本学の門をくぐっている点であ

る（H29年度は、AO受験者 192名中、21名の AO合格者を含む計 57名が入学。なおプレゼミナールの

み参加し、他入試で合格したものは 4名）。こうした本事業の効果を FD等で学内に周知していくこと

で教職員の意識をポジティヴに高め、本事業の安定的な継続発展を図る。 

学内外への波及効果については、本学の入試改革プランが AP 事業に採択されてから今日まで、多

くの取材や訪問調査、あるいは講演依頼を多数受けてきた。基本的に取材や訪問調査等の依頼にはす

べて懇切に対応し、機会ある毎に本事業の成果と意義を強調している。また、AP事業「テーマⅢ」幹

事校の企画で、平成 29 年の全国大学入学者選抜研究連絡協議会(入研協、富山開催)のポスターセッ

ションにブースを出展し、多数の質問に丁寧に応答した。また、AO入試定員の拡大、評価方法の推薦

入試等他入試への応用など、2020入試改革にむけた布石とする予定である。 
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（テーマ：Ⅲ（入試改革），大学等名：岡山大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

【中心となる取組】 

毎週開催する AP 会議にて，本事業の運用業務について適宜協議・検討し，AP 運営委員会にて，事

業全体の活動内容を検討した。 

 国内及び海外の IB 校訪問によるインタビューやアンケート調査によって，IB 生の受入を検討する

際の基本情報となる IB-DP の教育内容などを調べた。調査の一環として，IB-DP 修了生が進学し勉学

に励むために大学が備えるべき条件を調査・検証した他，生物の授業における指導法と生徒の活動に

ついて，IB教育と日本の普通科高校の間で比較検証を行った。 

IB教育において，検証的思考力など育成する「知の理論」（TOK: Theory of Knowledge）は，従来

の日本の教育に欠如している学びの要素で，その紹介は大学における教育改革にも大きく貢献する。

このため，日常の社会問題などを TOK流に，多角的・検証的に考えるためのワークブックを作成し，

高校や大学教員を主な対象として，東京，大阪，岡山で計 5回のワークショップを開催した。また，

この本を教材に，本学で教養教育科目（知の理論入門）を開講した。 

【取組の成果】 

今後，国内の大学にこれまで以上に IB-DP 修了生の進学が見込まれる状況において，IB-DP 修了生

の進学に対応して大学が備えるべき条件を調査・検証し，さらに，関係者によるシンポジウムを開催

し，今後の展望について方向性を示したことは，国内における IB 校の増加とその発展に大きく寄与

する。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

国内の IB 認定校は着実に増加してきており，また，DP 科目の一部を日本語で行う「日本語 DP 課

程」が導入され，今後，国内の大学には，これまで以上に IB-DP修了生の進学が見込まれる。このよ

うな状況を踏まえて，「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」をテーマに，文

部科学省，国際バカロレア認定校，IB-DP 修了生の受入大学から講師を招いてシンポジウムを開催し

て討論を行い，今後の方向性を提言した。 

さらに IB-DPを修了して本学に進学した学生の発表会(IB Student Talk)を開催し，IB教育への理

解を深める活動を行った。 

【学内外への波及効果】 

IB教育の調査・研究の面では，それらの結果を，全国入学者選抜研究連絡協議会，日本医学教育学

会や日本国際バカロレア教育学会などで報告したほか，教育関係の専門誌（International Journal 

of Multidisciplinary Academic Research）に投稿し，関係者に研究成果を広く情報伝達した。TOK

ワークブックの作成と全国での 5回のワークショップは高い関心を集め（参加者 200 名以上），IB教

育の根幹とそれから学ぶべき教育の要素を，教育関係者に広く広報することができた。 

学長

教育担当理事

アドミッションセンター長（副学長）

UAA

AP外部評価委員会

AP運営委員会

学務部
入試課

データ解析部門

研究開発部門

入試広報部門

アドミッションセンター
運営委員会

各学部

AP: 大学教育再生加速プログラム

実施体制

アドミッションセンター

アドミッション副センター長
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（テーマ：Ⅲ（入試改革）、大学等名：追手門学院大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

アサーティブ課専任職員が 1 名増員となった。申請

時の体制に部分的な変更はあるが、右記の体制で実施

している。  

【中心となる取組】 

アサーティブ入試入学者 190 名を対象にヒアリング

を行った際、アサーティブスタッフを活用した。対象者

190 名に対して、120 名のヒアリングを実施した。

（63.2％）。アサーティブスタッフは、上級生としての

気づきがあり、新入生は学生生活や学びへのアドバイスを受けることができるようになった。面談職

員研修を実施した。参加者数は、37名（参加率 61％）であった。アサーティブプログラム受講の学生

による発表を取り入れた。面談職員同士のグループディスカッションでは、1 人ひとりがこれまでの

面談を振り返りながら、多くの課題提議がされ、大変有意義なものとなった。学生による発表は、学

生自身の経験談であり、改めて面談が重要であると面談職員の共通認識となった。 

【取組の成果】 

アサーティブガイダンス参加者数は、延人数 1,014 名（前年比 109％）となった。リピーター面談

者数も 206 名（前年比 133％）となった。また、5 月に実施したアサーティブイベントでは、講演会

加者数は 115名、その後のアサーティブガイダンス参加者数は 202名、個別面談は 110名となった。  

29年度のアサーティブプログラム総受講者数は 772 名（実人数）となり、うち高校 3年生は 731名

（実人数）となった。アサーティブ入試志願者数は 383名で、合格者は 197名となった。更に、重点

地域である沖縄県の高校からの講演依頼に応え、アサーティブ講演を 9校で実施することもでき、沖

縄県からの志願者が 29名（前年比 207％）となった。総括として、アサーティブプログラム受講者の

本学入試受験者数は、複数受験を含め 807 名となった（アサーティブ入試受験を含む）。アサーティ

ブプログラムを経て入学してきた学生は 376名で、全入学者の約 2割となった。これは、アサーティ

ブの取り組みが広く認知されてきたと考えられる。滋賀県教育委員会指定 5校からの志願者数は、321

名（前年比 176％）となった。アサーティブプログラムからの出願（アサーティブ入試以外の入試を

含む）率は 73.6％、出願者の合格率は 71.0％、合格からの入学率は 98.2％となった。また、アサー

ティブプログラム受講者の指定校推薦入試への受験者数は増加（前年比 123.0％）しており、本学を

第一希望とする受験生が増えていると考えられる。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

12月の外部評価委員会では、事業報告と意見交換を行った。3月の外部評価報告会では、委員会か

らの意見に対しての回答とこれまでの取り組みの成果報告及び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の報告を行った。今後は適正規模をより意識して取り組むこと、更な

る質保証に転換していくこと、SD・FDがますます重要になり、体制を整えることが必要であるなどの

評価結果となった。これを受け、改善に取り組むこととした。 

【学内外への波及効果】 

MANABOSSの問題数を計画通り増やすことができた。言語能力問題（1,505問）、非言語能力問題（1,650

問）、バカロレア問題（28 問）、英検問題（2,421問）、総数は 5,604 問となった。MANABOSSの基礎を

学び直す補助サイトとして「MANABOSSドリル」（35,903問）を導入し、中学校レベルからの学び直し

ができるようになった。高校から学年単位・クラス単位での利用相談や古典問題の搭載などの要望も

寄せられるようになった。なお試験的ではあるが、岡山県のある公立高校では学校単位で MANABOSSを

活用することとなった。 
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（テーマ：Ⅲ（高大接続）、大学等名：千葉大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」 

・国際未来教育基幹の組織改革と次世代才能支援室の常置化に向けた調整の実施：千葉大学では，こ

れまでの取組を活かしつつ更なる機能強化推進のために平成 30 年度に，現在６センターよりなる国

際未来教育基幹と６部門よりなる高等教育研究機構を統合した９センター（入試センター，高大接続

センター，キャリアセンター等）による新基幹体制へ移行する計画である。この統合・再編により，

迅速な意思決定，円滑な事業実施等が図られ，継続かつ一貫したシステム（PDCA サイクル）を再構築

することにより，学長の全学教育マネジメント機能を強化し，教育改革を加速させる。「新」国際未

来教育基幹では，①スマート・ラーニングの構築，②知のプロフェッショナル育成，③「真の学ぶ力」

入試の構築，の３つの機能強化を果たす。 

「中心となる取組」 

・高校との連携体制：コンソーシアム会議メンバーとしてすでに 37 高校が参加している。３月には

東京都から新たな加盟校を迎え，コンソーシアム全体会議を開催した。この場で提案された課題

や目標について，次世代才能支援室内で討議し，平成 30年度の開講前会議で高校側に提案する予

定である。さらに次世代才能支援室は高大連携専門部会と協働し，県域の学校を広く訪問し，AP

プログラムについての周知を図った。（A）千葉県高等学校教育研究会（理科部会・数学部会・情

報教育部会・地理部会・ESD 研究部会），（B）千葉県工業系高大連携推進委員会，（C）工業系高校

人材育成コンソーシアム千葉，（D）高大接続カリキュラム開発連絡協議会（工学部と市立千葉高

等学校との高大接続事業）に参加し，意見交換を進め，関係を強化した。大学と高校教員とでル

－ブリック評価研究会を立ち上げ，さまざまな視点からその開発手法についての研究が進められ

ている。また，理科部会理科主任研究協議会（共催：理学部，工学部，先進科学センター）や SSH

ネットワークとの連携により，理系学校教員の研究指導力強化の取組を行い，情報共有が進めら

れている。 

・高大接続強化のための高校生学修プログラム：平成 29年度は 4コース 31講座，受講者 179名に拡

大した。平成 30年度に向けて国際教養学部，真菌医学研究センターの講座実施準備をし，プログ

ラム拡大の取組を実施した。

・国際協働による高大接続の発展：科学（一部，文化も含む）に関する英語発表への参加，また科学

実験等を協働して行うアクティブ・ラーニングプログラムなどを開発し，実践した。国際研究発

表会には 229人の高校生が参加した。 

「取組の成果」 

・A O等入試へのスキップアッププログラムの活用：本プロジェクトは高大接続としての改革であり，

入試改革ではない。しかし，入試との連動は重要と考えている。全学体制で新型入試への移行を準備

しており，多様な才能を確保するための方策を準備している。現在，教育学部 AO 入試への活用がす

でに行われている。また，園芸学部入試への活用を 2学科に拡大した。さらに先進科学プログラムの

飛び入学への活用も発表準備中である。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」 

・自立化の方策：大学の組織改革に伴う新体制移行での実施母体の明確化の準備を進めている。また，

高大連携専門部会との協働体制の緊密化を進めている。 

「学内外への波及効果」 

・広報活動：APプログラム紹介パンフレット配布，ホームページによる情報発信，現代産業科学館展

示会を行った。さらに教育系学会で AP 活動での開発について成果発表を行った。この結果，多くの

高校教員や関係者の関心を引き，千葉県のみならず東京都からの高校の参加が増えた。
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（テーマ：Ⅲ（高大接続） 、大学等名：東京農工大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

●平成29年度事業進捗状況

（1）学内の実施体制

これまで事業実施の中心組織であった「大学教育センター」を、平成 30 年度より「グローバル教

育院」に発展的に組織変更を行う予定で設立の準備を行った。既存の「共通教育機構」、「国際センタ

ー」を「グローバル教養教育グループ」、「海外リエゾングループ」としていっしょに統合し、「アド

ミッション・専門基礎教育グループ」との連携がスムーズに、より効率的に可能な状況となった。

結果としてＩＧＳプログラム後期のキャリア教育科目を正課科目に昇格させ、高大連携教室の英語

授業をより充実した内容にする体制が整備された。 

また、全学組織の「入学者選抜制度検討委員会」を立ち上げ、平成 32 年度実施の新制度入試にむ

けて情報収集を開始した。具体的には、ＡＯ入試の先行事例として、京都工芸繊維大学のダビンチ入

試の情報交換会を開催し、農工大学で実施しているＳＡＩＬ入試の制度改訂の参考とした。 

（2）中心となる取組（高大連携教室：IGS プログラム）

事業の中心となる取り組みである高大連携教室「ＩＧＳプログラム」も 4年目の開講となり、参加

者募集、実施が軌道にのってきた。地方 2会場（浜松、広島）への参加は少なかったが、東京会場開

催の 3回にはのべ 97名の高校生が参加、うち地方からの参加者が 23人、全参加者中の 24％った。 

参加者の在籍高校の 1/3は新規の参加で、プログラムが広く周知されていることを裏付けている。 

平成 26、27 年度の「高大接続教室」参加者に追跡調査を実施した。回答を得た 37 人の全員が「課

題研究など、先生に確認を受ければ自ら行動できるようになった」に肯定回答（「とてもそう思う」「ま

あそう思う」）であり、「理数系の学習や実験の時に、仮説をたて、論理的に考え、客観的に検証する

ようになった」に対する肯定回答も 88.5％と、プログラムの教育効果の高さが評価された。 

（3）取組の成果

 高大連携教室参加者の平成 29年度入学への志願者は 26名、合格者は 15名、また平成 30年度入学

への志願者は 26 名で合格者は 7 名であった。母集団の中心となる平成 27 年度の参加者が 57 名、平

成 28 年度が 111 名であることから、志願率は減少しているものの、それでも多くの志願者、合格者

に結びついている。先の追跡調査の自由回答では、農工大への志望意識が強くなったことや、他大学

進学者においても農学、工学分野への進路意識が明確になったなど、意識の醸成に大きな貢献をして

いることが明らかになった。 

（4）補助期間終了後の継続発展に向けた取組

高大連携教室の運営は、学内プログラム協力者の手配、プログラム参加高校生募集活動、プログラ

ム実施、成果のＷＥＢでの発信などが一連のパッケージとしてマニュアルが整備できつつある。

今後補助期間が終了した場合、運営に必要な予算を最小限に整理するメドがたち、学内予算での運営

が可能な状況になってきている。 

 今後、連携教室参加者の追跡調査等を行い、プログラムの成果を明確にすることで、学内の認知を

得て、継続的な実施が可能な態勢を整えて行く予定である。 

（5）学内外への波及効果

 ＡＰ事業テーマⅢ幹事校として、平成 29年 5月 29日に「全国大学入学者選抜研究連絡協議会（富

山国際会議場）」において採択校 8 大学のポスター発表を行った。全国から参加した国公私立大学入

学試験関係者に広く周知し、個別ブースにおいて各大学の取り組みの質疑応答が行われた。 

また、各大学の取り組み状況を 11 月発刊の「教育人会議（株式会社フロムページ）」に掲載し、全

国の教育関係者 17,500 名に送付された。 
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（ テーマ：Ⅲ（高大接続）、大学等名：愛媛大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

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。

【中心となる取組】

① パイオニア・アドバンスト・プレイスメント（P-AP）のプログラム創設と二重（デュアル）

単位の付与

② 「課題研究」評価に係るルーブリックの開発

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

以上、３つの重点事項が中心となる取組であり、各々ワーキンググループを設置して取り組んでいる。 

【取組の成果】 

① 平成 28年度から実施している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し

た。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た。

② 高等学校教員と大学教員との協働によって、「課題研究」評価に係る簡易版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。

③ 開発したｅラーニング教材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。これにより、生徒の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。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

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。また、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平成 33年度入試以

降、本学は全学部の一般入試で調査書を評価したり、全学部の推薦入試等で活動報告書を活用したり

する方針を平成 30年 6月に決定・公表する予定である。そのため、課題研究の評価は重要度を増し、

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。 

【学内外への波及効果】 

ホームページでの公開や学会発表に加え、全国大学入学者選抜研究連絡協議会でのポスターセッシ

ョン（富山、平成 29年５月）、京阪奈三教育大学連携事業シンポジウム（大阪、平成 29年 11月）、

スーパーグローバルハイスクール管理機関等連絡会（東京、平成 30年１月）、文部科学省スーパーグ

ローバルハイスクール(SGH)事業の検証に関する有識者ヒアリング（平成 30年２月）、第 24回大学教

育研究フォーラム（京都、平成 30年３月）などの機会を活用して成果発表を７件行い、全国的に情

報発信することができた。

実施体制図 
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（テーマ：Ⅲ（高大接続）、大学等名：三重県立看護大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については、事業推進責任者であるメディアコミュニケーションセンター長の傘

