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1. はじめに
次世代型大学教育開発拠点・平成 29 年度活動報告書をとりまとめるこの機会に、これまでの活動を振
り返ってみたいと思います。次世代型大学教育開発拠点は、平成 28 年度に丸野俊一基幹教育院長（理事・
副学長）を拠点長として、その運営母体である次世代型大学教育開発センターを川島啓二センター長（基
幹教育院 教授、現・京都産業大学 教授）の下に発足後、文部科学省からの予算措置が始まった平成 29
年度から活動を本格化させました。従いまして、平成 29 年度は本格的な活動の 1 年目と言うことになり
ます。この平成 29 年度には、当拠点では合わせて 27 回の公開研修会等を開催しました。それらの研修
会には、合計 1,128 名（内訳：学内 551 名、学外 577 名）もの参加者を全国から得ることができ、文部
科学省教育関係共同利用拠点としての一定の役割を果たすことができたものと考えております。それら
の公開研修会は、本拠点を構成する 3 つのモジュール：リベラルサイエンス教育開発モジュール、大学
教員職能開発モジュール、専門的人材養成モジュールにより企画、運営されたもので、拠点メンバー自
ら、そして、学内外からお招きした多士済々の講師のもとで開催されました。また、大学入試センター、
大学コンソーシアム京都、大学評価コンソーシアム、九州工業大学等と共同での企画運営、そして、九州
大学教育改革推進本部との連携の元で九州大学の全学 FD を共催するなど学内外との連携活動も実施し
ました。このように、本センターの運営には、学内はもとより、学外からも運営委員会メンバーとしてご
参加いただいている先生方をはじめ多くの皆様のご協力を頂いております。このような、皆様のお力添
えのおかげを持ちまして本拠点は運営されておりますこと、心より御礼申し上げます。
我々次世代型大学教育開発センタースタッフも、そして当センターの組織も、まだまだ未完成な部分
もあり、至らぬところがありますが、
「教育」への熱意を忘れずに真摯に科目開発、FD・SD、専門的人
材養成に向き合って参ります。皆様からの変わらぬご指導とご支援をお願いして、ごあいさつに代えさ
せていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター長
野瀬 健
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2. 次世代型大学教育開発拠点について
2-1. 組織概要
平成 28 年 7 月に九州大学基幹教育院が文部科学省教育関係共同利用拠点1「次世代型大学教育開発拠
点」として認定されたことに伴い、拠点事業を担う「次世代型大学教育開発センター」2が発足した。本
拠点事業は、
① 科目の垣根を越えた新たな科目開発の手法を共有する、リベラルサイエンス教育開発
② 教授法や授業デザイン、アクティブラーニング手法の開発と共有を目的とした、大学教員のため
の職能開発
③ 学長のリーダーシップや教学マネジメントを支える専門的人材養成
の 3 つの研修プログラムの開発と提供を行うことで、今後、日本の高等教育機関が、教学マネジメント
や内部質保証システム構築を行うための基盤を形成することを目的としている。実施体制としては、
「リ
ベラルサイエンス教育開発モジュール」
「大学教員職能開発モジュール」
「専門的人材養成モジュール」の
3 部門体制を設けている。

図 1：次世代型大学教育開発拠点の概念図

1

教育関係共同利用拠点について：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1292089.htm

2

次世代型大学教育開発センターウェブサイト：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/
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2-2. メンバー構成
■ 拠点長
丸野 俊一（九州大学 理事・副学長・基幹教育院長）

■ 運営委員会
氏名

所属機関名

役職

専門分野

池田 史子

山口県立大学 国際文化学部

准教授

日本語学

川島 啓二

京都産業大学 共通教育推進機構

教授

高等教育論

佐藤 仁

福岡大学 人文学部

准教授

比較教育学

西郡 大

佐賀大学 アドミッションセンター

教授

教育情報学

橋場 論

福岡大学 教育開発支援機構

准教授

高等教育論

山本 以和子

京都工芸繊維大学 基盤科学系

准教授

教育社会学

谷口 説男

九州大学 基幹教育院

教授・副院長

確率解析

野瀬 健

九州大学 基幹教育院

教授・センター長

生物化学

小湊 卓夫

九州大学 基幹教育院

准教授・事務局長

高等教育マネジメント

原田 恒司

九州大学 基幹教育院

教授・副院長補佐

素粒子理論

三木 洋一郎

九州大学 基幹教育院

教授

医学教育学

木村 拓也

九州大学 人間環境学研究院

准教授

教育社会学

氏名

所属機関名

役職

専門分野

大橋 浩

九州大学 基幹教育院

教授・副院長補佐

認知言語学

大河内 豊

九州大学 基幹教育院

准教授

素粒子物理学

小島 健太郎

九州大学 基幹教育院

准教授

素粒子物理学

深堀 聰子

九州大学 教育改革推進本部

教授

教育社会学

佐藤 喜一

九州大学 アドミッションセンター

教授

教育測定学

■ 専門委員

■ 拠点事務局スタッフ
氏名

所属機関名

役職

専門分野

小林 良彦

九州大学 基幹教育院

特任助教

原子核物理学

岡村 香世子

九州大学 基幹教育院

テクニカルスタッフ
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3. 活動の総括
平成 29 年度は 27 件の公開研修会を開催し、合計 1,128 名（内訳：学内 551 名、学外 577 名）の参加
を得た。それらの公開研修会を含めた各モジュールでの活動は以下のようにまとめられる。

■ リベラルサイエンス教育開発モジュール


「学部混合・全学一斉展開型科目開発のためのワークショップ「基幹教育セミナー」公開体験授業」
を実施し対話型クラス運営に関する議論を行った。



新たな科目開発に関する研究会として「リベラルサイエンス勉強会」を開催し、教養教育科目の開発
について議論を行った。



異分野融合の大学院教育に関する講演会「理系大学院・学部の教育改革を先進事例に学ぶ」を開催し
た。

■ 大学教員職能開発モジュール


大学教員準備講座（PFFP）を夏季集中講義で実施し、TA 制度改革に関するセミナーも実施した。



「九州大学アクティブラーニング教室」としてアクティブラーニング型授業の実践に関するセミナ
ーを 4 件実施した。



教育手法に焦点をあてた「イノベーション教育セミナー」を 2 件実施した。



学生支援（ライティング、合理的配慮）に関するセミナーを 2 件実施した。



PBL/TBL の国内外での実践例に関するセミナーを 3 件実施した。



対話や実験を通した物理教育実践に関したワークショップ「大学の物理教育におけるアクティブ・ラ
ーニングへの挑戦」を開催した。

■ 専門的人材養成モジュール
◇「カリキュラム・コーディネーター」養成部門


学位プログラムにおけるカリキュラム設計と運用に関する「カリキュラムデザイン・ワークショッ
プ」を実施した。

◇「アドミッション・オフィサー」養成部門


アドミッション・オフィサー育成の体系的研修として「第 2 回 アドミッション・スペシャリスト能
力開発研修会」
（協力：大学入試センター）を開催した。



海外のアドミッション・オフィサーの動向に関しての講演会「日米韓のアドミッション・スペシャリ
スト養成講座の現在」を開催した。



「アドミッション専門人材の育成」
（共催：大学コンソーシアム京都）を開催した。

◇「インスティテューショナル・リサーチャー」養成部門


教育の質保証や大学評価と IR との連携に関した「継続的改善のための IR/IE セミナー」（共催：大
学評価コンソーシアム、九州工業大学）を 2 回開催した。



「IR 初級人材育成研修」を開催した。



IR 人材に必要な能力であるアセスメントに関した「学生調査入門」を開催した。
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■ その他


シンポジウム「新たな教養教育の実践と課題」を開催した。



全学 FD「大学生の学習時間はなぜ短いのか」を共催で実施した。



運営委員会を 2 回開催し、実施計画とその詳細および実績に関し意見交換を行った。



他の教育関係共同利用拠点との連携に関し、東北大学と愛媛大学の拠点と意見交換を行った。
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3-1. 研修会参加者の内訳
以下には、平成 29 年度に開催された研修会への参加者内訳を示す。なお、表中に掲載されている参加
者数はすべて延べ人数となっている3。
表 1. 参加者の地域属性

参加者数
地域

備考
人数

国立大学

公立大学

私立大学

高校

その他

北海道

15

13

0

0

2

0

東北

22

9

1

12

0

0

関東

76

20

1

47

1

7

中部

38

26

2

7

0

3

関西

109

41

5

51

7

5

69

22

19

25

1

2

九州4

785

614

9

78

55

29

海外

5

0

3

1

0

1

未記入

9

0

0

0

1

8

1,128

745

40

221

67

55

中国・四国

合計

表 2. 参加機関の地域属性

参加機関数
地域

備考

機関数

国立大学

公立大学

私立大学

高校

その他

6

5

0

0

1

0

東北

10

3

1

6

0

0

関東

43

8

1

27

1

6

中部

16

9

1

5

0

1

関西

48

10

2

25

7

4

中国・四国

24

8

6

8

1

1

九州

85

10

5

18

34

18

海外

5

0

3

1

0

1

合計

237

53

19

90

44

31

北海道

3

ここでは、講師も「参加者」として加算している。

4

九州大学所属者の参加（学内参加者）551 名が含まれている。
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表 3. 学内参加者の職種・職位
職種・職位

人数

教授

136

准教授

137

講師

16

助教

71

特任助教・学術研究員

35

職員

80

学部生

17

大学院生

38

その他・未記入

21
図 2. 学内参加者の職種・職位（表 3 参照）

表 4. 学外参加者の職種・職位（その他・未記入を除く）
職種・職位

人数

教授

62

准教授

72

講師

27

助教

11
136

大学職員
学部生・大学院生

15

高校教員

53

図 3. 学外参加者の職種・職種（表 4 参照）
表 5. 国立大学（学外）からの参加者の地域属性
地域属性
北海道

人数
13

東北

9

関東

20

中部

26

関西

41

中国・四国

22

九州

63

海外

0

未記入

0
図 4. 国立大学（学外）からの参加者の地域属性（表 5 参照）
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表 6. 公立大学からの参加者の地域属性
地域属性

人数

北海道

0

東北

1

関東

1

中部

2

関西

5
19

中国・四国
九州

9

海外

3

未記入

0
図 5. 公立大学からの参加者の地域属性（表 6 参照）

表 7. 私立大学からの参加者の地域属性
地域属性

人数
0

北海道
東北

12

関東

47

中部

7

関西

51

中国・四国

25

九州

78

海外

1

未記入

0
図 6. 私立大学からの参加者の地域属性（表 7 参照）

表 8. 高校からの参加者の地域属性
地域属性

人数

北海道

2

東北

0

関東

1

中部

0

関西

7

中国・四国

1

九州

55

海外

0

未記入

1
図 7. 高校からの参加者の地域属性（表 8 参照）
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表 1～表 8 に示した平成 29 年度研修会参加者の内訳を見ると、全国各地からの参加者を得ていること
が分かる。特に、関西地域からの参加者が多い（学外参加者の約 19%）
。また、学外参加者の職種・職位
を見ると、大学職員の参加が 36%と高いことも、本拠点の特徴と言える。もう一つの特徴としては、高
校からの参加者が学外参加者の約 12%を占める点が挙げられる。この点からは、本拠点研修会が大学教
育の充実に資するに留まらず、高校教育にも貢献していることが伺える。
以下の表 9 には、講師の内訳を示した。本拠点研修会の講師は、学内者・学外者がおおよそ半々の内訳
になっている。学内講師の 2/3 は基幹教育院（次世代型大学教育開発拠点）の教員であり、残りの 1/3 は
学内他部局の教職員が担当した。
表 9. 講師の所属内訳
所属

人数

学内（基幹教育院）

22

学内（基幹教育院以外） 12
学外

37

図 8. 講師の所属内訳（表 9 参照）

3-2. 研修会参加者の満足度
各研修会後には、5 件法による満足度調査を参加者アンケートとして行った。結果（表 9）からは、回
答の 90%以上が「満足」
「概ね満足」である、満足度の高い研修会を行えたことが分かった。
表 10. 参加者の満足度
満足度
満足

