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　大学をめぐる状況の変化に対応するべく、近年文部科学省も私立

大学に対し多くの課題を課すようになっています。中央教育審議会

の本年 3 月の「我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）」

をみてみますと、2040年度の18歳年齢人口 80万人という推計を掲

げ、答申を要請しています。現在（2017 年12 月上旬）まだ答申さ

れていませんが、注目する必要があります。また、2012年文部科学

省が公表した「大学改革実行プラン」により、私立大学等改革総合

支援事業が始まりました。この制度の創設によって、教育の質保証

（質的転換）などの項目を点数化し、組織的・体系的な改革を行った

私大への私学助成の実質的な傾斜配分という政策変更が行われまし

た。今回の諮問では、2040年の18歳年齢人口 80万人体制下の高

等教育のあるべき姿を実現するため、各機関の役割や機能の強化と、

教育研究の質の一層の向上、高等教育の機会の確保など高等教育の

将来構想が求められています。諮問内容は多岐にわたっていますが、

本学に甚大な影響をもたらす可能性がある一例だけをあげますと、

学修の質の向上のための課題として専任教員一人当たりの学生数の

改善が言及されている点があります。万一大学設置基準との絡みで

ST比率の改善が何らかの数値目標とされますと、本学の現状からは

対応に苦慮することになると思います。

　みなとみらい新キャンパスという新たな可能性が示されている現

在ですが、本学が置かれている状況は極めて厳しいものがあります。

今後も学修の質の向上や内部質保証の実質化が問われ続ける状況に

あることを、我々構成員は肝に銘じるべきだと思います。学修の質

の向上を支える学内における FD 活動への、みなさまの御理解と積

極的な参加をお願いいたします。 

　私が、教育支援センター所長に就任してから早いもので 1 年余が

経ちました。教育支援センターの活動は、本学における教育の質保

証及びその一層の向上を図ることを目的として、FD活動と学生支援

の二つの分野を主要な業務としています。今回は、本学の FD 活動

を推進するにあたって、私自身が本学の課題だと考えているいくつ

かの論点を述べたいと思います。

　大学にとって直面している大きな課題は18歳年齢人口の動向で

す。18歳年齢人口は120万人前後で小康を保っていましたが、来年

度から再度減少し始めます。いわゆる 2018年問題です。更に 2016

年度の新生児数は100万人を割れ、減少傾向に歯止めがかかってい

ません。日本の大学の将来像は減少を続ける 18歳年齢人口を前提に

再構築する必要があります。

　18歳年齢人口が減少する状況下、日本の多くの大学が直面してい

る課題に大学の大衆化による入学者の基礎学力低下があります。25

年前の 1992年は団塊ジュニアが大学に進学するピークとなった年

で、18 歳年齢人口は 200万人を超えていました。1992年より 18

歳年齢人口は 40％減少しましたが、4 年制大学の入学定員はその当

時から10万人以上増加しています。25年前には 18歳の 4 人に一

人が 4 年制大学に進学していましたが、現在は半数以上が大学に来

ています。その結果、本学においても教育水準を達成するためには

以前より教育に力を入れる努力が必要となっています。

　アメリカの教育政策学者マーチン・トロウ（Martin Trow, 1926 – 

2007）は、大学への進学率が上昇した結果、学生にとって大学での教

育は特権から権利、そして義務になったと指摘しています。勉学意欲

の高くない学生に対応するため、大学教育も大きく変わらなければい

けない状況です。
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本質的学習成果（AAC&U） 学士力
人類の文化や自然界についての知識

