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取 組 の 概 要 

本取り組みは中等教育以降で課題となっている理数系科目における

学習意欲の低下などの諸問題に対処するため、工学部で学科横断的に

履修する一年次必修科目「工学基礎実験」を中心とした「分野融合実

験を核とする初年次教育」を提案し実施したものである。実験項目が

複数の学問分野の要素技術の習得に結びつくよう考案されており、先端

工学技術が分野融合により成り立っていることを理解させると共に、サ

イエンスへの興味を喚起させる内容となっている。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本事業の中核をなす工学基礎実験は、実施ワーキンググループ（以下、実施 WG）と評

価ワーキンググループ（以下、評価 WG）により運営されている。実施 WG のメンバーは

教育委員長を筆頭として、工学部の各学科から専任の教職員を 2 名ずつ配置し、これ

に加えてプログラムの全体調整・整備等を担当する特任助教 2 名と事務補佐員 1 名を

任用している。この実施 WG と実験テーマごとに雇用した Teaching Assistant（以下、

TA）によって工学部全学科の一年生へ工学基礎実験を実施する。また評価 WG は、実施

WG と独立に組織し、本学大学教育センターと連携しながら本事業の効果を評価すると

共に、実施 WG への改善勧告も行う体制となっている。 

(２)取組の実施内容について 

平成 21 年度 

・工学基礎実験フィージビリティスタディ 

本取組では平成 22 年 1 月 28 日～2 月 5 に全てのテーマに対して、各学科の担当教員を

中心に総勢 27 名の TA を雇用して、計画した基礎的学習項目の調査・検討を行った。

複数の学科の教員がこれに加わることにより、多角的な視点による評価を行った。 

・教育コンテンツの作成 

工学基礎実験では、専門分野の異なる初年次学生が安全な実験を行うために、工学部

作成の安全マニュアルに準じた実験における注意項目を、実験テキスト冒頭に記載し

た。これに加えて本取組では、安全に関するビデオ教材を作成し、実験を行う前段階

で学生に視聴させている。さらに、専門のホームページを作成し、本取り組みの関す

る事項や、履修している学生に対して、情報周知や、実験補助的な電子教材の配布な

どを行える様整備した。また次年度からの本実施に備えて、1 学科で予定テーマの大部

分、別の 1 学科では予定テーマの一部を試行的に実施した。 
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平成 22 年度 