回答数
155

概ね満足

96

どちらともいえない

10

やや不満足

3

不満足

0

図 9. 参加者の満足度（表 10 参照）
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4. 研修会の波及効果について
各研修会後の参加者アンケートとは別に、平成 29 年度研修会の波及効果を調べるべく、ウェブ上での
アンケート調査とインタビュー調査を行った。それぞれについて、以下の 4-1 と 4-2 に示す。

4-1. アンケート調査の結果
参加した研修会から得た観点、知識、スキルなどを自身の授業や職場で活用しているかを調査するウ
ェブアンケートを平成 30 年 5 月に行った。ウェブアンケートでは、活用しているか否かに加え、活用し
ている事例、活用できていない背景・理由、さらには、今後の拠点研修会に対する要望について聞いた。
表 11 には、活用しているか否かについての回答結果を載せた。結果は、回答の 3/4 が「活用している」
で、残りの 1/4 が「活用できていない」であった。
「活用している」場合の活用事例、
「活用できていない」
場合の理由・背景については、4-1-1 と 4-1-2 に示した。
表 11. 得た知見の活用の有無
人数
活用している

41

活用できていない

13

図 10. 研修会で得た知見の活用（表 10 参照）

4-1-1.「活用している」と回答された方の活用事例（抜粋）


授業を展開する上で、取り入れられる手法については取り入れている。



アクティブラーニング教室で知った方法を、自分の授業設計の参考にした。



セミナーで知った手法や考え方を自身の講義で試行している。



アクティブラーニング型授業において、利活用している。



講義でのアクティブラーニングの実践，大学院教育での動画の活用など。



講義の進め方（アクティブラーニング、ピアインストラクション）など参考にさせて頂いている。



講義内容の作成や改善に活用するための準備段階で、学んだことやその周辺を調査したり、検討して
いる状況。



具体的なものはないが、アクティブラーニングについての認識を深めることができた。
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研修会で得られた観点・知識、さらに人的ネットワークを業務の中でフル活用させて頂いている。



学外事例として所属部署で情報共有を行った。今後、学内の教務関連の会議体での情報提供の可能性
がある。



学内の教育関連の先生へ報告し、今後の参考にして頂くよう伝えた。



大学戦略会議（各学部選出委員とオフィス職員）で、研修会資料等を活用して情報提供や入試戦略な
どを議論している。



具体的に活用してはいないが、他大学で教育改革が活発に行なわれていることに日々留意するよう
になり、教育改革への参加意欲が高まった。



3 月開催の「能力開発研修会」に参加した。内田先生のご発表を部内で共有し議論を行った。



大学の AO の傾向を把握し，生徒への指導に役立てている。また、本校への入試においても、大学の
AO へとつながる入試制度を検討している。



カリキュラム編成における学位プログラムと学修成果達成⇒測定に関する課題は本学のそれと同様
であり、学内で設計の重要性（アウトカムに関する合意形成も含め）を共有することについてヒント
を頂いた。

4-1-2.「活用できていない」との回答の背景や理由（抜粋）


活用する機会に巡り合っていない。



参加した研修会で得た知識などを直接業務で活用する機会がまだないから。



未経験者を対象としていたらしく、既にやっている人（バージョンアップしたい人）にとって、踏み
込んだ内容となっていなかったため。



本学でいかに活かせるかの議論にまでたどりついていないため。



セミナー参加後異動したこともあり、現場で実践はできていないが、学んだことは貴重なことで今後
活かしていきたいと考えている。



即時活用のためではなく、将来的な事象に備えた知識の醸成を目的として参加しているため、現時点
ではその必要性を感じていないため。



九州大学のようにインフラが整備できていないから



参考にはさせていただいているが、自分なりのやりやすさが優先されてしまう。

非常勤の広報担当としての業務において、活用する場面が少ない。

4-1-3.今後の拠点研修会に対する要望など（抜粋）


頻繁に参加することは難しいが、教育方法に関するワークショップは当方での研修デザインに引き
続き活用させていただきたいと考えている。



e-Portfolio や調査書の活用方法について取り上げて欲しい。



参加できなかった研修会の資料等を閲覧できれば助かる。



アクティブラーニング、ピアインストラクションなどの講義の進め方と学生の自主的な学習との相
関などに興味がある。継続的な FD を期待している。
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従来の講義形式ではない動きのある授業形態に関する研修会を今後も期待している。



事務職員の方にこそ大学教育改革動向の理解を深めて頂きたいと思う場面が多々ある。事務職員も
拠点のセミナーに参加し、教員の活動を支援できるようになってほしいと感じる。



勉強会として概念や理論を学べるセミナーと、実践的で役に立つセミナーの両方をバランスよく開
催して頂けると有難い。



アドミッション・オフィサー養成講座については、
「大学教職員のみ対象」
「大学教職員＋高等学校教
員対象」のメニューに分けることを検討してほしい。



アクセスの良い場所で開催して頂けると参加しやすい。
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4-2. インタビュー調査の結果
ここでは、平成 30 年 5 月に行ったインタビュー調査の結果について示す。
インタビューの際には、特に以下の点についての聞き取りを行った。
★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。
（自身の授業改善の意識や大学教育に対する問題意識など。
）
★参加した研修会は実際どうだったか。
（期待通りだったか、運営上の改善希望はないか、など。）
★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。
できているのであれば、その活用例や波及効果はあるか。
できていないのであれば、何が活用を妨げているのか。
★その他
・本拠点事業に対する印象。
・今後希望する研修会のテーマや拠点事業に対する要望。
インタビュー調査は、それぞれ背景の異なる以下の参加者 5 名を対象に行われた。


A：私立大学・非常勤講師・女性（p16）



B：九州大学・准教授・男性（p17）



C：私立大学・講師・女性（p18）



D：九州大学・訪問研究員（外国籍）
・女性（p19）

 E：私立大学・准教授・男性（p20）
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インタビュー対象者 A：私立大学・非常勤講師・女性
インタビュー日程：2018 年 5 月 25 日（金）
【参加した拠点研修会】


FD・SD 講演会「アクティブラーニングにおける学びの多様性～合理的配慮の観点からコミュニケ
ーションが苦手な学生への対応を考える～」
（平成 30 年 3 月 27 日）



九州大学アクティブラーニング教室
「ICT を活用したアクティブラーニング環境を考える」
（平成 30 年 3 月 19 日）



九州大学アクティブラーニング教室
「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
（平成 30 年 2 月 9 日）



FD・SD ワークショップ「これからの授業外学習支援を考える ―九州大学附属図書館の活動事例を
通して―」
（平成 30 年 1 月 19 日）



第 5 回 全学 FD「大学生の学習時間はなぜ短いのか」（平成 29 年 12 月 26 日）

★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。


現在は、私立大学の非常勤講師として英語の授業を担当。



学生が何を考えているのか、学生のモチベーションをどう上げれば良いのか、気になっていた。



栗田佳代子先生（東京大学）の「インタラクティブティーチング」のテキストで勉強。
より具体的な内容を“九州で”学びたいと思っていた（東京に行くのは大変なので）。



知人の紹介で全学 FD に参加拠点のことを知り、他の FD にも参加するようになった。

★参加した研修会は実際どうだったか。


全学 FD では、学生の声を聴けたのが参考になった（学生が何を考えているのか）。



ラーニングアナリティクスの話も参考になった。



九大 AL 教室（ICT 活用）に参加し、自身の授業に ICT を導入するきっかけとなった。

★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。


今期からはウェブ教材（成美堂リンガポルタ）を活用
予習・復習をよくやってくれるようになった。
現在は一クラスだけでやっているが、来年度は増やす予定。



高校までの学習内容を知りたい（高校との接続）
。



企業がどのような学生を求めているのかも学生のモチベーション向上のために知りたい。

★その他


研修会の年間スケジュールや体系化されたプログラムメニューが欲しい。



単発の研修会ではなく、連続講義をやってもいいかもしれない。



授業評価に関する FD をやってほしい。



英語教育を担当している文学出身者にはこのような FD は有り難い。
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インタビュー対象者 B：九州大学・准教授・男性
インタビュー日程：2018 年 5 月 23 日（水）
【参加した拠点研修会】


九州大学アクティブラーニング教室
「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
（平成 30 年 2 月 9 日）



ライティング支援ワークショップ「ピア・サポートによるライティング支援の現状と課題～対話を通
じて今後を展望する～」
（平成 29 年 10 月 14 日）



PBL セミナー
「PBL 教育体制の構築と授業展開 ―三重大学の例をふまえて―」
（平成 29 年 9 月 22 日）

★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。


アクティブラーニング型の授業に興味を持っていた。



アクティブラーニングについて考え始めたきっかけは担当している日本語授業。
日本語が話せるようになるだけで良いのか、何を身に付けさせればいいのか。
考えさせる授業をやろうと思い、プロジェクト型の授業を始めた。



しかし、これまでは方法論だけに走りがちだったので、情報収集を積極的に始めた。
（やらせるだけではなくて、機能するような授業をできるようになりたいと思った。
）

★参加した研修会は実際どうだったか。


PBL（Problem-based, Project-based）について、初めて知ることができた。



なぜアクティブラーニング手法がうまくいくのか裏づけを知りたかった。
（「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」での話は参考になった。）

★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。


現在の授業に直接役に立っているわけではないが「貯金」しているような状態。
今後の授業内容によっては、研修会内容を思い出すと思う。
自分の「引き出し」を増やしている。
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インタビュー対象者 C：私立大学・講師・女性
インタビュー日程：2018 年 5 月 28 日（月）
【参加した拠点研修会】


FD・SD 講演会「アクティブラーニングにおける学びの多様性～合理的配慮の観点からコミュニケ
ーションが苦手な学生への対応を考える～」
（平成 30 年 3 月 27 日）

★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。


所属している学部の 1 年生対象科目を担当。
コミュニケーションが苦手な学生や発達障害を持つ学生がいる。
非常勤の先生にも多く担当してもらっている（非常勤の先生は学生の様子を把握しづらい）。



科目担当教員向けの意識統一のための FD が必要だと感じていた。



FD の情報収集を行っていた際、拠点研修会を見つけて参加しようと思った。

★参加した研修会は実際どうだったか。


（現場で一番困っている）合理的配慮に関する FD だったので、有難かった。

★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。


研修会資料を参考に、科目担当教員（10 名程度）向けの FD を開催。
（合理的配慮に関する学内での FD 開催は今回が初めて。）

★その他


学生向けのインクルーシブ教育について知りたい。
（どういうところから伝えれば良いのか、何か良い資料はないか）



合理的配慮の必要な学生が「考えて答えられる」ようになり、卒業するためにはどういった教育
や指導を行えば良いのかに興味関心がある。
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インタビュー対象者 D：九州大学・訪問研究員（外国籍）・女性
インタビュー日程：2018 年 5 月 30 日（水）
【参加した拠点研修会】


FD・SD 講演会「アクティブラーニングにおける学びの多様性～合理的配慮の観点からコミュニケ
ーションが苦手な学生への対応を考える～」
（平成 30 年 3 月 27 日）



九州大学アクティブラーニング教室
「ICT を活用したアクティブラーニング環境を考える」
（平成 30 年 3 月 19 日）



カリキュラム・コーディネーター養成講座
「カリキュラムデザイン・ワークショップ ～学位プログラムの視点から～」
（平成 30 年 3 月 8 日）



九州大学アクティブラーニング教室
「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
（平成 30 年 2 月 9 日）

★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。


中国で日本語教師をしており、平成 29 年 11 月～平成 30 年 9 月まで日本に滞在予定。



九州大学では、アクティブラーニングに基づいた反転授業の試みについて研究している。



現在、教育工学の大学院講義も受講している。



学内に掲示されていたポスターを見て、自身の研究とも関連していたので参加した。

★参加した研修会は実際どうだったか。


「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」で紹介された動機付けの概念「ARCS モデ

ル」は参考になったし、重要だと思った。


「ICT を活用したアクティブラーニング環境を考える」で紹介された「ジグソー法」も勉強になっ
た。
（平成 30 年 6 月の「グループ学習の導入とジグソー法」も参加したいと思った。）