個人的・社会的責任

総合的学習

知識 · 理解

知的 · 実際的スキル 汎用的技能

態度 · 志向性

統合的な学習経験と創造的思考力

・科学、数学、社会科学、人文学、歴史、言語、
芸術などの学習を通じて

・多文化・異文化に関する知識の理解
・人類の文化、社会と自然に関する知識

の理解

・探究と分析
・批判的思考・創造的思考
・文章コミュニケーション・口頭コミュニケーション
・量的リテラシー
・情報リテラシー
・チームワークと問題解決

・コミュニケーション・スキル
・数量的スキル
・情報リテラシー
・論理的思考力
・問題解決力

・自己管理力
・チームワーク
・リーダーシップ
・倫理観
・市民としての社会的責任
・生涯学習力

・市民としての知識と関与 ( ローカル · グローバルに）
・異文化の知識と能力
・倫理的な推論と行為
・生涯学習のための基礎とスキル

・一般教育・専門教育での統合とより高度な達成

K（Knowledge）

S（Skills）

A （Attitudes）

志向性」、｢総合的な学習経験と創造的思考力｣ と設定してい

ます（表１）。日本学術会議の教育課程編成上の参照基準で

は、当該学問分野の定義と固有の特性、学生が身に付けるべ

き基本的な知識と理解や能力、学習方法と学習成果の評価方

法、市民性の涵養をめぐる専門教育と教養教育との関わりを

示しました。現在 28 分野で参照基準が公表されていますの

で、CP や DP を見直す際に参考になります。

３. 学習成果の評価のタイプ
　学習評価は、① ｢直接評価―間接評価｣、② ｢量的評価―

質的評価」③「科目（コース）レベル―プログラムレベル

―機関（大学全体）レベル」の 3 つの軸で把握できます。

この 3 つの軸を念頭に置くことで、どのタイプの評価かが

みえやすくなります。質的転換答申では、4 つ目のポリシー

としてアセスメント ･ ポリシーという言葉が使われました。

｢特に成果の評価に当たっては、学修時間の把握といった学

修行動調査やアセスメント・テスト ( 学修到達度調査 )、ルー

ブリック、学修ポートフォリオ等、どのような具体的な測

定手法を用いたかを併せて明確にする｣ とされていました。

今回の｢3ポリシーの策定｣においてアセスメント･ポリシー

は、各大学での対応が難しいと考えられて CP の中に含め

ることになりました。

　間接評価は、学習成果の間接的なエビデンスに基づく評

価で、自己報告を通じて行われるアンケートやミニッツ

ペーパーなどがあります。直接評価は、学習成果の直接的
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学習のための評価 ― 学習成果の評価と活用 ―

