
第 １ 回 Ｆ Ｄ 専 門 委 員 会 議 題 

 
日  時  平成２９年４月１１日（火）１６時３０分～ 
場  所  大学会館１階第３会議室 
議  題 
 

 

○ 前回議事要旨の確認                      通しページ番号・・・５ 
 
 
１ 報告事項 
 
 １）第１０回全学教育推進委員会について  資料１ ８ 
  

２）平成２８年度年度計画等に関する実施状況の検証および報告について  資料２    １１ 
  

３）Web による授業評価アンケート実施科目（第 4 学期分）試行結果について 資料３    １３ 
  

４）Web による授業評価アンケート実施科目（第１学期分）の募集について 資料４    ２１ 
  

５）その他 
  
 
２ 協議事項 
 
１）委員会の運営等について                                     資料５    ２３ 

  

２）平成２９年度教職員研修「第２０回桃太郎フォーラム」について 資料６    ２５ 
 

３）その他 
 
 
３ その他 
 
 １）平成２９年度前半ＦＤ専門委員会開催日程について         資料７   ２９ 
  
 ２）その他 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○ 次回開催予定 
   日 時  平成２９年５月１５日（月）１６時３０分から 
   場 所  一般教育棟Ｄ棟３階Ｄ３２講義室 
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教育開発センター会議構成

※ 全学会議での審議事項は，専門委員会の審議を経て提案する。

主な審議事項 委員構成 平成27年度までの担当委員会等

●教育システム全般に関わる研究，開発及び
企画

●教育の企画，運営及び実施に関すること

・全学教育システムの整備
・新入生アンケート，卒業予定者アンケート
・学部大学院連携，大学院間連携
・シラバスの全学的整備
・Q-cumシステム管理
・ＡＰ，ＣＰ，ＤＰに係る事項

●情報機器の利活用と従来の教育活動を総合
的・有機に繋げる技術の研究・実践並びに
分析

●情報機器を含めた学習環境の専門的設計
（時間外学習の促進，ICTの観点からの
ラーニングコモンズの実現，e-ポートフォリオ
等推進）

センター長が必要と認めた者

教育開発センター
　ＩＴ活用教育専門委員会
　学務情報システム専門委員会

e-Learning支援室
FD委員会
学士課程教育構築専門委員

会
　学習環境ラボ設置準備室

●教育の内容・方法及び授業改善（ＦＤ）に関わ
る研究，開発及び企画

●教育の評価方法の研究

・FD・SD研修
・TA研修
・ティーチング・チップス
・ルーブリック
・岡山大学版教科書の作成等
・電子教科書の作成・導入
・授業評価アンケート解析・WEB化
・ティーチング・アワード

●授業改善，カリキュラム，新しい授業科目，
新入生履修相談会の企画・運営及びその他
教育の改善に関すること
（i*see（教育改善学生交流）・学生発案型
　授業）

各学部から推薦された学生委員　各2人
部会から推薦された学生委員　若干人
各学部から推薦された教員委員　各1人
センター教員及び専門委員会から推薦された教員委
員　若干人
事務職員
その他センター長が必要と認めた者

教育開発センター
　学生・教職員教育改善専門
　委員会

●実践教育の企画，提案及び推進

地域総合研究センター教員　若干人
各学部から推薦された教員　各1人（医学部からは2
人）
その他センター長が必要と認めた者

●実践型教育に関する企画，開発及び提案

地域総合研究センター教員
専門委員会委員の文系，自然科学系，生命系から
各2人
その他センター長が必要と認めた者

●教育の社会的貢献に関する企画，運営及び
実施
（リカレント教育プログラム調査・検証，岡山

大学公開講座，大学間教育連携）

センター教員
その他センター長が必要と認めた者

教育開発センター
　社会連携委員会

教育システム専門委員会

平成28年10月4日 全学教育推進委員会

教育開発センター
　教育システム委員会
　ＦＤ委員会
　学士課程教育構築専門委員
会

教育開発センター
　FD委員会
　教科書専門委員会
　教育評価専門委員会

地域総合研究センター
　実践型社会連携教育専門
　委員会

センター教員
各学部から推薦された教員　各1人（医学部からは2
人）
その他センター長が必要と認めた者

センター教員
各学部から推薦された教員　各1人（医学部からは2
人）
その他センター長が必要と認めた者

社会連携教育専門委員会

実践型教育部会

実践教育専門委員会

■ センターの運営のため，専任教員による「教育開発センター教員会議」を開催する。

※委員会内でＷＧを設
置する。

ＩＣＴ教育推進部会
（学習環境ラボ）

ＦＤ専門委員会

※委員会内でＷＧを設
置する。

学生・教職員教育改善
部会
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全学教育・学生支援機構教育開発センター全学教育システム部門ＦＤ専門委員会内規 

平成２８年 ９月２８日 

全学教育・学生支援機構 

教育開発センター長裁定 

（設置） 

第１条 岡山大学全学教育・学生支援機構教育開発センター内規（平成２８年機構内規第

２号）第１１条第１項の規定に基づき，岡山大学全学教育・学生支援機構教育開発セン

ター（以下「センター」という。）の全学教育システム部門の下にＦＤ専門委員会（以下

「専門委員会」という。）を置く。

（審議事項） 

第２条 専門委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 学士教育及び大学院教育の授業内容・方法の改善及び開発に関すること。 

二 教育に関するセミナー，講習会及び教職員研修の企画・実施に関すること。 

三 教育成果の調査及び評価に関すること。 

四 本学版教科書の作成，編集及び使用状況の改善に関すること。 

五 その他授業改善に関すること。 

（組織） 

第３条 専門委員会は，次の各号に掲げる者で組織する。 

一 センターの教員のうちからセンター長が推薦する者 若干人

二 各学部から推薦された教員 各１人（医学部については２人） 

三 その他センター長が必要と認めた者 

２ 前項第２号及び第３号の委員の任期は，２年とし，再任することができる。ただし，

欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第４条 専門委員会に委員長を置き，必要がある場合は副委員長を置くことができる。委

員長はセンター長が指名し，副委員長は委員長が指名する。 

２ 委員長は，専門委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長又は委員長があらかじめ指名する委員は，委員長を補佐し，委員長に事故が

あるときは，その職務を代理する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認める場合は，委員以外の者の出席を求め，その意見を聞くこと

ができる。 

 （学生・教職員教育改善部会） 

第６条 専門委員会に学生・教職員教育改善部会を置き，第２条第１号のうち次の各号に

掲げる事項を検討する。 

一 授業改善の企画・提言に関すること。 

二 カリキュラムの企画・提言に関すること。

三 新しい授業科目の企画・提言に関すること。 

四 新入生履修相談会の企画・運営に関すること。 
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五 その他教育の改善に関すること。 

２ 学生・教職員教育改善部会は，次の各号に掲げる者で組織する。 

一 各学部から推薦された学生委員 各２人 

二 学生・教職員教育改善部会から推薦された学生委員 若干人 

三 各学部から推薦された教員委員 各１人 

四 センター教員及びＦＤ専門委員会から推薦された教員委員 若干人

五 事務職員 

六 その他センター長が必要と認めた者 

３ 前項の委員の任期は，第１号委員の任期は２年とし，第２号から第６号までの委員の

任期は１年とし，委員に欠員が生じた場合は，後任者を任命することができるものとす

る。この場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

４ 学生・教職員教育改善部会に部会長を置き，必要がある場合は副部会長を置くことが

できる。部会長は委員の互選により選出し，副部会長は部会長が指名する。 

５ 部会長は，学生・教職員教育改善部会を招集し，その議長となる。 

６ 副部会長又は部会長があらかじめ指名する委員は，部会長を補佐し，部会長に事故が

あるときは，その職務を代行する。 

（事務） 

第７条 専門委員会及び学生・教職員教育改善部会の事務は，学務部学務企画課において

処理する。 

（雑則） 

第８条 この内規に定めるもののほか，専門委員会及び学生・教職員教育改善部会の運営

に関し必要な事項は，センター長が別に定めることができる。 

附 則 

１ この内規は，平成２８年１０月１日から施行する。 

２ この内規の施行後最初に選出される第３条第１項第２号及び第３号の委員の任期は，

同条第２項本文の規定にかかわらず，平成３０年３月３１日までとする。 

３ この内規の施行後最初に選出される第６条第２項の各委員の任期は，同条第３項本文

の規定にかかわらず，従前の教育開発センター学生・教職員教育改善専門委員会委員の

任期の残任期間とする。 
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第５回ＦＤ専門委員会議事要旨（案） 
 

日  時  平成２９年３月７日（火）１６時３０分～１８時９分 

場  所  一般教育棟Ｃ棟２階Ｃ２２講義室 

出席者数  １７／２１ （欠）山口，神野，後藤，大原の各委員 

陪  席  佐々木全学教育・学生支援機構副機構長 
 
前回議事要旨の確認 

第４回ＦＤ専門委員会の議事要旨について，原案のとおり承認された。  
 

１ 報告事項 

 １）第９回全学教育推進委員会について 

議長から，資料１に基づき，２月２１日（火）開催の第９回全学教育推進委員会の報告が
あった。 

 

２）「教育開発センター活動報告」に記載するＦＤ専門委員会報告について 
議長から，資料２に基づき，各ＷＧ座長から提出のあった各ＷＧの今年度の活動状況及び

平成２９年度の課題についてとりまとめ，本委員会報告として教育開発センター活動報告に
掲載し，教育開発センターＨＰに掲載することとした旨の報告があった。 

 

３）平成２８年度計画の最終報告について 
議長から，資料３に基づき，平成２８年度行動計画に関する実施状況について，教育担当

理事との調整の結果，一部文言を修正し，企画・総務担当理事に提出した旨の報告があった。 
 

 ４）平成２９年度計画について 
議長から、資料４に基づき，１月開催の本委員会で承認された平成２９年度計画について，
教育担当理事及び評価センターと調整の結果，一部文言を修正し，企画・総務担当理事に提
出した旨の報告があった。 
これに関連し，委員から，整理番号３３の計画にある「能力評価法の開発」について質問が
あり，議長から，ＦＤの観点で能力を評価することがＦＤを広める方法として適切かどうか
も含めて，他委員会と連携しながら詳細について検討することとしたい旨の発言があった。 

 

