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取 組 の 概 要 

本取組は，確固たるシナリオに基づいた「気づかせ教育」と，社

会のニーズと学問的シーズの適合を強く意識した「社会還元型プロ

ジェクト」の実践により，学生に危険予知能力・安全検出思想を理

解させつつ，プロジェクトを通じた論理的思考力や課題探求能力の

向上，社会貢献による達成感の享受や社会還元力の習得により，学

生個々が有する潜在能力を覚醒させ，社会で通用する安全・倫理感

に富んだ「創造型技術人」を育成するものである． 

 

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 

 本取組の「創造型技術人養成プログラム」は，1)気づかせ教育と社会還元型プロジェクト

教育の導入，2)カレッジインターンシップによる高大連携プロジェクト教育，3)初年次にお

ける安全倫理教育の導入，4)ＴＡやＳＡの積極的活用による高大連携教育や社会還元型プロ

ジェクト教育の運用，5)社会還元型プロジェクトのシナリオづくりを通じたＦＤの推進，の 5

つの要素によって構成されており，それら全体の計画・運用は文部科学省ＧＰ実行委員会が

主体となって行ったが，このうち，社会還元型プロジェクト教育や安全倫理教育の運用なら

びにそれらを支援するＴＡ，ＳＡの教育・登用に際しては，学内の学務委員会，就職指導委

員会と連携し，年度毎の再検討を踏まえて実施した．高大連携プロジェクト教育の運用に際

しては，学内の高大連携教育推進委員会ならびに入試実行委員会，学務委員会と連携して大

学初年次教育へのシームレスな導入を図った．さらに社会還元型プロジェクトの教育シナリ

オの策定に関しては，学内のＦＤ委員会や学生生活委員会と協議の上，授業カリキュラムへ

の影響を十分に考慮して実施にあたった．この他，本取組の資産管理については事務局の教

務課・会計課に協力いただき，社会還元型プロジェクトの推進において，理工学研究所の研

究施設・設備の運用担当者に支援いただいた． 

(２)取組の実施内容について 

本取組では，高大連携教育から安全倫理教育，気づかせ教育を段階的に行う社会還元

型プロジェクトを順次拡大し，学生の社会還元力と学士力を保証する教育の実質化を図

り，学内ＦＤを推進するものである． 

本取組の参画学科は，取組開始時の 6 学科から土木工学科，社会交通工学科，機械工

学科，精密機械工学科，航空宇宙工学科，電気工学科，電子情報工学科，物理学科の 8

学科に拡大しており，平成 24 年度はさらに１学科の参画が予定され，学部全体(12 学科)

としての取組に拡大している．各年度の具体的な実施内容は下表の通りである． 
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年度  実施内容  