表 1　学習成果の設定

1.3つのポリシーとコースツリー：京都大学の場合
　京都大学では、全学

の教育制度委員会の下

で、2014、2015 年度

は、学部コースツリー、

大学院カリキュラムの

可視化、2016 年度は、

3 ポリシー策定・公表

の義務化に伴い、再策

定などの教育制度改革に取り組みました。3 ポリシーの策定

にあたって主な論点になったのは次のとおりでした。

　①策定単位をどうするか（例えば、学位は学部で一つだが、

カリキュラムや入試は学科によって異なる場合、3 ポリシー

を学部、学科のどちらで策定するか）、②ディプロマ・ポリ

シー（DP）で学習成果の目標となる資質・能力をどう表現

するか、③カリキュラム・ポリシー（CP）に記述すること

になっている、プログラム単位や科目単位の学修成果の評

価をどう行うか、④アドミッション・ポリシーと実際の入

試方法（一般入試と特色入試）をどう対応させるか

2. 学習（学修）成果とは
　学習の成果（ラーニングアウトカム）は、単なる ｢学習の

結果｣ ではなく、2008 年学士課程答申での定義によれば、

｢プログラムやコースなど、一定の学習期間終了時に、学習

者が知り、理解し、行い、実演できることを期待される内容

を言明したもの｣ とあります。つまり、学習成果には、目標

（intended/expected/desired learning outcomes）と結果（評

価対象）（achieved learning outcomes）の 2 つの意味があ

ることがわかります。

　それでは、学習成果をどのように設定するのでしょうか。

アメリカでは全米大学・カレッジ協会（AAC&U）が ｢本質

的学習成果（Essential Learning Outcomes）｣、ヨーロッパ

では Tuning プロジェクト、日本では文科省 ｢学士力｣、日

本学術会議 ｢大学教育の分野別質保証のための教育課程編成

上の参照基準｣ などで学習成果を設定しています。

　例えば学士力では、｢知識・理解｣、｢汎用的技能｣、「態度・

　2017年4月、学校教育法施行規則の改正により各大学には３つのポリシーの策定・公表が義務付けられました。
そのガイドラインにおいては、学位授与の条件として求められる学習成果をディプロマ・ポリシーに定め、その
成果を評価する尺度や考え方（アセスメント・ポリシー）を具体的に示すことが重要であるとされています。
　自己点検・評価全学委員会及びＦＤ・学生支援推進委員会では、教育の内部質保証に関わる活動及びＦＤ活動
の一環として、共催で学習成果の測定と評価・活用のための講演会を開催しました。ここではその主な内容につ
いて報告します。

「学習のための評価―学習成果の評価と活用―」
京都大学 高等教育研究開発推進センター

教授　松下 佳代 氏

2017 年 11 月 22 日（水）開催



直接評価 間接評価
●課題（アサインメント）
●試験・小テスト
●標準テスト
●レポート
●フィールドワーク・インターンシップ・
　サービスラーニング・臨床実習などの観察
●研究プロジェクト
●授業中のディスカッションへの参加
●ライティング・プレゼンテーションなどの
　ルーブリック得点
●芸術的な演技 · 演奏や作品

●学生による授業評価
●アクティブラーニングに使った授業時間の比率
●サービスラーニングに使った時間
●宿題に使った時間
●科目と関連した知的・文化的活動に使った時間

●キャップストーン・プロジェクト、
　卒業論文・卒業制作
●資格試験の合格率・得点
●学生の刊行論文や学会発表
●雇用主やインターンシップ監督者による評価

●インタビュー（学生、教員、雇用主）
●就職状況
●雇用主 · 卒業生調査
●学生意識調査
●大学院入学率

●全学の学生を対象にした学力テストの成績
●一般教育・学際的コア科目などの全学必修科目
　での課題のルーブリック得点 
●サービスラーニングなどの機関プログラムでの
　学びについての回答

●学生の意識・活動調査（機関独自調査、
　業者調査、全国調査（例:NSSE））
●科目選択と成績のパターンの分析
●機関ベンチマークを含む年次報告
  （卒業率リテンション率、卒業生のGPAなど）

科
目
レ
ベ
ル

機
関
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ベ
ル

プ
ロ
グ
ラ
ム

レ
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Ⅱ
質問紙調査
自分の学習行動、学習観、
興味・関心、学力・能力な
どに関する質問紙

Ⅰ
学習者による自分の
学びについての記述
感想文、振り返りシート

Ⅲ

（例）多肢選択問題、
　　正誤問題、順序問題、
　　求答式問題

客観テスト
Ⅳ

作品や実演の評価、
観察や応答による評価

パフォーマンス評価

ポートフォリオ評価

学修行動調査 ミニッツペーパー

アセスメントテスト
(学修到達度調査)

ルーブリック
学修ポートフォリオ 

間接評価

直接評価  

量的評価 質的評価
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価は学生による授業評価、プログラムレベルでの直接評価は