５）大学コンソーシアム京都ＦＤフォーラムへの参加報告について 

 議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料５に基づき，３月４日・
５日に京都で開催された第２２回ＦＤフォーラムに学習環境ラボの山田准教授が参加し，報
告書をまとめたので，参考にしていただき，詳細について知りたい部分があれば随時連絡い
ただきたい旨の報告があった。 
 これに関連し，議長から，本件について，ＦＤに関連するフォーラムであるため，本委員
会で報告いただいた旨及び報告内容を今後の桃太郎フォーラム等のテーマ設定のヒントにし
ていただきたい旨の発言があった。 

  
 ６）Moodleについて 

 議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料６に基づき，２月１７日
から１９日まで自治医科大学で開催された「MoodleMootJapan2017」への参加について，イベ
ントの概要の報告があった。続けて，Moodleは世界中でコミュニティを形成し，その改善・
発展に寄与していくことが意図された「オープンソースソフトウェア」であり，本学も何ら
かの形でコミュニティに貢献することが必要であるため，その方法について今後検討を行っ
ていきたい旨の発言があった。 
 さらに，Moodleに関しては，スケジュールに若干の遅れはあるが，３月中に利用可能とし，
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同月中に講習会を開催したい旨及びシラバス記載の授業科目に対応するコースを自動的に構
築することで，授業担当教員のＬＭＳ活用における負担を減らす実装とした旨の発言があっ
た。また，WebClassは次年度中は利用可能とするが，再来年度にはMoodleに完全に切り替え
るので，Moodleの利用について全学に周知・啓発を図っていきたい旨及び今後のサポート体
制については検討が必要である旨の発言があった。 

 

７）Ｗｅｂによる授業評価アンケート実施科目（第３学期分）試行結果について 

議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料５に基づき，Ｗｅｂによ
る授業評価アンケート（第３学期分）試行結果について，第１・２学期と同様，Ｗｅｂ化に
否定的な意見は見られないが，ネットワークの接続環境不備等に関する指摘があったので，
Ｗｅｂへの移行にあたって確認する必要がある旨の報告があった。 
これに関連し，委員から，回収率の極めて低い授業がある旨の指摘があり，議長から，回
答しなければ成績を確認できないなどのシステム的な対応も視野に入れつつ，本委員会で回
収率向上策について検討を行っていきたい旨の発言があった。 

 

８）平成２８年度第1・２学期授業評価アンケート集計結果に対する分析について 

議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料８に基づき，平成２８年
度第１・２学期授業評価アンケート集計結果に対する各部局等の分析結果について報告があ
った。 

これに関連し，議長から，項目の改訂については，授業評価アンケートのＷｅｂ化とあわ
せて検討する予定であるが，早期に変更する必要がある場合は，対応を検討したい旨の発言
があった。 

 

９）ティーチング・アワードの周知について 

議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料９に基づき，全学生に対
し，ティーチング・アワード候補科目を募集するメールを送信し，同時にFacebook，twitt
erでも周知を行う旨及び現時点での推薦科目についての報告があった。 

 

１０）ＧＰＡ活用状況の調査について 

議長の指名により，花谷学士課程ＷＧ座長から，資料１０に基づき，各部局におけるＧＰ
Ａ活用状況と算出方法の変更により生じた影響，ＧＰＡ制度の活用に関する意見についての
調査結果及び各部局からの意見に対する本委員会からの回答について説明があった。 

 

１１）授業スタイルアンケートの実施結果について 
議長の指名により，山下勉学環境ＷＧ座長から，資料１１に基づき，授業スタイルアンケ

ートの集計結果について報告があった。 
これに関連し，山下勉学環境ＷＧ座長から，今回示しているのは速報値であり，今後実施

する詳細な分析において数値が訂正される場合があり，また，詳細な分析については，担当
する委員会が未定であるが，分析結果及びそれを基にした提言は，来年度報告がなされる予
定である旨の補足があった。続けて，山下勉学環境ＷＧ座長から，自由記述にアンケートの
目的が不明確で答える意義を見い出せないとの指摘があり，今後アンケートを実施する際は
趣旨を明確にする必要がある旨の発言があった。これに対し，議長から，本アンケートは，
本学が掲げている平成３５年度のアクティブ・ラーニング導入率５０％という目標を達成す
るためにアクティブ・ラーニングの定義付けが必要であることから，その参考にするための
実態調査とアクティブ・ラーニングの導入を促す契機とすることを趣旨としたものであり，
全授業でアクティブ・ラーニングを実施することを求めているわけではない旨の発言があっ
た。 
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１２）高大連携プロジェクトの実施について 

議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，学習環境ラボにて高校の授業
と大学の学問（古典）を接続する反転授業用動画教材を制作し，高校に提供した旨及び高校
生からは，自分たちの学んだ内容がどう大学の授業につながるか分かったと高評価を得てい
ることから，次年度以降も継続の方向で検討しており，また，４月の定例記者発表で本件に
ついて発表する予定である旨の報告があった。 

 

２ 協議事項 

１）平成２９年度新任教職員研修について 
議長の指名により，和賀教授法開発ＷＧ座長から，資料１２に基づき，平成２９年度新任教
職員研修の開催について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，本委員会から３月
２３日（木）開催の全学教育推進委員会に諮ることとした。 

 

 ２）平成２９年度第１回全学ＴＡ研修会の開催について 

議長の指名により，和賀教授法開発ＷＧ座長から，資料１３に基づき，平成２９年度第１回
全学ＴＡ研修会の開催について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，本委員会か
ら３月２３日（木）開催の全学教育推進委員会に諮ることとした。 

 

３）平成２９年度授業評価アンケート実施計画について 
議長の指名により，長瀧授業評価アンケートＷＧ座長から，資料１４に基づき，平成２９年

度授業評価アンケートの運用について，日程及び来年度からアンケート実施プラットフォー
ムをWebClassからMoodleに変更することを受け，システム的に問題がないことを確認するた
め，来年度第１・２学期は今年度と同様アンケート用紙による回答を基本とし，Ｗｅｂによ
るアンケートは希望者を対象に試行することとし，来年度後半の早い時期に切り替えの段
階・時期等について判断する旨の説明があり，審議の結果，文言について一部修正のうえ承
認し，本委員会から３月２３日（木）開催の全学教育推進委員会に諮ることとした。 
これに関連し，委員から，学部における履修者数５名未満の授業の取り扱いについて質問が

あり，議長から，履修者数５名未満の授業における授業評価アンケートの実施の有無は，部
局の判断による旨の発言があった。 

 

４）ＩＣＴサービス・自主学習スペースの改善について 
議長の指名により，山下勉学環境ＷＧ座長から，資料１５に基づき，ＩＣＴサービス・自主

学習スペースの改善に関する提言案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，
本委員会から３月２３日（木）開催の全学教育推進委員会に諮ることとした。 
これに関連し，議長から，本提言案について，どこまで対応できるかを担当部局・部署に検

討を依頼する予定である旨の補足があった。 
  

５）ＴＡ・ＳＡ制度の改善について 
議長の指名により，山下勉学環境ＷＧ座長から，資料１６に基づき，ＴＡ・ＳＡ制度の改善

に関する提言案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，本委員会から３月
２３日（木）開催の全学教育推進委員会に諮ることとした。 
なお，委員から，来年度から年度当初からのＴＡの採用が可能となるので，該当箇所を提言

案から削除すべきではないかとの意見があったが，学務企画課から，教養教育科目等一部部
局でのみ年度当初からのＴＡ採用が可能となっており，全部局ではない旨の指摘があり，審
議の結果，削除は行わないこととした。 
 

３ その他 

  議長から，平成２８年度の委員会運営に当たり，各委員に対し謝辞があった。 
                   以 上 
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平成２８年度第１０回全学教育推進委員会議事要旨（案） 

日  時  平成２９年３月２３日（木）１６時２０分～１７時３５分 

場  所  農学部 III号館４階 多目的室 

出席者数  ２５／３１ 

欠 席 者  西山，嶋，佐藤，荒木，田原，沖の各委員 

前回議事要旨の確認 

平成２８年度第９回全学教育推進委員会議事要旨について，原案のとおり承認され

た。 

協議事項 

１ 平成２９年度教養教育科目に係る非常勤講師の任用（変更）について 

学務企画課から，資料１に基づき，平成２９年度教養教育科目に係る非常勤講

師の任用（変更）について説明があり，協議の結果，原案のとおり承認された。 

２ 教養教育「学部別カリキュラム表」の一部変更について 

学務企画課から，資料２に基づき，アカデミック・ライティング科目の新設等

を主とした各学部の教養教育「学部別カリキュラム表」の一部変更について説明

があり，協議の結果，以下の点を確認の上，修正することで承認された。 

 薬学部 初修外国語の選択必修単位として２単位を追記 

 環境理工学部環境物質工学科 高年次教養科目の開講期を確認し追記 

 農学部・マッチングプログラムコース 初修外国語の「必修単位」を「選択

必修単位」に修正 

これに関連して，委員から，夜間主コースにおける高年次教養科目の開講につ

いて質問があり，議長及び佐々木基幹教育センター副センター長から，当分の間

は開講しないこともやむを得ないが，全学の方針に基づき，開講に向けて検討い

ただきたいとの回答があった。 

３ 成績評価の評語と学籍簿へ記載する評点等に関する取扱要項の一部改正について 

菅教育システム専門委員会委員長から，資料３に基づき，成績評価の評語と学

籍簿へ記載する評点等に関する取扱要項の一部改正について説明があり，協議の結

果，原案のとおり承認された。 

４ 高度実践人認定内規及び高度実践人の認定に係る取扱要項の制定について 

松川高等教育開発推進室副室長から，資料４に基づき，高度実践人認定内規及

び高度実践人の認定に係る取扱要項の制定について説明があり，協議の結果，原

案のとおり承認された。 

  また，松川副室長から，認定の時期について，学生の就職活動に配慮し，４月

開催の本委員会での協議に先立ち，認定を行うことがある旨の補足説明があっ

資料１
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た。 

報告事項 

１ 平成２９年度４月入学教養教育科目に係る科目等履修生の選考結果について 

学務企画課から，資料５に基づき，平成２９年度４月入学教養教育科目に係る

科目等履修生の選考結果について報告があった。 

２ 成績を「保留」とした科目の成績評価について 

  松川高等教育開発推進室副室長から，資料６に基づき，成績を「保留」とした

科目の成績評価について，評価を「Ｃ」とする場合は評点を６０点とすることと

した旨の報告があった。 

３ 平成２８年度第１・２学期授業評価アンケート集計結果に対する分析について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料７に基づき，平成２８年度第１・２学期