・工学基礎実験の本実施 

工学基礎実験は、工学部の全８学科の１年次生約 550 人を対象に行われた。基本的に

は 60～80 人/グループを 2 グループ/回、5 回/1 週で実施した。内容は、科学情報オリ

エンテーション 2 回、安全講習･実働実験オリエンテーション 2 回、実働実験 8 回、思

考実験･レポート指導 2 回より成り、8 回の実働実験テーマは 3 名あるいは 4 名を 1 つ

の小班として指導した。ただし班員の構成について、異なる専門分野の学生による共

同作業が学習効果へ与える影響を評価する目的で、有機材料化学科と物理システム工

学科は合同で混合班を組んで実験を行うこととした。 

・アンケート結果による学習効果の評価 

アンケートは学期前半開始時、学期後半開始・終了時に実施された。実施したアンケ

ートの内容は、高等学校までの理系科目に関する履修状況、工学基礎実験の履修前後

の各実験テーマの理解度やサイエンスへの意識の変化を調査する質問となっている。 

・高大連携体験授業の整備 

工学基礎実験の実験テーマを高大連携体験授業へ導入するための準備としてミニフォ

ーラムを実施した。平成 22 年 8 月 25 日、8 月 26 日、平成 23 年 1 月 22 日に「分野融

合的理科教育に関するミニフォーラム」を開催し、工学基礎実験のテーマを体験して

もらい、技術の習得や学生への教育に関する意見交換を行った。さらに、意見交換を

もとに、平成 23 年 1 月 28 日～2 月 23 日にフィージビリティスタディを実施し、高大

連携体験教室に向けた実験テーマの立ち上げを行った。 

平成 23 年度 

・工学基礎実験の改善 

平成 23 年度の工学基礎実験は平成 22 年度の自己点検・アンケートによる評価を元に

実験テキストの改定、実験設備の拡充を行い実施した。  

・大学教員用アンケートの実施 

実施した工学基礎実験の効果を追跡調査することを目的に、各学科の教員を対象に工

学基礎実験実施前後の学生の印象の違いをアンケート調査した。 

・高大連携体験授業の実施 

平成 23 年 8 月 25 日、8 月 26 日に高大連携体験授業として、首都圏域の中学・高等学

校における理数系教員に、工学基礎実験項目の中から「血液検査」と「燃料電池」を

体験してもらい、技術の習得や学生･生徒への実験教育に関する意見交換を行った。  

・連携 WG の設立 

実施 WG、工学部教育委員会、大学事務員などから計画での連携 WG にあたる工学基礎実

験運営小委員会を立ち上げ、平成 24 年度以降に継続可能な運営体制の確立を行った。

(３)社会への情報提供活動について 

工学基礎実験では、本取り組みの意義や内容、計画やその実施報告などを広く一般に

周知するために、専用のホームページを開設している。また、全国の大学の教育関係

者向けに年一回発行される大学教育ジャーナルにて、各年度の実施内容や評価を報告

した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

大学初年次における一般的な問題点として、学習意欲の低下、目的意識の希薄化が指

摘されている。工学系分野の入学者においても同様の傾向がみられるが、その背景に

は、幼少時からのモノづくり体験や理科実験の経験が、質・量ともに不足している点

が挙げられる。本取り組みの目標は工学部共通の基盤的な知識・技術を習得した、融

合分野で柔軟に活躍できる人材の育成である。初年次に学習の動機付けを行うことで、

以降の４年間の学部専門教育の効果が増大する。各自の専門分野の位置づけの認識を

深め、工学を学ぶことの意義を咀嚼することで、「課題探求能力、問題解決能力を兼ね

備えた人材の育成」を重点的な達成目標として掲げた。 

 

課題探求能力の向上：共通性・融合性の観点から工学全体を平易に理解し、興味から

生まれる自己探求心により各自の専門分野との接点を見出す。  

問題解決能力の向上：工学部初年次として相応しい基本的な考え方を身に付け、各自

の専門分野での学習に活用する。 

 

平成 22 年度において工学基礎実験終了後に学生を対象に実施したアンケートにおい

て、サイエンスへの興味についてまとめたものを示す。このアンケート結果では工学

基礎実験を通じて、全体の 53.1%の学生がサイエンスへの興味を増していることが示さ

れている。この「興味」は実験に対する予習の有無と高い相関関係が観られ、自学習

などの学習意欲を高揚させるための大きな要素の一つと考えられる。さらに平成 23 年

度の工学基礎実験においては平成 22 年度に比べ興味が増したと回答した学生の割合は

14.0%増加しており、平成 22 年度のアンケート結果を元に行ったテキストの改訂・実

験設備の拡充により、学生の興味を引き出す効果的な授業が実施できたことを示して

いる。また、工学基礎実験の効果を追跡調査することを目的に、各学科の教員を対象

に工学基礎実験実施前後の学生の印象・行動様式の違いをアンケート調査した結果か

ら、分野融合型実験の実施が、１年生後期以降のサイエンスを学ぶ上で広い視野を与

えていることが明らかになってきている。自由記述においては、「劇物試薬取扱時に注

意深くなった」、「科学技術全般に対しての知識向上が望めると感じる」などの、安全

教育や工学基礎実験本実施の効果が伺える記述が多く寄せられた。 

以上のアンケート結果を踏まえ、大学初年次での工学基礎実験の実施が、サイエン

スへの興味の動機付けや、分野融合的な思考などに効果的であったことが示され、目

標である「課題探求能力、問題解決能力を兼ね備えた人材の育成」に繋がるものと考

えられる。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

平成 21 年度に評価 WG と実施 WG が連携して評価指針を策定した。実際には年 3 回行

われた実施 WG により、学生の実験テーマへの理解度や成績、アンケート結果が議論さ

れた。議論結果を元に年 1 回の評価 WG で、  

・工学を学ぶことの意義を理解し、以降の学習に対する抱負を抱くことができたか  

・工学の共通性・融合性を理解し、各自の専門分野との接点を見出すことができたか 

・工学部の初年次学生として相応しい工学の基礎知識・経験が身に付いたか  

・実験課題・教育方法が適切であったか 

などに関する評価が行われ、次年度以降の改善案が決定された。 

また、大学教育センターと連携し、高等学校における理科の科目履修の有無や受験選

択科目、実験項目ごとの教材・指導に対する学生の反応を調査し、その相関関係を評

価することにより、各学科での指導方法にフィードバックさせた。 

 

特に工学基礎実験が本実施された、平成 22 年度の学生アンケートにおいては、「高校

で使用したことの無い実験器具を使い、とても興味が湧いた」など、学習意欲への動

機付けがなされたコメントが多く寄せられた一方で、実験テキストの表現の難しさや

実験装置の台数拡充などの改善点も挙げられた。これらを受け、テキストには専門用

語の解説を充実させ、必要に応じて実験器具の拡充などが行われ、大学の初等教育に

おける「サイエンスへの興味」をさらに引き出すことに成功している。  また、本取り

組みの中心に位置する工学基礎実験では、専門分野の異なる初年次学生が安全な実験

を行うために、本学作成の安全マニュアルに準じた注意項目を実験テキスト冒頭に記

載し、この実験のために本学独自に作成･編集した物理系および化学系安全教育ビデオ

を実験実施に先立って学生に視聴させ、複数の教員と学生 TA を配置することで安全性

は担保できていると考えていたが、平成 22 年度の工学基礎実験において、軽微ではあ

るが怪我や取り扱いミスによる装置の故障など複数の事故があった。平成 22 年度の評

価において、これらの事例は軽視することができず、次年度以降の安全教育のさらな

る改善に取り組む必要が生じた。その一環として、当初より電気電子系項目の安全教

育について助言を頂き、ビデオ作成にもご助力いただいた(株)関電工を訪問し、同社

の「平成 22 年度技術・技能競技大会」の安全体感実演行事に参加し、実験教育の安全

講習の要点に関する実践的な議論を行った。この研修で得た知見や WG による議論をフ

ィードバックさせて平成 23 年度の安全教育内容の一部改善を図ったことにより、電気

系装置の取り扱いミスなどは減少しており、一定の効果が得られている。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