卒業論文、間接評価は卒業生調査、機関レベルの間接評価

となると学生意識調査や雇用主調査などになります（表 2）。

一言で学習成果の評価と言っても、以上の 4 つのタイプと 3

つのレベルに留意していただければと思います。

　評価のタイプごとに目的や機能が異なるので、あるタイ

プの評価を別のタイプの評価で代替することはできません。

それぞれのタイプの評価を目的・機能によって使い分けつ

つ、評価負担が大きくならないようにするのが、現在の最

大の課題です。

4. 学習のための / 学習としての評価
　学習と評価のつなぎ方として、①学習の評価（Assessment 

of learning）（成績の決定／教師が評価主体）、②学習のた

めの評価（Assessment for learning）（授業・学習改善／

教師（学生）が評価主体）、③学習としての評価（Assessment 

as learning）（学習の自己調整／学生（教師）が評価主体）

の 3 つがあります。単に教師が成績をつけるために評価を

するだけでなく、学生が学習を進めていく際のきっかけや

推進力になるものとして評価を使っていくことが必要です。

5. まとめ
　学習成果には目標と結果（評価対象）という 2 つの意味

があります。また学習評価には〈直接―間接〉、〈量的―質的〉

〈科目―プログラム―機関〉で整理できる複数のタイプがあ

り、目的・機能に応じた使い分けが必要です。学習成果の具

体的な達成度を測定・評価するには直接評価を主としながら、

評価負担が大きくなりすぎないようにすることも課題になり

ます。中核的な科目でのパフォーマンス評価をつなぐことに

より、科目レベルの評価だけでなく、プログラムレベルの評

価につなぐことができます。評価が多少負担であってもやり

がいのあるものにするには、評価が学習にもつながるよう、

評価をデザインすることが必要になります。

なエビデンスに基づく評価で、学生の知識や能力の表出

(demonstrate) を通じて行われるテストやレポート・実技

テスト、卒論などがあります。この二つを区別しておかな

いと本来は直接評価でみるべきところを質問紙で簡単に済

ませてしまうといったことになってしまいます。

　量的評価と質的評価についてですが、量的データは比較・

選抜・入試、プログラムや機関の評価など対外的な説明責

任を果たすときに使われます。一方で質的データは、数値

ではみえないそれぞれの学生の学びの具体的な姿を見て改

善するために必要です。そして質的評価においては、恣意

的な評価にならないようルーブリックなどの評価基準が必

要となります。

　① ｢間接評価―直接評価｣、② ｢量的評価―質的評価｣ を

1番目の軸と2番目の軸を交差させると4つの象限（タイプ）

ができます（図1）。アセスメント・ポリシーの説明の中にあっ

た評価方法は、それぞれ示したとおりに位置づけられます。

タイプⅣにある評価方法に含まれるパフォーマンス評価と

は、例えば自動車運転免許で、交通法規を学んだ後、実際

に運転ができるかを遂行してもらうこと（パフォーム）を通

じて評価することです。そしてその学習成果をまとめて束

ねて、ポートフォリオ（紙ばさみの意味）にして一定期間

の学習成果や学生の成長をみるのがポートフォリオ評価に

なります。

　また、3 番目の軸である③「科目レベル―プログラムレベ

ル―機関レベル」と① ｢直接評価―間接評価｣ とを組み合わ

せると、科目レベルでの直接評価は試験・レポート、間接評

3

図 1　学習評価の 4 つのタイプ（①×②）

表 2　3つのレベルの違い（③×①）
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　本ニュースレターは、FD 活動に対する啓発を促進するため、学部・研究科 FD 委員会及び個々の教職員の教育改善や教育支援に対する取組
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に関する研究及び問題提起、授業におけるユニークな実践事例など教育職員、事務職員等を問わず、皆様からのご寄稿を募集しています。 

【内　　容】 FD（ファカルティ・ディベロップメント）、SD（スタッフ・ディベロップメント）に関するもの
【字　　数】 1,000 ～ 2,000 字（応相談）　 【写 真 等】 掲載可（応相談）
【提 出 先】 FD・学生支援推進委員会（事務局：教育支援センター）  内線 2160　e-mail：kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