グループワークで他の参加者から意見やアドバイスをもらえたことにより、自身の考えが整理
されたのが良かった。



「カリキュラムデザイン・ワークショップ ～学位プログラムの視点から～」は少し難しかったが、
科目だけでなく、カリキュラムが重要という認識を持てて、勉強になった。



「アクティブラーニングにおける学びの多様性～合理的配慮の観点からコミュニケーションが苦手
な学生への対応を考える～」では、他人紹介の手法が参考になった

★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。


授業をどうデザインするのか、グループワークをどのくらい導入するべきか考えている。
中国へ帰国（平成 30 年 9 月）後に、学生の意向を聞きながら授業デザインをしたい。



ジグソー法などのグループワークや反転授業を試してみたい。



様々な活動を取り入れることが学生のためにも良いと思っている。

★その他


学生の質問の質や授業への参加態度をどう評価すれば良いのかを知りたい。
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インタビュー対象者 E：私立大学・准教授・男性
インタビュー日程：2018 年 5 月 28 日（月）
【参加した拠点研修会】


第 2 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会（平成 30 年 3 月 22 日・3 月 23 日）



イノベーション教育セミナー「デザイン思考ワークショップ」（平成 30 年 3 月 15 日）



FD 講演会「理系大学院・学部の教育改革を先進事例に学ぶ」
（平成 30 年 3 月 9 日）



カリキュラム・コーディネーター養成講座
「カリキュラムデザイン・ワークショップ ～学位プログラムの視点から～」
（平成 30 年 3 月 8 日）



九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」（平成 30 年 2 月 12 日）



九州大学アクティブラーニング教室
「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
（平成 30 年 2 月 9 日）



PBL/TBL セミナー「PBL と TBL の両者を活かす ―How PBL and TBL work―」
（平成 29 年 12 月 22 日・23 日）

★なぜ、その研修会に興味を持ったのか、参加したのか。


平成 29 年 12 月に現所属大学への異動が決まり、学部の講義担当予定も決定した。
（前職では大学院講義担当のみだった。）



自身のティーチングスキルを磨きたいと思っていた。



学内の各部局に回った案内メールで拠点研修会のことを知った。



どのような学生を入学させるのか、どう優秀な学生を集めるのかにも興味があった。「第 2 回 ア
ドミッション・スペシャリスト能力開発研修会」「理系大学院・学部の教育改革を先進事例に学ぶ」

★参加した研修会は実際どうだったか。


「PBL と TBL の両者を活かす」では、PBL/TBL の基礎やチーム作り手法が勉強になった。



「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」で説明されたシラバスや授業の到達目標に
ついての事柄は参考になった。

★研修会での学び（知識、技能、考え方など）は活用されているか。


すぐに導入できると思っていたが、実際の授業に活かそうと思うと困難に直面することが多い。



教室の雰囲気作り、学生のハンドリング、学生との距離感をつかむことが重要だと思っている。



テーブルが固定式なのもグループワークを導入する際の障害にもなっている。



「デザイン思考ワークショップ」で紹介されたアイスブレイクは 1 年生に試してみたが、うまく

行かなかった。対象に合わせた方法を考える必要がある。
★その他


参加できなかった研修会の動画を公開してほしい（有料でかつ限定公開でもいい）。



一般論も重要だが、偏差値が低い大学など、細かい文脈を意識した研修会を行って欲しい。

授業準備も含めて授業インターンをさせてほしい（参与観察型授業デザイン）。
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5. 研修会の開催報告
平成 29 年度研修会の開催報告をモジュールごとに示す。各研修会の開催報告には、研修会終了時に
行った参加者アンケートの結果に対する講師からの回答・コメントも掲載してある。その内容は、ウェ
ブサイト上に公開され、公開時には参加者への通知も行っている。このようなフィードバックを設ける
ことにより、研修会終了後の学びについても、より双方向的になるように努めている。

5-1. リベラルサイエンス教育開発モジュール：研修会一覧
No.

研修会

報告掲載ページ

1

FD 講演会「理系大学院・学部の教育改革を先進事例に学ぶ」

p22

2

学部混合・全学一斉展開型科目開発のためのワークショップ

p24

「基幹教育セミナー」公開体験授業

5-2. リベラルサイエンス教育開発モジュール：研修会開催報告
次のページからは、リベラルサイエンス教育開発モジュールの研修会開催報告を掲載する。
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FD 講演会「理系大学院・学部の教育改革を先進事例に学ぶ」
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 9 日（金）14:00～16:00
【会場】JR 博多シティ 会議室（9 階会議室 2）
【定員】50 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】理系教育プログラム、大学院、
学部改革にご関心のある大学教職員、学生

【プログラム】
14:00～14:45 講演 1
坂口 和靖（北海道大学・教授・前総合化学院長）
「北海道大学大学院総合化学院における教育：理・工の壁を超えた融合」
14:45～15:30 講演 2
松尾 正之（新潟大学・教授・前理学部長）
「理学部 1 学科制への改革・新潟大学理学部における教育改革」
15：30～16：00 総合討論

開催報告
【参加者情報】
学外：15 名（うち県外 9 名）
学内：16 名
合計：31 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：5 概ね満足：4 どちらともいえない：1
やや不満足：1 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


理工の融合と国際性の涵養の重要性。



異分野を融合させた教育を行なうために必要な考え方を学ぶことができた。具体例が多かったこと
が参考になった。



北海道大学総合化学院の理工連携の取り組みは、今後の理系大学院（博士課程）の充実強化方策とし
て大変参考になった。

《坂口和靖先生（北海道大学）への質問・コメント》（抜粋）


従来の体制と比べた場合、総合化学院設立の最大のメリットについて教えて頂きたい。
【坂口先生からの回答】メリットについては、大学院生がより広い視野や思考の方向性が身につく
ことではないかと思います。



理・工融合しないとダメだと感じた例があれば、教えてほしい。
【坂口先生からの回答】ほとんどの大学で別の組織として教育されていますので、理工融合がなけ
ればダメであることはないかと思います。理工融合により、大学院生がより広い視野や思考の方向性
が身につくことは大きいかと思います。



化学における理・工の違いは、そもそも何なのか。
【坂口先生からの回答】近年、研究においてはいろいろな分野での垣根は無くなってきております
ので、オーバーラップする部分はますます大きくなっていると思います。ただ、理学的考え方、工学
的考え方というものはあるのではないでしょうか。もちろん、化学工学など、理学系ではほぼ教育し
ない分野もあります。

《松尾正之先生（新潟大学）への質問・コメント》
（抜粋）


複数学部の改組を一度に行った際、全体のコーディネートや互いの情報共有・調整といったことは大
学の本部が行ったのか。
【松尾先生からの回答】自然系の 3 学部（理学部・工学部・農学部）は、大学院自然科学研究科の運
営や共通の教員組織（自然科学系）の運営などに関して一緒に検討する機会が多く、今回の改組でも
意見交換は頻繁に行われました。



今回の教育改革に取り組むことに対するインセンティブやモチベーションアップとなるものはある
のか。
【松尾先生からの回答】特段のインセンティブはありませんが、新たなプログラムの新設を含む大
きな教育改革を進めるということで、それに必要な経費は積極的に（大学側に）要求しています。



今回の改組によって、講義内容・やり方の変化はあったのか。
【松尾先生からの回答】1 年生の実験・実習、アクティブラーニングなど共通ベーシック科目を中心
に授業内容の変更が多数あります。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180309/
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学部混合・全学一斉展開型科目開発のためのワークショップ
「基幹教育セミナー」公開体験授業
開催概要
【日時】平成 29 年 8 月 26 日（土）13:30－17:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター1 号館 1409 教室
【対象】大学の教職員
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料

【内容】
・開会挨拶：谷口説男（基幹教育院 副院長・教授）
・本科目の概要についての説明：木村政伸（基幹教育院・教授）
・
「グループワークへの誘い」斎藤新悟（基幹教育院・准教授）
・
「対話と省察を通して、学びの意味を深める」小島健太郎（基幹教育院・准教授）
・
「プレゼンテーションとピアレビューによって、表現・対話・省察の好循環を形成する」
鎌滝晋礼（基幹教育院・助教）
・質疑・総合討論 司会：川島啓二（基幹教育院・教授）
・閉会挨拶：野瀬健（基幹教育院 教授・副院長補佐）

開催報告
【参加者情報】
学外：14 名（うち県外 1 名）
学内：17 名
合計：31 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：12 概ね満足：6 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ミラーリングを「傾聴」や「伝わる発表」の準備として使えるというのが良かった。



ミラーリングによって、聞く力、話す力を気付かせ、かつアイスブレークを行う手法が良い経験にな
った。



文理問わず、
「学び」をキーワードに授業を進める点。ミラーリングは取り入れてみようと思った。



ミラーリングなどのコミュニケーションに関する学習法は臨床演習の初期教育に適切であると考え
た。



高校での授業でも活用できる手法を学ぶことができた。



グループでのディスカッション（発表者がグループを移動していく etc）の方法について取り入れた
い。



少人数授業を行う上での人の動かし方、仕切り方を初めて受け手として体験できたので、今後の機会
の参考にしたい。



教室内の雰囲気作りの重要性をたびたび示していたことが印象に残った。



具体的な実践事例を単に知識として得るだけでなく体験することができて大変良かった。



全学的にアクティブラーニングを普及させる意図があって、始めたという点は良い取り組みだと思
った。



アクティブラーニングの手法を全学に普及させるために、一般部局の先生に多くのクラスを持って
もらっているというお話がとても気になった。その場合、FD なども手間がかかると思う。その話も
何かの機会に伺いたいと思った。



基幹教育セミナーが必修科目であり、評価が合格・不合格のみというところ。



学生の反応を伺うことで、この教育方法が大変活かされていることが分かった。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report201809826/
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5-3. 大学教員職能開発モジュール：研修会一覧
No.
1

研修会

報告掲載ページ

FD・SD 講演会「アクティブラーニングにおける学びの多様性 ～合理的

p27

配慮の観点からコミュニケーションが苦手な学生への対応を考える～」
2

p29

九州大学アクティブラーニング教室
「ICT を活用したアクティブラーニング環境を考える」

3

イノベーション教育セミナー「デザイン思考ワークショップ」

p31

4

九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」

p33

5

九州大学アクティブラーニング教室

p35

「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
6

p37

イノベーション教育セミナー
「研究活動における社会性と倫理を学ぶための STS ステートメント」

7

FD・SD ワークショップ「これからの授業外学習支援を考える ―九州大

p39

学附属図書館の活動事例を通して―」
8

PBL/TBL セミナー

p41

「PBL と TBL の両者を活かす ―How PBL and TBL work―」
9

PBL セミナー「マーストリヒト大学の全学的な PBL」

p42

10

九州大学アクティブラーニング教室「大学院生に向けたアウトリーチ教育

p43

―大学院基幹教育における実践例―」
11

九州大学アクティブラーニング教室「ディベート入門講座」

p45

12

ライティング支援ワークショップ「ピア・サポートによるライティング支

p46

援の現状と課題～対話を通じて今後を展望する～」
13

p48

物理教育ワークショップ
「大学の物理教育におけるアクティブ・ラーニングへの挑戦」

14

九州大学アクティブラーニング教室「The ATLAS initiative：STEM 教育

p50

におけるアクティブラーニングの大量採用を目指して」
15

PBL セミナー

p52

「PBL 教育体制の構築と授業展開 ―三重大学の例をふまえて―」
16

FD 講演会

p54

「TA 制度改革と大学・大学院教育改善：広島大学を事例として」

5-4. 大学教員職能開発モジュール：研修会開催報告
次のページからは、大学教員職能開発モジュールの研修会開催報告を掲載する。
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FD・SD 講演会「アクティブラーニングにおける学びの多様性 ～合理的配慮
の観点からコミュニケーションが苦手な学生への対応を考える～」
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 27 日（火）13:30～16:00
【会場】JR 博多シティ 会議室（9 階会議室 2）
【参加費】無料
【定員】50 名（先着順）
【対象】アクティブラーニングを用いた教育、
合理的配慮について関心を持つ教員、職員、学生
【プログラム】
13:30～14:15 講演 1（グループワークを含む）
田中真理（九州大学 基幹教育院・教授）
「発達障害学生におけるアクティブラーニングと合理的配慮」
14:15～15:00 講演 2
木村政伸（九州大学 基幹教育院・教授）
「アクティブラーニングを苦手とする学生への対応」
15:10～15:50 総合討論
司会：飯嶋 裕治（九州大学 基幹教育院・准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：33 名（うち県外 21 名）
学内：9 名
合計：42 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：5 どちらともいえない：1
やや不満足：1 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