平成 23 年 10 月より実施 WG、工学部教育委員会、大学事務などのメンバーから本取り

組みの計画での連携 WG にあたる工学基礎実験運営小委員会を工学部教育委員会下に設

立し、月一回の会議を実施している。取り組み期間終了後も、この工学基礎実験運営

小委員会が中心となり自助努力により、予算を本教育プログラムに最優先で充当する

ことによって、工学基礎実験やそれに伴うアンケートの実施や改善は恒常的に行って

いく予定である。 

 

既に、工学基礎実験に必要な備品等は揃っており、十分な教育効果が出ていることか

ら、大きな改善の必要は無く、実験に必要な消耗品費や故障による修理費などは、自

助努力により、十分に充当可能である。しかし、教員向けに実施したアンケートでは、

安全に実験を実施する上で、多くの教員を確保する必要があるため、継続的な実施の

為の人員確保を心配する声などが出ており、高い教育効果と安全な実験教育を担保す

る上での必要となる人件費の捻出が課題となっている。そこで平成 24 年度では、これ

まで、プロジェクト費で 2 名雇用していたフルタイム･専任の特任助教を、パートタイ

ムの特任助教複数名に変更しており、人件費の削減に努めている。今後も全学的に導

入される出欠の管理システムを取り入れるなどの、効率化を図り費用の削減を進めて

いく予定となっている。 

 

・平成 24 年度の運営体制 

平成 24 年度からは、工学基礎実験運営小委員会の教員中心に、工学府の各学科から専

任の教職員 2 名ずつ配置し、これに加えて全体調整・整備等を担当する学生兼務の特

任助教 7 名と事務補佐員 1 名により実施される。さらに、実験テーマごとに雇用した

TA を加え工学部全学科の一年生へ工学基礎実験を実施する。 

 

また、工学基礎実験の実施も３年目で各学科に深く浸透してきており、工学基礎実験

運営小委員会も定期的に開催されることから、各学科で実施される基礎・分野融合科

目の教員との意見交換が更に密度高く行える環境が整っており、工学基礎実験と講義

科目の両者をより密に連携させ、教育カリキュラムの熟化が進められる予定である。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

大学初年次教育における一般的

な問題として、学習意欲の低下、

目的意識の希薄化が挙げられる。

そこで、実験教育において社会

との接点を実感できる初年次動

機付け教育を全学部統一的に実

施することが希求されている。

また、各分野が複雑に進化し融

合した科学技術社会において、

地域社会の持続的発展に貢献で

きる人材を育成するには、“分野

融合的” な考え方と方法論の教

育が必要不可欠である。これに       図１：工学基礎実験    
伴って本学工学部では、初年次教育改革として一年次必修科目「工学基礎実験」を中心

とした「分野融合実験を核とする初年次教育」を実施している（図 1）。この教育プログ

ラムでは、5 つの先端工学領域から、DNA 鑑定、鑑識捜査、太陽電池などの分野融合的

な内容を持つ身近な 8 つの実験テーマを取り上げ、学科横断体制で平成 22 年度から学部

一年次前期の必修授業科目として実施している。工学基礎実験の開始された平成 22 年度

では全体の 53.1%の学生がサイエンスへの興味が、大変興味が増した・興味が増したと回

答しており、教育効果の高さが伺えた一方で、自由記述においては、学習効果が伺える

コメントの他に実験テキストの表現の難しさや実験装置の台数拡充などの改善点も挙げ

られた。これらの内容を工学部教育委員会の委員長を主査とした実施ワーキンググルー

プと、それとは独立して存在する評価ワーキンググループとで、相互判断し、テキスト

や実験装置の拡充などの改善が行われた。改善結果は、平成 23 年度のアンケート結果に

反映されており、平成 22 年度に比べ大変興味が増した・興味が増したと回答した学生の

割合は 14.0%増加しており、初年次としてサイエンス全体への興味を喚起することに成功

している。また、指導する教員向けに行ったアンケートでは、「劇物試薬取扱時に注意深

くなった」、「科学技術全般に対しての知識向上が望めると感じる」など、工学部の学生

が基本的に持ち合わせるべき知識の習得や、分野融合型の思考を感じさせるコメントが

多く観られ、高い教育効果が伺えている。平成 24 年度以降では、工学部教育委員会下に

立ち上げられた工学基礎実験運営小

委員会を中心に、取り組み期間終了

後も、自助努力により、予算を本教

育プログラムに充当することによっ

て、工学基礎実験やそれに伴うアン

ケートの実施や改善を恒常的に行っ

ていく予定である。 

                      図２：サイエンスへの興味 
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