FDニュースレターへの寄稿をお願いします

横浜4大学（神奈川大学、横浜国立大学、横浜市立大学、関東学院大学）
による FD・SD 活動に対する連携が始まりました！

学習相談セミナー「微分・積分」短期集中講座を開催しました

　2017 年 2 月 20 日付「神奈川大学、関東学院大学、

横浜国立大学及び横浜市立大学における FD 活動の連携

に関する包括協定書」の締結により、新たに横浜市立大

学も加わり、FD（Faculty Development）活動のみならず、

教学運営に関する SD（Staff Development）活動も連携

して実施していくことになりました。

　2017 年度 FD 活動では、12 月 10 日 ( 日 ) 横浜国立大

学教育文化ホールにて「学生調査の現状と課題－学生の声

を基に調査結果の活用について考える－」をテーマに「第

3回ヨコハマFDフォーラム」を開催しました。第Ⅰ部では、

各大学から教育改善のために実施している授業アンケー

トの組織的活用及び学修成果の可視化、学生の学習行動を

把握するための

学生調査等につ

いて実践報告し

ました。さらに

第Ⅱ部のパネル

ディスカッショ

ンでは、FD 活動

の原点に立ち返

り、学生の生の

　教育支援センターでは、高校までの学修に不安のある

学生の相談窓口として、学習相談を設置しています。学

習相談は、英語、数学、文章表現の科目を対象としてい

ます。相談員には元高校教諭を配置し、きめ細やかな指

導をしています。

　本講座は、後学期の授業開始直前に「微分・積分」の分

野を復習・学修できる場の提供を目的に、短期集中講座と

して 2 日間にわたり開催しました。参加学生は、「微分積

分学Ａ」が必修科目である工学部1年次を対象としました。

本講座には「微分積分学Ａ」の単位修得につながらなかっ

た学生や、高校の時にわからないままにしていた学生、夏

季休暇中に学習の時間を割けなかった学生たちが参加しま

した。講師は、数学の学習相談員である西　広明先生が担

声を交えて、その現状と課題について考えました。本学か

らは学生代表として、学生 UD（University Development）

委員会の学生スタッフ 2 名が登壇しました。

　一方 SD 活動では、大学設置基準等の改正による

2017 年 4 月からのいわゆる SD の義務化に対しても横

浜 4 大学間の連携により対応することにしました。その

ため 11 月 8 日（水）本学にて「2017年度横浜 4 大学連

携 SD 企画会議」を開催して、2018 年度の新たな SD

イベントの検討を各大学人事研修担当者も交えて行いま

した。まずは各大学が実施している SDに関する研修会

等を横浜 4 大学に公開し、それぞれの業務に対する特長

など違いを認識する、人的ネッ

トワークを拡げるところから始

める予定にしています。

　設置形態の異なる横浜 4 大

学であるからこそ、その連携

により新たな発見や気づき、

展開があることのメリットを

活かしつつ、横浜の地にある

大学として今後も有効（友好）

的に連携していきます。

当しました。講座の内容は、

高校の「数学Ⅲ」の範囲を中

心に、解説と演習を繰り返し

行いました。参加学生からは

「高校の内容を復習すること

ができた」、「間違いをすぐに

指摘してくれることが良かっ

た」と満足度の高いことが窺

えました。

　今後は、より多くの学生の

参加を呼び込むため、案内で

の工夫や他分野での開催等の

施策を検討していきます。 
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学生 FD サミット 2017夏（金沢星稜大学）に参加しました

