
大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名 大阪工業大学 

取 組 名 称 ＳＥ能力開発のためのスパイラル型情報教育 

取 組 期 間  平成２１年度 ～ 平成２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 情報科学部 取組担当者 小堀 研一 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.is.oit.ac.jp/gakubu/gp/ 

 

取 組 の 概 要 

情報通信技術は産業やインフラ構築のコア技術として不可欠であ

るが、担い手となる情報分野の志願者は少子化や理工系離れにより

減少傾向にあり、中国やインドの台頭による国際競争の激化のなか

で、優れた情報技術者の育成は喫緊の課題である。 

一方、産業界からは、大学の情報技術者教育について、「品質保証

がなされていない」、「産業界が求める人材との間にギャップがある」

などの指摘がなされており、これらの課題や指摘に応えるには質の

高い優れた情報技術者を育成するための新たな考え方や手法による

情報技術者教育が必要である。 

本取組は、このような背景に鑑み、情報分野の主たる職種である

システムエンジニア（ＳＥ）の質的向上を目的とした教育方法の開

発とその実践に関するものである。 

 

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 

本取組の実施体制を確実なものとするため、教育課程の点検やその改善にかかる常

設委員会として「情報技術教育推進委員会」を設置した。この委員会は学部長を委員

長とし、各学科から学科長を含め 2 名ずつの教員が参加して３軸（モデル化能力、デ

ザイン能力、業務遂行能力）スパイラル型の教育課程を推進している。本委員会では、

各年次の到達度評価を確実に管理するほか、学部公式行事の実施とその到達度評価の

基準策定を担当し、毎年フィードバックを加えながら取組自体の継続的な改善を図っ

ている。 

(２)取組の実施内容について 

①平成２１年度においては、学部導入時教育に重点的に配慮した。具体的には３軸の

到達目標のうち特にモデル化能力を高めるため、自然科学系共通科目（物理学、地球

科学等）における現象の可視化を重視した教育プログラムの整備を行った。可視化に

必要な各種装置・材料などを購入し、この軸の能力獲得を推進した。また、特別講義

等においては従来の講師に加えて在京の現役ＳＥや企業役員らを招聘し、企業活動に

おけるモデル化や論理的思考に関する能力開発の重要性を講演いただいた。業務遂行

能力育成の軸については、１年次の基礎ゼミナールにおいて教員のガイド下で研究室

訪問を行い、専門分野の興味を学生に抱かせるとともに自ら上級生や教員に質問をす

ることで疑問を解決する姿勢を身につけさせた。その後研究室見学報告会を実施し、

見聞きしたことを自分の言葉で説明させる能力の育成を図った。２年次の科目「テク

ニカルライティング」において学生に地域課題の題材を与え、それをグループで解決

し学生が地域や企業の強みを活かしたソリューションを提案する実践教育を行った。

地域企業や商店としては学生の新しい感性による評価や提案がほしいところであり、

学生としては世の中の実業を学べるというメリットがあった。具体的には、企業の強
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みを活かした Web デザインに取り組み、外部発表報告会を行った。その他の実施科目

