
（テーマ：Ⅰ、大学等名：徳島大学）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業を通じて、本学初年次必修科目「SIH 道場～アクティブ・ラーニング入門～」（卒業要件）が

導入され、当該科目の授業設計者ならびに授業担当者について毎年度交代制を取ることにより、この

４年間の事業で 837 名（延べ人数）がアクティブ・ラーニングを経験したことになる。アクティブ・

ラーニングを導入した授業は、事業採択前（平成 25 年度）の 47%から平成 30 年度には 72.7％に増加

し、ルーブリック評価、反転授業、ｅラーニングコンテンツ等、新たな教授方法を活用した教育が展

開されるなど、本学における教育環境は加速度的に変化した。 

特に、「SIH 道場」の実施を通じて学内で LMS 利用の文化が普及したことにより、平成 30 年度は BYOD

（Bring Your Own Device）の検討が具体的になされた。令和元年度には PC などのデバイスが必携化

されることが決定し、この動きに合わせて新ポートフォリオシステムの開発にも着手することとなっ

た。 

② 事業の実施体制

平成 30 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。 

③ 事業の実施計画・継続性

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、継続的に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、この体制を維持す

る。具体的には、現在の事業体制の中核を担っている「大学教育再生加速プログラム実施専門委員会」

の機能は各学部に移譲し、部局ごとに PDCA サイクルが成立するよう、体制の整備を行う。また、オ

ンラインで公開されている「SIH 道場～アクティブ・ラーニング入門～」専用学生用テキストの改訂

を行い今後も継続して利用できるようコンテンツを整備した。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。 

④ 事業成果の普及

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 30 年度の「SIH 道場」では全学で 15 プログラムが展開され、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 30 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 14 プログラ

ムが「実施したＳＩＨ道場プログラムを総合的に見て、今年度の授業設計は、学生が到達目標を達成

するために十分であった」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
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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 22 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。こうした本事業の成果については、平成 30 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 30 年度徳島大学大学教育再生加速プログラム事業実施報告書」を発行し、平成 30 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。 

徳島大学で開催された「平成 30 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 32 件あり、学外からの参加者 33 名を含む 147 名が参加し

た。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業の中心的な取組である「SIH 道場」の実施により、本学にはラーニング・ポートフォリオの

活用や反転授業の導入といったアクティブ・ラーニング型の授業が普及した。これに伴い、LMS の使

用状況が活発となり、平成 30 年度には、令和元年度より BYOD を導入するための具体的な検討が行わ

れた。 

また、「SIH 道場」の PDCA サイクルの運用は他の専門科目における授業改善サイクルのモデルとな

った。授業改善に関する取組の動きが専門科目においても広まりをみせ、平成 30 年度においては授

業の評価改善の方針を定めた「徳島大学における教育の内部質保証に関する方針等」を制定した。 

⑥ テーマ別幹事校の取組

テーマ別幹事校の取組として、AP 事業に関するテーマⅠの取組は随時学内外への情報発信を行っ

ている。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、平成 30 年度はそのコンテンツの拡充を行った。ALO で公開され

るアクティブ・ラーニング授業動画コンテンツは 17 本に上り、この他、平成 30 年度大学教育再生加

速プログラム（AP）テーマⅠ及びテーマⅡ複合型合同開催シンポジウムにおける各校の取組事例を紹

介する発表の動画も公開した。さらに、平成 30 年度においては、AP テーマⅠ選定校 9 校との合同成

果報告書（『文部科学省 大学教育再生加速プログラム（AP）事業 テーマⅠ（アクティブ・ラーニン

グ）成果報告書』2018 年 11 月、編集・発行：徳島大学総合教育センター教育改革推進部門・徳島大

学学務部教育支援課教育企画室）を発行し、全国の高等教育機関に配付した。また、本報告書の PDF

データは ALO ホームページにも報告を行っている。これにより、テーマⅠ選定校における取組の内容、

成果、今後の展望について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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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

生涯学び続ける自律的な学修者（アクティブ・ラーナー：ALer）の育成に向けた教育の質的転換を

目指す本学の AP事業は，「体系的な教育プログラム―授業改善―自己評価システム」を一連のものと

捉える教育改革のうち，授業改善，すなわち県立広島大学型アクティブ・ラーニング（CLAL）の導入

を中心とする取組により，学生の主体性を喚起し，授業外学修時間の伸長など学びの実質化を図る。 

 H30 年度は，前年度までに引き続き，授業における行動型学修（フィールドワークや他キャンパス

での学修等の教室外の学び）及び参加型学修（教室内で行う協働的な学び）の実践支援を実施し，バ

ス借上や交通費助成，教員の要望を踏まえた可動式ホワイトボード等の備品増設を行うことで，AL実

施率は 92.9％（978 科目／1053 科目）まで向上した。また，授業改善の牽引者である「ファカルテ

ィ・ディベロッパー（FDer）」，及び他学生の学修支援や授業での AL実践支援を担う学生スタッフ「学

修支援アドバイザー（SA）」の体制拡充と活動促進に資する取組を行い，それぞれ成果を上げること

ができた。 

 「自己評価システム」の実現に関しては，ALer としての成長を学生が自己評価する「ALer 自己評

価ルーブリック」の開発について，H30 年度に作成した試行版をベースに項目を見直し，内容を確定

させた。同時に，翌年度からの運用開始に向けた制度検討を進め，既存制度である「キャリア・ポー

トフォリオ・ブック」の 1 項目として組み込んだ。これにより，年に 2回行われるチューター教員と

の期初面談において学生自ら学修姿勢を自己評価し，改善につなげていく仕組みを構築した。 

 このほか，H30年度の主要な取組は次のとおり。 

【相互参照システムの構築】 

 FDerを中心とした教員が優れた授業実践・改善事例を相互に共有・参照し合い，必要に応じて担当

する授業に取り入れることを目的とした「AL実践事例集」を作成し，試行版を WEB公開した。翌年度

には，本学 HP上で正式版の公開を予定している。 

【「教・職・学」協働の推進】 

 持続的かつ効果的な大学改革の実現をねらい，大学の構成員である教員・職員・学生の３者が相互

に教育実践・改善について意見を交わす「教・職・学」協働の取組を実施・試行した。 

 まず，FDer教員等が公開する授業を他の教員等が参観し，受講生の学修態度の観察を通じて得た気

付きを基に，授業改善に向けた意見交換を行う授業ピアレビューを実施した。H30 年度は，学生（SA）

に加えて事務職員の参観も開始し，授業公開者は，多様な視点からの意見を基にさらなる授業改善を

図ることができた。また，参観した教員も，他者の授業実践を観察することで自身の授業改善につな

げた。相互参照システムとしての機能も併せ持つ授業ピアレビューは，今後も積極的に展開していく。 

 また，H30年度の新規取組として，教員，職員及び学生（主に SA）が本学の教育のあり方について

議論し，改善に向けた提言を行う「『教・職・学』協働による教育改革ミーティング」を実施した。本

学において，教員・職員・学生の 3者が教育について意見交換する機会は貴重であり，参加者からは

さらなる充実を求める声も聞かれた。翌年度以降も，必要な見直しを図り，一層充実させていく。 

【高大接続改革の推進】 

 高等学校教育への理解を深めるため，広島県内の高等学校で行われている公開授業研究会に教職員

が参加し，高等学校教育の現状を知ることで，高大接続改革に資する教育改善に係る示唆を得た。 

 また，県教育委員会と共催した「広島県高等学校教育研究・実践合同発表会」へ参画し，大学と高

等学校の教員が相互に教育実践・改善事例を報告し合うことで，相互理解を深めた。 

 以上から，本学の大学改革は確実に進展しているといえる。さらに，現在準備が進められている学

部等再編（R2 年度～）では，AP 事業の成果も踏まえた体系的な教育プログラムが実施される予定で

あり，「体系的な教育プログラム―授業改善―自己評価システム」の一連の教育改革は結実する。 
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② 事業の実施体制

学長補佐（教育改革・大学連携担当）を長とする全学委員会「教育改革推進委員会」の専門部会で

あり，各学科及びセンターの教員並びに事務局員から構成される「AP事業推進部会（以下「AP部会」

という。）を中心として，全学的な事業推進を図った。さらに，AP部会の下に置く「FDer連絡調整ワ

ーキンググループ（以下「FDerWG」という。）」では 4つの取組課題（組織的教育改善，AL実践と普及，

学修成果の把握，SAとの協働）ごとに FDerによるチームを編成し，AP部会との緊密な連携や，学科

を越えた FDer間協働の下，各取組を企画・実施した。 

 また，外部有識者を構成員とする「AP評価委員会」を 3月に開催し，自己点検・評価書に相当する

資料を基に年度の取組について客観的な評価を得た。委員からの評価や助言等は，教育改革推進委員

会や AP部会において共有した上で，FDer連絡調整 WG の事業実施計画（年間工程表）に反映させた。 

③ 事業の実施計画・継続性

H30 年度は，「① 大学改革の加速」で述べた各取組を中心に事業を計画し，大きな変更等なく，概

ね順調に事業を実施した。 

補助期間後の継続性としては，R２年度に控える学部等再編を機に設置が予定されている総合教育

センターの後継組織において，体制及び予算を確保し，これまでの取組を継続実施することを構想し

ている。また，一部の取組については，研究として事業化し，科学研究費補助金や学内助成制度も利

用することで予算獲得を試みる。 

 なお，Ｒ元年度から，総合教育センター長が AP部会長を兼務し，事務部門を総合教育センター（教

学課）へ移管するなど，AP 事業の全学的波及に向けた準備が既に進展している。 

④ 事業成果の普及

学外のシンポジウムや他大学の FD研修等で取組報告を行い，全国的な成果の波及に努めた。
イベント名 日 時 場 所 備考 

１ SPODフォーラム2018ポスターセッション H30.8.29 香川大学 
２ APテーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型合同シンポジウム H30.11.24 キャンパスプラザ京都
３ H30年度広島県高等学校教育研究・実践合同発表会 H31.1.25 県立広島大学 
４ 広島国際大学 FD研修会 H31.2.12 広島国際大学 招待 
５ 宮城大学 高大連携シンポジウム H31.2.18 SS30（仙台市） 招待 

 また，年度単位での事業報告会を兼ねた「教育改革フォーラム」を 3 月 8 日に開催し，「教・職・

学」協働の取組について，登壇した教員 2名，職員 1 名及び学生 3名が事例報告を行った。これによ

り，参加した学内教職員や高等教育機関関係者，高等学校関係者等に対して広く本学の成果を周知で

きたほか，本学の取組，とりわけ SA制度に対して，多方面の参加者から高い評価が得られた。 

 今後の成果普及の方向性としては，Ｒ元年度から制度化した ALer 自己評価ルーブリックを用いた

学生の成長の可視化を進め，長期的にデータを蓄積しながら，成果を社会へ還元していく。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

AL 推進や ALer 自己評価ルーブリックの運用等，学生の成長を促す仕組みが構築される一方で，AP

事業で実施した教職員研修の補助事業終了後の持続性や，事業への参加度に応じた教員業績への反映

については，これまで十分な議論がなされてこなかった。Ｈ30年度，教育改革推進委員会の専門部会

として「教職員研修検討部会」を新たに設置し，これら 2つの課題について検討し，事業化に向けた

提言を行った。 

(1) 新たな研修体系の構築

 ALer 育成に求められる教職員の資質・能力を AP 事業後も継続的に開発することをねらい，「ALer

育成のための教職員研修体系」を策定した。翌年度以降，本研修体系に基づき研修を実施していく。 

(2) 教員業績評価への反映

 AL の実施や FD への参加状況等を適切に評価し，業績へ反映させる仕組みの構築を目的として，業

績評価基準及び項目の見直しを行った。翌年度は，この見直し案を学内会議でさらに検討し，速やか

な適用に向けた準備に取り掛かる。なお，H30年度の教員業績評価では，各教員に FD関連活動の実績

を特記事項（自由記述）として自己申告させ，これを点数化し研究費配分に反映させている。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

大学教育の大綱化以降、教養部の廃止、２キャンパスにおける学部ごとの４年一貫教育など、学部

の特性に応じた教育を推進してきた。一方で，教養教育の充実や高大接続、初年次教育、自校教育の

重要性が増してきた。そこで、立正大学では平成 30 年度に全学の教務を取り扱う今までの教務委員

会と事務部門の学事部を発展させ、全学教育推進センターと 同運営委員会 が発足（実動は平成 31年

4月から）、全学的な教育について積極的に推進することとした。全学教育推進センターは現在テーマ

Ⅰで行っている立正大学全学におけるアクティブ・ラーニング導入においても、補助事業終了後の中

心的受け皿となることが予定されている。 

② 事業の実施体制

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）において全学的なアクティブ・ラーニングの展開を年間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 年度に策

定された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に基づき、全

学的なアクティブ・ラーニング普及冊子の作成、地球環境科学部で実施してきたアクティブ・ラーニ

ング手法に関する技術講習会を実施した。

地球環境科学部でのアクティブ・ラーニング推進には、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、アクティブ・ラーニング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 を平成 30 年度

には年度末に実施し、15名の学生からワークショップ形式でアクティブ・ラーニング導入科目の利点

や問題点をヒアリングした。 

③ 事業の実施計画・継続性

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ＰＣ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。 

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。平成 30 年度第
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３回全学ＡＰ推進委員会において、補助期間終了後の事業継続のための 常設部局 および新たに発足

した 全学教育推進センターへの業務移管や人材配置についても議論され、令和元年度に具体化する

ことが確認された。また、アクティブ・ラーニング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。 

④ 事業成果の普及

教員向けＦＤフォーラムや新任研修会、アクティブ・ラーニング実施授業の公開見学会などを実施

し、ニュースレターの発行、立正大学学園新聞でのアクティブ・ラーニング事例の紹介、ＨＰコンテ

ンツの追加・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。学内外へ向けてのＩＣ

Ｔを活用したアクティブ・ラーニングの普及活動として、「ｅラーニング研究会」（立正大学主催、

日本データパシフィック株式会社等後援）において、本学ＡＰ事業の取組み内容を発表（平成 30 年

10月 13日）した。また、「私立大学情報教育協会平成 30 年度分野連携アクティブ・ラーニング対話

集会」における講演（平成 30 年 12 月 26 日）も行った。学内的なアクティブ・ラーニング手法の普

及においては、Ｂプロジェクトの予習用動画の作成と予習用動画を用いた授業の全学部への普及を目

途として 全学部から選出された予習用動画を活用した授業実施担当者 を決め、動画作成のための技

術講習会を実施した。作成された動画を用いた授業は令和元年度に実施予定である。 

Ａプロジェクトでは、同一キャンパスにある社会福祉学部の教員による授業において、タブレット

ＰＣを用いた双方向授業が行われ、地球環境科学部教員がサポート、授業見学を行った。地球環境科

学部以外の学部においては、クリッカーやスマートフォンを用いた双方向性を持った授業が行われて

いるが、Ａプロジェクトの普及の第一歩となった。 

Ｄプロジェクトにおいて収集・配備したリアル教材について、学校への貸し出しを目指してのカタ

ログ・解説を作成し、埼玉県内の高校を中心に配布した。これに基づいて、埼玉県内高校よりリアル

教材の貸し出し依頼があり、貸し出しを行った。高大接続をベースとした、リアル教材を用いたアク

ティブ・ラーニング授業の展開の普及の第一歩となった。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

４つのプロジェクトについて地球環境科学部のより多くの教員がアクティブ・ラーニング推進に取

り組んでいる。一方で、全学的には今まで意識的あるいは無意識的にアクティブ・ラーニング手法を

取り入れた教育を行ってきた教員も多いことから、アクティブ・ラーニングに関する立正大学 全教員

へのアンケート実施 や 普及冊子 の発行により、全教員へのアクティブ・ラーニングへ向けた意識付

けや、地球環境科学部で行ってきたＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニングを全学的に普及する活

動を行った。とくに、予習用動画を用いた授業の実施については、前述の通り平成 30 年度に各学部

から選出された教員が準備を行い、令和元年度の授業で実施する予定である。これらの教員、授業を

核として、全学的な波及措置を行う予定である。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

主に以下の aから cの 3点について、全学的な改革が加速されている。

a.授業改革：APWGの教員が中心となってプレゼンテーションやペアワーク、クリッカーの活用、ワ

ークシート作成とそのフィードバックなど、多様なアクティブ・ラーニング手法で授業改革を推進し

た。それらの推進が波及して全学的にアクティブ・ラーニングが行われた。EM・IR部が前期科目につ

いて専任教員対象に授業デザイン調査を平成 30年度も実施し、その結果を全学 FD委員会、各学科会

議で共有、議論し、さらなる授業改革につなげた。 

b.アセスメントに基づく学びと教育の改善：APで開発したアクティブラーナー水準調査を全学科、

全学年を対象に実施し、また社会人基礎力に関する外部テストを全学 2年生対象に実施した。調査及

びテストの全学・各学科の分析結果を全学 FD 委員会で共有・議論し、個別学生に各自の分析結果を

フィードバックした。また、EM・IR部が前後期に学生の授業評価、後期に学習行動調査を実施し、分

析結果を全学 FD 委員会、各学科会議で共有・議論した。学生の学習行動や学修成果について多様な

観点で直接評価、間接評価を行い、それらの結果を学生にフィードバックや教員間で共有、議論を通

じて、学生は学びを、教員は教育を改善した。 

c.学科間および部署間の連携：定期的な学修支援の協議（全学 AP 協議会、学習ステーション運営

会議など）、アクティブラーナー水準調査の実施と結果の共有、FD研修会や AP成果報告会の推進など、

多様な AP 推進を通じて学科間や部署間で密に連携がとられた。AP 推進過程を通じて、目標達成に向

けた全学的な教職協働体制が強化された。 

② 事業の実施体制

キャリア形成学部内の APWGで事業の企画立案、進捗把握をし、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

などを図った。学習ステーション内で、上級生がピアサポーターとして下級生に学修支援を行った。

AP協議会および全学 FD委員会で、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。 
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③ 事業の実施計画・継続性

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：授業外学修支援」「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。4

領域の全学的な取組推進を図るため、補助期間終了後も以下のように全学的な協議会を継続運営する

実施計画である。 

・「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・ラーニング授業の実践と研究を推進し、その成果を全学的な協議会で議論、共有し、その結果

を各学科会議でも議論、共有して全学的な推進を図る。EM・IR部が全学的なアクティブ・ラーニング

の授業実践の状況を毎年度調査し、その分析結果を全学 FD委員会で議論、共有を図る。 

・「領域 B：授業外学修支援」について、学習ステーションに常時在室の教職員として、平成 30 年度

は専任教職員 2名と AP採用教員 1名の 3名体制で丁寧な学修支援を行った。AP採用教員の契約は 

平成 30年度で終了となるため、次年度も教職員 3名の体制が取れるよう人事調整を図った。 

・「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科の APWG と学科会

議で行い、全学 FD 委員会で共有、議論の上、EM・IR 部と学務企画部が調査を実施する体制を継続、

発展させる。 

④ 事業成果の普及

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。AP幹事校会議主催のチー

ム AP 合宿（9/10～9/11）に参加し、多くの AP 採択校との AP 事業推進の共有や議論を通じて、本学

の AP事業成果の普及につながった。AP成果報告会（3/12）を、上記の領域 C「ルーブリックの導入」

の取組成果を中心に、報告会テーマ「学修成果の評価基準の明確化とフィードバック効果」で実施し

た。午前は学習ステーションの見学説明会として、参加者に教職員と学生チューターが学修支援につ

いて説明し、午後は報告会を行い、学内外の大学・教育関係者に AP事業成果を発信した。平成 30年

度の AP成果をまとめた年次報告書を発行し、学内の AP・FD関連の教員や関連部署、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。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

上図の通り、実施責任学部であるキャリア形成学部が全学共通科目を中心にアクティブ・ラーニン

グの推進を図ってきた。補助期間終了以降も、全学共通科目の授業方針や学生指導などを議論・推進、

またアクティブ・ラーニングを引き続き活性させていく全学的な組織として、令和元年度より「リベ

ラルアーツセンター」を発足させることが大学運営会議で承認された。同センターの組織改革が円滑

に推進されるよう、テーマ「基礎教養と専門の接続」で FD 研修会（2/28）を実施した。FD 研修会で

は、次期学長が講演を行い、リベラルアーツセンターの所属教員がリベラルアーツ教育科目（平成 30

年度までの全学共通科目）の概要を説明し、各学科教員がリベラルアーツ教育科目と専門科目の接続

について現状と検討点を報告・共有した。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学では教育理念である「知・徳・体一体の全人教育」の具現をめざして「EQ（心の知能指数）教

育」を実施し（H19～）、教育の目標である主体性、広い視野と教養、問題解決力を持つ人材育成」の

達成に努めてきた。そして平成 24年に提示された「学士課程教育の質的転換」（中教審答申）及び「大

学改革実行プラン」（文部科学省）に基づき、主体的な学びの場を提供する「教育の質の転換」へ向け

た改革を、「地域課題の発見と解決」をテーマとする AL の導入によって実現する改革として 着手し

た。その教育改革の成果としては、本 AP 事業（H26～）をはじめ COC事業（H27～）や研究ブランディ

ング事業（H29～）の採択とその実施がある。これらの一連の事業の根幹にある大目標が「地域課題を

テーマとする PBL を通した、主体的な学びの場を提供する教育の質の転換の実現」である。一連の目

標の中で AP 事業を行った結果、本 AP 事業によって「PBLを 4 年間を通した継続的な学びに位置付け

るカリキュラム改革」とその実施に向けた「PDCA推進の組織基盤の構築」が実現し、更にその基本と

なる「AL教育全般の底上げ」という視点も加味され、大学改革を力強く加速・促進することができた。 

② 事業の実施体制

【学内の実施体制】本学の教学マネジメントは、学長と両学部長・学長補佐をはじめ教学に係わる

各種委員会の責任者から構成される企画戦略室（=学長室）が担当している。本事業は、この企画戦

略室が、アクティブラーニング（AL）の本質・重要性を考え、本学の「建学の精神」「教育理念」、

「3 つのポリシー」に照らして企画したものである。また本事業の実施主体となる、徳山大学 AL研

究所（TUAL、学長が所長を兼務）付設の AL推進委員会（毎月開催）も、企画戦略委員を兼務する学

部長をはじめ、FD・入試・進路支援等、各種の教学担当教職員によって構成することによって、教

学マネジメントを担う企画戦略室の意向を汲みつつ、全学的に事業を推進していく体制を構築して

いる。なお、TUALに常駐し事業遂行に重要な役割を果たしている 2名の ALプロデューサーの継続雇

用を決め、補助期間終了後における事業継続に向けた体制を整備した。 

【教職員の参画】4年間を通した継続的 PBLの実施体制設置、BAL値評価の全学的オンライン実施及

び結果の一部のシラバス掲載、「課題対応力」の評価結果のキャリア形成支援学生データベース

「CASK（Career Student Karte）」上での公開、ALをテーマとする学内 FD・SD研修会の開催等、

数々の取組の全学的実施を通して、学内の教職員の「AL推進への意識」が十分に共有された。その

結果、「AL導入度測定値（BAL）の全授業平均値」が向上し、ALに関する学内セミナーへの参加率が

高まり、AP事業に対する教職員間の共通理解は深まり教職員が積極的に参画している。 

【評価体制の整備】AL 推進委員会を毎月開催し調書に基いて進捗状況を確認するとともに、年 2回

（前後期の終了時）外部評価委員会を開催し、事業を評価する体制をとっている。なお、中間評価

の指摘を受け、外部評価委員について、近隣高校の若手教員や実業家の方々を新たに委員に迎える

など、より実質的な助言・評価を受けられるよう、体制を整備した。 

【PDCA サイクル】各授業における「㋐AL推進への教員の取組状況（自己申告）」「㋑学生目線から見

た AL の実施度評価」「㋒その AL への学生の参画度自己評価」をオンラインアンケートで把握し、そ

の結果をレーダーチャートで比較閲覧可能としたシステムが「AL度把握システム（BAL：Barometer of 

AL）」である。このシステム活用を全教員の全教科に課し、加えて、平成 29度より各授業の「㋐AL推

進への教員の取組状況」の結果（レーダーチャート）をシラバスに掲載、学生にはその結果を授業選

択の参考にするよう指導する、などをとおして各教員が客観的なエビデンスに基づいた授業改善のた

めの PDCAサイクルを進めていけるよう体制を整備している。 

③ 事業の実施計画・継続性

【計画の実施状況・見通し】平成 30 年度は前年度に引き続き、BAL システムの運用、地域ゼミの充

実、課題解決型インターンシップ（PBI）、長期インターンシップの開発、循環型人材育成教育の推進
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等を継続実施し、補助事業実施計画に従って着実に事業を進めた。また、計画調書に記した新たな課

題「高大接続の強化」に関しては、リメディアル教育・EQ教育を基盤とする徳山大学キャリア教育と

キャンパスライフ全般への誘い・各専門分野への興味の涵養と AL の始動、の 3 つの機能を持つ Web

サイト「徳大 Webオープンキャンパス」の構築に向けた取組を進めることができた。令和元年度以降、

その更なる充実を進め、高大接続強化の目標を達成できる見通しである。また、前述のように、外部

評価委員会について中間評価の指摘を受けて、当初計画の 3名から 6名に評価委員を増員し外部評価

体制の実質化を期した。特筆すべきこととして、令和元年度に地域の 3つの団体・企業から「課題と

資金」の提供を受け、3クラスの「専門ゼミⅠ」（3年次）において地域課題に取り組む PBLの実施を

決定した点がある。今後、このような流れを加速させることによって、当初から目標に掲げていた「地

域課題解決をテーマとする PBLを 4年間を通した継続的な学びに位置付けるカリキュラム改革」の実

現に向け、新たな一歩を踏み出すことができる見通しである。 

【体制的・資金的な継続性】徳山大学 AL研究所（TUAL）と AL推進委員会を中心とする「事業実施

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予定である。この体制を支え

る 2名の ALプロデューサーについては、既に補助終了後の継続雇用を機関決定している。また、本

事業において AL 推進の基盤となる「BAL値収集」や「コモンルーブリックによる課題対応力評価」

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活用が可能となっている。更に、地域課題をテーマとする PBL

「地域ゼミ」（及び「専門ゼミ」）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、青年会議所等との協力体制を構築し、地域ぐるみで本学の AL向上

に取り組む環境を整えつつある。 

④ 事業成果の普及

【波及効果・社会的評価・長期的視点】 本事業の中核的取組である(1) 「AL度（BAL値）評価シス

テムを全学的に活用した AL教育全般の底上げ」及び(2)「 4年間の継続的な学びとして PBLを位置づ

けるカリキュラム改革」は他に類を見ない先駆的モデルであり、長期的にはその成果の他大学への波

及が期待できる。 (2)に関連して導入した地域課題解決をテーマとする PBL「地域ゼミ」に対して、

多くの地域団体や企業から課題の提供と実施協力を得るなど、社会的注目度は非常に高い。その結果、

「地域ゼミ」以外の授業でも同様な PBLが企画・実施されるに至っている。また、域内高等学校の「総

合的な学習の時間」と連携して PBL を実施する「地域ゼミ」も出てきており、中等教育の AL 推進に

寄与することが期待される。これらの PBLは、外部評価委員会において、社会で活躍できる人材育成

の観点から高い評価を受けている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

選定されたテーマの取組を中核に、入口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った大学教育を

実現する総合的な取組を行ってきた。「PBLを 4年間の継続的な学びとするカリキュラム改革」では、

「教養ゼミⅠ」（1年次必修）における PBLリテラシー教育の標準化、「地域ゼミ」（2年次必修）や「専

門ゼミⅠ・Ⅱ」（3・4 年次）における課題対応力評価用コモンルーブリックの開発とその活用による

課題対応力の可視化（学生は CASK のなかに示された自分の課題対応力をチェックしながら学修を進

めていくことができる）などを通して、質保証を実現することができた。更に、「キャリアプランニン

グ」（2・3 年次）「インターンシップ・インターンシップ研究」（2・3 年次以降）において、PBI や長

期インターンシッププログラムの開発などを通して、その教育を「出口」教育にも拡張した。また、

これらの本学の学びの特徴を Web サイトを通して高校生に発信する高大接続「入口」教育をも含め、

ALをテーマとする総合的な大学教育改革を着実に進めている。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学の教育改革のフレームは大きく「機能別分化」および「教授方法の質的転換」とそれによる「質

保証」によって構成され、その中核を成す「教授方法の質的転換」を実現するための具体的方策が本

事業である。「機能別分化」については平成 27 年 4 月に教養力育成センターを設置し、実践型人材

育成の礎となる教養教育カリキュラムの検討を開始、平成 30 年度に新カリキュラムを導入した。導

入にあたっては、本学学生に必要な「基盤知識」「基盤能力」を明示し、その修得方法として「ALの

実践」を挙げ、同年度後期には全授業で ALの実施を果たしている。「教授方法の質的転換」では平成

26 年度に教育技術開発 WG が設置されたことを皮切りに、FD の活動がさらに活発化した。平成 27 年

度に設置された AL実践研究会では、教員相互に授業実践事例を共有し、効率的・効果的な AL手法に

ついて検討を行う基盤ができたこと、またファカルティディベロッパー（以下、FDer）の認定を機に

教育活動に先進的に取り組む教員を評価する気運が高まり、これらの活動が背景となって AL の実施

が進展、平成 29 年度には全学での AL 実施率が最終年度の目標であった 80％を超える状況にいたっ

ている。 

② 事業の実施体制

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。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。事業の実施状況は各学部や教養力育

成センターの FD 部会を通じて全教員に共有を図り、実施の意義について共通理解を深めている。年

間数回開催される FD 研修会や AL 実践研究会には教員のみならず、職員にも参加を推奨し教職での事

業推進を図っている。また新任教員 FD研修会（年１回）や非常勤講師オリエンテーション（年２回）

でも ALをテーマとしたワークショップを開催し、全学でのムラのない理解を促進している。 

取組の評価については WG で取組の日常的な自己評価を担い、各取組の達成度チェックや評価指標

に対応する各種データによる取組効果の検証を行っている。さらに、評価指標の設定とその達成状況

の報告・確認を行うため、評価委員会を設置しており、外部委員として産業界・高等学校・専門家か

ら参画を得ている。評価委員会は、年間に 2 回開催し、本学から AL 型授業の展開状況やその効果な

ど、事業の進捗状況と、必須指標および本学独自の事業目標の達成状況（P7～8 参照）について半期

ごとの自己点検結果の報告を行い、それに基づいて外部委員からの評価・意見を聴取している。 

本事業では PDCA サイクルに基づいた評価体制を整備しており、点検・評価においては、必須指標

および本学独自の事業目標の数値を年度ごとに示した計画表を作成し、それに基づいて PDCA サイク

ルを回して実施している。また、ALの進展に伴う成果の測定項目を、学生の「知識の定着」と「能動

的な学習態度の涵養」のそれぞれについて設定（P11「〇成果の測定項目」参照）しており、その測定

データによるエビデンスを踏まえて取組の改善を行っている。 

③ 事業の実施計画・継続性

取組に当たっては全事業期間を 3 つのフェーズに整理し、第 1 フェーズ（平成 26～27 年度）では

条件整備を、第 2 フェーズ（平成 28～29 年度）では全学展開を着実に進めてきた。現在は第 3 フェ

ーズ（平成 30～令和元年度）として評価・改善を主要なテーマとして取組を行っている。 

具体的には、これまで通り「AL型授業推進プログラム」にある各取組を継続するとともに、ここま

での成果を可視化し、卒業時の質保証につなげるためにアセスメント・ポリシーや成績評価のガイド

ラインの検討・導入を進めた他、学習ポートフォリオ（FIT-AIM）の導入・活用を通じて授業改善や

「能動的な学習態度の涵養」を図っている。また卒業生調査や企業インタビュー等にも着手、取組が

社会で活かされるものになっているかについての評価も進めることにしている。 
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取組成果として、AL 型授業の有用性の認識、ノウハウの蓄積、FDer の存在等が以降の事業展開を

さらに加速していく。また WG を起点した教職協働体制による事業の推進と成果が、本学の教育改革

に関する PDCA サイクルの実質化・高度化に寄与しており、今後とも成果が見込めるものとなってい

る。補助期間終了後の発展に向けても、教職協働の組織的枠組みを維持し、中心的な役割である 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、クラス・サポーター（以下 CS）も

補助期間内と同様に雇用することで 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の実質化に繋げていく。 

事業開始初年度（平成 26年度）は補助金のみで賄われているが、平成 27年度以降は自己収入とし

て本事業に係る本学の予算配分額を加算しており、補助期間中、当初の事業規模を縮小することなく

計画を遂行する。また、補助期間終了後の予算措置については、本事業の推進費は FD 推進機構の特

別予算を充てること、本事業で整備した設備・備品の保守管理費については法人事務局の一般予算を

充当することが決まっており、事業の継続に資金的問題はない。 

④ 事業成果の普及

本事業の全体の目的は、本学の人材育成目標「自律的に考え、行動し、様々な分野で創造性を発揮

できるような人材（実践型人材）」を達成するため、学生の「知識の定着」と「能動的な学習態度の涵

養」の実現を図ることである。本事業で推進する AL 型授業の展開は制度的枠組みの構築にとどまら

ず、教育現場での具体的、実際的な教授方法の改善、実践をもって、「実践的人材」の育成の一層の加

速を図ったものである。ともすれば導入が目的となりがちな AL の正しいあり方を示すモデルとして

提示できるものと考える。また他学での AL 実施が特定学部や科目に限定されることも多い中、本学

ではすでに全学で 80％以上の実施が果たされていることについては導入の考え方や実施体制、教職

員の参画方法等、有用な事例として広く活用できるものとなる。 

さらに平成 30年度からは評価・改善のフェーズとして AL型授業の成果を可視化するため、本学デ

ィプロマ・ポリシーの非認知的能力（主体性）に対応するルーブリックを作成した。そのことを起点

としてアセスメント・ポリシーを策定した上で、成績評価ガイドラインの作成や学生の自己評価を促

す学習ポートフォリオを開発・導入したが、これらのことも一連の PDCA 活動として全学的、組織的

な教育改革をめざす他大学にとっても有用なモデルになると考える。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

これまでの取組の中で、本学では、３つのポリシーに基づく教学マネジメントの確立とALの全学

展開による教育の質的転換の取組を推進してきた。特にディプロマ・ポリシー（以下DP）及びカリ

キュラム・ポリシー（以下CP）については、体系的で組織的な教育を実施するための目標や評価

（アセスメント）基準として機能すべく要請されていることから、本学でもその視点で見直しや確

認を行い、各学科のカリキュラム・ポリシーに「学修成果の評価の在り方」について記載を加える

などの改訂を行った（平成29年４月実施）。しかしながら、本学がこれらのポリシーに基づいて、

「質保証」に向けたPDCA サイクルをより適切に機能させるためには、個々の学生の学修成果や教育

プログラム全体の教育成果を可視化し、全学共通の考え方や尺度によって評価し、その結果を改善

につなげる必要がある。そこで、成績評価を含む個々の学生の学修成果を測るものから教育プログ

ラム単位でDPの達成を測るものまでの全学共通の評価の考え方を、本学のアセスメント・ポリシー

として明確化し、さらなる教育の質向上に資するものとするため、全学的な検討を行い、平成31年

４月に制定、公表、それに照らした評価を試行的に実施することとなった。また、アセスメント・

ポリシーとともに、「成績評価ガイドライン」を策定、成績評価の基準を統一することで、評価の客

観性と適切性を担保し、教育の質保証を図ることとした。同ガイドラインには、DPを知識・能力・

態度といった性質ごとにカテゴリ化し、それぞれに対応する達成目標を評価するための課題と評価

の方法を例示するとともに、特に本取組で育成しようとする「能動的学習態度（主体性）」をルーブ

リックとして示し、評価の参照とした。これらの内容は本事業での取組成果が活かされたものであ

り、本学の人材育成目標の達成に向けて、本事業が寄与する点であるといえる。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学の事業は、学生のアクティブ・ラーニング（AL：主体的学び）の基盤となる自律学修マインド

の醸成にその目的がある。これまでの改革の取り組みによって、以下の数値目標が達成されている。 

H26年度実績 H30年度実績 R1年度目標 

アクティブ・ラーニングを導入した授業科目数の割合 12.2% 23.0% 25.0% 

アクティブ・ラーニングを受講する学生の割合 58.7% 100.0% 100.0% 

学生１人当たりアクティブ・ラーニング科目受講数 1.5科目 4.5科目 2.2科目 

アクティブ・ラーニングを行う専任教員数 89人 167人 150人 

学生 1人当たりのアクティブ・ラーニング科目に関す

る授業外学修時間 
2.3時間／週 5.0時間／週 4.0時間／週 

アクティブ・ラーニングに関する FD 受講者数 16人 220人 23人 

優れたリーダーシップを持つ学生の養成数 289人 982人 900人 

図書館の利用者数（年間延べ） 105,418 人 123,416 人 - 

自律学修室（全学 SALC・学科 SALC）利用者数 76人 1879人 - 

自律学修室（全学 SALC・学科 SALC）利用時間 111時間 2990.5 時間 - 

H30 年度において、事業開始時に比べてほとんどの目標を達成している。ALを導入した授業科目（以

下 AL授業）は着実に増加し、本学のすべての学生は各学年で AL授業を受講している。また、各科目

の課題（レポート）作成に連動して、図書館及び自律学修室（全学 SALC・学科 SALC）の利用者数およ

び利用時間は増大し、単位の実質化に結びついている。この際、各 SALC に待機しているファカルテ

ィデベロッパー（FDer）および学生ファシリテーター（学生 FC）は、英語教育施設 SILC/SALCで培わ

れた「学習アドバイジングスキル」を活用して、学生の自律学修マインドの醸成に寄与している。 

さらに、本事業での留学ファシリテーター（留学 FC）の国際交流センターへの配置によって、H26年

度の年間 22名であった海外への留学生数は、H30年度には 273名に増加し、学生の主体的な学びの醸

成に寄与している。 

本事業での各学科での AL 授業の増加は、R1 年度から実施している「崇城大学教育刷新プログラム

Ⅱ（SEIP-Ⅱ）」において、学則別表の改訂を伴う各学科の「SOJOプロジェクト科目群」の設置に結び

つき、授業で修得した知識を活用して「答えのない課題に主体的に取り組む」AL授業群の各学年への

配置に結実した。さらに、H30 年度に竣工した新棟の中に、AL 授業推進のための AL 専用の教室（20

～150 名くらいまで利用可能）を設置した。また、この SEIP-Ⅱでは、SOJO ポートフォリオ（e-ポー

トフォリオ）を稼働させているが、本事業の中間評価で指摘された「学生の主体的学びの達成度の指

標の明確化」の課題に対応するために、全学の全科目に対して「学修到達度ポートフォリオ」を実施

し、学生による振り返りを指標の一つとして、事業の改善に結びつける予定である。さらに、FDerへ

の学習アドバイジングスキルの研修を兼ねた FDer錬成会（学生 FCも参加）は、本学に初めて着任し

た大学教育実績の不足している新人教員（企業からの実務家教員や博士号取得直後の若手教員など）

への FD 活動「大学人教育力養成講座」（3 年前より実施）に発展している。このように、本事業を推

進する中で、大学全体の教育改革が加速して進行している。 

② 事業の実施体制

事業推進責任者（松下副学長）は、事業推進代表者（中山学長）と毎週会議の時間を設け、本事業

ならびに大学の教育改革全般について連絡を密にとっている。また、事業推進責任者は、FD委員長や

総合教育センター教員、事務局次長、教務課長及び教務課員で構成される AP 運営委員会メンバーと

適宜、推進事業について協議を計りながら、毎月開催される FD委員会で、事業の実施について審議・

検討を行っている。この FD 委員会のメンバーは各学科から選出されている FDer が中心となってお
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り、FDer が各学科の学生 FC と協力して、全学 SALC・学科 SALC の運営、FDer 錬成会の開催等の本事

業の実施を、AP 運営委員会メンバー（教務課職員を含む）とともに担当している。この FDer 錬成会

や、FD委員会が開催するアクティブ・ラーニングや学習アドバイジングスキルを全学に普及させる FD

講演会は、教職員も多く参画している。 

各年度末には、AP 運営委員会を中心として事業取組報告書を発行し、自己評価を行うとともに、2

名の外部評価委員（1名は大学高等教育の専門家、1名は卒業生が多く就職している企業トップの方）

から、毎年客観的評価と取組改善へのサジェスチョンをいただいている。また、本事業の中間評価で

も指摘された PDCA のための（C）の一層の強化のために、H30 年度より客観的指標の一つである学生

の「社会人基礎力」（前に踏み出す力「主体性」を含む）を評価する外部テストを実施している。さら

に、本学 IR（総合企画課）が、全在学生を対象にしたアンケートを実施し、大学での授業終了後の滞

在時間、滞在場所、活動内容等について調査をしている。これらの結果を本事業に活用し、今後、PDCA

サイクルを機能させる。

③ 事業の実施計画・継続性

上述の数値目標の達成具合から評価して、事業は計画に基づき実施されていると自己評価できる

が、学生 FCの勤務状況に、月によるばらつきや、学科によるばらつきがあり、その修正（予算執行の

状況を見ながら、適宜学科にフィードバックすること）が十分にはできていない。毎年、学科 SALCの

利用状況は確実に増加しているため、今後は、毎月の実施状況をこまめにチェックし、学科毎の活動

状況のばらつきが無いようにフィードバックできると思われる。また、本事業終了後も、事業実施の

中心である FD委員会は、FDerおよび学生 FCの選出とともに継続的に全学 SALC・学科 SALC の運営を

担当することとなっている。さらに、本事業および SEIP-Ⅱ改革の検証組織である教育改革推進・検

証会議（仮称）が、R1 年度発足することが決定し、メンバーも決まった。この FD 委員会および教育

改革推進・検証会議（仮称）を中心に、本事業の継続を行っていく予定である。 

事業継続のための予算措置としては、学生 FCへの謝金が必要であるが、すでに学内の TA（Teaching 

Assistant）費とともに、学内予算で確保することとなっており、現状の事業は縮小することなく実施

することが可能である。 

④ 事業成果の普及

本事業で他の大学等に波及しうる点は自律学修マインドの醸成につながる「学習アドバイジングス

キル」の全授業科目への適用のノウハウと、それを全学生の教育に活用するための FDerと学生 FCの

存在・育成にあると思われる。現在、「学習アドバイジングスキル」は、これを学内外に普及させるた

めのガイドブックの作成に着手している。また、FDer の育成は、2 か月に一度の FDer 錬成会を継続

的に開催し、これを近隣の他大学（熊本保健科学大学および熊本学園大学など）にも開放し、社会的

な取組に発展している。上記両大学とは、すでに大学間包括協定を締結し、事業の開催・広報がしや

すくなり、また継続性が担保されている。さらに、下級生の自律学修を支援する学生 FCの研修は、毎

年度末に次期学生 FC の研修会が定例化しており、上述のように研修のための予算確保も TA費の一環

として予定されているので、長期的にも継続した取組になると思われる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本 AP事業の実施に伴って、同じ APテーマで採択された徳山大学とともに中間報告会を開催し、徳

山大学のルーブリックの取組を参考に、SEIP-Ⅱ教育改革の中で本学の SOJOポートフォリオの構築を

行った。このポートフォリオでは「入学時自己診断シート」による入口での学修への動機付けを行い、

「面談カルテ」で各学年でのチューターによる面談で学生の学修意欲をフォローアップし、さらに、

「各授業の学修到達度ポートフォリオ」で、主体的学びの達成度を振り返るようにしている。この SOJO

ポートフォリオと本 AP事業、そして IR部署による全学生への「学びのアンケート」および各学年で

実施を予定している「社会人基礎力」（特に前に踏み出す力の評価、R1年度は 1年入学時に実施予定）

テストで、入口から出口までの質保証を伴った大学教育を実現するように取り組んでいる。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成30年度は、最終年度を翌年に控え、大学教育再生加速プログラム（以下、AP）テーマⅠアクテ

ィブ・ラーニング（以下、AL）の完成に向けて、ALを取り入れた次世代型教育システムを構築・実践

・展開する発展フェーズとなった。AP初期の導入フェーズ、中期の成長フェーズを経て、平成30年度

は教員個々の授業改善や発展に加え、全学的なカリキュラム評価・改善に向けた、既存組織との連携

構築を行った。加えてALの一つの完成形とも言える「アクティビティ＋CBT」の本格展開を行った。

更に、教員の教育能力開発、新カリキュラム開発、効果的な授業・自主学習のためのインフラ整備、

支援体制整備がほぼ完了し、主体的・対話的で深い学びをより効果的・効率的に実現する全学的なPDCA

サイクル推進基盤が整備された。以上より、APによって本校全体としての改革を大きく加速・推進す

ることができたといえる。 

② 事業の実施体制

学内の AP実施・推進体制を右図に示す。

校長のリーダーシップによる統括・指示の下、 

全学的な運営による PDCA実施体制について構築 

を行った。これまで次世代型教育推進室が行って 

いた評価（C）、改善（A）について、学内既存組 

織である評価室、改善室が行う形に最適化を図り 

本校の教育目標と 3つのポリシーに基づき学内組 

織間の連携によるスピードある推進体制で PDCA 

サイクルを推進し、更に外部評価委員による客観

的な評価を反映させながら AP全体運営を行う形 

に改善した。これにより、学内展開・改善の速度 

が増したとともに、教員個々への動機付けがなされ、更なる意識向上と積極的な参加に繋がった。ま

た、監査に合わせて学生、卒業生を対象としたヒアリング調査を行い、ALに関する取組成果と課題を

把握して改善を図っている。新カリキュラムとして進行しているコース制においても、効果的に機能

している。なお、外部評価委員には実際に卒業生を受け入れている企業も含まれており、企業・社会

として望む人材育成の観点からも評価を頂き、取組に反映させて改善に繋げている。 

③ 事業の実施計画・継続性

「全ての学生の能力を十分に伸ばす」ため、AP開始時に設定した「A3（Aキューブ）学習システム」

による「アクティブラーニング型授業」、「問題解決型/プロジェクト型 PBL」、「マイペース完全習得学

習」の教育システム開発を拡大した。「教員研修」、「カリキュラム開発」、「インフラ・支援体制整備」、

「情報発信」を重点項目として開始時にかなり高い目標を設定していたが、その目標を上回る成果を

得た多くの項目を含め、ほぼ当初目標通りに実施できている。更に、「ジェネリックスキル分析・反

映」、「“やじカフェ”による双方向型 FD」、「授業評価・即時改善手法とツール開発・運用」、「コース

制進行における“アクティビティ＋CBT”カリキュラム開発・運用」といった、当初計画には無かっ

た効果的かつ効率的な手法を多く開発し、実践運用まで繋げている。 

 AP終了後の継続的・発展的な実施に向け、学内に恒久組織として「教育改革推進センター」を設立

した。センター内の「次世代型教育推進室」及び学内既存組織の「教務企画室」、「評価室」、「改善室」

が連携して PDCA サイクルを推進する。AP により、教員の意識改革も大きく進展した。インフラにつ

いては、AP終了後に継続実施するための環境整備を計画通りに実施することができた。事務体制につ

教育目標と３つのポリシー（ディプロマ, アドミッション, カリキュラム)

学生、教職員全員が理解し達成する

改善室

(事務含む)
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いても AP で得た知見・ノウハウを活用することにより、規模の縮小無く、効果的・効率的に運営で

きる基盤を構築できた。以上より、計画に沿った、あるいは計画以上の着実な事業推進と AP 終了後

の継続実施体制について構築できた。 

④ 事業成果の普及

APによる AL推進・普及について、ALの質向上、環境整備、授業改善、新カリキュラム（コース制）

への反映に取組しながら、国内外の学会やフォーラムでの多くの発表や学外 FD を通じて、得た成果

を先駆的なモデルとして学外へ積極的に展開した（フォーラム/シンポジウム 6 件、国際学会発表 2

件、国内学会等発表 7 件、シンポジウムポスター発表 3 件、その他講演等 4 件）。学会発表以外の代

表的な例として、仙台高専で設計した双方向型 FD「やじカフェ」に長岡高専から 2度目の実施依頼が

あり、1回目からの変化を踏まえた更なる AL推進と ICTツール活用実践に関する FDを行った。また、

岐阜高専より FDの依頼を受け、「仙台高専における授業力向上への取組」と題して、授業評価・即時

改善への取組と、ツール開発・運用について講演した。開発した「授業評価・即時改善ツール」につ

いては、10 校以上の高専・大学より試用したいとの依頼を受け、展開している。更に、ジェネリッ

クスキルテストの実施と活用法に関する FD を長岡技術科学大学及び木更津高専より依頼を受けて実

施した。本校学生のジェネリックスキルの継続的調査結果と、学生及び学校(カリキュラムや授業設

計)へのフィードバックをはじめとする効果的な活用方法について講演した。 

宮城県教育委員会後援の下、宮城県内の小中高教員、大学、教育関係者が広く参加した「第 2回仙

台高専フォーラム」では、外部講師による、自身の教育活動に関する振り返り・改善を効果的かつ効

率的に行えるワークショップ（Teaching Portfolio チャートの作成）を実施できたことにより、AL

推進を加速した。また、仙台高専と石巻専修大学との共催で「第 2回東北アクティブラーニングフォ

ーラム」を開催して、情報共有・連携の機会を構築できた。平成 29 年度に本校が主幹校として開始

した AP採択 6高専による合同フォーラムについても、平成 30年度は第 2回を「高専フォーラム」で、

第 3回を「高専シンポジウム」で開催した。合同フォーラムでは、各採択校の取組をまとめた資料を

配布して、参加者が自校に持ち帰り、すぐに実践できるようにするなど、多くの高専に展開すること

ができた。加えて、全国高専の校長、教務主事、高専教員、企業が集まった高専機構主催の高専教育

シンポジウムで「先進的教育改革の成果と他高専への展開」として報告した。また、ホームページや

Facebook、Find!アクティブラーナー社との連携による AL型授業動画発信を行った。 

以上の取組により、APによる仙台高専での成果について、外部の多くの機関や教職員に波及させ、

社会的に貢献できたと考える。また、上記の取組は AP 終了後も継続実施可能であることから、長期

的視点からも有効である。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

仙台高専では、21世紀を生き抜くスキルを持った人材及び新しい分野を切り開く超有為な人材の育

成に貢献するべく、平成 29 年度から実施しているカリキュラム改編（コース制の施行）を推進する

とともに、教育目標と 3つのポリシー（ディプロマ、アドミッション、カリキュラム）を見直し、学

生に対して入学から卒業まで、更には留学生や卒業生、社会人に対する教育の質保証を確固たるもの

とする教育改革を実施している。その中核となってきたのが APによる取組であり、「教職員の意識改

革」、「カリキュラム開発」、「インフラ・支援体制整備」、「先駆的モデルとしての情報発信、社会貢献」

について、APによって、学内 1組織ではなく全学的な取組として効果的かつ総合的に実施できたとと

もに、AP終了後の継続的な実施基盤を構築できたと考える。特に教職員の意識改革については、多様

な考えを持つ教職員がいる中で、学内 1組織や個人での取組ではなかなか普及困難であるが、校長は

じめトップの強力なリーダーシップの下で、従来から培ってきた良い点や考えは維持・尊重しながら、

改善すべき点は全学的に改善を進めることの重要性とその効果が良い形で示されたと言える。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本校は、本事業の採択を契機に、本事業の推進主体である「アクティブラーニング(AL)センター」

を中心に、校内の各種委員会やセンターの協力を得て、「教員が知識を伝えるだけの教育から学生が

主体的に知識を探索し、その知識を使い、協働して何かを創造することができる力を養う教育」へ大

きく舵を切っている。 

初年次教育の一環として、平成 27 年度から全 4 学科（機械工学科、電気情報工学科、都市システ

ム工学科、建築学科）1年生の必修科目として「AL入門※1」を開講した。続いて、約半年間の計画・

検討を経て、全 4学科 2～4年生の学生 527名と全ての専任教員 63名による、自律、協働、創造の力

を養うことを目的に、学科学年横断型 PBL科目「Co+work(コープラスワーク)」（必修科目）を平成 28

年度から開講した。学年学科混成で無作為に選ばれた約 8 名の学生と教員 1 名で構成した全 63 チー

ムが、各チームで主体的にテーマを決め、活動を行うプロジェクト型学修である。この科目では、教

員のコーチングおよびファシリテーションのスキルが重要であるため、教員間での意見交換会や各学

期末のアンケートの実施、コーチングの勉強会などを開催し、授業の質の向上、継続的改善を進めて

いる。また授業運営支援の一環として、平成 28 年度は教員向け、平成 29 年度および 30 年度は教員

および学生向けに「授業のてびき」を作成、配布を行った。これらは Competency（集団の中で自分の

能力を発揮できる力）を養う AL に向けた実践であり、全教員が相互に学びあうことを促す仕掛けづ

くりにも繋がっている。 

Ability（一人で何かできる力）を養う ALの実践については、ALの視点を取り入れた授業改善を目

的に教授方法勉強会を毎年開催している。また ALセンターに所属する教員を中心に外部の ALに関す

る勉強会へ参加することで、AL を実践し、かつ学内で AL の相談対応が可能な教員の拡充を行ってい

る。全学科のアドミッションポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーの策定を平成 28

年度に完了した。国立高専機構では、各校でのモデルコアカリキュラム（MCC）の実質化と円滑なカ

リキュラムマネジメント実現のための Web シラバス導入を進めており、本校も平成 29 年度中に導入

を完了した。Web シラバスでは、学びを通じて学生が何をできるようになったかを明確化するルーブ

リックをすべての科目で作成することが必須となっており、それに先行して、平成 29 年度から

「Co+work」の評価にルーブリックを導入した。普段の授業や実験実習のみならず、高等教育機関であ

る高専の教育の集大成としての卒業研究の実質化に向け、平成 30 年度に「卒業研究の質の向上に向

けた FD」を全学的に実施し、学校全体としてすべてのカリキュラムに渡る教育改革を実施してきた。

このように本校の教育改革は、本事業の実施と高専機構全体の教育改革とうまく連動させながら、加

速度的に進んでいる。 ※1:平成 27 年度は「ALⅠ」として開講。平成 28年度から現在の名称。

② 事業の実施体制

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。 
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
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グローバルエデュケーショ
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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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③ 事業の実施計画・継続性

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。 

④ 事業成果の普及

本校は、平成 30 年度まで、全国 51 高専の AL 推進モデル校に指定されていた。そのため、多くの

高専からの視察・相談依頼を受けた。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。平成 29 年度は外部から 22 名、平成 30 年

度は 16名が見学した。また、他高専も巻き込んだ勉強会を開催しており、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、同ブロック内の AP採択校である岐阜高専

と企画・進行を持ち回りとして研究会を開催している。平成 30 年度には、AL を効果的に取り入れた

授業の事例集を全国高専で共有し、さらにそれらの授業を参観する仕組みとして、スカイプを用いた

参観の取り組みを行い、全国高専の 16 地点をつないだ授業参観を実施した。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た。平成 30 年度には、全国高専フォーラムや全国高専シンポジウ

ムで本取り組みの成果を発表し、平成 30 年度関西工学教育協会高専部会秋季セミナーでは「明石高

専の教育改革、その成果と見えてきた課題」と題して、高専以外を対象に対外発表を行った。令和元

年度は、シンガポールの提携校と協働で実施する ISATE（International Symposium on Advances in 

Technology Education）国際学会での論文発表、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（Shikoku 

Professional and Organizational Development Network in Higher Education(SPOD)での成果発表

を予定し、取り組みの成果を広く共有する機会を設けている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本校では、モデルコアカリキュラム（MCC）を平成 29年度中に導入を完了させ、カリキュラム全体

において到達目標の再設定とルーブリックの作成を行っている。普段の授業や実験実習のみならず、

卒業研究の実質化に向けた「卒業研究の質の向上に向けた FD」を全学的に実施し、学校全体としてす

べてのカリキュラムに渡る教育改革に取り組んできた。その成果として、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。本校は、平成 26 年度から平成 30 年度

において、高専機構から AL 推進実践校としての指定を受けており、全 51高専に対し、ALを推進する

トレーナーの育成研修を担ってきた。高専各校での AL 推進、FD 運営方法の見直しに向けての一助と

なるよう、本校でのさまざまな AL推進の取組みや FD運営の改善を可視化、モデル化を試み、積極的

に全国高専へ情報発信した。さらに、本校での AL 推進の取組みや実践を通じて蓄積したノウハウな

どをもとに、高専各校で利用できる FD運営支援コンテンツの開発・展開も行った。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業（テーマⅡ「学修成果の可視化」）では、授業設計方法と成績評価の改善（Phase１）による

教育課程の体系化、各授業科目間の成績評価基準の平準化と成績評価の厳格化への組織的な取組、YNU

学士力と就業力の可視化（Phase２&３）による学修成果の把握、その成果を踏まえた教育改善 PDCAサ

イクルの組織的な取組、YNU 学生ポートフォリオ構築（Phase４）による学生プロファイルを通して学

生自らの学修行動改善 PDCAサイクルの抜本的強化を目指すことにある。 

平成 29 年度の全学部改組と都市科学部の新設に連動した全学教育システム改革を行い、YNU イニ

シアティブ（３ポリシー）の見直しを行った。ここでは学修成果の目標等を明確に定めるとともに、

教学マネジメント PDCA ポリシー（学士課程教育の質保証の方針）を制定した。本事業にて構築した

高大接続･入学者選抜から卒業後まで一貫して見通すための学生にフォーカスした教学･学生 IR シス

テムにより把握した学修成果データを活用し、学部教授会 FD セミナーの定期開催を通じて教育改善

FD活動を活発化させるなど、大学全体の改革が大きく加速している。 

② 事業の実施体制

本事業は、第 3期中期目標計画における教育戦略の中核的な教育改革事業であり、学長を中心とす

る教学マネジメント体制を整備している。その実施体制は、教育担当副学長をチーム長とし、各学部

教務委員長、高大接続･全学教育推進センター長、基盤教育部門長および学務部長で組織する「YNU教

学マネジメントチーム」を設置し、学務部教育企画課に支援室を置いている。 

本補助事業の５年目となる平成 30年度は副学長を中心とした全学体制で事業を実施し、「学生プロ

ファイル機能」を全学導入することが出来た。また、支援室に特任職員１名及び事務補佐員１名、派

遣職員 2名を雇用したことで学生プロファイルを活用した学生行動調査の分析を加速させることが出

来、また補助金の適正管理に取り組むなど事業全体を円滑に実施することが出来た。 

この学生プロファイルの全学導入によりYNU学生ポートフォリオシステムの再構築がほぼ完成した

ことから、本事業の学内普及を加速すべく、学生プロファイルから得られた教学･学生 IR結果につい

て、役員懇談会、経営協議会、教育研究評議会等の主要学内会議で報告（平成 30年 11～12月）する

とともに各学部教授会での FD セミナー等での説明を通じて教職員間の共通理解を深めた。これらの

客観的なエビデンスに基づき、教育改善の PDCAサイクルを機能させている。 

これら本事業の取組は、大学改革や教学 IR 等に高い見識を有する大学教員と大学職員、グローバ

ルに展開する就職先企業の人事担当者で組織した「YNU 教学マネジメント外部評価委員会」を開催し

（平成 30年度は平成 31年 3月）、外部評価を行っている。 

③ 事業の実施計画・継続性

授業設計方法と成績評価の改善（Phase１）により、平成 28年度開講科目から成績評価ガイドライ

ンに基づく全学統一の成績評価基準、履修目標と到達目標に対応した電子シラバスと授業科目別ルー

ブリックの運用を開始し、常勤教員が参照できる Web 成績分布システムの導入や教授会 FD セミナー

での説明といった組織的な取り組みにより、成績評価の厳格化を進めてきた。 

YNU 学士力の可視化（Phase２）は平成 30年度春学期に、YNU就業力の可視化（Phase３）は平成 29

年度秋学期に導入し、学生プロファイルを含む YNU学生ポートフォリオ構築（Phase４）は平成 30年

度秋学期に完了するなど、全体の事業計画は順調に進捗している。 

平成 30 年度の事業としては、まず春学期の学生プロファイルに学士力自己チェックシートを導入

し、4 月の春学期履修登録期間に実施した。これにより学士力と就業力（秋学期実施）の複眼で学修

成果を可視化する体制が整った。また、学生プロファイルの全てのページについて英語対応を完了さ
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せ、秋学期は留学生も対象に加え、滞りなく実施できた。 