下にある高校生キャリアデザイン講座実施ワーキンググループ、学生募集ワーキンググループ、広

報ワーキンググループと事務局専任職員が中心となって高大接続事業を実施した。また、本事業

は、学生募集から入試、カリキュラム、卒後教育に至るまで幅広い取組となるので、メディアコミ

ュニケーションセンター長をリーダーに、教務委員会、入試委員会、ＦＤ委員会の他、地域貢献を

担当する地域交流センター委員会の各代表者で構成する学長直轄の高大接続プロジェクトチーム会

議により評価指標の適切性の判断や達成状況等事業の進捗状況の評価を行った。 

中心となる取組については、高校生向けに「看護職キャリアデザイン講座」（「出前講座」「一日み

かんだい生」）、「高校生のためのオープンクラス」、「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」及び入学準備教育を実施するとともに、保護者と高校教員向けに「看護職キャリ

アデザインサポート講座」を実施した。また、本学の取組の成果を広く知ってもらうため、高大接

続シンポジウム『高大接続から高大社接続へ』を開催した。 

取組の成果については、「看護職キャリアデザイン講座」を実施することにより、高校生は看護職

について理解を深め、自身の適性を見極めたたうえで、看護の道を選択することができた。これま

で、本講座への受講を経て本学に入学した学生に進路変更を理由とした休退学者はおらず、看護系

大学進学後の進路変更等を理由とする休退学防止に貢献できたと考えられる。 

また、大学の講義を高校生に開放する「高校生のためのオープンクラス」を実施することによ

り、参加した高校生は普段の大学の雰囲気や学生の様子、大学での学びや大学で看護を学ぶという

ことを体感し、自身の適性や将来の進路について考える機会となった。 

そして、「看護職キャリアデザインサポート講座」の実施により、高校生の進路選択に影響を与え

る保護者と高校教員に対し、看護職への理解を促進することができた。 

さらに、県内医療機関との連携（大社接続）の取組として、推薦入試により早期に入学が決定し

た入学予定者を対象に開催した「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」

では、入学前に県内医療機関との接点を設けた。将来の就職先になり得る様々な医療機関について

の情報を得ることで、入学予定者の学修へのモチベーション向上と看護職者としての職業観形成に

つながった。 

加えて、入学予定者の入学後の学修の円滑な開始を支援するために、看護学を学ぶ上で基盤とな

る科目の入学準備教育を実施することで、入学までの間、学習習慣が継続するとともに、入学後の

学修に必要な力をつけることができた。 

それ以外にも、県教育委員会、県内高校との連携（高大接続）では、意見交換会や評価委員会、

シンポジウム等のさまざまな機会を通して、情報交換・情報共有を図った。高校側の要望や意見を

聴取することで、対象者のニーズに沿った取組へと改善していくことにつながった。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、引き続き事業が実施できるよう、学内にお

いてはＦＤ・ＳＤ研修会により教職員間での高大接続事業の成果及び課題を共有するとともに、学

外においては高校や医療機関との連携体制の強化に努めた。 

学内外への波及効果については、会議等における事例報告や本学ホームページ等による情報発信

等とともに、今年度は、本学の取組の成果を広く知ってもらうため、高大接続シンポジウム『高大

接続から高大社接続へ』を開催し、本事業のこれまでの取組の成果を報告するとともに、高校、大

学それぞれの立場から、大社接続も視野に入れたこれからの高大接続のあり方について共に考える

契機となった。また、シンポジウムにおいて、事業報告の一環として学生発表を行ったことで、本

事業の成果を目に見える形で参加者に伝えることができた。 
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（テーマ：Ⅲ（高大接続）、大学等名：杏林大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」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。平成 29 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

画高大接続推進委員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、平成 29

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。 

「中心となる取組」高大接続の強化という点では、平成 29 年度４月より、それまでに準備をしてき

た「アドバンスト・プレイスメント」を本格的に実施し、春学期・秋学期合計で事業取組学部である

外国語学部の 37科目だけでなく、医学部 2科目、保健学部 4科目、総合政策学部の 25科目を含む 68

科目を対象科目として高校生に教育機会を提供した。ライティングセンターの稼働を通じて学生の留

学準備の補助機能を強化するとともに、各種学内イベントの高校生への開放や、大学全体への事業の

波及、それによる各学部教員と高等学校との連携機会の増加を通じて、大学の教育資源をさらに広範

囲にわたって高校生に提供した。高校との意見交換の場としての「杏林 AP ラウンドテーブル」を継

続的に開催し（平成 29 年度 3 回、通算 11 回）、本事業の取組に対する高等学校側からのフィードバ

ックを得る機会を設け、事業成果の進展を図った。高校との合同研修として毎年度「高校と大学をつ

なぐ FD／SD」を開催し、教育内容・教育方法の高大接続を図っている。平成 29 年度は第 4 回を開催

し、共愛学園前橋国際大学学長講演「地域連携による学びの共有と高大接続－共愛学園前橋国際大学

の事例」に 145 名の参加者があった。高校生への本学が有する教育資源の開放という点では、「大学

教養レベル・グローバル関連科目の夏季集中講座」（3 科目、受講者合計：高校生 20 名、大学生 126

名）を実施した。さらに、各種教育イベントの提供という点では、高校生と大学生が共に学修する場

である「IELTS 対策講座」や「日英中トライリンガルキャンプ」の継続実施に加え、昨年度に引き続

き「英語プレゼンテーションコンテスト」「中国語カラオケ・吹替コンテスト」に高校生の参加を呼

びかけ、目的を共有する者が集う場での集中特訓や能動的学修を通じて、高大の参加者に対し留学に

向けた強い意識の醸成を促した。 

「取組の成果」アドバンスト・プレイスメントでは、春学期 5名、秋学期 1名、合計 6名の高校生が

履修登録し、このうち 4名が単位を修得した。高大連携協定締結校は、事業開始前は青梅総合高校、

八王子北高校、聖徳学園高校の 3校であったが、平成 29年度も新規に日出学園高校を加え現在では 9

校に拡大し、ラウンドテーブル開催時の意見交換だけではなく、恒常的に意見交換を行い、様々な高

大連携事業の依頼・要請に応えている。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」入学前教育及び初年次教育の改革としては、アドバンス

ト・プレイスメントの実施は入学前教育を画期的に改革するものであるが、さらに本事業の目的であ

る日英中トライリンガル育成を加速するために、初年次に少人数の「スーパーグローバルクラス」を

編成し、1 年次（2 セメスター）終了時には留学できる英語力・中国語力の養成を目指している。高

大接続改革の入試改革として、学力の３要素のうち「主体性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する

態度」を多面的評価するルーブリックを開発し、本年度実施した平成 30年度外国語学部 AO入試Ⅱ期

（グローバル型）で選抜方法の一部として使用した。また、高大接続システム改革会議「最終報告」

（平成 28 年 3 月 31 日）に沿い、平成 28 年度中に本学の各学部、各学科の三つの方針を整合性・一

貫性という観点からの見直し・再点検を行い、平成 29年度 4月に全面改定を実施した。 

「学内外への波及効果」平成 29 年度に、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・プレイスメントに関する単位互換協定」を締結した。今後も協定締結大学を増やし、

制度普及を図っていく。 
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（テーマ：Ⅳ，大学等名：小樽商科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については，平成 27 年４月に設置した学長をセンター長とする「グローカル戦略推

進センター」（以下，CGS）において，センター長である学長のリーダーシップの下，全学的な教学マ

ネジメントの下で機能強化戦略を効果的に実行・支援する体制を構築した。

中心となる取組は，以下のとおり。 

取組Ⅰ：多様な長期学外学修プログラムの実施を可能とする学事暦（クォーター制）の導入 

取組Ⅱ：入学試験合格者に対する最長１年間の入学猶予制度（ギャップイヤー制度）の導入 

取組Ⅲ：長期学外学修プログラム及び先進的なアクティブ・ラーニング教育手法の開発 

取組Ⅳ：学外機関との連携による長期学外学修プログラムの持続的な実施体制の構築 

取組の成果は，以下のとおり。 

・【取組Ⅰ】平成 29年度新設科目においてクォーター制学事暦を実施し，当該科目の運用状況を検証

した上で，平成 30年度にはグローバル教育科目全体へ適用することとした。今後，クォ

ーター制の拡大とともに，春・秋クォーターに講義科目を集中させることにより，夏・

冬クォーターに留学やインターンシップなどの学外学修に参加しやすい環境を整備する

ことができ，学生の長期学外学修プログラムへの参加率向上が期待される。 

・【取組Ⅱ】全国的にも前例のない入学猶予制度となる「ギャップイヤープログラム」の導入に向け

た検討を進め，平成 30年度入学生から試行実施することを決定した。また，ギャップイ

ヤーを組み入れた新たな主専攻プログラム「グローカルコース」を平成 33年度から実施

することを決定し，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が可能

となる体制を構築した。 

・【取組Ⅲ】本学のプログラム教育手法や教育効果を学内外に広く情報提供し，普及させるための「ア

クティブラーニングシンポジウム」や FD・SDワークショップを実施し，今後の展開や具

体的方策・課題等について議論を深めた。 

・【取組Ⅳ】寄附金により「グローバルブリッジ教育プログラム」の奨学金支援を実施するとともに，

同窓会からの支援により「学生起業サポートルーム」の環境整備を行った。 

・【取組Ⅳ】外部有識者により構成される外部評価委員から意見聴取を行い，得られた提言等につい

ては，平成 30年度以降の本事業の実施に反映させていくこととした。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組について，本補助事業は本学のグローカル教育を担う CGSに

おいて，全学的な教学マネジメントの下で実施している。CGS においてブリッジ教育プログラムを担

う関係教員，事務局が定期的に情報共有を図り連携を緊密にするため，「ブリッジ教育プログラム推

進連絡会議」を設置し，円滑な事業の遂行と達成状況の検証（自己評価）を可能としている。 

また，本補助事業を推進するための専門人材である２名のコーディネーターについて，補助期間終了

後は，学内予算及び外部資金等を財源として雇用を継続し，事業を推進する予定である。 

学内外への波及効果は，以下のとおり。 

・官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム地域人材コース」に採択さ

れた北海道海外留学支援事業を担う「北海道創生・海外留学支援協議会」において CGSグローカル

教育部門長が地域コーディネーターとして参画し，本学の海外留学派遣や地域インターンシップ実

施のノウハウを生かして，プログラムの企画・実施に携わることにより，本学のプログラムを北海

道全体に波及させた。

・本学におけるアクティブラーニングの教育手法について初中等教育現場に，広く周知するためのシ

ンポジウムを開催した（平成 29年９月２日）。さらに，アクティブラーニングの地域社会への普及・

拡大させるため，本学の提案により，北海道地区 FD・SD推進連絡協議会において平成 30年９月か

ら「アクティブラーニング研究会」を発足することを決定した。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：新潟大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

（１） 学内の実施体制

 平成 29 年度においては，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。 

・ クォーター制の導入による長期学外学修の体制整備

大学教育の質的転換の実質化の流れを受け，平成 29 年度から全学的にクォーター制（２学期・４

ターム制）を導入した。8 週を 1 つのタームとして，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。 

・ 教育組織改革（学部の新設・改組）と連動したカリキュラムへの位置づけ

創生学部の新設，理学部・工学部・農学部の改組を実現し，それに伴い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，AP事業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。 

・ 長期学外学修を支援するための全学的な組織再編

これらの教育改革を踏まえ，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」を新設した。同センター内には「連携教育企画部門」「学外学修支援部門」

の２部門を設置し，本事業に係る組織的なマネジメントと支援体制を強化した。 

（２） 中心となる取組

上述した教育実施・支援体制の充実に伴い，平成 28年度に試行された科目の継続・展開に加えて，

平成 29 年度には新たに首都圏や県内企業を受け入れ先としたインターンシップ科目や短期の海外留

学体験を中心とする科目が開発・実施した。また，テーマ IV幹事校として AP事業中間地点における

取組の成果・課題を検証するために，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，本学が主体となり大学間の連携を強化することを目的として，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。 

（３） 取組の成果

 平成 29 年度に開講した長期学外学修科目の多様性が増したことに加え，履修者数についても平成

28 年度の履修者数（52名。うち 1年次 27 名）から大幅に拡大し，452名（うち 1 年次 275 名）まで

増加した。また，採択校と連携した取組により，補助期間終了後の継続性を考慮した適切な情報発信

と連携のあり方について，個々の大学の枠組みを超えた意見交換を実施することができた。 

（４） 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

 上述した継続性に関する議論に加え，体制面・資金面の観点から補助期間終了後に向けた取組を開

始した。具体的には，平成 29年度から「教育コーチ制度（仮称）」を試行し，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体制を整備した。また，本学では平成 30 年度に向けて全学的な教

育助成制度を見直し，学部等の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

教育改革に資するモデル的な取組を財政的に支援する枠組みとして「新潟大学学長教育助成制度」を

整備した。 

（５） 学内外への波及効果

  学内への波及効果を目指す取組として，平成 29 年度には個々の授業科目においてハンドブックの

作成を進めた。今後は平成 30 年度末を目処にこれらの情報を再整理し，汎用的なツールとして学内

公開を進める予定である。また，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，学生によ

る広報チームの活動を開始し，教職員と長期学外学修を履修した学生の協働による効果的な情報発信

のための改善を実施した。この取組についても，平成 30年度よりさらにメンバーを拡大・組織化し，

学生の意識を取り入れた高大接続の新規事業化を目指す予定である。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：神戸大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

本学の教学マネジメントを行う大学教育推進

機構の下に、「神戸グローバルチャレンジプ

ログラム委員会（委員長は本プログラム実施

責任者である大学教育推進本部副本部長/学

長補佐(グローバル教育担当)）」を設置し、

大学教育研究推進室及び国際教養教育院と協

働し、本事業の企画・立案、運営及び実施に

ついて全学的な意思決定を行っている。

【中心となる取組】

①平成 29年度は 14コースを開講し、４月に前年度参加学生の活動成果報告会を組込んだ全体説明会

を「平成 29年度神戸 GCPフェア」として実施し（計 460人参加）、参加学生の募集を行った。その

結果 11コースを実施、計 98名が本プログラムに参加した（うち 96名が海外で学修活動を行った）。 

②参加学生の自己評価の経年変化分析を行うルーブリック指標について、指標の各レベルの違いをよ

り分かりやすくし、高い水準で回答する場合にはそのことを示す具体的な根拠を記述させること

で、より客観的な指標となるよう改善を図った。さらに、本学の教務システムを用いて卒業時まで

経年変化を測る仕組みを新たに構築した。

③海外プログラム参加学生を帰国後どうフォローするかについて、専門家を招聘して FD・SD を実施

した。また、神戸グローバルチャレンジプログラム委員会が中心となり、本プログラムを担当する

教職員が参加する「緊急時対応シミュレーション訓練」を企画・実施した。

④事業改善に向けた取組として、学生の意見や要望を聞き取るための意見交換会を実施した。

⑤平成 30年度に実施するプログラムのコースについて、計 16コースを認定した。

【取組の成果】

①参加後アンケートでは、高い満足度を得るとともに、長期留学等の国際的な活動への更なるチャレ

ンジやより専門的なテーマへの学修意欲の向上等、本プログラムが全体を通じて設定している「学

びの動機づけ」という目標に対して順調に成果が現れていることが確認できた。また、留学等さら

なる海外での学修活動に参加した学生の割合についても、目標値を上回る成果が得られた。

②事前・事後学修時におけるルーブリック指標に基づく自己評価結果によると、本プログラムが独自

に設定した 3つの能力のいずれにおいても向上したことが確認でき、水準 3・水準 2 に達した学生

の割合についても、目標値を大幅に上回る成果が得られた。

③FD・SDセミナーは、学内外の教職員による活発な意見交換も見られ、プログラム実施後の継続的な

教育についても理解を深める有意義な機会となった。また、シミュレーション訓練は、本取組を参

考にして平成 30年度からは全学的な訓練が実施されることとなり、学内への波及効果があった。

④意見交換会（平成 28 年度参加学生 11 名、教職員 19 名出席）は、参加学生にとって学修内容を振

返り、お互いに刺激し合う場となり、学生同士のネットワークを構築する良い機会となった。

⑤新たな学外学修先の調査・開拓を進めた結果、平成 30年度は計 16コースで最大 168名を募集する

予定である。

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

本プログラムは現在全学部 1・2 年生を対象としているが、今後も全学的に継続開講するために開講

形態の見直し等も含めて検討する必要がある。他の海外プログラム担当部署等と連携し、今後の学内

実施体制について、具体的に検討を行っていく予定である。 

【学内外への波及効果】 

本プログラムの実施部局・参加者は文系・理系学部と全学に及び、説明会参加者数や学生企画型コー

スへの参加者も増え、着実に広がってきている。また、これまでも HP 等通じて取組を発信してきて

いるが、平成 30年度にはシンポジウム開催を企画しており、さらに広く社会へ発信する予定である。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：福岡女子大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本補助事業の全体の目的は、本学で、新学部発足とともに制度が整えられた「短期」学外学修プログ