については、３軸の各能力開発の観点から講義と演習との対応や使用する題材の再点

検を実施した。 

②平成２２年度においては３年次以降のカリキュラムを強化した。具体的には、情報

システムの実践課題にゼミ形式で取り組む「情報ゼミナール」の強化に取り組んだ。

今までは実践課題として学生が設計・運用する学内情報ナビゲーション・システムな

ど限られていたが、大規模なシステム開発の経験を積む機会を多く提供するため、学

部エントランスホールを活用して実践課題や研究内容の一端を来訪者や下級生に無

人で紹介する「セルフガイドツアー」のための常設展示を開始した。展示パネルによ

る紹介だけに留まらず、情報通信技術を活用した動態展示（モニター表示）も開始し

た。これらは、いずれも専門教育担当教員（約５０名）とその指導を受ける３年次生

（約４００名）が参加して開始された。４年次の卒業研究では従来から教室で「複数

教員による卒業研究発表会評価」を行っている（卒業研究合同発表会）が、これに加

えて、会議室に２０ほどのブースを設け卒業研究公開発表会も開催した。当日は、関

係分野の企業関係者や学生の就職先人事担当者らを招き公開で実施した。研究成果を

広く外部に公表するとともに、卒業研究の動機づけや研究意義について的確に説明で

きることが実施の趣旨である。 

 平成２２年秋には本取組を開始して実質的に１年が経過するため、各年次の３軸の

到達目標と評価方法の自己点検を行った。 

③平成２３年度においては、１年目および２年目の施策を確実に継続、改善を図るほ

か、平成２２年度までの実施結果（担当教員からのヒアリングおよび学生アンケート

等）を踏まえた教育課程の確認を行った。１１月にはこれらの結果をフィードバック

して本取組の教育課程全体の再点検を実施するほか、シンポジウムの開催により取組

の成果を積極的に外部に公開した。 

(３)社会への情報提供活動について 

①情報提供の体制について  

(a)本学部ホームページにおいて本取り組みの専用ページを開設した。 

専用ホームページアドレス：http://www.is.oit.ac.jp/gakubu/gp/ 

(b)成果報告書を取りまとめ、学外機関に配付した。 

(c)大学広報誌を通じて、父母・教職員および在学生に活動内容を周知した。 

②情報提供の方法について  

(a)大学 HP による情報発信 

本取り組みの専用ページを通じて事業実施計画を公表するとともに、適宜専用ホ

ームページを更新し取り組み成果等を公表した。 

(b)「情報技術教育推進委員会」において成果報告書を取りまとめ、情報科学系分野

を有する大学、本学部生の就職先企業および入学実績のある高等学校へ送付した。

(c)大学広報誌(紙)を通じての情報発信 

   本学園広報誌「ＦＬＯＷ」および大学広報誌「おおよど」を通じて、本事業の取

り組み実績等を適宜発信した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

(ａ)取組の具体的な目的 

本学部が創設当初から実施する様々な施策を発展させたもので、ＳＥ候補者として求

められる姿に教育カリキュラムをより一層適合させ、輩出する卒業生の質保証を高度

化するものである。本取組ではＳＥに求められる能力のうち情報科学コア技術に関わ

る部分以外を大きく３軸（モデル化能力、デザイン能力、業務遂行能力）に集約し、年

次ごとに各軸の到達目標を設定して学生一人一人が自身の到達度を確認できるスパ

イラル型教育の枠組みを導入している。 

(ｂ)取組による達成目標 

本取組ではスパイラル型教育により３軸の能力を高める教育を繰り返し提供するも

のであるため、最終的に４年次学生が到達すべき到達目標レベルが本取組における学

生の到達すべき達成目標となる。一方、これらの学生を受け入れる企業側の評価を待

たなければ本取組の成果は検証できないが、取組の内容と進捗状況を企業側人事担当

者との間で繰り返しすり合わせを行い、統計的に見て有為な数の企業がこの取組に効

果があると判断されることが本取組の達成目標となる。 

(ｃ)期待された成果 

「情報システム」や「組込みシステム」などの設計・開発・運用にかかわる優れたシス

テムエンジニアを育成するには、コンピュータサイエンスなどの専門知識や技術中心の

従来の教育のみならず、その枠を超えたデザイン・エンジニアリング能力の育成が不可

欠である。本取組は、コンピュータサイエンスを中心とする情報分野の専門知識・技術

に関する教育を、導入、基礎、専門と段階的に実施するとともに、デザイン・エンジニ

アリング能力を、１）モデル化能力、２）デザイン能力、３）業務遂行能力、から構成

されるものと捉え、これらの能力を獲得するための授業や演習を教育課程に体系的に織