学生プロファイルの全面導入によりほぼ悉皆調査に近いデータが得られ、学生の学修・生活行動の

学部・学科・ＥＰごとの詳細な特徴や課題を抽出できた。学生プロファイルの仕組みが整い各種報告

が定期的に可能になったことから、教学･学生 IR結果の報告書類を学内システム上で公開する体制を

整え、11月より学内公開を開始した。これにより、教職員が教学･学生 IR情報をタイムリーに閲覧で

きるようになった。仕組み（学生ポートフォリオ）の構築が完了したことから、1 月には学生の能動

的な参画促進に活動の重点を移すべく、改修した YNU学生ポートフォリオの役立ち度調査（アンケー

ト調査、インタビュー調査）を実施し、事業最終年度に向けた課題抽出と施策立案を行った。

加えて、履修不良者、成績不良者を集計し、教員へメール通知できる機能を追加した。履修不良（履

修登録単位数が設定した数以下）や成績不良（修得単位数、通算 GPAが設定した数以下）の学生を集

計し、任意の教員（教務委員等）へ警告メールを送信する機能を追加したことでより多様な情報を学

生指導へ活用できるようになった。 

また、学生プロファイルの任意の設問や学籍情報を組み合わせてクロス集計やデータ出力が行える

自動集計・統計分析ツールを開発した。本機能の導入により、従来は手動で行っていたデータの集計・

分析が自動化されたことで作業が大幅に効率化された。 

このように本事業によって学生ポートフォリオの再構築が完了し、また、データ分析を今後も継続

的に行う環境が整備されたことから、補助期間終了後も継続的かつ発展的に事業を実施できる十分な

見通しがある。 

④ 事業成果の普及

平成 31 年 2 月に開催された「テーマⅡ あり方検討会議（第４回）」に参加し、活動状況の報告と

意見交換を行うと共に、テーマⅡ・Ⅴの採択校による AP シンポジウム「社会が求める高等教育の質

保証を考える」を共催した。採択校間での活動状況の報告と意見交換により IR データの活用に関す

る新たな視点やヒントを得、AP事業完成年度に向けた教育内容・方法等の改善のための計画を立てる

ことができた。また、活動実績を記した「テーマⅡ パンフレット」を作成し、AP 事業成果を学外に

発信･普及することができた。 

この他、第 25 回大学教育研究フォーラム（京都大学、平成 31 年 3 月）にて、「入学者選抜から卒

業後まで一貫して見通す学生 IR」と題した研究発表を行い、対外的な普及に努めた。他大学からの個

別要請にも積極的に応じ、韓国・江原大学校（10月）、昭和女子大学（12月）、西武文理大学（2月）

に事業内容を説明し、意見交換を実施した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では、高大接続システム改革を実現するために、第３期中期目標・中期計画における教育改革

の中核に「大学教育再生加速プログラム」を位置付けており、その推進組織として平成 28年度に「高

大接続･全学教育推進センター」を設置した。平成 29年度には YNUイニシアティブ（３ポリシー）を

改訂するとともに、全学部改組と都市科学部の新設に連動した４年間一貫した学位プログラムへの移

行、教養教育・外国語教育改革、学部・大学院一体型の科目ナンバリングの導入などを含む全学教育

システム改革を実現した。本取組による YNU学士力と就業力の複眼的な可視化と学生プロファイルに

より得られた学修成果データにより、入口（入学前の高校時意識調査含む）から出口（卒業時のみな

らず、卒業後の卒業生･就職先調査、産業界ニーズ調査含む）まで質保証の伴った大学教育を実現する

視点からの総合的な取組を着実に実施している。 



（テーマ：Ⅱ、大学等名：北九州市立大学）

 

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学では、「社会で求められる人材を育成」を目指し、三層構造の学修成果の可視化の観点から以下

の取り組みを実施しており、概ね改革は加速している。 

【第一段階】基本的事項の整理 

（１）全学共通ＤＰ・ＣＰ・ＡＰの整備、（２）シラバスの改善（事前事後学修の記入欄の追加） 

【第二段階】（学修成果の可視化によるＰＤＣＡ） 

（１）学修行動調査の実施（「授業満足度」「授業外学修時間」の調査）とその分析及び学内ＦＤ

研修によるフィードバック、（２）「北九大教育ポートフォリオシステム」の開発と運用（ＤＰ

到達度の算出、学修目標の設定・学修状況の記録・結果の振り返り） 

【第三段階】（実践型教育における成長の可視化） 

（１）学生の成長を評価する指標「実践活動力」の開発と測定調査（自己評価の実施）、（２）「多

面評価」の実施（実践型教育グループの学生、教員、地域受入先など多面的な評価を得て、担

当教員によるフィードバック面談に活用）、（３）実践型教育の「社会波及効果」の測定 

② 事業の実施体制

学内の実施体制については、大学教育再生加速プログラム運営委員会を組織し、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。その他のメンバーは、教務部長、学生部

長、入試広報センター長等で構成され、全学的に取り組む体制になっている。本年度は事業の進捗に

応じて運営委員会を３回実施した。また、この委員会の内部組織として、事業推進責任者が室長を務

める大学教育再生加速プログラム推進室があり、同室の構成員として、専任の特任教員が事業推進責

任者を補佐しながら、計画の立案、学部教員との調整、シンポジウムの内容検討等、進捗状況の管理

を行うなど、本事業の実務を担っている。本年度は１２回会議を開催し、事業推進に取り組んだ。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業の実施については、計画に基づき、第一段階から第三段階まで着実に進んでいる。補助期間終

了後の継続発展に向けた取組みについては、平成２９年度より開始した本学の第３期中期計画（Ｈ２

９～３４）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ＦＤ研修を実施するなど、補助期間

終了後も継続的かつ発展的に事業の実施が見込まれる。 

④ 事業成果の普及

地域社会での「実践型教育」について、「多面評価」及び「社会波及効果」の測定を行うことで、実

践型教育の学生と地域社会への効果を可視化する事が可能になり、実践型教育のモデルケースとし

て、取組の普及が期待できる。また、「北九大教育ポートフォリオシステム」を整備し、学修成果の把

握、自己管理が行えるようになり、学生自身による主体的な課題発見や目標設定が可能となった。更

に、オリジナルホームページでの情報発信や幹事校業務として今年度時点の事業成果を追記・修正し

た「テーマⅡ学修成果の可視化パンフレット」更新版を作成し、全国の高等教育機関を中心に発送す

るとともに、シンポジウム・他機関からの訪問調査でも配布する等、本学だけでなくテーマⅡ採択校

全体の事業成果の普及に努めている。 



（テーマ：Ⅱ、大学等名：北九州市立大学）

 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

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「内部質保証推進室会議」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みを

構築し、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、内部質保証に取組んでいる。また、ＡＰ事業が、入口（入学）

から出口（卒業）まで質保証を伴った大学教育の実現に向けた取り組みを重視する形で改めて位置付

けられたことを受け、大学生活における学生活動実績（ＤＰ到達度、実践型教育活動の実績、取得し

た資格など）を大学が認定し、ＤＰ到達度等を見える化することで学生の自己省察を促進し、社会に

対しても教育の質保証につなげていくことをねらいとした「学生活動実績認定シート」事業のシステ

ム開発を行った。今年度は全学での運用ルールの決定と、学科ごとに認定シート記載内容を決定し、

就職活動時等の活用を念頭に、全学部の３，４年生へ認定シートを発行した。 

⑥ テーマ別幹事校の取組

・「学修成果の可視化あり方検討会議 実務担当者会議」 ※メール会議

平成 30年 8月に東京で開催予定だったが、天候不良のためメール会議とし、今年度の活動 

（シンポジウム開催等）について協議を行った。

・「第４回学修成果の可視化あり方検討会議」 

平成 31年 2月 19日に、テーマⅡ採択校の事業関係者が一同に会して大阪で開催。翌日開催 

予定のシンポジウムの準備状況、パンフレット（更新版）の進捗状況およびＨ３１年度実施計画 

などについて協議し、テーマⅡでの成果報告会を東京で開催することとなった。 

また、各校の取組みの進捗状況を中心に意見交換を行った。 

・シンポジウム「社会が求める高等教育の質保証を考える」 ※テーマⅤと共同

平成 31年２月２０日に、テーマⅤと共同でシンポジウム「社会が求める高等教育の質保証を 

考える」を大阪工業大学梅田キャンパス常翔ホール開催し、約２５０名の参加があった。 

・「テーマⅡ学修成果の可視化パンフレット」（更新版）の作成 

本事業における取組み開始からの各校の実績をまとめたパンフレット（更新版）を作成し、全

国の高等教育機関等へ発送した。パンフレットは、シンポジウム・他機関からの訪問調査時等に

おいても配布した。 



（テーマ：Ⅱ 、大学等名：八戸工業大学 ）

 

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成30年度事業では、これまでの取組で注力してきた「学修成果の可視化」を実行するための「7

つの取組」を前年度に引き続き実施、充実に努めた。学生と教員がそれぞれ学修改善、教育改善に関

わる計画・実行・評価・改善取組の過程および助言を記録・集積し、改善のPDCAサイクルを循環させ

た。以下に7つの取組の概要を述べる。 

1. 学修支援の可視化：平成30年度も授業満足度アンケートを実施し、85.6％の回答率となった。平

成30年度の目標値95％には届かなかったが回答率は毎年向上しており、令和元年度は達成を目指す。 

2. 学修取組の可視化：「ラーニング・ポートフォリオ（LPⅠ）の充実」に関するワークショップを開

催した。LPⅠの入力・活用の現状を把握し、これまでの効果・課題の抽出と今後の利用促進の方向性

について意見交換を行い、それらの成果を全学教育改善に関わるシンポジウムで共有した。 

3. 成績評価の可視化：定期試験、小試験、演習、レポートなどの提出物などを課さずに成績評価を

行っている科目の中で、ルーブリックが報告されていない授業に対し、ルーブリックの報告を促し、

全学ルーブリック・データベース（平成28年度開設）を拡大し、充実させた。 

4. 教育課程の可視化：平成30年度から、すべての学科のカリキュラム・ツリー、カリキュラム・マ

ップを、20の修得因子と科目、学習・到達目標と科目のそれぞれに対して学生要覧に掲載した。これ

によって学生は学修計画を容易に策定できることとなった。またナンバリング制度も導入した。 

5. 達成度評価の可視化：授業の学修成果、教育課程の学修成果について各種の測定を実施し、達成

度評価の可視化を実施した。年度末に、教育課程の総括的評価として、修得因子について主観的並び

に客観的達成度評価を掲載したディプロマ・サプリメントの交付を行った。 

6. 教育実践の可視化：教育改革専門委員会においてティーチング・ポートフォリオ（TP）の中に「改

善成果の可視化」情報が集積するような仕組みについて検討を行い、平成30年度TPの更新作業を行っ

た。またTPの実質化、活用についても協議を行い、PDCAサイクルの実質化を図った。 

7. 教員業績の可視化：平成29年度に構築したアカデミック・ポートフォリオについて、平成30年度

は職員に対しても、自己省察に関する書類の作成、学長・副学長との面談を実施し、全教職員を上げ

た教育改善の土台を構築した。 

以上のように、AP事業の取組によって大学全体の改革は加速し継続している。 

② 事業の実施体制

・学内の実施体制：学内の実施体制を右図に

示す。学長直属の「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、複数のワーキンググ

ループを配置し、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、

システム開発を担う。

・教職員の参画：教育改革専門委員会には、各部局の教務委員が委員として加わっており、定期的に

開催している委員会で各種事業の活動について議論を行い、各部局で活発な事業を展開している。ま

た学生側の学修改善 PDCA サイクルの要となるラーニング・ポートフォリオの学生の書き込みに対す

る教員の書き込み数も多く、ティーチング・ポートフォリオは 97％の教員が開設しているなど、AP

事業に対して教職員間で共通理解を持ち、多くの教職員が大学改革に取り組んでいる。 

・評価体制の整備：「授業評価アンケートの活用」などの教育活動に関する点検評価体制は整備され

ている。平成 30 年度にはアセスメントポリシーを制定し、教育の内部質保証の機関レベル、教育課

教授会 
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（テーマ：Ⅱ 、大学等名：八戸工業大学 ）

 

程レベル、科目レベルの点検評価の体制を整えた。 

・PDCA サイクル：各部局から提出された自己点検資料を自己点検・評価運営委員会、教務委員会等で

点検評価し、各部局が改善・実行する内部質保証のサイクルが回っている。平成 30 年度末に「八戸

工業大学教育プログラム点検・評価基準」を制定し、PDCAサイクルの更なる実質化を図った。 

③ 事業の実施計画・継続性

・計画の実施状況・見通し：本学は各年度の計画に基づき着実に事業を実施してきた。退学率、満足

度アンケートの回答率、授業時間外学修時間など、目標に届かなかった事項については、常に学内で

目標達成策について議論し実行に移している。この姿勢の継続は目標達成に繋がっていくと考える。 

・体制的な継続性： AP事業推進室は令和 2年度に解消となるが、そこで担った教学 IRは、社会連携

学術推進室の IR 分室（IR 委員会）並びに教育改革専門委員会で担う。また、アセスメントに必要な

各種測定は教育改革専門委員会が担い、体制的な継続性は保持される。 

・資金的な継続性：本学は補助期間中に事業規模を縮小せずに、必要な設備・備品を購入し、取組を

確実に実施してきた。教育の質保証を実現するための達成度の測定は、外部テストを使用せず、本学

独自の手法で実施できる体制を整え、毎年、前後期の 2回の実施を継続している。このような観点か

ら、資金的な継続性は確保されている。 

④ 事業成果の普及

・波及効果：平成 29 年度に本学単独の中間報告会を東京で開催した。全国より 85名の参加者があり、

アンケート回答者全員から高い評価を得るなど、波及効果があった。我が国高等教育の発展に寄与す

べく中間報告会の全容を動画配信している。テーマⅡ・Ⅴ採択校共同シンポジウム（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し、さらに取組概要をポスター発表した。令和元年

度は事業最終年度として APフォーラムを 11月 8日に八戸市で開催する。また、日本工学教育協会年

次大会で、平成 28～30年度にそれぞれ 4件、4件、7件の本事業に関する口頭発表を行い高い評価を

得た。令和元年度は 4件の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)、67巻(2019)に本事

業成果が掲載済みである。また、IDE大学協会「IDE現代の高等教育」590巻(2017)に「学修成果の可

視化」の事例報告、さらに公益社団法人私学経営研究会「私学経営」第 523号（2018）に本事業成果

に関する事例報告をするなど、事業成果の普及に努めている。 

・社会的評価：学修成果の可視化に取り組む先進校として、その取り組みについて他大学から問い合

わせ、情報提供の要請があり、社会的に見ても評価できる取組になっていると判断できる。 

・長期的視点：本学の達成度評価指標の 20 修得因子は、ディプロマ・ポリシーの属性であり、高大

接続、社会接続因子でもある。従って、本学の達成度評価システムは、今後の教育的仕掛けと学修成

果との関連性を測定するのに役立つシステムであり、本学の活動は長期的に有用な取り組みである。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅡ（学修成果の可視化）選定校である本学は、平成 28 年度より本事業が大学教育再生加速

プログラム「高大接続改革推進事業」へと進化したことを受け、他のテーマとの接合課題を設定し、

他大学の事例を参考にしながら学修成果の可視化を基礎とする総合的な教育改革の取組を行った。テ

ーマⅠとの接合課題については、平成 29 年度にアクティブ・ラーニング(AL)科目受講者とそれ以外

の科目受講者の授業外学修時間を比較し、前者の授業外学修時間が明確に長いことを見出した。平成

30 年度は授業外学修時間の向上を図るために AL 科目のワークショップ、シンポジウムを実施し、AL

科目の充実に向けて全学教員を触発した。テーマⅢとの接合課題については、高大接続に関して、「生

きる力」と「修得因子」の主観的達成度を同時測定し相関分析を行い、学生個々の能力を伸ばすため

の教育的知見を得た。テーマⅣとの接合課題については、ミズーリ工科大学教授の講演会を開催、学

生の海外での修学意欲を喚起した。テーマⅤとの接合課題については、修得因子達成度評価を教育課

程の総括的評価に適用し、年度末に、卒業生に対してディプロマ・サプリメントの交付を行った。学

生は自らの学修成果を確認することができた。 



（テーマ：Ⅱ、大学等名：東京女子大学）

 

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本取組は、可視化することが難しいリベラル・アーツ教育の学修成果（とりわけ汎用的能力、態度・

志向の修得度）を適切な指標を用いて（またそれらを組み合わせて）測定し、その結果を可視化する

ことにより、教育内容を充実させて、卒業時の学修成果のさらなる向上へとつなげていくための仕組

み（アセスメント・モデル）を構築することを目標としている。アセスメントの実施により、本学の

教育が目標とする「専門性をもつ教養人」の育成に繋がっているかをトータルに可視化して捉え、本

学の教養教育プログラムの長所・短所を明らかにし、長所はさらに伸ばし、短所の不足を改善する施

策を実行し、教育の改善を図るための恒常的な PDCAサイクルを構築している。 

本取組により、リベラル・アーツ教育の学修成果の把握が進むことで、教育の質的向上のサイクル

が加速され、迅速な教育改善に結びつけている。 

平成 30 年度は、アセスメント・モデル構築に際し、アセスメント・ガイドライン（アセスメント

の目的や実施方法、各組織の権限と役割等を具体的に明記した工程表）を策定し、全体の実施計画の

中で各部署が連携してアセスメントを実施する体制の整理を行った。 

② 事業の実施体制

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、これに自己点検・評価委

員会、IR 専門委員会、教務委員会、FD 委員会など、関連する学内諸委員会が一体となって、教育改

善の PDCA サイクルを構築する体制をとっている。本取り組みの進捗とともに、学長のリーダーシッ

プの下、FD 活動の推進、IR 機能の充実、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などを進めている。 

事業の中心となる教育研究開発委員会は、学長（委員長）、学部長（副委員長）、全学共通教育部長、

自己点検・評価委員長、FD 委員長、教務委員長、IR 推進室長等の教育職員に加え、大学運営部長、

教育研究支援部長等の事務職員を委員とする全学的な教職協働の構成としている。これにより、各関

係委員会、組織における事業の進捗、目標の達成状況などの把握を行うことが可能となっている。

教育研究開発委員会の下には、指標開発プロジェクトチームを置き、指標の開発や教育成果の可視

化に向けた調査の実施、分析作業を行っている。 

 平成 30年度には、平成 29年度に実施した本事業の中間評価、自己点検・評価及び外部評価の結果

を受けて、アセスメント・モデルの構築及び精査、事業評価における指摘事項への対応等の役割を担

うアセスメント・モデル構築プロジェクトチームを新たに設置し、組織体制の改善を行った。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30 年度は、前年度に引き続き、本学のリベラル・アーツ教育が重視する学修成果（①専門知

識、②汎用的能力、③倫理性等の態度・志向）について、アセスメント・ポリシーに基づき、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）についてのアセスメントを実施した。

これまでに蓄積された各種データを関連づけた分析を行い、現在実施している各種アセスメントを基

に、本学の教養教育に合致するアセスメント・モデルの中に位置付けた各指標の妥当性の確認を進め

ることができた。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、学生が主体的・自律的に学

習していくための正課外教育の場となる教育環境を整備した。 

加えて、補助期間終了後の継続的な実施体制を考慮し、以下について実施している。 

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。 

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
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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。 

本事業を統括する教育研究開発委員会の事務局は、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運営部の中に設置した大学改革推進課が行っていたが、令和元年度に学内の

組織変更により、平成 30 年度学部の改革として取り組んだ学科、専攻の改組における役割を終えた

ことから、大学改革推進課が廃止となった。そのため、事業期間終了後の本取り組みを大学の内部質

保証の一部に組み込むことを見越して AP 事業及び教育研究開発委員会事務局が自己点検・評価委員

会の事務局である大学運営部総務課に移管されることとなった。 

補助事業期間終了後は、本取組の成果をもとにアセスメント・モデルの運用、個別のアセスメント

の継続的実施を学内の内部質保証の取組の一部に組み込み、ルーティン化させていく。そのため、各

種テスト・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

規模の適性を測り一部を縮小して継続していく。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、継続的に実施していく。 

④ 事業成果の普及

平成 30年度は、大学情報・機関調査研究会第 7回 MJIR 研究集会（平成 30年 8月 18日・19日開催）

における発表、札幌国際大学教育支援センター長による視察（平成 30年 11月 23日実施）、立命館ア

ジア太平洋大学アジア太平洋学部福学部長によるヒアリング（平成 31 年 2 月 25 日実施）、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 31年 3月 15 日開催、16 校参加）、テ

ーマⅡ幹事校である北九州市立大学が行う活動への参加（テーマⅡ・Ⅴ共同シンポジウム（平成 31

年 2月 20日開催）における配付資料への資料提供、テーマⅡパンジレットへの原稿執筆）、学内の FD・

SD 研修会（平成 31 年 2 月 27 日開催、「2018 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を推進させる効果が期待される。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。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業に取り組むにあたって、平成 27年度にアセスメント・ポリシーを策定したが、入口（入学）

から出口（卒業）までの質保証を伴った大学教育の中にアセスメント・ポリシーを明確に位置づける

ために、平成 28 年度に、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリ

シーの３ポリシーの再検討を行った。この見直しの結果、10 項目にわたるカリキュラム・ポリシー

の中で【学修成果の評価】を方針として定め、アセスメント・ポリシーに基づく本事業の取組を明確

に位置づけた。

学修成果を段階的に評価して教育の質を保証するために、本学では４年次に進級する際に全学科・

専攻で進級条件科目を設定してそれを必修として課し、また、卒業研究を必修としてきた。加えて平

成 28 年度より、本事業の取組の一環として、進級条件科目と卒業研究にルーブリック評価を導入し

ている。さらに、平成 30 年度より、全学共通カリキュラムの１、２年次対象の必修科目でもルーブ

リック評価を導入している。これにより、３、４年次だけでなくすべての学年で学修成果を段階的に

評価して、教育の質をより厳格に保証することが可能となっている。

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。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学の改革は、平成 30 年度から始まった第 3 期中期計画を中心に進められている。この中で教育

に関わる部分は、AP事業によって得られた可視化した学生の学修成果を用い、ディプロマサプリメン

トの導入し運用を進めている。また、アセスメント・ポリシーを定め、AP事業によって得られた種々

の指標を用いてアセスメントを実施することにした。これによって 3つのポリシーを用いた大学改革

が加速される体制が整った。また、AP事業では、教職員に対して教学マネジメントによる教育改革の

理解促進とコンセンサス、カリキュラム・マップを利用した科目間連携、学生の学修成果を IR とし

て活用するカリキュラムマネジメントの確立を行うことにより、教育改革を加速している。 

② 事業の実施体制

本学の AP事業は、学内の多く組織の教職員からなる教育改革加速チームにより、実施されている。

教育改革加速チームで計画(Plan)した内容は、経営戦略本部に報告した後に毎月開催される教授会に

おいて教員に報告・実施(Do)されている。このような事業の取り組みは、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(Check)、その結果は、経営戦略本部に報告、

これに基づき翌年度の活動に向けた改善案が、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下に進められている。 

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

③ 事業の実施計画・継続性

AP 事業の年度計画は、上述の PDCA サイクルによって必要な修正を行っているが、それぞれの実施

内容については年度計画に基づいて実施するために、2 週間に 1 回の検討会議を開催し、必要な修正

を行って成果を出すように着実に進めてきた。次年度もこの会議を継続することによって事業を推進

する予定である。2019 年度が AP 事業の最終年度となるが、補助金終了後は、AP事業で取り組んだ多

くの可視化した指標はアセスメント・ポリシーで用いられており、これらアセスメントと改善は既存

する委員会が担当となっており、事業終了後も AP 事業での取り組みが継続・発展する事になってい

る。また、細かい業務は標準化を進めており、遺漏なく事業を進めることが可能な状況である。本年

度は当初予算の範囲で事業規模を縮小せずに実施した。次年度は、予算が不足する場合は、本学の補

正予算または別の外部資金を獲得しその一部の導入をすることになっている。さらに AP 事業終了後

も、AP事業で用いた指標でアセスメントを行って、3ポリシーを基軸にした改革を進める予定である

ため、それに必要な予算は確保される見通しである。 

④ 事業成果の普及

 本学は新潟県内の企業によって作られた大学であり、このような背景から本 AP事業は企業との連携

や企業で必要とされる力を可視化したことが大きな特徴である。このような特徴があるため、2019

年 2 月に AP テーマⅡ、Ⅴ共同シンポジウムにおいて本学の事例講演を行い、その成果は多くの大学

等に普及させることができた。さらに、教育系の専門書＊１及び専門誌＊２におき、取り組みが引用

されている。本学 AP 事業の取り組みは、企業との連携が強く、さらに年度末に行っている外部評価

委員会でも企業目線で適切との評価を頂いているため、社会的に見ても評価されている。長期的に見

ても、本取り組みは毎年企業で必要な力を調べ、学生の学びと教学の PDCA サイクルによる改善を行

うため、その時代に適した成果が得られる取り組みになっている。 

https://www.niit.ac.jp/ap_business/organization/
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⑤選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

以下の 4つの観点から大学教育改革の総合的な取組を進めている。 

・人材育成構想を用いた大学教育改革

入学する学生に教育成果の再現性が高い教育を提供できるかが、本学の教育の質保証ととらえてい

る。本学の人材育成構想は、学修成果の可視化に加えて「学びたい気持ちを作り＆育てながら社会人

としての力を育成する仕組み」、「基礎から応用まで一人一人に合わせた学びを提供し技術者としての

知識･技能を確実に育成する仕組み」を体系化し構築している。 

・中退予防のための入学試験（入口）の検討、入学後の中退予防対策

中退・留年の高い学生群をＩＲによって抽出し、これら学生に共通するシナリオ分析を行い、対策

を実施している。 

・全学的なカリキュラムマネジメントの確立

IR を用いたカリキュラムマネジメントの計画と実施を進めている。育成を目指す力に適切な指標を

用いたアセスメントの検討と実施を行い、カリキュラムマップと IR を用いてカリキュラムチェック

を行い、教員のカリキュラムマネジメントの理解促進と教育力の強化を行っている。 

・AP事業で可視化された様々な指標の活用（出口）に関する検討

「テーマⅤ 卒業時における質保証の取組の強化」の採択校の取組を参考に、可視化された指標の活

用としてディプロマサプリメント等を計画している。 

＊１森本康彦 他『教育分野における e ポートフォリオ』（ミネルヴァ書房、2017年） 

＊２飯野秋成、日下部征信「『学修成果の可視化』への取り組み～新潟工科大学の例～」No.2『大学

教育と情報』（私立大学情報教育協会、2017年） 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業の開始と同時に設置された教育支援・教学 IR 室を教学マネジメントの拠点として、大学内

の様々な教学情報を収集・管理し学修成果の可視化を行い、適宜教員・学生や関連部署にフィードバ

ックするなど、大学教育の改善に努めている。平成 30 年度は、本事業で構築した Web ベースの電子

シラバスによって蓄積された各授業科目の行動目標と本学の DPの関連付け情報に基づき、平成 30年

度カリキュラムで学生が修得できる能力の可視化を行い、その情報を FD・SD で授業担当教員・教務

担当職員に展開した。FD・SD では、カリキュラム全体における担当授業の役割を考慮してシラバスを

作成すること、学生の授業外学修を促すように e-learning 教材の作成すること、シラバスへ記載す

る予習・復習内容を具体的にすること等を共有した。 

本学では 1～3 学年に対して、単独の科目としての限定的な知識だけではなく、知識を統合的・横

断的に運用できる能力としての学力定着を図るため「総合学力試験」を実施している。試験の結果に

ついて、学生には自身の強みと弱みが分かるレーダーチャートを含む情報をフィードバックして自学

自習を促進し、教員には学生の理解度等の情報をフィードバックし授業改善等を促進している。これ

らをフィードバックするためには、問題の科目・領域分類等の属性情報を蓄積する必要があり、それ

を可能にする作問システムを教育支援・教学 IR 室で新規に構築した。このように本学では、本事業

を契機に設立した教育支援・教学 IR 室を中心に、ICT等を活用した教育改革を加速させている。 

② 事業の実施体制

学長のリーダーシップの下、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 室を新設し、専任の教職員、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の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。 

事業評価については、毎年度、教育支援・教学 IR 室運営委員会で作成した事業報告書を福岡歯科

大学自己点検・評価委員会に提出し、点検・評価を受審している。また、3 年に一度、学識経験者や

歯学・医学教育の有識者を構成員とした外部評価委員会を開催し外部評価を受審している。 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業において、資金計画を含む計画全体に大きな変更はなく、補助期間中は事業規模を縮小せず

計画通りに遂行できる。また、補助期間終了後は、事業の継続・発展に必要な経費は大学経費から支

出する方針であり、継続的かつ発展的に事業を推進できる。学内の体制についても、本事業を推進し

ている教育支援・教学 IR室および教育支援・教学 IR室運営委員会を存続させ、補助期間中と同様に

学務委員会、FD委員会、地域連携センター等と連携しながら本学の教学マネジメント活動を推進して

いく予定である。 

④ 事業成果の普及

日本での伝統的医学教育であるプロセス基盤型教育では、目的・目標から方略、評価へと至る循環

型のモデルを構築している。しかし、教育内容の増加により教育内容と評価内容が目標と合致しない、

あるいは知識や表面的技能は評価できても、態度や深い理解に関する評価ができないといった問題が

生じ、より評価に重点を置いたカリキュラム開発法が 2000年前後から取り沙汰されるようになった。



（テーマ：Ⅱ、大学等名：福岡歯科大学）

 

しかし、従来のプロセス基盤型教育にも、行動目標という形で学修者の学ぶべき内容が具体的に示さ

れているなどの利点がある。新しい医学教育に求められるものは履修ではなく修得であり、教育者の

視点中心の考え方ではなく学修の主体が学生であることである。この点を踏まえ、本学が行っている

学修成果の可視化では、既存のプロセス基盤型教育の利点を生かしつつ、そこにアウトカム基盤型教

育の考え方を取り入れた新たなシラバスの作成を行った。これは、既存のカリキュラムのために卒業

時アウトカムを設定するのではなく、学生の卒業時アウトカムの修得状況によりカリキュラムの内容

や構造、教授方法などの教育改善に繋げる目的で行ったものである。この方略による学修成果の可視

化やそれを教育改善に繋げる取組は、文献や学会報告等を渉猟したところ前例のない取組であり、先

駆的なモデルであると考えている。本学では、これらの取組に関する進捗状況をホームページで公開

するとともに、学会・シンポジウム等での講演やポスター発表、論文作成による情報公開など、取組

内容を波及させる活動を継続して行っている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

入学時の情報を活用した入学後の教育の妥当性検証と教育改善について 

本学では複数の受験機会と入試方法を提供することで、幅広く人材を受け入れている。平成 28 年

度には、DPとともに、DPと相互の一貫性・整合性があり、内容が具体的なアドミッションポリシー・

カリキュラムポリシーを策定し、平成 29 年度より運用している。このアドミッションポリシーには

本学の求める入学者の資質・能力・意欲を具体的に明示した上で、入試区分、入学者選考方法、入学

者選抜の基本方針についても明記している。また、入学後に学力試験（英語、数学、理科（物理、化

学、生物）の 3 教科 5 科目）を実施し、入学時学力の把握に用いるとともに、平成 28 年度よりリア

セック社の PROG を活用して、汎用的な能力・態度等を測定している。これらから得られる教学情報

を教育支援・教学 IR 室が収集・管理と分析・運用を行い、入学者選抜の妥当性について評価・検証を

行っている。併せて入学後の学業成績（各学年時 GPA、共用試験 CBT 成績、卒業試験成績、歯科医師

国家試験成績等）との相関についても分析のうえ、入学後の教育の妥当性についても評価・検証を行

い、教育改善活動を推進している。 

低学年の総合学力試験と LMSを連動させた教育システムの構築について 

本学では①で前述したように、1～3 学年に対して、知識を統合的・横断的に運用できる能力とし

て定着させる目的で「総合学力試験」を実施しており、学生がその結果を振り返り活用出来るように、

レーダーチャートと修得が不十分な項目を学生個々にフィードバックしている。修得が不十分な項目

については、シラバスに準拠した記載内容とすることで、「総合学力試験」受験後にシラバスを手がか

りに授業教材を振り返り学習することができる。その結果、これまで以上に自主学習が促進されるこ

とやシラバス活用機会の増加が期待される。さらに一部の科目においては、新たに構築した

LMS(Moodle)で小テスト等の教材を提供しており、この教材を活用して振り返り学習をすることで、

学生は学年毎に修得が必要な学修領域を効率的に修得することができる。 

卒業時における質保証の取組の強化 

平成 28年度に卒業時の獲得能力を具体的に示す 6コンピテンス 65コンピテンシーを策定し、これ

を卒業時アウトカムとして DP とした。この卒業時の獲得能力については、従来の科目の成績評価に

加え、DP および学士力ごとの獲得能力として数値化する仕組みを考案しており、平成 29 年度から試

験運用している。学修成果の客観的提示については、従来の成績証明に加え、DPおよび学士力におけ

る獲得能力を明示するコンピテンス・コンピテンシーサプリ、学士力サプリ（仮称）を考案しており、

これを卒業時に提示することで大学での学修成果を多面的・客観的に可視化することができる。卒後

の大学での学修成果の評価については、卒業生等に行っている調査結果を、教育支援・教学ＩＲ室で

収集し、評価の把握・分析を行い、教育改善を目的に関連部署へフィードバックしている。 
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【公表】

進捗状況の概要（２ページ以内）

① 大学改革の加速

（1） Web シラバス・システムでの「（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 年度から始めた新「（期末）授業アンケート」が４年目を迎え、従前のアンケート結果

とのさらなる比較が可能となり、教員にとってより効果的な「授業の振り返り」が可能 となっ

た。

また、Web シラバス・システム内の 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、学生にとっても「振り返りと気づき」を

促す 仕組みが整った。

（3） 平成 30 年度には、過去４年間全学期の授業に関する「（期末）授業アンケート」結果を集計・

分析し、「授業改善効果」の検証を行った。その結果は、４学科１専攻科にフィードバックする

と共に、それらの結果を『教育課程改善レポート』としてまとめ第８回外部評価委員会に提出し、

様々なアドバイスをいただき、更なる授業改善・学修改善に努めている。

（4） Web シラバス・システム等の効果的な利用方法、および教育改革・授業改善の内容・方法等に

関する共通理解を深めるための FD/SD 研修会を計 10 回開催し、教育改革・授業改善の効率化・

促進 が図られた。その具体的成果は、『平成 30 年度 授業改善事例集』にまとめた。

② 事業の実施体制

（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 年度から稼働している。

（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している。

③ 事業の実施計画・継続性

【計画の実施状況】 

Web シラバス・システムをプラットフォームとして、学修成果を可視化し、教育の質向上と質保

証のための PDCAサイクルをルーティン化 すると共に、教育の成果に関する情報公開を積極的に実

施している。また「卒業生・就職先アンケート」や外部評価委員会で得られた指摘・アドバイスを

各種改善に反映させている。

【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・発展性を堅持している。

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

④ 事業成果の普及

（1）学会への参加と発表

① 平成 30 年 6 月 9 日、6 月 10 日の第 40 回大学教育学会ラウンドテーブル(筑波大学)にて、

本学の取り組みを紹介。

（2）報告書の作成

① AP テーマⅡ選定８校、「テーマⅡ 学修成果の可視化」をまとめた共同実績報告書を作成。

② 『2018 年度 教育課程改善レポート～「（2015～2017 年度）（期末）授業アンケート」に見

る教育成果と課題～』、『平成 30 年度 授業改善事例集』を作成。外部評価委員会へ提出し、さ

らに本学 Web ページ上でも公開。

（3）大学教育再生加速プログラム委員会発行のパンフレット『大学教育再生加速プログラム（AP）』 
（日本学術振興会 HP に掲載）にて、本学の取組が紹介される。 

（4）日本私立学校振興・共済事業団発行の『大学改革を成功に導く特色ある取組事例集』にて、本

学の取組が紹介される。

（5）各種アンケート調査等で収集されたデータの集計・分析結果に関する第三者評価を得るための

「外部評価委員会」を年 2 回開催。

（6）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。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

（1）Web シラバス・システムでの「（毎回）授業アンケート」を活用しながら、学生へフィードバッ

クすることで、授業改善・学修改善の効果を高めている。

（2）Web シラバス・システムでの「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」を実施することで、短大における２年間の成長度合いを測るための基礎データを継続的

に収集 している。

（3）全ての授業において、「授業改善レポート」の作成をおこない、これらの事例を FD/SD 研修会

にてフィードバックと共有をしている。また同時に『授業改善事例集』を作成し、継続した授業

改善を実施している。

（4）卒業生と就職先を対象とした「第三者アンケート」を実施している。

（5）Web シラバス・システムにおいてラーニング・ポートフォリオ機能の充実を行い、学生のさら

なる主体的な学びを促すための取り組み を行っている。

（6）「第 8 回・9 回富山短期大学外部評価委員会」を開催（注：年 2 回開催）することで、対外的説 
明責任を果たしている。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業は 4つの取組からなり、それらの有機的連携によって教育を飛躍的に進化させている。各取

組における目標と進捗状況は、次のとおりである。 

(1) 学修時間を確保するラーニング・ポートフォリオの充実

学習管理システム（LMS）を活用し、授業ごとにレポート、ドリル・小テスト等の成果物を保存し、

また学生個人に目標を立てさせ、学びのプロセスとエビデンスの振り返りをさせている。平成 27 年

度から毎年ほぼ全学生が、シンプルな３つの項目として学習、生活、キャリアについて目標設定し、

前期末と年度末に学生が設定した目標の達成度について自己評価できるフォーマットを LMS上に準備

し、学生が振り返りながら達成度自己評価を書き込んだ。定期的な自己省察によって学生の主体的な

学習につながり、学生生活の履歴が残るため、就職活動にも有効活用できると考えている。さらに教

員は学習プロセスの評価に活用でき、学修過程を重視することができる。シラバス記載の評価項目に

ポートフォリオを導入し、教員も学修過程の評価を意識するようになってきている。LMS の活用は 2

年目で、利用している教員は 72%、授業に関連して使われている科目の割合は 46%となり順調に LMS

活用が拡大している。 

(2) 社会人力・人間力（コンピテンシー）の評価

国立高等専門学校機構の MCCに記載されている技術者が備えるべき分野横断的能力は、いわゆる社

会人力・人間力として５つの汎用的技能と７つの態度・志向性に分類されている。企業アンケートか

ら高専生に特に求める能力上位 6つは「コミュニケーション」、「チームワーク」、「主体性」、「責任感」、

「課題発見」、「論理的思考」であり、当面これらの評価ルーブリックの開発・評価に取り組んでいる。

これらは様々な正課授業において獲得されるばかりではなく、正課外の活動においても獲得されるも

のであり、これらの能力の獲得状況について評価し可視化する。分野横断的能力は、専門の学力と同

様に学生が社会へ出る際に重要視される能力であるため、獲得状況を学生が認識できればその後の動

機付けにつながると考えられる。平成 30 年度にも評価試行を行い、正課授業、正課外活動、その他

のくくりでコンピテンシーについて学生が自己評価した結果を可視化して学生にフィードバックで

きており、順調に進んでいる。 

(3)学生の学びの実態を把握する学生調査

学修行動調査、授業評価、学修到達度評価、企業向けアンケート等の各種調査は LMSを活用して実

施し、アンケート実施の省力化を図った。また IR 分析を担当できる人材を養成するため、担当教員

の研修会等を開催してスキルアップを図っている。このように IR担当教員を各コースに 1名養成し、

コースごとの独自の課題に対応するとともに学内各部署の協働関係を確立することにより、多面的な

データ分析結果を教育改善に活用することができる。調査分析、人材育成共に順調に進んでいる。 

(4) 教員の教育改善・能力開発につながる APの作成と TP更新

TP 作成者を対象に期間内に適時 AP作成ワークショップ（2日程度）あるいは TP作成ワークショッ

プを開催し、本校専任教員の AP 作成を促進している。AP 作成によって教員は教育研究活動のみなら

ず地域貢献・管理運営業務等を含む教員の全活動を振り返って将来の目標を立てることができ、教育

改善・能力開発につながっている。ワークショップ開催の実践から AP 作成の負荷が大きいとの指摘

があり、まず簡易版 AP を広く普及させることに専念し、平成 30 年度までに 50 人以上の教員が簡易

版 AP作成ワークショップを受講し、その概念を共有できた。 

 以上の通り、各取組は順調に推進されており、学校全体の改革が加速されている。特に教育基盤と

して全学で導入した LMS の活用が広がり、ICT 活用教育の進展、教育活動の高度化、省力化等これま

で学内にない変化をもたらしている。 
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② 事業の実施体制

・本事業の推進は平成 26 年度、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ている。このように校長を中心とした体制を整備

して学校全体の取組として実施されている。 

・本事業の取組に関連する校内の FD の実施体制として FD委員会を設け、教育開発推進室と連携しな

がら FDを実施している。FD委員会と連携した例として、平成 30年度の全教員対象の教員研修会では

アクティブ・ラーニング実践に役立つ教育改善のワークショップを開催した。

・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。 

③ 事業の実施計画・継続性

・平成 30 年度における特徴的な事業計画は、アクティブ・ラーニングの推進を図るうえで核となる

教員を育成するために 3名の教員に CompTIA CTT+の資格を取得させたことである。今後、全教員へ知

見をフィードバックしてアクティブ・ラーニングの推進役を担う予定である。また、アクティブ・ラ

ーニングを実施しやすい什器類の整備も進んだ。 

・事業の継続性において経費負担が課題となる取組は、LMS の利用料と IR 教員の人件費である。LMS

利用料は、申請時から受益者負担を基本として考えている。一方で、高専機構が推進している LMSに

変更することで負担を軽減することもできる。IR 教員の人件費については、常勤教員から IR 担当教

員を育成して対応している。また、組織的な継続性から IR 戦略室を立ち上げ、取組の継続を確実な

ものとしている。 

④ 事業成果の普及

・全学で導入した LMS を活用した ICT 活用教育が短期間に普及できた。

・独自の評価ルーブリックを開発し、学生のコンピテンシーを独自に可視化して学生へフィードバッ

クできた。フォーラム等で成果報告すると評価ルーブリックを参考にしたいという要望をいただくよ

うになり、情報共有させていただいている。 

・教員に対する実のある FD として、アカデミック・ポートフォリオおよびティーチング・ポートフ

ォリオ作成ワークショップは、他機関から参加者を受け入れたり、他機関から開催要請を受けたりす

るようになり、他機関にも普及できている。 

・AP採択高専が合同でフォーラムを開催した。高専は対象外のテーマを除いて各テーマに採択されて

おり、全テーマが集まった合同フォーラムは有意義なものとなった。 

・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 30年度は、全国高専フォーラム、

SPOD フォーラム、12th ISATE2018(Hong Kong)、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、AP 採択 6 高専合同 AP フォーラム、大学教育研究フォーラム、Transformative
Learning Conference（米国）で成果報告した。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

全学で活用できる教育基盤と位置付けた LMSの活用が短期間で普及し、学生はほぼ全員、教員は約

8割が利用するに至り、ICT 活用教育が進展している。また、開講科目のうち 47%の科目で LMSが活用

されている。また、本取組に連動し、学生の主体的な学びをめざした校舎改修時の ICT関連設備の導

入、図書館改修におけるアクティブ・ラーニング室やラーニングコモンズの整備が図られた。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

(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」の整備と運用を進めてきた。 

これまで，3C到達度チェックシートの運用に際して，各授業で育成される能力（9つの力から各教

員が選択）を集計し，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てきた。平成 30

年度は，引き続きカリキュラムバランスのチェックを行うとともに，各担任教員が学生に成績通知書

を返却し個別指導をする際に，学修到達度可視化システムの核となる 3C 到達度チェックシートおよ

び達成目標確認シート（DP の達成状況を示すレーダーチャート）をどのように活用したかを調査し

た。 

この調査を基に，学修到達度可視化システムの活用状況を可視化し，個別指導に活用する際のグッ

ドプラクティスや課題を教職員間で共有した。 

本取組の成果は、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ようになったことに加え、担任教員がより効果的な個別指導を目

指して改善を行うことができるようになったことである。 

(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。 

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様々な教育・学修課題について意見を交わすワークショップを 7回開催し

た。アクティブ・ラーニングの Tips 集に関しては，アクティブ・ラーニングの手法の説明に，各手法

を導入する際の留意事項や，各手法を導入したことにより期待される効果についての説明を加え，ア

クティブ・ラーニングの手法の質的向上を図った。

本取組の成果は、平成 30 年度授業科目の 98.8％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・ラーニング実践の効果や注意点に関する共通認識が形成され，アクティブ・ラーニ

ングの量的な普及に留まることなく，質的な向上を目指す意識が醸成されたことである。

② 事業の実施体制

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。 



（テーマ：Ⅰ･Ⅱ複合型、大学等名：宇都宮大学 ）

③ 事業の実施計画・継続性

学長のリーダーシップの下、平成 30 年 4 月に「大学教育推進機構」を設置し、学内体制の整備を

進めた。本機構は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されたものであり，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

ていくための体制を整えられた。 

さらに，本事業において取り組まれてきた様々な改革の成果を，学修者本位の教育の実現に向けた

継続的な教育改善のサイクルを駆動させる原動力の一つとすべく，それらの成果が本学における教学

マネジメントの中核に位置づけられた。令和元年度以降は，学長をトップとする大学戦略企画本部（令

和元年度 4月に設置）に置かれた，教育戦略企画チーム（学務・情報担当理事が責任者）が大学教育

推進機構と緊密に連携し，全学的な教学マネジメントを実質的に機能させることとなった。 

このように，事業終了後においても，全学的に教学マネジメントを駆動させるために，本事業の取

組みは改善を重ねながら継続的に推進していくものと位置づけられ，そのための体制が整備された。 

④ 事業成果の普及

本事業の取組や成果の普及を図るため，大学教育学会 2018 年度課題研究集会（2018 年 12月），第

25 回大学教育研究フォーラム（2019 年 3 月）にて事業成果に関する研究報告を行った。また，地域

科学研究会高等教育活性化シリーズ 385「学修成果可視化の取組みと実際Ⅱ」（2019 年 3 月）にて事

業成果を網羅的に報告した。 

さらに，栃木県内の高等学校（1 校）にて，基盤教育センターのプロジェクト担当教員が講師とな

り，本事業の成果に基づきアクティブ・ラーニング研修を行った。これにより，事業成果の普及を行

うことを通じ，高大の連携を深めることができた。なお，同校とは，アクティブ・ラーニングの深化

のための取組に関して，今後も継続的に情報交換を行っていくこととした。 

以上の普及活動を通じ，アクティブ・ラーニングの深化や，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，さらには，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，高等教育関係者のみならず，高等学校関係者に対しても発信すること

ができた。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業の取組みにより，各授業におけるアクティブ・ラーニングの普及は十分に進み，かつ，多面

的な能力を可視化するための学修到達度可視化システムの導入が完了した。このことを総合的な大学

教育改革の中核とし，アクティブ・ラーニングを質的に向上させるための方法，アクティブ・ラーニ

ングを通じた学びの成果を的確に評価するための方法，学修到達度可視化システムのより効果的かつ

多様な活用方法について，全学的に議論を重ねてきた。 

その結果，入口から出口までの教育の質を保証するために，シラバス記載事項の充実，ルーブリッ

クや学修ポートフォリオの導入，ティーチングポートフォリオの導入や体系的な FD の確立等に関し

て，令和元年度以降，教育戦略企画チームと大学教育推進機構が連携しながら検討することとなった。

また，学内の様々なアンケートを再検討し，学生の変化を追跡可能なものへと改善していくことも，

同時に検討することになった。 

本事業の成果を中核としたこれらの取組は，本学における教学マネジメントの確立を目指すための

ものである。すなわち，本事業の成果が大学教育改革の中核となることで，学修者本位の大学教育を

実現するための総合的な改革を継続的に推進していくことが可能となったということである。そのた

め，今後の本事業の取組は，教学マネジメントの確立と不可分のものとして実施する。その際には，

令和元年度に策定されるアセスメント・ポリシーに沿って取組の評価・改善を継続的に行う。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

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、各種取組の実績と成果を受けて平成 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。中心となる取組について、施策 1（アクティブ・ラーニング（AL）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

選定することを継続し、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て整備した教室や学修環境の利用状況・意識を調査したとともにアクテ

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、学修ポートフォリオ・学修カルテ及びそれらに埋め

込まれている AL ルーブリックの検証・改善と教員用・学生用ガイドの作成を進めたとともに、学類

別・学年別による学生の履修・成績情報の経年変化分析を含めた教学 IRを継続した。 

取組の成果については、平成 30 年度末で累計 200科目を超える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、主催・共催による FD研修会の開催を起点として、学類等の特性やニー

ズ、学問分野に応じた ALの手法・学修活動、学修評価方法の普及と授業改善を進めた。その結果、学

士課程教育全科目のうち約 95.5％が AL 型授業に転換している。また学生視点による学修環境調査の

実施や ALAによる学修支援の継続（平成 30年度は全学で述べ 119科目・クラスにおいて 250人の ALA

を採用）により、グループ学修等の AL を効果的に進め、授業時間外学習を充実させるためのさらな

る改善点を見いだせた。ALA による学修支援の教育効果は、受講者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

変容につなげることができた。 

② 事業の実施体制

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及び国際基幹教育院から選出された教職員も

加わっている。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・学生生活系委員会及び 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。加え

て、事業の適切性を評価するために大学コンソーシアム石川の参画機関等の教職員から成る外部評価

委員会と本学学生との懇談会を設置している。以上により事業の PDCA サイクルを回している。 

③ 事業の実施計画・継続性

本補助事業ではそれぞれの取組を各学域等の主導で進めており、補助期間終了後については取組内



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：金沢大学 ） 

容に応じて各学域等の教務委員会や FD委員会、さらには全学の FD委員会等の通常業務として組み込

んでいくよう現在、事業整理を進めているところである。また、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すでに整えて

いる。FD リーダーに対する研修について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。以上

のさまざまな取組全体を把握し基本方針を協議する組織として「AP 事業継承発展委員会（仮称）」の

設置を計画している。 

④ 事業成果の普及

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。平成 30 年度においても複数の大学からの調

査や講演依頼があり、AL を進めるための取組やそれによる学修成果の可視化において先駆的なモデ

ルのひとつとなっている。また、FDリーダーに対する研修は全学の教職員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）の採択と本学国際基幹教育

院高等教育開発・支援部門に対する教育関係共同利用拠点の認定につながり、それらの機会も通じて

本補助事業の取組と成果を学外に対し発信した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本補助事業は選定当初、人間社会学域と理工学域を実施主体として進めてきたが、平成 29 年度か

らは医薬保健学域及び国際基幹教育院を加えることとし、本学の学士課程教育全体を対象とするもの

となっている。 

具体的には、パイロット科目や授業カタログ、FDリーダーといった取組について医薬保健学域を含

む専門教育科目及び共通教育科目で継続実施することによって、全学的な AL の普及とその質向上を

進めてきた。その結果、約 95.5％の科目が AL 型授業を行い、すべての学生について入学から卒業ま

でにさまざまな AL 型授業を履修できるようになっている。また、人間社会学域と理工学域で行って

きた ALA研修とスーパーグローバル大学創生支援事業における TA・ALAに対する研修を統合して全学

的な研修システムを構築したとともに、ALA 等を経験した学生の記録のデータベース化を行い、附属

図書館でのラーニング・アドバイザー（LA）など学内の多様な学修支援体制との連携や効果波及に取

り組んできた。さらに、平成 28 年度に導入したクォーター制や共通教育におけるカリキュラム改革

による影響把握を含めた学生の学修成果の経年変化分析や、本補助事業で実施してきた量的・質的調

査と既存の学生生活実態調査等の量的調査を組み合わせた分析を進め、入学から卒業にいたる一貫し

た教学 IR の実施とその手法の確立を図っている。加えて、本補助事業の成果も踏まえて作成した学

生支援・学修支援方針であるバックアップ・ポリシーは、平成 30年度から開始した「文系一括、理系

一括」入試で入学した学生に対する経過選択支援、関係部局のネットワーク本部会議の設置、職員の

研修企画を含め、全学の学生支援・学修支援体制の強化に活用している。 

 これらを通して、選定された取組を核として入試・入学からカリキュラム、卒業認定・学位授与を

通した学士課程教育の質保証における教育改革を展開してきている。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

AP 事業が進める「アクティブ・ラーニング」「学修成果可視化」「学修者中心」といったコンセプ

ト は、文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」でのフィールド学習や

課題解決型インターンシップ、文部科学省・教育関係共同利用拠点「教職員の組織的な研修等の共同

利用拠点（知的財産教育）」での反転授業を取り入れた全学的知財教育、Society5.0 に対応すべく全学

導入したデータサイエンス教育などと連動した波及効果を生み、本学の大学教育改革を加速してい

る。

平成 30 年度には、地域課題解決学習や海外留学を義務付けた国際総合科学部が完成年度を迎え、

最初の卒業生を輩出したほか、COC＋事業で構築した YFL 育成プログラムによる最初の修了認定者

が生まれるなど、学士課程教育を通した「アクティブ・ラーニング」の徹底による学修成果を社会に

向けて発信 している。

② 事業の実施体制

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 2 回開催したほか、平成 31 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 30
年度事業取組に関する講評を受けた。さらに、平成 30 年度 AP 事業成果交流会・共育ワークショッ

プ 2019「多様化社会において必要とされるコンピテンシーとは～高大接続・社会接続の観点から～」

を企画し、大学教職員・大学生だけでなく、高校教員・高校生、企業関係者を交え、計 68 名が一緒

になって、これからの人材育成に必要とされる力（コンピテンシー）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。

本学の事業取組の質を保証する実施体制の仕組みとして、「外部評価による事業改善充実の PDCA
サイクル」と「学内外への積極的な情報発信」が挙げられる。

「外部評価による事業改善充実の PDCA サイクル」について、本学では、外部評価委員として、事

業内容に精通した高等教育専門家 3 名、企業関係者１名、高等学校関係者１名の計 5 名を委嘱し、毎

年度末に外部評価委員会を開催している。外部評価委員会では当該年度の事業取組に関する評価の観

点を事前提示し、アニュアルレポート（自己点検・評価報告書）に基づく評価を受けている。外部評

価委員会での講評や参考意見に対する対応策をまとめ、AP 事業推進委員会に提示して、次年度の事

業取組を進め、かつ、最終的な対応結果を当該年度の外部評価委員会にて報告するスキームを確立し

ている。外部評価を活用した事業改善充実の PDCA サイクルを徹底 することで、平成 30 年度には、

「FD・SD ワークショップの到達目標の明確化」「学修行動調査の改善充実」「高校関係者や企業関係

者などの多様なステークホルダーを交えた共育ワークショップの実現」に結び付けた。

「学内外への積極的な情報発信」について、本学では、本事業専用ホームページの構築やニュース

レター等の発刊による情報発信を積極的に行っている。平成 30 年度からは、AP 事業で刊行してきた

広報物を AP 事業専用ホームページからダウンロード可能な環境を整え、学内外で幅広く利活用 で

きることを周知している。

③ 事業の実施計画・継続性

事業取組全体では、「事業推進委員会、タスクフォースが連携した事業推進」「AP アドバイザー等

による指導助言を活かした事業推進」「FD（Faculty Development）、SD（Staff Development）、
教職学協働を活かした事業推進」を進め、平成 29 年度における中間評価「S 評価」などの大きな成
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果を挙げてきた。平成 30 年度では、AP 事業終了後を見据え、低コストや省力化による各取組の

継続・定着 を目指してきた。

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 型授業のグッド

プラクティス普及（模擬授業型ワークショップ、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。この仕組みについては、コストをかけずに実施することが可能であり、AP 事業終

了後も継続的に実施する。なお、これまでの実績を踏まえながら、「AL 型授業・正課外教育プログラ

ムの効果検証」「AL 型授業実践の総合的整理と学内外共有」を更に進めている。

テーマⅡ（学修成果の可視化）では、直接評価・間接評価指標による探索的な分析を平成 29 年度・

平成 30 年度と続け、山口大学生の学修行動や資質・能力の傾向を導き出すこと ができた。また、

学修行動・学修到達度調査については、外部評価委員の指導助言等を踏まえながら、外部テストに頼

らずに自立化した運営体制を平成 30 年度までに整備 した。学生調査の重要性が求められる昨今に

あって、既存の入学時・卒業時調査とともに、AP 事業で開発した在学時調査（1 年次・3 年次）を

継続的に実施する。また、学修成果の可視化を踏まえた学修支援の充実のため、平成 29 年度に創設

した ラーニングアドバイザー養成講座は、平成 30 年度には学内だけでなく県内高等教育機関教職員

の受講を可能として実施し、前年度を超える延べ 31 名の受講者があり、13 名（うち 2 名は他大学教

職員）に「ラーニングアドバイザー認定証」を授与 することができた。ラーニングアドバイザー養成

講座は、事務系職員を中心としてニーズがあることから、今後更に内容を充実しながら継続実施する。 

④ 事業成果の普及

平成 30 年度において、AP 事業における必須指標である「アクティブ・ラーニングを導入した授業

科目数の割合」は最終目標値 70％に対して「73.5％」、同じく必須指標である「アクティブ・ラーニ

ングを行う専任教員数」は最終目標値 68.4％に対して「80.2％」と、共通教育と専門教育の垣根を超

えて、学士課程教育全体に広がり、最終目標値を既に上回っており、事業成果が普及 している。 

テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）では、AL ベストティーチャーの優れた授業実践について、