ラムを継続・充実させる一方で、「長期」学外学修プログラムを新設し、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。現在の進捗状況は以下の

とおりである。 

【学内の実施体制】平成 29 年度より、長期学外学修 Expanding Your Horizons (EYH) プログラムを

新たに導入し、学生の主体的な学びの気づきと習得のための学修プログラムとして起動させ、このプ

ログラムの充実を図っている。この EYHプログラムは、AP推進室が中心になって、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。また、EYHプログラムを含めた APの長

期学外学修プログラムに関する評価・改善に関しては、副学長・教務委員長・国際化推進センター長・

AP推進室長などで構成される AP推進会議（APに特化した審議機関）によって各年度の計画及びプロ

グラム内容・成果が評価され、必要な改善が図られている。平成 29 年度においては、長期インター

ンシップ先の拡大、平成 30 年度からのクォーター制導入に伴う長期学外学修への参加時期の拡大、

実施における問題点（学生への周知方法、インターンシップ先の受け入れ態勢、現地指導の在り方等）

の改善が図られた。 

【中心となる取組】主体的な学びの気づき・習得・実践を目指す長期学外学修 EYHプログラムを（平

成 29年度より）新たに導入し、国内外での様々な長期インターンシップ等に学生を参加させている。

さらに、既存の海外語学研修や交換留学プログラムについても、研修期間の長期化及び交換留学先の

拡大を継続して図り、長期学外学修プログラムの充実を図っている。一方で、単位認定に必要なカリ

キュラムの改編およびクォーター制の導入を（平成 30 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。 

【取組の成果】長期学外学修プログラムへの参加学生数は継続して増加しており、教育における学外

学修の活用が促進されていると考えられる。また、授業以外の平均の学習時間も年度ごとにわずかで

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、平成 29 年度

より新設した 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。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 AP事業修了後は、学内の既存組織でノウハウを継承す

ることとしている（カリキュラムとしての評価及び国内プログラムの実施は体験学習部会、海外プロ

グラムの実施は国際化推進センター）。そのため、AP事業当初から関連する組織の代表が AP推進会議

の構成員となっている。 

 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。平成 29年度は、2学科から専任教員 2

名が 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た。また、平

成 30 年度からのカリキュラム改編において、EYH プログラムでの長期学外学修のすべてを単位認定

できるように対応が図られる予定になっており、学部教育の中でも継続性を確保しつつあるといえよ

う。 

【学内外への波及効果】 HPを活用した情報発信、大学案内等による広報、および成果報告会の開催

（平成 30 年度はテーマⅣの採択校 3 校による合同シンポジウムを企画）などを通して、学内外への

情報発信を推進している。その中で、本学における「1 年次の全寮制教育＋2 年次以降の種々の学外

学修プログラムによる実践的教育」は、主体的な学びを学生に定着させる一つの効果的な教育モデル

として示すことができると期待される。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：工学院大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」 

実施責任者である学長のもと、プログラムの実施は事業担当者（教育開発センター所長）の下で、

グローバル事業部と各学部（先進工学部、工学部、情報学部、建築学部、教育推進機構）が連携して

実施している。事業管理は学長企画室長を責任者として、学長企画室が担当している。 

平成 27 年（2015）年度新設の先進工学部では、クォーター制と連動したプレリクイジット制によ

る段階的な学習プログラムを実施し、平成 28 年度（2016 年度）は、情報学部でも同様の学習プログ

ラムの実施を実施、平成 29 年度（2017年度）には工学部もクォーター制導入へと踏み切ったことで、

ハイブリッド留学の拡充が可能となり、全学的な教学改革の流れを加速させることができた。

「中心となる取組」 

ハイブリッド留学については、平成 29年度は 6月～8月に、工学部 1年生対象にアメリカ・オーバ

ーン（シアトル近郊）にて、6月～9月に、先進工学部・情報学部 2年生対象にアメリカ・シアトルに

て、9月～12月に、建築学部 3年次対象にイギリス・カンタベリーにてハイブリッド留学を実施した。

また、2 月～3 月に、全学部全学科全学年対象にニュージーランド・オークランドにて新規にハイブ

リッド留学春期特別プログラムを実施した。

実施年数を重ねるにつれ、留学中だけでなく留学前後のプログラムを充実したものとなっている。

具体的には、歴史的背景を押えておくために参加学生に対して事前授業を毎週実施し、事前学習で、

留学後にどんな自分になっていたいか、そのためにどんな力が必要か、そのために意識してすること

などを目標設定シートに記入させ、学生の留学中の意識の改善を図るとともに、滞在中にフェイスブ

ックを利用した「観察日記」の執筆を義務づけた。また、ハイブリッド留学直後に PROGを実施し、結

果を学生にフィードバックするとともに、解説会を開催し、自覚していない自分の強みや弱みを認識

する機会とした。 

「取組の成果」  

「観察日記」の執筆により、自らの体験を深化させつつ言葉として表現するトレーニングを行うこ

とができた。学生にとってハイブリッド留学が一過的な体験ではなく、将来へとつながるものである

ことをより強く意識させることができた。また、ポートフォリオファイルの作成を課題とすることで、

留学生活のふりかえりを目に見える成果物して残すことができた。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」  

平成 30 年 2 月にハイブリッド留学運営委員会を発足させ、「ハイブリッド留学規程」「ハイブリッ

ド留学運営委員会規程」を新たに整備した。これによって、補助期間終了後も円滑な運営が可能とな

った。 

「学内外への波及効果」 

以前から実施している University of Limerick の語学研修プログラムを改善し、ハイブリッド留

学を通して開発した手法を一部取り入れ、語学研修以外にも学習のできるプログラムとして試行的に

実施した。また、参加学生の自主企画による活動として、春期のハイブリッド留学参加者がその経験

を他の学生たちに伝えるイベント（ニュージーランド day）を開催した。春期語学研修の参加者も同

様のイベント（アイルランド day）を行った。海外協定校からの外国人学生を積極的に迎い入れ、様々

なイベントを通じて外国人学生との交流を楽しんでもらおうという CAP（キャンパス・アテンディン

グ・プログラム）と合わせ、学生たちの海外に向ける関心をより高めることができた。学外への波及

効果としては、2017 年 10 月にシンポジウムを開催し、同テーマⅣ採択校の武蔵野大学、福岡女子大

学を招いてパネルディスカッションも行い、広く多くの方へ本学の取組を知ってもらうことができ

た。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：津田塾大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成２９年度、以下の通り事業を推進した。 

①学外学修センターによる学生サービスを開始。

②学外学修に関する説明会（学生および保護者対象）を実施。

③学外学修時の安全管理体制のための、危機管理シミュレーションを実施。

④国内外の諸機関に対して、学外学修に対する理解・協力を広げる為、企業訪問等を実施。

⑤受入機関および学外学修センターが企画したプログラムに対してフォローアップを実施。

⑥専用ポータルサイトのコンテンツの充実。

⑦「インデペンデントスタディ」「インターンシップ」「サービスラーニング」の本格的な運用を開始。 

⑧学外学修に関する学生向けの広報活動を実施。

⑨取組に関する外部への情報発信を、インターネットを利用して実施。

⑩学内評価委員会および外部評価委員会の評価を実施し、次年度の事業計画の修正を検討。

以上の取組を通して、以下の成果を得た。 

１）「学内の実施体制」 

 本センターの設置により「学外学修の情報提供⇒学外学修申請⇒保険等の安全管理指導⇒事前・事 

後学習⇒学生の成長」といったワンストップサービスの提供が行われ、効果的に学外学修が推進され

た。また、教職員が一体となり学外学修に関連する他部署（学生生活課、国際センター）の職員が運

営委員会に参加する事により、有機的な連携と学生サービスを提供する事ができた。（①～⑨） 

２）「中心となる取組」 

 ４ターム制への改定と併せ、学外学修制度が本格稼働した平成２９年度は、学外学修センターを通

じて国内外で活動した学生が２３６名（うち４週間以上の活動に従事した学生は１７３名）に上り、

当初の予定を上回る結果を残すことができた。（①⑦） 

３）「取組の成果」 

これまでも本学の学生は積極的に学外で学ぶ傾向にはあったが、科目を整備し学外学修センターを

設置したことで、学生の学修成果が可視化され、安全管理上も学生への対処が改善された。また特筆

すべきは、上述の学外学修参加者のうち、約５１％が１年生であったことである。これは、ギャップ

タームの導入が新入生にとって大きな刺激となり、キャンパスをこえて学ぶ意欲を高めたことの証左

である。活動内容を見ても、海外大学の学事暦と時期をあわせたことで、海外のサマープログラムや

ボランティア活動に参加する学生が多くなり、４ターム制の効用を示す結果となった。国内でも民間

企業側からの期待が大きく、企業との連携事業（PBL等）も実現させることができた。（⑦） 

４）「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」 

補助期間終了後に向けて学外学修を継続・発展させて行く為に運営委員会にて現体制での改善点や

問題点について継続的に議論を行った。特に、学外学修センターの人員体制については、事務員（派

遣職員）を経常費で負担する体制をすでに取っているが、教員（特任教員）についても経常費で負担

する様、体制を整えている最中である。また、外部評価でも指摘が行われたが、学外学修による学生

の成長を正課授業に結びつけ、シナジー効果を発生させる仕組み作りに取組んだ。（⑩） 

５）「学内外への波及効果」 

平成 29 年 11 月 19 日に実施したシンポジウム「キャンパスを超えた学びがつくる女性の未来」を

通じて、本学の取組の目的が学外学修を実施する事ではなく、その先にあること、すなわち「学外学

修は手段であって目的ではない事」を多様なステークホルダー（本学卒業生、受入組織関係者、学外

学修に関心を持つ学生、学外学修を支援して頂いた関係者）に周知する事ができた。（⑨）また、参加

頂いた卒業生や、受け入れ先組織（企業等）との連携の強化及び本学学生と社会人である卒業生や企

業等とのネットワーク構築の足がかりとなった。（④⑤⑥）  
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（テーマ： Ⅳ 、大学等名：文化学園大学  ）

 

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

・学内の実施体制

平成 28 年度に採用したプログラム関連科目等の準備や授業担当をするための任期制教員の雇用、

および、プログラムのための事務スタッフの雇用を継続し、本事業を積極的に推進した。 

平成 29 年 4 月に、服装学部・現代文化学部 USR 推進室に造形学部を加え、文化学園大学 USR 推進

室として全学組織へ拡充した。これによって、本事業の拡大および事業終了後の継続に向けた土台を

構築することができた。  

・中心となる取組

本格的な実施となる平成 29 年度は 1・2 年次を対象とする梅春学期科目の開講科目数を国内 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)と大幅に増やした。また、3年次

学外学修プログラムとして「グローバルファッションマネジメント実習」のほかに新たに「ニューヨ

ークパターン研修」を開講し、対象学生の増加をはかった。その結果、梅春科目および 3年次学外学

修プログラムに国内海外合計で 83 人が参加し、参加学生の大幅な増加を実現することができた。さ

らに、平成 30 年度以降の量的拡大や質的充実に向けた、本学固有の利点や課題を共有することがで

きた。  

・取組の成果

ファッション分野における「グローバル創造力」の養成を目指す本事業において、海外学修プログ

ラム及び国内学修プログラム（梅春科目）はグローバル化に対応する必要性への「気づき」を得る機

会を初年次および 2年次学生等に与えることを目的としている。本格的実施にあたり、オリエンテー

ションなどを通じて学生に対してこの点を周知した結果、海外・国内プログラム共に、グローバル化

に対応する必要性を自覚する学生の参加があった。海外学修プログラムでは、専門的な職に就く際に

はコネクションが日本よりも重要となることなどキャリアデザインに直結するような、より明確な

「気づき」を得る機会を学生に提供することができた。また、国内学修プログラムに参加した学生か

らは、2 年間の学修を振り返りその意義を再認識するための機会となったという報告があり、グロー

バル化への対応の必要性以外の「気づき」を得る機会も提供することができた。  

・補助期間終了後の継続発展に向けた取組

本事業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」が本事

業を含め、大学の国際交流を推進していく体制にある。また、本事業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。 

これらを前提として、補助金期間終了後の体制については今後検討することとしている。 

・学内外への波及効果

平成 29年 11月に Raffles College of Design and Commerce（オーストラリア・シドニー）の教員

2人と国内学外学修プログラムの受け入れ先担当者 1人を招聘し、「国際シンポジウム」を実施した。

これにより本事業の活動内容やその意義を広く外部に発信することができた。 

また、平成 29年 11月に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。これにより

効果的な学修機会を提供し、事業を推進させるための取組改善につながる意見を得ることができた。 
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（テーマ：Ⅳ 、大学等名：武蔵野大学 ）

.【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本学における大学教育再生加速化プログラムの目的は、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、②グローバル人材、③地域貢献型人材を育成することである。そのため、

平成 27 年度から 1 年生全員を対象とし、第 2 学期を中心に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」（以下長期 FS）を実施している。これにより、先の 3 つの人材の育成に必要且

つ、将来の変化の激しい社会環境や雇用状況の変化にも対応できる、主体性や問題発見・解決能力等

の汎用的能力を磨き、伸ばすことを目指している。 

学内の実施体制については、学長直轄の組織である「教育改革推進会議」とその小委員会を軸に本

事業（教育改革）を推進した。小委員会では「自立的学習者育成」「アクティブな学び」の具現化を

目指し、トライアル授業を運営支援、試行的実施を展開した。また、学外学修プログラム受講者の成

績推移や学生生活実態調査等から、成長実感や活性度等について検証可能な体制を構築した。上記に

加え、平成 29年度より FS 小委員会を設置し、年 6回開催した。FS運営に係る課題や対応を議論し、

より機能的且つスピーディーに運営する体制とした。更に、平成 30 年 1 月より学外学修推進センタ

ーを設置し、質・量ともに充実した FSの実施と、プログラムの発展稼働を目指した体制を構築した。 

中心となる取組である、全学部 1年生全員必修（薬学部除く）の FSについては、平成 29年度の長

期 FS のプログラム数を昨年度 16 から 59 に増やし、長期 FS 参加者 386 名、短期 FS 参加者 1,700 名

以上を学外に送り出し、連携先と協働しながら相互の目的達成に資する活動を実施した。学生が自主

的に参加するプログラムを選択し、事前学修を通して主体的に活動に取り組む意識と姿勢を涵養し

た。また、それらの事前学修を踏まえて、現地での調査・研究活動を体験し、そこで培った様々な知

見を基に、連携先にプレゼン（レポート・提言）を実施した。長期の学外学修プログラムの拡充によ

り、主体的に取り組む機会や問題発見する機会等が増え、連携先へのプレゼンもより効果的なものと

なった。 

取組の成果については、FSに参加した学生、活動・協働先、指導教員にアンケートを実施し、学修

効果を検証した。本学 DPを踏まえて FS参加学生に求める成長指標等を定義し、FSの事前と事後で実

施した学生アンケートでは、「自発的に踏み出す力」や「自らの考えを表現・発信する力」の成長を

実感している学生が多いとの結果が得られた。また、活動・協働先へのアンケートでは「地域にはな

い若い目線での企画・提案が得られた」「学生の SNS での情報発信等により地域の PR になった」「移

住促進（地域への関心）の可能性が得られた」等の意見があった。更に、参加学生、活動・協働先、

指導教員のアンケート結果を踏まえ、大学担当者が直接現地に複数回赴き、互いの到達目標やプログ

ラムの設計詳細、危機管理等について振り返りを行い、改善点を共有し、次年度に向けたプログラム

の発展を目指した。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組については、学長直轄の組織である教育改革推進会議と、