込み、能力ごとに段階的な到達目標を設定することにより、順次高い到達目標を達成さ

せるスパイラル型教育を提供する。これにより、専門知識とデザイン・エンジニアリン

グ能力とをあわせ持つ、優れたシステムエンジニアが育成されると考える。 

(ｄ)実際の成果 

①共同性、現実とのリンク、コミュニケーションの強調などを主眼とした１年次生の

取り組みでは、総合理学系科目の多くに、実験を導入することができた。この実験導入

により、能動的に講義に参加する学生が明らかに増加し、課題に関しても積極的に取り

組んでいる様子がレポートなどから見て取ることができた。 

②２年次では特に、業務遂行能力やコミュニケーション能力を育成する「テクニカル

ライティング」に取組んだ。学生に取組の最終回にスキルアップしたと思われる点を

箇条書きでリストアップしてもらった。その結果などから、特にコミュニケーション

能力の向上が観察された。 

③３年次では「情報ゼミナール」において、企業見学、大学祭研究室発表、セルフガ

イドツアーコンテンツの制作、大規模情報システム開発機会の提供などにおいて、学

生が社会との接点を見出し、また、得意分野の周辺技術を網羅的・主体的に研究し、

競い合い工夫を凝らす姿勢が育成された。  
④4 年次は、特別講義および卒業研究が主な取り組みである。特別講義においては、

学術的な教育だけではなく企業人の経験や哲学を基盤とした講義は、受講生のモデル

化能力、デザイン能力、業務遂行能力に対する考え方に大きな示唆を与えた。卒業研

究では、卒研発表会において学内外の聴衆に対して自身の研究内容をわかりやすく発

表することの難しさを実感させることができた。また、発表者のプレゼンテーション

能力を養うことができた。実際、発表会では各発表者は聴衆と活発な議論・意見交換

を行っていた。この活動を通して、発表者は他者と深く議論する能力を養うことがで

きたといえる。  
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

（１）「情報技術教育推進委員会」を設置 

学部長を委員長とする「情報技術教育推進委員会」を設置し、学部教務担当委員会な

ど既存委員会等と十分な連携をとりながら本事業取組みを進めてきた。また、同委員

会では、各年度の前期・後期の取組みについて自己評価と課題の抽出、教育プログラ

ムの改善を実施してきた。また、取組みの評価については、学部自己評価委員会を

中心とする学部内のＰＤＣＡサイクルを生かして自己点検・評価を実施しており、

関係者が具体的な事例を通して実施結果をホットな状態で情報共有し、短いサイク

ルで教育現場にフィードバックしてきた。 

（２）外部評価者による教育課程の視察 

平成 21 年度から始まった本プロジェクトの成果をまとめた報告書（暫定版）を、外

部評価委員会開催に先立って学外有識者の方々にお届けして取り組みの内容を確認

いただき、ジウム終了後、学外有識者の方々から本プロジェクトに対するご意見・

評価をいただいた。 

（２）外部評価委員会を開催 

平成 23 年度には外部評価委員会を開催し、本取組みに関する提案や助言をいただくとと

もに教育プログラムの内容や実施結果に関するシンポジウムを開催し、意見を聴取した。

学部評価委員の方々からは、本プロジェクトに対して高い評価をいただくとともに、

今後の継続実施に係る提言をいただいた。 

これらの提言事項等については、学部自己評価委員会において審議し、推進してい

く予定である。 

（３）各年次の到達目標と到達度評価項目等に係る検証・フィードバック 

取組期間中の各年度においては、本取組みで設定した３軸それぞれの各年次における

到達目標と到達度評価項目や方法について検証、フィードバックを行った。本取組の

終了時には設定した３軸の能力開発項目そのものに対する妥当性と効果の検証を中

心に評価を行った。今後おもな学生就職先人事担当者へのヒアリング、情報処理推進

機構が提唱するＩＴスキル標準策定関係企業を招いてのヒアリングや討論会、企業訪

問時の関係技術者からのヒアリングなどを通じて、本取組みの実施体制および実施手

法の継続的改善に努める。 

（４）スパイラル型能力開発の実現に向けて 

本取組みに係る教育課程の提供を行っても、学生自身がＳＥとして求められる能力に

気付き、自らそれを磨き上げる姿勢を持たなければ実効性は見られない。そこで本取

組みでは毎学期ごとの授業展開により学生が獲得した到達度について、自己点検シー

トを用いて学生自身へのフィードバックを行い、かつ毎学期の成績配布時に学部全教

員が分担して個別指導を徹底した。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組で実施する個々の教育内容は、大部分が従来から本学部で公式・非公式に実施