H21 

[実施環境と体制の整備 ] 学内に文部科学省ＧＰ実行委員会を設置．社会還元型

プロジェクト達成度の評価項目を検討し，優秀学生 90 名へ学生博士賞を授与．

[創造型技術人養成プログラムの作成と実施 ] 
・気づかせ教育：初年次教育における安全教育の運用とフィールドワークやもの

づくりを通じた気づかせ教育の実施．6 学科の 1000 名程度が参加．  
・ＴＡ，ＳＡの育成と高大連携教育：高大連携プロジェクト教育の教育シナリオ

設定，高大連携教育への 50 名程度のＴＡ，ＳＡの登用． 

・社会還元教育：学内外イベントでのプロジェクト展示・発表．授業における学

生のフィールドワークを通じた社会還元． 

・地域連携：自治体や教育委との連携による実験教室(年間 10 回)の実施． 

H22 

[創造型技術人養成プログラムの改善と発展 ] 
・気づかせ教育：安全倫理の初年次教育科目への導入，達成内容による「気づか

せ」教育の成果の評価等，「気づき」の評価方法の検討 (年 6 回実施 )．  
・ＴＡ，ＳＡの育成と高大連携教育：付属高校生を中心とした高大連携教育の拡

充(付属中学高校他年間 20 校で実施)．ＴＡ，ＳＡによる高校生へのものづく

り指導，教員を講師としたＴＡ，ＳＡ育成の強化． 

・社会還元教育：地方自治体等が募集する教育ボランティア等へのＴＡ，ＳＡの

派遣等の拡充(船橋市，津田沼市，富士宮市等で実施)． 

・地域共生：社会還元型ワークショップの開催や，船橋地区におけるサイエンス

カフェの定期的な開催(見学会含め年 4 回開催)． 

・安全倫理教育の導入：初年次教育での全学科共通講座の実施(年間 2 回実施)．

H23 

[次年度以降に向けた創造型技術人養成プログラムの継続性の確保 ] 
・気づかせ教育：校友による定期的・実践的なもの・ことづくり指導等，気づか

せ教育の継続性の確保(8 学科で実施し，その他の学科でも試行開始)． 

・ＴＡ，ＳＡの育成と高大連携教育：次年度以降のＴＡ，ＳＡの活用に向けた，

ＴＡ，ＳＡによる高大連携教育の実施(付属高校を中心に年間 28 校で実施)．

・社会還元教育：都市計画など地域への社会還元の充実(5 プロジェクトで実施)．

・地域共生：船橋地区におけるサイエンスカフェの定期的な開催(年 12 回開催)．

・交流会の実施：実社会のニーズによる研究テーマの発掘，大学の知的資源の社

会還元(シンポジウム，異分野企業交流会他，年間 4 回実施)． 

[創造型技術人養成プログラムの最終評価] 外部評価委員会の設立と本取組の

評価と継続に向けた意見の具申(ＦＤ委員会と連携して計画する)． 

(３)社会への情報提供活動について 

 本取組の情報は随時，ウェブページ http://www.tgp.cst.nihon-u.ac.jp に掲載

しており，これまでに読売新聞や毎日新聞(毎日大学フォーラム 2009 年)，朝日新聞(朝

日キャンパス通信 2011 年)，蛍雪時代(2010 年)などで取り上げられ高い評価を得てい

る．また，2011 年には地域連携学生活動が千葉県のケーブルテレビや静岡県・福島県

の地元紙でも紹介された．この他，学内の学術講演会ＧＰ特別セッションやＧＰシン

ポジウム(11 月，12 月，1 月)，ＧＰ合同フォーラムにおける成果公表を行っている．
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②取組の成果 【１ページ以内】 