コミュニケーションが苦手な学生のあり方に配慮した、理解に基づいた丁寧な関わり方の工夫は参
考になった。構造化・視覚化の具体例を学べたように思う。



田中先生のご紹介下さった、気持や不安、ギャップといったものの可視化や物を介した他者への関心
づくりのワークはとても参考になると思う。



木村先生の実践例「どうしてもアクティブラーニングを押しつけられている印象を持つ学生への対
応」が参考になった。アクティブラーニングの捉え方が教員間で一様ではなく、学生の捉え方も統一
されにくいからこそ、意義を見つめ直していく必要があると理解した。



障がいのある学生やアクティブラーニング（AL）を苦手とする学生に適した手段（授業目標への到
達の仕方）の多様性やファシリテーションスキルについて教員も実践できるように努力すべきだと
思った。

《田中真理先生への質問・コメント》
（抜粋）


講演で「評価の方法を変えずに仕方を変える」とあったが、この辺が分からなかった。
【田中先生からの回答】正しくは、 「評価の基準を変えずに評価の方法を変える」ということでし
た。その授業の目的を変えずに、目的に到達するための方法を、変更調整するという意味でした。



発達障害は特性の個別性が高いので、一概に言えないと思うが、発達障害の学生が（も）アクティブ
になれる方法について教えて頂きたい。
【田中先生からの回答】曖昧表現を避けたり、ある一定の枠があるとそのなかでは自由な発想で能
動的に関わることもできる発達障害学生は少なくないと思います。問いのたてかたも、オープンクエ
スチョンよりも選択肢を呈示する質問の仕方（例えば「大学への期待はどうですか？」よりも「大学
に期待していたことを 10 点満点で点数をつけるとすると、今のところ何点ですか？」など）から始
めていくと、発言を引き出すきっかけになります。課題への取り組みも、ある程度の段取りを示すこ
とから始めると混乱せずに着手できるようです。

《木村政伸先生への質問・コメント》
（抜粋）


（講演資料を見て、
）合理的配慮が必要な学生数に比べて、再履修者数が少ないと思ったが、合理的
配慮によって、発達障害などの学生も単位が取れているということなのか。
【木村先生からの回答】合理的配慮申請者であっても、通常クラスで教員の工夫などによって単位
を取っています。



合理的配慮申請者や再履修クラスの学生の個別対応には限界があると思うが、どのようにしていけ
ば良いとお考えか。
【木村先生からの回答】個別対応については教員のマンパワーに依存する部分が多く、限界がある
のも事実です。組織的に支援教員を準備するなどの対策が必要かと思います。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180327/
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九州大学アクティブラーニング教室
「ICT を活用したアクティブラーニング環境を考える」
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 19 日（月）13:00～15:30
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、大学院生、
ICT を用いた学習に関心のある教育関係者等。

【講師】山田政寛（九州大学 基幹教育院・准教授）
【セミナー概要】
大学において、効果的にアクティブラーニングを実施するためには、知識のインプット、インプットした
知識を再構成する機会の設定、それを表現するサイクルを回すことが望ましいですが、1 コマ 90 分とい
う限りある時間の中でそれを効果的に行うには授業外学習とその環境を設置することが求められます。
特に ICT は授業外学習環境としてアクティブラーニングにおいて広く利用されています。本セミナーで
は、アクティブラーニングにおける授業外学習環境として ICT を活用する方法について、事例を挙げな
がらレクチャーをし、自らの授業への適用について議論を通じて検討します。

開催報告
【参加者情報】
学外：15 名（うち県外 6 名）
学内：6 名
合計：21 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：5 概ね満足：7 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


学生の負担にならない程度の反復学習や事前に ICT を使った情報提供（Video 等）を行うだけでも
良いと思った。グループワークも、PC を活用すれば、板書の手間が省けるし、結果を電子データと
して保存・共有が可能。また、夏休みに海外からの学生・講師を対象としたサマーセミナーを実施し
ているが、ビデオの事前配信やフィールドワーク時のスマホの活用も可能だと思った。



普段実施している手法が、他の授業にも応用できそうであることが分かった。



普段からクリッカーを使っていますが、これを学生間のディスカッションにつなげることまではし
ていなかったので、やってみたいと思った。



Google classroom、Google form、Facebook などの無料ツールも、もっと使って良いのだと思った。



学習時間がのびればよいというわけではない、最初の授業デザインが重要というのは目からウロコ
だった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


福岡高校や糸島高校は、特別な環境下で行われていることなので、一般の高校での実施を元にして話
をして欲しい。九州大学も特別な環境にあることを考えて欲しい。
【山田先生からの回答】ありがとうございます。九大と共同研究をしている以上、そういう環境には
あるのですが、私のセミナーで言いたかったことはそういう特別な環境を入れましょうということ
ではなく、世の中、いろんなツールが充実してきているが、それを効果的に使うには授業設計がとて
も大事ということです。ICT は、九大のシステムを使わなくても、無料で使えるようなツールは数多
く公開されています。そのツールの特徴をつかんで、何を学習目標・教育目標とするのか、その目標
に対して、どうツールを使うのかを考えてもらうヒントになればと思います。



学び方と教え方の分析について、大変興味深かった。M2B システムそのものを、私の講義担当の学
生 300 名ほどに使わせていただけないか。共同研究はできないか。
（学力の差異による、学び活動の
違いや行動分析など。
）
【山田先生からの回答】ありがとうございます。本学のラーニングアナリティクスセンターへお問
い合わせください。



アクティブラーニングを考える良い機会になりました。ただ、本研修全体のゴールがやや曖昧で、グ
ループワーク課題も含め、全体の設計が甘い印象を受けました。
【山田先生からの回答】もっと時間があれば、先生方の授業設計までやってみるというところがや
りたいのですが、ご所属の機関によって、使用できる ICT に違いもあるでしょうし、難しいと判断
し、今回はやや曖昧ですが、ICT 活用の授業設計を意識するという点に話を留めました。本来はご所
属機関の ICT 環境を把握した上で、こういうセミナーをすると効果的なので、何か後希望があれば、
お気軽にお問い合わせください。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180319/
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イノベーション教育セミナー「デザイン思考ワークショップ」
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 15 日（木）13:00～16:30
【会場】BIZCOLI ミーティングルーム
（福岡市中央区渡辺通 電気ビル共創館 3F）
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】デザイン思考やイノベーション教育にご関心のある方

【講師】平井康之（九州大学 芸術工学院・教授）
【セミナー概要】
教育の世界でも、デザイン思考という言葉をよく耳にするようになりました。
デザイン思考を始めたアメリカのデザインファーム、アイデオによると、デザイン思考は単なる機能的
な問題解決ではなく、人間中心の考え方にもとづくデザイン手法を応用し、イノベーション創出のため
の課題発見および解決を目指すアプローチである、と言われています。今回のセミナーでは、デザイン思
考とは何かを実践的なワークショップ形式を交えながら開催します。授業にどう取り入れることができ
るのか、あるいはアクティブラーニングとどう違うのかなど、ともに考える場になる予定です。

開催報告
【参加者情報】
学外：15 名（うち県外 7 名）
学内：10 名
合計：25 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：6 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ラピッドプロトタイピングでクオリティーを気にせずにどんどん作りながら考えること。
【平井先生からのコメント】とはいうものの、ラピッドプロトなど、可視化する表現は、デザイン思
考がデザインプロセスをベースにしているので、具体的なメソッドがあります。ありがとうございま
した。



今後、講義に反映させられる点は数多くあり、またすぐに応用可能なものがあった。特に、凝った仕
掛けをわざわざ作成するのではなく、まずやってみる、簡単なもので作成して試してみるというデザ
イン思考そのものの基本を講義に反映することが目から鱗の点だった。
【平井先生からのコメント】
「まずやってみる、簡単なもので作成して試してみる」というクイック
＆ダーティーは非常に重要なメソッドです。デザイン思考というと金太郎飴のようなメソッドがあ
ることを想像される方が多いです。日本人は「型」が好きなので、すぐにそう思われます。しかし実
際のプロジェクトでは、そうはいきません。その辺りに参加する人がクリエーターにならないといい
結果が出ない部分があります。ありがとうございました。



ワークショップ形式で、人に何かを伝える時には、その内容のコアとなる概念を考え、シンボルで伝
えていくという点。
【平井先生からのコメント】デザインはプロダクトであれ、グラフィックであれコミュニケーショ
ンが不可欠です。そういった視点で見ていただくと、例えば研究における図表の表現であるとか参考
になると思います。ありがとうございました。



デザイン思考の全体像をとらえることができた。ワークショップで取り組んだ活動を学生と一緒に
行ってみたい。
【平井先生からのコメント】今回のデザイン思考は様々な仮説がある中で、最も共通するコアの部
分をお教えしたつもりです。ビジネス分野、エンジニアリング分野からのデザイン思考はまた少し違
う部分もあります。ありがとうございました。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


アクティブラーニングとの関係についてはまだよく理解できない。
【平井先生からの回答】アクティブラーニングとの関係は、今の時点で明確な研究結果はありませ
ん。アクティブラーニングも、実施にあたってプロセス等が曖昧です。デザイン思考も完成したもの
ではなく、研究者によってプロセスなどが異なります。デザイン思考メソッドについて詳しい情報が
必要であればレクチャーでもご紹介した文献にあたってください。ありがとうございました。



デザイン思考とアクティブラーニングの違いをもっと多くの方の意見を聞いてみたいと思った。
【平井先生からの回答】アクティブラーニングとの関係は、今の時点で明確な研究結果はありませ
ん。この分野の研究が盛んになることを希望します。ありがとうございました。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180315/
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九州大学アクティブラーニング教室「テクニカルプレゼンテーション」
開催概要
【日時】平成 30 年 2 月 12 日（月・祝）13:00～18:10
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター3 号館 3213 教室
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、大学院生、
プレゼンテーションにご関心のある教育関係者
【プログラム】
（適宜休憩を挟みます）
1) 講義：プレゼンテーションにおける基礎的スキル
2) プレ発表 1：あるテーマについて短めの発表
3) ピアインストラクションと講義
4) プレ発表 2：別のテーマについて短めの発表
5) ピアインストラクションと個人練習
6) 本番発表
《講師・ファシリテーター》大河内豊（九州大学 基幹教育院・准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：1 名（うち県外 1 名）
学内：11 名
合計：12 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：1 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


グループで各々のプレゼンテーションをブラッシュアップし、最終発表でもフィードバックし合っ
たことが貴重な経験になった。今回、考えたことや他の発表者の良かった点は、今後のプレゼンテー
ションに活かしたい。



今回は、それぞれのご研究・お仕事等、経験が反映されたプレゼンだったので、非常に関心が高く、
情熱をもって話されていた方が多かったと思う。1 つ 1 つのテクニックも重要だが、関心のありそう
なトピックを見つけて、それを高めて、情熱を持って話せるようになる、というプロセスが重要だと
感じた。ピアでおしゃべりしながら準備するなど、改めて、しっかり取り組みたいと思った。



自分のプレゼンをビデオで見るということはあまりないので、いい機会になった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


ピアで話しながら準備することについては、学部生のように経験に乏しい人たちにはなかなか難し
いと思った。ピアで話しながら準備する以外に、何かよいアイデアをお持ちでしたら、ぜひご教示い
ただきたい。
【大河内先生からの回答】学部生の場合、スライドを作成するだけでも、かなりの時間を要してしま
います。その場合、スライドを多くしない形態のスピーチをさせるのはどうでしょうか？トピックは
例えば「高校で印象に残った学び」など興味を持ちやすい、しかも部活、受験、友人関係など、探せ
ば何か思い当たることはあるはずです。その中で、ひとつキーセンテンスを作らせ、それをもとに
３、４分程度のスピーチをさせるのです。キーセンテンスと言っているのは、例えば「最後の１秒ま
で気を抜かないこと」
「相手の気持ちを知る難しさ」
「努力のあとに待ちうけるもの」などなど。それ
に関するエピソードを話し、スライドは画像を中心とした２、３枚にしておくというのであれば、学
部生でも時間ないにできると思います。また、場の雰囲気作りがとても重要となりますので、自己紹
介に関したアイスブレイクの他に、1 分間トーク（最近あったこと何でも良いのでエピソードを話す）
なども入れていくと発表がしやすくなると思います。