してきた取組の延長上にあり、取組期間終了後も従来通り確実な実施と定常的な改善

を実施する予定であった。本取組み継続に係る備品については、継続して関連授業で

使用を継続する。 

ただし、学部講師を招聘する特別講義については招聘費用の捻出が困難なため、件数

を削減して継続実施する。 

これらの取り組みの継続実施を担保するため情報技術教育推進委員会を継続して開

催し、教授会や学部自己評価委員会と連携をとりながら取組の継続的な実施・発展を

図る。 

①自己資金で継続実施するもの 

「自然科学系共通科目（物理学基礎、地球科学基礎）における可視化教育とモデル化

能力の育成」、「情報生命科学ならびに基礎スポーツ科学における、脳・神経系及び人

体運動の理解とモデル化能力の育成」、「研究室発表会の実施、ならびに基礎ゼミナー

ルを単位とした研究室発表会の調査・報告」および「基礎ゼミナールにおける、デザ

イン能力やコミュニケーション能力を含む業務遂行能力の育成」については、その教

育効果は高く今後も継続して実施する予定である。経費に関しては、今後は学部の経

常経費を充てる予定である。 

②「特別講義及び卒業研究への外部講師の招聘」については、その効果が高いことは

承知している。ただし、外部講師の招聘経費についてはその規模を縮小し継続実施す

る予定である。また、卒業研究発表会は継続して実施する予定であり、いずれについ

ても今後は学部の経常経費を充てる予定である。 

③「テクニカルライティングへの実践教育の導入による総合的なＳＥ能力の育成」に

関しては高い教育効果が得られることは承知しているが、外部講師の招聘費用が高額

となるため、継続実施については学部運営に係る全体予算を考慮し継続するか否かを

見極めたい。 

④「常設展示とセルフガイドツアーのための情報ゼミナール単位での検討」や「研究

室発表会の実施、ならびに基礎ゼミナールを単位とした研究室発表会の調査・報告」

は、新たに経費が発生するとは考えにくく、継続して実施する。 

⑤「外部評価者による教育課程の視察と評価」について 

本学部はＪＡＢＥＥの認定コース「コンピュータサイエンスコース」を有し、それに

係る評価を継続しているので、今後は、ＪＡＢＥＥまたは学外有識者による外部評価

のいずれかを受審することを計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68　大阪工業大学



２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、情報通信技術社会に進展に伴い、本学部が創設当初から実施する様々な施

策を発展させたもので、ＳＥ候補者として求められる姿に教育カリキュラムをより一

層適合させ、輩出する卒業生の質保証を高度化する

ことを目的としている。ＳＥに求められる能力を図

1 に示すように、モデル化能力、デザイン能力、業

務遂行能力の 3 軸に集約し、年次ごとに各軸の到達

目標を設定して学生一人一人が自身の到達度を確認

できるスパイラル型教育を実践するものである。学

生が各軸の到達度を的確に把握し、ＳＥとして不足

する能力を本人の資質との対比で認識しつつ、社会

が求めるＳＥ技術者に一歩でも近づく努力を学生自

身に促すことを目指している。 

３年間、学内外の機関と連携した実施体制のもとで

PDCA サイクルを廻しながら本取組を推進してきた。  
図１  

本取組が目指す 3 軸スパイラル型教育 

本取組に対する内部評価として、図２に示す自己点検

シートによる学生評価を行った結果、SE として期待

される 3 軸の能力獲得について学生自身が強く意識す

る傾向が顕著となった。指導教員もこれらの能力の観点から担当学生を観察・アドバイ

スできるようになったと感じる教員が増えたなど、想定以上の効果を得るに至った。

さらに、本取組の教育プログラムへのフィードバックの結果、実践力を高める新しい

科目が創設され、上級生との対話が活性化されるなどの多様な効果が生み出されるに

至った。現在も進化し続けている。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2 自己点検シートによる運用 

 

外部評価委員会やシンポジウムパネルでの質疑を通した外部評価では、本取組に対して、

１）本学で取り組んでいる 3 つの能力の育成は、時代の変革に柔軟に適応できる SE 人材  
  育成の方向に沿ったものである  
２）自分で答えを導き出すことを重視した体験型の教育は共感できるし、学生が意識 

  しないうちに基本的な能力が身に付いているという教育は評価できる  
３）基礎的・学問的な講義内容でも、実践的な取組みによってその意義を理解できる 

  ことがあり、実践を組み合わせた本プロジェクトの取組みは興味深い  
などの指摘があり、高い評価をいただく一方で、国際性やグローバル化の視点を組込

む必要性、情報の体系化や 3 つの能力の相互関係の明確化による教育プログラムのさ

らなる改善など課題も明らかになった。 

今後は、本取組の教育成果の自己評価および外部評価の結果を、情報科学部全体の

教育方法の改善に反映させ、我が国の IT 分野の将来を支える質の高いＳＥをより多く

輩出していきたい。 
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