授業実践集『Teaching & Learning Catalog』の記事に留まらず、実際の授業内容を体感できる「模

擬授業型ワークショップ」を平成 29 年度から継続的に実施し、学内の若手教員や山口県内の高等学

校教員から好評であり、AL 推進の好循環が順調に進展 している。また、正課外教育プログラムであ

る SLP（スチューデント・リーダー・プログラム）は、ライティングやプレゼンテーションといった

ラーニングスキル養成講座が好評で、前年度を超える 150 名以上の参加者 を得た。

テーマⅡ（学修成果の可視化）では、直接評価・間接評価指標に基づく探索的な分析を継続的に取

り組み、山口大学生の学修行動や資質・能力の傾向が明らかになってきている ほか、ラーニングアド

バイザー養成講座が好評を博し、学修支援の担い手づくりが進み、学修成果可視化に基づく修学指導

体制の強化 に繋がりつつある。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学の AP 事業では、「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」をコンセプトとした教育理念

に明記された汎用的能力（山口大学生コンピテンシー）の育成を目的に、アクティブ・ラーニングを

起点とした「学びの好循環」を構築・展開することを進めてきた。AP 事業が重視してきた山口大学

生コンピテンシー育成を横軸とすれば、各学部・学科の学位プログラムは縦軸に相当する。平成 28 年

度の三つのポリシーの全学的な見直しを踏まえ、各学部・学科の DP（ディプロマ・ポリシー）に基

づくカリキュラムマネジメントの強化 を図っている。その内部質保証の仕組みとして、YU CoB CuS
（Yamaguchi University Competency-Based Curricular System）がある。AP 事業による汎用的能

力の可視化や学修成果アセスメントの実績を基に、DP 達成度可視化システムである YU CoB CuS の

運用に貢献 し、本学の学士課程教育の質保証を図る総合的な大学教育改革を実現する。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

現在、本学では AP 事業に牽引されて再構築してきた全学的な教学マネジメントシステムが運用さ

れるようになったことで、大学が一体となって教育改善に向かう際の軸が強固になり、益々、改革が

加速している。また、これまで成果を収めてきた全学モジュール科目カリキュラムをより効果の高い

ものへ改良するため教養教育改革にも取り組んでところである。同時に、入学年度に履修する、キャ

リア入門、初年次セミナー、情報基礎といった科目間の内容連携を強固にして、より効果的かつ効率

的な教養教育の実施を目指している。 

② 事業の実施体制

当初より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を決定する

教育改革推進会議を設置し、全学的な責任・推進体制を整備している。教育改革推進会議において

決定された事項は、全学の各委員会を通して、情報共有を行っている。本学では教学マネジメント

のPDCAサイクルを機能させるため、学修成果の可視化のための各種調査・テスト（全学ディプロ

マ・ポリシーに対応したルーブリック、授業アンケート、学修状況報告、コンピテンシーテスト）

とそれらの成果を見える化する学修ポートフォリオシステムの開発と強化に取り組んできた。現

在、そのシステムが整い全学で活用されている。授業アンケートにより教員一人ひとりが自身の授

業における学生の学修行動の実態について確認し、授業改善のきっかけとすることができるように

なった。また、個々の授業だけでなく、大学全体として学生の成長過程について学修ポートフォリ

オ等を通じて蓄積し把握できる体制が整ったことにより、実態を正確に把握した上でカリキュラム

改善に向かうことができる体制が整っている。 

③ 事業の実施計画・継続性

各年度計画で立てている目標については、「学生の授業外学修時間」を除いて順調に達成されてい

る。「学生の授業外学修時間」の目標値は理想的な数値であるが、本学の学生の経済状況及びそれに

付随する生活状況、そして社会的な就職活動にかかる状況を考慮すると達成が難しいと言わざるを得

ない。しかしながら、本学はできるだけ目標値に近づけるための取り組みとして、授業外に行う課題

の出し方に関するFDの実施や動画コンテンツを利用した反転授業の事例拡大のための取り組みを強

化している。 

事業終了後の継続性については、本事業で構築することのできた本学の教学マネジメントシステム

は、既に学内予算によって自活している状態であり、継続性が十分に見込まれる。また、反転授業の

推進を含めた授業の動画コンテンツ化について学内の予算が立てられるなど、AP事業で推進してきた

事柄を引き継ぎ発展的に進めていく計画が既に動き出している状態である。 

④ 事業成果の普及

本学がアクティブ・ラーニングの普及のために実践の場としている全学モジュール科目では、積極

的に地域の話題を取り入れることを勧めている。それによって、学生が地域社会の具体的な課題につ

いて考え議論していく機会がこれまで以上に増えてきたと言える。これは学問と実社会を結ぶことに

なり、社会に対する貢献にもつながると評価できる。また、アクティブ・ラーニングの普及のために

本学では様々な支援ツールやコンテンツをつくってきた。それらはどれもアクティブ・ラーニングの

理解・促進に不可欠なものであり、印刷媒体のみならず Webを通じた配布もしているため、それら情

報を必要としている大学への波及効果が期待できる。そして、FD研修の企画として設計したプログラ

ムの中には、知識や情報を伝達するもの以外に、参加した教員相互がアイデアを提供し合ったり、ア
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ドバイスをし合ったりするものを多く設けてきた。これらのプログラムはそれ自体がアクティブ・ラ

ーニング型の取り組みになっておりアクティブ・ラーニングについての理解を促すことに繋がるだけ

でなく、相互に学びあう前向きな教育改善の風土を教員間に醸成しようと意図したものである。本学

では教養教育のモジュールにおいて、教員―学生間、また、教員間の「学びの共同体」を形成するこ

とを目指してきた。授業参観 FD もまたその一翼を担うものであり、シンプルなルールによって教員

同士が自律的に教育改善を進め、「学びの共同体の形成」のために教員同士のつながりを強化してい

くための取り組みとして位置づけている。この枠組みは今後も長期的に継続することで教育改善と組

織改革の両方に効果を生むことが期待される。 

一方、本学が構築した 3ポリシーに基づいた授業改善・教育改善を含む教学マネジメントシステム

は、学生の学修活動、教員の教授活動、大学の組織運営のそれぞれにとって重要な複数のエビデンス

を効率的に収集・蓄積し可視化できるものとなっている。その構造はどのような規模の大学でも採用

可能なものであるため、様々な大学のポリシーに基づいて適用可能な汎用的かつ先駆的なモデルとな

りうる。平成 30 年度は本システムについて研究を進め、課題と今後の取り組みのあり方について明

らかにし、教育改革 ICT戦略大会、大学教育学会、大学教育再生加速プログラムテーマⅠ及びテーマ

Ⅰ・Ⅱ複合型共同開催シンポジウムで発表を行った。また、東京都市大学、横浜国立大学など他テー

マ採択校への訪問、「テーマⅠ・Ⅱ複合型」選定校意見交換会にも積極的に参加し、本学の事業につい

て説明している。これらによって、本事業の改善の方策について学外からも数多くの意見を得ること

ができており、システム自体の改良にも取り組んでいる。現在は勉強会（各種調査の分析検討会）を

通じて収集・蓄積したデータをどのように分析するのが効果的かということについても検討を重ねて

おり、状況の「診断」方法を確立することでより強固なマネジメントシステムとして成熟させようと

取り組んでいる。 

以上の取り組みは、大学の内部質保証を担保する全学的な仕組みであり、社会的に見ても大学教育

の信頼性を高める非常に効果的な仕組みであると言える。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では入学から卒業までを3ポリシーに基づいた学修成果の可視化・授業改善・教育改善を含む

教学マネジメントシステムによって包括的に学生の学びを見守ることができる体制が整った。本学の

アセスメントポリシーにおいては、これらの可視化された学修成果を卒業時の総合評価の資料として

活用することを明記している。具体的には、学生自身が授業アンケート、学修状況報告、コンピテン

シーテストをもとに、定期的に自己の学びを振り返り、学修到達度を自己評価するための機会を複数

設けており、学修ポートフォリオに蓄積されたこれらのデータと学生自身の成果物をもとに、教員は

メンターとして学生の学修ポートフォリオを確認しながら指導するものである。特に卒業時の指導教

員は、学生個人の学びの成果を総合的に評価して、単位認定とは別に、本学のディプロマ・ポリシー

を達成しているかどうかを確認することと定めている。以上の本学の教育改革は、選定されたテーマ

の取り組みによって確立されたものである。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

取組みの概要：本学では、（1）教員がアクティブ・ラーニングを実践するための学習環境が整備され

ていない、（2）学生調査の活用が全学レベルでのデータ解析・活用に留まる、（3）e ポートフォリオ

の入力率が低いという課題を克服するため、AP事業として以下の取組みを推進してきた。【テーマⅠ】

に関しては、（1-1）アクティブ・ラーニングに関するセミナーの開催、（1-2）全学レベルでの学修環

境の整備（i.e., 授業外でも学生にアクティブ・ラーニング環境を提供する知識共有システム

（「meanings well up from the Question sharing!」以下、meaQsシステム）の開発、ラーニングコ

モンズへの TAの配備、PCロッカーの配備、初年次教育で活用可能なルーブリックの開発）、学類レベ

ルでの学習環境の整備（知識情報システム学類、環境システム学類におけるアクティブ・ラーニング

を支援するための ICT 機器の導入、総合リハビリテーション学類における反転授業を各年次に導入す

るための環境整備）、【テーマⅡ】に関しては、（2-1）学生調査の学類レベルでの活用方策の検討及び

実施（i.e., 学類ごとの Key Performance Indicator：KPIの設定、学域制の効果検証）、（2-2）eポ

ートフォリオ入力率の向上に向けてのシステム改修と取組み（i.e., 項目の選定、入力の簡易化のた

めの QR コードの開発、成果報告会の開催、e ポートフォリオへの入力と成績情報との連携）、（2-3）

他大学と連携した成果報告会の実施、（2-4）職員を対象とした IR研修の実施である。 

取組みの進捗：【テーマⅠ】に関して、セミナーは想定通り開催され、また、meaQs システムの改修

が想定通り完了することが見込まれており、各学類における ICT環境の整備も想定通り完了する予定

である。【テーマⅡ】に関して、想定通り最終年度も学生調査のフィードバックが実施されること、e

ポートフォリオの改修が想定通り完了すること、成果報告会及び SD ワークショップが想定通り開催

されることから、これらの取組みは全て想定通り最終年度において完了する予定である。 

目標に対する達成度と学生の満足度：【テーマⅠ】に関しては、実施授業の増加や実施できる教員数

の増加、また、セミナー等の開催が増加しており、これらの指標は概ね目標を達成している。【テーマ

Ⅱ】に関しては、学修行動・到達度調査の実施が 90％前後であり、これは概ね目標を達成している。

また、学生調査で教育に対する満足感を確認したところ、80％程度の学生が教育や授業の質に対して

「どちらかといえば満足」、「満足」、「非常に満足」と回答しており全体的に AP 事業を通じた本学の

教育の取組みに対する満足度は高い。 

大学改革の加速：このように本学の課題に対し、AP 事業を契機とし、アクティブ・ラーニングの普

及、学修成果の可視化は大きく推進しており、大学の改革が AP 事業によってこれまでにないスピー

ドで加速している。 

② 事業の実施体制

学内の実施体制：AP 事業は高等教育推進機構に設置する高等教育開発センターが中心となり実施し

ている。高等教育開発センターは、高等教育についての調査・研究に加え、本学における FDの企画・

実施を担う組織であり、各年度の活動計画について全学委員会である教育改革専門委員会において審

議・承認を得て活動を行っている。 

教職員の参画：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。 

評価体制の整備及び PDCA サイクル：本事業の具体的な取組みに関しては、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、外部評価を行っている（平成 29 年度に中間評価を実施。令和元年

度に最終評価を実施予定。）。これらの評価を高等教育開発センターの Checkとし、Actionへとつなげ



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：大阪府立大学 ）

ている。 

③ 事業の実施計画・継続性

計画の実施状況・見通し：【テーマⅠ】に関しては、引き続き（1-1）アクティブ・ラーニングに関す

るセミナーを開催し、（1-2）全学レベル、学類レベルでの学習環境の整備に努める。具体的に、（1-1）

に関しては教員のアクティブ・ラーニングを支援するための授業デザイン研修を行うほか、授業支援

システムを活用するためのセミナーを開催する予定である。（1-2）に関して、meaQs システムの改修

は概ね済んでおり、その活用方法と学内への周知を進める。ラーニングコモンズへの TA の配備及び

研修は完了している。また、それぞれの学類における学習環境の整備も概ね完了しており、最終年度

は効果検証の分析・フィードバックを行う。【テーマⅡ】に関して、これまで同様、学生調査の実施及

び eポートフォリオへの入力率の向上に努める。学生調査に関しては、学類ごとに学生調査データを

解析し、フィードバックを行う。その際、成績情報との関連を分析した上でデータのフィードバック

を行うことで、学生調査データの結果を精緻に解釈する。e ポートフォリオに関しては、インターフ

ェース、項目に関する軽微なシステム改修を行い、学生の入力率の向上を図る。また、これらの成果

を報告会にて広く発信するほか、データ解析に関するセミナーを開催し、職員の IR技能向上を図る。 

体制的・資金的な継続性：AP を推進している高等教育開発センターは AP事業終了後も引き続き体制

を維持し、【テーマⅠ・Ⅱ】の推進に努める。【テーマⅠ】に関して、セミナーについては高等教育開

発センタースタッフが実施すること、また学習環境の整備に関しては概ね完了していることから事業

終了以降もそれぞれの取組みの継続に問題はない。【テーマⅡ】に関して学生調査のデータ解析、SD

ワークショップに関しては高等教育開発センター教員および教育推進課職員が実施し、また eポート

フォリオに関しては概ね改修が済んでいることから、これらの取組みについての継続に問題はない。

④ 事業成果の普及

波及効果：本学の取組みにおける独自性は、（1）アクティブ・ラーニングの推進を授業デザイン（i.e., 

セミナー・ワークショップの開催）と学修環境の整備（meaQs システム、ルーブリックの開発）の両

側面から支援する仕組みを推進したこと（テーマⅠ）、（2）学内外を視野に入れた可視化ツール（i.e., 

学生調査は大学 IRコンソーシアムの共通調査を用いていることから全国約 50の大学の平均と比較可

能）の活用と成果報告会の開催（i.e., 他大学との合同フォーラム）を推進したこと（テーマⅡ）に

ある。特にアクティブ・ラーニングの実践に向けては個人だけでなく学習環境も重要な役割を果たす

ため、それぞれを同時に支援する仕組みの構築は、先駆的なモデルとして成果を全国に波及させる取

組みと言える。 

社会的評価：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、また、meaQs シス

テムを学内授業支援システム（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。加

えて、高等教育開発センターは平成 30 年度から e ポートフォリオによる学修成果可視化コンソーシ

アムにも加盟しており、全国各大学と eポートフォリオに関する情報共有を行う素地を整えた。これ

らの取組みは、学内だけでなく学外のアクティブ・ラーニング、学修成果の可視化の推進に貢献して

いることから、社会的に見て評価できる取組みと言える。 

長期的視点：これまで得られている成果は、AP事業全体の成果とは言えない。特に【テーマⅠ】に関

してはアクティブ・ラーニングを実践する環境が整備されたことに留まっていることから、こういっ

た環境をいかに効果的に活用していくのか、その知見を集約し、また学内へとさらに普及していくこ

とが必要不可欠と言える。そのため、AP事業の本質的な成果が得られるのは事業期間終了後であるこ

とから、これらの取組みが長期的に見て成果が見込まれる取組みと言える。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

AP 事業を契機とし、全学・部局レベルでの内部質保証システムの構築に向けて、データの集約・活用

を推進する IR 推進室の設置、学類の内部質保証システムの構築を支援するためのスタートアップ支

援事業が開始されている。これらの成果についても学生調査・eポートフォリオで確認していく。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

（テーマⅠ アクティブ・ラーニングの質保証）

本学では既に専任教員全員がアクティブ・ラーニング（AL）に取り組んでおり、AL の重要性も充

分に認識している。その結果として、AL 科目割合は年々増えており計画目標も達成している（H30

年度の目標 70%に対し、実績 76%）。AL をより効果的に行うため、平成 28 年度より学生が自律的に

学びに取り組むことを支援するポートフォリオ（エビデンスベースドの自己評価システム：KYOAI 

CAREER GATE、以下「KCG」）を本格的に稼動させている。年度初めに全学生の前年度振り返りの

時間を設定し、全教員が学生とリフレクション面談を行っている。このような取組を行うことにより

学生の内省的な学びを深めることができたといえる。また、KCG 利用をより促進させるために、AP

ワーキングループに所属する教員を中心に、授業課題等をこの KCG を利用して提出させ、学生に

KCG を身近に感じさせることを行っている。

更に平成 27 年度から取り組んでいる初年次教育の充実を目指した学修支援として、上級生による

レポート指導（ラピタデスク）を本年度も引き続き実施した。チューターの増員、利用可能時間帯の

拡大、教員と連携し学修が滞っている学生を積極的に誘引するなどの取り組みの成果が上がり、年々

利用者数を伸ばしている。初年度延べ 99 人であった利用者が、平成 30 年度は 238 人の学生が利用

するまでになった。平成 30 年度の 1 年生の過半数が少なくとも一度はチュータリングを受けており、

初年次教育の一環として重要な位置を占める取り組みとなっている。また、開始当初は本学教職員や

外部講師が運営の核となっていたが、チューター学生による自主的な運営、研修体制の構築も進んで

おり、AP による補助期間終了後も取り組みを発展的に継続できる体制が整っている。 

（テーマⅡ 学修成果の可視化）

ディプロマポリシー（DP）に基づく学修成果指標「共愛 12 の力」と授業との対応について平成 28

年度からシラバスに明示している。各授業の最後に自身の「共愛 12 の力」の伸長について学生アン

ケートを実施しており、この結果を教員にフィードバックすることにより教員と受講者間に齟齬が無

いか振り返る機会を持ち、シラバスの再考と授業改善を求め、学びの質向上に取り組んでいる。学生

アンケートの結果は、カリキュラムの点検と改善のための重要な資料として活用されている。

また、客観的な学修成果の把握として従来からの実施していた外部評価（PROG、JUES）に加え、

GPS-Academic を新たに実施したことで、学内 IR データベースの蓄積が豊富となり、より多角的な

観点から教学データ解析を行うことが可能となった。 

② 事業の実施体制

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。当初計画通りの体制でこれまで事業を

進められており、APWG 内の AP 事務局スタッフが各論の取組を行っている。平成 30 年度は、AP

事務局内の人員の交代もあったが、スムーズな引き継ぎのもと、これまで通り事業を推進する体制を

維持できている。 



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：共愛学園前橋国際大学 ）

 

③ 事業の実施計画・継続性

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、補助期間終了後も見

通し、さらなる利用促進に向けた取り組みや、より効果的な活用方法の模索、提案に継続して取り組

んでいる。AP 事務局スタッフが専任教員を対象として KCG を利用した学修の意義や授業での具体

的な活用方法について繰り返し説明を重ねた結果、各教員が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。また、就活支援を行う職員等との KCG の就活等での活用に関する密な議論を経て、入試就職課

が担当するキャリア教育科目と連携した取り組みも開始した。AP 事業の開始とともに始まった様々

な取り組みは、本学の正規の教育活動として定着しつつあり、必修科目との連携が進むなど活動の継

続性を増している。また、教職員の意識や大学の風土の変化といった目に見えない財産を形成しつつ

ある。 

④ 事業成果の普及

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、引き続き 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るとともに、キャリア教育科目と連携した取り組みを開

始し、長期的視点に立って KCG を活用した自律的な学修を行う意義を広く周知した。 

また、対外的には、高校での学びや高大接続に向けた KCG の活用に向けて、市立太田高校と連携

し、高校生に KCG を利用してもらうなどの取り組みを進めている。また、KCG やそれに基づくエビ

デンスベースドの自己評価システム、ラピタデスクなど AP における取り組みについて、他大学から

の視察を多く受け入れている。AP の取り組みは、大学教育や大学入試に関する書籍、雑誌、web メ

ディア等にも取り上げられており、アクティブ・ラーニングの質保証、学修成果の可視化の取り組み

の一つのモデルケースとして、他の大学、教育機関に影響を及ぼしていると言える。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅡ「学修成果の可視化」の取組の一環で作成した学修成果指標「共愛 12 の力」は、各科目

のシラバスの中で、到達目標や教授法、授業内容と関連付けて明示する形式になっている。さらに、

平成 30 年度には、各科目のシラバスにアセスメント・ポリシーおよび課題のフィードバック方法の

記載を求め、シラバスの充実に努めている。 

15 回の授業終了時には、授業科目ごとに全受講生を対象にアンケートを実施し、対象の授業での

「共愛 12 の力」の修得感および授業外学修時間の回答を求めている。そのアンケート結果は、担当

教員にフィードバックされ、次年度の授業改善の資料として活用されるほか、すべての科目のアンケ

ート結果は教授会を通じて全教員に共有されており、このデータをもとに、カリキュラムの運用状況

の点検、改善を行っている。この作業により、カリキュラム全体とディプロマ・ポリシーとの関係を

「共愛 12 の力」を通して見直すだけでなく、個々の科目についても、ディプロマ・ポリシーとの関

係の中で改善策が検討されるようになり、学修成果の可視化に基づく教育改革を推進する仕組みのひ

とつが整ったといえる。 

これらの仕組みを踏まえ、平成 30 年度にはカリキュラム・ポリシーの改訂、およびアセスメント・

ポリシーの策定を行った。ディプロマ・ポリシーに基づき、学修を通じて育成する力として「共愛 12

の力」を設定しているため、カリキュラムの編成・実施と評価においても一体性・整合性を持たせる

ことができている。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

一貫した教育体系に位置づけられた 4年間の体系的・組織的なアクティブ・ラーニングの教育プロ

グラム構築、PDCA サイクルによる学修成果の可視化と学生の学修時間の保証、学生の学修意欲を高め

る反転授業、クリッカーを利用した講義科目へのアクティブ・ラーニング導入や授業外学修時間を記

載したシラバスの充実と情報システムでのサポート、学修成果の可視化と学修時間の保証をチェッ

ク・改善する仕組みとしての学修ポートフォリオの活用、教職学協働のワークショップ（WS）を実施

した。 

本事業のアクティブ・ラーニングと学修成果の可視化を加速するため、本学の学修マネジメントシ

ステム（LMS）を刷新し、講義科目においてアクティブ・ラーニングを推進するためのネットワーク・

クリッカー、オンラインテスト、反転授業の支援機能、学修成果と学修時間を保証するシラバスに基

づいた学修時間の登録機能等を搭載している。平成 30（2018）年度は、LMSの効果的な方法・活用例

を教員へのワークショップを繰り返し実施し、授業への活用を促進させた。その結果、LMS の活用が

浸透しアクティブ・ラーニング授業のデザインが加速され、学生はより効果的な学修が可能となった。 

また、平成 30（2018）年度は、学修時間の把握の方法の改善を行なった。学生が頻繁に利用するス

マートフォン上の LINE から学修時間を入力できるアプリを導入した。学生は入力が容易になり、自

分が何にどのように時間を使っているのかを客観的かつ容易に知ることができるようになった。体系

的・組織的なアクティブ・ラーニングによる学生の学修時間の増加に加え、学生が自分の学修時間を

把握し、容易に入力できる LINE 機能の相乗効果により、学生の学修時間の増加を確認できた。これ

らの開発と評価には、学生が主体的に加わり、教職学の協働により大学改革が加速された。 

本学はスーパーグローバル大学（SGU）創成支援事業に採択されており、本事業でのアクティブ・ラ

ーニングと学修成果の可視化の成果を、グローバル人材育成のための国際的なアクティブ・ラーニン

グと質保証にも適用して相乗効果を得た。平成 30年（2018）年度は、国内外で 80件の国際 PBLを実

施した。また国際 PBL の質保証のための事前学修、学修成果のアセスメントに多言語化した LMSを活

用するなど改革が加速された。 

② 事業の実施体制

学長を中心とした事業体制 

学長の下、教育イノベーション推進センター運営会議や本学の内部質保証に責任を持つ機関である

学部長・研究科長会議にて教育の質保証に関する PDCA を回す実施体制が定着した。アクティブ・ラ

ーニング＆アセスメント・オフィスは上記会議体より要請を受け、数値分析等を行い上記会議体に報

告する。毎月の各学部教授会で本事業に関する報告を実施している。APの実務は教育イノベーション

推進センター（IR 部門、キャリア部門、FDSD 部門）とナンバリング WG と教育評価 WG が実施し、AP

教学会議の場を通して各学部・研究科、事務組織に事業の進捗状況を報告している。これにより、事

業の PDCAサイクル展開と、学部、研究科を含む全学的な事業実施の円滑な推進が可能となっている。 

FD･SD の実施体制の整備 

本事業によっていくつかの教職員向け学内 FD・SD 研修プログラム（授業外学修を促すシラバス作

成 WS、授業デザイン WS、ティ－チング・ポートフォリオ WS、学生主体の授業運営手法 WS）を実施し

てきたが、これらを含む形で「理工学教育共同利用拠点」プログラムの整備を進め、これらプログラ

ムの大部分については、現在 3名いる FDer（Faculty Developer）教員を中心として、教育イノベー

ション推進センターの専任教員を含む学内教職員により、恒常的に実施できる体制の構築を進めた。



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：芝浦工業大学）

③ 事業の実施計画・継続性

学長の強力なリーダーシップのもと、教職員が鋭意協働することで、ほぼ計画通りに進捗した。

本事業のアクティブ・ラーニングと学修成果の可視化は、教育の質保証に必須である。本学は、創立

100 周年（令和 9（2027）年）に向けた大学戦略 Centennial SIT Action の中で、「理工学教育日本

一」、を掲げている。この内容は、「教育の質保証」である。目標達成に向け、大学として継続的かつ

発展的に事業を実施する。事業終了後の継続性を担保するため平成 30（2018）年度より、アクティブ・

ラーニング＆アセスメント・オフィスに配置した専任教員の人件費は、学内予算より執行した。

事業の推進には、教員、職員、学生がそれぞれの立場でリーダーシップを発揮することが必要であ

る。リーダーシップの基本要素は、「率先垂範、目標共有、同僚支援」である。AP の取り組みとして

学生・職員・教員の協働でリーダーシップ養成講座を進めてきた。愛媛大学主催の SD コーディネー

ター（SDC）養成講座を修了した本学教職員が講座を担当し継続性する体制が平成 30（2018）年度に

整った。 

④ 事業成果の普及

本学は、我が国の理工学人材育成は喫緊の課題であると強く認識しており、学長の強いリーダーシ

ップの下、理工学教育の質保証と人材育成を目指している。平成 28（2016）年 10月に福岡工業大学、

同年 12月に愛知工業大学、平成 29（2017）年 3月に大阪工業大学とそれぞれ包括協定を締結し、平

成 29（2017）年 6月に愛知工業大学、大阪工業大学、広島工業大学、福岡工業大学と本学の 5大学で

「工大サミット」のキックオフシンポジウムを実施した。この「工大サミット」は、日本の工科系大

学が互いに連携し、理工学教育の質保証と国際社会で活躍できる人材育成に取り組むことを目的に本

学が発起したものである。さらに、平成 30（2018）年度には本学で東北工大を加えた第二回「工大サ

ミット」を実施した。「工大サミット」での連携により工科系大学への事業成果の普及を推進した。

本事業は、SGU、「理工学教育共同利用拠点」により、学外機関との連携も拡大した。「理工学教育共

同利用拠点」プログラムに参加した参加者の所属大学を中心に、研修講師の派遣や相談対応を実施し

ている。また、本学の特徴としての国際的アクティブ・ラーニングである国際 PBLの設計法、質保証

の方法に関しても「理工学教育共同利用拠点」プログラムを活用する等、国内の大学だけでなく、東

南アジアを中心とする海外の大学に対しても事業成果の普及を実施した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

高大接続、大学入学者選抜改革に関しては、入試形態別の入学時の学力評価、入学後の学修成果を

分析し、その課題を明らかにすることで、併設高校との高大接続の改善、推薦指定校の見直しと改善

を継続的に実施した。 

平成 29（2017）年度にシステム理工学部の 3学科に国際プログラムを新設し、令和元（2019）年度

には全 5学科拡大する。この国際プログラムでは、留学と英語による専門科目の履修、英語による卒

業研究の実施を義務付けている。さらに、令和 2（2020）年度には、英語だけで学士の学位を取得で

きるプログラムを開始予定である。本学では、インターナショナルハイスクール（IHS）の生徒をイン

ターシップとして平成 26（2014）年度から継続して受け入れており、高大接続の効果を確認してい

る。英語で学士の学士を取得できるプログラムではこの取り組みを発展させ、高大接続、アクティブ・

ラーニング、教育の質保証を行う。

本学では、本事業と連携した次の大学改革として単位の実質化による学修時間の保証を進めてお

り、全学のカリキュラム体系の見直しにより科目数の適正化を進めている。さらに、全学でのカリキ

ュラム・マネジメントを進めるために、平成 30（2018）年度にカリキュラムコーディネータ養成研修

会に教員・職員を派遣し、令和元（2019）年度には、カリキュラムコーディネータ養成研修会を本学

と日本高等教育開発協会が共催で実施する計画である。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業における諸取り組みにおいて、多くの指標について、目標数値までには達していないものの

徐々に目標値に近づいており、本学では大学全体の改革が加速されていると判断している。 

 授業におけるアクティブ・ラーニング導入に関してはアンケート調査において、導入科目数が増加

している。また、学修目標に合わせた手法を取り入れるケースが増えていることも確認できている。

一方、「アクティブ・ラーニング・ハンドブック」は令和元年度中に HPなどで公開する予定である。 

 FDer の配置については、平成 31 年 2～3 月にかけて養成講座を本学において開催し、8 名の FDer

を養成することができた。結果として、本学では 11名の FDer を擁することとなった。 

 また、ルーブリック指標による成績評価については毎年 2 回のワークショップを開催し、平成 30

年度までに約 80％の専任教員が受講している。未受講者は今年度中の受講を義務付けることとして

おり、令和元年度末までに在籍専任教員全員の受講を目指している。その活用についてもコモン・ル

ーブリックを作成したことで、全員の専任教員が授業の到達目標や評価において、ルーブリックを採

用していると考えられる。 

 大学全体の改革を加速させるためには各学部が行っている改革の取り組みもさらに加速させるこ

とが必要であると考える。そこで、本事業と並行して、平成 28年度より「学部等改革推進制度」を学

長裁量経費（１件 1,000 千円、総額 20,000 千円）の枠組みとして創設した。学内の競争的支援金と

しており、選定にあたっては 3つのポリシー（DP、CP、AP）と関連している取り組みであることを基

本条件としている。 

② 事業の実施体制

大学教育再生加速委員会において平成 30年度の事業実施計画・内容を審議・策定し、アクティブ・

ラーニング推進委員会および大学 FD 委員会が連携し、事業を進めている。上記委員会はいずれも教

学部長が委員長となり、教学部長と学長との緊密な連携がなされ、学長のリーダーシップが発揮され

ている。また、上記委員会は大学部長会の諮問委員会としてその管理下に位置付けられており、各委

員会が分掌する「教育再生加速事業の推進」「アクティブ・ラーニングの推進」「大学 FDの推進」「学

修プロセス・成果の可視化」の決定事項や進捗について、随時大学部長会に上申、報告され、改善の

指示を受ける。大学部長会は学長、高等教育担当理事、学部長、大学附置機関の長、高等教育支援機

関の長により構成されており、各委員会での決定事項やその取り組みが全学的な意思決定のもとに一

体的に進行する仕組みが担保されており、大学の教学組織全体に速やかにその決定が周知される。 

また、毎年度末に外部評価委員会を開催し、本事業について他大学や企業等の委員から評価や示唆

を受けている。さらに、調査等の結果やワークショップ等学内外参加者の意見などを受け、改善につ

なげている。 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業の平成 30 年度の取り組み内容は、1)各種ワークショップの開催、2)アクティブ・ラーニン

グに関する教員アンケート調査、3)日本語プレースメントテストの実施、4)学修支援の強化、5)学修

成果の確認と指導、6)シンポジウムの開催、7)外部評価委員会の開催、8)事業報告書の発行、9)FDer

養成があげられる。 

1)から 8)は例年と同様に実施した。特に、1)についてはルーブリック・ワークショップのほか、ア

クティブ・ラーニング・ワークショップとして、「多人数科目におけるアクティブ・ラーニングの活

用」（東京大学特任助教 吉田塁氏）、「グループ学修を評価する－実技・実習を中心に」（関西福祉科

学大学准教授 久保田祐歌氏）、「LMSを活用したアクティブ・ラーニング」（帝京大学教授 渡辺博芳
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氏）をテーマとした。6)では「学修成果の可視化－何を、何によって、どのように測定するか」をテ

ーマとした。基調講演は「学修成果測定の可能性と陥穽」（早稲田大学教授 吉田文氏）、事例報告と

して「玉川大学における学修成果の測定方法とこれから」（本学教学部長 稲葉興己）、「大阪府立大学

における学修成果可視化の試み」（大阪府立大学准教授 畑野快氏）、「高大社をつなぐ学びの可視化

を探る－PROGから見えてきた客観的評価の可能性」（河合塾 成田秀夫氏）の 3件を行った。 

9)は、学内にて大学 FD 委員会の各学部の FD 担当教員を対象とした FDer 養成講座を開催した。講

師として、愛媛大学教授 中井俊樹氏、芝浦工業大学教授 榊原暢久氏を招聘し、経費は前述「学部

等改革推進制度」経費を充当した。8 名が玉川大学 FDerとしての認定を受け、結果、本学の FDer は

11名となっただけでなく、全学部に FDerを配置することができた。各学部に FDer を配置することは

学部の FD活動の活性化を目的としたものであったが、各 FDerからは、学部の取り組みに対してだけ

ではなく、全学的な取り組みについても積極的な意見が多く聞かれるようになった。 

 全体として、当初の計画のとおりに各取り組みを実施できている。また、令和 2年度以降について

も事業の実施計画を継続して取り組んでいく。 

④ 事業成果の普及

本事業について定期的に発信するための専用 WEBサイトを本学ホームページ上に設け、本学の取り

組み内容を掲載している。さらに、年度末には事業報告書を作成し、HPのみならず国内全大学・短期

大学に送付している。また、他大学からのヒアリングの要望にも積極的に対応だけでなく、学内研修

会「大学教育力研修」を他大学にも公開している。 

本事業の取り組み状況や成果を定期的に発信することにより、他大学等への波及効果が得られると

ともに、アクティブ・ラーニングの推進や学修成果の可視化の促進につなげることができた。また、

他大学等に対するヒアリング対応は、今後の本学の取り組みを進める一助となる情報を得ることにも

つながった。ただし、本事業の成果については社会の変化等の影響を受けやすいものと捉えている。

そのため、短期的な成果だけではなく、長期的にもその成果をみていく必要があると理解している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では「アクティブ・ラーニング科目」を設定するのではなく、全学部の全開講科目におけるア

クティブ・ラーニングの導入を目指している。学生は、大学入学までの学習成果を基礎にアクティブ・

ラーニングを通して学修をすることで、学びの社会的意味を理解し、各自のキャリア形成につなげる

ことができる。そこで、その効果を一層上げるために、ワークショップ等を毎年全専任教員を対象に

開催している。アクティブ・ラーニングに関する教員調査から経年的にアクティブ・ラーニングの実

施科目数が増加していることが分かっている。しかし、その手法や工夫には大きな開きがあり、継続

的にワークショップ等を開催する必要がある。さらに、各科目の「授業を通して修得できる力」や到

達目標とそれに対する効果的なアクティブ・ラーニングの手法との関係性を参考に、効果的な授業が

展開されるよう、アクティブ・ラーニングの導入策を継続的に進めていくことが必要である。 

また、アクティブ・ラーニングを導入することで、学生の学修意欲の維持・向上、知識の定着、高

次汎用的能力を有する人材育成が期待され、その結果として、授業外学修時間の増加も期待できると

考えている。一方、本学では単位制度の実質化を図ることを目的に、CAP 制（半期の履修登録単位）

を 16 単位に設定しているが、学生の授業外学修時間数は、現状では目標指標には程遠い状況となっ

ている。この要因の一つとして、シラバスが授業外学修を含めた授業設計になっていないことが考え

られる。学修成果のみならず授業外を含めた学修内容の可視化が必要である。 

本学では本事業を全学的な取り組みとして位置付けている。学修成果の可視化においても、成績評

価方法（基準）の再考、学生ポートフォリオの活用など複数の要因をクロスオーバー的に取り入れ、

全学部で、全専門領域に共通した取り組みが求められる。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

大学改革の加速：実効的な教育の質保証枠組構築のため、全学的に３つのポリシーを実質化して、教育

目標（DP：学修成果）の内容・水準を明確にし、それらを具現化できるカリキュラム・ポリシー、シラ

バスを構築するとともに、学修成果評価の具体的方針であるアセスメント・ポリシーを制定した。また

学修成果評価枠組である「ルーブリックを組み込んだ e-ポートフォリオシステム」の構築により、ア

セスメント・ポリシーを先導的に具現化できた。これらは本事業成果の全学的展開に必要な枠組であ

り、学生の学びの振り返りと教育課程の改善を組織的に実施することができるようになった。 

また、学生に効果的に学修成果を達成させるための教育法としてのアクティブ・ラーニングおよび反転

授業の導入指針を定め、これらを教員に周知し、その導入を促進した。 

教員の教育力評価を含み、学部長等による評価結果確認と教員へのフィードバックのある教員評価制

度を全学的にスタートし、教員個々の意識改革促進・教育力を含む能力向上を図ることを可能とした。 

取組の進捗状況 

テーマⅠ・アクティブ・ラーニング（AL）

・効果的・効率的なアクティブ・ラーニング： AL科目の定義と各種 AL手法の内容を教員に周知し、

その向上・普及に努めている。また反転授業による授業時間内の ALの効果的運用を図っている。 

・学生の主体性、教員の動機付け ： 学生に自らの学びを振り返らせ、これを深い学びに転化させる

ための ALとして、予・復習、小テスト、感想や質問文提出、理解度確認テストの解説、協同学習、プ

レゼンテーション、課題解決活動、等の手法を教員に周知し、実施させている。

・学生の授業外学修時間 ： シラバスへの授業外学修時間の記載義務付けと授業外学修を学生に課す

ることを教員に周知することで、授業外学修時間は目標の週 12時間に対し 22.5 時間となっている。 

・アクティブ・ラーニングの成果： →成果の測定枠組はテーマⅡの「学修成果の把握」の項参照

平均学修到達度は学年に伴って上昇し、4年次には 3.3とカリキュラムで想定した以上の成果が示され

た（5(秀),4(平均超),3(平均),2(合格最低レベル),1(不合格)）。また能力毎の学修成果達成度は、専門

力、数学・基礎科学、問題解決能力、情報収集能力、チーム活動能力、生涯学習力、理解力、意見発信

力、社会的責任能力で 3.5 以上となり、技術者の必須能力に関し、ある程度の自信がついていることが

示された。 

・成果を踏まえた取組の改善： 事業スタート時点では PROG のコンピテンシーが低かったが、最近は

他理工系大学並になり、特に AL で育成する対課題基礎力が平均より高めになり、本事業の有効性が示

された。これらの結果は学部教学委員会に報告され、教育改善の議論のベースにされるとともに、大学

調整連絡会議にて協議し、大学全体としてさらなる AL推進等の教育改善につなげている。 

テーマⅡ・学修成果の可視化

・学修成果の平準化と厳格化 ： 全教員対象の教員評価制度で、授業アンケート・成績分布表により

科目の教育・成績評価水準の適切性を問う項目があり、その平準化を志向している。またシラバスの成

績評価法欄に定量的な成績評価法を記述することで、成績評価の厳格化を組織的に図っている。 

・教育課程の体系化： 教育課程の体系化のため、ディプロマ･ポリシー(DP)の内容と水準を、社会が

求め、国際通用性を満足し、本学の使命と整合性ある目標として具体的に記述し、また、カリキュラム･

ポリシー（CP）で５項目の DP を育成する５科目群を設定することで、DP と CP の具体性と整合性を確

保し、DP を実際の教育に実効的に結びつけるカリキュラムマップ、シラバスを設定した。またシラバ

スがこの方針に沿っていることを担保するため、各学科でシラバスチェック体制を整備した。

・学修成果の把握 ：米国の VALUE ルーブリックを参照した汎用的能力の達成度評価用ルーブリック開

発、及びこれを用いた e-ポートフォリオ上での学生の達成度評価により、学修到達度を定量的に評価

し、その結果をレーダーチャート表示して学生にフィードバックする枠組みを整備した。  
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・把握した学修成果の活用： → テーマⅠの「アクティブ・ラーニングの成果」「成果を踏まえた取

組の改善」の項参照 

・学生の参画： テーマⅠの「学生の主体性」の項参照

・成果を踏まえた取組改善： 学生対象の「授業アンケート」「大学満足度調査」「学修行動調査」「学

修到達度調査」より、満足度、授業外学修時間、学修目標達成度が目標を超え、本事業の妥当性が検証

された。また学修行動調査結果を大学調整連絡会議で教育改善等に繋げ、回答をホームページに掲載し

た。また主要就職先企業の本学卒業生への満足度も本学の教育の妥当性を示す物であった。 

・学生の授業外学習時間： → テーマⅠの「学生の授業外学修時間」の項参照

目標に対する達成度： ほぼ全ての項目で目標を達成している。（一部の未達項目では、最終年度に達

成できるよう、対策を講じている。←p8 参照） 

学生の学びの質向上： 授業外学修時間が目標を大きく超え、平均学修到達度や技術者の必須能力が学

年とともに上昇して想定レベルを超えていること、PROG テストの対課題基礎力が他大学の平均値を上

回っていること等より、本事業での主体的学びにより、学びの質が向上していることが推察される。 

学生の満足度： →「取組の進捗状況」のテーマⅡの「成果を踏まえた取組改善」の項に示すように、

本事業の取り組みに対する学生の満足度の目標は達成されている。 

② 事業の実施体制

学内の実施体制： 本事業は、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で推進方策がまとめられ、その実務は未来科学部長が委員長

の AP推進委員会で統括し、学部教学委員会の議を経て未来科学部の３学科で実施されている。 

教職員の参画： ３つの方針とアセスメント・ポリシーの実質化を全学的に進め、全教員はシラバスの

作成を通してこの教育質保証体制に参画するとともに、ALと反転授業を全科目に導入し、FDでその趣

旨の共通理解と徹底を図っている。職員の担当者も AP推進委員会、教育改善推進室運営委員会、FD等

に出席し、事業推進を支援することで、上記の共通理解を深めている。 

評価体制・PDCA サイクルの整備： 本事業の自己評価・PDCA は学長室が統括し、実施内容の推進支援・

エビデンスに基づく達成度評価・改善支援の作業は、学長室と教育改善推進室のスタッフと AP 事業担

当教員が実施している。事業終了後は教育改善推進室の全学教育改善の中で実施予定である。 

③ 事業の実施計画・継続性

計画の実施状況・見通し： 各年度目標はほぼ達成。事業終了時には全目標の達成が見込まれている。 

体制的な継続性： 本事業終了後の成果の全学波及、及びこれを踏まえた全学的教育改善の推進は、上

記②の「学内の実施体制」に示す教育・研究担当副学長が統括する体制で継続的に実施する予定。 

資金的な継続性： 経費を要する教育改善のインフラ構築は終了し、事業継続の資金的問題はない。 

④ 事業成果の普及

波及効果・社会的評価： 本事業で開発した「ルーブリックを用いた教育の質保証システムの実質化」

のモデルについて、AP フォーラム(1 回)・JABEE(講習 6 回)・日本工学教育協会(講演 5 回)・IDE 大学

協会と物理教育学会(依頼原稿各 1回)等で他大学への波及を図り、社会的評価も受けている。 

長期的視点： 教育改革の教学マネジメント体制、学修成果達成を目指す教育の質保証システム、AL手

法の普及、教員教育活動評価体制、の構築により、本事業は長期的成果が出る取組となっている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業では上記の①～④に示した各種質保証体制に加え、アドミッション・ポリシーで入試で求める人

材像と学力の内容・水準を示し、互いに整合性ある３つのポリシーを整備した。また卒業時の教育に関

する質保証と、その社会に対する可視化の目的で、学生の修得学修成果の内容・水準・客観性を社会に

示すショーケース型ポートフォリオシステムを構築した。これらにより本事業では、入口（入学）から

出口（卒業）まで質保証の伴った大学教育改革の実現のための総合的な取組を実施した。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学は「中長期計画」において、文部科学省の各種答申等をふまえた教育方針や教育の質保証、教

育の次世代化等の様々な教育目標を掲げている。この中で、質保証の観点では、「教育の質を保証し、

専門分野の基礎能力と豊かな教養を身に付けて世界で活躍できる人財となるように、学生の資質を高

める教育の実施体制を確立する。」という具体的な目標を定め、その実現に向けた取組みを、教育開

発センター（本学における教育施策を実施するとともに、教育活動の継続的な改善の推進及び支援を

行うことにより、本学の教育の充実及び高度化に資することを目的とした、学長のもとに設置した常

設組織。センター長は教育担当副学長。）が中心となり実施している。 

その一端として、学生側の視点としての「学生の主体的な学び」をより促すため、本事業における

取組み（「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」）の実施体制を構築し、実績を積み重ねている。また、本取組みの

実質化、質の担保等を目的とし、アクティブ・ラーニング化に向けた学外の有識者による授業デザイ

ンの実施と FD セミナー等での共有、本事業のテーマに関連する学外の有識者を講師として招いたセ

ミナー・ワークショップ等の開催、検証の一環としての「学生からの意見聴取会」の実施、学外の有

識者等を委員とする評価委員会の開催等も行っており、「学生自身による学修の PDCA サイクルの確

立」に向け、大学改革のための土台整備が完了し、改革が加速しつつあると考えている。 

② 事業の実施体制

教育開発センターには、その目的を達成するための審議機関として、教育開発センター委員会（セ

ンター長の他、各学部の副学部長又は FD を担当する幹事の長、学長から指名された教員等により構

成）を設置し、月 1回程度開催している。本委員会で審議された事項については、各委員を通じて、

学部・研究科の FD幹事会等で周知、共有されることとなっている。 

 さらに、教育開発センターの下には、その活動に係る具体的事項の検討、実施のために小委員会を

設置しており、その中に、AP事業の取組みを中心とした ICTを活用した教育の推進を担当する小委員

会として、「ICT活用教育推進小委員会」があり、現在は、本学が採択された本事業のテーマ（テー

マⅠ（アクティブ・ラーニング）・Ⅱ（学修成果の可視化）複合型）の分野に精通した教員が、学長指

名の委員として、小委員会の委員長を務めている。 

ICT 活用教育推進小委員会で検討された具体の内容を、教育開発センター委員会を通じ、各学部と

連携することで、学長の下、全学的に展開、推進できる体制となっており、また、各学部・研究科の

担当事務局も教育開発センター委員会に同席することで、教員・職員間で検討内容を迅速に共有し、

共通認識のもとで、各施策の実現に向けて取組む体制となっている。 

③ 事業の実施計画・継続性

「学修ポートフォリオシステム」については、すでにシステム開発が終了し、平成 27 年度より運

用を開始しており、計画どおり遂行できている。平成 30 年度には、平成 27 年度～平成 29 年度まで

の利用実績等をもとにしたデータ解析、効果測定、課題の分析・検証等を実施し、これらをふまえ、

令和元年度に改修・バージョンアップを実施し、より効果的、発展的なシステムとして運用していく

予定である。 

 「授業収録配信システム」についても、授業コンテンツの作成にあたり、当初、収録及び編集作業

を外注していた業者のままでは費用が高額等の事由により、毎年度中の作成目標数を達成することが

困難であることが想定されたため、外注費の削減と小回りの利く収録・編集サポート体制の再構築を

検討し、平成 28 年 6 月より、質を担保したうえで、収録作業のみ、より安価な別業者に外注するこ

ととし、編集作業については、教育開発センター事務局内で対応することとし、費用を抑えたうえで、

計画どおり遂行できている。今後は、本システムによる授業コンテンツの作成を行いながら、授業コ
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ンテンツ作成に活用できるソフトウェアを利用した、教員自身による授業コンテンツ作成を拡大する

ことで、発展的に継承し、展開していく予定である。 

また、引続き、FDセミナーを開催することで、広く学内教員の本取組みをふまえた教育内容や方法

の改善・向上を図る予定である。 

さらに、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、前述の 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

取組み推進のための助言をいただいている学外の有識者及び 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、実施していく予定である。 

④ 事業成果の普及

 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、各種媒体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等により、本学

の AP事業の取組みを周知しており、毎回 100名程度（内、学外者 20名程度）の参加がある。さらに、

平成 30 年度については、中央教育審議会大学分科会将来構想部会（平成 30 年 4 月 17 日）での取組

み事例報告、「今後のわが国の大学改革のあり方に関する提言（平成 30年 6月 19日/一般社団法人日

本経済団体連合会）」への資料提供、「月刊経団連（平成 30年 9月号）/一般社団法人日本経済団体連

合会発行の機関紙」への寄稿、日本私立大学協会教務研究委員会（平成 30年 9月 11日）での取組み

事例発表、名城大学第 20回 FDフォーラム（平成 30年 10月 31日）での講演、第 25回大学教育研究

フォーラム（平成 31年 3月 23 日～24日）でのポスター発表等を行う機会を得ることができ、また、

実践女子大学からの訪問（平成 30 年 9月 18日）、立命館大学からの訪問（平成 31年 3月 7日）も実

施される等、普及効果を発揮していると考えられる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学の中長期計画において掲げられた様々な教育施策のもと、前述のとおり、特に「質保証」とい

う観点では、本学が選定されたテーマの取組みを中核に、「学生自身による学修の PDCA サイクル」の

実現に向けて、一定の成果・実績を収めていると言える。 

また、これまでも「入口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った大学教育を実現する視点」

からの総合的な大学教育改革の取組みをより推進するため、平成 30 年度入学試験より、全昼間学部

におけるグローバル入学試験（英語の資格・検定試験を利用した入学試験）、及び全学部における公募

制推薦入学試験の導入、教育開発センターによる卒業予定者を対象とした学修満足度、学修行動、修

得した知識・能力の確認等についてのアンケートの実施、及び全学年の学生を対象とした TOEIC-IP試

験の実施（現在は新入生のみを対象に実施）等様々な施策を検討、実施してきた。 

さらに、平成 30年度は、「本学における理念・目的等の検証・改正をもとに見直しを行なった 3つ

のポリシーにもとづく、各学部学科、各研究科専攻のカリキュラムの検証及び履修モデル・科目系統

図の見直し」、「学科における基礎科目・専門科目等の設置に関する基準（「量」ではなく、「質」を重

視した教育課程に転換することを目的とした、各学部学科における授業科目の精査及び学科における

授業科目の設置に係る統一的な基準）の制定に向けた検討」、「教養教育センター（本学における教養

教育の充実に係る企画を立案及び実施し、教養及び教養教育に関する調査及び研究を総合的に行うこ

とにより、教養教育の持続的な発展及び質の向上に資することを目的とした、学長のもとに設置した

常設組織。）による教養教育のコアとなるカリキュラムの構築に向けた具体的方策の検討」、「博士後

期（博士）課程における一般教養科目の開講」等を行なった。 

以上のとおり、本学は「中長期計画」にもとづき、質保証の伴った大学教育を実現させるための様々

な施策を検討、実施しているところである。引続き、学長のもと、教育開発センター等の各部局が連

携し、各施策についての PDCA サイクルを回しながら、不断の改革を進めることによって、本取組み

を中心とした、入口（入学）から出口（卒業）までの質保証を伴った一気通貫の大学教育を実現して

いく所存である。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

これまで経営学部を先導学部として事業を推進し、事業の成果や失敗から学んだ教訓を後続の各学

部に展開することで効率的に事業を推進できている。この改革モデルを全 8学部に対して展開できて

おり、大学全体の改革を加速できた。 

特に本事業により、アクティブ・ラーニング（以下、AL と略す）の導入や AL 導入科目の質的向上

が進み、授業外学修時間の増加と授業の理解度の向上が認められる。中でも、授業外学習時間につい

ては、全国的な平均値を大幅に上回っており（NIER 調査では１週間あたり１時間以下が約７割）、改

革が加速した結果だと考えている。また、様々な評価指標の開発を通じ学修成果の可視化が容易にな

り、学士課程プログラム全体を通じた学修成果の定量的な把握も本格化した。学生には適時学業の進

捗を自覚させ、自己評価力の養成を図っている。同時に、教員側も多様な指標により学生の学修状況

を把握でき、改革の推進力となっている。 

一方、カリキュラムにアセスメントを組み入れるアセスメント科目を設定し、科目本来の学修目標

の到達度評価とは別に、学年進行に応じた学修成果測定を行う 3つのアセスメント･ゲートを用意し、

教える側と学ぶ側、双方がその科目の目標達成にどの程度貢献できたのかを点検する体制を整えるこ

とができた。学生同士の相互評価の実施、学部を超えた教員による同僚会議の実施を通じ、互いに励

まし合いながら成長する相互評価文化の醸成が進んでいる。 

また全教員の約 90%が、AL を意識した授業設計の研修を受けており、大学全体の改革を加速する要

因となった。関連して、ピア･アセスメントスタッフ（アセスメントの訓練を受けた学生：通称、PASS）

による支援体制を構築できており、学生目線で授業情報を収集することで、教員が気づきにくい改善

点が見出され、個々の教員の問題意識に基づいた授業改善の裾野を広げている。さらに本事業を中心

的に推進する教員については、高度な研修を実施し、教育力やファシリテーション力を高めることで、

各学部の教育改革の推進力となり、各学部の特徴にあわせた独自の教育改革も着実に進んでいる。こ

うした FD の進展につれ、教員一人ひとりが授業改善を考え、自立的な授業改善の流れができたこと

で、組織的な大学改革にとどまらず、教員の個人レベルのボトムアップから積み上げる形の大学改革

が具体化しつつあることは特筆すべき点である。 

② 事業の実施体制

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（以下、CETL と略す）と総合学習支援センター（以下、SPACeと略す）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職員

も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、事務主管である総合学習支援オフィスが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。 

③ 事業の実施計画・継続性

AL の導入推進・普及拡大については、実施計画に謳う数値目標のほとんどが達成、あるいはほぼ達

成に至っている。また、学修成果の可視化についても、アセスメント科目の設定は計画通り進み、学

部ごとに、卒業までに最低 3回は自らの学習成果を振り返る機会を学生に提供する体制が整いつつあ

る。 



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：創価大学）

 

本事業は、従来からある全学 FD 委員会と CETL の連携による教育改善の取組の上に展開しており、

補助期間終了後もその連携体制は継続される。実際、期間終了を待たず、今後 5年間の事業継承を担

う各学部の推進チームを令和元年度春の段階で任命する予定である。加えて、本事業を契機に設置さ

れた初年次教育推進室が、SPACe と連携して発展的なサービスを行う予定となっている。 

予算の執行に関しても申請調書を元に全体像を概観しながら、各年度の事業実施計画案に則って遺

漏なく進めている。一部、予定通りにいかない部分もあったが、学内予算で補填しつつ、結果として

平成 30 年度の実施計画は全て完了している。また、申請調書にも書いたように、本学では事業終了

後も 5年間は継続的な取組が可能になるように予算(約 500万円)を付けている。 

④ 事業成果の普及

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・SD 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。なお、本事業が始まってから FD・SDセミナー等を 38回開催し、1158

名（のべ数）の学内教員の参加があり、学外から 359名（のべ数）の参加があった。 

 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。これまでに、のべ 22回、講師を派遣している。 

本取組のうち、カリキュラムにアセスメントを組み入れるアセスメント科目については、本年度の

大学教育学会のラウンドテーブルにおいて、関西国際大、山口大、宮崎国際大および創価大により取

り上げることができた。 

 本取組では、全教員を対象に大学改革に必要なスキルの向上を図りつつ、教員一人ひとりの意識改

革を進めているため、長期的な成果が期待できる。特に教員の同僚性を高め、個人レベルでの教育改

善を実質化できると考えている。さらに、学生と教員のそれぞれに相互評価文化を根付かせることが

できているため、継続性が担保できている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

平成 26 年の採択後、学部ごとに 3 ポリシーの策定が進み、それぞれの学位プログラムごとに求め

る学修成果が明確になった。これを受け、本取組で開発･使用してきた自己成長点検ルーブリックを

学部ごとにカスタマイズし、事業終了後には学部の自己点検評価の資料として活用することになって

いる。 

また、本取組で開発･試行してきた自己成長記録データベースを大学全体の e-ポートフォリオシス

テムに組み込み、より一体的な学修成果の可視化とエビデンスの蓄積を進める計画である。これと連

動する形で、Web シラバスの改良を行い、学生のポートフォリオと対応する教員の授業ポートフォリ

オ作成も促進していく。

本事業を一つの契機に設置した初年次教育推進室には、アドミッションズセンターやキャリアセン

ターの職員、さらにキャリア科目を担当する教員が構成員として参加している。入学前教育から初年

次教育を経て卒業に向ってのキャリア形成を支援する組織連携の要として、推進室は機能している。

さらに、各学部から初年次教育担当者を選出し、入口から出口まで 4年間の全学的な大学教育を推進

している。教育のためのアセスメントへの転換が本学の大きなテーマであり、それを今後 AP 事業の

成果を踏まえ、推進していく。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

APの取組を通じて大学改革を加速することができ、その成果が着実に数字に表れてきた。

授業満足率/高次の PBL科目数/学生 1人あたりのアクティブ・ラーニング科目受講数 

 授業内スタッツデータは過去最多の測定科目数となる年間 160科目の測定を無事に完了した。測定

結果に基づく学部長面談の実施も定着し、教員による教育改善を組織的に促す仕組みを確立できた。

結果、授業評価における授業満足率が上昇した（H26:45.7%→H30:48.3%）。 

また、アクティブ・ラーニング（以下、AL）のさらなる推進にも成功し、AP採択前に比べて高次の PBL

科目数が増加し（H26:22科目→H30:48科目）、学生 1人あたりの AL科目受講数も増加した（H26:6.0

科目→H30:7.3科目）。 

ラーニングコモンズの認知度および利用/探究型学習スペースの利用/学習支援サービス/授業外学習

時間/退学率 

 APを契機に導入した授業外学習に関するルール（シラバス記載の詳細化、成績評価割合 20%以上）

は、教員および学生の間で完全に定着した。これにより学生が学習計画をたてる際、シラバスに詳述

されている授業外学習の内容および所要時間を考慮することが一般化した。また、AP事業で整備した

ラーニングコモンズの授業外学習スペースとしての認知度が上がり（経営学部 H26:10.2%→

H30:88.0%、情報マネジメント学部 H26:0.0%→H30:89.4%）、多様な学習場面で活用されるようになっ

た（利用実績 H28:1.15 回/週→H30:1.35回/週）。さらに、探究型学習支援を目的に整備した探究型学

習スペースの利用（指導）件数は前年度から 123%アップの 589件にのぼり、年度目標である 120件を

大きく上回った。加えて、課外講座の開講など学習支援センターによる授業外学習の支援件数も年間

1,820 件に達し、本年度目標 875 件を大きく上回った。これらの取組により、授業内外の一体的な学

習を通じた深い学びが促進され、授業外学習時間が飛躍的に伸長し（H26:8.5 時間/週→H30:16.7 時

間/週）、学生に対するきめ細やかな取組の結果、退学率が低下した（H26:2.7%→H30:2.3%）。 

技能・態度到達度調査の実施率/総合的な学習指導の実施率 

 APで導入した LMS(Learning Management System)を全専任教員が活用するようになり（H30:担当し

ているすべての科目で利用している 88%、担当している科目のうち一部の科目で利用している 12%）、

LMS 上で授業出席の記録やレポート提出などが行われるようになったことで学生の学習行動の可視化

が進んだ。また、技能・態度到達度調査（PROGテスト）の実施率が向上し（H26:44.8%→H30:74.3%）、

GPA と合わせた学修成果の多面的把握が加速した。これが学習行動と学修成果を合わせた総合的な学

習指導（実施率 H30:92.2%）の充実につながり、学生一人一人に寄り添った指導が深化した。 

入学志願者数/卒業生調査結果 

 各種メディア（ベネッセコーポレーション発行『VIEW21』高校版 2019 臨時増刊号など）で本学の

教育改善の取組とその成果が取り上げられたことなどにより、AP 採択後から入学志願者数が急増し

た（H26 年度入試:4,713名→H31 年度入試:8,923名）。また、卒業生 135名に対して調査（PROG テス

トおよびアンケート）を実施した結果、68.2%の卒業生が「大学で学んだことが仕事に役立っている」、

65.9%が「仕事にやりがいを感じている」と回答し、AL による授業を受講した経験のある卒業生のう

ち 75.3%が「社会に出て役に立った」と回答した。これにより、本学における学習が卒業後において

も有効に機能していることがわかった。 

② 事業の実施体制

AP事業の実施を担う中核組織として、すべての学部長・学科主任、教育支援センター長、学習支援

センター長、学生情報サービスセンター長などが参加する AP実行委員会を設置し、本年度は全 10回

会合を開き、AP 実行委員長を務める学長の指揮のもと、目標値と実績値を記録した AP 進捗管理表に

基づいて事業進捗を確認し、必要な改善を行った。また、AP実行委員会の監督の下、教職員からなる
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8つのユニットを組織して補助事業および関連する自主事業を推進した（H30ユニット会合 計 52回）。