《その他ご意見・ご要望（イベント内容や開催日の希望等）
》


実践的な講義、例えば今回のプレゼンだとか論文のこつだとかがあったらいい。
【大河内先生からの回答】次回はさらに、より実践的なコツなども含めていきたいと思います。修論
発表や研究発表の講義なども、参加者のニーズにあわせながら取り入れていきたいと考えています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180212/
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九州大学アクティブラーニング教室
「アクティブラーニング型授業をどうデザインするか」
開催概要
【日時】平成 30 年 2 月 9 日（金）14:00～17:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】50 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、大学院生、
授業設計に関心のある教育関係者等
（参加者は各自の授業計画やシラバスをご持参ください）

【プログラム】14:00～17:00
《講義》アクティブラーニング型授業をどうデザインするか
《講師・ファシリテーター》渡辺雄貴（東京工業大学 教育革新センター・准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：6 名（うち県外 3 名）
学内：14 名
合計：20 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：8 概ね満足：4 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


最終試験（あるいは課題）を作成してからシラバスを作成する、ということ。



アメリカの大学での試験持ち込みノートの話。



アクティブラーニングというもののしっかりした定義が分かった。



アクティブラーニングの定義が参考になりました。



東工大の先生がどのような考えで授業設計等をやれているかを知ることができたこと。



教えることについて経験がほとんどなかったため、大変参考になりました。



（講義の）入口、出口をしっかり考えること。



学習意欲をデザインするとき、ARCS モデルを参考にしたい。また、学習成果を評価するとき、ガニ
エの 5 つの学習成果と評価方法を基づき、実施したい。



アクティブラーニングを授業に取り入れる際のポイント、ヒントが解説されていてとても参考にな
った。ブックエンドモデルは授業のメリハリをつけるのに役立ちそうだと感じた。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180209/
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イノベーション教育セミナー
「研究活動における社会性と倫理を学ぶための STS ステートメント」
開催概要
【日時】平成 30 年 2 月 2 日（金）16:30～18:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2302 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】イノベーション教育や科学技術社会論にご関心のある大
学教職員、学生

《講演タイトル》
研究活動における社会性と倫理を学ぶための STS ステートメント
《講師》小林俊哉（九州大学 科学技術イノベーション政策教育研究センター・准教授）
【共催】九州大学 科学技術イノベーション政策教育研究センター（CSTIPS）

開催報告
【参加者情報】
学外：0 名（うち県外 0 名）
学内：11 名
合計：11 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：0 どちらともいえない：1
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


科学技術社会論概説の目標や実施内容。



発表の聴衆に市民を用いる、というところが大変興味深かった。学内で実施する場合に、大学院生が
学部生に向かって話す、と言うやり方が良いのではと思いついた。



STS ステートメントを一般聴衆に聞いてもらい、質疑応答をすることが重要な意味を持つと感じた。



自分の研究が社会にどのような影響を与えうるか、を考える機会というのは確かにほとんどないと
思う。今回のセミナーでその影響について考え、伝える授業が存在するということを初めて知り、自
分も参加してみようかなと考えるきっかけになった。
【小林先生からのコメント】研究者としての説明責任（アカウンタビリティ）を果たすということ
と、専門外の第三者の意識を知ることは、将来独立した研究者になる可能性のある大学院生にとって
重要と考えております。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


「誠実なアウトリーチ」や「科学技術コミュニケーション」について、もう少し詳しく聞きたかった。
【小林先生からの回答】科学技術社会論概説のより詳しい内容にご関心をいただきありがたいこと
です。一度実際の授業にご参観をいただければ幸いです。



実際の授業風景の写真・映像があればより良かったと思う。
【小林先生からの回答】一度ぜひ実際の授業にご参観だけでなく授業の際のディスカッションにも
ご参加をいただければ嬉しいです。



科学者としての倫理と人間・社会人としての倫理の区別は出来ない。両者をどこかで整理して学生に
伝える必要があるのでは。
【小林先生からの回答】科学技術社会論概説では、非研究者が科学研究に向き合う際の倫理という
観点も、研究者・技術者の倫理に加えて２コマ分の時間で取り上げています。こちらも一度ぜひ実際
の授業にご参観をいただければ幸いです。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180202/
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FD・SD ワークショップ「これからの授業外学習支援を考え
る ―九州大学附属図書館の活動事例を通して―」
開催概要
【日時】平成 30 年 1 月 19 日（金）14:30～16:30
【会場】九州大学 伊都キャンパス
新中央図書館アクティブラーニングスペース
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【プログラム】
14:30～15:30
九州大学附属図書館の実践事例に関する講演（60 分）
《講演タイトル》
大学図書館における授業外学習支援の取り組み
―九州大学の図書館 TA（Cuter）の挑戦
「九大らしい自ら学び続ける人の育成」―
《講師》野原ゆかり（九州大学 附属図書館 伊都図書館）
15:30～16:30 これからの授業外学習支援を考えるワークショップ（60 分）

開催報告
【参加者情報】
学外：4 名（うち県外 2 名）
学内：28 名
合計：32 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：11 概ね満足：2 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


講習会の行い方、学生の不安や望むことについて参考になりました。



やる気のある学生だけでなく、全ての学生へのサポートができる仕組みが必要という話は参考にな
った。



「院生が活躍できれば大学の教育力・研究力は向上する！」という考え方は、まさにその通りだと思
った。



（後半のワークショップで）図書館以外の授業外学習支援の事例を聞けて参考になった。GW や夏
休みをはさむと学部 1 年生のモチベーションががぐっと下がるという実感は全員が抱いていて興味
深かった。



図書館に学生をどう集めるのか、という課題は大きいと思う。幅広くイベントをするにも人材と予算
が必要なので、まずは大学側の理解と広報だろうか。



SALC と同じ問題を抱えていることが分かった。今後もどんな対応をしたらいいか、discussion し
たい。



学習サポート室と図書館 Cuter の連携や授業と講義での周知があれば、授業外学習が活発になると
感じた。



今回のように、Cuter と教職員がフランクに意見交換できるインフォーマルな場があるとよいと思
った。
【野原さんからのコメント】今回のワークショップでは、様々な立場の方々と意見交換することが
でき、私にとっても Cuter にとっても大変有意義な場となりました。このような機会を与えてくだ
さった皆様にあらためて感謝申し上げます。今後は図書館でも、Cuter による対話型のイベント等、
フランクな意見交換の場を積極的に設けたいと考えています。その際は皆様お誘いあわせの上、ふる
ってご参加ください。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


学生の学問へのモチベーションを維持させる方法など色々な意見を知りたいと思った。学習サポー
ト室でもイベントをすべきか、どのように授業外学習を周知しているのか。
【野原さんからの回答】1 年生向けの講座を継続してやってきたことで、学生の間での Cuter の認
知度は上がったと感じています。相談デスクで待っているだけではなかなか来てもらえないので、イ
ベント等でこちらから仕掛けていくことも大事だと思います。周知の方法は、ウェブサイト、ポスタ
ー掲示、学生ポータル、教員メーリングリスト等を活用していますが、ワークショップでは、もっと
足を使うことが大事！というご意見もあったようです。今後はサポート室と SALC と Cuter で連携
して、足を使って色々と仕掛けていきましょう。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180119/
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PBL/TBL セミナー
「PBL と TBL の両者を活かす ―How PBL and TBL work―」
開催概要
【日時】12 月 22 日（金）
・12 月 23 日（土）
【会場】九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂 大会議室
【第 1 日目のプログラム】
16:00 開会式、主催者あいさつ、スタッフ・講師紹介
16:03 「TBL の授業設計を TBL で学ぶ」
【第 2 日目のプログラム】
10:00 「Problem-Based Learning におけるチューターの役割」
13:00 「Project-Based Learning の効果的な課題」
15:30 「PBL と TBL の両者を活かす」
・パネルディスカッション
17:00 閉会のあいさつ
【講師】Ruth Levine（テキサス大学）
、Paul Hyde（デラウェア大学）
、Brent Jones（甲南大学）
【対象】大学教職員、PBL、TBL に関心のある教育関係者等
【参加費】無料
【主催】九州大学 共創学部 運営会議
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発拠点センター
【助成】九州大学 スーパーグローバル大学創生支援事業（SHARE-Q）

開催報告
【参加者情報】
学外：17 名（うち県外 9 名）
学内：69 名
合計：86 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171222/
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PBL セミナー「マーストリヒト大学の全学的な PBL」
開催概要
【日時】平成 29 年 11 月 21 日（火）15:30～18:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
新中央図書館アクティブラーニングスペース
【プログラム】
16:00～17:00 講演「マーストリヒト大学の全学的な PBL」
17:00～18:00 模擬 PBL チュートリアル
【講師】バーツ岡本早苗
（Dept of Cognitive Neuroscience, Maastricht Univ）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、PBL に関心のある教育関係者等
【主催】九州大学 共創学部 運営会議
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター
【助成】九州大学 スーパーグローバル大学創生支援事業（SHARE-Q）

開催報告
【参加者情報】
学外：9 名（うち県外 1 名）
学内：42 名
合計：51 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171222/
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九州大学アクティブラーニング教室「大学院生に向けたアウ
トリーチ教育 ―大学院基幹教育における実践例―」
開催概要
【日時】平成 29 年 10 月 28 日（土）13：00～16：00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2108 教室
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、大学院生、
アウトリーチ教育に関心のある教育関係者等
《プログラム》 13:00～16:00 （適宜休憩）
【講演者 1】茂泉千尋（九州国立博物館（展示課研究補佐員）、
福岡女子大学美術館（事業コーディネーター）
、九州大学総合研
究博物館（協力研究員）
）
タイトル「多様な利用者に開かれたミュージアムを目指して」
【講演者 2】小林良彦（九州大学 基幹教育院・特任助教）
タイトル「大学院生による出前授業の実践とその教育効果」
【コーディネーター・ファシリテーター】小島健太郎（九州大学 基幹教育院・准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：3 名（うち県外 0 名）
学内：7 名
合計：10 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：4 概ね満足：2 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


大学としての取り組みやそこでのアウトリーチの位置づけ、経験者の方々の考察や事例を具体的に
学ぶことができ、とても参考になった。



参加者の意見からも学ぶことも多くあった。



他分野の方々の意見を聞くことができて良かった。



アウトリーチ活動が相手にとって押しつけにならない様に配慮する、という点が参考になり、改めて
自分の活動の意味を考え直すキッカケになった。
【茂泉千尋先生からのコメント】アウトリーチを行う際には、受け取る側の立場やニーズを理解し
て伝える必要があると同時に、実践する側が常に自分たちの活動を客観的に振り返り、活動の改善に
活かしていくことが必要であると考えています。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


「アウトリーチ」の言葉の定義が自分の言葉で理解できなかった。
【小島健太郎先生からの回答】私自身は、アウトリーチは一般的には「何らかの目的のもとで、背景
や知識が異なる人たちと、適切なコミュニケーションを実現すること」だと捉えていますが、これは
一般性が高い分、具体性に欠けた説明になります。アウトリーチという言葉は文脈や場面によって多
様な意味を込めて使われているため、それぞれのアウトリーチ活動の目的や方法を理解することが
重要になると考えています。



活動の評価や検討の方法、10 年先の目線は本当に重要だと思う。ただ、それを評価する方法が難し
い。
【茂泉千尋先生からの回答】福岡女子大学美術館の事例は、美術館を活用した人材育成事業のため、
企画の実践や受講生の学びのプロセスなど、様々な要素が含まれています。講義や実践の記録、参加
者アンケート、関係者・受講生へのヒアリングなどを通して、活動の評価を今後の取り組みに活かし
て行きたいと思います。
【小林良彦先生からの回答】活動後のアンケートやインタビューによって活動に関わった人の学び
や意識変化を調査することが可能です。ただ、その手法が 10 年の時を経た場合も有効かどうかは分
かりません。