平成 30 年 1 月に設置した学外学修推進センターを中心に、現状の課題である①活動先の開拓、②科

目履修の学内調整、③プログラムの質保証、④規模に応じた運営推進の教職協働体制の構築等、の解

決を図りながら、補助金終了後の新たな運営推進体制を構築し、全学的な特色ある取組として発展的

に FSを推進していく。また、同窓会組織等と協議のうえ、大学内の FS基金設置を検討していく。 

学内外への波及効果については、全学的な FD を年 4 回実施した中で学外学修プログラムの導入効

果等について、理解を促進した。併せて 3月には公開シンポジウム「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〜」を実施し、その報告と成果の一部は、「平成 29年度学外学

修プログラム事業報告書」に記載し、学外への成果の発信を行った。また、学生が活動中に Facebook

に取組内容を掲載し、その Facebook を本学ホームページ上へ公開することで、学内外のステークホ

ルダーの当該取組みに対する理解を促進した。
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：東京工科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

本補助事業全体の目的は、東京工科大学型コーオプ教育プログラムを通じ、学生の主体的学修を促

すことで本学の基本理念に沿った人材の養成である。平成 29 年度の事業の進捗状況は以下のとおり

である。 

学内の実施体制については、平成 27 年に工学部が開設されたことに伴い、東京工科大学型コーオ

プ教育の運営を行うコーオプセンターを開設し、学生への事前・事後教育、コーオプ実習中の就業安

全管理、企業開拓等を実施している。コーオプ教育を円滑に実施するため、月に 1度コーオプセンタ

ー運営連絡会を開催し、コーオプ教育全般の運営・管理を行っている。コーオプセンター運営連絡会

のメンバーは、工学部長、コーオプセンター長、工学部教務委員長、工学部各学科のコーオプ担当教

員、業務委託企業、事務職員で構成されている。また、平成 29 年 12 月には、学外の有識者 6 名の委

員で構成させるコーオプ教育評価検討会を開催し、補助金を使用して実施しているコーオプ教育プロ

グラムは良い成果がでており、順調に実施されていると評価をもらった。 

本事業の中心となる取組は、2 カ月に渡る就業体験と実習前の事前教育、実習後の事後教育からな

るコーオプ教育プログラムである。平成 29年度には、学生に対する学外就業体験の事前授業として、

1 年生を対象とした企業や経済に関する科目「コーオプ企業論」やグループワークを主体とした科目

「コーオプ演習Ⅰ」に加え、実習を間近に迎える 2年生に対する「コーオプ演習Ⅱ」といった事前教

育を行った。 

取組の成果として、本年度は、前期に電気電子工学科 3 年生 136 名、応用化学科 3 年生 77 名、後

期に機械工学科 2 年生 91 名の計 304 名が 2 カ月に渡る有給の就業経験（「コーオプ実習」）を行った

ことがあげられる。学生の実習中には、教職員が実習企業を訪問するとともに、コーオプセンターと

して業務委託企業と協力し就業安全管理を行い、全員が無事に実習を終了した。コーオプ実習を実施

する前の期末には、学生と企業担当者が一堂に会し顔合わせ会を行い、その後実習受入企業担当者と

本学教職員の情報交換会を開催した。ここでは、受入企業担当者と本学教職員が単に連絡先を交換す

るだけではなく、本学の教育内容の紹介や大学への要望など様々な意見交換が行われた。コーオプ実

習後には、学外就業体験の事後授業として、「コーオプ演習Ⅲ」を履修し、学生は、自己分析、実習中

の成果をまとめ、成果発表会で発表した。成果発表会では、コーオプ実習受入企業担当者を中心に 128

社 183名の方が来場し、学生は、実習成果を 1枚のポスターにまとめ発表した。 

補助期間終了後の継続的発展に向けた取組については次のとおりである。本学で実施しているコー

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、応用化学科のカリキュラムに必修科目

として配置されている。また本学工学部では、サステイナブル工学、グローバル教育、コーオプ教育

を３つの特長としており、補助期間終了後の継続性は担保されている。平成 27年度開設の工学部は、

平成 30年度に完成年度を向かえることから、これまで実施した事前教育・2カ月に渡る就業体験・事

後教育の実施内容についてコーオプ運営連絡会や工学部教務委員会等で検討を行い、改善を行う。 

学内外への波及効果としては、まず、他大学や地方公共団体などの複数の調査・講演依頼を受け、

本学の取組を紹介していることがあげられる。学生を 2カ月もの間、有給の就業体験を必修科目とし

て実施している本学の取組は多くの注目を集めていると考えられる。本学の取組内容については、本

学のホームページを通じて、コーオプ教育の取組を紹介するとともに、コーオプ教育を紹介するパン

フレットを作成し、コーオプ教育を紹介している。また、平成 29年度には、毎日新聞 Web版（7月 5

日、12月 15日付）や朝日新聞出版が発行する AERA MOOK就職力で選ぶ大学 2018に本学のコーオプ教

育の取組が紹介された。この他にも平成 29年 10月には、一般社団法人日本包装機械工業会が主催す

る JAPAN PACK 2017に出展し、加盟企業や来場者に対する本学コーオプ実習の取組紹介や平成 29年

12月には、新潟大学主催の AP事業テーマ IV「ギャップイヤー」シンポジウムに共催し、コーオプセ

ンター長が事例発表を行い、本学の取組や成果の波及に努めている。
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：浜松学院大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制について 

本事業の運営主体は 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」、「事前学習」、「事後学習」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、本事業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。 

中心となる取組について 

取り組み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。平成 29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。 

取組の成果について 

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習を目的とした 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。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組について 

本事業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、本事業の実施科目である「長期学外学修」「事前学習」「事後学習」も引き続き実施し

ていく。また、本事業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」は、本事業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いることから、補助期間終了後も大学は引き続き支援を

強化していく。 

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)までの期間には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）。10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、平成 30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、平成 28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。 

学内外への波及効果については 

AP採択校として、他大学及び地域に対して、シンポジウムを実施する。また、新聞やラジオにて、

フィールドでの学生活動が取り上げられることにより、本事業を周知させることができた。
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：長崎短期大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

⑴ 学内の実施体制

平成 28年度に導入した 8タームの学事暦とギャップイヤーが完成し、2年間の教育課程での成果

と課題が明らかになり、それに伴い大学改革委員会を中心にカリキュラムや 3ポリシーの見直しを

行うことができた。Awesome Sasebo! Project推進室を学内の国際交流・地域連携委員会の下に設

置し、月１回の会議で各学科の学外学修活動状況を報告・情報共有することで、地域活動等の推進

を行っている。各学科が実施した活動内容は、毎回報告書を提出し、ホームページにも掲載し広く

学内外に広報を行っている。 

⑵ 中心となる取組

国際コミュニケーション学科においては、平成 29年度のギャップイヤーの期間に、3ヶ月留学に

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

が参加した。保育学科、食物科においては、各学科で実施する学外実習に加え、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き

できた。他機関主催の FD/SDにも 5回参加し、着実に能力向上につなげることができた。 

⑶ 取組の成果

ギャップイヤー活動、学外学修プログラムが充実するに従い、学生のキャリアや進路に対する意識

が高くなっており、その結果として、早期の就職活動への取り組みと内定獲得、国内外の 3 年次編

入、海外への長期留学などが見られた。 

同時に、国際コミュニケーション学科の学びの中心である語学教育においても、学外で外国人（英、

中、韓）と接する機会が増え、語学への興味関心や語学学修へのモチベーションが高まり、ギャップ

イヤー終了後において、全体的な学修意欲が高まり、定期的に実施している CASEC 英語テストの

スコアが上昇し、各言語の検定合格率も高くなった。

⑷ 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

補助期間終了後も継続的に遂行できるよう、資金面においては平成 30 年度に 1/3、平成 31 年度

には 1/2、本学の自己負担で事業を推進する体制を構築している。 

⑸ 学内外への波及効果

学外学修関連学会（日本インターンシップ学会第 18 回大会・日本インターンシップ学会九州支

部第 19回研究会・AP事業テーマⅣ採択校シンポジウム・第 38回短期大学の将来構想に関する研修

会・AP事業全テーマ合同報告会）で、インターンシップの取組内容や教育成果を発表し、本学の取

組を学外に波及することができた。また 2月に地域市民をはじめとしたステークホルダーを招き、

学内で成果報告会を実施し、4件のステージ発表と 15件のポスター発表を行った。学生 218名が参

加し、学科をこえた教育活動の情報共有がはかられ、各事業の発展へとつながっている。 

また SNSやパンプレット等を利用し、本取組の有効性を学内はもとより、学外のステークホルダ

ー（地域社会、高校、大学、企業など）へ積極的に発信を行っている。他大学・短期大学からも本

学取組への視察等の依頼もあり、今後も情報発信を積極的に行う。 

平成 30年度には、福岡女子大学と宇部高専との、合同シンポジウムを学生主体で計画している。

今後も他大学とのコラボレーションを行い、学生同士の交流や他大学との情報交換を通して学外へ

の波及を行う。 
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（テーマ：Ⅳ、大学等名：宇部工業高等専門学校 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】校長を筆頭に教務主事，留学交流室長，キャリア支援室長らにより組織される「長

期学外学修プログラム推進室」が事業進捗をチェックし，事業の方向性を検討・決定する。また，実

務レベルで本事業を統括・推進する組織として AP ワーキンググループを設置し，留学交流室が海外

研修・海外インターンシップ推進を，キャリア支援室が長期インターンシップの開発および事前・事

後指導を，そして教務部は長期学外学修プログラムを教務的観点から管轄する。さらに，海外研修を

担当する特命准教授（１名），長期インターンシップ・地域教育を担当する教育コーディネーター（２

名）および AP 事務全般を担当する事務補佐員（１名）といった専門スキル保有者を雇用し，事業推

進を図っている。さらに，学外有識者で構成する外部評価委員会にて本事業に潜在する課題について

意見を求め，PDCAサイクルに沿った事業改善を実施している。 

【中心となる取組】クォーター制（４学期制）の導入，長期学外学修としての長期インターンシップ

および海外体験プログラムの開発・実践，およびこれらの事前教育に該当する地域教育である。 

【取組の成果】まず４学期制の導入が挙げられる。４学期制導入により短期集中型学習による知識定

着率向上および長期学外学修への参加促進が図られた。さらに４学期制を活用した教育改革を進め，

平成 30年度より教育課程を改定する予定である。地域教育は１年間を通した取組であり，平成 29年

度は４テーマ・16チームによる地域課題解決型プロジェクトが実施され，学生の問題解決能力・説明

能力が向上した。また，小中学校への「ものづくり」教育の提供および放課後学習支援を継続的に実

施した結果，学生の自主性・計画性・傾聴力が伸長した。長期インターンシップに関して，19機関に

て 30名（本科生 22名，専攻科生８名）が実習を行い，その成果をインターンシップ報告会にて他学

生と共有するとともに，長期インターンシップ先企業紹介パネルを作成した。国際交流では，主にア

ジア・オセアニア地域に展開する学術交流協定校を中心に計 84 名の学生が語学研修，異文化交流，

共同研究を実施した。これら参加学生のうち低学年生（１～３年生）が 68%を占める点が特徴的であ

る。また，海外研修の実施にあたり，JASSO，トビタテ！留学 JAPAN ならびに本校国際交流支援基金

といった奨学金制度を活用し，一人当たり平均 11.4 万円の支援を行った。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】海外体験実施のための新規派遣先開拓は平成 29 年度ま

でとし，平成 30 年度以降は留学交流室に蓄積されたノウハウを活かしつつプログラムの質向上に努

める。また，派遣先を維持するため他高専の有する完成済み派遣プログラムを相補的に活用しつつ，

長期学外学修の要件に見合う渡航先を選定し，交流先を確保していく。さらに学生の英語力向上のた

め実施していた学生向け English Café について，経費低廉化および学習効率向上を両立させる目的

から，平成 29 年度より学術交流協定校であるマラ工科大学および文藻外語大学外国語学科(英文系)

の学生を講師役としたオンライン英会話システムへ移行した。長期インターンシップにおいて，その

実習先は当初計画どおり約 50 機関に達し，実習プログラムモデルを構築できた。今後は「キャリア

アドバイザ教員養成のためのワークショップ」実施による学内人材育成および本校キャリア支援室に

蓄積されたノウハウの活用により，本事業の継続性および発展性を担保する。地域教育では，人材育

成経験が豊富な地域教育担当教育コーディネーターの下，地域教育アドバイザ教員（９名）が OJTと

して学生の指導に当たり，ファシリテーション能力向上を図った。 

【学内外への波及効果】平成 29年度全国高専フォーラム（平成 29年 8月 22日），大学教育再生加速

プログラム(AP) テーマⅣ「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」シンポジウム～長期学外学

修を通じて何が変わるか～（平成 29年 12月 4日）等，計４件のオーラルおよびポスター発表を行っ

た。さらに大学教育再生加速プログラム(AP)合同シンポジウム（平成 29 年 12 月 25 日）を近隣のテ

ーマⅤ採択校である徳山高専等と共催し，本事業の波及に努めた。以上の結果，学事暦の柔軟性を実

現できる４学期制に関して，これまで５校の高等専門学校から学事暦モデル，運用規定，運用上の問

題点など多様な問い合わせをいただいた。 
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（テーマ：V 、大学等名：山形大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

 山形大学では、教育効果の最大化と教員組織の効率化を図るため、平成２７年度から学術研究院を

設置し、全ての教員の所属を学術研究院とし機動的な人員配置を行う体制を構築した。あわせて、各

学位プログラム、教員、授業と教育リソースを全学横断的に有機的に結合した。また、学長主導の全

学教学マネージメント体制を実現し、迅速な意思決定を可能とするために、平成２８年度から基盤教

育院を発展的に改組して学士課程基盤教育機構を設置し、学部横断的に教育を実施する体制を整え、

本組織体制は平成２８年度で完成した。 

【中心となる取組】 

（１）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。 

（２）平成２８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つのテストを平成２９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。 

【取組の成果】 

（１）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。 

（２）１年生４月当初に３つの基盤力テストを完全実施した。１年終了時の基盤力テストは２年生当

初の平成３０年４月に実施する体制を整えた。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。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

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り組み

を行ってきた。補助期間終了後においても、各取り組みにおけるＰＤＣＡサイクルを回し、改革し続

ける態勢が整っている。 

【学内外への波及効果】 

 基盤力テスト実施体制の完成後、基盤力テストの各項目と評価内容や手法等について公開していく

予定でおり、大学間連携共同教育推進事業の連携校やＦＤネットワーク“つばさ”加盟校に参加や試

行を呼びかけ、連携ＦＤ及び連携ＩＲの一貫として実施する。また、保護者を含めたステークホルダ

ーで構成された協同的な外部評価体制や、山形大学アライアンスネットワークの活動について、全国

の大学関係者の見学を受け入れるとともに、教育関係の全国会議や学会で発表していく。このほかの

取り組みについても、ウェブページで公開していくとともに、見学の受け入れ、ワークショップや会

議などでの発表を通して、全国の大学への波及をすすめる。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：茨城大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 
全学的な観点から、教育・学生支援活動を総括的に行う全学教育機構の中に総合教育企画部門を設

けて、内部質保証システムの構築と運用を行う体制が整備され、本事業の実施も担当している。本部
門に、専任教員 2名、職員 2名を配置、このほかに各学部の教育改善担当者も参画している。 
中心となる取組 
①３つのポリシーに基づく教育活動の実施

教育３ポリシーを公表するとともに、新入生に「コミットメント・セレモニー」「大学入門ゼ
ミ（必修）」などの教育活動を実施した。

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
農学部では複数の科目で試行導入したルーブリックの知見を活かし、卒論ルーブリックの先行

運用を開始した。また、H28年度に実施した調査を基に、入学時から各学年、卒業時、卒後 3年後
など連続した学修成果（DP修得度）の推移についてまとめ、H29年 11月の全学会議等で情報共有
を図るとともに、各学部等の FDで活用した。 

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
学生の学修成果をレーダーチャート等で可視化し、各種調査（新入生、学生生活実態、卒業

時、卒後 3年、企業等）結果の概要をまとめ本学の AP事業 webサイトに掲載した。H29年 12月に
は、調査協力企業および卒業生にレポートを作成して送付するなど、学修成果を学内外に提示し
た。また、新教務情報ポータルシステムの運用準備を進め、H29年度内に旧システムから新システ
ムへのデータ移行を完了した。レーダーチャートなどで学修成果を可視化する機能、振り返りを
行う機能を実装し社会に提示するための手法を開発した。