さらに、既存の学内組織（教学委員会,FD 委員会,教育開発研究所,教務課,通信教育部門,社会人教育

部門）と連携を強化したことにより、ALL産能で AP事業の成果の最大化を図ることができた。また、

2019年 2月 8日、外部委員会（専門家委員会・第三者評価委員会）において事業の進捗および成果を

報告し、本事業の成果の最大化および補助期間終了後の事業の発展的継続に向けて外部委員から意見

をいただき、アドバイスに沿って事業改善に努めた。 

③ 事業の実施計画・継続性

AP の取組を通じて教育改革推進に

関して多くの知見・ノウハウを得た。

これを活かして補助期間終了後も教育

改革を継続していく。そのため、本年

度、AP実行委員会に代わって大学教育

改革全体を監督する組織の創設について検討を行った（令和元年度に機関決定予定）。AP の取組にお

いて事業の着実な推進に大きく寄与したユニット制および進捗管理表による事業管理も継続してい

く予定である。補助期間終了後も AP 実行委員会に代わる監督組織のもと、各ユニットが、教育改革

の専門人材として専任職員を配置した教育支援センターおよび機能強化した学習支援センターと連

携しながら教職協働で事業を推進していく教育改革推進体制を維持することで、事業の継続性を担保

する。また、進捗管理表における管理指標を拡大することによって、より広い範囲で改革を推進して

いく。補助期間終了後に実施する事業内容は、中期経営計画（2021～2025年）策定後、年度毎に具体

的に設定し、年度計画を各担当の人事考課票 目標設定書(目標管理制度)に反映することによって教

育改革の実効性を担保する。補助期間終了後も事業を継続・発展させていく体制整備および予算措置

は順調に進んでいる。 

④ 事業成果の普及

特設サイトをリニューアルし、取組の進捗および成果をよりわかりやすく発信できるようにした。

また、長崎県中堅・若手教員研修会（2018 年 12月 1 日）や京都大学高等教育研究開発推進センター

主催の「大学教育研究フォーラム」（2019 年 3 月 23 日)などにおいて、教育関係者に向けて事業成果

を発表した。また、2019 年 2月 8日に公開 FD研修会を開催し、高大接続事業を中心に事業成果を発

表し、高校教員から高い関心を得た。さらに、事業成果の普及と高校での AL の深化を目的に、高校

教員向け AL研修を全 5回実施し、目標（650名)を大きく上回るのべ 834名の参加者を得た。 

 高大接続強化を目的に開発した 2つのプログラム（主体的・協働的学習者育成プログラム）が予想

以上の反響を得て、本学教員が講師を務めて 6校で実施した。また、高校が独自にプログラムを実施

できるようにノウハウを集約したことで事業成果の普及が加速し、6 校で高校教員向け研修を実施し、

3 校で高校が（本学の支援なく）独自にプログラムを実施した。本取組についてメディアを通じて知

った SSH 指定高校から問い合わせを受けるなど、着実に事業成果の普及が進んでいることを実感し

た。加えて、主体的学習者育成プログラムを本学経営学部の入学前教育として実施した。以上の取組

により、予想を大きく超える計 1,816 名の高校生に対してプログラムを実施することができた。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本取組を中核に、総合的な大学教育改革は計画を超える速度で進捗している。H26の AP申請時、

「本事業を本学の第三次教育改革の中核事業と位置づけ、これまでの改革成果を基盤に『教員個人

の教育力と組織的な教育力の統合的強化』をはかり、教育改革を加速したい」と宣言したが、実

際、前述のように取組が着実に成果に結びつきつつある。今後も、これまでと同様に全学をあげて

教育改革に取り組み、進捗管理を徹底し、常に PDCAに沿った事業改善に努めていけば、本学が

2020 年の将来ビジョンとして掲げた「実践的なカリキュラムと学習者中心の教育内容が高い評価を

得ていること」を達成できると考えている。

現在 補助期間終了後（計画） 

AP実行委員会による監督 継続（AP実行委員会に代わる 

監督組織の創設） 

ﾕﾆｯﾄによる事業推進 継続

教育支援ｾﾝﾀ ・ー学習支援ｾﾝﾀｰとの

連携・教職協働による改革推進

継続 

進捗管理表による事業管理 発展的継続（管理指標の拡大） 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業の取組により、本学の正課教育の主柱である理工系ＰＢＬ科目群（プロジェクトデザイン教

育、以下ＰＢＬ教育）の充実をはじめ、教員が授業の進捗度や学生の理解度に合わせてリアルタイム

に予習・復習教材を提供できるシステム「ｅ-シラバス」の構築、それを活用した反転授業の実施、学

生の学修成果を可視化する「自己成長シート」の導入、学生が実社会の課題に対するアイデアの創出・

具体化・検証・社会実装までのプロセスを実践する共創教育の導入など、様々な手法によってアクテ

ィブ・ラーニングが全学的に展開されています。 

アクティブ・ラーニングの実践は、正課教育の充実にもつながり、平成 30 年度における授業満足

度は、85.6％（前年比 1.9％増）となりました。 

また、アクティブ・ラーニングの活性化は、本事業で目指している「正課教育と課外教育の連動」

にも好影響を及ぼしており、その成果として、課外活動の参加率は事業選定年の平成 26年度から年々

向上し、平成 30 年度は 59.1％（前年比 3.1％増）となりました。 

② 事業の実施体制

学内の実施体制として、学長の諮問機関である部長会の下に、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図りました。 

また学生へのヒヤリングや全教員対象のアンケート調査を実施し、本事業推進における課題を早期

に設定し、教職員間の連携により具体的な改善につなげると同時に、産業界から外部評価委員を招聘

して評価会議を実施し、事業実施状況について評価を受けることで、客観的な意見をふまえて取組の

改善・充実を図っています。 

③ 事業の実施計画・継続性

各年度の事業計画に基づき、教育改革加速委員会の下に設置した 3つのワーキンググループが中心

となり取組を推進しており、その都度発生する問題については、教育改革加速委員会において議論・

検討を重ね、スピード感を持った改善・修正を図っています。その結果、定量的な数値目標において

は、多くの指標で目標値を達成し、また目標値に達していない指標については、改善策を講じて対応

しています。 

本事業を継続するためには、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、

引き続き、本事業で構築したｅ-シラバスを用いて日々の教育の質や本事業の成果の向上を目指しま

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

強化し、自己資金による計画的な人員配置と人材育成を進めます。 

④ 事業成果の普及

事業成果の普及として、他大学や高等学校等にも取組成果を普及させるため、各教育機関との連携

や意見交換の機会を積極的に持っています。一例として、高校と連携して進めている高大接続事業に

おいて、平成 31 年 2 月に連携校である京都工学院高校と共同で高大連携教育改革シンポジウムを開

催し、ＡＰ事業の成果や本学のＰＢＬ教育の教育的効果等について、他教育機関 170名を対象に発表

し、高大接続事業のさらなる充実と発展に向けての好機となりました。 

また平成 30 年 6 月にはＣＤＩＯ国際会議を主催し、国内外の約 350 名の教育関係者に対して本学

のアクティブ・ラーニングの事例等を発信し、世界的な工学教育の観点から意見交換をすることがで

きました。 
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本学の学生が自身の成長や正課教育と課外教育での成果をステークホルダーに対して発表する場

を設け、本事業の成果の普及に努めました。特に今年度は、より多くのステークホルダー（保護者、

企業、高校、卒業生等）に対して学生の成果を発信する機会とすべく、①学生が自らの成長を社会に

向けて発信する「ＫＩＴステークホルダー交流会 2018」、②正課教育の発表会である「プロジェクト

デザインⅢ公開発表審査会」、③課外教育の発表会である「夢考房プロジェクト発表会」を統合し、

「ＫＩＴステークホルダーウィーク」と題して開催しました。この 3つのイベントを統合した結果、

幅広いステークホルダーの方々に参加していただき、学生を通じて本学の教育への理解を深めてもら

う良い機会にもなりました。引き続きこうした場を設け、本事業の成果を長期的かつ社会的に発信し

ていくこととします。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

キャンパス内の閉じた学習から、社会実装を伴う実践的なテーマへと展開を図っており、その中で

学生がどのような専門力や人間力が身に付き、どのくらい成長したかを記録し、それを基に高校との

接続、社会との接続をすべく、本事業を進めています。 

本学では、教育改革の方向性を「学習意欲の触発と増進」「伝達すべき知識の量と質の精査」「初年

次教育と専門に必要となる基礎知識の重視」「教育組織の再構築と教育方法の工夫・改善」と設定し、

この目標達成に向けて「学生が授業（正課）に能動的に参画すること」と、「学生の興味・関心から参

加する課外活動」の両者の相乗的な効果を狙いとして、「正課教育」と「課外教育」を並列に配置した

教育システムのフレームワークを構成しています。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業では、外国語大学の教育の中核をなす語学教育に焦点をあてた「反転授業型アクティブ・ラ

ーニング」を軸に、授業デザインや教材などの開発を行ってきた。平成 30 年度は、開発・改良を行

っている教材等を授業で活用するとともに、実践上の課題や経験を踏まえて新たな授業デザインの検

討、シラバス、タスク、教員用指導マニュアルの見直し等を行った。また、開発した教材等を共有し

普及させるために、学内向けの Web サイトを立ち上げて蓄積された情報を整理、公開した。なお、内

容等を精査したうえで一般化し、可能なものについては学外向けにも公開する予定である。

語学以外については、本学が独自で設定している社会人として必要な 9 つの能力を軸に、カリキュ

ラムの履修状況や PROG などの外部のアセスメントテストを組み合わせて学修到達状況を把握して

いる。また、収集された各種データは、学生自身が設定する学修目標や目的、達成状況に対する自己

評価などとともに、本学が従来から運用していた「学生サポートシステム」に新たな機能（モニタリ

ングシステム・自己分析システム）を追加することで、学修状況や到達度を可視化している。これに

よって、学生が自らの学修状況を多面的に把握するとともに、学生の状況を踏まえた面談等による的

確な教員の指導によって、主体的な学修を促すとともに、学修成果の質の担保を図った。上記の取組

により、授業外学修時間も AP 採択以前より上昇し、また、授業アンケートによる満足度も高い水準

で推移している。このように教育方法の開発と改善、その成果や効果の可視化と検証の枠組みの構築、

学修支援体制の整備など、外国語教育の改革を総合的に展開しており、教育方法の深化と充実、学生

の学修時間の増加や学修行動の変容、成果の客観的把握とそれに基づいた改善など、教育の質を保証

する成果を着実に挙げられている。

② 事業の実施体制

平成 27 年度の 4 月に AP 事業推進責任者の副学長（教学担当）を委員長とする「AP 推進委員会」

を発足した。また、本学はテーマⅠ・Ⅱの複合型に採択されているため、各テーマをより専門的に進

めるべく 3 つの事業推進グループ（「反転授業型アクティブ・ラーニング運営グループ」・「課題解決

型学習（PBL）運営グループ」・「学修成果の可視化運営グループ」）を設置した。各グループは委員会

が統括している。AP 推進委員会は定期的に開催しており、各グループの進捗状況等の確認や新たな

取組の企画等を行っている。委員には各運営グループのリーダー（教員）及び FD 委員会・SD 委員

会メンバー、教務担当職員が参加しており、円滑な事業推進や周知にあたっている。

また、本事業は、大学全体の「5 ヵ年計画」の一環として中期計画のもとに推進しており、その評

価は「5 ヵ年計画評価委員会」で行っている。評価委員会は、平成 27 年度から複数の外部有識者を

含めた構成とし、評価は「活動評価」・「成果評価」・「総合評価」の観点から実施している。評価結果

は学長に毎年度報告のうえ、次年度の計画に反映するとともに、事業の改善につなげている。

その他、全学的な AP 事業推進のため、地域・産学連携を担当する「コミュニティ・エンゲージメ

ントセンター（旧連携教育推進室）」や「総合企画室（IR 推進グループ）」などの関係部署と密接に連

携し、様々な活動に取組んでいる。

③ 事業の実施計画・継続性

「テーマⅠ：アクティブ・ラーニング」については、平成 26 年度に英米語学科の必修科目でオン

ライン学習教材を利用した反転授業型アクティブ・ラーニングを実施し、その後は段階的に全学科で

の導入を進めている。また、LMS を用いて授業外学修と授業内学修を有機的に結びつける授業デザ

インの実践と開発に継続的に取組んでいるほか、英語以外の初修言語の 1 年次生を対象とした言語ス

キル獲得型のクラスでは、単語力、文法力の向上を目的とした教材および学修方法の開発と改良を行
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った。反転授業型アクティブ・ラーニングの全学的な導入を受け、平成 28 年度には各学科に対して

嘱託研究員による授業実践および教材作成に関する聞き取り調査を実施し、平成 29 年度はこの調査

をもとに、授業デザインと教材のリポジトリを作成し、平成 30 年度には学内外において公開する準

備を進めた。今後は、様々なアクティブ・ラーニングの手法について学修効果の検証を行うとともに、

多様な手法を参照しながら、授業デザインを改良してより本学の教育に適したものとし、新たな授業

方法論を開発していく。これらの取組についても随時リポジトリに反映させ、教員間で相互に参照で

きる基盤を整備するとともに、シラバスや授業デザイン、教授法などの一般化を進める。

「テーマⅡ：学修成果の可視化」については、学生個人レベルでの学修成果の可視化の基盤となる

システムの構築やデータ収集の主要部分は概ね完了し、学生サポートシステムを中核とした可視化シ

ステムのユーザビリティや機能の検証を引き続き進めた。今後も継続的に検証を行い、改善等が必要

な点についてはシステム等の改修作業を進める。また、学生サポートシステムに蓄積された個々のデ

ータは、IR の観点から学科などの集合的レベルでの分析や、入試方式、成績、学生意識調査など周辺

的データと結合した横断的な分析も行っており、本事業の推進に活用するとともに、教務委員会や入

試委員会などにフィードバックし、教学改善を図っている。このような蓄積されたデータの有効活用

は、IR の一環として位置づけ今後も継続していく。 
 自律的な学習者の育成を目指す本学では、学習者である学生自身がこれまでの学修を省察したうえ

で現状を把握し、それを踏まえて学修計画を自律的に立案・調整するための基盤を提供することを、

1 つの大きな目的としている。そのために、学修成果の可視化と合わせて、可視化されたデータの捉

え方やそれを利用した学修調整や学修計画の立案などに関する教員の学修アドバイジング能力を向

上させるための研修を実施しており、今後もアドバイジングの質の向上を図る。

④ 事業成果の普及

語学教育に焦点をあてた「反転授業型アクティブ・ラーニング」を実践してきた中で、外国語学修

におけるソーシャル・ラーニング活動（オンライン上で学生同士が協調的に行う授業外学修）の効果

について『日本教育工学会（5/27・9/28）』にて発表を行った。具体的には、「授業外において学生が

オンライン上での協調学修を行うことでテーマに対する興味を喚起することができ、そこから新たな

疑問や主体的な意見をもつことにつながる」という点について、授業方法や指導方法等を実践可能な

取組として広く発信した。「反転授業」は、他大学等においても実践報告や講演会等が多く開催されて

おり、社会的評価も高まっている。 

学修成果の可視化の取組では、IR との連動を実現する独自のシステム構築（学修到達度や学修状況

などのデータ及び学内の各種データを統合した IR データベースと結合し、横断的な分析を可能とし

た）について、他大学より講演の依頼等を受けており、成果の普及に努めている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

社会の期待に応える人材（本学では「高度な語学力、地域・文化についての専門的知識及び国際社

会で活躍するにふさわしい高い見識ならびに豊かな教養を身に付けた人材」）を送り出すことを目指

すため、入学から卒業まで質保証の伴った総合的な大学教育改革を実施してきた。入口の改革では、

アドミッション・ポリシーに適した学生を受け入れるために、高校までの多様な経験・能力の多面的

評価による入学者選抜を行うための入試改革を行った。具体的には、入学志願者の外国語コミュニケ

ーション能力を適切に評価する観点から「聞く」｢読む｣｢話す｣｢書く｣の４技能を測る資格・検定試験

を活用した入学者選抜制度を平成 29 年度入試から導入した。さらに、入学志願者の能力・適性を多

面的に評価するために、外国語を含めた面接や小論文を課す入試制度も導入した。これらの新たな制

度の導入によって、多面的な評価による入学者選抜を経た入学者の割合が着実に増加している。 

上記の取組に今まで本学が取組んできた補助事業を有機的に結合させ、ディプロマ・ポリシーに沿

った人材育成を実現している。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

テーマⅠに関して、生涯に亘って創造的な思考と責任ある行動を実践し続ける考動人（Lifelong
Active Learner）を育成するために、特に初年次教育におけるアクティブラーニング（以下、AL）の

充実を図っている。該当科目は今年度 5932 件へと増加（対前年度比 1.3 倍）、初年次学生対象科目な

がら大学の全科目数（11732 件）の過半を占める。AL 型授業を実践する教員は 654 名に増加（専任

教員の 94.2％）、当該科目の履修学生（28816 名）は在籍者の 99.8％に達する。AL 型授業の学修成

果と学修支援スタッフの活動報告会を年に複数回開催し、AL の量的な拡大のみならず、質的な充実

も目指している。また、夏季休業期間にはこの報告会に高校生を招き、秋学期には AL に取り組む高

校生を研修会に招く等、AL の裾野を高校生にまで広げて、学びの転換がスムーズに行われるように

配慮している。学生と社会人あるいは高校生が参加するワークショップ（以後、WS）を継続して開

催しているが、新規参入を望む声が複数寄せられるようになっており、これらの声には前向きに対応

している。本取組において刊行する AL 読本の第 4 弾として『未来を切り拓く交渉学』を発刊した。

社会人基礎力を鍛えるべく開催している交渉学 WS のコンテンツを整理し、交渉学を効果的に活用す

るための内容と方法をより多くの教育関係者に伝えることが可能となった。とりわけクリティカル・

コミュニケーションを展開し、サーバント・リーダーシップを発揮する学生の育成に資することが期

待される。昨年度に引き続き、PAL（Peer Assisted Learning）を支える学生スタッフの活動につい

て報告・討論するフォーラムを開催した。本学の LA（ラーニング・アシスタント）と同様の制度を

有する大学が一堂に会し、情報交換や新しい知見の創出など、大学間連携がより確かなものになって

いる。次年度の開催も既に予定されているが、複数の大学による学生スタッフ研修会の開催も視野に

入れている。

テーマⅡに関して、AP 事業によって、学修成果を的確に可視化することを目的に学内に立ち上がった

教学 IR プロジェクトは、学士課程教育を中心とした教育プログラムレベルにおける学生の学びを可

視化するため，DP に対応する「考動力コンピテンシー」と「考動力ベンチマーク」を開発した。「考

動力コンピテンシー」は、大学全体および各学士課程教育の DP に含まれ、学士課程教育をはじめと

する教育プログラムの中でアセスメントすることが重要であることから、学修到達度および学習行動

を含む間接評価として５つの学生調査を開発した。入学時から卒業後までのプロセスを明らかにする

学生調査は、学士課程教育の現状に合わせた独自項目およびファクトシートの設定、また分析結果を

教授会等にてフィードバックするなど、ミドルアップ型内部質保証をシステム化した。これらは第 3

期認証評価においても長所として評価されている。 

「考動力ベンチマーク」は、特に初年次教育および卒業研究を中心としたルーブリック開発の基盤と

なり、本年度は 213 数のクラスルーブリック開発に至った。これらアセスメントは、すべて教育の主

体である教職員組織に定期的にフィードバックおよびディスカッションすることにより、エビデンス

を基盤とする教育改革の文化が醸成した。また学修成果を可視化したのち、それらを教育改善に活用

していることも大きな特徴である。特に学習支援としてのライティングラボとの連携や、教務センタ

ーでの履修・学習指導などに活かされている。 

② 事業の実施体制

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。 

③ 事業の実施計画・継続性



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：関西大学 ）

テーマⅠに関して、能動的学修を支援する学生スタッフの大学間交流を継続的に拡大するために PAL
フォーラムを定期的に開催するとともに、複数の大学が連携した学生スタッフの合同研修も視野に入

れている。交渉学 WS は複数の企業あるいは高校との共同開催を継続するが、それぞれ新規参入を望

む声にも対応する。さらに後者においては高等学校より要望のあった中学生の参加を視野に入れる。

交渉学ならびに AL の普及に関して海外の大学との連携も継続して展開していく。

テーマⅡに関して、教学 IR プロジェクトは、関西大学の内部質保証システムの中に位置づけられ、

関西大学全体の学修成果の可視化を担当する部署となった。教育推進部長（兼副学長）のマネジメン

トのもと、学長補佐以下、入口から出口まで学生が関わる組織のメンバーが 22 名のプロジェクト委

員と 33 名のワーキンググループメンバーに分かれて弾力的に活動している。入学直後の 4 月に実施

する入学時調査からスタートし、年度末卒業式時に行う卒業時調査まで 5 つの学生調査をほぼ全数調

査として実施する他、各学士課程の『ファクトシート集』の開発およびフィードバックをシステム化

することによって、ミドルレベルの内部質保証システムにも寄与している。アセスメントプラン、ア

セスメントポリシーの毎年の見直しも行っている。また考動力ベンチマークの開発により、特に初年

次教育と卒業研究における資質・能力に関するルーブリック評価も定着している。 

④ 事業成果の普及

テーマⅠに関して、本学と同様に、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、

本学との交流がさらに広がり、また深まっている。それと共に、同種の制度を持つ大学が一堂に会し

て情報交換等をする PAL フォーラムに新規に参加する大学が増え、裾野が広がっている。当該大学

が連携して（加えて新規参入希望大学も受け入れて）学生スタッフの合同研修を近年中に開催してほ

しいとの要望が複数の大学より寄せられている。大学と企業あるいは高校が共同開催する交渉学 WS
は継続開催のほかに新規参加を望む声があがっている。 

テーマⅡに関して、学生調査の重要性や学生の学びを見取ることの重要性は、毎年、各部局へのフィ

ードバックを通じて学内に広まっている。事務局ミーティングや各学部教授会、さらにはポスター作

成による学生への周知を通じて、教職員および学生という大学の構成員全員が学生の学びの状況を把

握できる状況になった。また学外でも、教学 IR が機能していない大学が多い中、本学のように各学

部のサポートを行うミドルアップ型による内部質保証の在り方が注目され、第 3 期認証評価でも高い

評価を受けたことから、ヒアリングや講演依頼を受けている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅠに関して、考動人育成プログラムを担う AL 型授業科目・担当教員・受講学生のいずれもが

増加し、本取組のテーマⅠに係る基盤が拡大・充実している。能動的学修を支援する学生スタッフの

裾野が LA・TA・SA を超えてさらに広がり、学内では 29 の団体に亘り約 1300 名の学生が PAL に

係わっている。彼ら彼女たちは、今後、準正課教育プログラムを展開する場合には、その中心的存在

となることが見込まれている。社会人あるいは高校生を交えた交渉学 WS が継続的に開催され、その

企画・運営に係る学生のプロジェクト・マネジメント力ならびにリーダーシップの育成が順調に進ん

でいる。 

テーマⅡに関して、大規模私立大学でありながら、5 つの学生調査を設計し、特に入口・出口に関し

ては全数調査を行うことで大学全体および各学士課程の内部質保証システムを構築した。これらは日

常的な改革の学修成果の可視化を担っており、学生の学びの状況を把握することによって改善への示

唆を行うエビデンスベースの教育改革文化を醸成した。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、全学部とアセスメントに関

して協働体制を組んでいる。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 29 年度に引き続きシステム e ポートフォリオ並びにモニタリングシステム「リフレクション

カレッジ」の改修を行った。これにより、ベンチマーク改訂に伴う評価項目の対応を可能にし、項目

のズレを解消した。また、リフレクションカレッジ上へのコメント記入をステーク・ホルダーである

学生、教員、企業 3者が同時に行えるようになり、リアルタイムで情報の共有、可視化を可能にした。 

本学の教育基盤でもある「e ポートフォリオ」については、「目標・記録・評価の総合的ツール」と

して位置付けた改修を実施した。これは、従来の蓄積データに加え、「教職カルテデータ」「リフレク

ションカレッジ報告書」を統合し、卒業後にも加工が可能な状態で出力できるとともに、「学修成果

サマリー（仮称）」として採用面接時等での活用を想定しているものである。

また、大学と産業界との評価観を共有するための糸口である従来の「ＡＰ型インターンシップ」を、

さらに学生の成長に繋がるアクティブラーニングの場とするため、より教育効果の高い「課題探究」

の要素を入れたプログラムを導入実施した。これは、学生が企業担当者や教員の助言を元に課題を設

定し探究するもので、成果報告会等でも高い評価を得た。今後は従来の「就業体験型」のインターン

シッププログラムから、この課題探究型プログラムへの全面的な移行を図る予定である。

評価項目や実習後の評価のすり合わせを通じた教育の改善、また学生の自律的学修やフィードバッ

クを通じた学生の自己評価能力向上など、これらのインターンシップを活用したフレームについて

は、今年度より本格的な取りまとめを開始しており、最終年度の総括及び外部発信に向けて整理・汎

化を深めていく。 

② 事業の実施体制

キャリア担当副学長、キャリアセンター長、評価センター長、各学科長で構成されたＡＰプロジェ

クトメンバーが事業全体に係る推進、調整、立案を図った。平成 30 年度は課題探究型インターンシ

ッププログラムを導入し、学生が所属する学科教員による指導を担当制にすることにより事前学修か

ら事後学修まで一貫した学修及び評価項目・評価のすり合わせを可能にした。令和元年度から、この

課題探究型インターンシップ指導担当者はＡＰプロジェクトメンバーも兼ねることになり、事業の運

営体制の重層化を図ることとなる。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30 年 11 月と 31 年 1 月に開催の成果報告会の後に企業担当者、外部評価委員、本学教職員に

よるインターンシップの情報交換と本学のＡＰ事業に関する意見交換ならびに今年度の総括を行っ

た。評価委員や企業担当者からのご意見を受け、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運用の課題を整理することができ、今後の継続

発展へ向けての意識改善に繋がった。 

また、平成 30 年度は、宮崎国際大学と合同でのシンポジウムを開催し、参加頂いた文部科学省高

等教育局 大学振興課 大学改革推進室 平野室長、外部評価委員、企業担当者の皆様から学修成果

に関する企業視点、大学視点での問題提起を頂き今後の事業推進を図る示唆を頂いた。 

次年度もシンポジウムを開催し本学ＡＰ事業のこれまでの歩みと成果について事業報告を行い、さ

らに成果の汎化について発信を行う予定である。 

また、事業終了後については本事業で活用したモニタリングシステム「リフレクションカレッジン」

の機能を既存の e－ポートフォリオに統合する改修を行うことによりランニングコストの削減とシス

テムの運用を次年度以降、継続する予定である。
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④ 事業成果の普及

本年度、課題探究型インターンシップを実施した。この成果として企業と評価の摺合わせを事前、

事後と入念に行うことにより評価の観点と尺度の共有を具現化することができた。また、このプログ

ラムでモニタリングシステム並びに自己評価書を活用することにより学生が自身の成長を可視化で

き、自己評価能力も高めることができた。学内での成果として学生の自律的な学修がより深化し、イ

ンターンシップ以外の科目についてもその成果の拡がりを達成した。

事業終了後はシンポジウム開催、ホームページ他、様々なチャンネルを活用し取り組みとその成果

発信を継続する予定である。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅠアクティブラーニング

ＰＤ等を通して教員の取り組みが高まったことでアクティブラーニング導入科目、授業外学修時間

は確実に拡大し、学生の自律的な成長が全体に拡大した。またキャリアチューターもアクティブラー

ニングに大きく寄与した。先輩学生からの等身大の刺激を受けることにより、下級生学生が自らどう

動くべきかをイメージしながら活動する習慣が身につくきっかけを与えた。 

テーマⅡ学修成果の可視化

インターンシップなどの学外学修においては事前学修、事後学修においてはアセスメントテストを

活用し自身の現状を確認し実習による成長を客観的に可視化する。また実習中においてはモニタリン

グシステムを活用し日々、教員、企業担当がコメントを記入して指導することによりステークホルダ

それぞれが学修成果をリアルタイムで可視化し共有することとなった。 

 課題探究型インターンシップでは、「自己評価書」を導入・試行し、目標設定から振り返りまでの

客観的な可視化としての効果が確認された。今後は、このツールを eポートフォリオにおいて実施・

蓄積していくことで、学修成果のサマリーを就職活動や卒業後に活用する流れを確立していく。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 30 年度をこれまで実施してきた事業を検証・改善する段階と位置付けて、「『比治山型アクテ

ィブ・ラーニング』の構築と実践」（テーマⅠ）と「評価指標モデルの構築と学修成果の可視化」（テ

ーマⅡ）に取り組んできた。その成果は、本学の中期計画(平成 28 年度～令和 3 年度)に対する平成

30年度における中間評価と見直しに反映され、大学全体の改革を加速する支えとなっている。 

 中期計画全体のビジョンについて、趣旨の明確化を行い、大学・短大とも、「学生が主体的・能動的

に学び、学内外から卓越した教育機関として評価される教育拠点となり、広くて深い教養に裏打ちさ

れた豊かな人間性を培い、汎用的能力（自立・想像・共生・創造）を育む」ことを記述している。 

AP 事業関連では、大学・短大の教育改革ビジョンの戦略として、引き続き「『大学再生加速プログ

ラム』（AP 事業）の補助期間は平成 31 年度で終了するが、『大学教育再生加速プログラム 計画調書

4.事業実施計画 補助期間終了後の継続性』で記述しているとおり、その後も発展的に、アクティブ・

ラーニングの授業実施と学生の視点に立った学修成果の可視化の取り組みを行う。それによって、能

動的・主体的に学ぶ卓越した教育を推進し、本学独自の汎用的能力（自立・想像・共生・創造）を育

む」と明記している。上記の戦略の重点事業として、「AP事業後の全学的な新組織の設置・運用」「AL

推進機能の充実」「学修成果の可視化機能の充実」「学習サポート機能の充実」に取り組んでいる。 

 また、平成 30 年度に実施したディプロマ・ポリシーを始めとした 3 つのポリシーの見直しにおい

ても、汎用的能力の育成等の AP 事業による成果を活用した。 

取組の成果として、「AP 学生モニターに対する聞き取り調査」によって得られた学生の意見から、

アクティブ・ラーニングによる学びの質の変化・向上を学生自身が徐々に自覚しつつあることがうか

がわれた。 

以上の根拠により、大学全体の改革が加速しているとみなしている。 

② 事業の実施体制

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」「AP広報部会」

「AP 最終評価部会」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。 

 教職員の参画については、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、教職員のアクティブ・ラーニングに関する理解が深まり、「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。また、毎年度、APアクティブ・ラー

ニング／可視化部会（月 1回）での FDer（ファカルティ・ディベロッパー）養成研修のほか、教職員

合同研修会（年 2回）、AP セミナー（年 2回）を継続的に実施している。 

 評価体制の整備については、毎年度、AP評価指標部会による「比治山力レポート」（学生対象）、「４

×３の比治山力 リフレクションシート」（教員対象）、「新規採用者のスキルに関する調査」（卒業生の

就職先対象）、および「AP 学生モニターに対する聞き取り調査」等を実施している。また、自己点検

評価（高等教育研究所）の実施、AP 外部評価委員会の開催による評価を行っている。 



（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）

 

 事業実施の PDCAサイクルについては、「H30年度外部評価／自己点検／APWGによる意見・課題と、

R1年度の本事業実施に向けての改善案」を作成し、本事業の成果と課題を客観的に検証して改善に努

めている。 

③ 事業の実施計画・継続性

計画の実施状況・見通しについては、学内の実施体制の中の「APワーキンググループ」の下部組織

を適宜統合・新規追加するなど、取組の進捗状況にともなう対応を行っており、補助期間終了まで着

実に事業を実施できる見通しである。 

 体制的な継続性については、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。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。 

 資金的な継続性については、補助期間中、規模を縮小せず着実に取組を実施してきた。本学学生情

報システムでの「学修成果の検証(Hi!check)」「eポートフォリオ（Hi!step）」「e-learningシステム

（Hi!space）」の活用が定着し、「比治山型ディプロマ・サプリメント」も令和元年度から本格運用す

る。補助期間終了後も、学内措置によってこれらの改良・改善を行うなど、情報システムによる学修

活動の支援を継続的・発展的に実施する。 

④ 事業成果の普及

成果を波及させる取組については、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、広島県内外の小・中学校・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。また、本学主催の高校教員対象進学説明会において、「本学の教育改革の取り

組みと成果」と題して AP 事業に基づく本学の教育について説明している。また、オープンキャンパ

スや高校進学ガイダンス等でも高校生・保護者などの来場者に取組と成果を説明している。

社会的評価については、「新規採用者のスキルに関する調査」（卒業生の就職先対象）により、企業

から見た卒業生の評価を行っている。平成 30年度より AP外部評価委員を委嘱したキャリアコンサル

タントから、就職活動に臨む学生の意識が向上したほか、各種企業で実施している社内教育との連続

性がみられるなどの一定の評価を受けている。また、ディプロマ・ポリシー達成の評価としての「比

治山型ディプロマ・サプリメント」は、社会との円滑な接続を促すための学修履歴情報開示手段とし

て、記載内容・デザインともに本学独自の先駆的なものである。 

 長期的視点については、日常的な FD・SD活動により「比治山型アクティブ・ラーニング」が学内に

定着しつつあるとともに、「学修成果の可視化」に関する機能は本学学生情報システムへの構築が完

了しており、補助期間終了後においても長期的に利活用することができる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学の中期計画（平成 28 年度～令和 3年度）の教育改革ビジョンにおける戦略として、「入学した

学生が大学生活へとスムーズに移行できるような仕組み（高大接続）に加えて、出口へ向けた支援（社

会への接続）ができるような仕組みを確立するとともに、高大接続という点から初年次教育の内容も

見直す」としている。 

 上記の戦略の重点事業として、「初年次教育の充実」「CCLスキル(college skills(カレッジスキル)・

career skills(キャリアスキル)・life skills(ライフスキル))習得の推進」「学修支援及び授業支援

の充実」「大学内外との連携の仕組みづくり」を実施している。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

AP 事業に取り組む以前は、質保証の伴った大学教育の観点において、本学の教育には次に掲げる

いくつかの問題点があった。本学ではアクティブ・ラーニング（以下、AL）を通じたクリティカル・

シンキング（以下、CT）能力の育成を教育目標の一つに掲げてきたが、学修成果を客観的・定量的に

測定するための指標及び手立ての確立が不完全であった。つまり、(1) AL を実施する上で必要な教育

的技量の教員間個人差が大きいため、教育効果の高い AL を一様に提供できていなかった（ALの体系

化）。また、(2) 学生の CT の能力を測定する手立てもなかった（CT能力の可視化）。(3) テクノロジー

の進歩によって普及が進む e ラーニング等の教育をより充実させるための物的資源の環境整備が不

十分であった（コンピュータ支援技術の活用）。(4) 語学（英語）教育カリキュラムの改善・充実を通

して英語教育全般的な質の向上が図られてきたが、学生の英語スキルの個人差を埋める手立てが明確

でなかった（英語スキル）。これらの(1)から(4)の問題点を解決するための教育改革は、AP 事業によっ

て下記のように着実に進められている。

(1) ALの体系化：本学は少人数クラスで AL を導入した授業を基本とし、FD 研修などで AL の手法

を教員間で共有してきたが、本学 AL の実態調査及び効果的な AL を特定するという取組を体系的に

は実施していなかった。AP 事業を通して、AL の手法を体系化し、系統的な AL 調査を実施し、授業

（教室内）で有効な AL の手法調査、そして、その調査結果に基づいた発展が可能となった。AL 手

法の向上に関しては、9 例の AL 事例を集めた AL 事例集 の日本語版と英語版を作成して、冊子とホ

ームページを通じて学内で共有化し、教員の AL の指導力の向上を図った。さらに、学生グループ に

よって、「AL に効果的に取り組むための学生の心得」の冊子が作成され、本事業の効果は学生にも確

実に波及した。本冊子では、AL の授業に対する効果的な受講方法、予想される困難とその対処法、

および、得られる学修効果が学生の視点でまとめられている。本事業の効果は、学生にも確実に波及

した。(2) CT 能力の可視化：CT を客観的に測定する CT テスト の開発によって進められている。同

テストは、これまで多くの学生に実施され、そこから得られたデータを基に、より正確に CT 能力を

測ることができる CT テスト最終版作成に向けての取組が着実に進んでいる。(3) コンピュータ支援

技術の活用：e ラーニング促進のための IT 教育基盤を構築した。また、e ポートフォリオ の導入によ

って、学生の学修エビデンスや TOEIC の成績を記録として保存し、学生が 自己評価 できるようにし

た。さらに、学修成果を学生及び教員が双方向で評価できる効果的なシステムが整備された。また、

ディプロマ・ポリシーに基づいたルーブリックの開発により、学修成果全般の可視化も進んでいる。

(4) 英語スキル：e ポートフォリオに、英語スキル（TOEIC）をまとめるページを設け、自身で英語力

を振り返り、目標を設定して主体的に学修を促すように取組んでいる。また、レーダーチャートなど

を用いた解析システムの開発も行った。

以上のとおり、本学開学からの教育方針に沿った、本学の特色を活かした大学改革が AP 事業によ

り確実に加速している。

② 事業の実施体制

平成 28 年度までは、学長、学長補佐等を中心とする IR 推進委員会で AP 事業を推進し、4 つのワ

ーキンググループが具体的な活動を実施してきた。しかし、平成 29 年度からは、最終年度に向けて

個々のワーキンググループを統合し、大学全体で AP 事業を推進し、最終的に本学が目指す十分な教

育成果を出せる体制へと移行した。平成 30 年度も同様の実施体制で AP 事業を推進し、補助事業後も

大学全体の取組として、IR 推進委員会を中心にこれまでの AP 事業の成果を維持および発展させる計

画である。その一環として、具体的には、平成 30 年 4 月に大学全体に対する FD 研修会を開くととも

に、これまでは国際教養学部のみであった AL の調査を教育学部に広げ、大学全体に AP 事業を推進

した。なお、平成 30 年度は、IR 推進委員会は、AP 事業の PDCA を実施している他、毎年開催して
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いる外部評価委員会を平成 31 年 3 月に開催した。外部の有識者やステークホルダーである学生及び

本学の卒業生から本年度取組に対する評価及び意見を聴取し、AP 事業に反映させている。 

③ 事業の実施計画・継続性

前述のとおり、AP プログラム終了後も継続展開できるよう

に、IR 推進委員会が主体となり教育アセスメントが実施でき

る体制へと移行した。IR 推進委員会は、定期的に AP 事業の

進捗状況を確認しており、平成 30 年度も実施計画に沿って本

事業は実施された。具体的には、AL を活用したクリティカル・

シンキング能力および英語スキルの養成の事例を収集した

「AL 事例集（右図参照）」の英語版および日本語版を作成し

て、冊子およびホームページで共有化した。さらに、学生の視

点で「AL に効果的に取り組むための学生の心得」の冊子を作

成して、学生が 4 年間通じての AL による CT 能力および英語

スキルの育成に有効活用できるような取組も推進した。また、

ディプロマ・ポリシー（以下、DP）で定められた学修成果の進

捗度を測るため、学生にアンケートを実施し、DP 進捗度の可

視化に取り組んだ。また、e ポートフォリオによる 学生の自己

評価システム も整備した。e ポートフォリオへの学生の記入

内容は AP 事務局がチェックし、その評価も行う体制を取っている。これらの取組の実践により、補

助期間終了後もより効果的な PDCA 教育改革 を目指した取組を継続できるものと考える。

④ 事業成果の普及

AP 事業の学生への普及のために、学生グループによって「AL に効果的に取り組むための学生の心

得」が冊子にまとめられた。本冊子では、AL の授業に対する効果的な受講方法、予想される困難と

その対処法、および、得られる学修効果が学生の視点でまとめられている。これを学生に周知するこ

とで、学生が AL に主体的に取り組み易くなり、教育効果の向上が期待される。学外への波及効果の

ために、関西国際大学と 合同 AP シンポジウム（平成 31 年 2 月、尼崎市）を開催し、両大学の事例

発表および学修成果に関するパネルディスカッションを行った。産学官からの参加者によるディスカ

ッションでは、産学官のそれぞれの立場から、大学で育成する力および社会で求められる力などが議

論され、有意義なディスカッションが展開された。参加者からは、本学の AL の取り組みに対して概

ね良好な意見が得られた。本学では、多くの AL 手法（33 手法）を活用した講義を英語で行っている。

この様な多種多様な AL 手法を用いた大学教育は珍しく、シンポジウムなどを通じて本学の取組を他

の高等教育機関に発信することは重要と思われる。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では、三つのポリシーの下、質保証の伴った大学教育改革のための取組を実施している。まず、

高大接続事業としての大学改革のため、高校と連携し、出前授業やキャンパスビジットなどを企画し、

アドミッション・ポリシーで示した素養をもった高校生を受け入れられるよう取り組んでいる。DP
を達成するための カリキュラム・ポリシーとして、クリティカル・シンキング能力（高度な思考力）、

グローバルな視野、英語力および日本語表現力、情報通信技術能力等の育成を掲げている。DP の達

成度を測定するための評価項目として 40 項目を策定し、学生はその 40 項目に対する自己評価を実施

することで、DP の達成を意識した学修ができるようになった。また、教員は各授業で育成する DP 項

目を 40 項目の中から特定し、学生に提示することで、教育効果の向上を図っている。このように、

三つのポリシーによる教育アセスメントを実施することで、大学教育改革を着実に行っている。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業の取組を通して、特に体制・運営面での大学の改革が加速した。第 1に、APの取組を実現す

るために学内の制度や体制の変更が必要になったとき、それをスムーズに行えるよう教学マネジメン

トが前進した。第 2に、従来の教・職協働に加え、APを通じて学生の力量が伸びたため、学生も含め

た、教・職・学協働の学科運営が加速した。第 3に、さまざまな大学間連携の加速である。特に平成

28 年度に開始した「短大フォーラム」は短大の教職員、学生の交流の場として発展してきており、も

ともと 4校であった共催校も、令和 2年度には 4校以外の開催校が決定するなどさらなる広がりを見

せている。 

 また、本学の教育面での目標である到達目標型教育への転換も加速した。本事業を通して「重要で

あり、かつ評価可能な目標をさだめ、その達成度を定められた明確な手順により数値化する」ことが

できるようになった。「目標とその評価」という核ができあがったことにより、今後必要になる、「目

標を学生自身の目標にする」や「目標の達成度をあげる取組」等の課題が明確になり、今後の教育改

革のスムーズな加速ができる環境が整った。 

② 事業の実施体制

学長のリーダーシップの下、学科会議を AP事業の実施委員会と位置付け、日常的に APワーキング

グループからの報告を受け、推進状況を審議している。基本方針論議、中間報告、総括等節目の論議

は、学科会議で一定の時間をとり行う。 

さらに、本事業の取組でカリキュラムに反映させる必要のある事項については、あらかじめ教務担

当教員が APワーキンググループに参加し素案つくりを一緒に行うなど、本事業の取組を契機として、

さまざまな教学の専門担当教員と AP ワーキンググループのコラボにより学科会議の審議を効率化す

るよう教学マネジメントを進展させた。 

本学の専任教員はアクティブ・ラーニング（以下 AL）および学修成果の可視化の重要性について共

通理解を持っている。これらの共通理解を踏まえ、APの全 21実施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。 

事業の進捗状況を評価するために、外部評価員会議を年度末に実施しており、本学教員全員が AP項

目責任者として参加している。外部評価員会議で出された意見は次年度以降の取組へ反映している。

この外部評価のために毎年度報告書を作成しているが、報告書は全教員が各自の担当項目内容につい

て執筆する。したがって、この段階で、全教員が個々のレベルでも自己評価を実施している。 

 本事業の成果の一つが、ディプロマ・ポリシー（以下 DP）達成度の可視化をもとに到達目標体系・

評価体系を改良する PDCAサイクルを確立したことである。そのほかにも主要な 10の客観的エビデン

スを基に該当するデータが出力され次第、APワーキンググループで分析を行っている。また、その分

析をもとに学科会議で審議している。その際、単に分析結果の報告にとどまらず、必ず分析に基づく

実施施策の提案も行うことにより PDCAの Cおよび Aを機能させている。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30年度に行われた外部評価員会議でも、全 21項目について、着実に実施されている旨の評価

をいただいた。いくつかの項目については目標達成のために必要な修正を加えている。たとえば、「DP

アセスメント科目」の設置については、ロイロノートを活用したポートフォリオシステムの構築に修

正し、補助期間中の実施を目指している。 

補助期間終了時には、ALの活性化および学修成果の可視化については十分成果が出ており、その後

は、これらの成果をベースにしてさらなる総合的大学教育改革に取り組んでいくことになる。本事業

は、（外部評価を除き）ほぼすべて既存の組織および組織間の協力で実施している。したがって補助期

間終了後の発展的な事業継続に関しても、体制面で問題となることはない。 
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補助期間中の資金計画はすでに令和元年度まで問題なく立てられている。 

人件費以外で最も予算規模が大きい取組は、総合的評価提示システムの構築であるが、これはすでに

完了しており、必要な修正・改良も補助期間中に終了予定である。その他、AL 教材費、学生 FD 活動

の運営費等については、補助期間終了後も定常的教育費として必要な予算となる。これについては、

補助期間終了を機に、事業の成果を維持、拡充していくために、学園として予算措置を講じる。 

④ 事業成果の普及

平成 30年度の冊子「大学教育再生加速プログラム（AP）」の中の「本取組における成果と社会への

インパクト」として次の 4項目を挙げた。

●「プレゼンテーション演習」は、さまざまな工夫を凝らし総合的に社会人基礎力を育成する授業と

して他学でも実施可能である。 

● 科目の到達目標の達成度を集約し、DPの達成度として数値化する「総合的評価提示システム」は

他学でも応用可能である。

● 平成 28年度より 4校共催で開始した「短大フォーラム」は、全国的な短大のネットワーク活性化

に貢献しうる。

● 学生 FD 組織「D’*Light」の活躍は、学生と協同した学科運営の実例として、他学でも参考にな

る。

 特に、1 項目目については、他短大の教職員、高校教員の視察があり、さらに、2 項目目について

も、日本システム技術株式会社が「学修ポートフォリオ」を製品化するに至った背景として、本学の

システムを挙げており（平成 30 年 3 月 6 日 「学修ポートフォリオ導入事例勉強会」（日本システム

技術株式会社））、学内にとどまらない社会的評価を受けている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅠ・Ⅱ複合型としての取組に加え、入口の改革として、追手門学院大学のアサーティブ入試

を参考に、本学独自の育成型入試を検討しており、令和 3 年度実施に向けて準備を行っている。ま

た、出口の改革としてディプロマ・サプリメントを発行するための準備として、松本大学松商短期大

学部の取組を参考に、まずはプレディプロマ・サプリメントのフォーマットを確定し、システムに組

み込んだ。令和元年度入学生から提供していく。 

さらに、学修成果の可視化に関しても、当初の計画の DP 達成度を科目の到達目標達成度をもとに

数値化するという分析的方法以外に、これと相補的な関係にある、ポートフォリオをもとに DP の達

成度を直接的に評価する方法の開発に着手しており、令和元年度中に完成予定である。 

⑥ テーマ別幹事校の取組

本学のテーマ別幹事校としての方針は、「チーム AP」のコンセプトのもと、テーマ別幹事校の上に

「幹事校会議」を置き普及のセンターとし、全テーマの全選定校が力を合わせ統一的普及活動に取り

組むというものである。実際の普及の 3 本柱は、①ここにアクセスすれば AP のすべてがそろうホー

ムページ「AP アーカイブ」、②1 日だけ時間をとってコンパクトにさまざまなテーマの選定校の情報

をゲットできる「合同 AP報告会」、③じっくり話を聞きたいときに利用する「出張講演」である。①

については冊子「大学教育再生加速プログラム（AP）」の Web 化を令和元年度に行う予定であり、こ

れでほぼ予定のコンテンツは出そろう。②については、合同報告会を希望する選定校の一覧をつくり、

これを全選定校に配布することにより合同報告会開催の斡旋を行った。③については AP アーカイブ

内に「出張講演申し込みフォーム」をつくり、希望者が簡単に選定校へ講演を申し込めるようにした。 

さらに、選定校自身も、各テーマのスペシャリストからゼネラリストへと発展できるように、テー

マの枠を超えた濃密な交流を目的とした「AP選定校合同 FD・SD ワークショップ」（チーム AP合宿）

を平成 30年 9月に広島県神石高原町にて実施した。42の選定校から 78人が参加し、参加者の 94%が

アンケートに「大変満足／満足」と答えている。

テーマⅠ・Ⅱ複合型幹事校としても、テーマ内の交流の場として、11月と 3月に意見交換会を実施

した。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

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。 

アクティブ・ラーニング教育の推進については、①初年次導入教育、②インターンシップ前教育、

③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ルーブリックを活用しているが、「専門

職としての汎用的能力」となるコンピテンシーの可視化については、インターンシップ先施設指導者

の意見を聴収することで、医療・福祉系実践教育における人材養成機能の強化を図っている。また、

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・満足度に関する計 10の設問項目）やニーズの把握に努めている。 

学修成果の可視化については、学修成果アセスメントテストや学生 IR 調査、学修支援ポートフォ

リオの全学年実施、ルーブリックを活用した上記計 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及び学修支援ポートフォリオについては、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。 

② 事業の実施体制

本事業は、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

員会を形成して当該教育プログラムを企画・実施してきたが、全学的な取組にしていくために平成 29

年度に事業実施体制の見直しを行った。見直し後は、本事業の実施主体である就業力支援委員会を中

心に教育支援・教学 IR委員会及び学務 FD委員会の 3委員会が連携し、自己点検評価並びに外部評価

委員会（学外委員 13 名、学内委員 15 名で組織し、年 2回開催）によって明らかとなった課題に対す

る現状分析や解決への方策の具体化・実施・評価等 PDCA サイクルが機能するように役割分担してい

る。特に、教育支援・教学 IR 委員会による学修成果の分析・可視化を強化するなど取組の改善を図

っている。 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業は、各年度の計画に基づき実施されているが、特に中間評価で指摘を受けた①外部評価委員

会のあり方、②事業成果の普及方法、③学修成果の可視化のシステムについては、平成 29 年度～平

成 30 年度に就業力支援委員会を中心に組織体制の見直しを図ることで取組の改善を図っている。定

量的な数値目標についても、教育支援・教学 IR委員会及び学務 FD委員会と連携を図りながら、目標

達成に向けて必要な修正を行っている。 

また、資金計画について、平成 29 年度までの事業全体の経費は、アクティブ・ラーニングのプロ

グラムの補助者として直接的に関わるアシスタント・ティーチャー等の事業推進員の人件費に重きを

置いてきたが、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年度から人員体制を含めた事業内容の見直しを図った。特にアクティブ・ラーニングを促進するた

めの環境整備として、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、学生

が授業の空き時間や放課後に容易に自学自習できる環境を構築することで、補助期間終了後もアクテ

ィブ・ラーニング及び授業の可視化のプログラムの促進が可能になると考えている。 

④ 事業成果の普及

平成 29 年度にテーマⅠ・Ⅱ複合型の幹事校である京都光華女子大学短期大学部を招いて中間成果



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型 、大学等名：福岡医療短期大学）

 

報告会を開催（平成 29年 8月：8大学、2施設から計 31名が参加）、平成 30年度は同じくテーマⅠ・

Ⅱ複合型で取組みを進めている山口大学、比治山大学・比治山大学短期大学部を招いてシンポジウム

を開催（平成 30年 11 月 2日：6大学、3施設から計 28名が参加）し、アクティブ・ラーニング教育

の推進とその成果としての学修成果の可視化について議論を深めることができた。平成 30 年度のシ

ンポジウムの参加者アンケートでは、介護施設の参加者から「職員教育へ活かせそうなヒントが多く

あった」など、介護施設の運営の中でも取り入れられるとの意見があり、教育関係者のみならず医療・

福祉関係者への情報発信の場となった。 

また、教育提携校で福祉系学科を有する久留米信愛短期大学と毎年共同で FD・SD 講演会を開催し

ており、教職員同士の情報交換や本学の取組を発信する場となっている。 

さらに、平成 29 年度から事業報告書を作成し、他大学及び関係機関へ送付することで情報発信を

行っている。平成 30 年度は、AP 選定校の合同合宿やシンポジウム等への積極的な参加によって意見

交換を行い、本学の取組の普及を図った。令和元年度も公開シンポジウムの開催や事業報告書の作成

とともに、本事業専用の Web サイトの更なる充実を図り、事業報告書の公開と共に本事業成果の積極

的な情報発信を進めている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業の取組を通じて、本学の教育における優位性や課題が明確になっているが、特に可視化され

た学修成果を教育の質向上とディプロマポリシーの厳格な解釈につなげるため、平成 29 年度にディ

プロマポリシーに対する各授業科目一般目標と一般目標に対応する行動目標の具体化を図った。併せ

て成績評価基準の平準化等の取組や実質的な授業外学修時間の増加の方策を検討・実施した。今後は、

各科目でのディプロマポリシー獲得のための行動目標や卒業生のディプロマポリシーの獲得につい

てどのように評価していくのか検討していく必要があると考えている。 

また、教員の教育力向上を図り、大学全体の教育改革が更に加速することを目的に、平成 29 年度

から学務 FD 委員会に FD 作業部会を作り、本取組で行ってきた FD・SD を含めた体系的な FD（教育能

力向上・管理運営・厚生指導・研究の 4分野）を実施することで、本取組の必要性の理解と教員の能

力向上を図っている。平成 30年度は、教育能力向上として、成績の可視化（ルーブリック評価）、ア

クティブ・ラーニング手法、シラバス構成や行動目標とその適切性についてなど計 9 回の FD・SD を

実施した。教員アンケートでは、ルーブリック評価を新たな授業や実習で導入したり、アクティブ・

ラーニング手法で学んだシャトルカードの活用、次年度のシラバスの改善を図ったとの声が約 2割の

教員に見られるなど、着実に教員の意識改革につながっている。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成１６年度の全国高専を一括した独法化後，高専機構では平成３０年度までの第３期中期計画

として「高専教育の高度化と国際化」が推進されてきた。本校は平成２６年度からの本ＡＰ事業採択

により「ＡＬ活用と学修成果の可視化」を高専教育改革の加速へ向けたキーワードとした。本校の教

育改革の取り組みを総括し可視化するため，平成３１年３月８日午後に本校多目的ホール・ビデオル

ームにて，外部公開の成果報告会を開催した。 

伊藤校長による開催挨拶の後，招待講演として㈱リアセック・根本氏による「プログ結果をいかに

読み解き教育改革に繋げるか」を実施した。引き続き成果報告１として，教育ＡＰ推進室長・所教授

による「岐阜高専のＡＰ事業戦略と成果の可視化」，成果報告２として，研究主事・和田教授による

「”KOSEN(高専)4.0”イニシアティブ：課題解決型グローカル人材育成事業」，成果報告３として，キ

ャリア支援室長・羽渕教授による「”KOSEN(高専)4.0”イニシアティブ：キャリア教育事業」，成果報

告４として，情報処理センター長・山田准教授による「高専機構と連携した情報セキュリティ教育事

業」，成果報告５として，国際交流室長・山本准教授による「岐阜高専の国際交流事業」を実施した。 

上記５つの成果報告のテーマにもある様に本校ＡＰ事業は，文科省と高専機構による公募事業で

ある２つの”KOSEN(高専)4.0”イニシアティブ事業や，高専機構が第３期に推進してきた情報セキュ

リティ教育や国際化教育への本校の参加を，学生と教職員の学校全体で推進する原動力となり，教育

改革の加速を促す起爆剤となり，多岐にわたる教育改革の基盤となっている。各事業の詳細は，本校

ＡＰホームページの平成３０年度ＡＰ事業成果報告書２章に掲載し公開されている。 

② 事業の実施体制

本校ＡＰ事業の実施体制は従前の本校内組織を活用し，その連携を統括するための教育ＡＰ推進

室により実施されている。とかく４主事（副校長）や事務部の２課により棲み分けされ，前年度まで

を継承することで高専教育の維持が成されてきたが，本校ＡＰ事業では主管会議と連携した教育ＡＰ

推進室により，４主事と事務部２課とが連携した，高専教育を俯瞰した立場での教育改革を推進可能

とした。本校ＡＰ事業実施体制の特徴としては，本校シニアＯＢ組織との連携体制を十分に活用して

いることがある。国内外や地域で活躍された技術者の，定年後の活躍の場を本校内に立ち上げ，「企

業技術者いち押し課題集」として本校学生向けの学修資産を構築するとともに，地域技術者のリカレ

ント教育でも「中核人材育成塾」を自立運営するなど，いわゆる「高等教育期間としての知の拠点」

としての地域との連携体制が確立されてきている。 

本校の外部評価組織である参与会による検証や，本校地域連携協力会総会等でのＡＰ事業の可視

化を推進し，年度末の公開報告会では本校内外との意見交換を十分に実施する体制を構築している。

また，学生の学修成果可視化の一環として，地域での学生による科学技術体験講座などを積極的に展

開し，県内外の中学校での出前講座に加え，岐阜県工業会や岐阜市・大垣市・本巣市など，県内の多

くの組織との連携体制を構築してきており，学生の学修成果発表を地域貢献とともに実施している。 

③ 事業の実施計画・継続性

本年度はＡＰ事業の終了前年度として，①にて示した各種事業とも連携しつつ，ＡＰ事業の継続

性を検討した。本校の年間行事予定計画にＡＰ事業を含め，年度末の学生ＡＰアンケートの集約結果

を全教職員で共有し，授業参観週間やＦＤ・ＳＤでその内容を活用し，学生に改善成果をフィードバ

ックするＰＤＣＡループを確立した。たとえばＡＰ期間の１年間の延長を活用したラーニングコモン

ズの各学科での展開に加え，学内共有施設のラーニングコモンズ化を支援した。本校内に蓄積された

教育資産はリモートデスクトップの活用などで「いつでも・どこでも」利用可能とした。 

学修支援システム（以下ＬＭＳ）についてはクラウド上への移植をすすめ，教育資産の継続性を向

上させた。また，ＬＭＳの自己履修登録制度とコンピュータ活用の自己履修成果確認システム（以下



（テーマ：Ⅰ・Ⅱ複合型、大学等名：岐阜工業高等専門学校）

 