大学院生による出前授業については、少し具体的であったため、逆にイメージが分かりにくいところ
があった。
【小林良彦先生からの回答】今回は新潟大学での事例を紹介しました。今後の発表では、他の事例も
含めた概論的な話もするように検討いたします。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171028/
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九州大学アクティブラーニング教室「ディベート入門講座」
開催案内
【日時】平成 29 年 10 月 22 日（日）8:40～18:10
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1408 教室
【定員】24 名
【参加費】無料
【プログラム】
午前中：ディベート学習の基礎に関する講義
講師：久保 健治（日本ディベート協会（JDA）理事）
8:40～10:10 講義「ディベート学習の基本」
10:30～12:00 講義「ディベートの準備の方法」
午後：練習試合
論題：
「日本は難民認定の基準を大幅に緩和すべきである」 (2017 年 JDA 秋季大会論題)
13:00-14:30 演習「ディベートの準備」
14:50-16:20 演習「ディベート練習試合と講評」
16:40-18:10 演習「ディベート練習試合と講評」

開催報告
【参加者情報】
学外：7 名（うち県外 3 名）
学内：8 名
合計：15 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171022/
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ライティング支援ワークショップ「ピア・サポートによるライテ
ィング支援の現状と課題 ～対話を通じて今後を展望する～」
開催概要
【日時】平成 29 年 10 月 14 日（土）13:00～16:00
【会場】九州大学伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】
ピア・サポートによるライティング支援に関わる教職員・学生
【講師・ファシリテーター】
池田史子（山口県立大学 国際文化学部・准教授）
橋場論（福岡大学 教育開発支援機構・講師）
【主な内容】
・趣旨説明（アイスブレイク等も含む）
・話題提供 1（ライティング支援／ピア・サポートに関する情報整理）
・話題提供 2（山口県立大学の事例報告）
・グループワーク（参加者が関わっている取り組みについて、現状や課題、改善方策について話し合う）

開催報告
【参加者情報】
学外：14 名（うち県外 12 名）
学内：18 名
合計：32 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：16 概ね満足：10 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


教職員との連携の大切さに改めて気付くことができた。



教職員が求めるライティング支援について“自立した書き手を育てる”というお話が参考になった。



各大学のやり方を色々聞く事ができ、自分が学生を支援していく上でのリソースの幅ができた。



学生（サポーターも）と教員とが情報共有するシステムの構築が必要だと思った。現存するかもしれ
ないが、有効に利用されていない。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


もう少し話をする時間があれば良かった。学生目線の話も聞いてみたかった。
【池田先生・橋場先生からの回答】今回、ワールド・カフェ風の運営にすることで、異なる立場の支
援者の交流が発生するように設計したつもりでしたが、時間切れになった部分もありました。続編を
待ちたいと思います。次は、職員から、学生からのお話もじっくり拝聴したいと思います。



山口県立大学さんのライティング・コンシェルジュの利用者数が 2017 年度前期に大幅に増加してい
る秘訣は何か。
【池田先生・橋場先生からの回答】前期は、初年次生が求めるテーマで、小さなステップに分けた
「ミニ講座」を、立て続けに開いたことが、利用者増につながりました。初めて足を運ぶことは敷居
が高くても、一度来てくれるとリピーターになってくれる学生もいると聞いています。上級生が、初
年次教育の授業におじゃまして、講座へのお誘いをプレゼンしてくれました。



レポート講座以外、どのようなサポートが可能なのか。
【池田先生・橋場先生からの回答】一対一でレポートを確認するということはオーソドックスな支
援ですが、大学によって展開されている支援メニューは多様です。例えば、レポートだけでなく、授
業の発表で用いるレジュメやパワーポイントを対象とする場合もあります。さらには、就職で用いる
エントリーシート、奨学金の手続きで提出する申請理由書等、文章であれば何でも支援の対象とする
場合もあるようです。何をどこまで対象とするのかについては、支援を行う組織の役割や学生サポー
ターに対する期待などによっても異なるはずです。



教員のニーズをどのように引き出すか、どのようにしたら全学で取り組んでもらえるか。
【池田先生・橋場先生からの回答】いずれも重要な課題で、且つ、簡単に答えの出ない問題であると
思います。今回は、十分に時間が取れませんでしたが、いずれ機会があれば、こうした個別のテーマ
について深く議論ができるような時間が設けられることを期待しています。教員のニーズを引き出
すためには、学部の教授会で宣伝をしていく、知り合いの先生方と話をしていく、などの地道な活動
が必要になるかと思われます。なお、そもそも、全学的な方針とは別に始められた取り組みが、全学
的に展開していくというケースは非常に珍しいのではないかと思います。その意味では、皆さん自身
がその道を切り拓かれ、答えを見つけてくださると、全国の大学にとってとても参考になるのではな
いかと考えています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171014/
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物理教育ワークショップ
「大学の物理教育におけるアクティブ・ラーニングへの挑戦」
開催概要
【日時】平成 29 年 10 月 3 日（火）14:50～18:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1502 教室
【定員】第 1 部、第 2 部それぞれ 70 名（先着順）
【参加費】無料

【プログラム】
◆第 1 部 大学の物理教育における様々なアプローチ◆
【講演者および講演タイトル】
・原田恒司（基幹教育院・教授）
「物理科目でのアクティブ・ラーニング～失敗なんか怖くない～」
・大河内 豊（基幹教育院・准教授）
「基幹教育におけるアクティブ・ラーニングの実践例」
・小島健太郎（基幹教育院・准教授）
「対話を通じて学ぶ物理 ～ピア・インストラクションの実践～」
・小林晋平（東京学芸大学・准教授）
「物理が苦手な学生はどこでつまずくのか ～物理が嫌われる原因といくつかの誤解～」
・全体の質疑応答 10 分
◆第 2 部 一般講演◆
小林晋平（東京学芸大学・准教授）
「物理学の「面白い」学び方～ブラックホール・ビッグバン・次元の話と物理教育への活用～」
【共催】日本物理教育学会九州支部

開催報告
【参加者情報】
学外：42 名（うち県外 12 名）
学内：43 名
合計：85 名
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【アンケート結果】
《満足度》
満足：36 概ね満足：15 どちらともいえない：2
やや不満足：0 不満足：0

《参考になった点》
（抜粋）


出欠、グループワークなどで moodle を活用した講義は効率が良さそうで良いと思った。



問題演習では、ピア・インストラクションを取り入れられるように出題を工夫しようと思った。



見方を変えれば現在の次元すらも疑うことができることが非常に興味深かった。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


教育はその大学によって異なる。今回の話はいわゆる国立大学レベルのものであったが、もっとレベ
ルを落として、いわゆる F Rank 大学の具体例も取り上げてはどうか。
【原田恒司先生からの回答】今回は自分たちの実践のご紹介ということで、九州大学での実践例をお
話しましたが、反転授業はいわゆる F Rank 校で大きな可能性があるのではないかと私は感じてい
ます。十分な実力のない学生は、本を読んで理解することからして難しい場合があります。教科書を
30 分読む忍耐力もないかも知れません。でもビデオなら 5 分、10 分と小刻みなので見られるのでは
ないでしょうか。そして、ビデオを見ておしまいではなく、授業時間はわからないところを先生や仲
間から教えてもらうことに使われるので、わからない授業を無駄に聞かされるよりも、学生にとって
有意義な時間になると思います。学生の（ゆっくりであっても）確実な理解を助けるいろいろな仕組
みを提供していくことが重要かと思います。



ピア・インストラクションは学生間のばらつきが大きいと人によって機能しないのではないか。
【小島健太郎先生からの回答】ピア・インストラクションですが、学生の知識のばらつきを生かして
議論を活発化させる問題（コンセプテスト）を選ぶことが重要になると思います。知識のばらつきが
あまりに大きすぎる場合は、適当な問題を検討するのが難しくなると思われます。



小林先生の授業について、生徒への納得の点について、さらに知りたいと思った。
【小林晋平先生からの回答】今回は初回ということで皆様にどの部分をお伝えしたらよいか、探りな
がらということもありましたので、具体例を他にも用意していたのですが、私の要領が悪くお伝えし
切ることができませんでした。これから機会がありましたら、実際に模擬授業をお見せしたり、当研
究室でも九大の先生方の取り組みを参考に動画を作成して、皆様にも公開したりできればと考えて
おります。これからも引き続き深化させて情報を公開して参りたいと思いますので、宜しくお願い致
します。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171003/
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九州大学アクティブラーニング教室「The ATLAS initiative
：STEM 教育におけるアクティブラーニングの大量採用を目指して」
開催概要
【日時】平成 29 年 9 月 26 日（火）14：00～16：00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1409 教室

【講師】ジェームズ・カノン James Cannon
（九州大学 工学研究院 准教授
工学系国際教育支援センター 副センター長）
【講師略歴】
2009 年に Surrey 大学（英国）にて理学博士を取得。その後、
1 年間 Sogang 大学（韓国）
、5 年間東京大学を経て、2016 年
より現職。専門分野は熱力学。現代的教育方法・国際活動にも
関心を寄せている。
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】理工系アクティブラーニングに関心のある大学教職員・教育関係者・大学院生

開催報告
【参加者情報】
学外：5 名（うち県外 0 名）
学内：18 名
合計：23 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：6 概ね満足：6 どちらともいえない：3
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


反転授業の実地・技術を知ることができた。



大学院の講義でこのスタイルを使ってみたい。



今現在、授業を担当しているわけではないが、職務上、大変参考になった。将来授業を担当するよう
になった際に、本日の内容を生かせればと思う。社会学系の研究者ですが、社会統計学や統計学なら
応用できるかと感じた。



challenge をコツコツ積み上げて反転授業形式で行う方式。



スモールステップのチャレンジを設けての授業実践。



小刻みな目標設定が大切だと感じた。



事前の google form 利用は講義だけでなく、各種セミナーや研修会にも有効だと思った。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


授業で Q&A を成立させるための方法論（1 対 1 ならば質問が出るのか？）
【カノン先生からの回答】授業内に先生が回る。基本的に学生の質問を待つ。質問が無い時は学生の
間の相談を聞く。コメントをしても良いし、
「問題無いですか？」を聞いても良いです。



スモールステップのチャレンジをつくるときの工夫点、留意点。
【カノン先生からの回答】講義で教えたいことのために主なチャレンジを作成します。このチャレ
ンジを解決するために学生は教材を使って勉強します。教材の理解をするためにサポート・チャレン
ジを先に入れます。このパターンを良く使います。



CBAL（Challenge Based Active Learning）は実践型知識の習得については非常に有用である印象
を受けたが、その前の明示的知識については学生に委ねる形である印象を受けた。明示型の知識にお
いては教員からの手助け等はどのような形になるか。
【カノン先生からの回答】目的が明示的な知識を習得できる教材を指定します。学生には教材を理
解するための事前サポート・チャレンジを解決させます。目的の明示的な知識は十分習得できたかど
うか確認ができるチャレンジも作成しています。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20170926/
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PBL セミナー
「PBL 教育体制の構築と授業展開―三重大学の例をふまえて―」
開催概要
【日時】平成 29 年 9 月 22 日（金）13:00～16:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1409 教室
【定員】30 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】大学教職員、PBL に関心のある教育関係者等
【プログラム】
13:00～14:30
講演「PBL 教育体制の構築と授業展開
―三重大学の例をふまえて―」
14:30～16:00 PBL シナリオ作成ワークショップ
【講師・ファシリテーター】
山田康彦（三重大学教育学部・地域人材教育開発機構 教授）
中西康雅（三重大学教育学部・地域人材教育開発機構 准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：5 名（うち県外 3 名）
学内：16 名
合計：21 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：3 概ね満足：6 どちらともいえない：0
やや不満足：1 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