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
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（AB）を、全学部とも 2回もし

くは 1回開催し、学修成果の測定結果などを提示し、学外の関係者から内部質保証システムや卒業
時の質保証の方法などについて助言をうけた。特に H30年 2月から 3月にかけて実施した ABでは、
全学部において、カリキュラムの点検を実施した。 

取組の成果 
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、これらの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修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。十分な取り組み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。今後導入を進める他学部の指針とすることで、より優位なルーブリックの検討を行うこ
とができる。また、本部門から各学部に 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。

③ 学修成果に関する数値情報を集約し、人材育成 Annual Report（学修成果ファクトブック）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、学生が学習状況を把
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。

④ 理学部の AB では、アクティブ・ラーニング科目数は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。

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 
アクティブ・ラーニングと PBLの強化、地域志向教育の推進、実践的英語教育を含むグローバル化

教育の展開などといった本学が目指す固有の教育についても、内容の理解や教育方法の開発が不可欠
である。そのため、全学及び学部毎の FD・SD 研修会を計画的に開催し、これらに対する全学的な理
解を継続的に強化する。また、４階層質保証システム、人材育成 Annual Reportの発行、評価助言委
員会（AB）による外部評価などの本事業内容については、茨城大学の本来の教育システムに組み込ま
れているため、補助期間終了後も改善を図りつつ継続する。 
学内外への波及効果 

H29年 8月 23～25日、大学評価コンソーシアムが開催した「大学評価・IR担当者集会 2017」の IR
初級/初心者セッションに本学 AP事業の成果を提供した。10 月 28日に高知大学と共に「卒業時の質
保証の取組の強化」のシンポジウムを開催し、本学における IR の実践的手法について報告するとと
もに、ポスターセッションでは、10 団体を超える大学関係者等の各々に要望される情報を提供でき
た。また、鳥取大学、石川県立大学、愛媛大学、私大連盟等の要望に応じて、FD セミナー等に講師を
派遣し、４階層内部質保証およびそこへの IRからの支援モデルについて本学 AP事業の成果を発表し
た。  
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：東京外国語大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

 学部 PODS 部会が、毎月、定期部会を開催し、言語力/専門力/行動・発信力の各サブ部会の進捗を

集約すると同時に、全体的な課題の調整に努めている。学部 PODS部会は、本部長（言語文化学部長）

が主催し、学部長、教育担当副学長、サブ部会長、学務部長、学務部各課課長からなり、決定事項を、

全学の総合戦略会議、学部教授会、事務各課に、迅速に伝達・指示できる仕組みとなっている。 

【中心となる取組】 

事業では、 

１）全学ディプロマ・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・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）」で可視化し、就職活動時には「学修活動履歴書」として配付し、卒業時には「多言語グローバ

ル人材ディプロマ・サプリメント」として交付する、という連続する 2つの取組を進めている。

【取組の成果】 

 約 2年間の実施を経て、次のような成果をあげた。 

（成果１）言語能力の客観的評価の定着：本学は英語以外の諸言語について、ヨーロッパ言語共通参

照枠（CEFR）に準拠した、CEFR-J基準を作成し、その評価システムの開発を進めている。平成 28年

度の被判定者は専攻言語が英語の者に限られたが、平成 29年度秋に、3年次学生の専攻言語の達成度

について、CEFR-J基準に従った達成度評価を実施した。また、平成 29年度末に、1年次学生、2年次

学生に対して、CEFR-J基準に従う評価を実施した。 

（成果２）ディプロマ・サプリメントに対する企業のニーズの把握：本学卒業生が多く就職している

企業に対し、本事業の取組についてニーズ調査を実施し、本事業の社会での受け止め方を把握した。 

（成果３）学修活動履歴書の配付：学生が自身の学びの振り返りとして行う学修活動記録「TUFS 

Record（たふれこ）」と企業側（社会）に向けて示す証書としての「多言語グローバル人材ディプロ

マ・サプリメント」の使い分けについて検討し、学生が就職活動を行う際には、企業ニーズの高い項

目を中心に記載した「学修活動履歴書」、卒業時には公的に保証できる情報を記載した「多言語グロ

ーバル人材ディプロマ・サプリメント（日英両言語）」を配付することとした。これをうけ、平成 29

年度より、3年次学生（平成 30年度卒業予定者）を対象に、「学修活動履歴書」の配付を開始した。 

（成果４）ディプロマ・サプリメントの配付準備：卒業時に配付するものについては、本学卒業生が

グローバルに活躍していることも踏まえ、すでに欧州で普及が進む、ディプロマ・サプリメントの方

式に準拠した形式（英語／日本語）を採ることを決定し、日英両言語のディプロマ・サプリメントの

作成を進めた。 

（成果５）本事業の学外への普及促進：CEFR-J基準については言語教育のスタンダードとして、外大

連合を中心に、学外での普及促進に務めている。また本事業のホームページを通じて情報共有を進め

ている。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

本学教育の根幹をなす事業であることから、補助期間終了後も継続して実施することは教育アドミ

ニストレーション・オフィス、及び全学の総合戦略会議で決定している。すでに一部の事業を、本学

の基金により運営するなどし、経費面での継続体制を検討している。 

【学内外への波及効果】 

 本学の事業については、シンポジウムでの事例発表を通して本学の取組の成果と課題を積極的に共

有している。またホームページや雑誌媒体での情報発信も強化した。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：高知大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

【学内の実施体制】 

平成 28年度に設置した、副学長兼理事（教育・国際担当）を本部長とする「大学教育再生加速プロ

グラム事業実施本部」を中心に、「同事業実施本部会議」、「同事業推進委員会」、「大学教育創造センタ

ー教育企画会議」及び各学部内の「教育ファシリテーション委員会」を継続開催し、学長のリーダー

シップの下での全学的な推進体制を強固なものにした。これら全学的な組織で事業の進捗状況を共有

しながら自己点検・評価を行うとともに、外部評価委員会（平成 30 年３月開催）による事業検証を

行い、学内外の二重の評価体制で、客観的視点をもって本事業を着実に遂行した。 

【中心となる取組】 

Ⅰ．教育改革に向けた意識改革 

平成 28 年度に引き続き、全教職員参加型の授業公開週間「FD・SD ウィーク」を実施した。本取組

では、コメント入力やフィードバック等、授業公開者と参観者の双方向のやり取りが可能な Webシス

テムを導入した。さらに、学生面談に関する FD を積極的に行ったほか、グッドプラクティス集の刊

行や、FDコンテンツを自由に閲覧することができる教職員プラットフォームの構築を行った。 

Ⅱ．ディプロマ・ポリシー（DP）に基づく多面的評価指標の開発 

本学教員、企業及び高等学校関係者等で構成する「多面的評価指標開発研究会」において、多面的

評価指標の妥当性の検証や、社会が求める人材育成のための教員の指導法についてチューニングを行

った。また、学修成果の可視化のため、e‐ポートフォリオの開発を推進し、ディプロマ・サプリメン

トの開発・運用について検討を行った。

Ⅲ．地域・社会との協働による学生の成長の検証

量的調査として、全学部統一の書式による卒業生及び卒業生就職先への調査を実施し、質的調査と

して、卒業生とその就職先の上司 29 組（高知県と首都圏）にインタビュー調査を実施した。これら

の調査により、学生が大学で修得する知識・経験と社会が求める能力の相違について検証を行った。 

【取組の成果】 

Ⅰ．「FD・SD ウィーク」専用 Web システムの運用により授業公開者と参観者が相互的に授業内容、

学修環境等の理解を深めたことが確認できた。また、学生面談に関する FDは、前年度の 19名を大幅

に上回る 371 名（教員 346 名、職員 25 名）が参加し、面談技法を共有化することで全学的な学生支

援力の向上のほか、本学の教職協働の強化と組織的な教育活動の改善を促進する成果となった。 

Ⅱ．「多面的評価指標開発研究会」での意見を踏まえ、「10＋１の能力に関する到達度評価実施要項」

を策定し、平成 30年度からの本格実施に向け体系的な評価体制を整備した。また、e‐ポートフォリ

オ上の学修情報を集約した「ポートフォリオサマリー（プレ・ディプロマ・サプリメント）」を開発

し、学生が日常的に振り返りを行い、自律的に PDCAサイクルを回す支援ツールとして位置付けた。 

Ⅲ．卒業生とその就職先の上司へのインタビュー調査の結果から、首都圏と高知県によって求める

人材要件に相違があるという重要な示唆を得ることができ、この成果を学内外に広く周知した。 

【補助期間終了後の継続発展に向けた取組】 

 e‐ポートフォリオの継続的な運用、社会との接続を考えた多面的評価指標の改善、卒業生調査等

のデータ分析を行うことで、各種取組の改善を図り、補助期間終了後の継続発展へとつなげる。 

【学内外への波及効果】 

平成 29 年度は他大学との共催によるシンポジウムを首都圏で開催したほか、四国地区大学教職員

能力開発ネットワーク（SPOD）や大学教育研究フォーラムでのポスター発表により積極的に成果を公

表した。また、本学で開催した全学 FDフォーラム等において、本事業で得られた知見・成果、他大学

の実施状況等を学内に公開したことで本取組への理解が一層深まった。また、本事業のホームページ

を定期的に更新し、各種取組の報告も行っており、他大学からの訪問調査にも対応した。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：鹿屋体育大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 本事業では「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、DP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。 

 学内の実施体制については、教学担当の副学長の下で、教育企画・評価室が学修成果や学修行動の

可視化、教育改善のシステムづくりを関係委員会等と連携しながら進めている。そのようなことから、

教育企画・評価室では、教学改善に関連する教務委員会、入試委員会、FD推進専門委員会及びキャリ

ア形成支援室からの委員で構成している。また、教育企画・評価室が全学的な教育改善の取組を果た

せるように、大学の運営企画等を検討する運営企画会議に教育企画・評価室長も参画するようにして

いる。 

中心となる取組については、DPに関わる学修成果や学修行動の可視化と学修・教育改善が継続的に

行える環境・仕組みづくりである。前者は４つの可視化を行っている。①科目群毎や DP で目指す 12

の資質・能力に関する授業科目の GPAを可視化すること、②標準化された「汎用的能力テスト（PROG

テスト）」を柱とした学修成果を可視すること、③本事業で開発する「プロフィール型テスト」等を手

がかりにスポーツ指導力の学修成果を可視すること、④学修行動、学生生活や運動部活動を可視する

ことである。学修・教育改善の環境・仕組みづくりでは、FD推進専門委員会と連携し、授業改善の手

がかりとなる「授業評価アンケート」の改訂や学生が学修行動を振り返る「学修ポートフォリオ」の

環境づくり（Web学修ポートフォリオは平成 30年 4 月より運用開始）、さらには卒業生からの教育改

善課題等を把握する調査の仕組み作りを行った。 

 取組の成果については、①科目群毎に加えて、ディプロマポリシーで目指す 12 の資質・能力毎の

GPA を可視化したことで、学生・教員ともに授業科目と学びの成果との関係を意識することができ、

振り返りや改善策の検討を行えるようになった。②「汎用的能力テスト（PROG テスト）」の学年進行

に伴う変容を可視化したことで、学生が自らの社会人への成長を意識することができるようになり、

振り返りや改善策の検討を行えるようになった。③開発しているスポーツ指導者のための「プロフィ

ール型テスト」の試行により、指導プロフィールを明らかにするばかりでなく、テストに回答するこ

とで学生自身のスポーツに対する倫理観や価値観について自己反省や啓発を促すことができた。④授

業外での学修時間の少なさや主体的な学びの取組を可視化し、NIFS-AP News レター等により周知す

ることで、学修行動及び態度の改善や授業改善の一助とした。また、課外活動における部活動の汎用

的能力改善への波及についても、約 20件事例的に明らかにすることができた。  

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組としては、学修成果や学修行動に関わる調査、可視化や学

修ポートフォリオの運用に関わる人的な負担が軽減できるように、教学システムの改修や Web上での

運用が出来るように環境整備を行った。また、実施費用がかかる汎用的能力テストは、全学年で実施

し、効果測定に有益な学年（１年次前期と３年次後期）を選定した。該当学年以外においては簡易テ

ストで可視化する方向とした。

学内外への波及効果については、本事業で開発している「理想的な指導者を基本としたプロフィー

ル型テスト」の開発を通じて、学外者 500名の指導者の協力が得られるとともに、その必要性につい

ても理解が得られている。今後、スポーツ指導者養成団体や各大学における教養体育、教員養成、様々

なスポーツ指導者の養成や再研修で活用できるものとなるように整備する予定である。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：大阪市立大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度の事業の進捗状況について、以下の通り、概ね順調に進んでいる。 

「学内の実施体制」については、平成 28年度に構築した AP事業の推進体制（学長をトップとした

ステアリング委員会、AP事業部プロジェクト推進委員会と 4つの推進チーム）のもと、事業を実施し

た。平成 29年度は、内部質保証総合活用スキームの構築・運用の起点となる「学修支援推進室（通称：

OCU ラーニングセンター）」を正式稼働させ、人員スタッフの育成・学内関連部署との連携体制確立・環

境整備も含め、学生の自律的学修を促進するための体制を確立させた。 

「中心となる取組」については、〈OCU指標チーム〉で、計画通りに経済学部での OCU指標の先行導

入および全学共通教育科目の成果配分値を決定、システム構築の取組を進めた。〈学修推進チーム〉で、

学修支援推進室を中心に、学生の自律的学修を促すための取組を各種行った。具体的には、一般的な

学修相談に加え、他組織との連携の下、学内ニーズの高い英語と数学の学修相談を開始した。3 月に

は、学生の利便性を考慮し、図書館に出張所を開設し学修相談を開始した。SA（スチューデント・アシス

タント）制度を AP 事業への採択を契機に新設し、学修支援推進室が中心となり SA 業務のマニュアルや

研修プログラムを開発した上で TA/SAを募集し(年 4回）、教育支援者かつアクティブラーナーとなる

学生の育成と組織化を図った。TA/SAが教員や学修支援推進室勤務の PDと協力し、自律的学修促進の

ための補助学修教材「学びの Tips」開発や各種の学修･教育支援セミナー・イベントの企画・実施、

教育支援ツールの改良など、学生ニーズに基づく学修支援･教育支援の取組を進めた。〈教学 IRチーム〉

は、各種調査を計画通りに実施・分析した。大学・高校・自治体・産業界等有識者からなる外部評価

委員会を設置･開催し、委員からの指摘事項を次年度の計画に反映させた。〈FD・SD チーム〉は、FD 研

究会等を計画通りに開催するとともに、SDの実施情報の集約化と精査に取り組んだ。 

「取組の成果」については、経済学部での OCU指標の試行的運用の開始と全学共通教育科目での OCU

指標配分値の決定をすることができたことで、OCU 指標による直接評価の全学的展開への基盤を築く

ことができた。学修支援推進室における学修相談ではのべ 201件の利用があった。自主学修教材「学

びの Tips」を計 17種発行し、学修支援推進室や図書館に配架し広く利用を可能にした。学修･教育支

援イベントも実施し（計 7 回)、Tips の活用方法も具体的に説明するなど、自律的学修や能動的学習

型教育の促進支援を行えた。各種調査結果と学修相談を踏まえ、学生の学修状況の把握および本学で

の教育支援ニーズを把握することができ、次年度以降の取組企画に反映させることができた。これら

全成果(や途中経過)を、全学 FD事業（計 5回)を通じて学内外に周知できた。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」については、平成 31年度に設置予定の「基幹教育機構

（横断型教育機構）」への統合を見越した事務体制を敷くとともに、本事業の取組を確かに本学に根付

かせるよう、学内の既存組織や授業との連携強化を図っている。現在は、学修支援推進室および教員

と協力して行っている各種の取組を、学生自身によって自律的に進めることができる持続可能な体制

を補助期間中に構築すべく取り組んでいる。 

「学内外への波及効果」については、学内への波及効果は、第一に SA 制度の新設が挙げられる。

本事業のセミナーやシンポジウム・FD 研究会等を全学 FD 事業として位置づけ、学修支援推進室が開

発した学生の行動分析に基づく広報スキルを用いて、効果的に本事業の理念や取組を全学で共有･周

知することで、全学的に質保証および学生の自律的学修促進に取り組む意識を高めた。また、上述の

教材開発や学修相談・セミナー等実施により、学生の自律的学修も促進されつつある。学外に対して

は、本事業 HPを作成し、本学 HPおよび AP事業 HPへのリンクを通じて本学の取組を発信した。公開

シンポジウム等の開催やシンポジウム等への参加・報告、他大学への聞き取り調査、取組成果の出版

等を通じて、多数の大学や関係者に対し、本学の取組成果を公表する機会を創出し、課題と解決方法

を共有した。また、オープンキャンパスでは、参加高校生とその保護者に対し本事業の取組を周知し、

高大接続を意識して自律的学修への意識を高めることができた。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：兵庫県立大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１．学内の実施体制 