ＣＢＴ）を活用し，学生や地域技術者が「だれでも・なんでも」自律的な学修を可能とし，その成果

の確認も検証可能とした。本校ＡＰの特色として，Mathcad などの数学ソフトの活用を推進してきて

いる。本校ＡＰ成果報告書の第４章にその内容の一部を紹介している。これらにより，高専機構によ

るモデルコアカリキュラム（以下ＭＣＣ）の真の目的である，高専教育による技術者教育の「最低レ

ベルの質補償」では無く，学生に「どこまでも」自律的な学修を可能とする教育環境の構築が成され

つつあり，可視化されはじめている。 

④ 事業成果の普及

本校ＡＰ事業成果の普及に関しては，高専教育や大学ＩＣＴ推進協議会，日本工学教育協会など

の学会へも積極的に参加し，論文投稿を含めてＡＰ事業の成果を可視化することで，成果の普及に努

めている。平成３０年度の具体例としては，８月の全国高専フォーラムではオーガナイズドセッショ

ンを主催し，ＡＰ採択６高専と高専機構の教育改革事業を全国からのフォーラム参加者に可視化し

た。また，大学ＩＣＴ推進協議会の年次大会では１１月に，本校のＩＣＴ活用の先進事例としてリモ

ートデスクトップのデモを実施した。さらに１月には高専学会と高専機構による全国集会にて，ＡＰ

採択６高専が連携した発表を行い，高専機構内でのＡＰ事業の可視化を推進した。 

電気学会論文誌や日本工学教育協会への論文投稿も継続し，特に本校の実践技術単位制度を用い

た学修成果の可視化や，ＬＭＳの自己履修登録システムの活用など，高専外へも大学教育再生加速事

業として積極的に成果発信に努めた。  

また，前年度からＡＰ幹事校（京都光華女子大学短期部）によるＡＰの５テーマ間の連携や採択テ

ーマ内での連携のため，ＡＰ合宿（広島９月・本校安田教授がＡＩについて基調講演実施）や「テー

マⅠ・Ⅱ複合型」共同開催シンポジウム （京都１１月），ＡＰ成果報告会（山口３月）にも参加し，

意見交換することで本校事業成果の大学への可視化を実施している。更には本校近隣の岐阜大学とは

年に数回の意見交換会を実施し，岐阜大学の推進するＦＤ・ＳＤ活動の本校内での普及も実施してお

り，ＡＰ事業により大学との相互連携を積極的に推進している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

総合的な大学教育改革の取組としては，①にも示した様に高専に於いても，高度化や国際化など，

多岐にわたる能力の育成が求められている。これらを従前の教育内容を低下させる事無く，学生に付

与するためには，限られた学修時間を有効活用し，かつ，多岐にわたる需要とニーズをマッチングさ

せるため，学修支援コンテンツの資産化をＡＰ事業によりＩＴ活用で推進した。キャリア教育の体系

化と推進もその１つであり，資産化された学修支援コンテンツをＩＣＴ活用により自由に活用できる

環境の提供を継続し，学生にそのことを理解させることが今後の課題である。 

すなわち，ＡＰ採択６高専やＡＰ採択大学の多くが取り組んでいる様に，受動的な試験対策の学

修から，能動的な課題解決への自律的な学修へと学生のマインドをいかに転換させるかであり，その

マインド育成をいかに教職員が支援できるかが今後の課題となる。ＡＰ事業期間は予算的なモチベー

ションもあり，全校一丸となって取り組んできているが，事業後の継続性をいかに担保するかが最終

年度の課題でもある。幸い，本校ＡＰが構築してきたシニアＯＢによる中核人材育成塾の運営やＬＭ

Ｓ上の企業技術者いち押し課題集は，今後の道しるべとなる。すなわち，現在地域の企業が必要とす

る課題解決へ向けたリカレント教育の具体的事例などの，学修支援コンテンツの資産化がＡＰ事業に

より成されたことがある。これらのすぐれた学修支援コンテンツ群の存在の，学生への可視化を意識

することで，自律的な学修は自ずと推進される環境が整いつつある。 

一方１つの懸念材料が平成３０年度末の成果報告会などで可視化された。それは高学年の自律的

教室外学修時間の伸びに対して，低学年の伸びがついてきていないことである。平成３０年度に全学

年で実施したプログ試験結果も，正にこのことをデータ化し定量的に可視化している。高専入学後の

３年間の自由な学生生活が，高学年での飛躍的な資質向上をもたらしていることは，ＡＰによる電子

アンケートの集計結果や，プログによる他機関学生との評価結果からも明らかである。この低学年で

のアイドル期間を学生の伸びしろとして，更なる学修成果の改善余地として利用していきたい。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

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。H26～H27年度にかけて入念な制度検討を行い、H28年度より新フ

ンボルト入試を本格的に導入し、H30 年度までに 3 度にわたる新フンボルト入試を恙なく実施した。

H30 年度についても前年度実施時における課題や問題点を細部にわたって析出し、一次選考のプレゼ

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・評価方法などをブラッシュアップし、

十分な改善策を講じた。3年目となる新フンボルト入試についても、多数の参加者をえて 9月 29・30

日にプレゼミナールを滞りなく実施し、10 月 20・21 日には二次選考を円滑かつ十全に実施した。さ

らに合格発表後には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多数のメディアや大学関係者からの取材要請、幹事校であ

る東京農工大からの AP 事業広報パンフレットへの出稿依頼などにすべて対応するなど、本事業の広

報活動にも可能な限り尽力した。こうした堅実な事業運営のもと、新 AO 入試に対する内外の評価、

関心は依然として高く、大学入試改革事業（AP事業テーマⅢ）のモデルケースのひとつたり得ている

と思量する。また新 AO 入試の成果、実施状況をふまえ、理系諸学科ではこの入試方法を推薦入試と

統合させて総合型選抜として実施する案が固まっており（予告として公表済み）、本事業の効果が本

学の入試制度全般の改革を加速させ再構築するための触媒、起爆剤として作用している。 

② 事業の実施体制

学内の実施体制については、前年度の仕組みを基本的に踏襲し、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。またプレゼミナ

ールセミナー担当者との打ち合わせ、附属図書館との連絡調整等を綿密に行い、全学一体となった総

合的な入試実施体制を構築している。 

③ 事業の実施計画・継続性

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 30

年度実施の第 3回新フンボルト入試では、一次選考のプレゼミナール、二次選考の図書館入試・実験

室入試のいずれも恙なく実施することができた。加えて合格者に対する入学前教育、高校へのヒヤリ

ング調査、各種広報活動など、当初予定していた事業内容はほぼ達成したと認識している。その結果

として、一次選考のプレゼミナール初日参加者は 364名、このうち AO入試受験者は 173名(出願者は

177 名)を数えた（定員に対する倍率は 8.65倍）。受験者数は H29年度(192名)より減となったが、そ

れでも多くの受験者およびプレゼミナールを受講したいという高校 2、3年生が多数エントリーし、2

日間の全日程・全メニューを盛況のうちに終了することができた。プレゼミナールでのレポートおよ

び各種出願書類の審査によって二次選考には 80名が進み、最終的に 23名の合格者を得ることができ

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者はそのさまざまな力(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転換」する入試

のモデルケースとして十分に機能しているものと判断する。また 8倍以上の倍率を 3年目においても

維持できた点（一般的に新入試は導入 2年目以降に倍率がかなり下がる傾向がある）は、高校生から

も魅力的であり、「挑むに値する」という高評価をある程度獲得し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
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化等の策を次々と講じている。ただし、前提としてこの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公募に積極的にアプライするなどの措置を講ずるとともに、制度の理念・骨

格を維持するための基礎的経費を本学自前の財源から充当していくことが確定している。新フンボル

ト入試の継続方針、そのための必要な予算措置も執行部（学長戦略機構会議）が了承しており、制度

の持続的運営は担保されている。また新 AO 入試が軌道に乗り、ポテンシャル豊かな「尖った」「（知

的に）おもしろい」学生が多く入学してきていることで、教職員の意識を刺激し本事業継続の大きな

原動力となっている。とくに強調しておきたいのは、AO入試の不合格者が本学の他の入試（推薦入試

や一般入試前期日程）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

（H30年度は、AO受験者 173 名中、23名の AO合格者を含む計 47名が本学に入学。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名を数える。ちなみに初年度は 48 名、2年目は 57 名が最

終的にお茶大に合格している。したがって過去 3 年間には新入生約 500 人の約 1 割が AO 入試を経て

いることになる）。こうした本事業の効果を FD等で学内に周知しつつあり、それによって教職員の理

解と意識をポジティヴに高め、本事業の安定的な継続発展の基盤とする。 

④ 事業成果の普及

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。 

本学の入試改革に対するヒヤリング希望には原則として全て応接した。テーマⅢ幹事校である東京

農工大の取組にも参画し、電通大で行われた全国大学入学者選抜研究連絡協議会にてブースを出展

し、本学の入試改革・新フンボルト入試について説明し各大学関係者からの質問等に対応した。また

農工大が企画した AP 事業の広報誌の作成に協力し、AP テーマⅢ合同報告書に紹介記事を掲載した。

また文科省から依頼のあった AP パンフレットの原稿も作成した。愛知教育大からの訪問調査、岡山

大学薬学部からの新フンボルト入試の講演依頼に対応した。全国 3会場で行われた丸善アカデミック

セミナーにおいて、多数の聴衆を前に新フンボルト入試についての講演を行った（福岡、東京、大阪）。

東京都高等学校図書館研究会の依頼講演を行い、またリクルート「大学の約束」、コアネット教育総合

研究所、ベネッセ進研ゼミ中学講座等の取材を受け、いずれも特集記事となって公表された。これら

は本学 AP 事業の成果と意義を広く社会にアピールするものである。さらに本年度末の 3 月 14 日に

は、本学教学 IR・教育開発・学修支援センターの主催で、『教学 IR : 入口から出口までの内部質保

証』と題する公開全学 FD/SD会が開催され、その冒頭に「新フンボルト入試の制度設計と初期実施状

況」という講演、さらに「補遺 特色入試選抜者の修学行動と成果」という報告を行った。中間評価で

本事業の成果を FD 活動等で浸透させること、という課題に応える企画であり、新フンボルト入試の

意義・成果を学内外に周知する絶好の機会となった。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業においては、新フンボルト入試を経て合格した学生、さらには本入試を不合格になりながら

も他の入学者選抜試験で入学した学生（プレゼミナールの経験者）が、入学後その持てるポテンシャ

ルを発揮し、他の学生と入り交じることで触媒として作用し、本学の研究教育で様々に能力を発揮し

ていくことが望まれる。彼女達のもつ独創性やしなやかな感性が、全学の刺激となり活性化に繋がる

ことが重要である。そのためには入学者へのヒヤリングや追跡調査によって、不断に合格者のパフォ

ーマンスを測定評価していくことが肝要である。さらに、2020 入試改革にむけて新フンボルト入試の

成果を検証した上での諸改革、すなわち理系における AO 入試推薦入試との統合・定員拡大（すでに

確定し公表済み）、アドミッションポリシーの改定など、全学的な入試制度全般の見直しと改革が進

行しており、これらが本学の教育研究制度のさらなる改善・拡充に寄与していくものと考えている。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

国際バカロレア（以下，IB と称する）修了生は，グローバル人材として活躍するために必要な資質

と経験を備えている。本事業の実施によって，今年度は IB 修了生が７学部・コースに 33 名在学して

いる。これらの入学者は，本学のグローバル教育活動において，中心的な役割を果たす人材として活

躍しており（異文化交流カフェ・チューター，英語ゼミ・リーダー，模擬国連・国際討論会などへの

参加），IB 入試以外で入学した学生への影響，留学生との深い交流などを通して，スーパーグローバ

ル大学である本学の目標（世界で活躍できる「実践人」の育成）に大きく貢献している。

② 事業の実施体制

③ 事業の実施計画・継続性

国内の IB 認定校は着実に増加してきているが，高学歴のエリート養成のための特別なプログラム

と評されることもある。そこで，IB 教育を公立高校を含めて広く普及させていく視点から，米国シ

カゴ市で公立の教育困難校に IB 教育を導入した担当者や日本と米国の高等教育の研究者を招いて

「教育に枠はない－IB for everyone」をテーマにシンポジウムを開催（平成 30 年 9 月 7 日）し，IB
教育をさらに広く導入・普及するために，どのような活動をしていけば良いのかなどについて討論

を行い，その方向性を提言した。また，このシンポジウムと連動して「低所得世帯の学生に TOK を

教えることの意味」（※TOK：Theory Of Knowledge＝知の理論）と題したワークショップを開催（平

成 30 年 9 月 9 日）し，多面的な思考力を育む TOK が多様な生徒を対象にどのように教育実践され

ているかを学んだ。

さらに，IB 校認定に関わる確認訪問調査のコンサルタント担当者を招いて，IB の初歩から実践ま

での質問に答えるセッションを開催（平成 30 年 7 月 4 日）し，IB についてのよくある質問や IB 校

認定に向けての実質的な問い合わせに応えた。

④ 事業成果の普及

IB 教育の調査・研究の面では，IB 教育がめざす学習者像について，国内の Super Global High
School における指導との共通性について検討した。この調査を含め，研究の結果は，日本 IB 教育学

会などの関連学会で発表したほか，教育系専門誌（Advances in Social Sciences Research Journal）
に投稿し，関係者に研究成果を広く情報伝達した。また，平成 29 年度に引き続き，教養教育用に編

纂した TOK のワークブックを使ったワークショップを２回開催し（参加者 80 名以上），IB 教育の

根幹をなす思考法とその教育法の普及を進めた。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

既に教養教育科目として実施している TOK に加えて，IB 教育の別のコア科目である CAS
（Creativity, Action, Service）について教育手法を習得し，令和元年度から教養教育科目として開

講する準備を進めた。

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

全学アドミッション委員会
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本取り組みを検討する前年度（平成２４年）入試の志願者総数は、６，４００名であった。本取り

組みが開始された年度（平成２５年）入試の志願者総数は、７，８５５名となり、令和元年度入試に

至っては、それが２７，６８７名となり急速に改善された。 

アサーティブプログラムの受講者の実人数は、初年度（平成２６年度）が１９０名、平成２７年度

が５５７名、平成２８年度が７５１名、平成２９年度が７７２名、平成３０年度が９９１名となった。 

アサーティブ入試の志願者は、初年度（平成２６年度）入試が９１名、平成２７年度が２９０名、

平成２８年度が３９５名、平成２９年度が３８３名、平成３０年度が５１４名となり、年を追って認

知度と志願度が大きく上がってきた。ＡＰに採択される以前は、本取り組みは定着までに１０年程度

を要すると考えていたが、文字通り加速されることとなった。 

大学全体の志願者が大きく増加した大きな要因の一つとして、本取り組みを通した本学の真摯な改

革に対する信頼が、高校の教師や生徒、その保護者に広がってきたことは間違いないと考えられる。

このことがきっかけとなり、大学の経営基盤を一層強固にする取り組みが加速されることとなった。 

例えば、平成２７年度には地域創造学部を設置した。また、学部学科の改組や入学定員増について

も、以下のことが実現した。①平成２７年度には経済学部ヒューマンエコノミー学科（入学定員１５

０名）の学生募集を停止し、経済学科の入学定員を９０名増員。②平成２８年度には社会学部の入学

定員を８０名増員。心理学部と経営学部経営学科、経営学部マーケティング学科の入学定員を各２０

名増員。国際教養学部英語コミュニケーション学科を国際教養学科に名称変更。③平成２９年度には

国際教養学部アジア学科を国際日本学科に名称変更。経済学部経済学科の入学定員を１１０名増員。

併せて大学院改革もすすめ、心理学研究科博士後期課程を設置した。 

また、平成２７年度には、外部のシンクタンク等に依存せず、自前で第Ⅱ期経営戦略（平成２８年

度～平成３０年度）を策定した。ビジョンを「一人ひとりの学生が志を掲げて自らを信頼し学び実践

する文理総合の文化を有する大学となる」とし、６４の重点中核施策を定めた。これらの戦略と中核

施策については、理事会の下に中期経営戦略推進本部を設け、毎年ＰＤＣＡ会議を定期的に行って進

捗管理を行い経営手法の改善を行ってきた。この第Ⅱ期経営戦略は、そのほとんどの目標を達成し、

これも自前で第Ⅲ期経営戦略（令和元年度～令和３年度）を策定した。 

この戦略の最重点を教育改革に置き、平成２８年４月から教育改革本部を設けて、カリキュラム改

革と教育手法の改革を柱とした教育改革を加速させてきた。第Ⅱ期中期経営戦略とその中核である教

育改革をビジョン通りに実現するために、これまでの安威キャンパスから約２km のところに新しく

総持寺キャンパスを設け、令和元年度に、１年生全員と地域創造学部・国際教養学部を移転した。建

物は、上空から見れば正三角形、横から見れば逆三角錐の斬新なデザインだが、内部は、アクティブ

ラーニングが取り組みやすいよう随所に工夫をしている。図書館も、ラーニング・コモンズの中に図

書館があるという発想で建物の中心に位置し、教室の外の壁際にも図書を配置し、いつでも学びへの

誘いができるようにした。 

② 事業の実施体制

平成３０年度から当事業の担当課であるアサーティブ課を入試部所属から教務部所属とし、教育改

革により直接的に連動できるようにした。事業推進責任者と事務担当者は変更ないが、事業推進責任

者である副学長は教務領域担当の副学長と密接な連携をして、当事業と教育改革を推進していくこと

とした。学長が事業全体の責任者であることは変更していない。 

アサーティブプログラムの面談者は平成３０年度には６６名（大学職員の約６割）となるなど多く

の教職員が当事業に参画している。また、上記の「大学改革の加速」で述べた通り、中期経営戦略推
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進のためのＰＤＣＡ会議が定期的に行われる中で、当事業もその対象としてチェックを受けている。 

③ 事業の実施計画・継続性

既に学長を中心とした執行体制が確立され、アサーティブ課も設立され専門人材が配置されてい

る。アサーティブの取り組みを通じて高等学校との信頼関係も構築されてきている。また、この取り

組みを通じて大学改革・教育改革が進行し、その過程でＦＤ・ＳＤが機能している。このことから、

補助期間終了後も本取り組みを継続する必然性がある。補助対象経費も規模を縮小するものとはなっ

ておらず確実に確保されている。当事業は、大学の第Ⅱ期中期経営戦略の重点中核施策の中に位置づ

けられてきたし、第Ⅲ期中期経営戦略の中でも位置付けられているので、発展的に事業が実施される

ことが十分見込まれる。 

④ 事業成果の普及

当事業を開始してから、高等学校向けにアサーティブ講演を実施しているが、北海道から沖縄まで

の４５校になった。聴講した高校生は、５，３８９名、教師は８１名、保護者は３０６名にとなった。 

 また、当事業のヒアリングに来学した大学は、国公私立大学合わせて３１校７１名となった。この

うちいくつかの大学では、当事業の一部を取り入れた入試改革に取り組んでいる。 

 他大学や学会等に招かれ、事業推進責任者や事業担当者が当事業に関する講演を行ったのは４１回

となった。うち、国立大学からは大阪大学など５大学、学会からは日本高等教育学会など４学会、大

学入試センターなどである。 

 社会的な広がりという点では、新聞・雑誌・テレビなどのメディアの取材を受けて公開された件数

は、平成３０年度までに４８件となっている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

当事業の追跡調査を行う中で明らかになった課題を解決するために、以下の取組を行ってきた。

第一に、カリキュラムマップの作成と科目精選、ナンバリングを学部・機構単位ですすめ、学生が

学びの構造を理解しやすくできるようにし、令和元年度から全面実施できることになった。第二に、

各学部・機構等の基本的な学びを検証する「検定テスト」も平成３０年度から試行的に実施した。第

三に、学生一人ひとりの学びと成長を可視化し、適切な支援ができるようにするために、学生から見

ればポートフォリオ、大学から見れば学生カルテである「オイナビ(追Ｎａｖｉ)」システムを構築し

た。平成３０年４月からは教職員向けに活用できるようにし、同年９月からは学生向けにも活用でき

るようにした。平成３１年４月からは、アセスメントテストの結果やＳＰＩ試験の結果を、一人ひと

りの学生にとってわかりやすく成長が可視化できるようにする。 

これまでの教育改革の成果を踏まえて、平成３０年度で新たに議論され方向性が定まったのは、「Ｗ

ＩＬ」の取組である。ＷＯＲＫ ＩＳ ＬＥＡＲＮＩＮＧの頭文字を取った造語だが、「行動して学

び、学びながら行動する」を意味し、正課内・正課外を問わず様々なアクティブラーニングのプログ

ラムを推進し、学生たち一人ひとりの学びの意欲を引き出す取組である。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

・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：大学の教育体制の改革を推進し、国際

未来教育基幹の改革を進めた。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、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、イノベーション教育セン

ター等）による新基幹体制へ移行した。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、教育改革を加速している。

・全員留学による国際人材養成力強化：千葉大学のグローバル教育力、人材養成力強化のために、全

員留学「ENGINE」プログラムの準備中である。この中では全員留学を可能とする、１）さまざまな留

学教育プログラムの開発に加え、２）スマート・ラーニングの構築、３）グローバル教育の充実、の

３つを推進する。 

・カリキュラムツリーの整備等学修改革：キャップ制導入等すでに改革は進んでいるが、さらに成績

評価の厳格化の確実な実施や、カリキュラムマップ導入準備など３つのポリシーと学修の関係につい

ての関係性の明確を推進中である。 

② 事業の実施体制

・次世代才能支援室：国際未来教育基幹の強化に伴い、AP実施母体である次世代才能支援室は高大接

続センター（https://www.cfs.chiba-u.jp/koudai-setsuzoku/）に位置づけられ、「教育プログラム・

カリキュラム開発を実施・支援」する部門として全学組織に位置づけられている。

・高大接続の更なる強化：令和元年度に向け高大接続の新しい形として、SSH 高校連合組織側からの

提案を受け入れ、双方向での高大接続教育を検討・開発することとした。このため高大連携会議は定

期開催から重要課題が提案されるごとに随時開催する形式に移行した。また、メール会議に関しても、

窓口として次世代才能支援室が受け、担当教員で共有・検討する形から、SSH 高校連合組織との協働

プログラムに関しては、メーリングリストを活用した直接かつ随時の情報交換体制へと移行すること

になった。 

③ 事業の実施計画・継続性

・実施計画：実施計画作成に当たっては、早期に高校側の行事日程を把握し、２期制高校、３期制高

校の生徒が共に参加可能なように最大限配慮した。 

 事業は１）基礎力養成講座、２）国際研究発表会、３）高校のグローバル化支援活動の３点を実施

した。高校とのより緊密な関係が構築され、また、活動内容についても周知が進んでいる。このため、

高校教員が積極的に生徒にプログラムのアナウンスや参加の勧誘を行っている。今年度は基礎力養成

講座が募集定員を超したため、予定より早期に募集を終了した。この件は成果の大きな現れであると

共に、次年度以降の実施体制、特に自立化後の実施体制についての検討課題となった。 

・継続性の検討：現在、自立化を目指し、講座の参加者に課金する方向で検討している。特に基礎力

養成講座はさまざまな消耗品を使用すること、安全確保のための十分な TA の配置が必要となること

より、実施費用が膨大になる。このため保険料自己負担など、受講生に過度に負荷がかからない方向

での課金を検討している。これは自立化後の取り組みとして必須であるため、支援期間内に試行する

ことが必須であると考えている。この結果、高校側の募集活動や参加者数などに関しどのような変化

が起こるかについて、今後の新たな検討課題とする。課金により応募者が減少することは避けられな

いが、現時点では定員を大きく超える応募があることから、一定数の応募が見込めると想定している。 

④ 事業成果の普及

・プログラムの成果の学会発表、論文発表：育成成果を客観的に分析し、次につながることは重要で
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ある。このため受講生のアンケートの解析により、本取り組みの中でどのような学びと効果があるか

について調査を行い、その成果を分析している。科学教育学会の発表では興味を持った都内の高校の

教員からアプローチがあり、国際研究発表会に参加することになった。 

・自前ホームページを通じた発信：AP 活動については次世代才能支援室のホームページで予定および

実施記録を逐次掲載し、発信している。実際にホームページを見て参加を希望する生徒もおり、広報

活動として有効である。 

・幹事校ホームページの活用：幹事校ホームページに関しても、積極的に活用し、活動の予告と報告

を行った。本プログラムで実施した重要な活動に関しては自前ホームページにもリンクを張るなど

し、活動の普及に努めた。 

・文部科学省情報ひろばでの広報活動：文部科学省広報ひろばでの広報活動に応募し、他の高大連携

教育プログラムと共に平成 31 年 1 月から 4 月まで広報活動を行った。この結果、教育新聞の取材を

受けるなど反響があった。 

・年間活動報告書の作成：年間の事業を振り返り PDCA サイクルを実効的にするために、年度末に成

果報告書を作成し、関係各機関に配布し、共有している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

人材の流動化は今後加速することより、世界の高等教育の潮流を確実に捉え、リーディングするた

めには国際教育力強化が必須である。本プログラムによるグローバル人材養成の成果の活用が計画さ

れている。 

・グローバル人材養成支援プログラム：これは高校側に対して千葉大学が国際的人材育成の姿勢を示

すものである。AP での国際研究発表会や高校への留学生派遣事業により、高校段階から文理融合での

国際人材養成を推進してきた。この開発を活かし、全員留学の取り組みを推進する予定である。 

・海外の高等学校を視野に入れた高大接続教育の拡大：このプログラムでは ASEAN とアジアの 8カ国

（シンガポール、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、台湾）の 18

大学（南洋理工大学、チュラロンコン大学、マヒドン大学、カセサート大学、チェンマイ大学、キン

グモンクット大学トンブリ校、インドネシア大学、ガジャマダ大学、バンドン工科大学、ボゴール農

科大学、インドネシア教育大学、ウダヤナ大学、サンカルロス大学、パンガシナ州立大学、ベトナム

国家大学、王立プノンペン大学、ラオス国立大学、台湾師範大学）とその連携高校との協働教育体制

も構築中である。現在すでに海外高校からの本学進学希望者も多くおり、学部教育の国際化推進が検

討されている。 

・大学におけるグローバル化教育改革：グローバル化教育強化の一環として、本取り組みのボランテ

ィア活用が進められており、日本人大学生、留学生共に本プログラムが創出するグローバル環境で学

ぶ体制が拡大している。さらに千葉大学生・院生のグローバルプログラム学習成果発表の一部が国際

研究発表会と協働する形で実施されるようになっており、本学のグローバル化教育の一端を学生・院

生が高校生に伝える場として活用している。 

・高大接続の多角化：APでは本学が高大接続の教育改革の方策の提案を中心的に行ってきたが、現在

SSH 高校連合組織側からの提案による双方向での教育改革を推進する体制へと移行中である。これに

より、大学、高校双方がカリキュラムを有機的に結合する土壌が出来上がる。この結果積極的な高大

接続カリキュラム構築が期待される。また、APプログラムで開発中のカリキュラムや講座が発展的に

継承可能となる。 

・入試改革の推進：本プログラムは高大接続枠ではあるが、本活動成果を受け、本プログラム活動経

験が大学の AO 入試改革に反映されつつある。これにより高大接続カリキュラムの実効性が増してい

る。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

①大学改革の加速

2018年度はＡＰ事業の「ＩＧＳプログラム」と、昨年採択となったＪＳＴのＧＳＣ（グローバルサ

イエンスキャンパス事業「ＧＩＹＳＥプログラム」、2017 年から開催している西東京三大学連携事業

「3 大学グローバルスクール」の 3 種類の高大連携プログラムを開催し、高校生の多様なニーズに応

えることが可能となった。この 3プログラムを実施することにより、受講生の所属高校を中心に高校

関係者とのコミュニケーションの機会も格段に増え、また内容も充実したものになっている。2021年

度の大学入試改革を目前に控え、特別入試等で高校生が課外活動の資料として活用できるよう準備を

進めている。 

また、「ＩＧＳプログラム」の受講生が本学に入学し、スクーリングのファシリテーターなどプログ

ラムの運営に関わってくれるようになった。ＡＰ事業で学習することができた「科学全般の素養」、

「論理的思考力、判断力、表現力」、「グローバルな視野、外国語力」を学生が自らの言葉で高校生に

語ることができるという理想的な状況が実現できた。 

②事業の実施体制

2018年度に新たに設立された「グローバル教育院」が事業の運用主体となった。ここでは「グロー

バル教養教育グループ」、「海外リエゾングループ」、「アドミッション・専門基礎教育グループ」が連

携がより強くなり、ＩＧＳプログラムのコンテンツの充実、運営体制の安定化に寄与した。 

またＩＧＳプログラム後期のキャリア教育科目が正課科目に昇格することが確定した。 

大学入試改革への対応として全学組織の「入学者選抜制度検討委員会」を設け、2020年度実施の新

制度入試にむけて情報収集を開始した。すでに農工大学で実施していたＳＡＩＬ入試は工学部におい

て 2学科から 3学科に実施学科が拡大し、さらに他学科で実施する検討を行っている。 

③事業の実施計画・継続性

事業最終年度の 2019 年度では、高大連携教室「ＩＧＳプログラム」を学内の人員体制で実施でき

るよう業務内容を整理し、予算面でも継続可能な状況に近づいている。 

2020年度以降の継続に関して 2019年度中に実施計画をまとめ、学内で承認を得る準備を始めたい。 

④事業成果の普及

2018年 5月 26日「全国大学入学者選抜研究連絡協議会」（大学入試センター主催）会場（電気通信

大学：調布市）において、採択校 8大学によるポスターセッションを開催し、そこで事業の進捗、得

られた成果を報告した。協議会には全国の国公私立大学をはじめ、高等学校、都道府県教育委員会、

その他多数の教育関係者等約 950 名が参加しており、活動の認知は得られたと考える。またブースに

も 10数名の訪問があった。 

 また 2019 年 3 月に採択校 8 大学の取り組み状況を事業報告冊子にして、全国大学約 1,200 校、高

等学校約 5,000校に配布し、同時にポータルサイトで公開した。 

⑤選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

高大連携教室「ＩＧＳプログラム」は毎回、募集定員以上の申込者が確保できており、その半数以

上が「高校教員からのすすめ」でプログラムを認知し応募している。これは高校教員に農工大の教育

委、研究の認知が浸透し、高大接続の取り組みが支持されている現れと考えられる。そこでは高校生

の科学への興味、関心を拡げ、将来の進路を選択する際に、このようなプログラムへの参加が有効で

あることが理解されている証左と思われる。 

2019年度入試において、ＩＧＳプログラム受講生から 28名が受験、15名が合格した。これは全受

験者 2,547 人の 1.1％、合格者 952 名の 1.6％にあたる。この状況は 2017 年の入試から継続してお
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り、入学者選抜においても確かな実績をあげている。 

ＩＧＳプログラムは第 1 期生が 2019 年に 4 年生に進学している。統計的な検証ができるほどの対

象数にはなっていないが、個別の学生の活動は非常に活発で、様々な場面で学生の課外活動の中心と

なっている。留学生のバディ活動の学生組織では代表を務め、自主的な活動を中心となって進めてい

る。またＩＧＳプログラムのクループワークのファシリテーターをプログラム出身者が担当し、プロ

グラムのコンセプトを高校生に直接伝える役割を果たしている。 

これまで教科学力の評価が中心であった一般入試から、多面的評価を行う特別入試を拡大する際

に、高校生の様々な活動を評価し選考に用いることで入学する学生の、入学後に期待されるパフォー

マンスを想定するためのエビデンスを蓄積することに役立っている。

⑥テーマ別幹事校の取組

※「④事業成果の普及」の再掲

2018年 5月 26日「全国大学入学者選抜研究連絡協議会」（大学入試センター主催）会場（電気通信

大学：調布市）において、採択校 8大学によるポスターセッションを開催し、そこで事業の進捗、得

られた成果を報告した。協議会には全国の国公私立大学をはじめ、高等学校、都道府県教育委員会、

その他多数の教育関係者等約 950 名が参加しており、活動の認知は得られたと考える。またブースに

も 10数名の訪問があった。 

また 2019 年 3 月に採択校 8 大学の取り組み状況を事業報告冊子にして、全国大学約 1,200 校、高

等学校約 5,000校に配布し、同時にポータルサイトで公開した。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

愛媛大学は、「『輝く個性で、地域を動かし世界とつながる大学』を創造することを理念に、地域を

牽引し、グローバルな視野で社会に貢献する教育・研究・社会活動を展開する。」ことをビジョンに

掲げ、ビジョンを達成させる方策の１つとして、戦略１「地域の持続的発展を支える人材育成の推進」

に積極的に取り組んでいる。 

その具体的な取組の中に、「高大接続・入試改革」を設定している。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・拡充し、大学キャンパスで高校生

と大学生がともに学ぶ機会を増加させている。これにより、受講者個々の知識向上にとどまらず、お

互いに刺激となって“学修効果”が高まっているとのコメントが授業担当教員から寄せられている。

こうした取組によって、大学全体の改革を加速させている。 

② 事業の実施体制

【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

な体制を取るとともに、その下に高大接続推進委員

会を置いている。また、３つの中心となる取組を検

討・実施するため、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。 

＜３つの中心となる取組＞ 

(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

【教職員の参画】 

主となる３つのワーキンググループには、委員である教員に加え、実施内容に関係する職員も陪席

し、取組実施が適切に行えるよう情報を共有している。また、大学と附属学校との連携においても教

職員の共通理解の下で進められている。 

【評価体制の整備】 

自己点検・評価委員会と外部評価委員会を設置し、内外から評価を受ける仕組みを整備しており、

十分な評価体制は構築できている。 

【PDCA サイクル】 

主となる３つの取組は、高大接続推進委員会が計画全体を主導し、ワーキンググループで具体的な

取組を実施し、自己点検・評価委員会及び外部評価委員会において評価を受け、次年度に改善を行う

サイクルが適切に回っている。

③ 事業の実施計画・継続性

【計画の実施状況・見通し、体制的な継続性、資金的な継続性】

外部評価委員会からの評価結果や助言に基づき、高大接続推進委員会が計画全体を適切に改善し、

ワーキンググループが具体的な取組を実施している。

実施体制図
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補助期間終了後の体制については、主要な取組は既存の部署に当該役割を組み込むことによって、

本事業の継続性を確保していく方向で現在、検討中である。資金的な継続性は外的要因もあって計画

を立てにくいのが実情ではあるものの、学内の競争的資金獲得や可能な限り経費がかからない工夫を

行うなどの方策を検討している。 

④ 事業成果の普及

【波及効果、社会的評価、長期的視点】

 本取組を受講した高校生が本学に進学してきており、彼らが後輩に対して指導・助言するなどの波

及効果が見られている。また、高校生の時に受けた大学の授業によって、大学進学意欲が大きく高ま

り、その後のモチベーションの向上が見られている。こうしたサイクルが継続していくことによって

長期的な成果がえられるのではないかと考えられる。 

 外部評価委員会では、学習指導要領の改訂に伴って現場で活用の拡大が検討されている「ルーブリ

ック評価」について、委員を依頼している教育委員会関係者から「効果的に発信して現場に浸透させ

ることが望ましいと考えるので協力していきたい。」との意見をいただいている。 

開発したｅラーニング教材についての広報活動を行っており、今後他の高校で利用され、大学レベ

ルの学びを促進させられることが考えられる。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅢに採択された本学で実施している「入口（入学）から出口（卒業）までの取組」の中で、

主な取組を挙げる。 

○入口（入学）前

・高大接続改革で求められている「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の評価を行

うため、「活動報告書、調査書、面接、集団討論、プレゼンテーション」のいずれか又はこれ

らの組み合わせを「点数評価」して合否判定に用いる『入試改革』

・高校生の段階で大学での“深い学び”の基盤を醸成するために、大学の授業（共通教育）を大

学生とともに履修し、単位を取得する「高大接続科目等履修生制度」

・愛媛大学附属高校では、「高大接続科目等履修生制度」により取得した単位を高校の単位とし

ても認める二重単位の付与

・附属高校の生徒が大学の研究室において、大学教員の指導により研究を行って、その成果を発

表する「課題研究」プログラム

○入口（入学）後

・「高大接続科目等履修生制度」で取得した単位は、申請により既修得単位として愛媛大学入学

後に大学の単位としても認定 

・愛媛大学版「汎用的能力」（愛大学生コンピテンシー※１）の習得率向上を目指した準正課教育 ※

２の充実やアクティブ・ラーニング、フィールド・ワーク、インターンシップなどの科目数増

加

※１ 学生が卒業時に身につけていることが期待される能力。５つの能力と 12の具体的な力で構成。

※２ 卒業要件には含まれない、あるいは単位付与を行わないが、教育理念や教育戦略に基づいて教職員が

関与・支援する教育活動や学生支援活動 

・学生自身による学修プロセス及び達成状況の自己管理に役立てるとともに、教員による学生の

学修状況の把握及びきめ細かな指導・助言を行う「ＧＰＡ制度」の導入

・学生が自主的に調査・研究したいと考えるプロジェクトを大学として経費支援する「学生によ

る調査・研究プロジェクト（プロジェクトＥ）」の実施（平成 12年から継続実施）

○出口（卒業）

・愛媛大学版「汎用的能力」（愛大学生コンピテンシー※１）の習得率を問う「卒業予定者アン

ケート」の継続的実施

・学生の活動を記録し、その結果を学生指導に活かす「学修ポートフォリオ」の導入

・学内競争的資金の愛大教育改革促進事業により、ディプロマ・サプリメントを開発（社会共創
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学では、高校生が看護職への理解を深め、看護職を生涯の職業とする意志を固めたうえで看護

の道を選択できるよう、看護職キャリアデザイン講座を中心とした高大接続事業に取り組んでき

た。本学が実施している看護職キャリアデザイン講座や高校生のためのオープンクラス（授業公

開）などの高大接続の取組は、高校生へのキャリア形成支援という目的に加え、高校生が抱く進路

への迷いや不安要素の解消とミスマッチの防止、そして、高校生の進路に強い影響を与えるといわ

れている高校教員や保護者にも看護職への理解を促し、進路選択の際のミスリードの防止にもつな

がっている。 

本事業の実施にあたっては、県教育委員会及び県内高校との連携が不可欠であり、県教育委員会

及び県内高校とは、これまで、意見交換会等のさまざまな機会を通じて本学の高大接続の取組につ

いて説明を行い、意見や要望をできる限り受け入れながら参加者にとってより良いものになるよう

改善を重ねてきた。また、本学の高大接続事業への参加状況やアンケート結果等をフィードバック

し、情報共有を行っている。その結果、本事業に対する高校側の理解も深まり、より一層連携が強

化された。 

さらに、本事業を推進していくなかで、県教育委員会や高校との連携（入口）だけでなく、本学

学生にとっての卒業後の進路（出口）となる医療機関等との連携も強化された。看護職キャリアデ

ザイン講座「一日みかんだい生」では、県内医療機関に勤める現役の看護職者を講師に招いて、高

校生が自身の将来像を描くうえでのロールモデルを提示している。また、推薦入試による入学予定

者と保護者を対象に実施している「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、本学が連携協力協定を締結している医療機関のほか、臨地実習施設等県内の主要な医療

機関に、病院紹介や個別相談への対応をお願いしている。これらの取組は、自身の看護職者として

の将来像を明確にイメージする機会となるとともに、看護職者としての職業観の形成や入学後の学

修のモチベーション向上にもつながっている。 

② 事業の実施体制

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。 

③ 事業の実施計画・継続性

年度ごとの事業計画と数値目標に基づき、学内の高大接続事業実施組織により進捗管理を行い、

それぞれの取組終了後には振り返りと次年度の実施に向けた検討を行っている。また、年度末には

外部評価委員による評価を受けることで、事業の改善、推進につなげることができている。 

④ 事業成果の普及

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による情報発信等と

ともに、平成３０年度は本学のＡＰ事業の紹介とこれまでの取組の成果をまとめた報告書を作成し、

高等学校や看護系大学に発信することで、本事業の成果を目に見える形で広く伝えた。 
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⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学が取り組んでいる事業「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」は、地域の

ニーズに応じた地域の保健医療を支える質の高い看護職者を育成するため、看護職者としての適性が

あり、自らの意志で看護職を志望する学生を確保する入口対策と、高度な看護知識と確かな技術を身

につけさせるだけでなく、看護職者としてのアイデンティティーを育み将来にわたり働き続けること

のできる看護職者を輩出する出口（卒業）に至るまでの取組である。 

本取組による本学の教育改革として、看護学への関心と動機づけを持った学生を迎えるための入試

改革を実施し、平成３０年度から新たな推薦入試を導入している。指定校推薦においては出願資格・

要件に本プログラムへの参加を項目に加え、三重県の保健医療を支える看護職の育成を目指してい

る。 

さらに、平成２９年度から事務局組織体制の改革を行い、入学前の取組と入学後の学修状況を連動

させてフォローアップするために、高大接続と入試業務を同一の課で遂行することとした。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

【高大接続によるグローバル人材育成の加速】 

グローバル人材成長に資する高校生と大学生が共に学ぶ教育機会として平成 30 年度も「大学教養

レベル・グローバル関連科目の夏季集中講座」（10 科目、受講者合計：高校生 170 名）を実施した。

さらに、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。 

【アドバンスト・プレイスメントによる高大接続の加速】 

大成高校、順天高校（SGH指定校）、県立神奈川総合高校、関東国際高校、聖徳学園高校、都立武蔵

村山高校、都立調布南高校、都立府中東高校、藤村女子高校の 9高校と締結した「アドバンスト・プ

レイスメントに関する覚書」を継続維持し、医学部 2科目、保健学部 4科目、総合政策学部 25科目、

外国語学部 37科目の春学期・秋学期合計 68科目を対象科目としてアドバンスト・プレイスメントを

継続実施した。春学期開講科目の受講を希望する高校生履修登録者が 0名となったため、急遽、夏季

集中科目の開講を年度内に決定し、保健学部 4科目（基礎生物学・基礎化学・基礎物理学・基礎数学）、

総合政策学部 1 科目（近現代史と現代社会）、外国語学部 1 科目（目的別英語演習）を開講したとこ

ろ、計 114 名の高校生が履修し、123 単位がアドバンスト・プレイスメントとして認定された。さら

に 3 月に実施された日英中トライリンガルキャンプには高校生 29 名が参加し、口語中国語の科目と

して 29 単位をアドバンスト・プレイスメントで認定した。キャンプに参加した高校生は本学への入

学予定者も多数おり、入学前教育、初年次教育の一環として位置づけられるものとなった。本年度中

にアドバンスト・プレイスメントで単位認定を受けた高校生は合計 128 名、認定された単位数は 152

単位となり、目標値 50名、100単位を上回る結果となった。 

【全学的高大連携の加速】 

高校関係者との意見交換の場として高大接続ラウンドテーブルを事業採択直後から定期開催し、平

成 30年度は第 12回、第 13 回の年 2回開催した。校長をはじめとする高校関係者が、第 12回には 13

校 18名、第 13回には 15校 22名が参加して、学長をはじめとする杏林大学の教職員と活発な意見交

換を行った。平成 30 年度も新たに高大連携協定を都立調布南高校と締結し、連携高校が増大するに

つれ（累積校数 H26：4校→H30：10校）、高大連携事業が全学的に拡大した。平成 30年度の実績例を

上げると、聖徳学園高校の医学部実習、いじめ防止活動に対する保健学部協力、都立三鷹中等教育学

校や都立青梅総合高校に対しインターンシップ提供などがある。 

また、高校との合同研修として位置づけている「第 5回 高校と大学をつなぐ FD/SD」を杏林大学井の

頭キャンパスで開催した。講師は、早稲田大学入学センター副センター長沖清豪教授で、演題は「学

生の変容からみた高大接続改革の意義と課題」で、高校教員 3名、杏林大学教職員 84名が参加した。 

② 事業の実施体制

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 30 年度も第 22 回から第 26 回までの計 5 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、高大接続を進めている。

高大接続推進委員会も隔月開催し、平成 30 年度も第 36 回から第 41 回までの 6 回開催し事業運営を

行ってきている。さらには他大学教員・高校教員の外部評価委員から構成される第三者評価委員会を

開催することで、事業計画の妥当性や事業の進捗・達成状況の点検・評価を行い、課題を客観的な視

点から分析し各種事業の改善を図っている。 



（テーマ：Ⅲ（高大接続）、大学等名：杏林大学）

 

③ 事業の実施計画・継続性

【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。一方、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、本年度も昨年度に引き続き平成 31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。 

【体制的な継続性】 

補助期間終了後も継続的かつ発展的に本事業を実施していくことは、事業申請時の平成 26 年 5 月

12日学部長会議にて決議、7月 14日運営審議会にて承認されている。学内体制の継続性については、

事業実施主体である AP 推進委員会・高大接続推進委員会を中心に、補助事業終了後も、継続的かつ

発展的に事業を実施していく。専門人材の配置については、本事業で開設したライティングセンター

の特任教員については、補助期間終了後は、専任あるいは兼任教員がライティングセンターの運営を

担う。高大接続推進室の派遣職員の業務は、専任職員が担う。学外との連携体制については、本事業

開始とともに始めた高大接続ラウンドテーブル（杏林 AP ラウンドテーブル）は、現在は年 2 回定期

開催しており、本協議会を補助期間終了後も定期開催し、高校との連携体制を強化していく。また、

高大連携協定締結校はむやみに数を増やすのではなく、グローバル人材育成という共通の教育目標を

掲げる高校とアドバンスト・プレイスメントによって高大接続を図り、実質的な連携を深めていく。 

④ 事業成果の普及

【アドバンスト・プレイスメントの普及】 

杏林大学が先駆的モデルとなり、全国にアドバンスト・プレイスメントによる大学間連携の輪を広

げるために、事業採択直後から次のような取組を実施してきている。本学入学志望の高校生だけを対

象にせず、制度本来の意義を踏まえ、修得した単位がより多くの大学で単位認定される、高校生にと

ってより有益な制度構築を図るため、アドバンスト・プレイスメントラウンドテーブルを 3回開催し、

制度の理解・普及を図った。また、桜美林大学（平成 29 年 3 月）、共愛学園前橋国際大学（平成 29

年 5月）、創価大学（平成 29年 9月）の 3大学と「アドバンスト・プレイスメントによる大学間単位

互換協定」を締結し、互いの大学で高校生が修得した単位を入学後に単位認定する仕組みを構築した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

【高大接続改革の加速】 

3 つのポリシーの一体的策定に関して、高大接続システム改革会議「最終報告」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年度に改定し、30年度には見直し・一部改定を実施した。 

【多面的・総合的評価を行うルーブリックの開発】 

学力の 3 要素のうち「③ 主体性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する態度」を評価するルーブ

リックを開発し、平成 29年度外国語学部入学予定者（推薦・ＡＯ入試合格者）に対する試用を経て、

平成 30年度入試に引き続き、平成 31 年度外国語学部 AO入試（第Ⅱ期：グローバル型）で利用した。 

【語学教育環境の整備と留学支援の加速】 

GGJ で整備した英語サロン、中国語サロンに続き、本事業で開設したライティングセンターを全学

の学生だけでなく高校生にも開放し、アカデミック・ライティングの学修や海外協定校留学などの長

期留学に必要とされるライティング力の養成を行い、グローバル人材育成の加速を図った。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業により平成 30 年度は、「ギャップイヤープログラム」の試行実施（令和元年度本格実施）、

クォーター制導入による学事暦改革、令和３年度から設置する「グローカルコース（主専攻プログラ

ム）」のカリキュラム及び運用体制の整備を推進した。 

また、平成 27 年度から開始している「グローカル・マネジメント副専攻プログラム（GMP）」や学

外学修を取り入れた授業やプログラムの更なる充実をはかり、本学が目指す「北海道経済の発展に寄

与する『グローカル人材』の育成」を加速させた。 

学生の学びの質の向上については、「グローカルコース」の土台となる GMPにおいて、平成 30年度

の GMP修了生（第２期生）７名の卒業時 GPA平均は 3.00 と、全学生の平均 2.40 と比較して高い数値

となり、教育効果が確認された。さらに、長期学外学修プログラム履修者の教育効果の可視化・検証

を推進し、特定の学生に対して学修意欲の改善に効果があるという分析結果を学会誌や書籍により社

会に発信した。 

② 事業の実施体制

本事業における学内の実施体制としては、全学的な教育研究支援組織である「グローカル戦略推進

センター（CGS）」が中心となり推進している。特に、長期学外学修プログラムの実施及び検証等にお

いては、CGS の各部門（教育支援部門、グローカル教育部門、産学官連携推進部門）が定期的に情報

交換や協議等を行う「ブリッジ教育プログラム推進連絡会議」を設置し、連携して推進する体制を整

備している。 

さらに、全学的に学内公募事業「グローカルプロジェクト」を実施して、グローカル人材の育成に

資するさまざまな取組に助成を行っており、全教職員がグローカル教育に参画できる体制を整えてい

る。 

評価体制としては、地方公共団体、高等教育機関、産業界の有識者により構成される外部評価委員

会を組織している。毎年度、上半期までの進捗状況をまとめた「中間実績報告書」及び年度末までの

「実績報告書」に基づき、取組の成果や課題について外部評価委員会による意見聴取が行われた後、

外部評価結果が報告され、本評価結果に付された各項目における評定、分析・評価コメントを取組の

改善に活かしている。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30 年度の事業計画においては、特に、全国的にも前例のない１年間の入学猶予制度を伴う本

学独自の「ギャップイヤープログラム」（令和元年度に導入）の実施に向け、ハワイ大学カピオラニ

コミュニティーカレッジと協定を締結し、学部１年生１名を試行的に派遣して具体的な効果や課題の

検証を行った。 

多様な学外学修プログラムの開発の推進や、更なる弾力的な時間割実現に向けたクォーター制の拡

大等、学生の学修ニーズに沿った体制の構築を着実に実施した。産業界、地方公共団体、大学等のネ

ットワークを生かし、企業や公的団体の協力を得て地域（小樽）活性化・地域課題解決に取り組む「社

会連携実践」等、地域志向科目の拡充と体系的な配置を一層推進するとともに、新たに、日本人学生

と留学生が地域の企業を訪問、現地調査、データ分析等を英語で行う「グローカルフィールドワーク」

や、ハイレベルな英語力と現代ヨーロッパ社会情勢・経済事情に関する知識を得ることを目的とする

「ヨーロッパ事情トランシルバニア大学ブラショフ校サマープログラム」等の正課科目を開講した。 

また、アクティブラーニングや学外学修を取り入れた授業科目において多面的な成績評価を実施す

るため、学外学修科目の実施要領を作成し、科目の特徴に応じた成績評価基準を設けて多くの教員が
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担当できる運用体制を整備した。 

事業の継続性の観点では、補助事業期間終了後を見据え、補助対象経費で雇用していたコーディネ

ーター１名を学内財源による雇用に切り替えた。また、専任コーディネーターポスト残り１名分の恒

常化のため、令和元年度に向けて、雇用経費を補助金から学内財源に切り替える等、予算措置を含む

学内組織の事業実施体制の整備を行った。 

さらに、本学の実践的教育及び学生の主体的な活動から生まれた各種プロジェクトにおける資金調

達を安定的に支援するために、同窓会から「学生起業支援プロジェクト事業」として新たな助成を受

け、本学のクラウドファンディングサイトを構築し、学生が外部から広く事業資金を調達できる新た

な起業支援体制を整備した。

④ 事業成果の普及

学生が多様な経験を積むことが可能になる長期学外学修（ブリッジプログラム）の機会を提供し、

グローバル社会における地域人材育成のモデルケースとなることを目指す本学の取組について、これ

までの成果と課題等について情報発信するため「グローカル人材育成シンポジウム」を開催した。同

シンポジウムでは、留学経験学生からの報告や「ギャップイヤープログラム」の試行によりハワイに

滞在中の学生のオンライン参加による意見交換が行われ、道内高等学校をはじめ、本学卒業生の就職

先企業、地域の諸団体、学生等計 90 名の参加者が交流し、広く本学の取組の成果の普及が図られる

機会となった。 

また、本学がこれまで取り組んできた多様で先進的なアクティブラーニングの教育手法とその教育

効果の検証成果について、AP事業テーマⅣ採択校合同で刊行した書籍『長期学外学修のデザインと実

践』や『コンピューターエデュケーション』（コンピュータ利用教育学会）Vol.45において公表した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では従来から実学教育の精神に基づき、多様で先進的なアクティブラーニング教育、地域や産

学官と連携した PBLや海外教育プログラムを展開し、グローバル時代の地域マネジメント拠点として

「グローカル人材」の育成を推進してきた。 

本事業においては、グローカル戦略推進センターの教学マネジメントのもと、クォーター制の導入

による学事暦改革、地域連携教育やグローバル教育における学外学修プログラムの充実・改善、ギャ

ップイヤープログラムを組み込んだ新たな主専攻コース「グローカルコース」の設置及び「グローカ

ル総合入試」の導入といった改革を推進している。さらに学生へのアセスメントテストによる教育効

果の可視化・検証とプログラム改善、学外学修科目の特徴に応じた成績評価基準による多面的な成績

評価等に取り組んでいる。 

本事業を通じた本学の教育改革におけるこれまでの成果と課題について広く社会に発信するため、

平成 30年度は公開シンポジウムを開催し、広くステークホルダーに対して成果の普及を図った。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

AP テーマⅣ「長期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」の事業は，本学の教育改革の流れの中

で，主体的な学修を中心としたカリキュラムへの質的転換を加速するものとして位置づけられてお

り，本学の第 3期中期目標・中期計画の中でも「能動的学修態度への転換を図る初年次教育の構築と

高年次への拡充」「長期学外学修の推進による課題探求・解決への志向性の育成」を掲げている。ま

た，学事暦をクォーター制により柔軟化し，長期学外学修や短期留学など多様な学修プログラムを行

える教育環境を整備するとしている。以上のように，本学では AP 事業と連動した教育改革の推進を

中期目標・中期計画において鮮明に示し，全学的な教育改革 を進めている。 

その結果として，平成 29年度から クォーター制を導入して全学的なカリキュラム改革を推進 し，

初年次学生を対象として多様な学外学修プログラムを授業科目として展開している。同じく平成 29

年度に設置された 創生学部，および同年度に改組された工学部（領域融合型プログラム）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が必修科目としてカリキュラム上に位

置づけ られている。また本事業を契機として設置され，全学的な連絡調整を実施する 「教務専門委

員会」で情報共有を進めることで，それ以外の学位プログラムにおいても，長期学外学修プログラム

の拡充 が進められた。さらには，対象学部を限定しない全学向けのプログラム開発も充実してきてお

り，本学の AP事業が最終目標として掲げる初年次学生約 3割（約 630人）の参加について，平成 30

年度時点で既に最終年度の目標値を達成できる見込みとなっている（633人）。以上から，AP事業の

採択を契機として，本学の教育改革は文字通り「加速」しているといえる。 

② 事業の実施体制

本学では学長・理事（教育担当）を中心とした実施体制を整備し，平成 29年度に 教育・学生支援

機構内に「連携教育支援センター」を新設 した。同センターは AP事業の実施・運営に加え，COC+事

業の人材育成にかかる業務との連携強化，学部との連携体制整備，学外との連携のための情報把握な

どを行い，教育課程に関わる連携教育事業の全学的なマネジメント を実施している。また，同センタ

ーの運営をサポートする事務組織として，学務部内に「連携教育支援課」を新設した。この一連の組

織改革を経て，本事業に係る組織的なマネジメント体制を強化した。 

また，副学長，教育・学生支援機構の各センター長及び各学部の代表者で構成される「教務専門委

員会」において，長期学外学修プログラムの制度設計，企画等の情報を全学的に共有 することで，学

内周知を徹底している。加えて，教職員の職能発達を目的に，主に各主専攻プログラム代表者が参加

する教育・学生支援調整会議及び全学教職員を対象とした教育戦略フォーラム，全学 FDを実施した。

その上で，各主専攻プログラムにおいて，その代表者によるプログラム担当教員を対象にした FD・SD

を実施した。このように，構造化された FD活動を全学的に展開 する体制を整備した。 

さらに，学外機関との協働によるプログラム開発，外部評価 を実施するため，学外学修先の受け入

れ先を中心に「AP事業推進協議会」を設置し，PDCAサイクルの推進に活用している。その際には 客

観的なエビデンスに基づいた評価・改善を行うために，年度ごとに自己評価を実施して事業報告書を

作成 し，広く社会一般に公開している（http://www.iess.niigata-u.ac.jp/ap/activity_pub.html）。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業計画の実施状況・見通しとしては，「２.達成目標と事業内容」において後述するように，本学

が AP事業の主要指標として捉えている「長期学外学修プログラムに参加する学生の割合（初年次）」

および「学生が企画する活動数（正課）」「学生が企画する活動数（正課外）」について，平成 30年度

時点で既に最終年度の目標値に概ね到達できており，着実に事業が進展しているといえる。２年次以

http://www.iess.niigata-u.ac.jp/ap/activity_pub.html
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上の履修者数についても，改組等により長期学外学修科目をカリキュラムに組み入れた学部の年次進