授業評価アンケート集計結果に対する分析について報告があった。 

  これに関連して，委員から，Ｑ１で「改善が必要」の指摘数が１０％を超えた

講義に関する分析や改善について，該当する授業ごとに確認や検討を行うことは

大変な労力が必要であり，むしろ，評価の高い授業の方法や工夫を聴き取り，授

業改善の参考としていくことが必要ではないかとの意見があった。これに対し，

中塚委員長から，学部や授業の状況によっては必ずしも個々の授業に関する確認

等は必要でない旨，また，各学部等に依頼する検討項目について妥当性を検証す

る旨の回答があった。さらに，議長から，今後は評価の高い授業に関する分析依

頼を盛り込む必要があるとの発言があった。 

４ 平成２９年度授業評価アンケート実施計画について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料８に基づき，平成２９年度授業評価アン

ケート実施計画について報告があった。

これに関連して，委員から，Web による授業評価アンケートの回答率向上のた

め，回答状況が随時確認できるシステムの要望があり，学務企画課から，現行の

WebClassでは対応できないが，新たな学習管理システム（Moodle）で対応できる

かについて確認する旨の回答があった。 

５ ＩＣＴサービス・自主学習スペースの改善に係る提言について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料９に基づき，ＩＣＴサービス・自主学習

スペースの改善に係る提言について報告があった。

６ ＴＡ・ＳＡ制度の改善に係る提言について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１０に基づきＴＡ・ＳＡ制度の改善に係

る提言について説明があり，各項目の実現に向けて，引き続きＷＧにおいて検討

を進める旨の報告があった。 

9



７ ＧＰＡ活用状況の調査結果について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１１に基づき，ＧＰＡ活用状況の調査結

果について報告があった。 

８ 平成２８年度第３・４学期授業スタイルアンケートの実施結果について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１２に基づき，平成２８年度第３・４学

期授業スタイルアンケートの実施結果について報告があった。 

９ ティーチング・アワードの周知について

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１３に基づき，ティーチング・アワード

について周知及び推薦の依頼があった。 

１０ 平成２９年度新任教職員研修の開催について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１４に基づき，平成２９年度新任教職員

研修の開催について報告があった。 

１１ 平成２９年度第１回全学ＴＡ研修会の開催について 

  中塚ＦＤ専門委員会委員長から，資料１５に基づき，平成２９年度第１回全学

ＴＡ研修会の開催について報告があった。 

１２ 学習管理システム（Moodle）利用講習会の実施について 

  学務情報システム開発室から，資料１６に基づき，学習管理システム（Moodle）

利用講習会の実施について報告があった。また，今回は基本操作に関する説明会

であり，４月以降，授業での利用に向けた説明会を津島地区・鹿田地区で予定し

ている旨，また，今回の講習会について動画配信を行う旨の補足説明があった。 

１３ 関係委員会等報告 

議長から，報告事項１３については，既に電子メールで送付している旨の報告

があった。 

その他 

１ 平成２９年度全学教育推進委員会の開催日程について 

  議長から，資料１７に基づき，平成２９年度全学教育推進委員会の開催日程に

ついて説明があった。 

次回開催予定について 

 次回は，平成２９年４月２５日（火）１６時２０分から本部棟６階第一会議室で

開催することとした。  

以 上 
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中
期

年
度

2-1 4   全学教育・学生支援機構は，課題解決型授業な
どにおける授業時間内自主学習及び授業時間外
学習時間の調査を行う。また，図書館や自主学習
スペース，e-Learningシステム(WebClass）等のICT
の利用状況と教員，学生の要望に関する調査を行
う。

Ⅲ ：
年度
計画
を 十
分に
実施
し て
いる

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

授業スタイル及び授業時間内自主学習・授業時間外学習時間の
確保・促進状況等について，授業担当教員を対象としたアンケートを
第1学期及び第４学期に試行し，回答状況を含めた解析結果を３月
に全学に報告した。

図書館や自主学習スペース，e-Learningシステム(WebClass）等の
ICTの利用状況等とその改善について，１月に調査を実施し，その
結果をもとに今後の整備・活用等に向けた提言を３月に行った。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

赤字補ってはいかがでしょう
か。ご検討下さい。

教育開発
センター
（教養教育
管理専門
委員会）
教養教育
担当中島
主査

ご指摘の通りに修正します。

　授業スタイル及び授業時間内自主学習・授業時間外学習時間の
確保・促進状況等について，授業担当教員を対象としたアンケートを
第1学期及び第４学期に試行し，回答状況を含めた解析結果を３月
に全学に報告した。
　図書館や自主学習スペース，e-Learningシステム(WebClass）等の
ICTの利用状況等とその改善について，１月に調査を実施し，その
結果をもとに今後の整備・活用等に向けた提言を３月に行った。

5-1 10 　全学教育・学生支援機構は，全学のシラバスの
共通化に向けて，各学部，研究科の記載項目，さ
らに，60分授業・４学期（クォーター）制の導入に伴
う新たに設定すべき項目の調査を行う。
　また，シラバスのシステム面の機能化，効率化の
検討を行い，早急に必要な共通項目を導入する。

Ⅳ ：
年度
計画
を 上
回 っ
て実
施 し
て い
る

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

委員会内にシラバスWGを設置し，各学部，研究科等のシラバス記
載項目を調査するとともに，60分授業・４学期制の導入に伴う新たに
設定すべき項目について検討を行い，全学共通シラバス案を作成
し，１２月に導入した。

また，シラバスとLMSの連携等システム面の機能化・効率化の方
策検討については，次年度より新たに導入するLMSであるMoodleに
おいて，シラバス記載の授業科目に対応するコースを自動的に構築
することで，授業担当教員のLMS活用における負担を減らし，実際
にMoodle導入と同時に実現することとし，3月に全学に報告した。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

評価Ⅳ（上回って実施）に対応
する部分下線を引いてみまし
た。ご確認ください。今後の作
業（全体的事項の抽出）におい
て、上回って実施の規模感をア
ピールできる記述をお願いしま
す。

教育開発
センター
（ＦＤ委員
会）
学務企画
担当吉田
主任

ご指摘の通り，下線部が評価Ⅳ（上回って実施）に対応する部分と
なります。

　委員会内にシラバスWGを設置し，各学部，研究科等のシラバス記
載項目を調査するとともに，60分授業・４学期制の導入に伴う新たに
設定すべき項目について検討を行い，全学共通シラバス案を作成
し，１２月に導入した。
　また，シラバスとLMSの連携等システム面の機能化・効率化の方
策検討については，次年度より新たに導入するLMSであるMoodleに
おいて，シラバス記載の授業科目に対応するコースを自動的に構築
することで，授業担当教員のLMS活用における負担を減らすように
準備し，実際にMoodle導入と同時に実現できる状態にし，3月に全
学に報告した。

7-1 16 　全学教育・学生支援機構は，ティーチング・アシ
スタント（TA）を対象とした「全学ＴＡ研修会」を実施
するとともに，教員，学生に対して，ティーチング・
アシスタント（TA）,スチューデント・アシスタント（SA）
が関わる授業の実態と，改善のための課題に関す
る調査を行う。

Ⅲ ：
年度
計画
を 十
分に
実施
し て
いる

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

４月及び９月の２回，教養教育科目及び専門教育科目のＴＡ採用
者並びに授業担当教員を対象とした研修を行った。また，オンライン
研修のためのサイトを更新，広報し，参加者の増加，研修教材の利
用拡大を図った。

ＴＡ制度の改革について，委員会内に設置したＴＡ・ＷＧで検討を
行い，その結果をとりまとめ，３月に，SA制度の全学導入，TA・SAと
授業とのマッチング改善を主な内容とする提言を行った。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

特にありませんが、研修会が
機能していることを示すため、
参加者数等の数値データを記
載してもよいかもしれません。

教育関発
センター
（教育シス
テム委員
会又は整
備ＷＧ（新
設）、ＦＤ
委員会）

ご指摘の通り，参加者数を追記します。

　４月及び９月の２回，教養教育科目及び専門教育科目のＴＡ採用
者並びに授業担当教員を対象とした研修を行い.，のべ101名（昨年
比29名増）が参加した。また，オンライン研修のためのサイトを更
新，広報し，参加者の増加，研修教材の利用拡大を図った。オンラ
イン研修には，のべ96名（昨年比35名増）が参加した。

ＴＡ制度の改革について，委員会内に設置したＴＡ・ＷＧで検討を
行い，その結果をとりまとめ，３月に，SA制度の全学導入，TA・SAと
授業とのマッチング改善を主な内容とする提言を行った。

12-1 23 　全学教育・学生支援機構は，国内外の実例を調
査・検討し，.国際通用性が担保された成績評価法
と基準を確定する。

Ⅲ ：
年度
計画
を 十
分に
実施
し て
いる

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

今年度より新たに導入したGPA算定方法について，その運用の実
態の検証を行い，検証結果を３月に報告した。

９月に実施した「桃太郎フォーラム」の分科会において，学内の
ルーブリック導入事例を取り上げ，ルーブリックを用いた成績評価の
有効性と問題点について議論した。さらに国内外の導入事例の調査
を実施し，これらの検討結果を基に，国際的に通用するモデルを含
むルーブリックの事例集を１月に全学に提示した。同時に，各部局
に対し，ルーブリックに基づく成績評価の推進を依頼した。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

緑字の国際的に通用するモデ
ルを含むルーブリックの事例集
が、『国際通用性を担保した学
生の成績評価法とその基準』と
呼べるのか、その規模感（それ
がどのようなものなのか？、ど
のように全学に提示したのか）
が第３者に伝わるように、記載
を追加しては如何でしょうか？
参考資料を拝見しても、そこま
での汎用性を理解できません。
この取り組みは、２８年度を
以って完了ということでししょう
か？

教育開発
センター
（ＦＤ委員
会、教育
システム
委員会)
学務企画
担当吉田
主任

ご指摘を受け，以下の通り修正を行います。なお.，平成29年度にお
いてもルーブリック導入の推進と改善を行います。

　今年度より新たに導入したGPA算定方法について，その運用の実
態の検証を行い，検証結果を３月に報告した。
　９月に実施した「桃太郎フォーラム」の分科会において，学内の
ルーブリック導入事例を取り上げ，ルーブリックを用いた成績評価の
有効性と問題点について議論した。さらに国内外の導入事例の調査
を実施し，これらの検討結果を基に，国際通用性を担保した学生の
成績評価法とその基準として全米カレッジ・大学協会が大学間で共
有して利用できる評価モデルとして作成したVALUEルーブリックを国
内外の他事例とともに事例集として１月に全学に提示し，各部局に
対し，事例集を参考とし，ルーブリックに基づいた成績評価を推進す
るように，また，独自のルーブリックを作成するように依頼した。