本事業は、H28 年度に環境人間学部ＡＰ委員会を設置し、同学部をモデル学部として取り組みを

開始している。そこでの成果について、適切に評価・見直しを行いつつ、全学共通教育をはじめ

として全学的な教育改革の展開につなげていく。 

２．中心となる取組 

① アセスメントテスト PROG、学生が自分自身の資質・能力を把握する基礎力ルーブリック、学生が

自分の力を把握し、目標に向かって学修計画を立てるポートフォリオ・システム(WEBポートフォ

リオ)を活用し、学生の自律的な学修を促す支援を実施した。

② AP（アドミッションポリシー）に沿った推薦入試の方法と面接補助ツールを開発し、教員向けに

推薦入試の方法、面接補助ツールのレクチャーをする FDを行った。

③ 本学の教育改善につなげるために卒業生追跡調査や卒業生在籍企業調査等、各種調査を実施し

た。

３．取組の成果 

① H29 年度１年生に対して、アセスメントテスト PROG、基礎力ルーブリック、WEB ポートフォリオ

を活用しながら学修支援を実施し、約７割の学生から、自分自身で自律的に学修をしていくこと

の必要性を認識できたという回答を得た。

② 新入生調査やアセスメントテスト PROG の結果を基に、アドミッションポリシーに掲げている学

生を入学させることができているかの検証を行った。検証結果を基に、推薦入試の方法と面接補

助アセスメントツールの開発を行い、教員に対して考案した、推薦入試方法のレクチャーを実施

した。

③ 卒業生在籍企業調査、卒業生調査等の各種調査を実施し、本学および環境人間学部の教育改善の

施策の根拠となる、調査結果を得ることができた。

４．補助期間終了後の継続発展に向けた取組 

H29 年度は、全学教育改革推進会議等で環境人間学部における事業の進捗を共有すると共に、補

助金終了後の全学展開に向けた議論を行った。大学改革における全学共通教育科目改編と、事業

終了後の全学的な展開を鑑み、本事業における基礎力ルーブリック作成、授業手法アンケート等

を実施・検討した。 

５．学内外への波及効果 

① パンフレット、HPによる広報活動

本事業の取り組みを記載したパンフレットを学内（学生、本学の教職員）、学外（学校教職員、県

内高校、入学志願者、卒業生受入企業、地域、等）に対して、約 4600部配布した。HPを用いて、

日常的な事業の取組の発信を行った結果、HP を見たＡＰ事業の採択校からヒアリング調査を受

けた。

② シンポジウム等での成果発表

・ H30年１月に本学の AP事業の２年間の取り組みの成果を報告するシンポジウムを開催した。

高校大学、企業等の各方面から計 64名の参加があり、参加者に対するアンケート結果による

と 97%の参加者が本シンポジウムに対し肯定的な感想を持っていた。

・ H29年 10月の高知大学によるシンポジウム、および、H29年 11月の大阪市立大学による「第

15回ＦＤ研究会」とテーマⅤ第２回地域別研究会にて、本学の事業報告を行った。

③ 学術分野での成果発表

H29年 10月日本教育工学会研究会(17-4)、H29年 12月日本教育工学会研究会(17-5)、H30年１月

国際会議 HICE において、本事業の成果について発表し、学術分野でも取り組みについて波及を

行った。
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：千歳科学技術大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 本事業の到達目標は、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及びそれらの質保

証であり、平成 29年度は、特に CIST質保証マップ、ディプロマ・サプリメント等の具体的な検討を

目標の柱とした。 

学内の実施体制については、毎月開催される学事連絡会議において本事業の内容、具体的な目標な

どを教員間で共有すると同時に、全教員が参画する領域 WGも実施し（参加率は全教員の 100%）、CIST

質保証マップについて検討を行った。その検討結果については企画運営会議（教育改革推進委員会）

に適宜報告され、平成 28年度同様、学長・学部長主導のもとに全学で取り組んでいる。 

平成 29 年度に実施した中心となる取組は、CIST 質保証マップの策定に伴う具体的な検討及びディ

プロマ・サプリメントの基本フレームワークの検討である。CIST質保証マップは、学生が身につける

べき力という観点で項目を整理し、各項目で知識・技能・コンピテンシーを段階的に修得するための

ルーブリック指標を持たせたマップであるが、その妥当性については産業界と連携した社会連携 WG、

高等学校と連携した高大連携 WG、大学間連携共同教育連携事業の一環で連携している他大学との大

学連携 WG、外部評価委員会にて評価され、その結果を踏まえた改善がなされている。また、現状科目

のカリキュラムマップ及び当事業にて策定した CIST質保証マップを基に平成 31年度から順次開講を

目指した共通教育科目及び専門教育科目の教育カリキュラム改革案も策定することができた。ディプ

ロマ・サプリメント検討の状況としては、平成 28 年度に社会が要請するコンピテンシーを基に改訂

したディプロマ・ポリシーをベースとしたディプロマ・サプリメントの設計に着手した。はじめに、

ディプロマ・サプリメントの位置づけや効能について、まず学内社会連携 WG において議論を行い、

AP 採択校や社会連携 WG の企業担当者との間で意見交換を実施した。その結果、学修成果の履歴が可

視化できれば、学生・教職員・企業それぞれの立場から利用価値があるとの結論に達した。次に、デ

ィプロマ・サプリメントの基本フレームワークの検討を行った。CIST質保証マップに記述された各コ

ンピテンシーに準拠した「専門力」と「人間力」に関する項目に対して数値化を行い、学修成果が可

視化できるしくみにする方向性で決定した。また、数値化できない学修・行動履歴については、別途

一覧性のあるフォーマットで記述できるようにすることとした。今後は、この基本フレームワークを

基に、対象学生を絞った上で試験的な運用を開始する予定である。 

取組の成果として、CIST 質保証マップにて専門領域ごとにレベルを設定することにより社会のニ

ーズに応じた人材の育成に資する授業改善に繋げることが可能となる。また、ディプロマ・サプリメ

ントの基本フレームワークは「在学中に身についた能力」、「社会に出て必要なスキルや知識」の妥当

性について社会連携 WGや OB等にて検証することにより、精度の向上を図っている。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組として、本事業は、本学の中期目標に沿った内容であり、

大学として継続展開を図っていく。本事業での中核となる「CIST 質保証マップ」は、全教員参加に

よる FD の成果であり、平成 32 年度以降（事業終了後）も FD 委員会を中心に専任教員の教育活動

の一環で継続して内容の改訂を行っていく予定である。 

学内外への波及効果として、本事業で構築予定の「CIST 質保証マップ」は、理工系の大学で汎用

的な活用（参照）ができる可能性が高い。特に、「CIST 質保証マップ」をデータベース化して、e ラ

ーニング・e ポートフォリオ・授業ポータルと連動した情報システムとすることで、公開性・再利用

性がさらに高まる。さらに、「CIST 質保証マップ」は、理工系のみならず、情報系・医療系などの出

口が明確な領域を中心に拡げた場合にも、教育システム自体は本事業の成果を活用して再利用可能で

あると考えられる。 
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（テーマ：Ｖ、大学等名：東北公益文科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

ラーニングコモンズの利用促進、ルーブリックの試作、ステークホルダとの連携、AP事業の周知普

及、幹事校等採択校間の緊密な連携等に全学体制で取り組み、概ね計画通り推移している。 

■学内の実施体制：学長の強いリーダーシップの下、教育推進センターが事業推進体制の中心を担い、

全学体制で計画の遂行に取り組んでいる。主要事業は教育推進委員会（教育推進センター運営組織）

の各委員による担当制となっており、取組状況は毎月の委員会で進捗報告されたのち、定例教授会で

共有されている。また、事業関連の重要テーマ（質保証、学生支援等）を中心に FD(SD)での認識共有、

能力開発に努めた。平成 29 年度の FDは、全 15回のうち 9回で重点テーマを題材として実施した。 

■中心となる取組：ディプロマ・ポリシーの「4 つの力」の獲得状況を客観的に評価するためのルー

ブリック開発を進めた。前年度の学生向け調査で明らかになった学生の考える「4 つの力」の因子構

造を基に、FD(6月 21日開催)で「教員として獲得を求める力」について議論し、教育推進センターに

て検討し「4つの力」それぞれに 5つの評価の観点を設定した。これら 20の観点について教育推進セ

ンターでルーブリックを試作し、29 年度秋学期授業評価アンケートの項目に組み込み学生に自己評

価させた。この結果と 29 年 4 月に実施したアセスメントテストの結果を比較したところ、評価値に

差が出たため、ルーブリックの項目を調整し試案が完成した。平成 30 年 3 月 9 日に開催したルーブ

リック検討会では、完成した試案について産業界や卒業生から意見を聴取した。それぞれの尺度にお

けるパフォーマンスの表現方法や内容について意見をいただき、学生にとってよりわかりやすく、産

業界への連続性を持つルーブリックの開発が進んだ。具体的な意見反映の一例としては、「会話力」と

「セルフモチベーション」をそれぞれ「コミュニケーション力・発信力」「リーダーシップ」の評価の

観点として追加した。30年度以降は学生による自己評価等に活用し、引き続きアセスメントテストの

結果と比較して基準関連妥当性について検証していく予定である。 

■取組の成果：（上述「中心となる取組」を除く）

1）開設したラーニングコモンズは平日平均 44 名、試験期間中平均 100 人以上の学生が利用するな

ど、授業外学修を含む様々な学修活動の場の提供に寄与した。2）演習系科目を中心とした授業でステ

ークホルダの協力を得、共同で学生の教育を推進した。特に、プロジェクト型応用演習やインターン

シップでは学外から提供された課題に取り組むことで能力の向上が図られた。酒田市からの寄附(600

万円×5 年間)を得たことで、メディア情報コースの新設につながった。3）パンフレットや年次報告

書を作成して AP 採択校はじめ関係機関に配付したほか、河北新報に広告記事を掲載し、本学の取組

を含めた AP事業の内容について県内外に広く周知できた。4）FDを開催し学修成果の可視化の方法や

ラーニングコモンズ運用方法について学内の理解が深まった。5）各種研究会等に参加して他大学の

状況について理解を深めるとともに、本学の取組についても発表をすることで、情報共有を行った。 

■補助期間終了後の継続発展に向けた取組：事業採択以前より学長のリーダーシップのもと全教職員

で教育改革に臨んでおり、補助期間終了後も継続していく。外部評価委員会は事業終了後解散する計

画だが、内部の点検評価委員会で適切に評価を続け、PDCAサイクルを機能させる。事業終了後の人件

費やアンケート調査経費、アセスメントテスト実施費等は大学独自予算で計上予定である。 

■学内外への波及効果：自作クラウドポートフォリオは経費を抑制できることから、仕組みを公開す

ることで他大学の経費削減に貢献することも念頭に開発を進めている。事業採択後の成果は合同シン

ポジウム等への参加やテーマＶ地域別研究会での事例報告、年次報告書の発信、他大学からの視察受

入等を通じて着実に情報発信されている。・文部科学省支援事業採択数ランキング（AERA ムック「大

学ランキング 2018」）において全国私立大学では第 6位、東北・北海道私立大学第 1位、・本当に強い

大学総合ランキング“教育力”ランキング（週刊東洋経済「本当に強い大学 2017」）において全国国

公私立第 12位、私立文系大学で全国第 1位となっていることからも AP事業を中心とした教育改革が

学外からの評価を得ているといえる。 
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（テーマ：Ⅴ 、大学等名：東日本国際大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 事業の中核となる、ディプロマ・ポリシー実質化のための ICEモデル利用の、教務委員を中心とし

た実地検証期間が終了し、次年度（平成 30 年度）に向けた情報の共有と実装が進んだ。授業へのコ

ンピテンシーの埋め込みをサポート・統合しディプロマ・サプリメントへと集積させるシステムが稼

働。本学の卒業生たちを受入れている地域の企業・事業所へのヒアリングも含めた連携が進む。同時

に、IR活動により集積したその他の学生に関する直接評価・間接評価結果との比較により、本学学生

に期待されるが、課程として実現できていない能力が明確となる。こうした成果に基づいたディプロ

マ・ポリシーの再検討サイクルなど、多様なステークホルダーの期待を教育課程へと組み込みつつ

PDCAサイクルを回す体制が動き出すが、H29の成果のカリキュラムへの反映は次年度（平成 30年度）

以降の課題である。他の AP 採択校との連携が進展、茨城大学との勉強会等を通して得られた成果を

質保証プロセスの中に組み込む作業を進めている。ボトムアップで授業設計・運営・評価の改善を質

保証に繋げる取組により、授業評価アンケートの結果が総合平均 4.25から 4.33 に伸び、授業外学修

時間が 7.3時間から 9.3時間に伸びる等の成果も出た。以下、個々の点について述べたい。 

 学内の実施体制については、三点の進展があった。①テンポラリな性質から、関連する学内既存組

織の役割がより大きなものとなることで、コンピテンシーを組み込んだ授業設計とシラバス整備など

AP事業として進めている活動の、日常的なルーチンへの組み込みが進み、補助事業終了後の継続に向

けた体制作りが進展した。②それと関連し、現在行っている法人全体としての中期計画の見直しの過

程で、AP事業の中で進めているエビデンスに基づいた教育改革を、教育に関連する KPIを組み込むこ

とで統合した。③それらの基礎となる IR 活動の成果（数値データ）が学内の各種会議で用いられる

ようになった。 

 中心となる取組については、以下の進展があった。①建学の精神科目・教務委員が中心となる多様

な分野の科目において、ICE モデルを介して高次な能力を授業に埋め込む形での授業設計と運営を行

い、分野・授業形式毎の適用の難易度、学生の学修に対する効果等を検証した。その成果を、学内 FD

研修会を通し全学で共有した。②コンピテンシーを伸ばす授業を行うためにクィーンズ大学からの講

師と共にアクティブ・ラーニングを通じた実際の組み込みについてのワークショップを実施。③以上

を土台に次年度（平成 30年度）のシラバスについて、全専任教員の授業について見直した。その際、

学修の成果目標、評価手段、各回の授業方法のアラインメントについてチェックをした。④地域の様々

なステークホルダーの代表者、有識者による外部評価委員会を定期的に開催し、本学がめざすディプ

ロマ・ポリシーが地域の要望に合致しているかを検討した。④合わせて本学卒業生が就職した、今後

就職先となりうる企業・事業所から、本学の卒業者の特性と今後期待する能力についての意見を得た。 

 取組の成果については、上記の取組を通じ①各授業での学習成果目標と、それが評価と合致してい

るか、授業形態・内容と合致しているかの再検討が進み、平成 30年度開講分（専任教員担当）につい

ては、すべて見直されたものとなった。②学位プログラムレベルで、カリキュラムに地域のステーク

ホルダーから期待されていること、本学を卒業していく学生の能力が応えられていないのがどの点で

あるのかが明確になり、カリキュラム再検討のサイクルが回り始めるようになった。③他大学との情

報交換を通じポートフォリオの重要性が改めて明確になり、基幹システムへの統合を行うこととなっ

た。④卒業時の研究・レポートについての位置付けが明確となった。 

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組については上にも述べたように、教学システムへの AP 事

業の統合だけでなく、特に教務委員会を通じて、活動全体の日常業務サイクルへ統合が進展し、また

ピア・リーダー的学生を巻き込んだ体制構築を準備し、継続発展に向けた体制作りを進めている。 

 学内外への波及効果についてはウェブサイトに加え①シンポジウム等や発言の機会のある学外ワ

ークショップ等での事業報告を行った。②近隣採択校（茨城大学）との情報交換・勉強会を強化した。 
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（テーマ：Ｖ、大学等名：東京薬科大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」：学部を横断し、事業の意思決定を行う「ＡＰ運営委員会」を上位組織として