1)気づかせ教育と社会還元型プロジェクト教育の導入；学生の気づかせを促す演示実験や

社会還元型プロジェクトでの失敗体験から学ぶ教育など，教育シナリオの充実が図られ，

専門科目で学んだ知識が自分自身の係わるプロジェクトに大いに役立つことに気づいた

学生の向学心を目覚めさせ，当初より質の高いプロジェクトを実践し，成果をあげる学

生チームが増加してきた．また，３年修了時の達成度評価において優秀な学生は，１０

０名近くまで増加しているが，いずれも就職活動を優位に進め，志望会社の内定率や進

学率も参加しなかった学生に比べて３割以上高いデータが得られている．さらにＴＡや

ＳＡは中高大連携教育支援の中で教えながら学ぶことに目覚めてきた．このため，ＧＰ

参画学科も当初の６学科から８学科に増加し学科を超えた取組みに進展している．これ

らの成果より，新たな教育システム導入と展開に対する達成度は70%程度と評価できる．

2)カレッジインターンシップによる高大連携プロジェクト教育；付属習志野高等学校や

県立柏の葉高等学校ならびに千葉県立工業高校との高大連携教育協定を結び大学設置科

目の履修と単位認定制度と共に大学生と取組む科学研究プロジェクトにも参加させるカ

レッジインターンシップを実践している．また，ＳＰＰやＳＳＨを活用した連携教育も

年々増加の一途をたどり，現在，連携教育を実施している中学高校は年間30校以上に拡

大してきている．一方，大学では高大連携教育の牽引役となるＴＡ，ＳＡも増えてきて

おり，教職課程の教育実習とは別の視点で中学・高校の先生方からも好評を得ている．

これらの成果より，高大連携教育に対する達成度は80%程度と評価できる． 

3)初年次教育における安全倫理教育の導入；平成20年度から初年次教育に導入したイン

センティブ・スタディスキル授業において，安全倫理教育を積極的に導入した．学内に

設置した共通工房では，学科横断的に機械工作や電子回路設計，計測機器等に対する安

全倫理教育を実施してきたが，講習受講者は年度ごとに増加した．この成果として卒業

研究などで工作機械操作ミスや計測機器取扱いに関するトラブルが低減し，共通工房の

管理運用についてもモラルの向上が確認された．この達成度は70％程度と考えられる． 

4)ＴＡやＳＡの積極的活用による高大連携教育や社会還元型プロジェクト教育の運用；

社会還元型プロジェクトに参画する学生の増加によって，これを支援するＴＡとＳＡが

必須の状況となった．このため，本取組に係わる教員間で学科横断的な情報共有を行い，

日常の学生プロジェクト支援やアウトリーチ活動支援のＴＡ，ＳＡを教育した結果，当

初のＴＡの1.5倍増，ＳＡ10名以上の育成が達成された．また，ＴＡやＳＡ自身の課題探

求力や論理的思考力の向上も見受けられ，就職活動等で優位に展開できた実績が得られ

た．この成果については卒業生・校友の評価も高く，達成度は80%と評価できる． 

5)社会還元型プロジェクトのシナリオづくりを通じたＦＤの推進；高大連携教育や社会

還元型プロジェクト教育の課題テーマと教育シナリオ策定に，ＧＰ関連学科の若手教員

全員が参画して月毎の連絡会議を開催して検討を行った．この結果，ものづくりプロジ

ェクトや安全倫理教育を積極的に授業に取り入れる学科が増加し，1年次から卒業までの

教育カリキュラムがより一貫性のあるものに改善された．また，カリキュラムの中に卒

業達成度評価科目が設定され，卒業研究と併せて学士力の修得度を演習などで具体的に

評価するようになった．ＦＤの推進に関する達成度は60%と評価できる． 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の評価体制については，学部内に文部科学省ＧＰ実行委員会を設立し，各プロジ