12-3 25 　全学学生・支援機構は，e-learningシステム
(WebClass）の仕組みを使ったe-ポートフォリオの
活用について，教員，学生などを対象に研修を行う
とともに，支援体制の整備を図る。

Ⅲ ：
年度
計画
を 十
分に
実施
し て
いる

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

９月に全学を対象としたＷｅｂＣｌａｓｓ利用講習会を実施し，e-ポート
フォリオ機能の活用について説明した。

また，e-ポートフォリオを更に活用するために，その機能がより強
化されたLMSであるMoodleの導入を決定し，３月にそのマニュアル
を作成し，全学に提示した。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

３月に実施された『新e-
Learningシステム（Moodle）利
用講習会開催』の実績につい
ても記載しては如何でしょう
か。

教育開発
センター
（ＦＤ委員
会、教育
システム
委員会)
学務企画
担当吉田
主任

ご指摘の通り，利用講習会について追記します。

　９月に全学を対象としたＷｅｂＣｌａｓｓ利用講習会を実施し，e-ポート
フォリオ機能の活用について説明した。

また，e-ポートフォリオを更に活用するために，その機能がより強
化されたLMSであるMoodleの導入を決定し，３月にそのマニュアル
を作成し，全学に提示するとともに，利用講習会を開催した。

平成28年度

整理
番号

No. 加筆・訂正後の判断理由（計画の実施状況等）平成28年度計画

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等）
SGU関連指標および
概算要求関連指標の

実施状況等
評価センター検証

担当部局
等

（◎は主管
部局等）

1/2

資料２
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中
期

年
度

平成28年度

整理
番号

No. 加筆・訂正後の判断理由（計画の実施状況等）平成28年度計画

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等）
SGU関連指標および
概算要求関連指標の

実施状況等
評価センター検証

担当部局
等

（◎は主管
部局等）

14-2 29 　全学教育・学生支援機構は，ソーシャルラーニン
グスペース（L-café）等の学術情報・設備・環境を
活用した学修・教育に関するサポートの充実を図
る。

Ⅲ ：
年度
計画
を 十
分に
実施
し て
いる

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

FD専門委員会は，学習環境ラボと連携して，他大学事例調査のほ
か，教育改革に合わせて整備した機材・教室等学習環境の現状に
ついてアンケートを実施し，その結果をもとに，３月にマニュアルの
整備・継続的な周知啓発などを主な内容とした今後の整備・活用等
に向けた提言を行った。

また，国際教育オフィスでは，ソーシャルラーニングスペース（L-
café）における学習・教育に関して，特別契約職員を９月より１名採
用することにより，サポート体制を強化している。L-caféの利用者
は，平成27年度は延べ約20,000人であったのが，平成28年度は平
成29年1月までに29,000人を超え，外国語授業時間外学習が着実に
学生達に浸透している。また，鹿田キャンパスの学生や教職員の要
望に応えて，鹿田キャンパスにも国際教育学習の環境整備を進め
ている。その他，L-café利用者にアンケートを実施するなどして，外
国語学習に関する文献の収集や，英語レッスンの質の向上に努め
ている。現在、平成30年度に向けて、鹿田キャンパスでの学習者の
勤務（学修）時間に配慮した英語及び日本語レッスンのスケジュー
ルを策定中である。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

赤字部分、最終の集計値を示
しアピール度をアップしてくださ
い。

２番目の赤字部分、やや難解　
学生と教職員を受けた記載で
しょうか？

教育開発
センター（Ｉ
ＦＤ委員
会）
学務企画
担当吉田
主任

FD専門委員会分には修正はありません。

16-1 33 　全学教育・学生支援機構は，ファカルティ・ディベ
ロップメント(FD)，プレFD，スタッフ・ディベロップメン
ト(SD)に関する研修会を複数回，開催するととも
に，動画配信する体制を整え，研修参加者の増加
を促進する。
　また，研修にグローバルな視点を加えた内容を
盛り込むとともに，英語など外国語での授業やアク
ティブラーニングを取り入れた授業実施に向けての
研修会を増加させるとともに，双方向型にするな
ど，研修の充実を図る。

Ⅳ ：
年度
計画
を 上
回 っ
て実
施 し
て い
る

（平成28事業年度の年度計画の実施状況）

FD・SD研修として，9月に桃太郎フォーラムを開催し，分科会・セミ
ナーの内容に「大学のグローバル化，英語など外国語での授業実
施，アクティブラーニングを取り入れた授業実施」を盛り込んだ。

また，プレゼンテーション技法について英語で学ぶ特別講義「プレ
ゼンテーションＺｅｎ」及びe-learningに必要な知的財産権に関する知
識を学ぶ「e-learning教材開発のための著作権セミナー」を１０月，
効果的なプレゼンテーション素材の作成について学ぶセミナー
「Photoshop を使った効果的なプレゼンテーション作成」及び英語で
の教授法を学ぶ「英語で効果的に教えるために」と題した研修会を１
１月，「大学職員として，障がいのある学生への対応で心がけてほし
いこと～新たに始まった『障害者差別解消法』を理解する～」と題し
た学生対応に関するFD・SD研修会を１２月に開催した。加えて，6月
に中国・四国地区大学教育研究会の開催に協力した。

桃太郎フォーラム及び「e-learning教材開発のための著作権セミ
ナー」については，動画配信も行い，参加者の増加を促進した。

学習環境ラボにおいて，動画制作環境を整備するとともに，高大連
携コンテンツを制作して高校に提供することでスキルを向上させるな
ど，動画配信体制の整備を行った。

プレFDとして，双方向型の研修方法を取り入れた全学TA研修会を
2回実施するとともに，オンライン研修サイトを開設した。

（平成28事業年度のSGU関連指標および
概算要求関連指標の実施状況）

学習環境ラボについては、学
内的にもまだ認知されてかもし
れないし、学外の方にはどんな
ものかわからないと思うので、
少し補っても良いかもしれませ
ん。

Ⅳの評価に見合う「上回って実
施」の部分がどこなのか下線を
引こうと思いましたが絞り込め
ませんでした。どの部分を強調
すべきかご提案ください。

教育開発
センター
（ＦＤ委員
会）
学務企画
担当吉田
主任

ご指摘の通り，学習環境ラボについて説明文を追記しました。学習
環境ラボの取り組みにより，全学のＩＣＴ活用教育，アクティブラーニ
ングを希望する教員の相談・支援が可能な体制ができたため，Ⅳと
しました。

　FD・SD研修として，9月に桃太郎フォーラムを開催し，分科会・セミ
ナーの内容に「大学のグローバル化，英語など外国語での授業実
施，アクティブラーニングを取り入れた授業実施」を盛り込んだ。ま
た，フォーラムの動画配信も行い，参加者の増加を促進した。
　プレゼンテーション技法について英語で学ぶ特別講義「プレゼン
テーションＺｅｎ」及びe-learningに必要な知的財産権に関する知識を
学ぶ「e-learning教材開発のための著作権セミナー」を１０月，効果
的なプレゼンテーション素材の作成について学ぶセミナー
「Photoshop を使った効果的なプレゼンテーション作成」及び英語で
の教授法を学ぶ「英語で効果的に教えるために」と題した研修会を１
１月，「大学職員として，障がいのある学生への対応で心がけてほし
いこと～新たに始まった『障害者差別解消法』を理解する～」と題し
た学生対応に関するFD・SD研修会を１２月に開催した。加えて，6月
に中国・四国地区大学教育研究会の開催に協力した。
　ＩＣＴ活用教育，アクティブラーニングの推進のため，「e-learning教
材開発のための著作権セミナー」を開催し，動画配信を行うととも
に，平成28年度に教育開発センターのもとに設置した ICT教育に関
する調査・企画・環境整備をミッションとする学習環境ラボ（ICT教育
推進部会）において，動画制作環境を整備した．さらに，高大連携コ
ンテンツを制作・配信することで，動画制作・配信のスキルを向上さ
せ，全学のＩＣＴ活用教育，アクティブラーニングを希望する教員の相
談・支援が可能な体制を構築した。
　プレFDとして，双方向型の研修方法を取り入れた全学TA研修会を
2回実施するとともに，オンライン研修サイトを開設した。
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Ｗｅｂによる授業評価アンケート（第４学期分）試行結果について（報告） 