設置し、学長を委員長として、強力なリーダーシップのもと事業運営を行っている。また、ＡＰ運営

委員会のもと、「ＡＰ実行委員会」を設置し、各事業の担当者を定め、本事業の実質的な取組を行っ

ている。また、本事業の専属として雇用した特命教授・特命准教授２名（教育工学、高等教育）も加

え、ＡＰ運営委員会により定められた方針を踏まえ、事業の遂行にあたっている。事務体制としては、

大学教育再生加速プログラム推進室を学務課内に立ち上げ、本学の常勤職員を１名本事業専属として

配置し、予算執行管理、事業の進捗管理、渉外業務、広報、在学生調査・卒業生調査等の事務を担っ

ており、また、本事業専任の職員を１名採用したうえで、その補助的業務を担当している。また、本

事業の外部評価委員会を立ち上げ、高等教育有識者２名、企業人２名、高等学校教諭、地方公共団体、

卒業生（学生ＦＤのＯＢ・ＯＧ）からの評価を年一回頂き、それを踏まえ、事業の見直しを行うこと

としている。それに加えて、各種ワーキンググループ（卒業生調査ＷＧ、反転授業・ＰＢＬ導入促進

ＷＧ、薬学部ディプロマ・サプリメント検討ＷＧ）を立ち上げ、重層的に事業の実施に取組んでいる。 

「中心となる取組」：①卒業生調査（書面・ヒアリング）等 を活用し、薬学・生命科学部に最適

化した卒業コンピテンス・コンピテンシー導入によるディプロマ・ポリシーと科目との連携によるア

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

トの作成を中心とするものであり、三つの方針の見直しと連動している。

「取組の成果」：①平成２９年度には、大規模卒業生調査を実施し、５，０８３名（有効回答率２

８．６％）からの回答があった。また、卒業生調査で学修成果の評価行った上で、薬学部卒業コンピ

テンス・コンピテンシーを導入し、学内に周知を行った。現在、生命科学部においても、導入に向け

た検証を行っており、平成３１年度から導入する。それに加え、卒業時調査を実施し、アンケート方

式による、学修成果の可視化や学びの実態の把握に取組んでいる。②質保証を伴った教育の促進を目

的とした研修は、継続的に実施しており、平成２８年度８７．９％、平成２９年度８７．５％の出席・

ＤＶＤ視聴があった。③教員評価の導入については、現在既に導入されている教員評価の項目に、教

員の成績評価や卒業論文研究のルーブリック評価に関連する項目を平成３１年度に導入する。④卒業

論文研究にルーブリック評価を導入し、平成２９年度には１８８名（２６．７％）、平成３０年度に

は、６割への導入が完了する予定である。また、本ルーブリックを活用したディプロマ・サプリメン

トの開発を行っており、薬学部においては、平成３１年度から配布する体制を整える。

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」：卒業コンピテンス・コンピテンシーは、卒業生調査

によるエビデンスに基づき、最終的に評価・確認の上で、設定するものであるが、これをラーニング

アウトカムズとして、継続的に再評価・運用を行うこととなる。そのためには、学生アンケートや教

務データを多角的に分析する人材・組織が必要であるため、上述の特命教授を講師として、統計解析

のＳＤ事業に取組んでいる。これは、２０代・３０代職員を対象に、合計８名が平成２９年度（７月

から３月）に月２回程度・２時間の研修を行い、統計解析の能力を身につけるものである。 

また、補助期間終了後に、必要な経費が発生した場合には、学長裁量経費により措置する。 

「学内外への波及効果」：学内に対しては、教授会等での定期的な事業報告を実施し、また、職員

集会でも、ＦＤＳＤ事業と共に、事業の進捗を報告し、機関としての、卒業時の質保証への意識を高

めている。また、学外に対しては、これまでもＡＰ事業のイベント等において、積極的に事例発表を

行っている。それに加え、中間評価も踏まえ、学会発表を活発化させており、平成２９年６月に日本

高等教育学会で発表を行い、また、今後も薬学教育学会・教育社会学会等で、事業報告を継続して実

施する。なお、本事業に係る、他大学の事例調査の受け入れも行っている。 

以上の取組により、東京薬科大学の教育改革は大きく前進している。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：東京都市大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

計画調書に基づき、平成 29年度の実施計画に沿って以下のとおり事業を推進した。 

1. 学内の実施体制

学長を中心とした実施体制で、教育開発機構（機構長：副学長）を運営組織として事業を推進した。

同機構の教育支援・改善、教育評価、研修の 3部門が課題整理と具体的な実行案を検討した後、教育

開発機構会議（11回開催）で意思決定し、学長を議長とする大学協議会で学部長への趣旨説明、周知

等を行いながら全学的に取組を展開している。ディプロマサプリメントの開発では、同機構に教職協

働のプロジェクトチームを編成して検討を進めた。FD・SDでは同機構と FD専門委員会が連携して FD・

SDワークショップ（8月）、全学 FD・SDフォーラム（9月）、APシンポジウム（11月）などを実施し、

学習者中心の教育、教育目標に対する理解と共有を図った。取組全般については 3月に同機構で総括

し、3月 28日に教育外部評価委員会を開催して客観的な意見や助言を得ながら PDCAを回している。 

2. 中心となる取組

育成人材像に則った「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」と「プレ・ディ

プロマサプリメント（在学生版の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」に向け

て、平成 29 年度はディプロマサプリメントによる学修成果の可視化と、可視化の結果を活用する学

修支援の検討の 2つを軸に取組を進めた。前者ではディプロマサプリメントの作票を可能とし、且つ

学生が目標設定と省察に活用する eポートフォリオ「TCU-FORCE」（FOR Career Enrollment）の構築、

ディプロマサプリメントで示す能力指標とそれに対応する授業科目の確認、定性及び定量評価におけ

る評価要素の決定とその重みづけ、ディプロマサプリメントの様式の検討を行った。後者では TCU-

FORCE の活用を前提とするキャリアガイダンスの見直し、学生用ガイドブックの制作、試行学科の選

定、教職員向け説明会を行った。これらの基礎となる取組として、functional GPAの導入準備、授業

科目ごとの平均 GP開示準備、各種調査の総合的分析、学生実態調査の改訂実施、卒業生調査の実施、

基礎能力アセスメントテストの実施など、既存アセスメント方法の強化と充実を図った。 

3. 取組の成果

平成 29 年度の取組の成果は主に 3 点ある。①各種調査結果の総合的な分析を経て人材養成面での

本学の特徴や課題を把握し、教育目標の具体化、現行カリキュラムの検証という次の段階に向けて、

FD・SDを通じてその内容を学内構成員で共有したこと、②ディプロマサプリメントの仕様決定と TCU-

FORCE の構築によって、学修支援の強化を目的とした学生と教職員による取組の試行準備が完了した

こと、③TCU-FORCEの構築プロセス及び各種調査の実施を通じて、ステークホルダーと協働しながら、

社会に通用する学修成果の可視化と評価に向けた準備が整いつつあること、これらが事業 2年目の取

組の成果といえる。 

4. 補助期間終了後の継続発展に向けた取組

本事業を中長期計画（アクションプラン 2030）の一環に位置付けており、中長期的な視点において

実施面、予算面での枠組みを整えている。実施体制については、教育開発機構が教育改革の企画・立

案を行って学内組織と協働する体制を既に構築しており、外部評価に関しても「東京都市大学内部質

保証方針」において定期的な実施を定めている。以上により、本事業を通じて構築する、教育目標を

起点とする PDCAサイクルを補助期間終了後においても適切に運用し、発展させる措置を講じている。 

5.学内外への波及効果

課題共有も含めて取組の積極的な情報発信に努めた。私立大学情報教育協会教育改革 ICT戦略大会

（9 月）、日本工学教育協会・JABEE共催第 10 回ワークショップ（12月）、京都大学第 24回大学教育

研究フォーラム（3 月）に参加し、取組を報告した。11 月には AP シンポジウムを開催し、学外から

105 名を集めた中で産業界、高校側の視点も交えて出口の質保証をテーマに議論した。また、リクル

ート「カレッジマネジメント」の取材を受けて No.209（3月）にその内容が紹介された。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：日本福祉大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

１）学内の実施体制

AP事業推進本部（教学担当副学長が本部長）による統括の下、本事業の進捗管理と取組の成果・課

題を共有し、自己評価を行っている。また、全学教育センターの下に 2017[平成 29]年度に新設した

学修管理・支援部門、およびその下の基礎リテラシー養成オフィス、キャリア支援・専門職養成支援

オフィスにて、学修アドバイザー（助教、職員）と本事業の取組対象学部（社会福祉学部、子ども発

達学部）の教務委員や就職キャリア開発委員が中心となり、学修成果の可視化に係る基幹的取組の推

進と、4 つの教育プログラム（基礎リテラシー養成プログラム、リメディアル教育プログラム、専門

職養成支援プログラム、キャリアディベロップメントプログラム）の開発・実施に取り組んだ。 

２）中心となる取組

・教務、就職、学生生活の側面からの学修データの集約と、学修成果物を蓄積できるポートフォリ

オ機能をもつ「統合学生カルテ」システムを開発した。

・日本福祉大学版ディプロマ・サプリメントである「学修到達レポート」のパイロット版システム

を開発した。

・ラーニング・アウトカム評価を行うため、学生が毎年度始めに立てる能力獲得のための具体的な

目標と、そこに至る実践の場や方法、学年末の評価の際のレベル別の到達指標を策定した。

・初年次段階で身に付けておくべき力を養うため、基礎リテラシー養成プログラムおよびリメディ

アル教育プログラムを実施した。前者では、取組対象学部の初年次ゼミにて、学生がゲームやア

クティビティを実施し、省察シートを用いて活動の振り返りを行った。後者では、「文章作成力養

成プログラム」および「数的理解」の 2種類の講座を実施した。 

・学力のプルアップを図り、志望の多い進路先に対応する補習的な学習を行う専門職養成支援プロ

グラムおよびキャリアディベロップメントプログラムとして各種講座を開講した。

３）取組の成果

2017[平成 29]年度は学修成果の可視化のためのシステムとその運用の仕組みを整えた。学生が毎

年度の学修到達目標を設定し、年度末に一年間の学修・活動を振り返って自己評価を入力し、それに

対してゼミ担当教員がラーニング・アウトカム評価を実施することができるようになった（2018[平

成 30]年度から運用）。これにより、学生が自ら学修における PDCAサイクルを回し、教員が学生の目

標や学修到達状況に応じて適切な助言を行うことで、学修意欲を喚起することができるようになる。 

４）補助期間終了後の継続発展に向けた取組

事業継続と取組内容の更なる向上・発展を図っていくことができるよう、各学部や機関・組織を主

体とする全学的な体制を敷いて事業を推進している。AP事業推進本部等で検討した事項は、その内容

に応じて、大学改革委員会（学長が委員長、全学部の学部長が参加）や全学教務委員会（全学部の教

務委員が参加）に報告して、全学的な周知徹底を働きかけている。 

統合学生カルテシステムの改善が必要な個所の修正は、システム維持のために経常的に措置され

ている「情報化投資予算」から拠出していく。本学学生の就職先へのインタビュー調査については、

本学の既存の取組である企業訪問の一環で実施した。今後も経常費にて対応する。 

５）学内外への波及効果

全学部合同教授会（11月 16日開催）では、学修アドバイザー（助教）が本事業の教育実践事例を

紹介、本事業の事業計画責任者である教務部長が本事業の実施状況を報告し、全学への周知を図った。

1月 18日には全学的な FD／SD事業として、関西国際大学学長の濱名篤教授を講師に迎え、「3つのポ

リシーの実質化と学修成果の評価」をテーマとする「全学 FD／SD フォーラム」を開催し、学修成果

の評価に関する理解を深めた。本事業で推進する各種取組については、本学 AP サイトおよびテーマ

Ⅴポータルサイトに掲載し、学内外に向けて情報発信している。 

-71-



（テーマ：Ⅴ、大学等名：大阪工業大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制 
AP の採択を受け、学長のリーダーシップのもと全学的な教育改善方針を審議するため「教育 IR 統

括委員会」、本事業実施に向けた中核を担い、事業実施方法を検討する「全学教育推進委員会」、学外
の多用な人材との協働による助言・評価を行う「実効力評価委員会」を設置しており、平成 29 年度
においても検証結果に基づく実施策や改善策の検討、全体の管理・運営を実施した。加えて「全学教
育推進委員会」の傘下に各学部の教育推進委員会が設置されており、各学部において教育推進委員会
で検討が重ねられ、「全学教育推進委員会」で各学部の検討結果の共有・取組内容の充実に向けた審
議を行い、全学的に実施できるような体制を構築し、実行している。 
中心となる取組 
①平成 28 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。

②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）の卒業研究着手要件
（一部卒業要件）化も実施した。

③ディプロマ・サプリメント（以下、DS）の出力機能を有するディプロマ・サプリメント・システム
（以下、DS システム）を構築し、全学生に公開した。また、DS 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。 

④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。

取組の成果 
①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平成 30 年度
入学生から適用しており、質保証にかかる教育課程の充実に繋げることができている。

②ミニマム・リクワイアメントおよび学修成果の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、授業外学修時間の増加など能動的な学力伸長と効果的な指導提供に資すること
ができた。

③DS 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能動的学修を従来以上に
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ることができた。

④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、学生の自己確認を促進できた。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。

補助期間終了後の継続発展に向けた取組 
本事業により設置した教育 IR統括委員会、実効力評価委員会、全学教育推進委員会は、平成 29年

度に学内規定化し、将来も継続的に委員会を実施する体制を強化した。本学においては、質保証に向
けた教育改革を従来から最重要課題と位置付けているため、今後も必要な教職員を継続的に人事配置
する。また、本事業で申請している補助金の大部分は、DS システムと教育 IR システムの開発費であ
る。本システムは、本学独自のシステムとして構築しており、開発後は学内で教育改革に合わせて改
修・改善を図るため、委託等が大きく発生するものではない。また、人件費や資料印刷費、学士力（外
部）アセスメント・テストの費用等についても大学の自己負担で実施していくこととなる。 
学内外への波及効果 

DSシステムが稼働し、今後、本システムを運用しながら各種取組との連動性を考慮し、改修を進め
ていく。最終的には、システムの仕様書や取扱説明書を他大学が参考にできるようホームページ上で
公開し、積極的にシステムの具体（知見・ノウハウ）を共有していく。また、DSの様式も完成し、今
後、就職活動等での活用を進め、検証・改善を実施する。DS の様式は、AP 採択校に対して実際に使
用しているものを公開しており、今後、シンポジウムなどを通じて情報発信していく予定である。「キ
ャリア形成支援手帳」については、平成 30 年度に内容を充実させる予定であり、完成後はホームペ
ージ上でデータを公開する。他にも、AP 事業テーマＶ「第 1 回地域別研究会」（2017 年 8 月 31 日、
於：日本福祉大）での事例報告や、大学教育学会（2017年 6月 11日、於：広島大学）での FD報告を、
教育センター長が行った。  
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（テーマ：Ⅴ 、大学等名：日本赤十字九州国際看護大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

平成 29年度の進捗状況 

学内の実施体制は、下図のとおりで、学長が直接管轄する「AP実行委員会」を置き、月 1回会議を

行い、AP事業の計画、実施、評価を行っている。また、学内の各委員会の中で特に「教務委員会」「FD・

SD 委員会」と連携し、両委員会の委員長は AP 実行委員会の委員であり、カリキュラム・マネジメン

トでは教務委員会と、アクティブ・ラーニングの促進では FD・SD委員会と連携を図っている。

図 学内実施体制 

中心となる取組として、3つ挙げる。まず、「看護職キャリアパス基礎スケール(仮称)の開発」であ

る。これは、看護学生が就職して新人看護師として仕事をしていく時期において、キャリアの節目を

乗り越えるために必要な能力・資質を測定できるスケールで、就職先の検討委員とともに作成した。

29 年度末時点で調査（4 年次学生と看護師から 418 部回収）を終え、今後、スケールを完成させ、そ

の活用の検討段階である。2 つ目に「ディプロマ・サプリメント（学位証明書補足資料）の作成」準

備である。学生の成長の多元的な評価として、年次毎のディプロマポリシー（DP）のルーブリックと

授業科目毎の到達目標に対する達成度評価、PROG テスト、学修 e-ポートフォリオ「夢・目標設定」

のデータをシステム（ポータル）で整備し、データを蓄積中である。3 つ目は「アクティブ・ラーニ

ングの促進」である。数回の FD・SD 研修会を開催するとともに、調査によるアクティブ・ラーニン

グ実施率の把握まではできている。「Good アクティブ・ラーニング賞」等の選定のしくみを進める。 

取組の成果として、カリキュラム・マネジメントの確立をめざして導入したアセスメント・システ

ムにより、多元的評価を用いた「学修成果の可視化」の準備が整ったことである。具体的には、学生

は自己のポータルにアクセスすると、履修状況をカリキュラムマップ上で『修得科目（成績を含む）』

と『履修中の科目』が確認でき、修得単位、学期・年間・通算の GPAを見ることができる。さらに学

生は、科目毎にシラバスに明記された到達目標の自己評価を入力することで、学修の達成度として、

成績評価と自己評価が項目毎に累積されたレーダーチャートが確認できる。ここでの項目とは、本学

カリキュラムの構成要素（人間、環境、健康、国際、看護の基盤、看護の展開と応用、看護の統合）

である。多元的評価は他に、DPルーブリック、PROG（リテラシーとコンピテンシー得点表示）がある。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組は、上記の「学修成果の可視化」は、継続発展可能な取組