三重大学がどのように PBL の仕組みを全学に取り入れてきたのか、その経緯と取り組みと、その努
力が良く分かる内容だった。



対話型事例シナリオを練り、定説に対する批判、定説にかわる説の提案を促していきたい。



学ばせたい内容を意識して、逆にシナリオを作成していくというのが、今まで自分がやっていた「問
題→解答→解説」とは違っておもしろいと思った。



身近な題材を取り入れる工夫は、やはり重要だと思えた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


基礎物理などの理数系科目に PBL 導入は可能か。
【山田先生・中西先生からの回答】これまでの海外の大学の例では、物理学や化学などの理数系科目
では、実生活上で生じた事象を PBL 事例問題として提示し、その事象から必要な原理や法則を見い
だして問題解決を図っていくことがしばしば見られます。また学生に深い学問的認識を促すような
原理的で質のよい科学論文を PBL 事例に用いた例もあります。このような方法のほかに、より直接
的なアプローチも開発する必要があると考えます。



理系科目の高度な内容に対する PBL 的アプローチについてもっと知りたいと思った。
【山田先生・中西先生からの回答】高度な内容の PBL については、私たちの課題でもあります。現
在までに成功しているのは、特にプロジェクト型が多く見られます。



シナリオ作成の手順をもう少し丁寧にやってほしかった。
【山田先生・中西先生からの回答】進行の都合上、シナリオ作成のプロセスに十分な時間がとれなか
ったと思います。当日の中西の ppt 資料をご確認ください。また基本的な PBL シナリオの作成手順
については、
『三重大学版 Problem-based Learning 実践マニュアル －事例シナリオを用いた PBL
の実践－』にも掲載されています。



もう少し事例を豊富に示してほしかった（医学、教育以外）
。
【山田先生・中西先生からの回答】国内外の大学の HP から PBL の事例を見ることができます。三
重大学の多様な事例については、
『三重大学版 Problem-based Learning の手引き －多様な PBL 授
業の展開－』を参照してください。



学生にシナリオやストーリー設定させるための導入法に何か良いものはあるか。
【山田先生・中西先生からの回答】現在は教員が PBL シナリオを作成していますが、学生自身に
PBL シナリオを作成させるというご提案だと理解します。ご提案は大変魅力的で、私たちも将来は
そのような試みを進めてみたいと考えます。



大学生くらいになると、
「やらされている感」に不満を持つ学生が出ると思うが、対策などはあるか。
【山田先生・中西先生からの回答】PBL は、一般の講義型の授業よりは、学生の主体性は生まれる
と判断しています。取り組み甲斐のある魅力的で深い学習が生まれるような事例とガイディング・ク
エスチョンを用意することが重要だと考えます。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20170922/
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FD 講演会「TA 制度改革と大学・大学院教育改善：広島大
学を事例として」
開催概要
【日時】平成 29 年 7 月 26 日（水）13:00～15:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター1 号館 1401 教室
【定員】50 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】
大学教職員、TA 制度に関心のある教育関係者、大学院生等
【講師】
佐藤万知（広島大学 高等教育研究開発センター・准教授）

開催報告
【参加者情報】
学外：8 名（うち県外 5 名）
学内：33 名
合計：41 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：17 概ね満足：4 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


TA 制度立ち上げの際の設計や、課題を知ることができた。研修や給与の実態も教示いただき大変参
考になった。



実際の苦労話など大変参考になった。



新制度立ち上げや運用の課題等も詳しくお聞かせいただき参考になった。



具体的な事例が知れたことと、どのように制度設計をしたかのプロセスが聞けて参考になった。



広大の TA 制度の成果や課題について、現場の声を聞くことができたので、とても参考になった。ま
た、TA という職の在り方の変遷も学ぶことができた。



広大の TA（TF、QTA）の自由度の高さ。就職支援的な証明書システムなどはとても興味深かった。
九大でも同様の試みが行われていけばと思う。



TA を三階層にして、大学教員の養成や教育改善に資するものにしているところ。



TA に授業の企画等までやってもらうというのはキャリア形成の一環として良いアイデアだと思っ
た。



アメリカの TA 制度や TA 制度改革における現状と課題が良く分かった。



TA とは実際に働いている人を見ることで認識していたが、定義があることに驚いた。三層化されて
いて仕事内容が分けられていると、学生側としてもどういうモチベーションで動けば良いかが分か
り、良いと思った。



TA の時給設定に苦労したという話があったが、事務担当者としては、大学内のあらゆる身分の時給
等も考慮せねばならないので、先生方のお気持ちもわかるが、大変慎重になる話だと感じた。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20170726/
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5-5. 専門的人材養成モジュール：研修会一覧
No.

研修会

報告掲載ページ

1

第 2 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会

p57

2

カリキュラム・コーディネーター養成講座「カリキュラムデザイン・ワー

p58

クショップ ～学位プログラムの視点から～」
3

平成 29 年度 第 2 回継続的改善のための IR/IE セミナー・IR 初級人材育

p60

成研修会（同時開催）
4

アドミッションオフィサー養成プログラム

p61

「日米韓のアドミッション・スペシャリスト養成講座の現在」
5

第 15 回高大連携教育フォーラム 特別分科会①

p63

「アドミッション専門人材の育成」
6

第 11 回大学評価・IR 担当者集会 [オプションセッション：学生調査入門]

p64

7

平成 29 年度 第 1 回継続的改善のための IR/IE セミナー

p65

5-6. 専門的人材養成モジュール：研修会報告
次のページからは、専門的人材養成モジュールの研修会開催報告を掲載する。
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第 2 回 アドミッション・スペシャリスト能力開発研修会
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 22 日（木）13:00～18:10
平成 30 年 3 月 23 日（金）10:30～14:30
【会場】九州大学 箱崎キャンパス
文系地区 共通講義棟 102 教室
【参加費】無料
【定員】80 名
【対象】大学教職員・高校教職員の方を対象とします。
【第 1 日目】3 月 22 日（木）13:00～18:10
《13:00～14:30》講義 1 [入試戦略・マーケティング企画]
山本以和子（京都工芸繊維大学）
「戦略的アドミッション・マーケティング入門」
《14:50～16:20》講義 2 [コミュニケーション]
永野拓矢（名古屋大学）
「高校訪問における戦略的な入試広報について」
《16:40～18:10》講義 3 [社会調査法]
木村拓也（九州大学）
「アドミッション・アンケートの設計」
《18:10～20:00》情報交換会
【第 2 日目】3 月 23 日（金）10:30～14:30
《10:30～12:00》講義 4 [統計・テスト理論]
佐藤喜一（九州大学）
「アドミッション・オフィサーのための記述統計学」
《13:00～14:30》講義 5 [高校生・高校教育]
内田照久（大学入試センター）
「センター試験の受験生の動向を探ろう！」
【協力】大学入試センター

開催報告
【参加者情報】
学外：79 名（うち県外 69 名）
学内：13 名
合計：92 名
より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180322/
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カリキュラム・コーディネーター養成講座「カリキュラムデ
ザイン・ワークショップ ～学位プログラムの視点から～」
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 8 日（木）14:00～17:00
【会場】九州大学 伊都キャンパス
センター3 号館 3105・3106 教室
【定員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【対象】学位プログラムやカリキュラムデザインにご関心のある
大学教職員、学生
【内容】
・
「ディプロマ・ポリシーとカリキュラム編成に係るこれまでの
経過と今後の課題」
川島啓二・京都産業大学 共通教育推進機構 教授
（前 九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター長）
・
「DP を起点とするカリキュラムマップ作成の実践例」川島
・
「学位プログラムのカリキュラム設計」
深堀聰子・九州大学 教育改革推進本部 教授（前 国立教育政策研究所 高等教育研究部長）
・
「学位プログラム化に向けての課題」川島×深堀
・全体ディスカッション

開催報告
【参加者情報】
学外：9 名（うち県外 6 名）
学内：14 名
合計：23 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：3 概ね満足：8 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


ディプロマ・ポリシー（DP）とカリキュラムの整合性について見直す座標軸ができた。



「学修成果」など海外から日本の文脈に移植された用語の曖昧さが混乱をもたらしている点、またそ
れを明確化しようとする説明は参考になった。



教育の質保証のためには、学修成果目標の設定が必要であることが理解できるとともに、学修成果と
はなにか考える機会を頂けた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


今回のワークショップや最近の文部科学省での議論等を踏まえると、今後「◯◯大学」という枠は意
味をなさなくなり、
「学位プログラム」単位で多様な学生が自由に履修できるようになるようにも思
われるが、どう考えるか。
【川島先生からの回答】渡り鳥のように、学生が幾つかの大学で学業を修めていくという考え方は
欧州を中心に古くからありましたし、実際に単位互換システムによってそれなりに可能です。ただ、
今回のセミナーのテーマは日本の文脈で学位プログラムの設計をどう考えるのかということでした。
我が国では、ディプロマ・ポリシーは学位プログラムごとに設定することが望ましいとされ、そのデ
ィプロマ・ポリシーの構築は各大学の責任ですので、改革はまずはその枠組の中で進むものと考えら
れます。ただ、ご指摘のように、学生の大学間流動性を高めることは、国際的にも国内的にも大学教
育の将来的な課題とされているといってよいでしょう。



コンピテンスと学修成果、学習成果の言葉の使い方の難しさ（理解してもらう前提となる合意形成の
難しさ）を改めて実感した。
【深堀先生からの回答】国立教育政策研究所では、機械工学分野のテスト問題バンクの構築に取り
組んでいます（http://www.nier.go.jp/tuning/centre.html）
。機械工学分野の抽象的な学修成果を、テ
ストで測定する具体的な知識・能力（考える力を含む）に落とし込むことで、抽象的な学修成果につ
いての合意形成を目指しています。それぞれの学問分野で、課題やテスト問題などを共同で作成する
作業に取り組むことで、この分かり難さ、難しさの壁を突破できるのではないかと思います。



大学ごとの就職傾向（職業プロファイル）を意識して、どのように学修成果目標に反映していくべき
なのか、と思いました。例えば、研究型大学、職業志向の大学、それ以外の大学での、職業プロファ
イルの作成、学修成果目標への反映の方法等をご教示頂きたい。
【深堀先生からの回答】参照基準を作成する際にも、学位プロフィールを同定する際にも、卒業生の
進路先を考慮し、職業的レリバンスを追求することは、学術性や市民性を担保することと同様に、不
可欠の視点といえます。例えば、教育学を学ぶ学生には、①教員、②公務員（教育行政等）
、③より
幅広く企業就職（教育産業・マスコミ等）、④教育学研究者を目指す者など多様な進路が想定されま
すが、それぞれの進路には異なる知識・能力セット（学修成果）が必要です。個々のプログラムは、
どの進路先を目指す学生（の組み合わせ）を主なターゲットとするのかを明確にし、学生のニーズに
即した特徴のあるプログラムを提供していくことが期待されます。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180308/
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平成 29 年度 第 2 回継続的改善のための IR/IE セミナー
開催概要
【日時】平成 30 年 3 月 2 日（金）9:30～16:30
【会場】九州工業大学 戸畑キャンパス MILAiS ほか
【参加費】無料
【内容】
［セッション 1］ IR 実務担当者セッション


従来開催してきた「IR 実務担当者連絡会」を今回はセッションの 1 つとして設定。



会員から IR や評価の現場での事例や課題を 8 件報告いただき、報告に基づいて参加者全員で議論
し、自大学での取り組みに対するヒントを得るとともに IR の知見の共有を図る。

［セッション 2］ 日本型 IR の課題とその解決に向けたセッション


IR オフィスは立ち上げてみたものの、なかなか軌道に乗せることができない際の課題は何なのか、
どうすれば解決できるのか、ということについて、前半は IR の全国実態調査の結果、スタッフの 7
大学の状況を報告し、後半は持ち寄った課題についてグループで討議を行う。