ェクトの中間報告会を年２回開催し，取組み全体の中間評価を実施する計画であった．

これについては，毎年 11 月に学内の学術講演会におけるＧＰ特別セッションならびに年

度末のＧＰシンポジウムにおいて，各学科の取組中間報告を実施し，外部招待者からご

意見をいただいた．さらに，学部既設のＦＤ委員会が年１回本取組を評価し，文部科学

省ＧＰ実行委員会に通知すると共に，自己点検報告書に掲載する計画であった．これに

ついては各学科のＦＤ担当委員が年次報告の中で評価結果について記載しＦＤ委員会に

報告を行った．文部科学省ＧＰ実行委員会はこの結果を受けて次年度の取り組みの改善

点を協議し，各学科のＧＰ実施担当者にフィードバックした．さらに，最終年度には学

外の有識者からなる外部評価委員会の評価を受け，本取組みを継続的取組とする上での

意見を具申していただく計画であった．これについては理工学部校友会幹事会への事業

結果報告を実施し，この後の取組継続についての是非に関する意見・要望を伺い，多面

的に評価いただいた上で，取組み継続について承認いただいた． 

 次に本取組に対する評価方法については，単位認定を行っている「ＧＰ関連科目」の場

合， 

①実験実習のテーマ毎に審査の時間を設け，教員によるレポート審査(予習レポートと結果

報告書)と口頭諮問や実験結果報告会を実施し，教員間で共通の配点基準を設定して，評価

結果を点数化し，単位・成績に併せてＧＰ関連科目評価結果として認定した． 

②設計図面には審査点，実証実験には実施点を加算して評価し，これらの結果に対する対

策改善の実施については十分に加味して基礎技能達成度評価を行った． 

③実験実習科目での経過結果に対するグループディスカッションを実施し，有意義な議論

がなされた場合には評価結果に加味した． 

また，学生による「社会還元型プロジェクト」に対しては， 

①全てのプロジェクトは，本取組において策定したＧＰプロジェクト達成度評価指標に

基づき，プロジェクト関連分野を専門とする教員によって多面的評価がなされた．また，

年度毎にこの評価指標の検討見直しを実施した． 

②学内外での技術競技会に積極的に参画させ，客観的なプロジェクトの完成度を評価す

る機会を多く与えるようアドバイスを行った．また，競技会などの結果報告会を随時実

施すると共に，その場で改善提案に関するグループディスカッションを促した． 

③学生個別の学士力達成度については，ポートフォリオシートを活用して評価するよう

徹底した．この結果，学生の学習指導や就職指導により適切なものとなり，留年率の低

減や内定率の向上につながる結果もみられた．このため，平成 24 年度より学内情報シス

テム上に学生ポートフォリオシステムを構築し，学士力達成度や学習履歴に基づいた個

別指導が実施できる環境が整備される計画である． 

④本取組に参画した学生の卒業後の進路について追跡調査を実施しているが，特に学生

博士賞を受賞した学生の就職率・進学率が高い傾向が得られている． 

なお，これらの取組みの効果については学内に組織した文部科学省ＧＰ実行委員会が

全体評価に当たるものである． 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組では，財政支援期間終了時までに取組実施環境と体制の整備は概ね完了した．

そして，終了後は，「創造的技術人養成プログラムの拡充と後輩教育のシステム化」と，

「第２次創造型技術人育成プログラムへの発展」を目指す計画であった． 

この期間に理工学部全体において初年次からの教育カリキュラムが充実し，初年次の

インセンティブ・スタディスキル教育における安全倫理教育の導入に加えて，学士力保

証のための必修科目が設定され，教育カリキュラムとＦＤ活動による教育シナリオの改

善努力がなされたこともあり，一部で学生の就職活動等への好影響が確認され始めた．

社会還元型プロジェクトもその成果がメディアで注目されたものなどがあり，初年次か

らの参画希望者も含め，年々参加する学科や学生は増え，取組みの発展拡大が期待され

ている．平成 24 年度以降は，学生の推進するプロジェクトの成果物や業績を校友や新入

生，中高生などが見学できる常設展示スペースの充実を図り，学生と校友や中高教員と

のコミュニケーションをより活性化させる試みを学内の図書委員会と連携して実施す

る．学生の社会還元型プロジェクトは，一部で学部を横断した取組みも開始されている

が，理工学部以外での実施環境は十分でない場合も見受けられる．そこで，本取組関係

者による教育ロールモデルの事例を全学的に波及させるために，学内のＦＤ委員会と連

携した教育シンポジウムを計画する．この際には，本取組期間中に作成した「安全倫理

教育コンテンツ」や，「動機づけ教育シナリオコンテンツ」，「ＴＡ，ＳＡ教育用コンテン

ツ」などを提供して積極的な情報共有を図る． 

次に，高大連携教育については，理工学部船橋キャンパス内にある付属習志野高等学

校の理工学部進学クラスの生徒を対象に「理工系動機づけ教育(ＣＳＴ－ＭＵ)」を開始

した．これは高校２年生から段階的にＰＤＣＡスパイラルアップ教育を実践するもので

あるが，その教育シナリオの検討改善の成果がみられており，今後の追跡調査も含めて

継続拡充していく計画である． 

また，社会還元型プロジェクト推進に当たっては，その過程で好奇心をもって参画す

るが，必要十分な基礎知識が足りない，あるいは授業が疎かになりドロップアウトして

いく学生も少数見受けられた．この点を重視して，学内に基礎科目についての個別指導

を行うために設置されたパワーアップセンター(ＰＵＣ)と連携した．今後は学生個々の

能力に応じた学士力保証を推進していく予定である． 

さらに，社会還元型プロジェクトの推進に係る財政的措置については基本的に学内資

金をもって講じるものであるが，一部のプロジェクトでは既に地方自治体や企業の支援

を受けて実施しているものもあり，卒業生・校友からの支援も得られるような体制が検

討されている．今後はこれに併せて，学生が直接企業や校友に企画提案し，学生と企業

や地方自治体とが協同するプロジェクトへ展開していくかたちを目指す．この際に外部

から提供いただくのは，基本的に技術(人)とものに限るような企画提案にしていくこと

で，企業側にとっても負担の少ない支援が講じられるものと考える．このような企画提

案のできる「第２次創造型技術人育成」は教員が担うものであり，この人材育成は財政

的に大きな負担を伴うものではないため，取組の継続発展は可能である． 

 以上のように本取組は財政支援期間終了後も多面的に継続発展する計画であり，平

成 24 年度よりその運営組織として「未来博士工房運営委員会」が組織されている． 
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本取組では，学問と技能の融合教育の長きにわたる伝統を有する本学理工学部を中心に実践