行に応じて，最終年度の目標値を達成できる見通しである。 

 体制的・資金的な継続性としては，上述した組織体制整備（連携教育支援センターの新設）にあわ

せて，学長のリーダーシップにより専任教員を配置して教職協働体制による事業計画の管理を行うと

ともに，同センターに対して経常的な学内経費を措置している。また本学の特徴として，全学組織で

モデルとなる授業科目を開発し，改組等のタイミングにあわせて各学位プログラムのカリキュラム上

に位置付けていく仕組みを構築しているため，全学レベルで長期学外学修プログラムを継続していく

ことが可能となっている。さらには学内の戦略経費及び学外の委託事業の活用（「新潟の産業・企業

を知る講座等」に係る業務委託等）により，補助期間終了後も発展的に実施可能となっている。 

④ 事業成果の普及

平成 30 年度の特筆すべき成果普及の取り組みとして，学生と教職員の協働による情報発信の仕組

みを組織的に展開することを目的とし，学生メンバーと教職員による「学外学修学生広報チーム」を

組織化した。具体的には，「履修者へのインタビュー，アンケート」「PR 動画の作成」「学生座談会」

といった学生による学生のための情報発信（http://www.iess.niigata-u.ac.jp/ap/student/）に加え

て，平成 31年 3月 6日に「高校生×大学生 新潟大学交流イベント 『キャンパスを越えて広がる学

び』」を開催し，学生主体の企画として高大接続のイベントを実現した。これらの取り組みは APにと

どまらない長期的な視野のもとで，社会に対して本事業の意味づけを高いインパクトをもってアピー

ルする先駆的な取り組みであると言えるだろう。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業においては，長期学外学修を基盤としながらも，APの各テーマに対応するような総合的な大

学改革の取り組みを実施してきた。例えば，長期学外学修にとどまらず，全学的な能動的学修（アク

ティブラーニング）の取り組みの実態を把握するために，能動的学修に関わるルーブリック，ハンド

ブックの全学的調査を実施し（平成 30年 12月），全学的な FDの場である教育・学生支援調整会議に

おいて，学修成果の可視化をテーマとした組織的な FD を実施した（平成 31 年 3 月）。これにとどま

らず，平成 31 年度（令和元年度）からは全学的な教育戦略を推進する「経営戦略本部 教育戦略統

括室（担当：理事（企画・評価担当）・副学長」と「教育・学生支援機構（担当：理事（教育・高大接

続担当）・副学長」が連携し，学位プログラム評価や３ポリシーの改善を進めるなど，本学の学位プ

ログラム評価を含めた質保証の取り組みの強化が着実に進展している。さらには，上述したような教

職員・学生の協働による学びの面での高大接続に関わる新たな取り組みが展開されており（平成 31

年 3 月），本事業を契機として入口から出口までの質保証を伴った大学教育を実現する取り組みが進

んでいる。  

⑥ テーマ別幹事校の取組

平成 30年度の幹事校の取り組みとしては，8月に AP事業テーマⅣ採択校合同会議を開催した。具

体的には，採択校 3校より，国内外における長期学外学修の展開，学事暦改革とギャップイヤーの活

用，学生主体の継続的な活動といった先駆的な取り組み事例が共有された。また幹事校である本学よ

り，次年度のテーマⅣ採択校合同総括シンポジウムについて提案を行い，活発な意見交換が行われた。 

加えて，本事業の採択校連携を契機として，テーマ IV 採択校の取り組み実践を取りまとめた書籍

（「長期学外学修のデザインと実践―学生をアクティブにする―」）の編集を進めた（令和元年 5月刊

行)。本書籍は長期学外学修プログラムの政策的・学術的背景について理論的に解説するとともに，採

択された計 12 校すべての国公私立大・短大・高専それぞれの挑戦的な実践事例の詳細とそこで生じ

た成果と課題を提示した内容となっている。このように，全国の高等教育機関に対し，書籍として新

たな教育モデルを発信することで，一過性ではない長期的な情報発信と波及効果が期待される。 

http://www.iess.niigata-u.ac.jp/ap/student/
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 28年度から始めた全学的な教育改革の中で、「課題発見・解決型グローバル人材」を育成する

ため、全学生が卒業までに身に付けるべき共通の能力（「複眼的に思考する能力」「多様性と地球的課

題を理解する能力」「協働して実践する能力」）を「神戸スタンダード」として定めた。 

また、これを実践する具体的な教育改革として、次の 4つの取組を行った。 

①ナンバリングとクォーター制の導入：体系的・組織的な教育を進め、学生が短期海外留学や海外

インターンシップ等の主体的な学外学修に取り組める環境を整備する。

②「初年次セミナー」の導入：全学部で必修化し、入学直後の学生に「学びの姿勢」を身に付けさ

せる。 

③教養教育の重視：１・２年生用の教養科目を見直し、３・４年生用の文理融合型の高度教養科目

を新設し必修化する。 

④学修環境の充実：全学でアクティブ・ラーニングを活用した授業科目・プログラムを増加させる

とともに、ラーニングコモンズを充実させることにより、学生の主体的な学修を促し、学修時間の増

加を図る。 

本事業「神戸グローバルチャレンジプログラム」は、１・２年生の学生が、学外の様々な国際的な

フィールドで自主的な活動を行い、「神戸スタンダード」が掲げる上記能力の必要性を体感し、「学び

の動機づけ」を得ることで、「神戸スタンダード」を身に付けさせる本学の教育改革を加速させるもの

である。 

② 事業の実施体制

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（(以下「委員会」という。) 、

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。 

③ 事業の実施計画・継続性

大学改革推進等補助金を関係部局に計画的に配分し、平成 30 年度は、15 コースを実施し、117 名

の学生が参加した。９月に海外渡航をしたコースでは、台風の影響により、関西国際空港が閉鎖され

たため、急遽、空港を変更したり、出国日・帰国日を変更したりする必要があったが、各コースの教

職員、国際部及び学務部で連携し、安全に配慮して学生の渡航をサポートした。また、令和元年度に

実施するコースを計画し、委員会で認定した。 

補助事業終了後の体制については、全学部及び他の海外プログラム担当部署等とこれまでの本プロ

グラムの成果や学生の経年変化の分析データを共有しながら、今後の学内実施体制について検討を進

めるとともに、資金については、補助期間終了後の学内予算の確保に向けて、各部局の意向調査をす

る予定である。 
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④事業成果の普及

これまでも HP等を通じて本プログラムの成果を社会に発信してきたが、平成 30年度は、シンポジ

ウムを開催した。シンポジウムでは、これまでの取組と成果報告として、本プログラムの参加学生及

び学内の関連プログラムの参加学生の成果発表、学外講師による講演を行った。学内外から約 100名

の参加があり、関係者だけでなく、一般の方へも広く、本学のグローバル化の展望等を発信する機会

となった。特に、「学生による発表」では、本プログラムへの参加がきっかけとなったキャリア選択の

事例発表がある等、本プログラムの学修成果が生かされている様子が伝わり、参加者のアンケートか

らも高い満足度を得た。 

また、長期的な視点では、本プログラムへの参加がその後の進路選択に影響している学生が複数い

ること、在学中に再び海外での学修活動(留学を含む)に参加する学生の割合が年々増加傾向にあるこ

とから、本プログラムの成果が普及していると言える。 

⑤選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

平成 28年度に始まった本学の教育改革である「神戸スタンダードの制定」、「クォーター制の導入」、

「初年次セミナーの開講」の取り組み状況は、以下のとおりである。 

・神戸スタンダードの制定

 神戸大学の全学部生が卒業時までに身につけるべき共通の能力として「神戸スタンダード」を定め

た。この「神戸スタンダード」は、「複眼的に思考する能力」、「多様性と地球的課題を理解する能力」、

「協働して実践する能力」からなり、これらの能力を身につけるために従来の教養教育を見直し、新

たに低年次を対象とする「基礎教養科目」と「総合教養科目」、専門分野を学んだ高年次を対象とする

「高度教養科目」を設け、４年間を通じた教養教育のカリキュラムを構築している。平成 30年度は、

３年生対象の「高度教養科目」を開講した。 

・クォーター制の導入

 学生が１つのクォーターと休みの期間を組み合わせて「チャレンジターム」として設定することで、

留学や海外インターンシップ、ボランティア等の学外活動への参加を促進している。また、週１コマ

８週、週２コマ８週の授業を開講することで、集中的な学修の機会を与えている。 

・初年次セミナーの開講

 教員や他の学生との対話を通じて、大学生として必要となる自律的な学びの姿勢を育み、学生に「神

戸スタンダード」を身につけるための導入教育として、全学部の１年生に専門科目(必修)として開講

している。各学部では、全学部共通の教材を活用しつつ、各学問分野の導入的な内容についても教授

している。授業終了後には、教員及び学生に対してアンケートを実施しており、その結果については、

翌年度の教材の改訂及び授業計画に役立てている。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業において、社会と学びを自ら結びつける力を育成する長期学外学修 Expanding Your

Horizons(EYH)プログラムを開発するとともに、本学が進めてきた海外研修の長期化や海外交換留学

先の拡充を図ることで、学内で多様な長期学外学修プログラムの充実が図られた。さらに、EYHプロ

グラムには国内外の長期インターンシップや長期サービスラーニングがあり、地域の課題解決や活性

化を目指す団体や企業での学外学修が多く含まれる事から、地域の抱える問題を理解し、地域に出て

学ぶことの重要性を理解するための基礎科目「地域共創論」の開講と十分な事前事後学修の実施によ

って、より質の高い学外学修プログラムの実施を確保するようにした。なお、EYHプログラムで行う

事前事後学修と現地での活動は、学部共通科目の体験学習科目として実施されるようになり、単位も

認定されるようにした。 

平成 30 年度は、上記の取り組みに加え、EYH プログラムの研修先を拡大（海外インターンシップ

先を 2か所追加、国内インターンシップ先を 6カ所追加）するとともに、全学的にクォーター制を導

入し、学生がギャップイヤーを活用した長期学外学修を実施しやすい学習環境を整備した。このよう

な取り組みを通して、学生が主体的な学びの重要性に気づき、そして主体的な学びを習得・実践する

教育改革を推進した。 

② 事業の実施体制

本事業の実施にあたっては、事業に特化した組織として、長期学外学修プログラムに関する審議を

行う AP推進会議（審議組織）と導入した長期学外学修プログラム（EYHプログラム）の運営や AP事

業の種々の業務を担当する AP推進室を設置し事業の推進を図っている。特に、AP推進会議は、副学

長、学部教育に関係する主たる委員会・部会・センター・事務局の長、および AP 推進室のメンバー

から構成され、長期学外学修プログラムの企画・実施・内容及びその成果に関する評価や改善点等を

集中的に審議する組織である。平成 30 年度においても、AP推進室において、国内外のプログラムに

参加する学生の支援、プログラムの評価と改善、研修先拡大に向けた調査と調整などを担うとともに、

AP推進会議を月に 1回のペースで開催し、長期学外学修に関する審議を継続して実施した。さらに、

学部の教授会や AP事業と関わりのあるセンター、部会、委員会において、AP事業の企画・成果につ

いて必要な評価あるいは承認を受けるとともに、理事会、大学の自己点検・評価委員会においても事

業内容が報告され、プログラムとしての評価に加え必要な改善点等がないかどうかが審議され、より

質の高いプログラムにするための運営が行われた。クォーター制への改革にあたっては、大学の将来

構想とも関係した全学的な改革であったため、学長のリーダーシップのもとで推進され、平成 30 年

度からの導入となった。 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業の計画では、平成 28 年度に入学した学生の進級に沿って、長期学外学修プログラムの充実

を図っていく計画となっていた。さらに、本学では全寮制教育を１年次に実施する事から、長期学外

学修プログラムへの参加は 2年次からを想定して、実施プログラムの充実が図られた。その中で、現

在の国際文理学部発足とともに強化された 1ヶ月未満の海外研修や、国内での短期学外学修プログラ

ムを充実（多様化・長期化等）させる一方で、これまでの本学の長期学外学修の一つと位置付けられ

ている交換留学制度に加え、社会と学びを自ら結びつける力を育成し、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 プログラムを新たに開発し、平成 29 年度より実施している。また、

クォーター制の導入に関しては、計画では平成 29 年度を予定していたが、カリキュラムの一部改編
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を同時に実施することとなり、平成 30年度からの導入となった。 

平成 30 年度においては、EYH プログラムの派遣先の拡大とクォーター制の導入によるプログラム

参加者数の増大を目指すとともに、AP 事業の成果発表として公開シンポジウムを開催した。また、プ

ログラムの質を保証するために、「地域共創論」の開講に加えて、十分な事前事後学修の時間を確保し

た。事前事後学修では、AP 専任教員と学科の専任教員の複数体制で派遣先ごとに指導を行うことと

し、これにより質の高い指導を目指した。 

 事業の継続性については、(1)プログラムの質を保証するため、事前事後学修において AP専任教員

と学科の教員が協働で指導を行うことにより、AP専任教員のノウハウを学科の専任教員が引き継ぎ、

事業終了後も継続して質の高い学修指導が確保できるようにきるように準備するとともに、(2)プロ

グラムの（職員による）実施のサポートを継続するために、学内にプログラムを担当する職員を AP事

業終了後も学内予算で確保する予定となっている。さらに、(3)継続したプログラムの評価・改善を図

るために、事業終了後は、体験学習プログラムを統括・運営する部会の中で、プログラムに関する審

議をしていく予定としている。 

④ 事業成果の普及

本事業の取り組み・成果については、本学の HPや広報誌等で継続して社会に広報するとともに、平

成 30 年度には、本学・長崎短期大学・宇部高専で 3 校合同の公開シンポジウムを開催し、学生によ

る成果発表・パネルディスカッションを通して、長期学外学修によって学生がどのように成長できた

かを学生の目線で発表を行った。また、テーマ IV 採択校が協力して書籍「長期学外学修のデザインと

実践」（東信堂）を出版し、その中で本学の長期学外学修の成果を記載した。このように、様々な形態

で事業成果を公表することで、本学の長期学外学修による主体的学びを実践できる人材育成の取り組

みの普及を目指した。 

 また、本事業で新たに導入にした EYHプログラムは、過疎地域の地域活性化や、企業・自治体での

新しいアイディアの提供と実施など、地域社会への貢献が期待できるプログラムである。平成 30 年

度においても、プログラムに参加した学生の企画が採用され、地域活性化や自治体・企業の活動の中

で活用された事例があった。本事業で新設された EYHプログラムを継続して実施することは、本学で

の学生の学びを地域社会へ普及（還元）させていくことになる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

大学の建学の精神「次代の女性リーダーの育成」を目標とする教育の中で、現代社会においては、

主体的な学びを実践し、社会の抱える課題を理解してその解決に導くことのできる、柔軟かつグロー

バルな感性を持つ人材育成が特に必要である。この人材育成においては、体験を通じて社会課題を認

識し学生各自が学びの意義を見出す「学びの気づき」から、専門的な学びを社会の中でどのように生

かすかの実体験を通して「学びの習得・実践」へとつながる学外学修が重要となる。このため、本学

では、国内外での充実した体験学習を実施する教育改革が進められてきている。平成 30 年度は、社

会と学びを自ら結びつける力を育成する長期学外学修 EYH プログラムの拡充、海外交換留学先の拡

大、および全学的にクォーター制の導入が実施され、本学の体験学習による教育を大きく向上させる

改革が行われた。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学における大学改革の柱は、学長によるリーダーシップを確立すると共に、教学プログラムに

おける各学部の自立性と責任とを担保することである。本学は長く工学部のみの単科大学であった

が、平成 23年度の建築学部開設を皮切りに、4学部が並存する現在の形まで、時代の新しいニーズ

の対応ができるよう組織改革を進めてきた。と同時に、より先端的な課題に関しては、学部横断的

な形で取り組む必要が増してきている。 

 グローバル人材の育成に取り組むために本学が独自に開発した「ハイブリッド留学」が平成 27年

度に「大学教育再生加速プログラム（AP）」に採択されたことは、学部ごとの個性を生かしつつ連携

を深めていくという方向性において、大きな効果があった。具体的には平成 27年度開設の先進工学

部に始まり、他学部も順次クォーター制導入に踏み切り、現在ではクォーター制をベースとする全

学的な学事暦が作成される一方、先進工学部や情報学部ではそれと連動したプレリクレイジット制

による段階的な学修プログラムが実施されるなど、ハイブリッド留学の拡充と歩調を合わせる形で

学生たちがグローバル社会にふさわしい新たな教育を受けるための環境整備を進めることができ

た。 

その結果として、令和元年度には「高度な工学知識を兼ね備えた “エンジニア・パイロット”」

の養成を目的に先進工学部機械理工学科航空理工学専攻を新設、ハイブリッド留学期間を活用して

学生が国内外の空で操縦訓練を行い、国際標準の操縦ライセンスを取得できるプログラムを構築す

ることができた。 

② 事業の実施体制

実施責任者である学長のもと、プログラムの実施は事業推進担当者（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。 

補助事業の中心となる取り組みであるハイブリッド留学の計画段階においては、事業担当者を委

員長とするハイブリッド留学運営委員会によって実施計画が審議され、学部間での効果検証や意見

交換も行うことが可能となった。 

実施段階では、各学部とも派遣教員が固定化されないような工夫を行っている他、職員において

も現地に派遣する SD研修を実施するなど、本事業に対する理解は浸透し深まっている。 

年度末には、学内教職員・外部評価委員を構成員とする「評価委員会」を開催し、年度内プログ

ラムの統括・点検の報告を行った。募集からプログラム自体、今後の分析などについても多くの貴

重な意見を外部委員からもいただき、PDCAサイクルのチェック機能として役割を果たした。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30 年度より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」など、円滑なプログラム運営を持続させる基盤を整備した。これにより、

前年度までの事業実施結果を踏まえ、事業推進担当者が事業計画の策定やプログラムに対する修正

を立案し、事業担当者が委員長を務める「ハイブリッド留学運営委員会」にて定期的に審議される

体制となっている。 

資金面では、補助期間終了後を見据えて、自己資金で実施継続できるよう同規模の予算を確保す

る見込みである。本事業はカリキュラム面からも、広報面からも、本学になくてはならない「独自
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の取組・特色」として根付き始めており、補助期間終了後であってもプログラム維持が学内各方面

から期待されているためである。 

④ 事業成果の普及

本学では新たな留学スタイルを提案した「ハイブリッド留学」のパンフレットを作成するのみな

らず、オープンキャンパスや入学前教育スクーリングなど様々な機会を利用して紹介ブースを設置、

高校生や保護者に対しても本事業の特色と成果を発信してきた。結果として「ハイブリッド留学」

の認知度は高まり、それを入学動機の一つとする学生も増えてきている。 

また、ハイブリッド留学参加中から学生自らがその成果を確認できるよう学修ポートフォリオを

作成させるのみならず、それを就職活動でどう生かすかといった観点も交えた事後指導を行うなど

のキャリア支援プログラムを組み込んだことで、卒業生の受け入れ先である企業側の関心も高い。

蛇足ながら、令和元年 6 月に東京ビックサイトで開催された「キャリア教育・就職ガイダンス」で

は新たに設けられた大学によるポスターセッションに参加、平成 30年度中に分析を行った本事業の

成果発信を軸としてグローバル人材育成を目指す本学のインターンシップ戦略構想を示し、多くの

参観者を得ることができたのも、本事業の推進によって本学がグローバル人材育成に傾注している

ことを企業等に広く知られるようになったことが大きいと考えている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅣでの取り組みは、もとより、テーマⅠ～Ⅴにおける取り組みを参考にし、質保証に伴っ

た大学教育を実現するため、平成 30 年度には、教育開発センターを中心に全学的にナンバリング

を実施し、各カリキュラムにおける科目のルーブリックの作成を行った。今後の質保証における可

視化に向けて取り組んでいく材料となる。 



（テーマ：Ⅳ 、大学等名：津田塾大学 ）

 

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 27（2015）年度に「大学教育再生加速プログラム」に採択されて以降、本学が培っている女子

リベラルアーツ教育の伝統を、平成 24（2012）年度の中央教育審議会答申が求める「大学教育の質的

転換」に重ね合わせ、留学・インターンシップ・ボランティア等の学外学修の機会をより多くの学生

に与えるべく、学内体制の改革を進めてきた。具体的には取組みの一つ目として、組織的な学外学修

の支援体制が未整備となっていたものを、学外学修センターを開設する事により学外学修の啓蒙・事

前／事後学習・学生の安全管理・受け入れ先開拓を行い、学生が学外学修に取り組みやすい環境（ワ

ンストップサービス）を実現させた。二つ目に、従来の 2 学期制を変更し、4 ターム制を導入する事

でギャップターム（正規科目を履修せず、その分多くの時間を学外活動に充てることができる学期（6

月中旬から 8 月末）を設け、学内学修に支障を及ぼすことのない学外学修実施環境を実現した。3 つ

目に、学外学修科目を新設し、4 ターム制の導入に伴いカリキュラムの見直しを行った。その結果、

正課授業のみの従来のカリキュラムと比べ、学外学修活動という選択肢を加えた新しいカリキュラム

を導入した事により、学生の成長を促す機会は増加し、着実に成果をあげる事ができた。 

② 事業の実施体制

学外学修センターが設置され平成 29（2017）年度から本格稼働した結果、「学外学修の情報提供⇒

学外学修申請⇒保険や危機管理の安全管理指導⇒事前・事後学習⇒学生の成長」というワンストップ

サービスが実現し、効果的な学外学修（学外学修参加者：322 人（前年比 86 名増））が推進された。

また、毎月、学外学修運営委員会を実施しているが、構成メンバーには、「各学科の教員」と学外学修

に関連が深い、「教務課」「学生生活課」「国際センター」の課長をメンバーとしている為、有機的な連

携と学生サービスを提供することができた。更に、毎年行っている内部評価や外部評価によって、学

外学修センターの取組みについての適切な評価が行われ、指摘を受けた課題や改善点が明確になって

おり、次年度の運営に向けて課題解決を図る体制が構築された。 

学外学修は、テロなどが発生しやすい海外での活動も当然含まれている為、非常時での対策として日

本エマージェンシーサービス㈱と契約し、災害や事件、事故などが発生した際に速やかに学生の安否

を確認する体制を整えた。また、学生に対しても危機管理講習の受講を義務付けて危機管理の徹底を

図った。 

③ 事業の実施計画・継続性

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、学外学修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。特に平成 29（2017）年度から議論を続けていた学

外学修センターの人員体制については、事務職員を経常費で負担しているのと同様に令和元（2019）

年度から教員（特任教員）についても経常費で負担する体制とする事が確認された。これにより、学

外学修センターを補助期間終了後も継続的に運営する体制が整った。 

また、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為の仕組みづく

りについても継続的に議論を続けており、総合政策学科では実施済みの「インターンシップ」科目の

共通科目化の検討を進めている。これらの検討により学外学修を一過性のものとせず、正課授業と絡

めて学生の成長の機会とする為の学内体制を構築する為に、今後も継続的に議論を続けている。 

④ 事業成果の普及

平成 29（2017）年度に引き続き、平成 30（2018）年 11 月 18 日に実施したシンポジウム「持続可

能な共生社会と女性のライフ・デザインー私が変わる、社会を変えるー」を通じて、本学の取り組み

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」を多用なステークホルダー（本学卒業生、受入機関関係者、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。また、参加頂いた卒業生や、受入先
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機関（企業等）との連携の強化や、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の構築

が行われた。特に、本学の取り組みを広く周知する事によって、賛同を頂ける企業の数も増えており、 

本学と企業とのコレボレーションで行われる PBL（課題解決型学修）プログラムもバリエーションに

富んだプログラム（朝日新聞社、日本ＩＢＭ，パナソニック、日本総合研究所、オイシックス、エシ

カル協会など）を実施する事ができた。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

・本学の内部質保証方針は 2017 年度に定められ、中長期的目標としては、「Tsuda Vision2030」を定

め、その中で本学の旗印・スローガンとしての「モットー」、及び「ミッションステートメント」を

策定した。「モットー」では「変革を担う、女性であること」、「ミッションステートメント」を「弱

さを、気づきに。強さを分ち合う力に。不安を勇気に。逆境を、創造を灯す光に。」とした。つまり

本学は、社会に働きかけのできる自立した女性の輩出を目的とし、これは本プログラム「テーマⅣ長

期学外学修プログラム（ギャップイヤー）」が企図する内容に合致していることは言を俟たない。

・本学では、以上の建学の理念、内部質保証方針、中長期目標に従って、３ポリシーの改革を行って

きた。具体的には、入り口に関してはアドミッション・ポリシーをさらに強化すべく「入試戦略会議」

を２年間にわたり組織して、主体的評価を重視した「学校推薦型・総合型選抜」入試への全学的な対

応を学長に答申し、実現化に向けた制度改革を行った。 

・カリキュラム・ポリシーに関して、学芸学部では(1)将来構想委員会の規程を整え、各学科の教育の

見直しを図るとともに、(2)平成 30（2018）年度には学科再編に着手し、内外へのフィールドワーク

を必修とした「多文化国際協力学科」を今年度新設した。(3)英文学科を再編して「英語英文学科」と

し、異文化コミュニケーション分野のコースに Japan Studies in Englishを加え、日本の国際的発

信力の強化を図ることとした。(4)殆どの学科にまたがる教職課程では、平成 30（2018）年度に再課

程認定の申請を行い認定されたが、教職課程カリキュラムの充実を検討する中で、教育実習とは異な

る形で教育現場に学生が携われる必要を認識し、学外学修センターがサポートする形で学校ボランテ

ィアへの送り出しを本格的に着手した。 

・平成 29（2017）年に設置された総合政策学部では、課題解決のためのフィールドワークに関連する

講義とゼミでの活動、また多様な社会との連携プログラムを儲けてきたが、それは平成 30（2018）年

4 月の連携推進センター設置に繋がった。連携推進センターでは地域、他大学、企業、団体との連携

を推進しており、学生がここで生まれた地域おこしや小学生のサポート、また企業のインターンシッ

プや将棋会館の国際化対応などの学外学修活動に関わる中で、主体性、社会性を育み、連携推進セン

ターの様々な学生プログラム、プロジェクトの運用にあたっては、学外学修センターが関わり、また

単位認定などの作業を行っている。加えて、従来から存在するライティングセンターも千駄ヶ谷キャ

ンパスで新たに、日本語、英語二つの相談を実施し、学生の学外学修のサポートを行った。

・本プロジェクトの開始に際して国内外での学生の学外学修を促進するために、ギャップタームを含

んだ４ターム制に舵取りを行ったことは、本学のカリキュラム改革の大きな一歩となったが、今年度

は正規の科目として特に国際化推進のための英語による授業科目の新設を実験的に始め、両学部で令

和元年（2019）年度から実施される運びとなった。  

・ディプロマ・ポリシーに関して学芸学部では、「多様な地球的課題に対するイニシアチブと地域社

会と国際社会の双方においてオールラウンドなリーダーシップを発揮しえる人物と認められた学生

に学士の学位を授与する」ことが決められている。総合政策学部では「現代社会が抱える諸課題の解

決に取り組み、より良い社会の仕組みを繰り出すことのできる、リーダーシップを備えた女性を育成

することを目的」としているが、学外学修での経験がさらにこうしたディプロマ・ポリシーの目指す

リーダーシップを発揮し得る女性の輩出を促進している。

・以上の通り、本プログラムは本学の内部質保証、並びに「Tsuda Vision2030」の中に位置づけられ、

車の両輪のように相互に補完しあいながら、広く大学改革に貢献していると言える。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

文化学園大学は、建学の精神「新しい美と文化の創造」のもと、服装学を中心とした、生活全般に

わたる総合的かつ体系的な理論と高度な技術の教育と研究の推進を目的としている。 

 本事業を推進するにあたり、セメスター制の導入等学事暦の変革が求められているが、本学は伝統

的に実習・演習が多く、ある程度の期間を要する作品制作等にはそぐわない点があることから、まと

まった授業時間を確保しつつ、「梅春学期（うめはるがっき）」（1・2年次対象）の長期化を図るため、

令和 2年度より 100分授業を導入することとした。 

 また、本事業に関する科目群の評価は「ルーブリック評価」を用いており、全学的展開ひいては入

試制度改革にも、一定の指標として活用している。 

② 事業の実施体制

平成 28 年度に採用した本事業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及び、

本事業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。 また、任期制教員とし

て雇用していた教員 2人を令和元年度から任期の定めのない専任教員として雇用すること、さらに、

海外との折衝を担当できる教員を令和元年度から新たに１人採用することを決定し、来年度以降の実

施体制の強化をはかった。 

 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、平成 30 年度も文化学園大学 USR 推進室を中心に事業を実施した。本事

業の拡大及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。  

 平成 30年 9月に全教職員を対象とする「全学 FD・SD研修会分科会」において本事業をテーマに取

り上げ、研修を実施した。これによって本事業に直接関わっていない教職員まで本事業の目的や意義

が共有され、事業の量的拡大と質的向上に向けた基礎を築くことが出来た。  

 本事業では、平成 27年度より継続的に長期学外学修プログラム（以下、「本プログラム」という。）

の参加学生による報告書を発行することで、成果を可視化している。さらに、学部協議会、各学科の

学科会議や AP 推進協議会において随時、取り組み全体の成果を報告し、課題等の明確化とその対応

策の検討を継続的に行っている。 

 また、プログラムの担当教員からなる AP 対応ワーキンググループを実行機関として設置している

だけでなく、本プログラムの運用の協議や科目の評価基準、内容についての検討を円滑かつ迅速に実

施する体制を整える目的で、本プログラムの担当教員と事務職員からなる AP 担当者連絡会を平成 29

年 1 月から設置している。これにより、AP 担当者連絡会がプログラムや科目内容を計画し、AP 対応

ワーキンググループが科目を実施し、そこで得られた成果や課題を AP 担当者連絡会や本事業の議決

機関である AP推進協議会で検討・精査をして、本プログラム運営や科目内容を修正する、という PDCA

サイクルを機能させる体制を整えている。

平成 30 年度の本プログラム運営では、参加学生数や学生報告書等のエビデンスを踏まえ、AP 担当

者連絡会において履修登録期間の延長や科目説明オリエンテーションの実施方法の改善、詳細なプロ

グラムパンフレットの配布などを決定し、実施した。さらに、AP 対応ワーキンググループでは、「ル

ーブリック」の有効な活用などの適切な評価基準の設定、平成 29 年度に行った科目の成果や課題を

ふまえたプログラム内容の修正を行った。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30年度は「プログラムの評価と見直し」、さらに「プログラムの拡大」を行うことを年度計画

としていた。 
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 平成 29 年度に実施した本プログラムの教育効果について、AP 対応ワーキンググループからは「ル

ーブリック評価」の導入が学修の羅針盤として有効であるという評価が多数出された。そこで、AP

担当者連絡会においてこの評価を共有し、AP推進協議会において、各プログラムの教育効果を向上さ

せるために、国内・海外の学修プログラムの事前教育において学生に対するルーブリック評価の説明

を行い、事後教育ではルーブリックを用いた評価を行うことを決定し実施した。  

 また、平成 30年 11 月にファッションビジネス学会で本事業の取組に関する報告を行い、学内での

内部評価のみならず、学外から本事業の取組についての高い関心や成果に関する評価を受けた。  

 さらに、平成 29 年度の本格的実施を踏まえ、令和元年度に向けた「プログラムの評価と見直し」

を行い、本年度開講した 18 科目のうち、履修希望者数が最低催行人数に達しなかったために実施さ

れなかった 5科目及び来年度の開講が困難と判断された 1科目の開講を見送った。さらに、令和元年

度に向けた「プログラムの拡大」を行い、3 科目(国内 2 科目、海外 1 科目)を新たに開講することを

決定した。これら「プログラムの評価と見直し」及び「プログラムの拡大」を行ったことで、限られ

た人員でより効果的な学外学修プログラムを実施するための土台を整えることが出来た。 

補助期間終了後に向けて、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」

が引き続き事業継続を担当することが、継続性の観点から最適であり、現在その方向で検討を進めて

いる。また、本事業の実行機関である文化学園大学 USR推進室に、事業運営に関わる予算措置を行う

ことで、補助期間終了後も本事業の実行機関としての役割を存続させることが可能となった。さらに、

任期制教員として雇用していた本事業に中心的に関わる教員 2人を令和元年度から任期の定めのない

専任教員として雇用することと決定し、新たに、海外との折衝を担当できる教員を 1人採用すること

を決定した。 

④ 事業成果の普及

本事業の取り組みの成果はこれまで、シンポジウムの開催、ファッションビジネス学会等での成果

発表、報告書の発行と報告会の実施によって学外への波及を図ってきた。 

平成 27 年度より継続的に本プログラムの参加学生による報告書を発行している。また、本プログ

ラムのうち 3 年次に実施している 8 週間の「グローバルファッションマネジメント実習」や 1・2 年

次を対象とする 4週間の「梅春科目」の成果報告会では、受入企業等の外部の方々の参加を募り、プ

ログラムの成果を外部に発信することにつとめている。

さらに、本事業に対する外部評価を得るとともに、ファッション教育分野における先駆的なモデル

として本プログラムの成果を普及させることを目的として、平成 30年 11月にファッションビジネス

学会において発表を行った。また、澤邉潤・木村裕斗・松井克浩編『長期学外学修のデザインと実践』

(東信堂)に「グローバル創造力の養成を目指して＜梅春学期＞の新設とその展開―文化学園大学」を

寄稿し、ファッション分野における長期学外学修の成果を広く社会に周知させることが可能となっ

た。 

 本事業の「梅春科目」においては学生が「気づき」を得ることを重視している。この「気づき」は

短期的には 3・4 年次の専門教育への学修意欲の向上に有効であることが学生報告書や報告会での発

表で確認されている。さらに、卒業直後の初職ではなく、より長期的なスパンでキャリアデザインを

捉えるようになった学生もおり、短期的にも長期的にも成果の出る取組となっていると考えられる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

学校法人文化学園は、中期計画において教育研究の維持・発展への基本方針として「グローバリゼ

ーション」「クリエイション」「イノベーション」を 3つの柱として掲げており、本事業は、文化学園

大学における「グローバリゼーション」推進の一端を担う事業として位置付けられている。このこと

により、グローバル化への更なる気運醸成及び体制整備等が図られた結果、日本私立学校振興・共済

事業団主管の「私立大学等改革総合支援事業」のうち、タイプ 4（グローバル化）の採択に至った。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 27年度より全学部 1年次必修科目（薬学部除く）として、1年次の第 2学期と夏季休暇期間を

中心に学外学修プログラム「武蔵野フィールド・スタディーズ」（以下 FS）を実施している。平成 30

年度は 2,104 人の学生が海外や国内の各地を訪れ、フィールドワーク、地域活性化支援、観光振興支

援、地域福祉支援等に取組み、自身の専門分野と社会とのつながりを体感した。本学では、このよう

にキャンパスの外に出て、実社会の課題に絶えず向き合いながら、学年が進むに従いそれぞれの専門

的な学びを深めていく教育を学びの基本スタイルとしており、1 年次では専門の体系的知識や技術の

必要性を感じ、社会性を身につけ、異文化等への理解と寛容の態度を涵養することをメインテーマと

している。平成 30年度は 97の FSプログラムを用意した。全てのプログラムには担当教員を配置し、

学部学科横断で約 60 人の教員が FSプログラムに参画した。さらに、学外学修時の安全管理のために

約 90人の教職員が引率として参加した。教職員に対しては 5月に FS担当教員説明会、6月に FS引率

者説明会、1月に FD・SDを兼ねた学外学修シンポジウムを開催し、全学的に教職員を巻き込みながら

改革を推進している。各種委員会においても学外学修の検証、分析、報告等を行い、初年次における

新しい教育の再構築を目指し、学外学修を大学全体の教育改革事項として位置付けている。 

② 事業の実施体制

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、そして、

FS の運用全体を統括する学外学修推進センター運営委員会を軸に本事業（教育改革）を推進した。教

育改革推進会議では「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

の運営支援を展開した。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

長実感等について検証した。平成 29 年度より設置された FS 小委員会は、平成 30 年度には年 2 回開

催され、FS 事業全体に係る課題や令和元年度以降の方針等を議論した。また、平成 30 年 1 月に開設

された学外学修推進センターでは、質・量ともに充実した FS の企画と、プログラムの安定的且つ発

展的な実施を実現する体制を整備した。センターでは、学外学修推進センター運営委員会を平成 30

年度 5回開催し、FS 運営に係る課題やその対策、危機管理体制等を議論し、補助金終了後も継続的に

運営できる体制を強化した。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業の中心となる取組である、全学部 1年次必修科目（薬学部除く）の FSは、平成 30年度は長期

FS プログラム数 62、参加者 280 人、短期 FS プログラム数 35、参加者 1,824 人であった。計 2,104

人の学生を学外に送り出し、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。学生は

自主的に自らの参加するプログラムを選択し、事前学修では活動先（社会・地域）の背景や課題を学

修することで、主体的に活動に取り組む意識と姿勢を養った。そして、そうした事前学修を踏まえて、

現地での調査・研究活動を体験し、そこで得た様々な知見を基に、連携先にプレゼンテーション等を

実施した。その後、事後学修では、大学祭でのポスター発表や FS 動画・プレゼンコンテスト等を通

じて、体験・経験の成果や、課題に対する解決案を言語化し、活動先や社会等に発表することで、多

様な人々のなかで、自らの考えを表現・発信する力を高めた。これらの体験・経験が自分の専門の学

びの有用性を感じるきっかけとなり、将来のキャリア選択のきっかけとなった例も見られた。また、

2年次以降の FS においては、長期学外学修を通して学科の専門の学びをより深く学修するメインメジ

ャーFS に 7 プログラム、50 人が参加し、学科の専門の学びに加えもう一つ専門を学科横断で学ぶサ

ブメジャーFS に 6 プログラム、36 人が参加した。1 年次だけでなく 2 年次以降に FS プログラムを配

置することで、1 年次での学びや能力を昇華させ、体系的且つ実質的な学びに発展させることができ

た。また、活動先との関係については、担当教職員が現地訪問やスカイプ等で定期的に打ち合わせを

行い、互いのニーズを確認したうえで信頼関係を深め、FS プログラムを改善しながら構築した。更に、
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学外学修前の事前授業を教員が主体的に実施することでプログラムの質が保証され、連携先へのプレ

ゼンもより効果的なものとなり、互恵的且つ継続的な協働体制が構築されている。 

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プログラムの質保証、

②科目履修の学内調整（特に第２学期）、③規模に応じた運営推進の教職協働体制の整備、④FS 活動

先の開拓等、の解決を図りながら、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。特に

プログラムの質保証については、事前・事後の学修が重要であると考える。事前学修では「主体的な

学修態度」を涵養し、学外学修の様々な体験・経験から世界や社会の現実や課題を感じ、事後学修に

てそれらの体験・経験が全て「学びへのきっかけ」となることに気づかせる。更に、事後学修の成果

発表等では仲間と協働しながら、思考力や判断力、表現力を培い、自らアクティブに学修する力を養

っていく。これらの事前事後学修を担当教員が主体的に行うとともに、活動先とのプログラム開発・

改善会議や FS研修（シンポジウム）等を通じてプログラムの検証を行い、教育 PDCAを回していくこ

とで、継続的なプログラムの質向上を目指していく。なお、補助期間終了後の令和 2年度についても、

FS が全学部 1年次必修科目（薬学部除く）として実施することが教育改革推進会議にて決定している。 

また、学外学修時の学生の活動資金の負担軽減の取組については、特に高額の参加費用が必要な海

外の長期 FS に対しては、活動地域や成績により大学から奨励金を支給する仕組みを構築した。国内

の FS については、活動先の地方自治体から宿舎や移動手段の提供が受けられるように、活動先にと

ってもより効果的で有意義な取組みと成果発表、提言を行い、活動資金の負担を軽減していく。 

④ 事業成果の普及

事業成果の普及については、学内において、全学的な FD を年 4 回実施し、各学科での授業改善の

取組等について共有した。併せて 1月に公開シンポジウム「ギャップイヤーからフィールド・スタデ

ィーズへ～プログラム最終年度に向けての現状報告～」を実施し、その報告と成果の一部は、「平成

30 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。学外学修後は大学祭でポスター発表や FS

動画・プレゼンコンテストを実施し、大学近隣地域の方々や高校生、他大学の学生に取組みを発表し

た。更に、FS活動先の方々が地域の特産をアピールするために大学祭で出店し、大学近隣地域の方々

にその地域と地域の特産、大学の取組みを周知した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

前述したとおり、本学では、キャンパスの外に出て、実社会の課題に絶えず向き合いながら、学年

が進むに従いそれぞれの専門的な学びを深めていく教育を学びの基本スタイルとしており、1 年次の

FSでは専門の学びの有用性を感じ、社会性を身につけ、異文化等への理解と寛容の態度を養っている。

2年次以降は、1年次での学びや能力を昇華させるため、メインメジャーFS及びサブメジャーFS によ

る、専門的な長期学外学修プログラムを配置し、体系的且つ実質的な教養と専門の連続した学びを展

開している。これらの取組を中核にして更に大学全体で教育改革を実現するため、平成 30 年度より

高校以前の段階での長期学外学修の経験を出願資格とした「武蔵野 FS 入試」を導入した。これによ

り、当該学生（令和元年度入学生）は 1 年次の FS への参加がより主体的になり、担当教職員等と意

見交換することで学生本位のプログラム構築に寄与するであろうことが期待される。また、4 学期制

の導入により、2学期及び夏季休暇期間の FSや語学研修、海外留学等の学外学修が促進され、主体的

な学びを深めていく機会が増加した。その他、学外学修の効果については、継続的に、FS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等を検証しているが、今後は、平成 29 年度よ

り 1 年次の長期 FSを本格導入したため、令和 2年度卒業生の参加 FS、入試区分、成績、適性、進路

先等を調査・分析することで、出口に対してより効果的な学外学修の在り方を検証し、学外学修の意

義や位置付けを再度確認し、全学的に共有していく。これらの取組により、入口から出口までの質保

証の伴った大学教育改革を全学的に推進していく。 



（テーマ：Ⅳ、大学等名：東京工科大学）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

①大学改革の加速

平成 27 年度に開設した本学工学部では、長期学外学修プログラムによる主体的学修を促す学士課

程教育の質的転換が必要という認識のもと、ギャップイヤーを活用した長期学外学修プログラム（コ

ーオプ実習）を導入する大学改革を行った。まだ日本では根付いていない長期のコーオプ教育プログ

ラム（東京工科大学型コーオプ教育プログラム）を工学部で実現することを本学における教育改革の

最重要事業と位置付けてコーオプ教育を推進してきた。 

平成 30 年度に工学部第 1 期生が卒業したことに伴い、これまでの工学部における成果を踏まえ、

八王子キャンパスに設置する工学部以外の 3学部において、令和元年度の新カリキュラムより、コー

オプⅠ、Ⅱを配置し、全学的な展開を行うことで、大学改革を加速させている。

②事業の実施体制

平成 27 年度の工学部開設に併せ、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、コーオプ教育に対する評価体制として、平成 27 年度より毎年、学外の有識者を委員とする

コーオプ教育評価検討会を開催している。直近では、平成 30 年 12 月に開催した。この会には、学識

経験者やコーオプ実習受入企業、自治体、商工団体等関係者に参加してもらっており、東京工科大学

型コーオプ教育に対する忌憚のない意見をもらっている。ここで出た意見や要望については、前述の

コーオプセンター運営連絡会で検討し、東京工科大学型コーオプ教育プログラムの改善に活かすとい

う PDCA サイクルをまわしている。

③事業の実施計画・継続性

本学で実施している東京工科大学型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。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、本補助事業が採択を受ける前から実

施体制を構築していたため、期間終了後の継続性は担保されている。また、本プログラムは、産学協

同人材育成プログラムと位置づけ、学生の実習に係る就業労務管理費の一部を実習受入企業にも負担

してもらうことで資金面においても継続性を担保している。 

②に記載した実施体制は、本補助事業後も継続されるものであり、これまで培ったノウハウを活か

し、東京工科大学型コーオプ教育プログラムを強く推進していく。 

④事業成果の普及

本学の取組内容については、本学のホームページにコーオプ教育に関するページを作り、それを通

じて紹介している。ここでは、東京工科大学型コーオプ教育を体験した学生のインタビューや学生の

実習風景など様々なコンテンツを掲載し、事業成果の普及に努めている。また、毎年、コーオプ教育

を紹介するパンフレットを作成し、企業開拓やオープンキャンパス等で配付することで、コーオプ教

育を紹介している。オープンキャンパスの機会には、東京工科大学型コーオプ教育を体験した学生が

講演する場面も設け、受験生やその保護者にも、東京工科大学型コーオプ教育を理解してもらう機会

を作っている。その結果、協力企業や協力業界団体が増えており、高校生およびその保護者への浸透

結果として年々コーオプ教育に取り組むことを目的に入学する学生も増え、長期学外学修の普及に寄

与している。 

また、他大学等からの依頼を受け、講演していることも事業成果の普及の一つとして挙げられる。
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平成 30 年度には、首都圏私立大学での講演や大学コンソーシアムのフォーラムにおいて発表を行っ

た。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。 

この他にも、平成 30 年度には、毎日新聞全国版（平成 30年 12月 11日付）や教育学術新聞（平成

31年 3月 6日版）に本学のコーオプ実習の取組が掲載されている。取材等の依頼があった場合には、

出来る限り対応し、様々な媒体を通じて、事業成果の普及に努めている。 

工学部のカリキュラムにおいては、学外就業体験を実施した次の期に、コーオプ演習Ⅲという授業

を必修科目で配置しており、実習の振り返りを行っている。この振り返りの集大成として学生は、ポ

スター発表会を行っているが、その場には、実習受入企業や受入を検討している企業の方々を招いて

行われる。学生が実習を経て学んだこと、また成長した姿を見てもらうことも事業成果の普及の一つ

と言える。 

⑤選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では、「生活の質の向上と技術の発展に貢献する人材を育成する」ことを基本理念として、それ

を実現するために、「実社会に役立つ専門の学理と技術の教育」（実学主義教育）を行っている。この

実学主義教育の目的は産業界や社会に貢献することである。これをさらに推し進めるべく、以前北米

における新しい教育方法を視察し、長期のコーオプ教育プログラムを実施している大学では、カリキ

ュラムの一環として、事前・事後教育の伴った長期の主体的な就業活動が行われており、それは、人

間形成や社会人基礎力の向上、学修意欲の向上等の教育効果が非常に高いことがわかった。 

 これを受けて、平成 27 年度に開設した工学部では、ギャップイヤーを活用した長期学外学修プロ

グラム（コーオプ実習）を導入する大学改革を行い、GPA 値の向上、高い進路決定率、高い満足度等

（詳細は後述）様々な面でこれまで大きな成果をあげてきている。 

ここで得た知見もあわせ、本学では、入口から出口まで質保証を伴った大学教育を実施するため、

以下の取組を計画し、また実施している。 

入試においては、受験生の能力・適性等を多面的に判定することおよび高等学校段階で育成される

学力の重要な要素を適切に把握し、本学の求める人物像に合致した志願者を選抜するために、入試方

法の多様化・ 評価尺度の多元化に努め、様々な入試区分を用意している。アドミッション・ポリシー

に沿った入学者を確保するため、平成 31 年度の AO 入試においては新たに基礎力を図る、教科・科

目に係るテストを実施した。今後も、アドミッション・ポリシーに沿った、入学者を確保できるよう、

適切な入学者選抜を実施するよう努めていく。 

学生の主体的な学びを促す授業方法に関しては本学では全学的に積極的に取り組んでおり、アクテ

ィブラーニング、反転授業、グループ学習、プロジェクトベーストラーニング（PBL）について、全

教員が参加する全学教職員会でその手法を紹介し、授業ごとのこうした手法の活用の有無について、

教員への授業方法アンケートでモニタリングしている。これらのうち、アクティブラーニングについ

ては、教員による授業評価の評点項目としている。 

学修成果の可視化の取組として、本補助事業では PROG テストを長期学外学修の前後に実施してい

る。また、事前教育のコーオプ演習Ⅱでの個別面談、事後教育のコーオプ演習Ⅲでの個別面談の結果

に、企業からの「コーオプ実習評価表」の結果を反映し、学生ポートフォリオである「コーオプ教育

成長の軌跡」として学生にフィードバックし、今後の学業・就活のための自己分析資料となっている。

これらの成果を受け、本学では、アセスメントポリシーの制定に向け、現在検討を進めるとともに、

令和 2年度からは、全学的に 1年生と 3年生を対象のアセスメントテストの実施を予定している。ま

た、4 年の集大成となる卒業課題については、ルーブリック評価の導入や全学的な学修ポートフォリ

オの導入を検討している。



（テーマ：Ⅳ、大学等名：浜松学院大学）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

学内における事業の実施体制について、継続的に AP 事業関連の通年科目の理解を深め、学生によ

る実習前の学習と実習後の学習を行い、実習後と年度末に成果報告会を行っている。科目内容と学内

体制の基盤を強化することで、学生の学習意欲を掻き立てる場を提供することができてきている。ま

た、現在、クォーター制への移行について緒に就いたばかりであるが、本学カリキュラム検討委員会

において正式に話し合う場を創出することになった。 

② 事業の実施体制

学内において、継続的に AP 事業関連の通年科目の理解を深め、学生による実習前の学習と実習後

の学習を行い、実習後と年度末に成果報告会を行っている。また、教職員に対して危機管理セミナー

を実施し、学生の学外での実習における海外渡航時の体制の再認識を行った。科目内容と学内体制の

基盤を強化することで、学生の学習意欲を発揮する場を提供することができてきている。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業開始当初の５か年計画を進める中で、国内外のフィールド関係者との定期的な繋がりが生まれ

た。事業計画の中に各フィールドの文化継承の機会や伝統行事を取り入れ、そこに学生が定期的に参

与することで必然的に事業の実施計画と継続性が確保されている。また、事業開始時の 1期生らによ

る団体が生まれ、この団体を維持する事により前任者の蓄積した経験や知識が、学生の目線から新入

生に伝達され、事業の継続と計画実行の意義が浸透した。 

④ 事業成果の普及

成果として、学内外で本プログラムの実施状況を周知させた事により、プログラムへの興味・関心

を高め、協力者や助言者によるプログラムの質の向上と規模の拡大につながった。 

 北遠フィールドスタディでは、観光地域づくりをテーマにして、伝統芸能の勝坂神楽や伝統野菜を

地域ブランド化させ、市内外から誘客するツアーを実施し、具体的な成果をあげることができた。学

生企画のツアーが新聞等に取り上げられる事により、活動に対する地域の理解も得られた。さらに、

参加した学生による、発展的行動が見られた（北遠フィールドスタディから学生の自主活動団体「や

まびこチャレンジ」が、ダバオ市フィールドスタディからは同じく学生の自主活動団体「浜松インタ

ーナショナルスクール」が設立された）。 

このほかにも、次年度はアメリカ合衆国の南フロリダ州立大学と共同して、双方の学生による北遠

フィールドスタディへの参加を計画している。ダバオ市フィールドスタディにおいては、日系フィリ

ピンの子どもたちに対して ICT活用した合同授業を実施している。また、ダバオ市内の南ミンダナオ

州立大学との協同学習を計画している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

「DiCoRes プラス委員会」の担当者を中心に、精力的に準備や指導に取り組み、プログラムを着実

に実施することができた。次年度はダバオ市フィールドスタディを実施したことにより、留学制度、

海外の大学とのサマースクールの協同実施について検討している。



（テーマ：Ⅳ 、大学等名：長崎短期大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

学年暦をセメスター制からクォーター制にし、学外学修体験の円滑な実施とその成果を確認するた

め①教学改革②学生の活動③学修成果の測定④学外実習先・留学先との連携⑤教職員の資質向上⑥評

価体制の 6項目をキーワードとして、教育課程の「実質化」と学修成果の「見える化」に取り組んで

きた。①教学改革では、3 ポリシーの見直し、カリキュラムマップの作成、成績評価へのルーブリッ

ク導入等を行った。科目単位でディプロマポリシーとの関連を意識し、教育目的等を見直すことによ

って科目間のつながり（カリキュラムポリシー）も意識した教育を展開している。②学生の活動では

地域社会を理解し、地域が抱える課題を発見する力が高まり、地域への提案ができるようになった。

また、学生の各種の語学検定試験のスコアやプレゼンテーション能力も向上した。③学修成果の測定

では、学修成果可視化テスト（PROG）を全学科で実施し、学生の総合的な能力の向上を検証している。

また、国際コミュニケーション学科を対象に英語力測定テスト（CASEC）を行い、過年度を含めたデー

タと既存の教務データを併せた教学 IR 活動を行っている。④学外実習先・留学先との連携では、ギ

ャップイヤーの期間に限らず、関係者と情報交換を行い、実習の事前から事後に至るまでスムーズに

連絡調整を行うことができた。⑤教職員の資質向上では、学内 FD/SDの開催、学外 FD/SDへの参加、

先進校視察を行った。学内 FD/SDでは、学長が本学の教学改革の方向性を示し、全教職員が共通理解

を深め、我が国の高等教育の状況を本学の現状と将来構想に照らし合わせ、教育活動に反映している。

学外 FD/SD参加や先進校視察によって他の大学関係者との連携が広がると同時に、本学の活動を対外

的に広報する機会となった。⑥評価体制については、地域のステークホルダーを対象にアンケート調

査を行い、その結果が学生の自信になるとともに、課題を明確にすることができた。地域住民、実習

先ならびに行政機関から構成する「Awesome Sasebo! Project推進委員会」や高等教育関係者等で構

成する「評価委員会」から、各取り組みに対する高い評価や専門的知見を得ることができた。また、

地域における本学の役割と今後の活動への期待を感じ取ることができた。 

AP事業の推進を通して、学科という学問領域の垣根をとりはらい、地域共生学という共通した理念

のもとで、学生の特性や志望する資格取得を可能とする教育課程を作ることが、本学に求められてい

る人材を育成するために必要であるという結論に至った。その結果、大学改革の加速として地域共生

学科食物栄養コース、製菓コース、介護福祉コース、国際コミュニケーションコースを設置すること

を機関決定した。 

② 事業の実施体制

平成 27 年度に学長のガバナンスの下事業を推進するため、国際交流・地域連携委員会の中に

「Awesome Sasebo! Project 推進室」を設置した。また、平成 28年度には全学の教学改革を行うこと

を目的とした「大学改革委員会」を設置した。その中で学生の“学びのループ”と教職員の“教学マ

ネジメント改善ループ”を連動させるシステムを構築し、エンロールメント・マネジメントを行って

いる。学生の学びのループとは、学生が学習成果について自己評価を行う→現段階の自分の能力を確

認→これからの夢や目標のために学ぶべきことを確認→学修ポートフォリオをもとに教員と面談→

次の学習の過程である授業を選択→受講という学びの PDCA サイクルである。教職員の“教学マネジ

メント改善ループ”とは、教員が 3つのポリシーをもとに教育目標と計画を立てる→授業を開講→学

生による授業評価や公開授業による他者評価を受ける→授業点検報告書やシラバスチェックによっ

て改善を行うという PDCA に基づいた教育改善のサイクルである。この二つのループを連動させ、一

人ひとりの学生の学びを支えるエンロールメント・マネジメントを機能させている。 



（テーマ：Ⅳ 、大学等名：長崎短期大学 ）

③ 事業の実施計画・継続性

（実施計画） 

教学改革 ：平成 28 年度より導入し 2 回目の完成年度を迎えるクォーター制について、5 年間の検

証と総括を行う。それぞれの学科（コース・専攻）の特性を活かし、地域と連携した学外学修体験活

動を検証・定着させる。 

学生の活動：ギャップイヤー（8～11 月）で地域と連携した学外学修体験を確立する。 

学修成果の測定 ： 今まで行ってきた学修成果可視化テスト（PROG）や補助期間終了に向けて実施

予定である測定テストを実施し、学生へフィードバックを行うと共に、学生の指導や支援に役立てる。 

留学・海外インターンシップ先とのマッチングのための英語力測定テストを国際コミュニケーショ

ン学科で実施する。また、韓国語検定試験（TOPIK）や中国語検定試験（HSK）の結果についても分析

を行い、過年度を含めたデータと既存の教務データを併せた教学 IR 活動を行う。授業外学修時間数

について目標に近づける工夫と改善を行う。 

学外実習先・留学先との連携：留学先や実習先を訪問し、本学の 3ポリシーについて説明を行い、

教育方法の協働開発・全体的なまとめに取り組む。 

教職員の資質向上 ：地域社会での学びを通した学修成果の検証を専門分野とする講師を招聘して

FD/SDを開催するとともに、外部の研究会等にも積極的に参加し、教職員の資質を高める。 

評価体制：地域住民や行政機関などから構成される「Awesome Sasebo! Project推進委員会」と高

等教育関係者・地域関係者から構成される「評価委員会」を開催し、最終年度の総まとめを行う。 

（継続性） 

 補助金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、令和元年度には

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。 

④ 事業成果の普及

第 67回九州地区大学教育研究協議会では、本学における AP事業の取り組みと、教育効果について

発表を行った。また、福岡女子大学・宇部工業高等専門学校・長崎短期大学の 3校合同で開催したシ

ンポジウムでは、学生が AP 事業を通じた学びの成果報告をし、本学の取り組みを学外に普及するこ

とができた。 

 また、2 月に地域住民をはじめとしたステークホルダーおよび高等教育関係者を招き、学内で成果

報告会（4 件のステージ発表と 22 件のポスター発表）を行った。学生・教職員を含め、来場者数は 270

名を超え、来場者間で情報共有が図られ、各事業への発展へとつながっている。 

地域での講座や高大連携講座にも学生が積極的に参加し、地域活動の報告を行っている。 

他大学・短期大学からも本学取組への視察等もあり、今後も情報発信を積極的に行う。 

最終年度である令和元年度には、全選定校やテーマⅣ採択校で合同シンポジウムを開催し、最終年

度の報告や他大学との情報交換を行う予定である。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業選定により導入したクォーター制学事暦を再度見直し、それと同時にカリキュラム改革、全

学的な「3 ポリシー」の見直しを行った。これにより、どのような人材を輩出するのかを学内で共通

理解し、連携して改革に取り組む組織体制が強化され、教育成果を実証的に検証することで教育の質

保証につながった。 

また、ギャップタームにおける中長期の学外学修の取り組みから、学生が主体的に学修する仕組み

を作り上げる一連の教育体制を確立することができた。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

４学期制を前提とした教育課程の改定を平成 30 年度より実施し，専門分野の知識・技術を核とし

ながら汎用的な基礎力と課題解決能力を養うための科目としてジェネリックスキル，技術者リテラ

シ，リサーチワークショップ，プロジェクト学習を設置し，思考力・判断力・表現力の獲得を目指し

ている。さらに本事業の主要取組である海外体験プログラム，長期インターンシップおよび地域教育

を通して主体性・多様性・協働性の強化を目指す。すなわち，本事業および教育課程改訂により学生

のリテラシとコンピテンシを伸張する教育改革を着実に進めている。 

② 事業の実施体制

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・事後指導を担当する。

さらに本事業推進の機動力向上ならびに成績評価等の連携強化の観点から，平成 30 年度より長期学

外学修プログラム推進室を教務主事の下に配置するとともに，教務部においてデータの集約・PDCAに

よる改善活動を実施している。 

外部人材として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。

各年度の事業成果の客観的評価ならびに潜在する課題を析出するため，学外有識者で構成する外部

評価委員会を設置し，PDCAサイクルに沿った事業改善を実施している。 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業の中心的取組は，クォーター制の導入と積極的活用，海外体験プログラムの拡充による異文