授業評価アンケートＷＧ 

１．実施概要 

【対象科目】

第４学期開講科目（授業評価アンケート対象外科目を除く。）

【実施方法】

WebClass を利用。具体的な実施時間・タイミング等については各授業担当教員に委ね

た。また，アンケート回答用紙の併用も可能とした。

【実施期間】

平成２９年１月２３日（月）～３月７日（火）

【募集期間】

平成２８年１２月５日（月）～平成２９年１月２０日（金）

【応募のあった部局等】

部局等 科目数 

文学部 6 

教育学部 8 

法学部 8 

法学部・夜 2 

経済学部 2 

理学部 8 

医学部保健学科 1 

工学部 10 

環境理工学部 3 

農学部 5 

教育学研究科 2 

教養教育（現代と社会） 3 

教養教育（現代と生命） 2 

教養教育（現代と自然） 1 

言語（初修外国語） 1 

教養教育（実践知） 1 

教養教育（情報教育） 2 

計 65 

※第４学期授業評価アンケート対象科目数は上記を含め，１,８６６件

【実施後アンケート】

本試行協力教員に対し，WebClass を用いて，平成２９年２月２０日（月）から平成２９

年３月１７日（金）までの期間で，実施状況や意見に関するアンケートを行った。

資料３
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２．実施結果

No 学部等 Ｗｅｂアンケート実施タイミング 回答に使用した機器
履修登
録者数

Webでの
回答者
数

Webアン
ケート回
答率

回答用
紙での
回答者

最終回
答者数

最終回
答率

１ 文学部 21 7 33.33% 0 7 33.33%

２ 文学部 49 21 42.86% 0 21 42.86%

３ 文学部 10 6 60.00% 0 6 60.00%

４ 文学部 6 3 50.00% 0 3 50.00%

５ 文学部 3 3 100.00% 0 3 100.00%

６ 文学部 43 13 30.23% 0 13 30.23%

７ 教育学部 15 13 86.67% 0 13 86.67%

８ 教育学部 5 4 80.00% 0 4 80.00%

９ 教育学部 授業時間外での随時入力を指示
不明だが、おそらく多くの学生が自分のスマ
ホを活用していると思われる。

31 4 12.90% 0 4 12.90%

１０ 教育学部 授業時間外での随時入力を指示
不明だが、おそらく多くの学生が自分のスマ
ホを活用していると思われる。

6 3 50.00% 0 3 50.00%

１１ 教育学部 授業時間外での随時入力を指示
不明だが、おそらく多くの学生が自分のスマ
ホを活用していると思われる。

60 27 45.00% 0 27 45.00%

１２ 教育学部 授業時間外での随時入力を指示
不明だが、おそらく多くの学生が自分のスマ
ホを活用していると思われる。

30 17 56.67% 0 17 56.67%

１３ 教育学部 118 90 76.27% 0 90 76.27%

１４ 教育学部 22 16 72.73% 0 16 72.73%

１５ 法学部 245 73 29.80% 0 73 29.80%

１６ 法学部 191 49 25.65% 0 49 25.65%

１７ 法学部 186 78 41.94% 0 78 41.94%

１８ 法学部
授業回で，時間を取り入力, 授業時間外での随
時入力を指示

スマートフォン 217 55 25.35% 0 55 25.35%

１９ 法学部 46 3 6.52% 23 26 56.52%

２０ 法学部 17 1 5.88% 0 1 5.88%

２１ 法学部 4 4 100.00% 0 4 100.00%

２２ 法学部 授業時間外での随時入力を指示 22 19 86.36% 0 19 86.36%

２３ 法学部・夜 9 6 66.67% 0 6 66.67%

２４ 法学部・夜
授業回で，時間を取り入力, 授業時間外での随
時入力を指示

注目していなかった 5 1 20.00% 2 3 60.00%

２５ 経済学部 302 15 4.97% 239 254 84.11%

２６ 経済学部 99 60 60.61% 0 60 60.61%

２７ 理学部 37 24 64.86% 0 24 64.86%

２８ 理学部 41 37 90.24% 0 37 90.24%

２９ 理学部 39 18 46.15% 21 39 100.00%

３０ 理学部
授業時間外での随時入力を指示, アンケート回
答の必要性は授業時に与えたが、実際の回答は
授業外にするように指示

ノートパソコン, 情報実習室のデスクトップ, ス
マートフォン

35 33 94.29% 0 33 94.29%

３１ 理学部 41 12 29.27% 0 12 29.27%

３２ 理学部 授業回で，時間を取り入力 スマートフォン, タブレット端末 36 30 83.33% 2 32 88.89%

３３ 理学部 授業回で，時間を取り入力 スマートフォン 34 28 82.35% 1 29 85.29%
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No 学部等 Ｗｅｂアンケート実施タイミング 回答に使用した機器
履修登
録者数

Webでの
回答者
数

Webアン
ケート回
答率

回答用
紙での
回答者

最終回
答者数

最終回
答率

３４ 理学部 29 6 20.69% 0 6 20.69%

３５ 医学部 86 67 77.91% 18 85 98.84%

３６ 工学部 授業回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ, スマートフォン 43 40 93.02% 0 40 93.02%

３７ 工学部 試験回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ 59 57 96.61% 0 57 96.61%

３８ 工学部 授業回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ 83 65 78.31% 0 65 78.31%

３９ 工学部 64 54 84.38% 0 54 84.38%

４０ 工学部 授業回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ 51 42 82.35% 0 42 82.35%

４１ 工学部 授業回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ 42 40 95.24% 0 40 95.24%

４２ 工学部 授業回で，時間を取り入力 ノートパソコン, スマートフォン 20 18 90.00% 0 18 90.00%

４３ 工学部 授業回で，時間を取り入力 ノートパソコン, スマートフォン 31 20 64.52% 0 20 64.52%

４４ 工学部 授業回で，時間を取り入力 ノートパソコン, スマートフォン 50 37 74.00% 0 37 74.00%

４５ 工学部 62 31 50.00% 19 50 80.65%

４６ 環境理工学部 56 41 73.21% 0 41 73.21%

４７ 環境理工学部 授業回で，時間を取り入力 情報実習室のデスクトップ 18 15 83.33% 0 15 83.33%

４８ 環境理工学部 23 19 82.61% 0 19 82.61%

４９ 農学部 109 45 41.28% 0 45 41.28%

５０ 農学部 118 94 79.66% 7 101 85.59%

５１ 農学部 授業回で，時間を取り入力 スマートフォン 23 9 39.13% 0 9 39.13%

５２ 農学部 授業回で，時間を取り入力 スマートフォン 18 8 44.44% 0 8 44.44%

５３ 農学部 40 5 12.50% 0

５４ 教育学研究科 8 4 50.00% 0 4 50.00%

５５ 教育学研究科 14 6 42.86% 0 6 42.86%

５６
知的理解（現代と
社会）

64 49 76.56% 0 49 76.56%

５７
知的理解（現代と
社会）

授業時間外での随時入力を指示
ノートパソコン, 情報実習室のデスクトップ, ス
マートフォン

65 16 24.62% 0 16 24.62%

５８
知的理解（現代と
社会）

授業回で，時間を取り入力 ノートパソコン, スマートフォン 15 14 93.33% 0 14 93.33%

５９
知的理解（現代と
生命）

48 45 93.75% 1 46 95.83%

６０
知的理解（現代と
生命）

授業時間外での随時入力を指示 スマートフォン 172 21 12.21% 136 157 91.28%

６１
知的理解（現代と
自然）

61 38 62.30% 9 47 77.05%

６２
言語（初修外国
語）

7 4 57.14% 0 4 57.14%

６３
実践知・感性（実
践知）

授業時間外での随時入力を指示 不明 8 5 62.50% 0 5 62.50%

６４
汎用的技能と健
康（情報教育）

53 26 49.06% 0 26 49.06%

６５
汎用的技能と健
康（情報教育）

19 15 78.95% 0 15 78.95%
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３．実施後アンケート集計結果 

問１ Ｗｅｂによるアンケートを実施したタイミングについて教えて下さい。 
項目 回答数 ％ 

授業回で，時間を取り入力指示 10 52.63% 

試験回で，時間を取り入力を指示 1 5.26% 

授業時間外での随時入力を指示 6 31.58% 

授業回で，時間を取り入力指示, 授業時間外での随時入力を指示 2 10.53% 

計 19   

 
 

問２ 学生が回答に使用していた機器について，わかる範囲でお教え下さい。 

項目 回答数 ％ 

ノートパソコン, スマートフォン 4 15.38% 

情報実習室のデスクトップパソコン 8 30.77% 

スマートフォン 10 38.46% 

スマートフォン, フューチャーフォン（ガラケー） 0 0% 

スマートフォン, タブレット端末 1 3.85% 

その他 3 11.54% 

計 26   

 
 

 

 

52.63%

5.26%

31.58%

10.53%

Webアンケート実施タイミング

授業回で，時間を取り入力指示

試験回で，時間を取り入力を指示

授業時間外での随時入力を指示

授業回で，時間を取り入力指示, 授

業時間外での随時入力を指示

15.38%

30.77%
38.46%

3.85%
11.54%

回答に使用した機器

ノートパソコン, スマートフォン

情報実習室のデスクトップパソコン

スマートフォン

スマートフォン, フューチャーフォン

（ガラケー）

スマートフォン, タブレット端末

その他
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問３ Ｗｅｂによるアンケートを実施するにあたって困った点，良かった点，今後の本格実

施に向けたアドバイスがあればお教え下さい。 

3 学期で行っているので，同様に宜しくで対応してもらえた。 

良かった点： 

・従来式では自由記述がほとんどなかったが，web 式では気軽に何人もの人が色々

記入してくれ，参考になる内容もあったこと． 

・今回，紙のアンケート用紙は一切使用しなかったので，大学の経費削減に少しで

も貢献できたかもしれないという自己満足感が得られたこと． 

前期は情報実習室で行う授業であったため授業時に回答まで行わせることができた

が、今回は一般教室での授業であったため回答率を高められるかが不安であった。

最終回の授業で挙手により回答率を確かめたところ、学生の申し出を信じれば９

０％以上の学生が回答していたので安心した。 
プログラミングは情報実習室で授業を実施するため、その場所のデスクトップパソ

コンを使って、Web アンケートを容易に実施できる。 
良い点：授業時間を取らなくても良い。 
困った点：授業外での回答とした場合、回答を促す力が弱い。したがって、回答率

が低下すると考えられる。 
今後に向けて：回答に対するインセンティブを理解してもらえるよう努めることが

必要。 
アンケート用紙の配布・回収の手間がなく、その点は簡便でした。ただ、今回は紙

でのアンケートを併用しなかったこともあり、授業時間中に時間をとっても回収率

が低くなった。なお、60 分授業になったことに伴い、試験時間中にアンケートを実

施することは現実的ではない。 
・困った点は特にありません。 
・本格実施の前に、紙版と Web でアンケート結果に違いがないことを十分に確認し

ておくべきと考えます。Web 入力では紙への記入に比べていい加減に入力する可能

性があるのではと危惧します。 
・自由記述も同時に入力できるようにすればよいのでは。 
・授業時間外に入力するようにはできないものでしょうか。学生によって所要時間

に差がありました。 
・極端に悪い評価をする学生については、授業改善の参考にするためになぜそのよ

うな評価をするのか理由を記述させる欄を設けてほしいと思います。紙版と違って

Web では記述と評価のデータをリンクさせることは容易なのではないかと推測しま

す。 
Q2 に試して、Q4 で二回目の実施ですが、今回はまったく問題はありませんでし

た。Q2 はうまくアクセスできなかった学生がいるようでした。Q4 では学生も他の

科目で WebClass を使用するなどして、慣れてきたからだと思われます。 
授業中、及び授業専用 Web サイトで再三にわたり、Web アンケートへの入力を依頼

したが、周知徹底することは難しかった。 
・結果が早くでる 
・学生は自分のスマホでおこなったが、スマホを持たない学生もいて、ひとりだけ

紙で行った。仲間外れ感があった。 
・最後の講義で行ったが、その日に休んだ学生への依頼がしやすい。 
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アンケートの御連絡を頂いた時点で講義がすでに終了しており学生への連絡が徹底

できなかった点。 
アンケートをより迅速に実施できてよかったです． 
・自由記述欄への記入が増えたため、学生の感想や改善要求が具体的に理解でき

た。 
・今回は授業中にアンケートを実施したが、その際には紙媒体での回答を望む学生

がほとんどであった。他方で、web 媒体を利用した学生は、授業時間外で時間的余

裕のあるときに入力したものと推測され、その結果、自由記述欄への記入が増えた

とも考えられる。 
授業評価結果がすぐに判明する点は良かったと思います． 
困った点は、特になし。良かった点は、手間が省ける。 
 

問４ 次回もＷｅｂでアンケートを実施したいと思われますか。 

項目 回答数 ％ 

はい 16 84.21% 

いいえ 1 5.26% 

どちらともいえない 2 10.53% 

計 19   

 
 