であり、学生への学修支援のみならず、教員にとっては、担当科目毎に学生の自己評価と成績評価を

比較することで授業評価・改善に活用でき、到達目標の妥当性も検証できる。従って、教育評価の PDCA

サイクルに位置付けていくことができる。また、学生は、到達目標の到達度を自己評価することを通

して、「自己を適切に評価できる能力」の育成につながる。 

学内外への波及効果は、まず学内では、前述した「学修成果の可視化」のデータ蓄積は、卒業時の「デ

ィプロマサプリメント」作成の目的で実施してきたが、学内教員から、在学生の学修支援用の「ディ

プロマサプリメント」作成への要望が出され検討課題となっており、波及効果と考える。学外では、 

「看護職キャリアパススケール」を大学と臨床現場との共同で作成しているが、「同じ目的・目標に向

かった人材育成の協働」の機会となり得ていることが挙げられる。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：東海大学短期大学部）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

学内の実施体制については、全学一体として本取組の遂行に当たるため、学長を長とし、各学科教

員、事務担当者も含めたＡＰ推進委員会を設置し、全体進行の進捗状況を定期的に確認するとともに、

他の学内各委員会と連携して取組を遂行している。また、評価母体として、ＡＰ評価委員会を組織し、

年度末には取組全体および各プログラムについて評価・提言を受け、次年度の取組に反映させている。 

中心となる取組の進捗状況は、以下の通りである。①クラウド型ポートフォリオシステム（以下、

e-ポートフォリオ）が実稼働し、ルーブリックを活用した観点別成績評価、及び学習成果に応じた授

業内容・方法への自律的な修正の仕組みが整った。②専門職域で求められる資質能力形成に向けて、

現場体験プログラム（インターンシップや現場体験等）の能動的学習を積極的に組み込んだ教育課程

の見直しを行った。③e-ポートフォリオに収められた個々の学生の学習成果の修得状況（定量的評価、

定性的評価）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。④高校生の専

門職域への理解促進を図る観点から、近隣の高校と連携して、家庭科で実施される保育体験の事前事

後指導に教員派遣で協力する保育体験プログラムを実施した。⑤本取組に対するアセスメントとし

て、新規就職者に対する既卒者訪問プログラムを実施し、卒業後における「学習成果」修得状況につ

いての評価と支援を行った。また、在学生の資質能力の伸長を確認するためジェネリックスキル測定

（ＰＲＯＧ）を行った。更に、外部からのアセスメントとして、専門職養成を主とする大学、他のＡ

Ｐ採択大学等を訪問し、取組計画および実施状況の把握、進捗状況、成果と課題の把握をするととも

に、意見交流を行った。年度末には、中間評価シンポジウムを実施するとともに、外部人材を含むＡ

Ｐ評価委員会を開催し、取組並びに取組進捗状況のアセスメントを行った。 

取組の成果は、以下の通りである。①e-ポートフォリオを活用した観点別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、学期毎の学生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、

個別かつ継続的な支援ができるようになった。また、教員の自律的な授業改善の仕組みが整った。②

現場体験プログラム（インターンシップや現場体験等）で得られた学習成果については、e-ポートフ

ォリオに定性的評価として継続的に蓄積され、学習成果の修得状況をより精緻に把握できるようにな

った。③「ディプロマ・サプリメント」の発行により、個々の学生の学習成果の修得状況（定量的評

価、定性的評価）を可視化することができるようになった。④保育体験プログラムの実施により、高

等学校の教育課程と積極的な連携が促進され、高校生の専門職への理解と意欲が高まった。⑤既卒者

訪問プログラムにより、本学新規就職者の「学習成果」に応じた資質能力形成状況が確認された。ま

た、在学生へのジェネリックスキル測定（ＰＲＯＧ）により、卒業時の資質能力が確認でき、卒業後

の能力調査についての基礎データを得ることができた。更に、専門職養成を主とする大学、他のＡＰ

採択大学への訪問、中間評価シンポジウムの実施、ＡＰ評価委員会の開催により、多くの助言を得て、

取組改善及び次年度の取組計画の見直しができ、本取組成果の一層の向上を図ることができた。 

補助期間終了後の継続発展に向けた取組は次の通り。本取組は、各年次報告書に示す「成果と課題」

に従い、取組自体を発展させているが、補助事業終了後においても、同様に取組を展開する。また、

本学の改組転換（平成３１（２０１９）年度入学生を以て募集停止、２０２２年度の４年制学部開設

に向けて、２０２１年度に設置申請予定）における継承教育機関において、本取組内容を基盤とした

教育プログラムを展開する予定である。 

学内外への波及効果としては、本取組の先駆既な点（厳密な成績評価と教員の授業に対するアセス

メントを組み合わせ、学習成果の向上を体系的に推し進める点）の積極的発信を行い、取組成果の共

有化を進めたことが挙げられる。学内外からの参加者を得た中間評価シンポジウムを実施し、本取組

成果を示すと共に、それらの成果は年次報告書としてまとめ、全国の大学に告知した。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：山梨学院短期大学）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

 学内の実施体制については、本事業を学長の統括のもと、「PROPERTIES 推進室」が中心となり、全

教職員参加のもと推進されている。前年度の実施状況と評価、次年度の実施計画・役割分担・改善事

項等は拡大教授会兼合同会議で確認されている。PROPERTEIS推進室は定期的に進捗状況を確認し、計

画に沿った本事業の実施に努めている。「学外助言評価委員会」は年間 2回開催されており、PROPERTEIS

推進室から進捗状況及び自己点検結果を報告し、委員から本事業全体への助言・評価を得ている。そ

れを学内で共有し事業推進に反映させている。 

中心となる取組については、以下のとおりである。 

（１）学修成果（ディプロマ・ポリシー）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、有効活用できた。 

（２）学修成果を学内・外の両輪で評価する仕組みづくり：「専門的知識外部試験」を全科全コース

で実施、「専門的実践力外部試験」を食物栄養科全コースで実施、保育科で次年度以降実施予定の「専

門的実践力外部試験」の要項を作成した。また、「ボランティア・パスポート」を全学に導入した。 

（３）学修成果を目に見える形で社会に提示していく仕組みづくり：「学修成果レーダーチャート」

の開発を継続して行った。 

（４）教育活動の改善：「学修支援システム PROPERTIES e-learning」構築の一環として、前年度導入

した「WebClass」の積極的な運用を行った。 

取組の成果については、以下のとおりである。 

（１）3つの要素を活用した学修成果評価を行い、学外助言評価委員会に評価結果を報告するなど、3

つの要素が「学外と共有しうる明確な評価視点」として機能し、教育改善のための振り返りにいかさ

れた。 

（２）「学修成果を学内・外の両輪で評価する仕組み」づくりを継続した。「専門的知識外部試験」の

全科全コースでの実施、「専門的実践力外部試験」の食物栄養科全コースでの実施により、学生・教

職員ともに、専門的知識・専門的実践力にかかわる学修成果を一層客観的に把握することができた。 

（３）「学修成果レーダーチャート」の開発により、「学修成果を目に見える形で社会に提示」するこ

とへの取組が進展した。 

（４）「学修支援システム PROPERTIES e-learning」構築の一環として、前年度導入した「WebClass」

をより積極的に運用した。その結果、「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」への取組が進んだ。 

 補助期間終了後の継続発展に向けた取組について、学内体制・学外との連携体制は継続可能なもの

として整備されている。補助期間終了後も本事業が教職員の協働によって継続的かつ発展的に実施さ

れるよう FD・SD も当初の計画以上に実施している。資金計画についても、補助期間終了後も必要な

経費は年度予算に計上し本学が負担する計画となっており、本事業が継続的かつ発展的に実施される

ことが十分見込まれる。 

学内外への波及効果については、リーフレットの作成・配布、テーマⅤ採択校主催のフォーラムや

地域別研究会での事例報告、AP特設ウェブサイトの更新、テーマⅤポータルサイトへの参加等を通し

て情報発信に努めている。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：松本大学松商短期大学部）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

・学内の実施体制：本補助事業では、事業を効果的に推進するために「AP実施委員会」と「指標作成

委員会」を設置したが、平成 29 年度は前年度に作成されたルーブリックによる評価が実施されたこ

とから、「指標作成委員会」を「指標検討委員会」に名称変更し、評価プログラムの開発や評価基準の

平準化等を検討することとした。また、平成 29年度は、本補助事業を評価する「AP外部評価委員会」

とは別に、本学の教育活動全般を評価し、助言を行う「外部評価・助言委員会」を設置した。 

・中心となる取組：本補助事業では、本学の「コンピテンス育成を核とした教育改革」を加速させる

ための取組として、①学修ポートフォリオの見直し、②5 段階成績評価分布の公表、③指標の整備、

④ディプロマ・サプリメントの作成を中心的な取組としている。また、様々なコンピテンスを効果的

に育成するための環境整備として、本補助事業では 4学期制を導入し、短期間でのコンピテンス育成

や検定・資格試験等に対応した集中学修を可能にしたが、さらに 2～4 か月の 4 学期制を活用した海

外留学や長期インターンシップなどの実施を通して、グローバル・コンピテンスやジェネリック・ス

キルの育成にも取り組んでいる。

・取組の成果：①の「学修ポートフォリオ」の見直しのためのシステム改修については、学内基本シ

ステムで 4 学期制対応システムの導入・運用、並びに「e ポートフォリオ」化のための学修支援シス

テムの授業補助部分の機能拡張を行った。

②の 5段階成績評価分布の公表は平成 28年度に実施されている。

③の「指標の整備」については、非常勤講師に対しても本補助事業の説明会を実施し、各科目で育

成するコア・コンピテンスの「コンピテンス配分表」への記載を依頼した。また、前年度作成した「ル

ーブリック」の考え方を学生に説明し、このルーブリックによる評価を実施するとともに、学生自身

が学修目標到達度チェックシートの作成を行い、学生が PDCA サイクルを回しながら主体的に学修す

る体制を整備した。さらに、平成 29年度は、「現代社会学」の授業でコンピテンス育成の重要性やル

ーブリック評価に関する説明を行うとともに、非常勤講師への説明会を通して本取組の理解を深め

た。その結果、「コンピテンス配分表」に記載されたコア・コンピテンスを育成する科目が増加すると

ともに、科目の特性に応じてコンピテンスを育成する科目とそうでない科目の棲み分けが進んだ。 

④の「ディプロマ・サプリメント」の発行に関するシステム改修については、学内基本システムと

学修支援システムの改修を継続して実施し、その発行が可能になっている。しかしながら、「ディプロ

マ・サプリメント」の発行については、「コンピテンス評価が一般的ではない現状では就職活動で学生

が不利益になる場合がある」との「AP外部評価委員会」の指摘を受けて、再度検討を重ねている。 

4学期制を活用した取組としては、平成 29年度は、主として海外留学や長期のインターンシップの

プログラムを開発した。さらに、英語の外部試験を活用した入試制度の創設や、この入試により入学

した学生が 4学期制を活用して 2～4か月留学するプログラムの開発にも着手した。 

・補助期間終了後の継続発展に向けた取組：平成 28 年度実施の学生アンケートや企業アンケートを

通して、4 学期制下のコンピテンス育成の有効性は検証されている。今後は、地域社会、特に地域企

業に対して、コンピテンス育成教育や学生の多面的評価である「ディプロマ・サプリメント」の周知

が、本取組の継続発展にとって重要となる。 

・学内外への波及効果：上記のように、学生に対しては授業を通して、また非常勤講師に対しては説

明会を通して「コンピテンス」育成を柱とする本学の教育について周知を図った。他方、学外に対し

ては、本補助事業についての高校生用パンフレットと企業用パンフレットを作成し、配布した。また、

FD・SD 活動の一環として公開「AP フォーラム」を 3 回実施し、地域社会に情報発信するとともに、

他大学の事例報告や AP の取組に関係する基調講演を通して、本学教職員の研修と意見交換の場を設

けた。 
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（テーマ：Ⅴ、大学等名：徳山工業高等専門学校）

【公表】 

進捗状況の概要（１ページ以内） 

「学内の実施体制」 

“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）の構築を目指し、本校教職員・

他高専教職員・学生・地域企業の方達を含めた、合計５回のワークショップを通じて本校の特色と課

題を明確にしながら、３つのポリシーの原案を策定した。３つのポリシーは、平成２９年度に教育改

善 IR 室を設置し、その分析結果に基づき改訂・再構築される予定である。さらに“安心・安全”志

向型技術者リテラシー教育プログラム推進室を設置し、これにより TCC（高専機構モデルコアカリキ

ュラムを包含した“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）の策定や ICT

活用教育の推進を行う体制が整った。また教育改善 IR 室を設置することにより、本校の教育内容、

教育手段、学習環境等について恒常的に点検・評価することが可能となり、その結果に基づく継続的

な教務運営が期待できる。 

 また大学教育再生加速プログラム（AP）実施ワーキンググループ（APWG）を設置し、その審議に基

づき、学生の主体的な学びを促進する場として学内４カ所にラーニング・コモンズの設置を行った。

さらに“安心・安全”志向型技術者リテラシー教育プログラム推進室の決定に基づき、FD・SD活動を

計画的に実施する体制を整えた。 

「中心となる取組」 

学内外で開催された各種研修会への参加により、学生の主体的「学び」が保証された授業の実践に向

けて、教員には「主体的学び空間」の創出に必要な知識・スキル、いわば講義力の向上・スキルアッ

プと改善に向けた各種研修を学内で企画・立案し、学内における FD 活動全体の活性化と強化を図っ

た。 

「取組の成果」 

先進的取り組み校の訪問調査により、教育の質の保証のために、分野的横断能力や実験・実習スキル

の評価指標等の開発と実践を行い、いくつかの高等教育機関と情報共有を行い、その取組について成

果を検証するとともに、Web シラバスシステム、学習管理システム（LMS）、到達度試験（CBT）などの

先導活用を推進した。 

「補助期間終了後の継続発展に向けた取組」 

長岡技術科学大学との協働により、安全・安心な社会構築に貢献できるよう、危機管理に対する基礎

知識や倫理観を専門分野によらず総合的に持つ技術者を育成するため、「システム安全アソシエイト

資格」取得のための e-learning 教材等の準備に関して議論を行った。また中国四国地区高専が協働

して「グローバル異文化理解」系の教科書を作成することを決定し、地域企業群の海外進出の現状を

鑑みてグローバル化に対応できる人材育成を実現するため、授業で活用する教材の準備を開始した。 

学生の主体的な「学び」としての、特に自学自習時間を的確に評価できる授業方法・内容に内応し

た学修単位を大幅に導入し、知識の確実な定着を効果的に図り集中して学修できるクォーター科目群

の導入に向けて検討を開始した。これにより海外インターンシップ、山口大学 COC+での YFL（Yamaguchi 

Frontier Leadership)育成プログラムにおける PBI（Project-based learning Internhsip）科目に対

応可能な柔軟な学事歴への改善が可能となる。 

「学内外への波及効果」 

地域企業経営者、地方自治体、有識者、現役学生、卒業・修了生、後援会役員を含めた“安全・安心

志向型”技術者リテラシー教育プログラム評価委員会を毎年度開催することにより、本事業における

評価指標の内容及びその達成状況について評価を受けることができる体制を整えた。 
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