化適応能力の向上，インターンシップの拡充によるキャリアデザイン能力の向上，および地域教育を

通した地域課題に対する多様な視点の獲得である。 

以上の目標実現のため，平成 30 年度は以下に述べる実施計画に基づき，事業を推進した。まず，

平成 29 年度より導入したクォーター制の成果および問題点・改善点を析出した。次に海外体験プロ

グラムに関して，本校留学交流室および特任教員による事前事後教育を充実させるとともに，トビタ

テ！留学 JAPAN等の奨学金制度を活用し，学生の海外研修参加を促進した。また，学術交流協定校と

の協働による研修プログラム改善に加えて，現地での安全確保のため海外渡航安全管理ガイドブック

を改訂し，これを活用した事前教育を充実させた。長期インターンシップに関して，キャリア教育の

枠組みにおいて事前指導を徹底するとともに，長期インターンシップの実施および運用上の問題点を

キャリア支援室が中心となり実施・検討した。地域教育において，地域課題解決型地域教育のテーマ

拡大に加えて，小中学校を対象とした「ものづくり」教育および小学校を対象とした放課後学習指導

支援を昨年度に引き続き実施した。 

以上の取組に関して，全国高専フォーラムでの事例報告および近隣の大学と共同で AP 事業テーマ

IVシンポジウムを開催し，課題共有と成果波及に努めた。さらに，長期学外学修プログラム外部評価

委員会を開催し，俯瞰的視点からの本事業の評価ならびに改善点の析出を行った。 

補助期間終了後の事業継続へ向けて，海外研修実施時の適切かつ迅速なインシデント対応の実現に

向けて JCSOS 等が開催する危機管理セミナー等へ教職員を派遣し，国際交流支援に関わる教員のスキ

ルアップに努めた。長期インターンシップに関して，就職活動支援スキルアップ勉強会をキャリア担
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当教育コーディネーターの下で開催し，インターンシップと進路支援に関して情報共有およびグルー

プワークを実施することで教職員のキャリア教育スキルの向上を目指した。さらに本校 地域共同テ

クノセンターおよびテックアンドビジネスコラボレイトと協働し，インターンシップ受入企業との定

期的な情報交換およびインターンシッププログラム改善に関する意見交換を定期的に実施している。

地域課題解決型地域教育に関して，地域教育担当教育コーディネーターの下，平成 29 年度に引き続

き，地域教育アドバイザ教員が OJT として学生の指導に当たった。また，平成 30 年度入学者より科

目「地域教育」の履修可能学年を拡大し，在学時に最長で４年間の履修が可能となるようカリキュラ

ム改定を行った。地域教育アドバイザ教員の資質・ファシリテーション能力を向上させるため，事業

最終年度にワークショップを開催し，地域課題解決型地域教育の継続性を担保する方針である。 

 資金的な継続性に関して，最もコストを要する海外研修において旅行会社等の外部エージェントを

適宜活用することで安全を担保しつつ，引率経費等を削減する方針を固めた。これをバックアップす

るため上述のインシデント対応組織の構築を進めている。その他の取組および外部人材雇用は学内経

費にて十分に賄える計画であるが，国際交流やキャリアデザインに関する競争的資金獲得を今後も継

続する方針である。 

④ 事業成果の普及

平成 30年度全国高専フォーラム（平成 30年 8月 20-22日）にて八戸工業高等専門学校と共に「４

学期制に係るオーガナイズドセッション」を展開し，４学期制の設計指針や運用ノウハウを他高専や

他大学関係者と共有した。また，同フォーラムにおける AP 採択６高専によるオーガナイズドセッシ

ョン，AP採択６高専合同フォーラム（平成 31年 1月 26日）および岐阜高専 AP成果報告会（平成 31

年 3月 8日）にて本事業の成果報告とともに補助期間終了後の課題を共有し，事業継続のための意見

交換を行った。さらにテーマⅣ採択校である近隣の福岡女子大学，長崎短期大学とともに福岡市にて

合同シンポジウムを開催し，長期学外学修参加学生間のつながりを構築するとともに，他大学学生お

よび市民へ事業成果を報告・共有した。最後に本事業の成果と課題を他高等教育機関や企業・自治体

等へ幅広く情報発信すべく，テーマⅣ採択校による書籍の共同執筆・発刊へ向けて準備を行った。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

平成 29 年度に導入した４学期制をリファインしつつ，４学期制を最大限に活用する教育改革を進め

た。具体的には，本科１年次を対象としたリサーチワークショップおよび本科２年次以降を対象とす

るプロジェクト学習の導入により初年次からの専門教育へのアプローチおよび２～５年次に履修可

能な学年学科横断型グループアクティビティの機会を２学期に設定し，平成 30 年度入学者より適用

した。平成 30 年度時点では長期学外学修を主に夏季休業期間中に実施しているが，新カリキュラム

の学年進行に伴い２学期に実施する方針である。これにより全学生が海外体験，長期インターンシッ

プ，グループアクティビティ等から自ら志向する取組を選択可能な枠組みを形成できる。 

上記の教育改革の根底には「主体的学びの必要性を学生へ気付かせる」とともに，その実践により

エンジニアや社会人として期待される「異なる専門性を有するチームでの活動」ならびに「国境を越

えたエンジニア・チームによる課題解決」を実現することにあり，卒業時の質保証に資することがで

きる。 

⑥ テーマ別幹事校の取組

該当しない。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

（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月に同年４月入学の１年生に実施

し、３０年４月には 1 年生・2 年生全数に実施した。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。 

② 事業の実施体制

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。 

③ 事業の実施計画・継続性

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、学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。 

④ 事業成果の普及

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

で構成された協働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。 

この延長上で、基盤力テストそのものを全国の大学で実施していく準備も進めている。山形大学での

受験率を 99%以上に維持し、テストの内容だけでなく、テスト結果や分布、暦年での到達度の変化も

山形大学の全学生の結果を統計的に処理しベンチマークとして利用できるよう念頭に置いて準備を

してきた。これを利用して、全国の大学でも学生所有のスマートフォンを使って基盤力テストを実施

し、入学時・卒業時到達度評価を行うことが山形大学との比較を含めて可能である。また教育プログ

ラムごとの質保証に関する評価であればサンプリングした学生群でよく、必ずしも全学生で実施する

必要はない。現在、複数の大学から基盤力テストの実施について問い合わせがあり、実施の打ち合わ

せを行っている。 
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⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

まず、基盤力テストの結果を全学の教育研究評議会および学部統括教育ディレクター会議で評価検討

し、各教育プログラムで教育目標や教育内容を修正・改善するための議論が行われている。 

山形大学ではカリキュラムポリシーを基にしたカリキュラムマップ・カリキュラムチェックリストが

平成 29 年度に改正され学士課程教育のさらなる体系化がうたわれた。これについて学修到達度の評

価検証が始まっている。カリキュラム改善については、教育プログラム設計レベル（統括教育ディレ

クターレベル）、科目・部門レベル（教育ディレクターレベル）、そして現場の教員レベルにおいて再

検討が行われている。例えば理系科目において、基盤共通科目と専門科目およびそれぞれの授業のな

かでの教育単元の再検証や、さらには 1〜3 年次を一貫し教育効果の最大化を意識した議論が始まっ

ている。これは基盤力テストという客観的な教育指標を基にして自発的に駆動されているという点

で、これまでのカリキュラムマップによる体系化やナンバリングによる可視化といったどちらかとい

うと外部からの要請に基づく主観的かつ受動的な教育改革の取組に比較して、本来の意味で客観的か

つ主体的な大学教育改革の取組が可能になったといえる。 

また、実践地域基盤力テスト（5因子性格調査）、出欠や課題提出率、教員からの所感などといった学

修及び生活習慣に関する早期に評価可能な客観指標を統合し、入学直後から学生が直面するリスク因

子をほぼリアルタイムに評価検証する「アーリーアラートシステム（仮称）」を試行し、学修指導・厚

生補導に利用できるようになった。 

大学 1 年次での成績や学修態度は、4 年間の成績、就職率やさらには中退率にも比較的大きな影響を

与えるということが知られているが、これまでの基盤共通教育では全学出動態勢での教育という性質

もあり、前期終了後必修科目の単位取得ができなかった時点で学修指導が行われるなど必ずしも学生

情報の集約ができていたとはいえない。1 年次でのほんの小さなつまずきがその後の学生生活、社会

生活に影響を与える可能性を鑑みると、極早期に学修指導・厚生補導の体制ができたことは大きい。

平成 30 年度の試行では必修科目「スタートアップセミナー」において 5 月時点で早期介入を行うこ

とにより 42名の学生に学修指導を行い、平成 29年度に比較して成績の底上げが行えた。このような

介入は指標の予言力に多少の攪乱を招くものの、教育機関としては一定の成果であるといえる。 

最後に、特にこの AP 事業での大きな改革の成果として、ただ直接評価指標では提示できないメタレ

ベルの変化としては、全学一律に実施している直接評価指標に基づいて、全学のさまざまな場で議論

ができる雰囲気が醸成されたということである。これまではアンケートによる間接指標が中心で、結

局何を改善すればよいのかが明示化されずただデータを死蔵していただけとなっていたのが、客観指

標・直接評価では具体的に何ができて何ができていないのか、何を重視して何に取り組まなくてよい

のかが明確化され、これまで実際のところ役員や学部長レベルでしか共有されていなかった大学教育

改革について、現場の教員からもカリキュラム全体を見据えた教育改革・改善の議論がでてくるよう

になった。これは GPA などでは難しい、教育プログラムを直接評価しまた学部学科の壁を越えて学修

到達度を横並びに評価することのできる基盤力テストだからこそ、といえる。 

このような学内での教育改革・教育改善の意識の高まりの中で、当然のごとく出てくるのが、学生の

入学前、そして卒業後の直接評価指標による追跡、学生だけではなく保護者・高校・地域企業・自治

体といったステークホルダーによる評価の重要性である。現在学長が先頭に立って、山形大学がまず

山形県の小・中・高、地域企業や自治体、そして保護者や地域住民のために何ができるのかというこ

とを、直接評価をもとに PDCAサイクルを回すためのプロジェクトを検討している。 

以上のように、基盤力テストによる直接評価はシンプルなだけに教職員を動かす力は強力で教育改善

をし続ける大きな慣性を与えることができ、大学教育の質保証の根拠としても社会に提示できるもの

となっている。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学では，卒業時の質保証を１）教学マネジメント改革，そのための２）学内情報ロジスティクス

の改革で推進する事業を進めている。教学マネジメント改革は，機関別認証評価でも求められている

教育の内部質保証システムという自律的改善の仕組みの導入であり，高等教育における TQM（総合品

質経営）の試行的実践という側面もある。 

本学では，３つのポリシーを定め，それぞれの教育プログラムを設計，運営し，授業を配置，実施

している。教員は授業をマネージし，学科等は（教育目標を持つ最小ユニットである）教育プログラ

ムをマネージし，学部は（教育プログラムを束ねた）学位プログラムをマネージし，大学は，それら

を統括的にマネージしている。即ち，教員，学科，学部，大学がそれぞれの担当領域において，目標

と現状との差分を把握し，目標達成のために何をすべきなのか，ということを考え，自律的に行動し

ている。そのためには，必要な時に，必要な情報を，必要なだけ，その情報を必要とする者に提供し

なくてはならない。また，さまざまなデータ収集や調査，分析を要するとともに，今後，学内でどの

ような情報が必要なのか，という需要予測のもとでさまざまな調査計画を立てたり，迅速かつ正確に

情報を各教員に届ける仕組みを構築しなくてはならない。 

本事業採択後，これらのデータ収集・分析及び提供を継続的に行い，平成 30 年度は全学で６回，

各学部単位で 19 回の教育改善に係る FDを実施した。また教育プログラム単位においては，学科・コ

ース会議等の場で，各種データを活用した FD ミーティングが実施され，各階層による有機的な教育

改善を図る取組が行われた（報告があった FD ミーティング回数は 45 回）。これに加え，学務系職員

に対しては，SD「教育の内部質保証システムと学務系職員の果たす役割」を開催し，各種データをエ

ビデンスとした教育の内部質保証の必要性の啓発を図った。この SD の一部は他大学の職員（福島大

学・宇都宮大学）も参加して実施された。 

また，全学委員会である教育改革推進委員会においても，各種データを積極的に共有し，新入生に

対する DP 周知企画の開催，成績不振学生対応方針の見直しなど，多様な視点・方法により教育改革

を進めている。 

② 事業の実施体制

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。加えて，

平成 31 年４月からは，学務部学務課との連携体制を強化し，密接な教職協働体制に移行することを

決定した。 

③ 事業の実施計画・継続性

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（アドバイザリーボード）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。
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④ 事業成果の普及

事例紹介の依頼が８大学・協会（東京海洋大学，大阪市立大学，愛媛大学，日本システム技術株式

会社，茨城県立医療大学，筑波技術大学，九州大学，九州地区私立短期大学協会）からあり，AP事業

の成果の発信を行った。 

AP 事業校同士の連携については当該年度も東日本国際大学と共同で，米国の IR,アセスメントに関

するセミナー（94名参加），研究会（8名），事例検討会を実施した。いずれも２大学以外の参加者を

広く募って AP事業の成果発信の場としても活用した。 

AP 取り組み事例については，本学と福島大学，宇都宮大学との３大学合同学務系職員 SD や大学評

価・IR 担当者集会において内部質保証システムセミナーを開催した。前者は 34 名が参加し，教育の

内部質保証の重要性が理解できたと回答した者は 91.2％，後者は 23 名が参加し，満足度（５段階評

価で上位２つを選択した割合）は 96％であった。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では，２つの IR 機能（大学戦略・IR 室，全学教育機構総合教育企画部門）をコアに，学内で

の教育改善情報の流通向上を図った。平成 30年度は，人材育成 Annual Report（学修成果ファクトブ

ック）機能を持つ，「茨城大学 FD/SD支援システム」を開発，導入し，各教育プログラムへ学生調査結

果の提供を開始した。これに支えられる形で，全教員が授業点検を実施，各教育プログラムでは，FD

ミーティングを実施，各学部では FD 研修会を開催している。全学的な教学マネジメントを担う教育

改革推進委員会も含め，EBPM（Evidence Based Policy Making）を基本にできるような体制が構築で

きており，自律的改善の仕組みが整いつつあるが，これを戦略的に改善から改革へと展開できる仕組

み作りが今後の課題となっている。 



（テーマ：V、大学等名：東京外国語大学）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学は、入学から卒業に至るまでの学修活動の体系化や達成度の可視化、さらに、学生の自主活動

の把握、学生の備える行動・発信力の可視化など、本学が抱えていた教育上の課題を、「卒業時の質保

証」に結び付けて改善しようとしている。その意味で本取組は東京外国語大学の教育改革の中核をな

すものであり、本事業の順調な進捗により、大学全体の教育改革の加速が確認できる。 

すなわち、本学は、学生が身に着ける力を、ディプロマポリシーに基づき①言語力、②専門力、③

行動・発信力に分類した。その上で、本取組を通じて、それぞれの力の再定義を行い、その達成度の

可視化の手法を開発した。①については、英語と専攻言語を CEFR-J 基準により判定し、５技能の達

成度を示すチャートにより可視化する。②専門力については、本学の開講授業に AP コードと呼ばれ

る記号を付し、それを活用することにより学生の履修状況の体系性を確認し、専門科目のみを対象に

した GPAにより達成度を確認する。また、③については、留学やインターンシップ、ボランティア活

動や部活動、アルバイトを含むその他の活動の実施記録により可視化し、社会人力外部試験により達

成度を測定する。以上の記録を、在学中には学修活動履歴書に、卒業時にはディプロマ・サプリメン

トにまとめ、これにより、大学における学修の達成度の証明を行うこととした。

本事業は、開始から３年を経て本学に定着しており、教育改革の加速に貢献している。

② 事業の実施体制

副学長が主宰する教育アドミニストレーション・オフィスの下に設けられた学部 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、国際社会学

部・国際日本学部の両学部長、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、全学の教育アドミニストレーション・オフィス、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。 

また、年に一度、外部有識者（6名）を含む TUFS教育改革会議を開催し、十分な意見聴取を行った

うえで事業の改善につなげている。 

③ 事業の実施計画・継続性

上記のように、本事業は、本学教育改革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

して実施することを、教育アドミニストレーション・オフィスおよび全学の総合戦略会議において決

定している。すでに一部の事業を、本学の一般経費や基金により運営するなどし、経費面での継続体

制を実現している。 

④ 事業成果の普及

 本学は、ディプロマ・サプリメントを、EUで普及している様式にのっとり、日本語・英語で作成し

ている。この手法に興味をもつ問い合わせには積極的に応えており、その普及に努めている。 

 うち、言語力に関する CEFR-J 基準については、今後の言語教育のスタンダードになるべきものと

考えており、全国外大連合などを通じ、学外への普及促進に務めている。また本事業のホームページ

を通じて情報提供を進めている。 

 また、テーマⅤに採択された他大学との共催による AP シンポジウムを開催し、本学の取組を普及

した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組



（テーマ：V、大学等名：東京外国語大学）

本取組は、卒業時の質保証を行うものであるが、本学は、各 AP 選定大学等における取組実績を参

考に、入学から卒業までの教育改革を実施している。 

すなわち、高校との協働による高大接続の強化（テーマⅢ）については、東京農工大学による「科

学技術者入門プログラム（IGSプログラム）」を参照し、高校生に大学の授業を体験させる試みを行っ

ている。実際、東京農工大・電気通信大学とともに、平成 28年度から毎年「高校生グローバルスクー

ル」を実施し、高大接続の段階から文理融合型教育への関心の喚起に務めている。

入試改革（テーマⅢ）については、お茶の水女子大学による「新フンボルト入試」から受験生の意

欲や行動力の判定の手法を学び、平成 31年度入試からの推薦入試枠の大幅な拡大に結び付けた。 

入学後の初年次教育については、基礎リテラシー、基礎演習の必修化により改革に務めている。ま

た、１年次の短期海外留学を特に奨励し、平成 30 年度には、その参加者は１年次学生の 52％に達し

た。これにより、初修で学ぶ言語が使われている地域を初年次に体験し、２年次、３年次の長期留学

につなげている。 

また、教育の質的転換を図るため、全学をあげてアクティブラーニングの浸透と、学修成果の可視

化に務めている。アクティブラーニングについては、春学期・秋学期の全科目においてアクティブラ

ーニング課題を設定し、学生の自主的な学修活動を促す手法を取り入れた。この実施にあたっては、

テーマⅠ・Ⅱ（複合型）に採択された金沢大学の実施例を参照した。学修成果の可視化は、本学の取

組である卒業時の質保証に密接に関連する。可視化された学修成果が、卒業時に配布するディプロマ・

サプリメントに記載されるからである。上述（①大学改革の加速）のとおり、本学は①言語力、②専

門力、③行動・発信力のそれぞれにつき、その再定義を行い、学修成果の可視化に務めている。その

実現にあたっては、テーマⅡ（学修成果の可視化）に採択された横浜国立大学によるカリキュラムマ

ップの考え方を参照した。 

以上の教育の質的転換に関連し、学事暦の工夫や長期留学に対する大学の支援も欠かせない。本学

は、すでに平成 27年度に TUFS クオーター制度を導入し、夏学期・冬学期には必修科目を置かず、短

期海外留学を中心に、学生による自主的な学修活動を促す体制を整えたが、学外での活動の在り方に

ついては、テーマⅣに採択された武蔵野大学の取組を参照した。本学は、短期海外留学については、

年間 173プログラムを提供し、長期留学については、159校への派遣留学プログラムを整備しており、

学外での学修プログラムの充実を図っている。 

こうした学内外での学修の成果を、外部に対して保証する仕組みが、ディプロマ・サプリメントで

ある。従来の成績証明書を超えて、学生が身に着けた力を３種に分類し、その達成度を可視化したも

のである。本学は AP事業に採択された本事業を通じ、在学中の学生に対し、eポートフォリオ「TUFS 

Record」の活用を促し、大学生活の学びの成果の「見える化」を進めている。それをもとに在学中は

「学修活動履歴書」を、卒業時において「ディプロマ・サプリメント」を発行し、本学での学修成果

を学生自身、および社会に対し可視化している。 

以上のように、本学は、AP 事業を通じ、入口（入学）から出口（卒業）に至る質保証を伴った大学

教育の実現に努めている。 



（テーマ：Ⅴ 、大学等名：高知大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本学は、第３期中期目標(平成 28 年度〜６年間)に掲げる「総合的教養教育を基盤とし、「地域協働

による教育」の深化を通して課題解決能力のある専門職業人を養成する」ことにより「地域活性化の

中核的拠点」のモデルとなることを目標としている。 

この目標を達成するためには、学生の知識・技能を高め、個々のコア・コンピテンシーの育成を図

りながら、これらを活用するメタ・コンピテンシーを高めていくことが必要となる。このような教育

活動を効率的に行うには学生たちが、自らの学修の意義や目的を十分に理解していることが重要であ

る。また、「地域協働による教育」とは、地域の現場で現実の課題に直面しながら、課題を解決しよう

とする活動において、知識や技能が自分の中で統合され、世の中に働きかけることができる学生を育

成するものであり、その過程で学生は自己肯定感や自己効力感を高め、より学習意欲を向上させるこ

とができる。 

上記の取組の質を担保するため、「統合・働きかけ」の評価方法を開発し、GPAとともに、コンピテ

ンシーも含め多面的に評価する体制を整えた。さらに、教職員の教育改善に関わる意識改革を推し進

めたことによって、学生たちが生き生きと学べる教育環境の整備が加速した。 

② 事業の実施体制

平成 28 年度に設置した、副学長兼理事（教育担当）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 31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。 

③ 事業の実施計画・継続性

「Ⅰ.教育改革に向けた教職員の意識改革」では、グッドプラクティス集の作成や全教職員参加型

の FD・SD ウィーク（授業公開週間）、学生面談に関わる FD、高知大学全学 FD フォーラム、全学共通

授業アンケート、授業科目における成績評価分布の公表を順次実施してきた。全学共通アンケートや

全教職員参加型の FD・SD ウィーク（授業公開週間）は専用の Web サイトを開設しており、引き続き

実施する予定である。また、これら Web システム内に蓄積されたデータを基に、教職員の意識改革に

有用となる分析検証を行う。さらに、成績評価分布の公表後は、各学部等で成績評価結果を踏まえた

FDを実施するなど、本事業で構築した内部質保証体制は今後も継続する。 

「Ⅱ.ディプロマ・ポリシーに基づいた多面的評価指標の開発」では、開発した評価指標に基づき

「10＋１の能力」を評価する全学的な体制を整備した。外部アセスメントテストは補助期間終了後も

継続して実施が可能であり、この評価指標を外部アセスメントテスト結果等のデータと照らし合わせ

ながら、評価指標の信頼性について検証と検討を重ねていく。また、ディプロマ・サプリメントの開

発を行い、学修成果の可視化と質保証を進めていく。 

「Ⅲ.地域と社会と協働した学生の成長の検証」では、在校生への調査や卒業生及び卒業生就職先

への調査を実施し、学生の成長を検証してきた。卒業生就職先調査の回収率が低いことが課題ではあ

るが、在学生・卒業生に対する調査は紙媒体から Webアンケートに調査方法を変更したことから、実

施に係る作業の効率化を図ることができ、今後も継続できる体制を整えた。 



（テーマ：Ⅴ 、大学等名：高知大学 ）

④ 事業成果の普及

・卒業段階でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価する仕組みの構築

学生が身に付けるべき能力を社会との接続の視点から捉え直し、企業や学校関係者等の学外の社会

人と協働して、「10＋1」の能力とそれを評価するルーブリック指標を開発した。＋1 の能力に当たる

「統合・働きかけ」についてはパフォーマンス科目を各学部・学科・コースで選定し、３年生の形成

的評価と４年生の総括的評価を実施した。従来の成績評価では、GPA を用いて学生の学修評価を行っ

てきたが、「10＋1の能力」の明確化と能力指標を作成することで、GPAに加え、多面的な評価軸を用

いて、卒業段階で学生がどれだけの能力を身に付けたのかを客観的に評価するための体制を構築し

た。さらに、本学が実施する診断的評価・形成的評価・総括的評価について、学生による自己評価、

教員による他者評価、外部テスト、学生の振り返りとそれを支援する教員による面談、卒業生調査及

び就職先調査の実施時期を明確にし、入学から卒業さらには卒業後までの評価の体系を構築した。 

・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

学生の学修成果を客観的に提示する方法として e-ポートフォリオを再構築するとともに機能の拡

充を図った。e-ポートフォリオを活用することで、学生自身が（１）自分の成長の過程を可視化でき

る、（２）自分の強みと弱みを知ることができ、自己分析の判断材料になる、（３）就職活動時に自分

のことを語る根拠になる等、学修成果を一元管理でき、卒業後の進路に向けた道標となる。 

また、学生自身が自己の形成的評価を行うための「ポートフォリオサマリー」を開発したことで、

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が完成した。e-ポートフ

ォリオを活用し、毎年度各学期末に形成的評価を重ね、併せて教員による面談体制を強化することで

学生が自身のキャリア形成に向けた適切な自己評価を深めていくことができる仕組みを構築した。さ

らに、卒業時の学修成果を客観的に提示する方法として令和元年度卒業生から、卒業時に学位記・成

績証明書と合わせて「ディプロマ・サプリメント」を発行する。 

・取組成果の情報発信

本事業の取組によって得られた成果を、全国の高等教育機関に波及させるために、学内外の関係部

署と連携して、幅広く研究成果の発信を行っている。具体的には下記のとおりである。 

（１）本事業に関するホームページの設置、（２）事業報告会として、全学 FDフォーラム等の開催、

（３）高等学校と大学教職員を対象とした公開研修会の開催（SPODを含む）、（４）シンポジウムの開

催、（５）高知大学広報誌『Lead』による事業内容の周知、（６）教育関係雑誌等での事業内容の紹介 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業では、３つのポリシーに基づき、卒業段階でどれだけの力を身に付けたのかを客観的に評価

する仕組みやその成果をより目に見える形で社会に提示するための効果的な手法等を開発するとと

もに、大学教育の質保証に資するため、学外の多様な人材との協働による助言・評価の仕組みを構築

してきた。そして、これらの取組のすべてが可視化され、学長をトップとしたガバナンス体制の下に

これを管理し、教育改善の基礎データとする体制を構築した。 

また、本事業の実施にあたり教学に関わる教職員が事業の当事者となる仕組みをより強固に構築し

てきた。教職員の育成については、各学部から選出された教育ファシリテーター（＝FDer）を中心と

した各学部開催の質保証に関わる FD や授業参観によるグッドプラクティスの収集等を行った。教育

ファシリテーターを中心に学部 FD 体制の強化を図るとともに、大学教育・支援に関わる IRデータの

検証を行う大学教育創造センターの専任教員が IRer として機能するように、事務局学務課と連携し

てデータの一元管理や検証・分析を行い、要員を育成した。 

以上のことから、本 AP 事業を通して、全学で継続的・発展的に質保証に向けて取り組む体制を整

備した。 



（テーマ：Ⅴ、大学等名：鹿屋体育大学 ）

【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

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。 

本事業の取組の中心は、教育企画・評価室が担い、関係委員会等と連携しながら教学担当副学長の

傘下で進めてきた。これまでの取組や教育改善の素早い意識決定をするために、令和元年度からは学

長の傘下とすることを検討し、教学の内部質保証に関わる組織として位置づけられることとなった

（②事業の実施体制を参照）。

また、教育の質保証を確かなものとするために、【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】基礎的な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の教育的効果を可視することを行ってきた。これにより、令和 3年

度からの新教育課程の構築に向けた改訂作業を学生の実情を踏まえたエビデンスベースで行えるよ

うになった。例えば、4年次の 11月から 2月の卒業研究を仕上げる学びを通じて、学生の課題解決力

等の急激な成長を確認し、その卒業研究の学修効果や課題について把握できた。 

 また、可視化した学修成果を学生自身で振り返る学修ポートフォリオの構築（NIFSpass）や DP を

意識した授業振り返りアンケートへの改編作業は、学生及び教員へ授業科目と DP で目指す学修成果

との関係を強く意識づけさせることに繋がった。 

加えて、卒業時及び卒業後（卒業後 3 年と 10 年）の学生に対しても、学修成果に対する満足度等

の調査を継続できる体制を整備するとともに、その情報を教育改善にも反映させるようにした。 

 まだまだ達成すべき課題や改善課題は残るが、以上のように AP 事業を通じて「卒業時における質

保証の取組の強化」を継続的に実施しえる環境や体制を整備でき、大学改革は加速している。 

② 事業の実施体制

本事業は、教育企画・評価室が中

心となり、教務委員会等の既存委

員会との連携で教育改革を進める

ようにしている。また、学長懇談

会等を通じて多くの教員に本事業

の取組やその成果についても報告

し、理解を得ている。同時に学修

成果の可視化作業においても協力

を得ている。 

 なお、令和元年度より「運営企

画会議」が全学的な内部質保証の責任組織となることにより、本事業の推進役を担う「教育企画・評

価室」が学長の傘下で、継続的に教育改善が行える体制を検討・整備した（上図）。 

一方、本事業の評価を行うために、専門知識を有した大学教員やスポーツ指導者養成団体関係者、

及び「スポーツ指導実習」の受入先のステークホルダー(民間団体・産業界等)を外部評価委員として

委嘱し、事業計画に基づく進捗状況の確認・評価、教育の質保証に向けた取組に対する示唆を得てい

る。また、外部評価委員会は、平成 29年度に 1回、平成 30年度に 2回実施した。 
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③ 事業の実施計画・継続性

今後も「教育の質保証」の観点から、学長の傘下で教育企画･評価室が中心となり、学生の学修行動

や学修成果の可視化を図り、継続的な教育改善に関する情報提供や提言を行う。そのためにも、令和

元年度内に、教学アセスメント・ポリシーを策定する。 

継続して可視化する事項は、【１】DP で目指す資質・能力、【２】教育に対する満足度等、【３】授

業時間外での学修時間を含む学修行動（授業の取組を含む）、【４】卒業生（卒後 3年、10年の者を対

象とする）における大学教育の短・長期的な教育効果や満足度とする。また、学生自身で学修成果を

振り返り、改善策を考えるために構築した「学修ポートフォリオ（NIFSpass)」や授業毎に行われる

「授業振り返りアンケート」も継続して運用する。 

新たに「授業振り返りアンケート」において、優れた教員の授業を表彰する取組も実施する。加え

て、卒業時に学生の学修成果を総括する「卒業時学修到達レポート（仮称）」を作成・配布する予定で

ある。また、これまでの教育成果や教育・学修行動の可視化情報を手がかりに、令和 3年度からの新

教育課程の改善・編成についての提言を行う。 

 なお、本取組で必要な経費（学外テストの実施や専門職員の雇用等）の一部は、学内予算を活用し、

補助事業打ち切り後の経費確保の準備を進めている。 

④ 事業成果の普及

本事業における本学の教育の質保証の取組は、定期的にホームページ等を通じて公表している。他

の大学等で参考になる事業成果としては以下の二つがあげられる。 

一つは、開設授業科目と DP で目指す資質・能力の対応関係を明らかにしたことで、DP で目指す資

質・能力の修得度を授業科目の成績評価を手がかりに可視化したことである。これにより、教育と学

修とを密接に往還させ、学修・教育の改善を円滑に図ることが出来た。 

もう一つは、スポーツ指導力の可視化の一環として「スポーツ指導力に関わるプロフィール型テス

ト（通称：SCCOT）」を開発したことである。SCCOT は、現在日本のスポーツ界が目指している「プレ

ーヤー中心の考えに基づいたコーチングを行うための行動・判断スキル」を測るものである。このス

キルが高く判定されるほど、昨今スポーツ界で問題視されている体罰等について、「体罰は指導に有

効ではない」「スポーツ指導に体罰は必要ない」という態度を強く持っていることがわかるようにし

ている。本学では、この行動・判断スキルをスポーツ指導力（者）の基礎力として捉え、学生の学び

の成果や教育効果としてテスト結果を提示している。現在は、他の体育系大学やスポーツ競技団体等

と協力して、本テストの試験的実施やスポーツ指導者のための適性判断などにも活用できるように、

環境整備を進めている。SCCOT の普及により、スポーツ指導者の資質・能力の可視化、さらには、倫

理観のある（暴力・体罰等を行わない）スポーツ指導者の研修や養成が可能となると考えている。 

なお、最終年度には、これまでの取組と成果、今後の改善点を報告書にまとめ、情報発信する。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本事業では「卒業時における質保証の取組の強化」を図るために、入学時から卒業時までの学生の

学修成果（満足度・修得度を含む）や学修行動の可視化とそれを手がかりにした学修・教育改善を中

心に取り組んできた。その結果、教学の内部質保証を確認・改善できる体制や環境を整備することが

できた。令和元年度には、AP、CP、DPを手がかりに全学レベル、教育課程レベル、科目レベルを考慮

した教学アセスメント・ポリシーを整備する予定である。 

今後は、教学システムの大規模な更新作業を通じて、手作業による教学データの集約を少なくし、

より学生個人データの管理を効率的かつ分析・評価できる体制・環境整備を行う予定である。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成 30年度の AP事業の取組により、大学全体の改革が加速された点として、主として以下の３つ

を挙げることができる。 

・「OCU 指標」の導入を通じた教育改善 

平成 30年度には、（先行して導入していた経済学部およびユニット制をとる医学部医学科を除く）

全学部において、学部独自の学修成果の決定および全専門科目の OCU指標の成果配分値の決定が行わ

れた。これにより、次年度より OCU指標による学修成果の把握と可視化が可能な体制を全学的に整え

ることができた。この体制整備により、OCU 指標を学位プログラムにおけるディプロマ・ポリシーと

カリキュラムの相互関係の確認や見直しに活用することが出来ることとなった。実際に、OCU 指標を

先行導入していた経済学部では、試行運用実績をもとに、専門科目における成果配分値の見直しが行

われるなど、OCU指標の導入は、教育点検・改善(内部質保証の取組)に寄与しつつある。 

・FD・SD実施体制の整備

平成 29年度までは、各部局等と全学とで個別に FD活動の取組を行ってきたが、全学的な戦略のも

とでの活動や全学的情報周知と集約ができるよう体制を整え、令和元年度からの「全学 FD 委員会」

の設置が決定した。また、SD 活動についても、本学では、これまでも学内で様々な SD の取組が行わ

れながらも、取組の全学的な集約や実施状況の評価を次の取組に活かす体制にはなっていなかったた

め、平成 30年度には「SDの在り方検討ワーキンググループ」が起ち上げられ、全学的な定義を定め、

多様な取組を体系的に把握することができるよう議論を始めた。これらにより、今後、全学的組織体

制の支援のもとで、本学の「教育改善･FD宣言」に則した、教育改善及び FD・SD活動の取組を効果的

に実施できる体制への整備が進んでいる。 

・教育方法の改善のための取組

平成 30 年度には、様々な教育実践を各教員が学び、それぞれの授業・教育に活かすことができる

よう、ワークショップ等の開催や「教育実践事例 WEB データベース」（本学教員による多様な教育実

践事例を参照できるデータベースであり、各教員が個別に取り組んできた工夫や課題に関する経験･

事例を全学で共有しやすくすることで、教育方法の工夫や改善を促進することを目的に構築されたも

の）において Active Learning 型の教育実践事例分類を追加する等の改修を通じて情報提供を行っ

た。また、第 20回 FDワークショップとして全学向けに、授業デザインの観点からの反転授業の実施

に関するワークショップも開催した。これらによって、Active Learning型の教育をはじめとする学

生の学修成果向上に資する授業推進や教育方法の工夫･改善の促進を図り教育改善に貢献した。 

② 事業の実施体制

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年度に正式稼働した、

内部質保証総合活用スキームの構築・運用の起点である「学修支援推進室（通称：OCU ラーニングセ

ンター）」を継続して稼働し、学内関連部署との連携体制のもとで、学生の自律的学修を促進するため

の取組を継続して実施した。さらに、「OCU指標」の活用も含めたキャリアデザイン（教育）支援の実

施と、本学の教育成果に対する社会的評価の把握のため、ステークホルダーとなる本学卒業生の就職

先企業に対する調査を企画し、新たに就職支援室と連携して令和元年度での企業調査の実施に向けた

段取りを進めた。 

また、本学の教育・学修成果を評価する「学内教育評価委員会」を開催し、教育目標に即した直接

および間接評価（OCU 指標、各種調査結果、PD・TA・SAの活動状況等）の実施状況を集約・分析し、

事業の進捗状況と問題点の洗い出しを行った。全学的動向と事業終了後を見据えながら、「OCU 指標」

の活用による教育改善や学修相談のより一層の有効化に向けた課題整理を行い、次年度以降の事業運
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営方針に反映させることができた。 

③ 事業の実施計画・継続性

〈OCU 指標チーム〉では、全学共通教育科目における OCU 指標の導入と、学部独自の学修成果およ

び全専門科目の成果配分値を決定し、令和元年度から OCU 指標の全学的導入が可能な体制を構築し

た。同時に、学生が OCU 指標を参照しやすくするためのシステム改修を行った。〈学修推進チーム〉

では、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継続して行った。具体的には、

一般的な学修相談、英語学修支援と数学学修相談を実施した。平成 30 年度は、英語学修支援の支援

内容を拡大し、新たにライティングに特化した英語学修支援を開始した。数学学修相談では、PD相談

員を中心に、学生向け広報の仕方を工夫しながら相談を実施した。継続して TA/SAを募集し(年４回）、

TA/SA へのアンケート調査および学修支援推進室に勤務する TA へのヒアリング調査を実施し、TA/SA

の業務内容や育成プログラムの点検と改善を行った。TA/SA と教員や学修支援推進室勤務の PD とが

協力しながら、自律的学修促進のための補助学修教材「学びの Tips」の開発や各種の学修･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。〈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。 

これらに加え、補助期間終了後を見据え、基幹教育機能を持ち、今後も持続的・効率的に全学横断

型の教育プログラムを担えるよう、学修支援推進室の機能を拡大する方向で、令和２年度以降に「教

育開発支援室」の設置を決定した。 

④ 事業成果の普及

平成 30 年度の成果として、次年度からの OCU 指標の全学的展開に向け、「OCU 指標」の成り立ちや

特徴をわかりやすく解説した資料（学びの Tips）を発行し、これを活用した説明会を実施した。令和

元年度全新入生への配布も行う等、学内での周知に努めた。 

学修支援推進室における学修相談の利用は計 359件であり、平成 29年度の 201 件から約 80％の増

加となった。自主学修教材「学びの Tips」を計 10種発行し、平成 30年度からは、学修支援推進室 HP

でも学内公開したことで、広く利用が可能となった。さらに、授業時間内だけでは修得することが難

しい、レポート執筆やプレゼンテーション等に関する学修・教育支援のセミナー等を計 19 回実施し

た。これらの一部は、学生のための学生による学修支援として、学修支援推進室勤務の TA/SAが、企

画・実施している。このこと自体が、自律的に学修する学生のモデルの提示ともなっている。 

これら全成果(や途中経過)を、全学 FD事業や大阪府立大学・大阪市立大学・関西大学 AP合同フォ

ーラムにおける報告と資料配付および APパンフレットへの掲載、APテーマⅡ・Ⅴ全国シンポジウム、

テーマⅤ地域別研究会等における資料配付を通じて、本事業の成果の普及に努めた。

また、平成 30 年 10 月に学修支援推進室の HP を公開し、本事業の成果を公開するとともに、学生

が各種学修支援や自主学修教材等にアクセスしやすいページ開発･情報公開や記事の発信を行った。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

OCU 指標を活用した学修成果の可視化のための OCU指標の成果配分値の決定過程において、平成 30

年度までに、全学的にディプロマ・ポリシーとカリキュラムの整合性に関する点検が行われた。さら

に、OCU 指標を全学的に展開することにより、令和元年度以降からは、OCU 指標の活用およびその点

検作業を軸とした PDCAサイクルのもと内部質保証の体制を整備することができた。 

全学 FD事業として AP事業での取組を全学的に周知・共有するとともに、AP事業以前より行われて

きた各学部等における学修成果の質保証に係る取組や各種調査データの活用についての FD 研究会を

開催したことで、全学的な意見交換（学外からの参加者も含む）を行う機会を設け、学修成果の評価

方法やその課題と解決方法を共有し、教育改善につなげる機会を提供した。 

本学の教育成果の社会的評価や本学に求められる学修成果を把握し、学生のキャリア形成(教育)支

援の一つとしての OCU 指標および OCU 指標を活用した学修相談の一層の有効化を目的として、本学卒

業生の就職先企業への企業調査を企画し、次年度の実施に向けて就職支援室との連携体制を整えた。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

兵庫県立大学は、平成 16 年度に神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫県立看護大学を統合してス

タートした大学で、現在、学部として６学部（経済学部・経営学部・工学部・理学部・環境人間学

部・看護学部）がある（経済学部・経営学部は令和元年度より、国際商経学部・社会情報科学部に

改組した）。 

兵庫県立大学の教育ビジョン「地域社会や国際社会で活躍する人間性豊かな人材の育成」を具現

化するため、本事業年度開始である平成 28 年度に全学共通教育の抜本的な見直しを行い、全学共

通教育のディプロマポリシーとカリキュラム編成方針、推進体制と教学マネジメント等を整理した

「全学共通教育改革の基本計画」を策定し、平成 29 年度から新しい全学共通教育をスタートさせ

て、現在、全学的に実施している段階である。 

本事業は、平成 28年度より環境人間学部（下記*注）をパイロット学部として実施しており、事

業終了後に全学的な展開を図ることになっている。そのため、本事業を全学的な取組として促進さ

せるために、平成 30 年度に環境人間学部以外の学部への展開の検討として、次の２点を行った。 

（１）看護学部では、実習・演習を通して学生の一人ひとりの学びをより確実な知識・技能の修得な

らびに質保証としての基礎力向上の自立的な学修サイクルに結びつけるために、学生が個々の

実習履歴を作成し、適宜教員が関わりながら学年進行とともに学びの蓄積することを試行して

いる。このような取り組みの全学への普及について、令和元年度より全学部の教務委員長が参

加する AP事業推進委員会で協議していく。

（２）環境人間学部での事業の実施状況を踏まえ、環境人間学部が工学部および理学部と協働し、学

生個々が学修を自立的に行うための WEBポートフォリオ（本事業で開発した独自のもの）を全

学的に活用する準備を行った。令和元年度は、工学部、理学部、環境人間学部の３つの学部の

学生が受講する科目（共通教育科目）で、WEBポートフォリオ活用を試行する。 

*注）文理融合型の学部で 1 学部 1 学科制（環境人間学科）をとっている。 1 学年定員 205 名で、4

つの系と１つの課程を有する。系学生は 2年次進級時に系選択し、それぞれの系の専門を学ぶ。

課程（食環境栄養課程：1学年定員 40名）は入学時より課程に所属する。 

② 事業の実施体制

次に示す体制で事業を推進している。

・AP事業推進本部…学長のリーダーシップの下、AP事業の総合調整・全学的推進を行う。

・AP事業推進委員会…AP事業の進行管理、全学への普及推進を行う。

・全学教育推進委員会…全学的な教育改革および教育の質の向上に向けた取り組みを推進する。

・環境人間学部 AP 委員会…環境人間学部をモデル学部とし、新たなツール・手法の開発等、先

導的取組を推進する。

・AP 事業評価委員会…学外関係者および学生により構成され、客観的な視点から事業の取組の

内容について評価や助言を行う。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30年度の実施については計画に従って進行した。 

継続性について、上述のように本事業は平成 28年度より環境人間学部をパイロット学部として

実施しており、事業終了後（令和 2年度）に全学的な展開を図ることになっている。 

今後、本事業を全学的に展開するために、環境人間学部での実施状況における教育的効果と、
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環境人間学部以外の学部での実施に向けての課題整理を行う。その上で、令和４年度までの全学

展開のスケジュールと各年度での具体的な取組内容についての構想を立てている。この構想をも

とに、令和元年度から全学展開に向けた準備を行い、令和 2 年度から本格的に全学的に展開して

いく。 

④ 事業成果の普及

 本事業の取り組みについて、平成 30年度は事業の当事者である学生と全学の教職員、さらに保

護者、高校、企業等への周知を重点に行った。 

（１）本事業の取り組みを記載したパンフレットを学内（学生、教職員）、学外（在学生の保護者、

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 3000部を配

布した。また、高校生とその保護者計 1406名に対して、本事業の取り組みについて広報を行

った。

（２）AP事業地域別研究会にて他大学の関係者に向けて、⑤に詳細を示す「学修履歴証明書」につ

いて説明を行った。

（３）５つの企業等の人事担当者に対して、本事業の取組とその成果を報告した。

尚、令和元年度に本事業の成果を含めたシンポジウム開催を予定している（11月）。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」に関連して、主に次の２つを行った（いずれ

も環境人間学部での取り組みである）。 

（１）本学オリジナルのディプロマ・サプリメント「学修履歴証明書」の開発

開発を進めるに当たり、５つの企業等の人事担当者にヒアリング調査を行った。そして、

大学関係者や学生の意見を取り入れながら、証明書の内容の検討を重ねた。学修履歴証明書

は、学生が各授業科目でどのような課題に取り組んだのかを可視化したものである。学生が

WEB ポートフォリオに蓄積した学修履歴から、科目を担当する教員が提出を承認したものが

証明書に印字される仕組みになっている。学修履歴証明書は成績証明書と合わせることによ

り、授業科目での取組と成績評価との関連を提示することができる。尚、学修履歴証明書の

発行を全学展開する上で、学修履歴証明書の中に対応する形で、成績評価を明示するように

変更する予定である。

（２）独自基礎力ルーブリックによる授業科目の成績評価基準の作成

環境人間学部では文理融合型の学部で 1学部 1学科制をとっており、学部全体として基礎

力向上を含めた学部特有の中軸となる科目を初年次から学年毎に全員必修科目（少人数教育

科目）として置いている（詳細は p.4③）。これらの科目について、本事業で開発した独自ル

ーブリックを基礎にした授業科目の成績評価基準の作成を行った。

環境人間学部教員によるワーキンググループを発足させ、学部の基軸となる科目の成績基

準を作成し、学部の全教員を交えて基準の検討を行った。この取組を行うに当たり、教員の

意識改革を図るために、ルーブリック評価をテーマにした FDを実施した。 

尚、成績評価の明確化について、令和元年度以降、全学的な取組として普及させていく予

定である。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

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、本年度は、昨年度までに開発した質保証マップをもとに、ディプロマ・サプリメントの検

討を行ってきた。ディプロマ・サプリメント開発の準備として、社会連携 WG を通じた企業の声や、

ＡＰ事業のテーマＶの他大学の事例を地域別研究会や個別ヒアリングを通じて確認した。それらをも

とに本学独自のディプロマ・サプリメントの項目ならびに評価方法を検討できた。さらに、卒業生調

査の実施の継続（18.8％→19.4％）を行った。本年度も、全学教員が出席する毎月開催される学事連

絡会議時において本事業の内容、具体的な目標などの教員間での共有も行った。 

成績の評価、授業デザインを意識した FD 研修会を実施し、定期的な授業外学修の調査を１・２年

次に行い、卒業生にも調査を実施行った。授業外学修支援のための CBT教材の活用も情報等の科目に

おいて試行を行った。さらに、理科についても CBT教材の整備を継続して行った。 

本年度は、特にディプロマ・サプリメントの検討を行う中で、学生のこれまでの学びの気づきを促

すツールとして活用することに主眼を置いた。これによってキャリアの授業において活用することが

できる。また、ディプロマ・ポリシーに関しても積極的に授業で活用することで、常に出口を意識し

たキャリア教育を行うことができた。FD研修の実施とディプロマ・サプリメントの検討によって、次

年度の授業シラバスに授業で扱う汎用力項目を明記した。これによって、ディプロマ・ポリシーに沿

った各授業のデザインを行うことができた。キャリア教育を必修化することによって、ディプロマ・

ポリシー、カリキュラム・ポリシーの学生への浸透を促すことができた。外部からの助言として、社

会連携 WG、高大連携 WG、大学連携 WG、外部評価委員会を行い、ディプロマ・サプリメントの項目、

CBT 教材（具体的な内容）の助言、授業評価、シラバスについての助言を得ることができ、教育改革

に寄与することができた。 

② 事業の実施体制

事業の実施体制については、全専任教員が出席する毎月開催の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している。また全教員が参画する領域 WG も実施し、CIST 質保

証マップについて検討を行った。それらの検討結果については本事業の上位決定組織である企画運営

会議（教育改革推進委員会）に適宜報告され、学長・学部長主導のもとに全学的な取り組みができて

いる。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業の実施計画は申請時の計画通りに概ね実行できている。また、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」やシラバス改訂、教育カリキュラム改革は、全教員参

加による FD の成果であり、令和 2 年度以降（事業終了後）も学長を中心とした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。

④ 事業成果の普及

学外への波及効果として、本事業で構築した「CIST 質保証マップ」及びシラバス、ディプロマ・

サプリメントは、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、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
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利用可能であると考えられる。また、これらの事例については、AP テーマ V 事業参加校への共有（11
月の地域別研究会での事例報告）や日本教育工学会、大学教育学会、リメディアル教育学会等での事

例発表も行っている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

選定されたテーマは「卒業時における質保証の取組の強化」であるが、本学ではディプロマ・ポリ

シーを改訂し、それに基づく残りの 2 ポリシーの改訂、カリキュラムマップの作成、質保証マップ、

ディプロマ・サプリメントの開発、シラバスの改訂などすべて全教員が参画する形で行っている。こ

れらをもとに段階的にカリキュラム改革にも着手しており、現在、ディプロマ・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシーに沿う形でキャリア科目、地域を題材とした科目など順次改革を実践している。今後

も大幅なカリキュラム改革の計画を年次ごとに着手する予定であり、これらの PDCA サイクルを順

次回すことで、全学的なカリキュラム改革を実践している。

また、カリキュラム以外の教育改革として、単位の厳密化を意識したシラバスの改訂を行った。こ

れは全科目のシラバスに主体性・協調性などいわゆる汎用力を盛り込んだ内容を明記している。シラ

バスの内容や質保証マップをもとにディプロマ・サプリメントを個々に発行し、キャリア教育や就職

面談等に活用する予定である。さらに、授業評価を意識した FD 研修を毎年実施している。これらに

より、全学的な授業改善にも着手している。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

公益大では平成 29 年 4 月に「第 2 期吉村プラン～庄内から日本の教育を変える大学づくり～」を

策定し、AP事業を軸に教育力を高める取り組みを進めている。各センター、コースで毎年度作成する

実行計画を基に改革を進め、大学戦略推進室が 9月と 3月に達成状況を確認している。 

 105 分授業の実施

アクティブ・ラーニングを推進するため、平成 30 年度より授業時間を 90 分から 105 分に移行し

た。これにより、半期あたりの授業週数が定期試験を含めて 16週から 14週に減り、夏季・春季休業

期間を 2週間延長することが可能になった。これまでも長期休業期間中は、留学や社会福祉士の配属

実習、インターンシップ等のプログラムを実施してきたが、期間が延長されたことでこれらの学外学

修により取り組みやすい環境の整備が進んだ。 

 海外への学生派遣の拡充

ロシアの大学と初めて協定を締結するなど引き続き協定校数の増加に努め、米国短期語学留学受入

大学が 1 校から 2 校に増え、海外の協定締結校が計 10 機関となり、留学機会の拡大につながった。

なお、平成 30年度は留学と中国研修旅行をあわせ 51名の学生が海外での学習機会を得た。 

 高大接続事業の拡大

 AP 採択以前よりテーマ I から IV に係る改革を進めているが、平成 30 年度はテーマ III に関連し

て地元高校との連携をさらに進めた。県立鶴岡中央高等学校では普通科 2年生「キャリア探求」の授

業で、同校で行う探究活動のサポートを目的に、本学教員の講演と地域課題に取り組む学生が活動報

告を行った（https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/20181128_tsuruokachuo2.html）。
また、県立酒田光陵高等学校情報科 2年生全員を対象とした「まるっと一日公益大学生体験」では、

本学の取り組みについて理解を深めるため、本学のメディア情報コースの教員が模擬講義を行い、所

属学生が講義サポートを担った（ https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/20181005_marutto-
koeki.html）。この成果を受け、令和元年度は本学の教員が同校の非常勤講師を務め、課題研究の支援

を継続的に実施するに至っている。 

いずれも山形県庄内総合支庁の連携事業の一環であり、若者の地元定着の効果も期待されている。 

② 事業の実施体制

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 30年度の FDのうち 9回について重点テーマを題材として実施した。 

AP 事業の内部評価は教育推進センターが実施している。戦略マップの目標ごとに定めた重要成功

要因について重要評価指標に基づいて評価しており、この内部評価を加えた評価シートを外部評価委

員会に示している。なお、外部評価委員会には地元企業の経営者や卒業生に加えて他大学の教員を新

たに迎え、客観性の担保に努めた。また、本学ではアセスメント・ポリシーに基づく自己評価を毎年

実施している。このうち教育推進センターでは、カリキュラム、ティーチング、ラーニングアウトカ

ムのそれぞれに対し学生の質保証の取り組みの進捗状況を含めた評価を行い、その結果を教授会で共

有している。評価の結果、課題が見られた場合は、3 か年の中期計画に基づいて設定する年度ごとの

実施計画に具体的な施策事業を盛り込み、PDCAサイクルを回しながら改善を進めている。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業は概ね実施計画どおりに進んでいる。ディプロマ・サプリメントの運用検討、ラーニングコモ

ンズの利用促進、ディプロマ・ポリシーのルーブリックの完成、ステークホルダとの連携、AP事業の

https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/20181128_tsuruokachuo2.html
https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/20181005_marutto-koeki.html
https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/20181005_marutto-koeki.html
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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んだ。 

本事業の採択以前より学長のリーダーシップのもと全教職員で組織的に教育改革に取り組んでお

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する。 

④ 事業成果の普及

公益学部長が大正大学で FD の講師を務め、本学のクォーター制や 105 分授業をはじめとした事業

の実施状況について紹介した。同大学の一部の学部では令和 2年度から 100分授業を導入することが

決まり、アクティブ・ラーニング推進や単位の実質化を目指した本学の取組が他大学に与えた影響の

一つといえる。大正大学とは、その後も合同 FD を開催するなど継続して連携し、相互の大学改革推

進に取り組んでいる。 

本学事業の戦略目標の一つ「地域社会の満足」について、重要成功要因（CSF）に対する重要評価指

標（KPI）は「新聞・雑誌記事掲載数」と「採用企業の満足度」で評価することにしている。前者につ

いては 343件であり平成 29年度と比較して 2.15倍となったことから一定の成果を上げたといえる。

また、卒業生の採用実績のある企業のうち 130社の担当者を対象に、採用した卒業生のディプロマ・

ポリシーに定める能力の獲得状況調査を実施したところ、全ての企業から当該企業が定める水準を満

足しているとの回答を得た。さらに、詳細は後述（p.10）するが、私立大学等改革総合支援事業の選

定や各種ランキングでの上位ランクインを果たすなど、本学の教育改革の取り組みが社会的に評価さ

れているといえる。 

今後の大学改革に継続して活用できるように、掲示板機能や資料配布、レポート提出機能を有する

SNS 型のポートフォリオ「S4」を開発した。さらに、インターネット上に無償で公開し、他大学でも

自由に活用していただけるようにした（https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/201903_s4.html）。シ
ンポジウムや成果発表会はその場に出席していないと情報が得づらいという難しさがあるが、ソフト

ウェアは広く利用が可能であり、波及効果は大きいと期待している。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

 ラーニングコモンズの利用促進

ラーニングコモンズを開設して 2年が経過し学生が主体的に学ぶ場として学生の間で広く認知され

たことを受けて、社会福祉士の国家試験や公務員試験にチャレンジする学生、資格試験に取り組む学

生への働きかけに力を入れた。その結果、平成 29 年度よりも総利用者数が約 33％増え、特に秋学期

の利用が大幅に増えた。 

 「公益大 22 の力」のルーブリック評価

 「公益大 22の力」とは、ディプロマ・ポリシーに定める 4つの能力を細分化し、それぞれ 5から 6

つの評価の観点を設定したものである。平成 29 年度より、この観点に 5 段階の評価基準を定めたル

ーブリックを試作しており、平成 30 年度は実際に活用し妥当性を検証した。 

 自作ポートフォリオの実装に向けた改善

 学生が卒業段階で身につけた力を客観的に評価し、その成果を目に見える形で社会に提示するため

の方法としてディプロマ・サプリメントの開発に取り組んできた。地域別研究会における意見交換で

は、採択校間の標準化は行わない方針となったほか、発行時期や発行頻度、記載内容保証の方法につ

いても様々な意見が出された。それらを踏まえ、FD において考え方を整理し、「ディプロマ・サプリ

メント」は GPAや修得単位数を中心とした内容で学長印を押す設計に、学生自身によるルーブリック

評価や課外活動に関する記述は「ポートフォリオ・サマリー」とし付属資料にすることになった。 

 ギャップイヤー入試の改善と長期学外学修プログラムの拡充

GY 入試では、実習先を早期に確定し、事前学修に力を入れて取り組むことができるようにするた

め、出願前のマッチングを強化した。さらに、長期学外学修を指導する教員の増加と実習先の拡充（新

規開拓 14箇所）を進めた。 

https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/201903_s4.html
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

AP事業により、質保証の体制を確固なものとするための大学改革は、本学で着実に加速している。 

第一に、平成 30 年度は、初年度から継続して調査・蓄積してきた、卒業生の就職先や外部評価委

員等の地域の多様なステークホルダーからの評価と要請、在学中の学修状況の分析、外部アセスメン

トテストの結果等を総合的に比較・点検したうえで、学位プログラムの基礎となるディプロマ・ポリ

シーとカリキュラム・ポリシーを、全学的なプロセスを通して見直しアップデートすることができた。 

第二に、そうしたディプロマ・ポリシーを基に、全体の 31パーセントにあたる 536科目に、ICEモ

デル・ルーブリックを設定し、ディプロマ・ポリシーの分散的な育成を埋め込むことができた。これ

により、これまで作成してきたカリキュラム・マップが実質化される。また、この各科目の到達目標

＝評価基準の見直しのプロセスを通して、授業設計全体の再確認、目標を実現するための活動や評価

方法の埋め込みを含む授業全体の再検討を、相互に協力して行う土壌が育っている。 

第三に、これらのすべてのプロセスにおいて、外部評価委員をはじめとした地域の多様なステーク

ホルダーの意見の反映が着実に行われるようになった。上記のポリシーの見直しの際にはそれらの意

見が重要な役割を果たしたが、個々の授業運営についても、本学でこれまで行われてきた教員同士の

授業相互訪問に加えて、外部評価委員の方々にも訪問に参加、コメントをいただくことが出来た。 

 第四に、こうした改革のプロセスに学生が少しずつではあるが参加できる体制が構築されつつあ

る。平成 30 年度は、授業評価アンケートの結果の数値の背景にある学生の本音を、学生に直接聞く

FDを実施した。カリキュラムや授業の実施形態についての学生の率直な意見は、教員の授業への取組

に直接的なインパクトを与えたようで、授業改善についての対話が教員間で深まっている。 

② 事業の実施体制

平成 28年度の採択以降、事業推進の中核組織として AP推進室が設置、副学長が室長となり、学長

のガバナンスの下で改革が進められてきた。だが、内部質保証の体制は持続的な日常業務の体制に組

み込まれる必要がある。これまでも教学改革については、教務委員会と密接な連携をしながら実施し

てきたが、平成 30年度は、こうした改革を日常的なサイクルに落とすための移行作業を進めた。 

第一に、演習科目をはじめとした一部科目について、これまでも行われてきた学部内での教学の改

善プロセスを、教務委員会を通じて、AP事業の推進プロセスと統合した。  

第二に、こうした活動を含む、学修成果の可視化を伴った全学的な内部質保証の体制について、狭

義の学修成果のアセスメントだけでなく、検証・改善プロセスの組織的活動のアセスメントも含むも

のとして、各部署が担うべき課題とアセスメントの関係を要約した表と共に整理し、アセスメント・

ポリシーとして明文化した。 

（アセスメント・ポリシー〔別表含〕 http://www.shk-ac.jp/department_economic_policies.html） 

第三に、これらの活動が、東日本国際大学を経営する学校法人昌平黌の中期計画の中に、進捗状況

を点検・改善する管理プロセスとして、数値目標を伴うかたちで明確に位置づけられた。 

（中期計画 http://www.shk-ac.jp/shk/img/information_disclosure/pdf/mtplan.pdf） 

③ 事業の実施計画・継続性

実施計画については、適宜見直しながら必要な修正を加えて進展している。平成 30 年度について

は、当該年度までに地域の多様なステークホルダーから、本学における教育についての意見聴取をほ

ぼ終えることができたため、それに基づいたポリシー全体の再構築と、それに基づいた各授業の見直

し、ならびにその実質化のための FD や授業改善のためのコンサルティング活動に注力することがで

きた。これにより、専任教員が担当する授業の一部には必ず ICEモデルによるルーブリックが実装さ

http://www.shk-ac.jp/department_economic_policies.html
http://www.shk-ac.jp/shk/img/information_disclosure/pdf/mtplan.pdf
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れ、内部質保証のための土台が構築されつつある。他方、システム移行により学修ポートフォリオの