問５ 設問４の回答の理由をお教え下さい。 

【はい】 

紙で行っている様々な調査は，省資源，省力化，回収率向上様々な観点から，一刻

も早く電子化すべきである。 
授業がもともと情報実習室で行われており PC 環境が揃っていて，web 式に移行す

るにあたり障壁がほとんどないため． 
教員にとっては余計な時間を省略することができ、また学生にとってもその方が率

直な意見を入力できると思います。 
プログラミングは情報実習室で授業を実施するため、その場所のデスクトップパソ

コンを使って、Web アンケートを容易に実施できる。 
授業時間を、本来の目的である授業自体に使えるから。 
アンケート結果の集計結果を早く入手できるメリットがある。 
便利で、紙の使用も押さえられ、スマホ世代の学生にはネット上の作業に抵抗感が

ないと思われるから。 

84.21%

5.26%

10.53%

次回実施意向

はい

いいえ

どちらともいえない
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配布・回収の手間がない 
Web アンケート参加科目が増えれば、自然に周知徹底されることだろう。 
4 学期制に伴い、1 学期の授業時間がきわめて限られているため、授業時間中に紙媒

体のアンケートを実施することは時間的に支障となる。 
休んだ学生に依頼しやすい。 
アンケート回答用紙の配布・回収の手間が省けて，かつ，アンケートを迅速に行え

るため． 
自由記述欄で有益な意見を得ることができるから。 
普段から授業を情報実習室で行っていたので，Web アンケートでの実施は容易であ

った 
手間が省けるので。 
コンピュータを使用した講義ならば，Web でのアンケートで学生からの評価が得ら

れる． 
 

【いいえ】 

紙媒体の方が一定時間、短時間でできる点、その場で回収するので確実である点が

いいと思うからです。 
 

【どちらともいえない】 

アンケートに要する時間を省略ないし短縮でき、回収等の手間もないことはメリッ

トと思われます。ただし、一定の回収率を課すのであれば、Web をベースにすると

成立しないと感じています。 
紙の方が確実に回収できるとは思うが、web にも意義があるから。 
 

問６ 所属学部・研究科において Web による授業評価アンケートを本格実施（すべての教

員が WEB により授業評価アンケートを実施）した場合，発生すると予測される懸念事項・

課題等があればご教示下さい。 

農学部では電波状況が良くないため「講義内」にこだわると難しいが，お願いして

おけば学生は真面目に対応してくれるので，導入は容易であると考える。 
通常の講義室で授業時間内に回答させたい場合，学生自身のスマホを利用すること

になるが，バッテリー切れあるいは所持していない学生があった場合の対応が面倒

と予想する． 
私は特に思い当たりません。 
通常の講義室では、入力デバイスが学生のスマフォ等になるため、授業時間中に実

施すると時間がかかりすぎるのではないでしょうか。また紙と併用するのは煩わし

いように思います。 
・実習が多く組み込まれているため、シラバス通りの進行が困難な実態がある。学

生が実習のために数回欠席せざるを得ないだけでなく、教員も実習先への挨拶や実

習生の指導のために各学期に数回の休講をせざるを得ないことがある。 
・授業評価アンケートをマークシートで行う場合には、その場で事情をよく説明し

て理解を求めることが可能であるが、授業外での回答の場合には（たとえ初回など

に説明していたとしても）、その点についてはさほど期待できないと考えられる。 
・そのような状態で回答されているものが独り歩きすることを危惧する。 
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繰り返しになりますが、回収率を問わないという前提でなければ、Web のみのアン

ケート実施は困難と思われます。とりわけ、個人教員評価および学部教務委員会へ

の指導に紐づけられている限り、アンケート用紙での実施廃止は教員の努力では解

決不能な負担を課されることになると懸念いたします。なお、回収率ノルマが残る

のであれば、Web と紙の併用の場合はたいして手間も変わらなかったので、個人的

にはアンケート用紙のみで実施したいと考えます。 
学生によってはスムーズにできない場合もあり、試験・授業時間へ影響する、予想

されるトラブルや対応マニュアルがあればいいと思います。 
紙ベース世代の先生方の抵抗。 
パソコンを使う授業であれば良いが，そうでなければ学生がわざわざウェブサイト

にアクセスする必要があり，学生の手間が増えるので回収率の低下が懸念される． 
回答率の低下が予想される。 
アンケート記入を履修の要件にすれば全員回答するだろうが。 

学生の協力が必須であるが、いいかげんな学生は行わない可能性が高くなるかもし

れない。 

授業科目名が同じもしくは似ている科目が複数ある場合に，学生が誤って他の科目

を選択して回答することがあるかもしれません． 
電子機器媒体を有しない学生への適切な対応。 
・一般の授業では端末から回答を入力してもらうことになるため，授業中に回答が

できなければ，回答率が下がることは明らかである．学生個人の端末を利用する場

合は実際に回答したかどうかの確認も困難である． 
・未回答が増えると当然ながら授業評価にバイアスが入ることが懸念される． 
手書きに比べて、自由記述で、意見を述べる学生が少なくなると思われる。ただ、

私の講義の場合、手書きのときにも、自由記述で意見を述べる学生は少なかったの

で、特に問題はないと思います。 
・コンピュータを直接使用しない講義では，アンケート回答者が激減する． 
・無記名アンケートでは，SNS と同じく無責任なコメントが増える．コメントする

学生には不平不満を持っている学生が多いが，それが個人の考えなのか全体の考え

なのかを把握するためには，双方向のやり取りが必要だと考える．(学生同士の意見

交換も必要) お互いに一方的に意見を言い合うだけでは，いつになっても解決しな

い． 
・膨大な時間を割いてアンケートのシステムを作られているのに，そのアンケート

の効果がどの様に講義に反映されて結果が出ているのかを評価するシステムが存在

しない限り，単なる聞き取り調査に終わってしまう． 
 

以上 
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平成２９年４月 日

各学部長 殿

各学系部会長・副部会長 殿 

ＦＤ専門委員会委員長 中塚 幹也

Web による授業評価アンケート実施科目（第１学期分）の募集について（照会） 

本委員会では，授業評価アンケートの Web 化に向け，万全を期すため，今年度も，Web による授業評

価アンケートを試行したいと考えております。つきましては，第１学期開講科目のうち，Web による授業評価

アンケート実施にご協力いただける科目を募集いたしますので，ご応募のほど，よろしくお願いいたします。

本試行は Web によるアンケート実施時の問題点を見つけ出し，解決することを目的としております。Web

による授業評価アンケートの試行にご協力いただいた教員からは，ぜひ，問題点をご指摘いただきたいと

思っております。貴部局・学系部会において授業評価アンケートを Web 化する際に支障を来さぬよう，でき

るだけご応募いただけますよう，ご推薦の程，よろしくお願いいたします。また，本格導入に向け，幅広くご

意見をいただきたいと考えておりますので，希望者だけでなく，今まで試行に参加していない教員を各部

局にて数名選出のうえ，ご応募いただきたく，よろしくお願いします。 

詳細な実施方法については，後日，応募いただいた科目の担当教員にお知らせいたします。 

なお，現時点では Moodle の授業評価アンケート機能を使用できないため，第 1・２学期は昨年度同様，

WebClass による試行とさせていただきます。第 3・４学期に Moodle による授業評価アンケートを試行する

予定です。 

記 

募集期間 ：平成２９年４月２８日（金）まで  

回答先 ：学務部学務企画課教育支援グループ 正富 

  masatomi-s@adm.okayama-u.ac.jp 

【授業評価アンケートの Web 化によるメリット】 

・アンケート結果をいち早く，フィードバックできる。

・アンケート用紙配布，回収，提出の一連の労力と軽費を削減できる。

【Web による授業評価アンケートへの移行時に予測される課題】 

・回収率が低下する恐れがある。

→アンケート実施のための時間を授業内で設けるなどの工夫を行うことで回収率が低下しなかったとの報

告があります。

資料４
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 →授業評価アンケートの状況の解析時に，回収率が低い科目があった場合には，各部局からの説明が

求められておりますが，試行中の Web による授業評価アンケート実施科目については別扱いとし，部

局等の不利益にならないようにいたします。 

・回答端末（ノートパソコンやスマートフォンなど）を持たない学生が回答できない恐れがある。 

 →アンケート回答用紙の併用も可能としております。また，何％の学生が紙によるアンケートを必要とする

かも明らかにしたい点です。 

・教室によっては，WebClass への一斉アクセスにより入力に支障が出る恐れがある。 

 →現在，情報統括センターとしてはハード面では支障がない状態とのことです。万一の場合には，アン

ケート回答用紙の併用も可能としております。 

・回答方法の説明に時間を取られる恐れがある。 

 →できるだけ教員の説明を省けるように，本委員会でマニュアルを作成します。 

 

 Web による授業評価アンケート試行の概略  

【対象科目】 

第１学期開講科目（授業評価アンケート対象外科目を除く。） 

 

【実施方法】 

WebClass を利用 

※具体的な実施時間・タイミング等については各授業担当教員に委ねます。 

※アンケート回答用紙の併用も可能です。あらかじめ，Web による授業評価アンケート実施科目に対しても

回答用紙を配布いたします。 

 

【実施期間】 

平成２９年５月１５日（月）～平成２９年６月８日（木）（第１学期終了まで） 

 

【集計結果について】 

アンケート実施後，速やかに返却します。 

 

 

【本件担当】 
 学務部学務企画課 正富（内線：7203） 

 masatomi-s@adm.okayama-u.ac.jp 
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◎はＷＧの座長，●はＷＧの副座長，○はＷＧ委員，★は新任委員 平成２９年４月１０日現在