［セッション 3］ IR 初級人材育成研修セッション（初級者向け）


IR 担当者は、データ分析を行うだけでなく、依頼者の問いに応じてその結果を分かりやすく示すと
ともに、意思決定に繋がるような情報提供（レポート）が求められる。



本セッションでは、IR 担当者（初級）がデータ分析や活用を行う際の注意点や課題、具体的な方法
等について、講義や演習を通じて学んでいただく。

【主催】大学評価コンソーシアム、九州工業大学、九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター

開催報告
【参加者情報】
学外：90 名
学内：7 名
合計：97 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180302/
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アドミッションオフィサー養成プログラム
「日米韓のアドミッション・スペシャリスト養成講座の現在」
開催概要
【日時】平成 29 年 12 月 17 日（日）13:30～15:30
【会場】九州大学 箱崎キャンパス
文系地区 共通講義棟 102 教室
【参加費】無料
【プログラム】
《13:30～14:30》 基調講演
鄭廣姫（チョン クワンヒ）
（韓国教育開発院グローバル・未来教育研究本部 放送通信中・
高等学校運営センター所長）
「韓国における入学査定官養成・開発講座の設計及び成果と
現状課題」
《14:40～15:10》 事例報告
木村拓也（九州大学・准教授）
・中世古貴彦（九州大学・特任助教）
「米国におけるアドミッションオフィサーの養成講座と職務」
《15:10～15:30》 総括
山本以和子（京都工芸繊維大学・准教授）
「日本におけるアドミッションオフィサー養成講座の現在、未来」

開催報告
【参加者情報】
学外：27 名（うち県外 25 名）
学内：8 名
合計：35 名
【アンケート結果】
《満足度》
満足：13 概ね満足：10 どちらともいえない：0
やや不満足：0 不満足：0
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《参考になった点》
（抜粋）


チョン クアンヒ先生のご講演の内容は、韓国の現状がより詳しく理解出来き、参考になった。特に、
韓国の入学査定官教育に関する話が参考になった。



米国での求人からみるアドミッションオフィサーの業務内容、3 ヵ国の比較が役に立った。自大学、
自分のオフィスでも参考になりそう。



米国の例では、アドミッションオフィサーにカウンセリング技術研修があるという。この点はこれか
らのアドミッションオフィサーが身につけていくべき能力だろうと思い、今後勉強していこうと思
った。



山本先生の総括では、学部・高校の先生方とアドミッション担当者の信頼関係構築の重要さを再認識
できた。これからのキャリアプランニングについても、考えていきたいと思った。



木村先生の最後のコメントも改めて、AO 入試の存在意義を考えさせられた。

《分からなかった点・もっと説明してほしかった点》（抜粋）


志願者から合格者候補者を選抜する手法や流れを具体的に知りたかった。
【山本以和子先生からの回答】統一した評価方法はなく、各大学で異なる評価方法をとっています



韓国の状況に関する講演で「入学査定官制運支援大学数」が年々増加していることは分かったが、ど
んな大学なのかをもっと説明してほしかった。
【山本以和子先生からの回答】山本以和子「韓国大学入学者選抜の変容―入学査定官制導入後の展開
状況―」大学入試研究ジャーナル 24 号（大学入試センター）105-112 頁（2014）をご覧ください。
掲載しています。



高校の生活記録簿の具体的内容。
【山本以和子先生からの回答】山本以和子「多面的・総合的評価入試の判定資料に関する日韓比較調
査」大学入試研究ジャーナル 26 号（大学入試センター）29-36 頁（2016）に、項目を掲載していま
す。

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171217/
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第 15 回高大連携教育フォーラム 特別分科会①
「アドミッション専門人材の育成」
開催概要
【日時】平成 29 年 12 月 9 日（土）15:15～17:15
【会場】キャンパスプラザ京都
【概要】
入試改革における入試内容と評価方法の開発に応じて、アドミッ
ションの専門人材の育成と能力開発が高大接続答申をはじめ高大
接続システム会議等で求められている。この分科会では、入試・
進路担当の大学教職員・高校教職員の方を対象とし、高大接続領
域の専門性の高い人材開発のためにアドミッションに関する必須
の知識や評価手法について講義を行う。
講義 1：アドミッション・オフィサー入門
講師 1：西郡大（佐賀大学 アドミッションセンター・教授）
講義 2：総合的・多面的評価の理論と実践
講師 2：木村拓也（九州大学 人間環境学研究院・准教授）
コーディネーター：山本以和子（京都工芸繊維大学 基盤科学系・准教授）
【主催】京都高大連携研究協議会（京都府教育委員会／京都市教育委員会／京都府私立中学高等学校連
合会／京都商工会議所／公益財団法人 大学コンソーシアム京都）
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター

開催報告
【参加者情報】
学外：40 名
学内：1 名
合計：41 名
より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171209/
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第 11 回大学評価・IR 担当者集会
[オプションセッション：学生調査入門]
開催概要
【日時】平成 29 年 8 月 24 日（木）10:10～12:07
【会場】立命館大学 大阪いばらきキャンパス
【概要】
学生調査を初めて行う方向けの講義とワークショップを行う。学生調査の設計や集計方法に触れつつ、
陥りがちな間違いや気をつけておくべき点等を、具体的な事例を交えて講義を行い、簡単な学生調査の
演習を行い、基本的な知識やスキルの習得を目的とする。
【定員】35 名程度
【講師】木村拓也（九州大学 人間環境学研究院・准教授）、小湊卓夫（九州大学 基幹教育院・准教授）、
藤井都百（九州大学インスティテューショナル・リサーチ室・准教授）
【主催】大学評価コンソーシアム
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター、
情報・システム研究機構 統計数理研究所、日本計算機統計学会

開催報告
【参加者情報】
学外：18 名
学内：3 名
合計：21 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20170824/
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平成 29 年度 第 1 回継続的改善のための IR/IE セミナー
開催概要
【日時】平成 29 年 7 月 20 日（木）13:30～18:00（情報交換会 18:10～19:30）
平成 29 年 7 月 21 日（金）10:00～15:30
【会場】九州大学 伊都キャンパス センター2 号館 2307 教室
【参加費】無料
【定員】80 名
【対象】教育の質保証、IR、アセスメントなどにご興味を持つ、高等教育機関の方およびそれらに関連す
る団体、企業のみなさまのうち、当日の講義や事例報告、今回のテーマ全体への質問・コメント等の提出
にご協力いただける方。
【全体スケジュール】
1 日目：7 月 20 日（木）
13:00 開場
13:30－13:40 主催者挨拶・趣旨説明
13:40－18:00 セッション 1「IR 人材の在り方について考える」
18:10－19:30 情報交換会（任意：会費制）
2 日目：7 月 21 日（金）
9：30 開場
10:00－11:40 セッション 2「質保証とカリキュラム・マネジメント」（前半）
11:40－13:00 休憩
13:00－15:20 セッション 2「質保証とカリキュラム・マネジメント」（後半）
15:20－15:25 まとめ
15:30 閉会

開催報告
【参加者情報】
学外：90 名
学内：7 名
合計：97 名
より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20180720/
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5-7. その他のシンポジウム：一覧
No.

研修会

報告掲載ページ

1

第 5 回 全学 FD「大学生の学習時間はなぜ短いのか」

p67

2

第 4 回 九州大学基幹教育シンポジウム

p68

5-8. その他のシンポジウム：開催報告
次のページからは、3 つのモジュール以外で行った 2 件のシンポジウム開催報告を掲載する。

66

第 5 回 全学 FD「大学生の学習時間はなぜ短いのか」
開催概要
【日時】平成 29 年 12 月 26 日（火）13:30～16:40
【会場】九州大学 西新プラザ 大会議室
【対象】大学教育に関心を有する方
（他機関の高等教育関係者にも広く開放します。
）
【プログラム】
基調講演「大学生の学習行動と学習時間」
東京大学大学院教育学研究科教授・小方直幸
報告 1「九大生の学習実態と九大教員の教育観」
九州大学教育改革推進本部特任助教・中世古貴彦
報告 2「ラーニングアナリティクスから見た九大学の授業」
九州大学基幹教育院教授・木實新一
パネルディスカッション
（ファシリテーター：九州大学基幹教育院教授・谷口説男）
【主催】九州大学 教育改革推進本部
【共催】九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター
【後援】九州地域大学教育改善 FD・SD ネットワーク（Q-Links）

開催報告
【参加者情報】
学外：18 名（うち県外 10 名）
学内：79 名
合計：97 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171226/
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第 4 回 九州大学基幹教育シンポジウム「新たな教養教育
の実践と課題～科目開発の実際とその評価を中心に～」
開催概要
【日時】平成 29 年 12 月 15 日（金）13:00～16:00
【会場】九州大学 西新プラザ 大会議室
【プログラム】
司会：小島健太郎（九州大学 基幹教育院 准教授）
開会挨拶 谷口説男（九州大学 基幹教育院 副院長）
《第 1 部 各大学の特徴的な取組事例紹介》
1) 九州大学 基幹教育院 教授 野瀬健
「基幹教育におけるアクティブラーナーの育成を目指した科目
開発～リベラルサイエンス科目開発の可能性～」
2) 山形大学 基盤教育院 教授 千代勝実
「基盤教育と基盤力テストの開発〜大学導入科目と学士課程の質保証」
3) 東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 副研究教育院長 室田真男
「教養コア学修科目のねらいと実施体制」
《第 2 部 パネルディスカッション》
司会：小湊卓夫（九州大学 基幹教育院 准教授） パネリスト：発表者全員

開催報告
【参加者情報】
学外：32 名（うち県外 18 名）
学内：38 名
合計：70 名

より詳細な情報は以下の URL に掲載。
：http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~cfde/report20171215/
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6. おわりに
次世代型大学教育開発拠点は、平成 28 年 7 月から文部科学省教育関係共同利用拠点として活動を開始
しました。初年度は約半年の活動期間だったこともあり、体制整備を行いつつ研修を実施していく形と
なり、結果的に、各種研修は試行としての意味合いを有したものが多いものとなりました。そして平成
29 年度からは整備された体制の下、本格的に実施することが可能となりました。
本拠点の活動は大きく「リベラルサイエンス教育開発モジュール」、「大学教員のための職能開発モジ
ュール」
、
「専門的人材養成モジュール」の 3 つの領域に分かれて行われています。これら 3 領域の活動
の関係性については、分かりにくさが付きまとうため、拠点内部でも議論を続けてきたところです。
拠点認定を受けた基幹教育院は、
「学び方、考え方を学ぶ」姿勢の涵養こそが学問追究の基本であると
いう観点に立ち、自ら問いを立て主体的な学びのできるアクティブ・ラーナーを育成することを目的と
した組織であり、そのために、大学入学時から高年次・大学院に至る、多様な学びの基礎的な力及び幹と
なる〈知〉を育む教育を実施することをミッションに掲げる組織です。そのため、科目の壁を越えて学問
の基礎的な観点や方法論を基盤とした科目開発や教育改善を常に志向し実施しています。その試みを共
有しながら現代の教養教育のあり方を検討するのが「リベラルサイエンス教育開発モジュール」での取
組です。
そして開発された科目を実施する際、多様な教授法やコンテンツ作成、学習支援が求められます。近
年、講義だけでなくアクティブラーニング手法の導入、学生の多様性に配慮した授業運営等、教員の授業
実施に関する能力開発を支援する取り組みが「大学教員のための職能開発モジュール」として位置づけ
られています。
学生の現状把握やカリキュラム運営において必要な情報を教職員に提供し、教学マネジメント体制を
構築する際に欠かせないのが専門的な知見や技能を有した教職員です。本拠点では、アドミッション・オ
フィサー、カリキュラム・コーディネーター、インスティテューショナル・リサーチャーの 3 つの専門的
職員人材育成に取り組んでいるのが、
「専門的人材養成モジュール」です。
このように、3 領域の活動は個々に行われるのではなく、新規科目の開発を通じて将来的にカリキュラ
ム改訂へと繋げていく試みとしてのリベラルサイエンスがあり、その試みを促進あるいは支援するもの
として教員の職能開発と専門的人材の育成が行われるといった相互関係性の下、様々な研修を実施して
きました。
まだこのような取り組みは始まったばかりで、試行錯誤を重ねながら進めている最中ではありますが、
平成 29 年度の活動はその輪郭がおおよそ見える形で実施されたと捉えています。まだ不十分な点も多々
あるとは思いますが、本拠点事業への参加者とのコミュニケーションを通じて、内容を確固たるものに
するために、引き続き活動を行っていく所存です。
今後とも皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

九州大学 基幹教育院 次世代型大学教育開発センター・事務局長
小湊 卓夫
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