記入率が低下したが、マニュアル等の再整備による指導体制の再構築を行い、GPA の低下と大学教育

の満足度が目標値ほど伸びなかった点については、成績評価の厳格化による影響もあり、これまでの

成績評価との関係について、いっそうの分析を進める。 

継続性については、項目②で述べたように、質保証のために必要な活動について、AP事業のための

一時的なものから、教務委員会や大学協議会、教授会といった日常のサイクルへの落とし込みが進み

つつある。加えて、それらを支える教学システムへの実装も開発はほぼ終了し調整段階なので、事業

終了後も質保証の体制を継続していくことが出来るようになりつつある。また、AP予算で雇用してい

る教員についても、学部教員の定年に伴った入れ替わりに合わせて継続雇用できるような分野での採

用となっているため、継続性は担保されている。だが、今後の課題として、すべての授業において ICE

モデルでの評価を行うことが、評価のコストを考えると持続可能であるのかという点が残る。この問

題については、平成 30 年度、重点科目に（のみ）パフォーマンス評価を埋め込むことで両立を図る

PEPA を実践する新潟大学副学長を招聘した FD を実施し、それに基づいて本学での実現可能性を検討

した。健康福祉学部は現場が明確だが、経済経営学部は 9コース制を採用し就職先も広く、特定の現

場を想定することが難しいため、次年度の各ゼミに実装し、持続可能なかたちを探究しはじめている。 

④ 事業成果の普及

同一法人内の併設短大や高校のみならず、他の高等教育機関に加え、近隣地域と全国的な中等教育

機関への波及効果が生じつつある。 

同一法人内では、併設短大において、学修成果の可視化のために、東日本国際大学が行ってきた ICE

モデル・ルーブリックの使用を適用を検討、平成 30 年度中に次年度の一部授業への実装を行った。

また併設高校においても、パフォーマンス評価が課題となっているため、成果を共有しはじめている。 

近隣地域においては、地域の高等教育プラットフォームが、地域の四大学すべてと自治体、商工会

議所などにより設立され、プラットフォームを介して波及していく素地が作られつつある。また併設

高校以外の中等教育機関とも、「主体的・対話的で深い学び」を実現する教育を求められている点で、

同じ課題をかかえていることが共有できつつある。 

さらに、全国的にも、APの成果報告をはじめとした大学改革関連の会での成果の発表を通して、こ

れまでの成果を共有することが進み、本学の事例の全国的な共有に寄与することが出来た。加えて、

とくに広島県では ICE モデルの普及が、中等教育を中心に進んでいるが、そうした取組とも連携が始

まっており、高大の連携を通した高大接続の改革へと繋がる活動となりつつある。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマ V自体が総合的なものであることもあり、AP事業を通した活動は、総合的なものとして展開

している。 

第一に、上述のようにアセスメント・ポリシーの策定を通した PDCAサイクルの構造的実装が整い、

中長期計画と接続したものとして、法人のマネジメントと接続されたものとなりつつあること。 

第二に、内部質保証・教学マネジメントのためには、各授業における可視化と改善プロセスが重要

であるという認識が共有され、その実質化のために、教職員が共同して授業設計・実施・評価を改善

していくための活動が定着しつつあること。 

第三に、これらのプロセスが、外部評価委員会をはじめとした地域のステークホルダーと共有され、

地域の大学としての協働のプロセスとして動くようになりつつあること。 

このように、AP事業を通した活動は、本学で総合的な大学教育改革の取組として開花しつつある。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学教育改革の加速

東京薬科大学の事業は、（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・Ｓ

Ｄ）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る。

（１）薬学部では、ディプロマ・ポリシーに基づいた卒業コンピテンス・コンピテンシーの試験導

入を２０１７年度に行い、２０１８年度より本格導入 した。また、卒業生調査においては、卒業コン

ピテンス候補を利用し、調査項目を設計した上で、これらの評価を行ったところ、６年制カリキュラ

ムでは、各コンピテンスについて、身に付けたという実感と仕事や生活における必要性に、強い相関

関係があることが明らかになった。最終的に、コンピテンスを６項目（生命・医療倫理、コミュニケ

ーションとチーム医療、薬学及びその関連領域の知識、薬物治療における専門的実践能力、社会貢献、

薬学・医療領域における科学的探求能力）に定め、卒業コンピテンシーを２７項目に設定し、すべて

の科目において、単位の認定要件を明確化し、説明会やシラバスを通じて、教員や学生間で共有した。

一方、卒業生調査の分析では、特に 語学に課題があることが明らかになったことから、語学教育プロ

グラムの新規開発も行った。生命科学部においては、ディプロマ・ポリシーを基盤とした卒業コンピ

テンス・コンピテンシーを２０１９年度より導入した。４年次の卒業論文研究においては、ルーブリ

ック評価を導入することにより、卒業コンピテンス・コンピテンシーの達成度を確認 することになっ

ている。また、２０２０年度には、卒業生調査の分析結果を加味し、社会的ニーズを取り入れた教育

プログラムを推進する新カリキュラムに反映 することを決めた。 

 なお、卒業コンピテンス・コンピテンシーは、薬学部においては、２０１８年度より、１年、３年、

６年次に、身に付けた実感をアンケート調査しており（回答率約９０％）、今後も継続する。一方、生

命科学部においては、２０１９年度より、１年、３年次に、身に付けた実感のアンケート調査を行い、

４年次に対しては、卒業論文研究ルーブリックで評価を行う。 

 （２）ＦＤ・ＳＤについては、「質保証」をテーマとして推進しており、同時に卒業生調査の分析結

果を、学内にフィードバックする場として位置付けていることから、原則すべての教員が出席するこ

ととしている。また、職員向けのＳＤでは、教育の質保証や学生支援において、大学職員が担うべき

役割を主題としている。なお、２０１８年度は、ＦＤは「卒業生調査の分析結果」、職員向けＳＤでは

「質保証を担う大学職員の役割」を取り上げた。 

（３）教員評価については、これまで運用している教員評価のプラットフォームに、教育の質保

証を重視した項目を策定することとして、検討を行っている。 

（４）卒業論文研究へのルーブリック評価の導入は、２０１８年度において、両学部合わせて８９．

９％まで完了している。また、２０１９年度には、卒業論文研究に取り組む薬学部６年次、生命科学

部４年次のすべての学生が、e ポートフォリオを利用し構築された、ルーブリックによる卒業論文研

究への自己評価を行う、またはルーブリックによる教員の評価を受けることになる。このことにより、

卒業論文研究の達成度が可視化され、また、その評価を、ディプロマ・サプリメントとして、学生に

フィードバックする こととしている。なお、特に、生命科学部においては、卒業論文研究のルーブリ

ック評価は、卒業コンピテンス・コンピテンシーの達成度を測定できるように設計されている。 

（５）その他に、卒業時調査（２０１６年度～）、卒業生受入先調査（２０１８年度）をそれぞれ実

施し、本学教育プログラムの効用や課題を明らかにしている。また、反転授業を推進することにより、

授業外学修時間の増加を目指している。 
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② 事業の実施体制

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、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、教学Ｉ

Ｒ研究推進課（旧学務課）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

業専任の職員を雇用し、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）

から評価書を年度末に提出いただき、それを踏まえた事業改善報告書をＡＰ運営委員会・実行委員会

において作成し、実行することで、事業のＰＤＣＡサイクルを回すこととしている。なお、卒業生受

入先調査等の事業は、外部評価委員からの指摘に基づき、実施 したものである。 

以上の体制に加え、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、

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。 

なお、教学ＩＲ研究推進課は、補助期間終了後の事業の継続を目的として、２０１８年９月より、

立ち上げられた部署であり、全学的なＩＲ活動や教育改革をはじめとして、内部質保証を推進するも

のである。 

③ 事業の実施計画・継続性

事業の実施計画は概ね予定通りに進んでいるが、生命科学部が２０２０年度より、新カリキュラム

に移行することが決定されたため、卒業生調査等の分析結果を教育プログラムに反映させるのは、来

年度となる。また、補助期間終了後においても、本事業を中核とした教育改革を推進する体制を維持

するために、学務課を教学ＩＲ研究推進課として再編し、ＩＲ活動の中核を担う部署を立ち上げてい

る。また、卒業コンピテンス・コンピテンシーの運用、卒業論文研究ルーブリック、ディプロマ・サ

プリメントについては、両学部教務委員会により、継続して実施されることが決まっている。また、

ＦＤおよびＳＤ事業については、ＦＤ実施委員会とＳＤ実施委員会が質保証に関連するプログラムを

実施することとしており、また、教員評価については、教員評価委員会が補助期間終了後も推進 す

る。 

④ 事業成果の普及

２０１８年８月に本事業の中間成果報告会を開催し、約１７０名の参加があった。また、中間評価

時に付された留意事項に基づき、２０１８年度には、本事業（卒業生調査を含む）について、学会発

表（日本高等教育学会、大学行政管理学会、日本教育社会学会他）、他大学ＦＤ・ＳＤ講演会、大学コ

ンソーシアム京都分科会、大学コンソーシアム八王子分科会での事例発表を行った。なお、他大学よ

り、本事業や教学ＩＲに関するヒアリングを受け入れたほか、卒業生調査の手法に対する問い合わせ

も複数受けている。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本取組は、薬学・生命科学部それぞれに学修成果（卒業コンピテンス・コンピテンシー）を定め、

教育プログラムのＰＤＣＡサイクルを回す、本学の内部質保証システムの中核となる事業である。卒

業生調査、卒業時調査や卒業コンピテンス・コンピテンシー調査の分析結果については、教学ＩＲ研

究推進課が報告書を作成し、ＩＲ推進会議に報告し、その後、自己点検評価・内部質保証委員会に共

有されることにより、教育改革や学生支援の改善に活用される。また、卒業時調査は、在学生調査や

卒業試験の結果と結び付け、卒業時の知識・能力を高める因子を分析している。それに加え、卒業論

文研究にルーブリック評価を導入したことにより、教室・研究室の単位で行われていた教育において

も、学部単位で達成目標を共有することが可能となり、また、ディプロマ・ポリシーの評価にも利用

が可能なため、内部質保証の中核となる取組 みである。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

社会で通用する学修成果を 4年間で育む仕組みと、学修成果を目に見える形で社会に示す仕組みの

構築に向けて、ディプロマ・サプリメント（以下「DS」）を活用した質保証と、プレ・ディプロマ・サ

プリメント（以下「プレ DS」）を活用した個別学修支援の取組のアプローチから、学修成果を重視し

た大学全体の教育改革を加速させている。 

平成 30 年度には、キャリア形成と学修支援の強化、育成人材像の明確化、学修成果と教育成果の

評価に関する取組を重点的に進めた。具体的には、4月に全 6学部 18学科から 6学部 7学科を試行学

科に選定し、DS（プレ DS 含む）を生成可能な e ポートフォリオ「TCU-FORCE」（TCU-FOR Career 

Enrollment）の運用、同システムを活用したキ

ャリアガイダンスの実施、学生の目標・省察・

活動が確認できるプレ DS を活用したクラス担

任等による学修支援を開始した。次年度からの

全学展開（全学科 1年生及び試行 7学科上級生

の一部）に向けて、年度を通じて試行状況を把

握して課題を解決しつつ、学生の自己理解と成

長、主体的な学修を支援するツールとして機能

させるべく、学生と教員双方の利用定着化を図

ってきた。また、3月には、卒業時の学修成果

を示すものとして 49 名の卒業生に、リテラシ

ー基礎力・コンピテンシー基礎力・語学力・基

礎学修力・専門学修力・専門実践力の 6指標による定量情報と、活動履歴等の定性情報を記載した DS

を試験的に発行した（イメージは図 1参照）。 

本取組では、学生が身に付ける能力の明確化と共有が必須である。さらに、テーマⅤの取組で加速

させる大学全体の教育改革の方向性を今一度明らかにしておく必要があった。そのため、前年度まで

に得られた調査結果等を踏まえて「育成人材像」の具体化を図り、教育開発機構（アドミッション・

ポリシーは入学センター）と各学部の意見交換を経て、1 月に全学共通の教育目標及び 3 ポリシーを

策定・公表した。さらに、これと並行して、各ポリシーに則って体系的な教育を行っていくための「教

育施策に関する基本方針 2020」を 11 月に策定した。この基本方針は、学生自身が自己理解を深めて

成長を実感できる教育基盤をつくり、4 年間を通じて社会変革をリードする人材を育成することを目

標とし、これまでの教育施策を体系的に整理するとともに、新たな施策を明記したものである。令和

2年度の入学生から適用するため、全学部による検討段階に移行している。 

また、全科目の成績評価の学内開示（6月）、アセスメント・ポリシーの策定（7月）、学生実態調査

の分析結果を共有する全学 FD・SD（9 月）、卒業研究評価の見直し等により、教育目標等を起点とす

る学修成果と教育成果の評価のための基礎となる施策を進めており、テーマⅤの観点に則した取組を

着実に進捗させている。 

本取組の過程では、学修に対する学生の意識や行動等にも変化の兆しが表れつつある。授業評価ア

ンケートの結果では、「授業に臨む姿勢・行動」「授業での成長実感（満足度）」「理解度」のいずれも

増加傾向にある。また、学生実態調査の結果からは、「学生生活満足度」について「満足」と回答した

割合が各学年で増加してきたことが見てとれ、学生の学びの質と満足度が徐々に向上しつつある。 

② 事業の実施体制

学長を中心とし、教育担当副学長（教育開発機構長を兼務）を推進責任者として本取組を実施して
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いる。教育開発機構が全学的な教学マネジメントを担って指針・方針等を策定し、学内諸会議、全学

的 FD・SD、レターの発行等を通じて提示、趣旨説明・周知を行うことで、共通理解をもって各学部・

委員会・事務局の構成員が協働する組織的な実施体制が稼働している。また、本取組では年度計画や

数値目標等の達成度合いを示すデータを用いて、3 月に同機構による自己点検を行い、成果や顕在化

した課題等を確認・共有して年度の取組を総括している。その後は、3 月中に外部評価委員会を開催

して自己点検結果を報告の上、意見・助言等を得て翌年度の取組に反映させる体制を構築し、PDCAサ

イクルを機能させている。

③ 事業の実施計画・継続性

年度別工程表に沿って遅滞なく取組を進めている。また、本取組がより適切なものとなるよう、学

修成果の測定・評価、可視化、社会への提示まで、一連のプロセスの観点から必要な修正を加えてい

る。具体的には、DSの発行に向けて大学・企業間での丁寧な合意形成プロセスとして、8月に企業等

に対する DS 様式案を用いたヒアリングの実施、カリキュラム面の改革として全学共通必修科目「SD 

PBL」（Sustainable Development Project organized Problem Based Learning）の開講決定がある。 

本取組の今後の見通しは、平成 31 年 4月にプレ DS、「TCU-FORCE」及び DSの全学展開に移行してお

り、引き続き DS の評価指標の妥当性検証と社会通用性向上に取り組むことで、当初の目標達成と他

大学に対してのモデルの提示が可能といえる。体制的な継続性では、平成 31 年 2 月に教育開発機構

を改編し、全学教学マネジメント推進体制を強化した（4月 1日施行、図 2参照）。また、本取組で構

築済の外部評価体制は、外部有識者、高等学校、企業

等関係者から客観的な意見を聴くことを定めた本学

内部質保証方針に則って発展・継続させる。このよう

に、本取組を通じて構築している、3ポリシーを起点

とした PDCA サイクルを今後も適切に運用・発展させ

る措置を講じている。資金面については、教育改革を

牽引する事業として本取組を本学中長期計画（アク

ションプラン 2030）及び学校法人の事業計画に位置

付けることで、継続性を担保している。 

④ 事業成果の普及

プレ DS、「TCU-FORCE」及び DS の開発、その過程で生じた運用・技術面の課題と対応、4 年間で段

階的な能力を育成するための施策等における成果や課題を、学修者中心の教育への転換を試みる他大

学とも共有できるように、学内や Web サイト（https://apuer.tcu.ac.jp）のみならず、学外において

も積極的な情報発信に努めている。平成 30年度の主な実績には、第 2回本学 APシンポジウム、全国

キャリア・就職ガイダンス、日本私立学校振興・共済事業団私立大学等改革フォーラム等での登壇・

発表や、河合塾「Guideline」、日本工学教育協会「工学教育」、私学経営研究会「私学経営」への取材

記事・論説掲載、他大学視察対応（4件）、合同 SDの実施等が挙げられる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

テーマⅤの取組によって、入学直後からキャリア形成の意識と主体性を涵養する、学修成果を重視

した大学教育改革を進めている。そのために、教育システムの充実を図りつつ、初年次教育から卒業

研究まで一貫性のある教育プログラムを構築するため、段階的な能力獲得を目的とした「SD PBL」を

令和 2年度から 1・2・3年次で順次開講する準備を進めている。並行して、全学ディプロマ・ポリシ

ーに照らして卒業研究への標準ルーブリックの導入に向けた準備等にも着手しており、教育目標に則

って、4年間を通じて学生が社会で通用する学修成果を獲得する総合的な大学教育改革を進めている。 

https://apuer.tcu.ac.jp/
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業の採択により、学修成果の可視化を行う統合学生カルテや開発された教育コンテンツ（基礎

リテラシー関連の教材等）等、様々な事業成果が大学全体の教育改革ツールとして共有されている。

こうした事業成果物の活用による改革の推進に加えて、質的な面での改革として AP 事業独自の教

育改革の指標設定がなされたことで、それらをベンチマークとして各種取組を進展させる、アウトカ

ムを意識した教育改革の枠組みを形成しつつあることである。具体的には、本事業を契機に「4 年次

学年末（卒業時）アンケート」を大々的に実施して、間接評価とはいえ、入学時から卒業時まで学修

時間数がどう変動しているのかといった各種指標を定点的に測定できることになった。2018[平成 30]

年度末の結果で本事業の取組対象学部（社会福祉学部、子ども発達学部）の平均を見てみると、4 年

次始めより末時点の方が授業時間内学修時間は減少したが（平均 12.51→9.17 時間）、その一方で授

業外の予習・復習時間（平均 6.23→8.58 時間）、自主学習の時間（平均 5.52→9.28 時間）が増加し

た。これは 4年生においては履修科目数が減少したにもかかわらず自主学習の時間が大幅に増加して

おり、本事業を契機として各学部にて自律的に学修を継続することを意識づけるような取組の成果で

あると考える。 

その他にも全学共有ディプロマ・ポリシーで立てたコンピテンシーごとの達成状況を測定してお

り、指標の達成状況を全学に供するとともに、必要に応じて情報公開することで、エビデンスを基に

した教育改革の PDCA サイクルを継続的にまわしている。 

② 事業の実施体制

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、本事業全体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。AP事業推進本部等で検討した事項は、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、課題や自己評価を踏まえた取組の改善を図っている。外

部評価委員会にも本事業の進捗を報告し、学外有識者より取組への助言をいただいている。 

具体的な取組について、例えば、学修成果の可視化に係る基幹的取組（ラーニング・アウトカム評

価、学修到達レポートの発行）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）につ

いては、全学教育センターの学修管理・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 1名、職員 2名）と本事業の取

組対象 2学部の教務委員や就職キャリア開発委員が中心となり、教職協同で組織的に推進している。 

さらに、これまで本事業で構築した手法や成果の 2019[令和元]年度からの全学展開を見据え、全学

部の学部教員・職員をメンバーとする AP 事業推進委員会にて、2019[令和元]年度から開始する取組

を決め、その準備を行った。 

③ 事業の実施計画・継続性

各年度の実施計画どおり取組を推進できるよう、都度、進捗管理を行っている。遅れがみられる取

組については適宜計画を見直し、それに重点的に取り組むことで、これまで事業推進に支障をきたす

ような問題はなく、計画に即して進めることができている。 

2018[平成 30]年度は実質的な事業の完成形を迎える年度として、学修履歴を記録する統合学生カル

テの安定運用、ゼミ担当教員による学生個々に対するラーニング・アウトカム評価、学生が正課内外

で身に付けた知見、スキル、資格等を包括的に示す本学版ディプロマ・サプリメント「学修到達レポ

ート」の発行を行った。1 年間、一連の事業サイクルを回し、そのノウハウを蓄積することができた

ため、今後は都度、必要な改善を施すことで、このサイクルで実施していくことができる見通しが立

った。 
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補助期間終了後も事業継続と取組内容の更なる向上・発展が図れるよう、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するとともにノウハウを共有している。事業推進の要を担

う学修アドバイザーの職員については経常予算で継続雇用することを確認しており、教員は継続雇用

に向けた学内調整と提案の準備を進めている。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。 

④ 事業成果の普及

全国の高等教育機関や社会に向けて積極的に成果発表を行っている。10 月 14 日に東海キャンパス

で「教育の質保証を考える」をテーマに FD シンポジウムを開催し、本学の AP の取組概要の他、4学

部（社会福祉、経済、子ども発達、スポーツ科学）および全学教育センターでの教育の質保証に関す

る 6事例を報告した。日本教育工学会との共催で同学会の研究会と並行してシンポジウムを開催した

ことから、学会からも複数の参加があり、総合討論では参加者とともに、学生が卒業までに身に付け

るべき力とディプロマ・ポリシーとの関連や、学修到達レポートへの表示項目等、学修成果の可視化

や教育の質保証に関して意見交換することができた。他にも、ディプロマ・サプリメントの社会的浸

透に向けて 12 月 7日の高知大学と共催の「AP事業シンポジウム＆ポスターセッション」でのポスタ

ー発表や 2 月 20 日のテーマⅡ・Ⅴ採択校共催による全国シンポジウムでの「学修到達レポート」の

紹介、3月 9日の「大学教育改革フォーラム in 東海」での初年次教育の質を高めるための教育実践

発表を行い、高等教育機関や社会からコメントをいただき、その後の取組の改善に役立てている。 

さらに、「AP 事業成果報告書」を発行し、AP 採択校に送付するとともに、本学の AP サイトおよび

テーマⅤポータルサイトに掲載して成果の普及を図った。

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学が選定されたテーマ「卒業時における質保証の取組の強化」は、教育改革の特定の手法に留ま

るものではなく、大学が取り組む様々な教育改革により、適切にエンロールメントマネジメントが構

築された結果として成立するものと捉えており、これまで取り組んできた諸々の教育改革を意識的に

AP 事業に統合するようにしている。具体的には、本事業により開発された「統合学生カルテ」におい

てはカリキュラムマップを基にしたディプロマ・ポリシーに定めるコンピテンシーごとの GPA、アク

ティブラーニングや SPI、英語能力等の学修成果、ボランティアや地域での正課外活動など多様な情

報を可視化している。 

これに加えて、大学や取組 2学部の教育理念を基にした毎学年の目標をルーブリック等の形式を用

いて策定して、学生に目標設定させた上で、学生の自己評価、ゼミ教員の講評を行うことで、新たな

学修の PDCA サイクルを回すようにしている。 

（詳細は、「１．中間評価時に付された留意事項への対応状況」にて記述） 

⑥ テーマ別幹事校の取組

テーマⅤ採択校を対象とした地域別研究会を 2 回（8 月福岡、11 月東京）、一般公開の全国シンポ

ジウムをテーマⅡ・Ⅴの採択校の共催で 2月に大阪で開催した。これらは参加者間の取組推進上の課

題や情報共有の重要な場となっており、他の採択校の取組を参考に、自大学の取組改善に役立ててい

る。2018[平成 30]年度も前年度と同様に、地域別研究会から派生し幹事校の手を離れて、3月に東日

本国際大学と茨城大学とが合同で近隣大学やテーマⅤ採択校を対象とした AP 事業の勉強会を開催し

た。これら幹事校としての取組や各採択校の成果、先進的な取組を行う東日本国際大学を取材した「取

組報告レポート」をテーマⅤのポータルサイトに掲載し、社会に広く情報発信した。 

また、テーマⅠ・Ⅱ複合型幹事校の京都光華女子大学短期大学部が全テーマを繋ぐ取組の旗振りを

し、本学も APアーカイブ（全テーマのポータルサイト）の構築や「チーム AP合宿」の実施に協力し

た。高知大学からの依頼では、12 月 7 日の同大主催・本学共催の「AP 事業シンポジウム＆ポスター

セッション」で幹事校としての挨拶とパネルディスカッションのモデレーターを務め、幹事校の取組

や幹事校だからこそ把握できているテーマⅤ採択校の様々な様式のディプロマ・サプリメントやその

活用法を紹介し、成果の普及を図った。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

AP事業の実施により、教育改革かかる次の内容を実施につなげている。

1）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、全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。本システムおよび手帳の導入により、従来の低学力層に対する修学指導に
加えて、全学生を対象に個々の学力に応じて可視化したディプロマ・ポリシーの達成状況に
対する修学指導を実施した。

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や解説を含めてキャリア形成支援講座を実施

した。 

5） DS の活用を促進するため、平成 31 年 3 月に企業 301 社に対してアンケートを実施した。DS

に対する企業側の認知を拡大すると同時に、リクルート活動における DS有効活用の可能性を

分析することで、活用拡大に向けた基盤情報を得た。

② 事業の実施体制

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 30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。 

③ 事業の実施計画・継続性

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、委託費等が大きく発生するものではない。また、人件費や印刷製本

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。

④ 事業成果の普及

DS システムが稼働し、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

る。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についても、就職活

動等での活用を進め、更なる検証・改善を実施する。DSの様式は、実際に使用しているものを従来
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から AP 採択校に対して公開していたが、平成 30 年度には上記①5）の企業アンケートに際して本

学と関係の深い企業 300社超に対しても公開した。今後さらに、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たた

め、今後ホームページ上でデータを公開する。本学の AP事業全般に関しては、「芝浦工業大学 2018

年度 APシンポジウム」（2018 年 10月 26日、於：芝浦工業大学）での事例報告を教育センター長が

行い、APテーマⅡ・Ⅴ採択校による共同シンポジウム「社会が求める高等教育の質保証を考える－

学修成果の可視化・卒業時の質保証－」（2019年 2月 20日、於：大阪工業大学）において、教育セ

ンター長がコーディネーターとして、「社会が求める大学教育～AP 事業の成果と今後の方向性～」

と題したパネルディスカッションに参加した。また、同シンポジウムにおいて、参加者全員に本学

で作成した「キャリア形成支援手帳」を配布し、ノウハウの普及に努めた。加えて文部科学省・日

本学術振興会編『大学教育再生加速プログラム（AP）』パンフレットでの報告などを行った。令和元

年においても、すでにシンポジウム等複数の一般公開の機会を予定している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

1）改正したカリキュラム、卒業・進級要件および年間履修上限単位数等、AP 事業に関連して新規

導入・再整備を行った制度・取組全般の本格的適用を平成 30 年度入学生から実施しており、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。 

3）DS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。 

5）初年次教育において、キャリア形成支援手帳を正課キャリア教育科目の教材として使用してい

る。これにより、DSシステムを活用して学生自身がディプロマ・ポリシーの達成度を毎期自己点

検する学修体制を徹底することができ、卒業時の質保証に向けた初年次教育の充実を図った。ま

た同時に、就職活動時に用いる DSの活用方法に対する学生の理解を深化することができた。
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

看護職キャリアパス基礎スケールが開発されたことによって、九州圏内の赤十字病院との連携の

強化が図られるとともに、ポータルサイト導入による学修成果の可視化は、全教職員にとって学生の

個別性を重視した学修支援を実現可能にした。また、Goodアクティブ・ラーニング賞と公開授業の導

入によって、各々の教員が授業改善に意欲的となり、かつ重要な学びの場を得る機会となっている。

さらに、これまで本学は卒業生調査を実施していなかったが、本事業によって継続的に実施するよう

になり、今後も継続的に実施していく礎を構築することが出来たため、本事業によって大学改革は加

速的に進行している。 

② 事業の実施体制

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 

③ 事業の実施計画・継続性

本事業は、a.看護職キャリアパス基礎スケールの開発、b.ディプロマ・サプリメントの作成、c.ア

クティブ・ラーニングの促進、d.アセスメントを実行可能にする評価システムの整備、e.卒業生追跡

評価、これら a.～e.毎に実施と修正を加えながら事業を推進してきた。 

a.では、APシンポジウムで看護職キャリアパス基礎スケールを公表し、4年生に調査を行い前年度

と比較を行った。学士課程学生と就職後の看護師に共通指標としての活用方法を検討することを今後

の課題とした。 

b.では、ディプロマ・サプリメントに対する教職員への周知と理解の促進を図り、学内教員からの

意見を踏まえて、在学生対象であるプレ・ディプロマ・サプリメントを印刷可能にし、AA担当教員が

面談で実施できるようにした。ディプロマ・サプリメントは令和元年度に発行し、卒業式に学生本人

に渡すために確実な入力ができるための学内の支援体制を整えてきた。 

c.では、アクティブ・ラーニングを促進させるために Good アクティブ・ラーニング賞の受賞シス

テムを整備し、今後 FD/SD委員会と教務委員会で継続するための体制強化が課題であることを明確に

した。 

d.ではシステム（ポータル）の整備によって、学修支援に活用できるだけでなく、教員が科目を分

析することが可能となったため教員向け説明会を実施し周知するまでに至った。科目の最終講義日に

科目別到達度目標の自己評価を学生が入力することによって、教員が担当科目の授業設計を分析する

ための貴重な資料となるのだが入力率が低いため次年度以降も学内での共有化を図り入力率を向上

させるための取組を継続する。 

e.では、平成 28 年度から卒業生追跡評価を実施しているが回収率が低いため、卒後 3 年目の者に
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対してはヒアリング調査を 4名に実施した。カリキュラム評価に活用できる卒業生の貴重な意見を得

たため、今後とも卒業生調査を実施する上で回収率が向上するための体制や方法の見直しを図ること

とし、アカデミック・アドバイザー担当教員（以下、AA とする。30 名の担当教員が一人当たり 3～4

名程度の 4年生を担当）経由でアンケートの回収率が上がる方法を次年度は検討する。 

a.～e.の課題を達成していくことが重要であり、これまで本事業で進めてきた以下 4つのサイクル

を機能させることで今後の教育の質保証に取り組むことが可能と考える。 

第１に、科目毎の教育評価サイクルとしては、科目担当教員が、「シラバス作成」→「授業の実施」

→「科目の自己評価表を記載」→「改善点を次年度シラバスへ活かす」サイクルとなっている。科目

毎の評価は、これまで成績評価と学生からの授業評価アンケート等を踏まえていたが、本事業により

「科目毎の到達目標に対する学生の達成度自己評価」のデータが入手可能となり、到達目標の達成度

を把握し、目標の妥当性なども含めて授業設計の改善につなげられる。 

第２に、教員間の教育評価サイクルとしては、先述した「科目の自己評価表」を基に、授業設計の

知見を学内で共有する仕組みである。具体的には、アクティブ・ラーニング実施状況（授業形態や具

体的工夫）を各教員が 「自己評価表」に記載し、策定した選定基準により「Good アクティブ・ラー

ニング賞」を選出する。受賞科目は、次年度に公開授業の機会を設け、授業改善や授業設計等を学内

で共有することとしている。 

第３に、学生と教員が共有できる「学修支援ツール」として、プレ・ディプロマ・サプリメントを

活用する。 

第４に、これまで学内に留まっていた教育評価を、就職先や卒業生等外部評価を加えたカリキュラ

ム評価として実現する。卒業生調査は開始しているが、「看護職キャリアパス基礎スケール」の活用や

ディプロマ・サプリメントの提供による就職先からの意見等は今後の計画となる。 

④ 事業成果の普及

長期的に見て成果の出る取り組みとなるように、最終年度に向けて学生支援委員会委員長、実習委

員会委員長に AP 実行委員会メンバーとして参加してもらうことを検討している。これによって、継

続的な卒業生調査を実施する体制を整備する。更には、キャリア支援及び同窓会担当でもある実習委

員会委員長が新メンバーに加わることによって、卒業生の状況について病院看護部と大学との情報の

共有化が促進されるものと期待している。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

平成 30年度 APシンポジウム「専門職のためのディプロマ・サプリメント－基礎教育と現任教育の

シームレスな接続をめざして－」では、各大学のディプロマ・サプリメントを学び、参考にしながら、

ディプロマ・サプリメントを卒業時に渡すことに留まらず、在校生にプレ・ディプロマ・サプリメン

トとして渡す発想を学び、学内教員からも支持を得ながら取り入れることになった。また学修成果を

可視化するための支援ハンドブックに関するアイデアを参考にし、学生が学修成果を自分で記入する

ことによって、入学から卒業までの学修成果の可視化が確実に行えるためのシステム強化を行ってい

く。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

平成３０年度は、e-ポートフォリオを活用した、学習成果の観点別成績評価結果を踏まえ、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）が精緻に把握されるとともに、それらの情報は教職員間で共有されることにより、個別かつ継

続的な支援が行われた。特に個々の学生のデータ蓄積が進んだことにより、個別支援の向上が図ら

れるとともに、データの分析を通して、本学の学位プログラムの傾向及び課題が顕現化し、エビデ

ンスに基づいた修正が可能になるなど、ＰＤＣＡに基づいた改革が進んだ。また、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も、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、精緻に把握された学習成果の修得状況を踏まえた指導が展開され

た。これら定量的、定性的な学習成果修得状況は、個々の学生単位に「ディプロマ・サプリメン

ト」として集約・発行できるようになった。「ディプロマ・サプリメント」については、その有効

的な活用方法を探るため、就職先へのニーズ調査依頼と併せて、就職先向けに発行したが、令和元

年度の既卒者訪問プログラムにより、ヒアリング調査を実施する予定である。アドミッション・ポ

リシー関連では、高校生に対する保育体験プログラムを実施し、出張講義だけでなく、本学「あか

ちゃんひろば」での体験プログラムも展開することで、高校生の専門職への理解と意欲がより高ま

った。アセスメントとしては、既卒者訪問プログラムにおいて、平成２９年度末に卒業した本学新

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るとともに、本学の学位プログラムの傾

向及び課題も同様に把握された。また、入学時・卒業時のジェネリックスキル測定（ＰＲＯＧ）に

おいても、入学時データからは、面談カウンセリングの際の基礎データとして、卒業時について

は、資質能力の形成傾向が確認され、ジェネリックスキル修得状況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、他大学主催のシンポ

ジウムで成果発表、ＡＰ評価委員会の開催等を通して、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。 

② 事業の実施体制

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Ａ

Ｐ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（毎月）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、評価母体である、ＡＰ評価委員会においては、年度末

に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。 

③ 事業の実施計画・継続性

本取組は、ＡＰ評価委員会を経た「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べく、予算措置がなされている。また、本学の改組転換（令

和元年度入学生を以て募集停止、令和４年度の４年制学部開設に向けて、令和３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が展開される予定である。

現在、「児童教育学部（仮称）設置準備室」が設置され、その中心に本取組の中核教員が配置されて

いる。本取組での各活動は、内容を高度化した上、発展継承される予定である。 

④ 事業成果の普及

本取組の先駆的な点（学習成果の観点別成績評価、面談カウンセリング等により学習成果の向上を

体系的に推し進める点）を他大学主催のシンポジウム等にて積極的に発信した。また、それらの成果

を年次報告書（全 77 頁）にまとめ、全国の大学に発信した。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本取組を通して、特徴や課題が定量的にも、定性的にも顕現化したことで、学内の各委員会による

有機的棚課題対応力が向上し、３つのポリシーを踏まえた、総合的な大学教育改革が促進された。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

本事業 PROPERTIESは、本学がこれまで一貫して取り組んできた「『社会に貢献しうる』専門職の養

成」の充実を目指した教育改革の一つとして位置づくものである。とりわけ本事業開始時の課題であ

った「卒業時学修成果の学内評価と社会からの評価とのズレ」「学生の学修時間の不足」に向けての改

革の取組である。以下の 4つの柱から構成されており、実施にあたっては、学内に「PROPERTIES 推進

室」、学外に「学外助言評価委員会」を新設した。同委員会の協力を得ながら、全教職員が連携協働し

て取り組んでいる。本事業を通した大学改革の加速について、4つの柱にそって以下に説明する。 

◆学修成果（DP）を 3つの要素で概念化

当初の計画通り、学修成果、各科 12 の ディプロマ・ポリシー（DP）を、3 つの要素「専門的知識

Professional Knowledge」「専門的実践力 Professional Performance」「総合的人間力 Total 

Abilities」で概念化した。これにより、「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

設定することができた。 

◆学修成果を学内・外の両輪で評価する仕組みづくり

当初の計画通り、「学修成果を学内・外の両輪で評価する仕組みづくり」を進めている。内部評価に

ついては、3 つの要素ごとに算出した GPA を指標としており、シラバスで明示された各授業科目の成

績評価基準を全教職員・学生間で共有するなど、成績評価の明確化に努めている。外部評価について

は 3つの要素ごとに外部評価指標を導入し、以下の通り実施している。 

「専門的知識」の外部評価については、「専門的知識外部試験」を、平成 29年度に引き続き全科全

コースで実施した。食物栄養科栄養士コースでは、全国栄養士養成施設協会「栄養士実力認定試験」

を、食物栄養科パティシエコースでは、厚生労働省「製菓衛生師国家試験」を、保育科では、全国保

育士養成協議会「保育士試験」に準拠した試験を「専門的知識外部試験」として活用した。これによ

り学生・教職員ともに、専門的知識に関わる学修成果を一層客観的に把握することができた。

「専門的実践力」の外部評価については、学外助言評価委員会と協働し、全科全コースで「専門的

実践力外部試験」を実施した。パティシエコースでは 2年間の学修をもとに、全学生がひとり 1作品

オリジナルスイーツを製作し、それらを学外の評価者が直接評価した。栄養士コースでは全学生が一

食分の献立作成とその調理を行い、それらを学外の評価者が直接評価した。保育科では、保育現場で

学生が子どもと関わる場面を学外の評価者が直接観察し、評価した。これにより、学生・教職員とも

に、専門的実践力に関わる学修成果を一層客観的に把握することができた。

「総合的人間力」の外部評価については、山梨県ボランティア・NPOセンターと協働で開発した「ボ

ランティア・パスポート」を活用したボランティア活動を指標としている。学生たちはボランティア

活動を行い「ボランティア・パスポート」を通して振り返りをし、また、学外者からも助言を得てい

る。そしてそれらを生かしてまた次のボランティア活動に取り組むというサイクルを確立した。

学修成果の内部評価と外部評価の結果をもとに、学修支援の方法を見直す等教育改善も行われてい

る。令和元年度は内部評価と外部評価の相関を分析する予定であり、本学の課題であった「卒業時学

修成果の学内評価と社会からの評価とのズレ」の改善に向けた教育改革が進んでいる。 

◆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

当初の計画通り、学外助言評価委員会の助言を受けながら「学修成果証明書」の開発を行った。「学

修成果証明書」では「学修成果レーダーチャート」によって「専門的知識」「専門的実践力」「総合的

人間力」の内部評価、外部評価が視覚的に示されている。その他、授業外学修時間数、卒業レポート

の内容、特記事項等も合わせて記載され、2年間の学修成果が一目でわかる。これを、平成 30年度卒

業生には自身の就職先に提出できるよう卒業時に配付した。令和元年度は、それぞれの就職先に「学

修成果証明書」について意見を求める予定である。「学修成果を目に見える形で社会に提示（学修成果

に対する多元的な評価を一目でわかるような形で社会に提示）」する取組が進展している。 

◆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

当初の計画通り、タブレットを活用した「学修支援システム PROPERTIES e-learning」構築の一環



（テーマ：Ⅴ、大学等名：山梨学院短期大学 ）

として、日本データパシフィックの学修支援システム「WebClass」をカスタマイズし導入した。また、

全学生にタブレットの貸与を行い、授業内での「学修支援システム PROPERTIES e-learning」の活用

も開始した。これらにより、教育改善に活用していく際の課題、有効活用のための具体的方策が徐々

に明確になってきている。「WebClass」を活用したオンラインでの「専門的知識外部試験」対策、授業

の事前事後学修、課題提示、レポート作成・提出、動画撮影・映像配信、反転授業等、主体的な学び

の促進や学修時間の増加等を目指した各種取組を授業ごとに進展させている。 

これら本事業の実施により、課題への対応が図られ、本学がこれまで一貫して進めてきた「『社会に

貢献しうる』専門職の養成」の充実を目指した大学改革は確実に加速されている。 

② 事業の実施体制

本事業は、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。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。

前年度の実施状況と自己評価、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に

提案され、全教職員で共有されている。「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。自己評価は、必須指標や独自の事業達成目標に対する

達成度を数値化しており、客観的なエビデンスに基づいた PDCA サイクルが学内・学外協働で機能す

る体制が整っている。 

③ 事業の実施計画・継続性

平成 30年度もほぼ計画通り事業が実施された。令和元年度についても計画通り実施できる見込み

である。全教職員で役割分担し無理なく実施する体制がこれまでに整ってきており、補助期間終了

後も継続的かつ発展的に事業を実施することが見込まれる。資金計画についても、補助期間中、規

模を縮小せずに実施できるものとなっている。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見込まれる。 

④ 事業成果の普及

①で述べた本事業の 4 つの柱のうち、「学修成果を学内・外の両輪で評価する仕組みづくり」「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」は、先駆的取組であると考える。学外

への波及効果については、リーフレット配布、AP採択校主催の地域別研究会や成果報告会での情報

発信・情報共有、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行っている。

また、私立短期大学教務担当者研修会でも積極的に情報発信した。報告会等の参加者や「学外助言

評価委員会」の委員から、本事業の社会的意義を認める意見を得ており、本事業は、社会的に見て

も評価できる取組であると考えている。本事業は補助期間終了後も継続的・発展的に実施されうる

ものであり、短期的な成果にとどまらず、長期的に成果をもたらす取組であると考えられる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本学では近年 3つのポリシーを軸に教育改革を進めており、一連の教育改革の相乗効果によって入

り口（入学）から出口（卒業）まで質保証の伴った大学教育の実現を目指している。これはすなわち

本学では、「『社会に貢献しうる』専門職の養成」の充実を意味する。本事業は 3つのポリシーのうち

ディプロマ・ポリシーに関する教育改革に位置づくものであり、京都光華女子大学の授業改革（テー

マⅠ）、大阪府立大学の ICT 利用によるアクティブ・ラーニングの推進（テーマⅠ・Ⅱ複合型）、富山

短期大学の Webシラバス・システム（テーマⅡ）等を参考にしながら、取組を進めている。詳細は「AP

中間評価調書」の 21 ページの通りである。 



（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（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

今年度は、「ルーブリック」によるコンピテンス評価を非常勤の科目を含めたより多くの科目で実

施するとともに、「ディプロマ・サプリメント」の発行に必要なシステム改修が終了したため、卒業時

にこれを発行した。また、前年度までに本 AP 補助事業で実施される取組の体制整備がほぼ終了した

ため、本年度は、教職員間のコンピテンス育成を意識した授業改善と評価手法等の工夫、コア・コン

ピテンスに対する共通認識の醸成、学生に対しての本取組の周知など、本 AP 補助事業で実施される

本学の教育改革の実質化に取り組んだ。具体的には、以下の点で改革を加速することができた。 

・ルーブリック評価の問題点の抽出と改善に向けた議論

今年度は、7 月にルーブリック評価に対する専任教員アンケートを実施したが、約 3 分の 2 の教員

が「評価が難しい」と回答した。理由としては、「個々の学生の観察・把握が困難」、「ルーブリックが

抽象的な文言で表現されているため、教員間、学生間での評価に差が出やすい」などの指摘があった。

そこで、ゼミ生自身による評価基準の検討を実施したゼミや、コンピテンスの自己評価記載の際に具

体的事例やその事例で身に付けたことなどを記載させる取組を実施したゼミ、ルーブリックに記載さ

れている内容を具体的な例で示すことで担当科目に適した文言に改善する取組を実施したゼミなど、

各専任教員レベルでの改善に向けた議論が進んだ。また、このようなゼミでの議論を通して、コア・

コンピテンス育成の重要性やルーブリック評価についての認識の共通化を学生間でも進めることが

できた。加えて、8～9月に実施した企業アンケートを通して、本学卒業生の“強み”と“弱み”が明

確になってきたため、本学の学生が身に付けるべき知識や技能、コンピテンスを明確化し、授業を通

して在学生に周知するとともに、本学の教育で身に付けさせる能力についての議論が進んだ。 

・ディプロマ・サプリメントの記載内容の検討と活用の在り方

ディプロマ・サプリメントについては、前年度の AP外部評価委員会での指摘や AP実施委員会での

議論で、「コア・コンピテンスが低い学生が就職活動時にマイナス評価となる可能性がある」、「コンピ

テンス評価の客観性や評価根拠の点で課題が残る」などの指摘があった。そのため、ディプロマ・サ

プリメントの活用については、2018年度は卒業時に卒業証書とともに配布するにとどめ、コンピテン

ス評価の客観性を高めるとともに企業への周知を図っていくこととした。他方で、8～9月に実施した

企業アンケートでは、「書類選考時の補足資料としての活用」や「面接時の基礎資料としての活用」、

「学業成績以外での多様な人材を得るための活用」など、7 割程度の企業はディプロマ・サプリメン

トの導入を前向きに捉えており、本学としては、コンピテンス評価の客観性を高めるためのエビデン

スの可視化や、企業と連携した共同ルーブリックの開発等を検討することになった。

・4学期制を活用したプログラム開発

今年度は、4学期制を活用した留学先として、カナダのトンプソン・リバーズ大学（Thompson Rivers

Uni.）と覚書を 2 月に締結するとともに、英国のアベリストウィス大学（Aberystwyth Uni.）、オー

ストラリアのオーストラリアン・カトリック大学（Australian Cathoric Uni.）とも 2019年度に覚

書を締結することになった。また、フィリピンのデラサール大学（De La Salle Uni.）や中国の嶺南

師範学院と連携して、海外インターンシップや海外ボランティアの実施に向けた議論を開始した。他

方で、4 学期制を活用した海外留学者は第 1 学期に台湾の義守大学に留学した学生 1 名であり、本補

助事業で導入された海外留学支援型 AO 入試で入学した学生はいなかった。次年度以降、高校生への

周知、特に高大連携を実施している高校生への周知を徹底することとした。 

・システム改修

今年度のシステム改修は、学修支援システムと学内基本システムの個々の作業は予定通り終了し、

本学の教育改革を加速させることができた。しかしながら、両者の連結の改修作業で問題が発生した。

システム改修はオーダーメードで実施しているが、業者との打ち合わせの中で、費用の面と業者の技
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術力の面で妥協点が見いだせず、最低限本補助事業の遂行に必要な改修にとどめた。 

② 事業の実施体制

本年度も AP 実施委員会を中心に本補助事業の進捗状況を点検するとともに、AP 外部評価委員会や

外部評価・助言委員会を開催した。また、FD活動や教授会等を通じて、ルーブリック評価の在り方や

コンピテンス評価、4学期制活用プログラムを議論するなど、全教職員が参加して事業が進められた。 

③ 事業の実施計画・継続性

本補助事業では、4 学期制に対応したシステム改修として、学内基本システムの構築、e-ポートフ

ォリオのための学修支援システムの改修、利便性を高めるための両システムの接続などを行い、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ために、学修ポートフォリオの見直しと e-

ポートフォリオの導入、コンピテンス育成のためのコア・コンピテンスの抽出とルーブリック等の指

標の整備を行うとともに、本学での学修成果を地域社会に提示する仕組みとして「ディプロマ・サプ

リメント」の発行を計画している。そして、このような学修成果の可視化を通じて、学生が自己の知

識・技術・能力を客観的に把握し、主体的・能動的に学修を進める環境を整備することが本補助事業

の目標であり、これを実施することで従来のコンピテンス育成を柱とした本学の教育改革を加速させ

る。したがって、現状ではシステム改修で見直しを必要とするものの、本学が進める教育改革は本補

助事業終了後も進められる。また、本補助事業の実施委員会である AP実施委員会の業務についても、

教務委員会や就職委員会、国際交流センター運営委員会や情報センター運営部会、さらには上部組織

である総務委員会等に引き継がれ、自己点検評価委員会や外部評価・助言委員会による検証・評価を

得て、PDCAサイクルを回しつつ本補助事業の取組は継続して実施される。 

④ 事業成果の普及

本年度も本補助事業の成果報告と普及、並びに本学の教職員に対する意識の共通化を意図して「AP

フォーラム」を 2回、10月と 3月に実施した。加えて、経済教育学会でコンピテンス育成に関する報

告を行った（当日は台風の影響で口頭報告はできなかったが、次年度発行の学会誌『経済教育』に論

文を掲載することになった）。さらに、本補助事業に関連した講演を、5月と 2月に神奈川と佐賀の短

大が実施した FD 研修会で、また 2 月と 3 月に日本私立学校振興・共済事業団が開催したフォーラム

で行った。加えて、本補助事業で発行される「ディプロマ・サプリメント」については、産業界との

連携が不可欠であるが、本年度は、商工会議所との間で連携協定を締結することで合意した。これに

より、インターンシップの実施等で地域企業との連携を進める体制が構築されることになる。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本補助事業では、「入口（入試）改革」、「中身（教育）改革」、「出口（卒業・進路）改革」、並びに

改革を進めるための「環境整備」を柱として、卒業時の質保証の取組の強化を図る。具体的には、グ

ローバル社会に興味のある学生を対象とした留学支援型入試制度の導入、教育効果をより高めるため

の 4 学期制の導入と海外留学などの 4 学期制対応プログラムの開発、「出席レポート」を含めた様々

なアクティブラーニングと「ルーブリック」によるパフォーマンス評価の導入、e-ポートフォリオの

ためのシステム改修と ICT 時代に対応した教育手法の開発、主体的な学修の促進と卒業時の学修成果

の提示としての「ディプロマ・サプリメント」の発行、そしてこれらの改革の有効性を検討して PDCA

サイクルを回すための評価体制の整備など、本学の教育改革全体に関係している。したがって、本補

助事業は、“自主独立”の教育理念の下、学生が自己の知識・技術・能力を客観的に把握し、学修目標

を明確化して主体的な学修を促進させ、企業や地域社会が求めるコンピテンスを育成する本学の教育

改革の流れの中で、これを加速させる全般的・総合的な取組である。さらに、本学では、今後の多文

化共生社会で求められるグローバル・コンピテンスの育成についても、4 学期制を活用した海外プロ

グラム等を充実させることで対応し、さらには他国の大学へ編入する仕組みの構築も計画している。

それゆえ、本補助事業は、就職を意識した最終学歴としての短大と、国内外の大学への編入の準備段

階としての短大という、本学が目指す二つの短大の位置づけにつながる取組でもある。 
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【公表】 

進捗状況の概要（２ページ以内） 

① 大学改革の加速

“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、平成 29年

度に設置した「教育改善 IR 室」の分析結果に基づき、アドミッション・ポリシーを改定した。また

ディプロマ・ポリシーでは、卒業時に身につけるべき「７つの資質・能力」を定義し、７つのうち５

つは、高専機構がモデルコア・カリキュラム（MCC）で定められたもの、２つは“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）で、本校の特色に合わせて独自に定めた資質・

能力とし、これに伴いカリキュラム・ポリシーも改定した。ディプロマ・ポリシーに基づいて発行さ

れるディプロマ・サプリメント（学習履歴証明書）は、全国の高等専門学校がそれぞれの特色に合わ

せて設定できるように原案を作成し、キャリア教育支援システム上に、追加で「７つの資質・能力」

の到達度を入力するシステムを構築した。 

学外で開催された多くの各種研修会に教職員が参加し、学生の「主体的学び」が保証された授業の

実践に向けて、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と改善に向けたス

キルを身に付けるとともに、各種研修や勉強会を学内で企画・立案・実施して、学内における FD 活

動全体の活性化と強化を図った。特に平成 30年 12月には米田謙三氏（関西学院千里国際中等部・高

等部教諭）、平成 31年３月には日野田直彦氏（元大阪府立箕面高等学校校長）による講演会を開催し、

これを全国の国立高等専門学校に配信した。

先進的取組校、特に AP 事業採択校や各種学会との連携により、教育の質の保証のために、分野

的横断能力、異文化対応能力、ポートフォリオ教育、学生支援等の調査と実践を行い、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、高専機構が整備した Web
シラバスシステム、学習管理システム（LMS）、学習到達度試験（CBT）などの活用を行った。さら

に学生参加型の研修として、本校教職員・他高専教職員・学生・企業人等を含めた「近未来 KOSEN」

や「KOSEN 再興戦略」を開催し、本校の教育に対して学生が直接意見を述べる機会を設けるととも

に、学生が自律的にキャリア形成を考える機会を提供した。ここで学生から出た意見に対しては、そ

れぞれの部署の責任者が、令和元年度に対応案を学生に公開し、これらに対する意見を聴取すること

により、本校の教育改革を加速していく。

さらに学生の「主体的な学び」として、特に自学自習時間を的確に評価できる授業方法・内容に対

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、令和元年度に「カリキュラム編成の基本方針」を策定し、令和２

年度以降の抜本的なカリキュラム改正に向けて準備を開始した。 

② 事業の実施体制

“安全・安心志向型”技術者リテラシー教育プログラム推進室を設置しており、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）の策定や ICT 活用教育の推進を行う体制が整っている。また「教育改善 IR 室」を設置し、

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実施されている。その一例としてアドミッション・ポリシーの改正と、

それに伴う入学試験方法の変更などが行われた。また地域企業経営者、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が整っている。

③ 事業の実施計画・継続性
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“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、平成 30

年４月から、既存の「３つのポリシー」の妥当性を検証するため「教育改善 IR 室」において教務デ

ータ、特に入試データや高専版 JSAAP 新入生調査・在学生調査の結果を分析し、アドミッションポ

リシーに沿った学生が入学しているかや、カリキュラム・ポリシーの妥当性等を検証した。その結果、

「３つのポリシー」を平成 31 年４月に変更した。またアセスメント・ポリシーを含めたさらなる改

定（案）も提示されており、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

る体制が整っている。令和元年度には、エンロールメント・マネジメントやトランジション調査を開

始し、その結果に基づく継続的な教育改善をデータに基づいて、すなわちエビデンス・ベースドで実

施する体制が整っている。 

④ 事業成果の普及

質保証のための高専版共通「教学マネジメント」の構築に向け、他の先進的取組校と連携して、全

国高専で実施されている各種アセスメントや教学 IR 及びマネジメント体制に関するアンケート調査

の実施を計画している。これにより高専として必要な教学 IR 項目の整理と洗い出しを他校と協働で

行う。一方、これまでに本校で実施した各種の教学 IR 分析結果の検証を行うとともに、教学 IR に関

する情報収集、他校との情報共有、新たな仮説に基づく分析モデルの作成と検証と行い、複数の教学

IR テンプレートを作成し、IR 研修会等で事例報告を行うことにより、本事業の成果を全国高専へ普

及することを目指す。さらに、全国高専のキャリア支援教育プログラムを含めた「ポートフォリオ教

育」に関する全国高専アンケート調査及び実地調査を実施し、その結果を取りまとめており、今後、

高専にとってモデルとなる「ポートフォリオ教育」モデルの構築、普及を目指す。 

⑤ 選定されたテーマの取組を中核にした総合的な大学教育改革の取組

本校は、本事業を展開し、MCC を包含した“安全・安心志向型”の TCC の構築を進めると同時に、

３つのポリシーを改定し、特に全国の高専で使用できるディプロマ・ポリシーのモデルとして、MCC
の５つの「技術者が備えるべき能力」と本校の特色である「異文化対応力」「倫理的判断力」の２つ

の能力を含めた、７つの能力を定めている。この７つの能力を育成する教育プログラムの構築と、そ

の効果の検証のため、新たに「教育改善 IR 室」を設置し、入試・成績データや各種学生調査の分析

等を学校全体にフィードバック・共有することで、教育改善に向けた「教学マネジメント」を進めて

いる。さらに、全国高専のキャリア支援教育プログラムを含めた「ポートフォリオ教育」に関する全

国高専アンケート調査及び実地調査を実施し、その結果を取りまとめた。これにより高専にとってモ

デルとなる「ポートフォリオ教育」モデルを構築し、学生の「主体的な学び」を促す仕組みを構築す

る準備が整った。これらの知見を参考に、本校のキャリア教育支援システム「きゃり Pi」の付属機能

として、MCC に基づいた国立高専共通の５つの能力及び、全国の各高専が自由に設定できる２つの

能力を表現できるディプロマ・サプリメントのモデルとなる表示システムを構築した。このシステム

の使用により、PROG や Ai Grow 等のジェネリック・スキル評価法によるデータも参考にしながら、

教員面談を通じた自己評価により学生が自律的に目指す人材となるトレーニングを可能とする「育成

型ディプロマ・サプリメント」を発行することが可能となった。さらに、高専版共通「教学マネジメ

ント」の構築に向け、現在、他の先進的取組校とも連携して、全国高専で実施されている各種アセス

メントや教学 IR 及びマネジメント体制に関するアンケート調査の実施を計画している。今後の継続

的なデータの蓄積と新たな分析手法の確立には、多様な学科構成を持つ他高専も念頭においた教学 IR
に関する分析手法を開発し、学生情報統合システム（KOREDA）を管理運用する高専機構と緊密に

連携することが重要である。全国高専において教学 IR に関する開かれた議論の場の提供と、各校の

持ついろいろな評価手法を可視化することにより、高専型「教学マネジメント」のプロトタイプモデ

ルを構築し、教育改革を加速する。
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