中塚　幹也
委員長

医学部保健学科・保健学研究科
（保健学研究科　教授）
１８－６８９５　<mikiya@cc.okayama-
u.ac.jp>

2号委員

遊佐　徹
文学部・社会文化科学研究科　　（社会文
化科学研究科　教授）
７３７７　<yusa@cc.okayama-u.ac.jp>

○ 2号委員

山口　健二
教育学部・教育学研究科（教育学研究科
教授）
７７０７　<yama_ken@cc.okayama-u.ac.jp>

2号委員

一原  亜貴子
法学部（社会文化科学研究科　准教授）
７４９６　<ichiha-a@cc.okayama-u.ac.jp> ○ 2号委員

★ 西垣　鳴人
経済学部（社会文化科学研究科　教授）
７５４５　<nishig-n@cc.okayama-u.ac.jp> 2号委員

野上　由夫
理学部    （自然科学研究科　教授）
７７７０　<nogam-y@cc.okayama-u.ac.jp> ○ 2号委員

万代　康弘

医学部医学科　　（医療教育統合開発セン
ター 助教）
１８－６５９７　<720mandai@gmail.com

pm380sq2@okayama-
u.ac.jp>

○ 2号委員

西田　崇
歯学部　　（医歯薬学総合研究科　准教
授）
１８－６６４６　<tnishida@md.okayama-
u.ac.jp>

○ 2号委員

★ 上田　真史
薬学部　　（医歯薬学総合研究科　教授）
７９９０　<mueda@okayama-u.ac.jp> ○ 2号委員

後藤　邦彰
工学部　　（自然科学研究科　教授）
８０８４　<gotoh@cc.okayama-u.ac.jp> ○ 2号委員

★ 加藤　嘉英
環境理工学部・環境生命科学研究科
（環境生命科学研究科　教授）
８９０４　<katou-y1@cc.okayama-u.ac.jp>

○ 2号委員

★ 大仲　克俊
農学部　　（環境生命科学研究科　准教
授）
８３７１　<k-onaka@okayama-u.ac.jp>

○ 2号委員

★ 見浪　護
自然科学研究科　教授
８２３３　<minami-m@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ３号委員

大原　直也
医歯薬学総合研究科　教授
１８－６６５５　<oharan@md.okayama-
u.ac.jp>

○ ３号委員

★ 伊東　俊明
法務研究科　　教授
７３８８　<itou-t@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ３号委員

花谷　正
全学教育・学生支援機構　　教授
７８３８　<hanaya@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ３号委員

矢野　正昭
全学教育・学生支援機構　　准教授
８５１７　<beibun98@cc.okayama-u.ac.jp> ○

３号委員
※学生・教職員教育改善

部会委員

和賀　崇
全学教育・学生支援機構　　准教授
８５３９　<waga-t@cc.okayama-u.ac.jp> ○

1号委員
※学生・教職員教育改善

部会委員

長瀧　寛之
全学教育・学生支援機構　　准教授
７２５７　 <nagataki@cc.okayama-
u.ac.jp>

○ 1号委員

堀内　孝
社会文化科学研究科　准教授
７４０４　<horiuchi@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ３号委員

中村　美紀子
学務企画課主査
８４２３　<nakamura-m1@adm.okayama-
u.ac.jp>

○ ３号委員

事務：学務企画課（吉田：８４２４）

平成２９年度　ＦＤ専門委員会　ワーキンググループ一覧表

FD/SD研修・TA/SA組織化Ｗ
Ｇ

ミッション：TA・SA組織化，
FD，プレFD，SD，TA，SA

研修
　　名

備考

専門委員会は，次の各号に掲げる者で組織
する。
一 センターの教員のうちからセンター長
が推薦する者 若干人
二 各学部から推薦された教員 各１人（医
学部については２人）
三 その他センター長が必要と認めた者

勉学環境・ICTＷＧ

ミッション：アンケートWEB
化（含授業評価アンケート改

訂），シラバス，学習スペース

名

Ｗ　　Ｇ　　名

　委　　員　　名

学習・授業評価ＷＧ

ミッション：ルーブリック普
及，ティーチング・アワード顕

彰，Q-cumシステム活用

   名

資料５
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◎はＷＧの座長，●はＷＧの副座長，○はＷＧ委員 平成２８年１０月２４日現在

中塚　幹也
委員長

医学部保健学科・保健学研究科
（保健学研究科　教授）
１８－６８９５　<mikiya@cc.okayama-u.ac.jp>

2号委員

遊佐　徹
文学部・社会文化科学研究科　　（社会文化科学研
究科　教授）
７３７７　<yusa@cc.okayama-u.ac.jp>

〇 〇 2号委員

山口　健二
教育学部・教育学研究科（教育学研究科　教授）
７７０７　<yama_ken@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ○ 2号委員

※学生・教職員教育改善部会委員(学部推薦)

一原  亜貴子
法学部（社会文化科学研究科　准教授）
７４９６　<ichiha-a@cc.okayama-u.ac.jp> ● ○ 2号委員

澤木　久之
経済学部（社会文化科学研究科　教授）
７５６８　<sawaki-h@cc.okayama-u.ac.jp> ● ○ 2号委員

野上　由夫
理学部    （自然科学研究科　教授）
７７７０　<nogam-y@cc.okayama-u.ac.jp> ○ 2号委員

※学生・教職員教育改善部会委員(FD委員会選出)

万代　康弘
医学部医学科　　（医療教育統合開発センター 助
教）
１８－６５９７　<720mandai@gmail.com

pm380sq2@okayama-u.ac.jp>
○ 〇 2号委員

西田　崇
歯学部　　（医歯薬学総合研究科　准教授）
１８－６６４６　<tnishida@md.okayama-u.ac.jp> ○ ○ 2号委員

神野　伸一郎
薬学部　　（医歯薬学総合研究科　准教授）
７９２５　<p09x05s3@okayama-u.ac.jp> ○ ○ 2号委員

後藤　邦彰
工学部　　（自然科学研究科　教授）
８０８４　<gotoh@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ● 2号委員

森　  也寸志
環境理工学部・環境生命科学研究科　　（環境生命
科学研究科　教授）
８８７５　<pzwr6e3l@cc.okayama-u.ac.jp>

〇 〇 2号委員

木村　康二
農学部　　（環境生命科学研究科　教授）
８３４９　<kimurak@okayama-u.ac.jp> ○ ○ 2号委員

千葉　仁
自然科学研究科　教授
７７８１　<hchiba@cc.okayama-u.ac.jp> ● ○ ３号委員

大原　直也
医歯薬学総合研究科　教授
１８－６６５５　<oharan@md.okayama-u.ac.jp> ○ ○ ３号委員

山下　登
法務研究科　　教授
７３８８　<yamashit@cc.okayama-u.ac.jp> ◎ ３号委員

花谷　正
全学教育・学生支援機構　　教授
７８３８　<hanaya@cc.okayama-u.ac.jp> ◎ ３号委員

矢野　正昭
全学教育・学生支援機構　　准教授
８５１７　<beibun98@cc.okayama-u.ac.jp> ◎ ３号委員

※学生・教職員教育改善部会委員

和賀　崇
全学教育・学生支援機構　　准教授
８５３９　<waga-t@cc.okayama-u.ac.jp> ◎ 1号委員・副委員長

※学生・教職員教育改善部会委員

長瀧　寛之
全学教育・学生支援機構　　准教授
７２５７　 <nagataki@cc.okayama-u.ac.jp> ◎ 1号委員

堀内　孝
社会文化科学研究科　准教授
７４０４　<horiuchi@cc.okayama-u.ac.jp> ○ ３号委員

中村　美紀子
学務企画課主査
８４２３　<nakamura-m1@adm.okayama-u.ac.jp> ○ ○ ３号委員

事務：学務企画課（吉田：８４２４）

平成２８年度　ＦＤ専門委員会　ワーキンググループ一覧表

教授法開
発

ＷＧ

６　名

勉学環境
ＷＧ

　7　名

授業評価
アンケー

ト
ＷＧ

７　名

備考

専門委員会は，次の各号に掲げる者で組織する。
一 センターの教員のうちからセンター長が推薦する者 若干人
二 各学部から推薦された教員 各１人（医学部については２人）
三 その他センター長が必要と認めた者

大学院
ＷＧ

７　名

Ｗ　　Ｇ　　名

　委　　員　　名

学士課程
ＷＧ

  ７   名

参考
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平成２９年度 「第 20 回桃太郎フォーラム」 プログラム（案） 

テ ー マ 「未定」
日 時 平成２９年９月１２日（火） 予備日：１１日（月），１９日（火） 
会 場 創立五十周年記念館（午前）・一般教育Ａ棟，Ｂ棟，Ｃ棟（午後） 
 参加予定人数  約２００名 
主 催 教育開発センター 
 企画・実施組織 ＦＤ専門委員会 

【プログラム】 

午前の部  会場：創立五十周年記念館 

総合司会：ＦＤ専門委員会 和賀 崇（全学教育・学生支援機構） 

１．開会宣言： 9：30～ 9：35 

２．理事挨拶： 9：35～ 9：45 

３．特別講演 座長： 9：45～10：45
「タイトル」 

４．各分科会の紹介：ＦＤ専門委員会 和賀 崇（全学教育・学生支援機構）  11：55 ～12：00 

＜昼休憩＞ 12：00～13：00（創立五十周年記念館から一般教育棟○棟へ移動） 

午後の部 会場：一般教育棟○棟 
分科会・セミナー 13：00～15：00 
各会場で分科会の趣旨説明と内容紹介（司会：各座長） (13：00～13：10)

第１分科会（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

第２分科会（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

第３分科会（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

第１セミナー（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

第２セミナー（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

第３セミナー（会場： ）  （担当ＷＧ） 
「テーマ」 

座   長： 
話題提供者： 

資料６
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平成２９年度 第２０回桃太郎フォーラム テーマ案 

 

【テーマ案】 

① 成績評価（総括的評価）・形成的評価について（仮） 

平成 26 年度にも扱いましたが、もう一度、「評価」を考える。最終的に成績を付ける試

験・評価だけではなく、授業途中に行われる評価やフィードバックの方法を学ぶ（アクテ

ィブ・ラーニングなどで、学生の発言を受け、教員がどのように返答するべきかなど

も）。いろいろな授業形態・試験方法もカバーする。 

 

② 「学びのユニバーサルデザイン」（仮） 

（先日の SD でやりましたが、）発達障害のことを学び、彼らとどのようにつきあってい

くかを知る（午前の講演）。授業場面や、事務対応の場面において、彼らにもきちんと理

解される指示・情報提供のやり方（＝全ての学生に分かりやすいやり方）を学ぶ（分科

会）。 

 

③ ICT を活用する教育（仮） 

情報処理の授業では、ノートパソコン必携です。情報処理の授業だけでなく、それ以外

の授業でも ICT を活用することで、教育を充実することができる場合があるはず。どのよ

うな機器・サービス・ソフトがあるのか、活用することで大学教育がどのように変えられ

るのかを考える。 

 