「まち×学生プロジェクト」企画　「六神祭」を開催しました

　2017 年 8 月 31 日（木）、9 月 1 日（金）、石川県の

金沢星稜大学にて学生 FD サミット 2017 夏「みんなで

考える理想の授業 ～温故知新 ! 学生ＦＤの今昔から～」

が開催されました。本学からは、学生 UD（University 

Development）委員会の学生スタッフが 11 名、教育支援

センター事務職員が 1 名の計 12 名が参加しました。

　本学の教育支援センター規程では、FD 活動の定義を「本

学の教育理念並びに各学部及び各研究科の教育目標に基づ

き、教員の自主的・自律的な日常的教育改善を実施する活

動及びそれを支援するため、教員と職員とが協働し、本学

学生の参画を得て、組織的な研修及び研究を実施する」と

しています。

　本学の学生 FD

サミットへの参加

は、この学生参画

を実践するもので

す。第 7 回岡山大

学（2013 年 冬 ）

の学生 FD サミッ

トに初めて参加し

て以来、第 8 回立命館大学（2013 年夏）、第 9 回東洋大

学（2014 年春）、第 10 回京都産業大学（2014 年夏）、

第 11 回追手門学院大学（2015 年夏）、第 12 回日本大学

（2016 年春）、第 13 回札幌学院大学（2016 年夏）、第

　2017年 8月 2日（水）横浜キャンパス 3号館 3階 305

講義室にて、昨年度に引き続き「まち×学生プロジェクト」

の一環として、学生ボランティア活動支援室主催による

「第 2 回六神祭」が開催されました。

　「まち×学生プロジェクト」は、学生ボランティア活

動支援室をはじめ、Global ☆ Yen ☆ Leap 等の学内ボ

ランティアサークル、六角橋自治連合会、六角橋商店街

連合会、横浜市神奈川区役所・社会福祉協議会、横浜市

六角橋地域ケアプラザが連携して、六角橋地域の活動に

学生の想い・力を取り込み、交流をしながら地域を活性

化させることを目的とした企画を立案・実施しています。

　第 2 回目となる「六

神祭」では、「お互いを

もっと知ろう！」を目

標とし、児童から高

齢者の幅広い世代の

方々が 95名参加しま

した。冒頭はアイス

14 回山口大学（2017 年春）と今回の第 15 回金沢星稜

大学（2017 年夏）で続けて第 9 回目の参加となります。

　今回の第 1 日目

の講演会では、「大

学を学びながら遊

ぼう」をテーマに

福井大学職員の鎌

田康裕氏からご自

身が学生時代に作

成した学生参加型

授業について語ら

れました。続いての ｢しゃべり場｣ では、教員・職員・

学生の混成メンバーで学生発案型授業のシラバス創りに

挑戦しました。さらに第 2 日目は「学生 FD サミット統

一テスト」という大学設置基準に規定されている FD の

定義などについて問う難解な問題が課されました。

　参加した学生 UD 委員会の学生スタッフからは、「他

大学の学生からの話を聞いて自大学のことをあまり理解

していないことを痛感した、他大学とのネットワークが

できた」など参加して良かったとの感想が聞かれました。

彼らには「新入生なんでも相談アスクカウンター」「プレ

神大生ミーティング」などの企画に協力してもらってい

るので、今回の経験が、活動内容の創意工夫に活かされ

ることを期待しています。

ブレイクとして自己

紹介をグループで行

い、続いて和紙で貼り

絵をする「うちわづく

り体験」、昼食時には

大学生特製のお弁当

を一緒にとるなど、交

流を深めました。

　午後には地域の子どもたちによるハンドベル演奏、

地域住民のコーラスサークルのパフォーマンス、本学

フラメンコ部による生演奏付のパフォーマンス等を

行ったほか、「まち×学生プロジェクト」の活動内容を

発表する時間を設けることで、地域と大学双方の魅力

を発信し合う好機となりました。来年度も引き続き、

地域交流を図る企画を開催する予定です。

※本プロジェクトは「学生チャレンジプロジェクト支援（学生企
画を支援する本学独自の制度）」に採択され、大学として活動資
金を援助しています。 



　

とんど期待できない。その意味で、神奈川大学の建築学科が取
り組んでいる学生主体の交流セミナーや韓国・東西大学の「メ
ディアコミュニケーション学部」が取り組んでいる学生制作に
よる各種のコンテンツを公益の目的でインターネットで公開す
る MOCA（Media Outlet Contents Arena）という試みは大
いに参考になる。神戸学院大学の栗原先生による報告も留学生
の就業という社会への出口教育を取り上げたものであるが、問
題解決のためには地域密着型の交流活動と地域企業とのチャン
ネル作りという地味な活動こそが重要であることについて触れ
たものであった。
　次に、東アジアという地域そのものを「キャンパス」として
活用する高等教育の成果をより大胆に取り入れる必要がある、
という視点である。例えば、愛知大学が実施している中国での
現地主義教育と中国の大連理工大学が実施している「国際情報
ソフトウェア学部」（日本側の立命館大学と共同運用）や広東
外語外貿大学が推進している「キャンパス・アジア」（日本の
立命館大学と韓国の東西大
学が参加）という試みは、
それぞれの国の若い学生が
まずは「自国」のことをよ
く理解し、さらにお互いの