されてきた，学生の自律性や創造性に基づいた『ものづくりプロジェクト教育』に加え，技術

の基本である安全・信頼性概念への「気づき」，製造技術のノウハウと応用のための「知恵の継

承」，技術を活用して「社会へ還元」する力の蓄積を通じて，社会に役立つ技術やシステムを提

案，周知できる素養の育成までを盛り込んだ『もの・ことづくり教育』を実施した．これは，

実験・調査・分析を活用した教育シナリオによって専門科目の必要性を再認識させる「気づか

せ教育」と，社会のニーズと学問的シーズの適合を強く意識した「社会還元型プロジェクト」

の実践により，学生に危険予知能力・安全検出思想を理解させつつ，プロジェクトを通じた論

理的思考力や課題探求能力の向上，社会貢献による達成感の享受や社会還元力の習得により，

学生個々が有する潜在能力を覚醒させ，社会で通用する安全・倫理感に富んだ「創造型技術人」

を育成し，学士力を保証すると同時に，高大連携教育を発展させたカレッジインターンシップ

による高校から大学初年次教育へのシームレスな導入とともに，ＴＡを高大連携教育やＳＡの

育成に積極的に登用し，ＴＡの教育力向上と学生ピアサポートシステムの整備・充実を図った

ものである． 

この結果，本取組に参画する学科が８学科まで増加すると同時に，学生の共通工房使用者が

８年間で倍増して年間延べ 1 万名を超え，社会還元型プロジェクトに参画した学生の志望会社

に対する内定率や大学院進学率が３割以上向上すると共に，安全倫理に対する意識や知識，課

題探求力や論理的思考力が高まる効果が見受けられた．また，カレッジインターンシップの実

施によって興味・目的をもって大学に進学する学生の割合が毎年増加する成果が得られている．

今後は，本取組を通じて構築された学習意欲を促す効果がある教育シナリオ，ＴＡ，ＳＡによ

るピアサポート教育体制，中学・高校生と連携した教育プロジェクトや学生と地域連携による

社会還元プロジェクトの更なる改善を推し進めると同時に，学生個々に効果的な教育指導の支

援となるポートフォリオシステムへの反映を検討していく計画である． 

社会で要求される“「ものごとづくり」のできる創造型技術人”を育成

創造的思考力、課題設定能力、

社会的倫理観、論理的思考力

学士力
保証

社会還元力

社会還元型プロジェクト教育

目的意識の確立
課題発見能力

理工学リテラシー
社会的倫理観の養成

「ものごとづくり」のできる
創造的技術人の育成

高大連携教育 初年次教育 社会還元型プロジェクト教育

もの・ことづくり

高大連携物理教育
（SSH、SSP）

実践型教育の伝統

インセンティブ、
スタディスキル科目

初年次教育拡充

地域人材を活用した東
京湾再生活動の展開

社会還元型プロジェクト

現代GP

地域貢献型
交通まちづくり

地域の科学者
推進事業

協調性、実践力、人間力、

コミュニケーション能力

ものづくり

問題 解決

知恵の継承気づき能力 安全倫理

ものづくり

先端科学技術の具現化

シーズとソリューションを提供できる能力

未来博士工房による自律
性と創造力の覚醒

特色GP

ピアサポートによる「気づかせ作業」
信頼性、環境を踏まえたコーディネーション

問題 解決

気づかせ教育 社会還元力養成
プロジェクトマ
ネージメント
ができる学生
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メントができ
る学生

高校生 大学1年 大学1年～3年

ものことづくりへ
昇華させるシナリ
オの工夫によるFD

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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