【参考：過去開催分のテーマ】 

平成 23 年度「大学院教育のさらなる充実にむけて」 

平成 24 年度「予測困難な時代の教養教育」 

平成 25 年度「アクティブ・ラーニングの実践に向けて」 

平成 26 年度「学習達成度の評価を考える －教育を変える，学生が伸びる－」 

平成 27 年度「新しいプラットフォーム「60 分授業・4 学期（クォーター）制」導入に向

けて」 

平成 28 年度「『共育力』を高める～教員・学生・職員による三者協働型の教育に向けて

～」 
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平成28年度岡⼭⼤学FD・SD研修
第19回桃太郎フォーラム

「共育⼒」を⾼める〜教員・学⽣・職員による三者協働型の教育に向けて〜

■午前の部 会 場：創⽴五⼗周年記念館
総合司会：和賀 崇（岡⼭⼤学全学教育・学⽣⽀援機構 准教授）

9:00 開場・受付開始

9:30 開会挨拶
岡⼭⼤学副学⻑・教育開発センター⻑ 許 南浩

9:35 岡⼭⼤学ティーチング・アワード表彰 表彰式
司 会：佐々⽊ 健⼆（岡⼭⼤学ティーチング・アワード表彰選考委員会委員⻑）

9:45

岡⼭⼤学ティーチング・アワード表彰 受賞者プレゼンテーション
司 会：佐々⽊ 健⼆（岡⼭⼤学ティーチング・アワード表彰選考委員会委員⻑）

先進教育賞アクティブ・ラーニング分野 優秀教育賞⼤規模授業部⾨
「⽣命の基本原理と⽣活の中の⽣物学」

異分野融合先端研究コア 佐藤 伸 准教授

先進教育賞社会連携・社会実践教育分野
「現代コミュニティと地域経済」

地域総合研究センター 三村 聡 教授

先進教育賞外国語による授業分野
「観光⽂化交流論」

グローバル・パートナーズ ⼩野 真由美 講師

優秀教育賞中規模授業部⾨
「対⼈援助のためのメンタライジングとマインドフルネスの⼼理学」

教育学研究科 上地 雄⼀郎 教授

10:45 休憩

10:55

特別講演
司 会：中塚 幹也（岡⼭⼤学教育開発センター副センター⻑）

「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開：関⻄⼤学の事例」
関⻄⼤学教育推進部 三浦 真琴 教授

11:55 各分科会・セミナー紹介
全学教育・学⽣⽀援機構 和賀 崇 准教授

12:00 昼休憩
※13時から午後の部を開始します。

○日時 平成２８年９月１日（木）
○会場 創立五十周年記念館（午前）・一般教育棟Ａ棟，Ｂ棟，Ｃ棟（午後）
○主催 岡山大学教育開発センター
○申込 http://cfd.cc.okayama‐u.ac.jp/fd/forum/content/h28.html

※上記HPに随時，最新情報を掲載します。
※こちらのQRコードからもアクセスできます。

【プログラム】

参考
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学生の共育力を活用する教育の実際
午前の部を踏まえ，学生の力を活用する教育の実際につ
いて，成果や課題，推進にあたり必要な施策等を考えます。
コメンテーター：三浦 真琴（関西大学教育推進部教授）

１．「岡山大学のＴＡ制度の現状について」
全学教育・学生支援機構 和賀 崇 准教授

２．「愛媛大学『スタディ・ヘルプ・デスク（ＳＨＤ）』の取り組
み～先輩から学ぶ：大学院生による学習支援～」

愛媛大学 阿部 光伸 講師
３．「法政大学における学習活動支援の取り組み」

法政大学 近藤 清之 学務部長

６０分授業・４学期制に対応した授業改善事例
平成２８年度から導入した６０分授業・４学期制に対応した
授業改善の事例について発表し，学生の意見を交えて，メ
リットや課題，改善策等を考えます。

１．「ミニ実験で体験する物理入門」
異分野基礎科学研究所 野原 実 教授

２．「半強制的な反復学修による基礎科目の徹底教育」
環境生命科学研究科 泉 実 准教授

３．「学生は60分授業・4学期制をどう思っているか」
学生・教職員教育改善専門委員会委員

酒井 也実（環境理工学部2年）・弓岡 弘樹（文学部1年）

アクティブ・ラーニングを支える学習環境デザイン
アクティブ・ラーニング実現に必要な学習環境に関し，「授
業改善」「動画教材の活用」等の観点での実践例を紹介し，
「学びを支える工夫」についてディスカッションします。

１．「授業を変える，そのためのトライ」
社会文化科学研究科 本村 昌文 准教授

２．「学生の学びを深めるための，反転授業導入の試み」
教育学研究科 山田 剛史 教授・ＴＡ学生

３．「いま，なぜ，アクティブ・ラーニングか？」
全学教育・学生支援機構 大崎 理乃 助教

地域総合研究センター 山田 一隆 准教授・受講生

ルーブリック評価の導入
〜信頼性の高い成績評価を目指して～

成績評価の客観性・厳格性を確保するための評価手段と
してルーブリックを取り上げ、学内での導入事例を基に成
績評価について考えます。

１．「文学部哲学・倫理学分野でのルーブリック構築の試
み −プロセスで得られたもの−」

社会文化科学研究科 出村 和彦 教授
２．「薬学部でのルーブリック導入事由と事例」

医歯薬学総合研究科 竹内 靖雄 教授

Syllabus Writing in English
This is a writing course focusing on the language and 
writing skills instructors need to effectively produce 
syllabi in English. The course will include language input 
mixed with writing skills work and lots of practice. By the 
end of the course, participants should feel more confident 
and able to produce syllabi in natural English that appeal 
to an international audience.
講師：Dean Southorn（British Council）
・実施時間：13:00～16:00 使用言語：英語のみ
・20人が上限のため，学内限定

アクティブ・ラーニングをめぐる答申の変遷
～課題認識と役割の変化～（ＳＤ研修）

中央教育審議会の答申をもとに，なぜアクティブ・ラーニン
グが重要視されているのかなど，答申の背景にある教育
動向とそれを踏まえたわが国の高等教育政策について理
解を深めます。

講師：文部科学省高等教育局大学振興課
長谷川 智 法規係長

身近な人の様子が変だと感じたとき
～悩んでいる人への周囲の対応～

学生のこと，職場のこと等で悩んでいる人への周囲の対
応について事例を通して理解を深めます。
講師：岡山県臨床心理士会会長

川崎医療福祉大学 谷原 弘之 教授

・教職員限定

※分科会・セミナーの開催時間は13:00～15:00の予定です。
（第1セミナーのみ16:00まで）

※午前・午後ともに学生のみなさんの参加を歓迎します。
※プログラム及び会場は変更になる可能性があります。

最新情報は下記ホームページにてお知らせします。
参加お申し込みも下記ホームページからお願いします。

http://cfd.cc.okayama‐u.ac.jp/fd/forum/content/h28.html

【お問い合わせ先】
岡山大学学務部学務企画課教育支援グループ
TEL：086‐251‐8424 yoshida‐m4@adm.okayama‐u.ac.jp

第１分科会
会場：一般教育棟C棟C25
座長：和賀 崇（全学教育・学生支援機構准教授）

会場：一般教育棟A棟A32
座長：矢野正昭（全学教育・学生支援機構准教授）

会場：一般教育棟A棟A36
座長：長瀧寛之（全学教育・学生支援機構准教授）

第２分科会

第３分科会 第４分科会
会場：一般教育棟B棟B21
座長：花谷 正（全学教育・学生支援機構教授）

第１セミナー
会場：一般教育棟C棟C32
司会：森岡明美（全学教育・学生支援機構准教授） 第２セミナー

会場：創立五十周年記念館大会議室
司会：萱野朋子（学務部学務企画課長）

第３セミナー
会場：一般教育棟C棟C31
司会：平田久子（女性サポート相談室）

清水幸登（保健管理センター）
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平成２９年度前半 ＦＤ専門委員会開催日程（案）  

《 》は全学教育推進委員会事前打ち合わせの開催日時

【 】は全学教育推進委員会の開催日時 

第 １ 回： ４月１１日（火） １６：３０～ 大学会館１階第３会議室  

《第 １ 回： ４月１８日（火） １６：２０～》

【第 １ 回： ４月２５日（火） １６：２０～】

第 ２ 回： ５月１５日（月） １６：３０～ 一般教育棟Ｄ棟３階Ｄ３２講義室  

《第 ２ 回： ５月１６日（火） １６：２０～》

【第 ２ 回： ５月２３日（火） １６：２０～】

第 ３ 回： ６月１２日（月） １６：３０～ 一般教育棟Ｄ棟３階Ｄ３２講義室  

《第 ３ 回： ６月２０日（火） １６：２０～》

【第 ３ 回： ６月２７日（火） １６：２０～】

第 ４ 回： ７月１１日（火） １６：３０～ 一般教育棟Ｄ棟３階Ｄ３２講義室  

《第 ４ 回： ７月１８日（火） １６：２０～》

【第 ４ 回： ７月２５日（火） １６：２０～】

第 ５ 回： ９月１９日（火） １６：３０～ 一般教育棟Ｄ棟３階Ｄ３２講義室  

《第 ５ 回： ９月２６日（火） １６：２０～》

【第 ５ 回： １０月３日（火） １６：２０～】

※１０月以降の日程については７月に改めて照会し，お知らせいたします。

資料７
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平成２９年度 全学教育推進委員会開催日程 

平成２９年  月  日

全 学教育推 進委員会 

「全学教育推進委員会」「事前打合せ」 

第 １ 回： 平成２９年 ４月２５日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室  

事前打合せ：平成２９年 ４月１８日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ２ 回： 平成２９年 ５月２３日（火）１６：２０～ 大学会館１階 第三会議室

事前打合せ：平成２９年 ５月１６日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ３ 回： 平成２９年 ６月２７日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成２９年 ６月２０日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ４ 回： 平成２９年 ７月２５日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成２９年 ７月１８日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ５ 回： 平成２９年１０月 ３日（火）１６：２０～ 大学会館１階 第三会議室

事前打合せ：平成２９年 ９月２６日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ６ 回： 平成２９年１１月 ７日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室 

事前打合せ：平成２９年１０月３１日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ７ 回： 平成２９年１２月 ５日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成２９年１１月２８日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ８ 回： 平成３０年 １月２３日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成３０年 １月１６日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第 ９ 回： 平成３０年 ２月２０日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成３０年 ２月１３日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  

第１０回： 平成３０年 ３月２０日（火）１６：２０～ 本部棟6階 第一会議室

事前打合せ：平成３０年 ３月１３日（火）１６：２０～ 一般教育棟２階 小会議室  
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