「違い」を乗り越え、深く
語り合えるグローバル人材
の育成を目指すものである。その道程は簡単なものではなく、
試行錯誤を伴うものであることは言うまでもないが、東アジア
を一つの「キャンパス」とする実験が行われている点は高く評
価しなければならない。
　最後に、日本語や日本文化に強い関心をもつアジアの国々の
潜在的な需要を掘り起こす必要があるという点である。例えば、
中国でも最も多くの日本語学習者がいるとされる大連は言うま
でもないが、中国経済を牽引する広州、香港、深圳を後背地に
もつ深圳大学や海峡を隔てた台湾大学においても日本語教育と
その研究機能は、日本との協力によってさらに大きく発展する
余地がある。それには日本側の組織的な支援と民間の力、そし
て、現地の需要を上手く組み合わせたプログラムの運用が必要
となるが、アジアにおける日本語教育の可能性を感じた。

　ここでは、2017 年 10 月 19 日に開催された国際交流支援
事業のシンポジウム「東アジア高等教育の新たな取り組み」
で感じたことを三点記し、本学の教育改善に寄与することを
期したい（プログラムについては以下の表を参照）。

　まず、多くの報告が紹介した
教育プログラムについて共通し
て指摘されたことは、学生の参
加型、体験型を主眼とした「手
作り感」のある内容が重要であ
る、という点であった。新たな
IT 機器が登場し、教育現場に最
新の情報機器が導入されたとし
ても、実際は学生自らが「やる
気」や「きっかけ」を掴むこと
ができなければ、教育効果はほ

発行日：2017年12月22日

シンポジウム「東アジア高等教育の新たな取り組み」の実施報告
孫安石（事業代表者・外国語学部）
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〔委 員〕
委員長  山本 博史、副委員長  高城 玲、副委員長・法学部  井上 匡子、経済学部  五嶋 陽子、経営学部  真鍋 明裕、外国語学部  大川 真由子、人間科学部  
松本 安生、理学部  張 善俊、工学部  奥山 博康、学修進路支援委員会  玉井 義浩、学生生活支援委員会  石濱 慎司、メディア教育 ･ 情報システム委員会  
中村 壽宏、 入試管理委員会  山崎 友彰、大学院学務委員会  村井 まや子、共通教養教育推進委員会  陳 春平、教育支援センター事務部長  田島 和久 ( 以上 16 名 )

〔オブザーバー〕
学長室  沖田 智大、教務部  笠原 義和、 学生生活支援部  松沢 隆、 情報システム推進部  村山 宏幸、 入試センター  武井 正善、 経営政策部 田島 睦浩(以上6名)

〔事務局：教育支援センター〕
旭 馨、升田 亘、 高木 敦子、 松岡 尚子、田村 絵美里、 楢山 翔太、藤本 隆寛 ( 以上 7 名 )

2017 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員

シンポジウム「東アジア高等教育の新たな取り組み」
（2017年度・国際交流支援事業）

第一部　日本の大学の取り組み
（1）「東アジア建築都市学術交流セミナー」
　　  　山家 京子教授（神奈川大学、工学部）

（2）「就業、定着を視野に入れた留学生教育の取り組み」
　　  　栗原 由加准教授（神戸学院大学、グローバル・コミュニケーション学部）

（3）「現地主義教育と『さくら 21』プロジェクトによる人材育成」
　　  　砂山 幸雄教授（愛知大学、現代中国学部）

第二部　韓国・中国・台湾の大学の取り組み　
（1）「Media Communication 学部と林権澤映画学部」
　　  　金賢教授（韓国・東西大学、メディア学部長）

（2）「グローバル融合学部の運営と学生の交流」
　　  　任チョンソク教授（韓国・建国大学、商経学部）

（3）「大連の日本語教師会と日本語教育への挑戦」
　　  　泉田 真里講師（中国・東北財経大学、国際商務外語学院　日本語教師）

（4）「日中共同運営のソフトウェア学部の挑戦」
　　  　林林副教授（中国・大連理工大学）

（5）「深圳大学における日本語教育と国際交流について」
　　  　童暁薇教授（中国・深圳大学、日本語学科）

（6）「キャンパス・アジアモデルに基づく人材養成メカニズムの探索と
　　  実践について」
　　　　陳多友教授（中国・広東外語外貿大学、東方語言文化学院長）

（7）「日本研究センターの設立と運営」
　　  　林立萍教授（台湾・台湾大学、日本研究センター長）

FD News Letter   2017 Winter


