平 成 22 年 度

事 業 実 施 計 画の 達 成 状 況 報 告
e-Knowledge コンソーシアム四国は平成 22 年度事業として以下の 12 項目を挙げた。本報告では、各々の項目の達成
度について説明する。

1.

教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用

2.

e-Learning コンテンツ開発

3.

四国の知を活用した教育プログラムの検討・試行

4.

生涯学習の検討・試行

5.

社会人再教育の検討

6.

地域サポーター会議

7.

地域サポーターと共同した e-Learning コンテンツ開発

8.

高精細データ通信による遠隔講義の実施

9.

遠隔研修・セミナー等の実施

10. 共同研究シンポジウム等の開催
11. 四国学を通じた四国の魅力を全国への発信
12. 外部評価委員会の開催

1.

教養教育（四国学）および専門教育コンテンツの活用
平成 22 年度に四国学の e-Learning コンテンツを連携大学の教養教育科目として開講した。また、学際的専門科
目の e-Learning コンテンツも教養教育科目または専門教育科目として開講した。平成 22 年度前期に四国学科目
1 科目、学際的専門科目１科目、さらに後期には四国学科目 4 科目（連携大学で共同コンテンツ開発の 3 科目を
含む）、学際的専門科目 3 科目が開講され、339 名の学生が履修した。これらのコンテンツ配信には各連携大学で
運用が開始された LMS を利用した。ただし、注１については、同期型 e-Learning で行われた。注 2 については、自
校学生に対しては通常の対面講義で行われた。

■「四国学」オムニバス科目(連携大学から提供された各回のコンテンツを香川大学でまとめ、編集したもの)
開講大学

コンテンツ提供大学

科目名

履修者数

履修者数

（自校）

（連携大学）

徳島(1)香川(9)
香川

鳴門教育(1)愛媛(1)
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四国の歴史と文化

82 徳島(6)四国(10)徳島文理(3)

四国(1)
香川

香川

香川(7)高知(2)
徳島文理(3)
徳島(2)香川(8)愛媛(1)
高知(1)徳島文理(1)

合計

103

高知工科(2)
地場産業からみた
四国の社会

43

四国の自然環境と防災

13

合計

138

23

13
徳島(3)四国(8)徳島文理(2)

56
4

徳島(１)愛媛(1)高知(2)
38

17
176

■「四国学」および「学際的専門科目」
大学名

科目種別

香川

科目名

（自校）

（連携大学）

合計

（四国）4

114

流れと波の災害 (注 2)

49

（愛媛）2

51

徳島文理

地方政府論 (注 2)

65

0

65

香川

コンピュータと教育

114

（四国）7

121

四国学

四国

学際的

情報ビジネス総論

28

0

28

四国

専門教育科目

実践知財管理論

12

0

12

情報社会論 (注 2)

80

0

80

458

13

471

徳島文理

合計

2.

履修者数

110

高知

日本古代の地域と人物 （注１）

履修者数

e-Learning コンテンツ開発
『四国の知』を活用した教育プログラムの検討を行った。基本的には個々の連携大学内の本事業を推進する部局で
検討を行い、その検討内容は教育専門委員会で情報交換した。例えば、香川大学では平成 23 年度より四国学は
全学共通科目の主題科目 B-7「地域と生活」に含まれることになった。

3.

四国の知を活用した教育プログラムの検討・試行
e-Knowledge コンソーシアム四国に提供する四国学や学際的専門教育科目の e-Learning コンテンツを開発した。
このコンテンツ作成の実務作業にカメラワークやコンテンツ編集の講習を受けた学生スタッフ等を活用した。

4.

生涯学習の検討・試行
e-Knowledge コンソーシアム四国で扱う e-Learning コンテンツが生涯教育に活用できるかどうか検討した。また、実
施可能な連携大学においては、生涯教育でこれら e-Learning コンテンツを利用するなどの試行を実施することを計
画した。

5.

社会人再教育の検討
e-Knowledge コンソーシアム四国で扱う e-Learning コンテンツが、教員の免許更新講習などの社会人再教育へ活
用できるかどうか検討した。

6.

地域サポーター会議
地域サポーター会議の設立を計画したが実施には至らなかった。現在、地域サポーター会議運用に関わる規程を
整備中であり、平成 23 年度以降の取り組み課題となっている。なお、現在、四国キャンパス SNS 協議会が地域サ
ポーターになっている。また、地域サポーターにつながる取り組みとして地域と連携した各種セミナー「スコレ 2011」
を実施した。
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7.

地域サポーターと共同した e-Learning コンテンツ開発
地域サポーターと連携した e-Learning コンテンツ開発を計画した。平成 22 年度にはコンテンツ開発の実施にまで
至らなかったが、今後、本方式のコンテンツ開発を進めていく予定である。

8.

高精細データ通信による遠隔講義の実施
高精細テレビ会議システムを活用した高精細遠隔講義環境の整備が完了した。これにより、複数の連携大学の学
生が遠隔視聴できる多地点型遠隔講義が配信できるようになった。

9.

遠隔研修・セミナー等の実施
高精細遠隔講義環境を活用して、遠隔講義だけでなく多地点で同時に参加できる遠隔研修・セミナーなどを実施し
た。

10. 共同研究シンポジウム等の開催
e-Knowledge コンソーシアム四国の研究プロジェクト委員会でシンポジウムの検討を行い、平成 23 年 3 月 8 日に実
施したコンソーシアム事業報告シンポジウムにジョイントして、共同研究シンポジウムを開催した（事業報告：パネルセ
ッション「四国学の現状と未来」として開催）。

11. 四国学を通じた四国の魅力を全国への発信
広報用 WWW、ニュースレター、メールマガジン、事業報告シンポジウム（平成 23 年 3 月 8 日開催）などにより四国
学を通じた四国の魅力を全国へ発信した。

12. 外部評価委員会の開催
外部有識者による外部評価委員会を開催し、コンソーシアム四国全体および各専門分野の活動計画とその達成度
を評価した。具体的には、平成 22 年 9 月 24 日、および、平成 23 年 3 月 8 日に外部評価委員会を開催した。
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開会挨拶

e-Knowledge コンソーシアム四国 事業報告シンポジウム
「四国の知」の集積
―四国の地域づくりを担う人材育成を目指して―

2011 年 3 月 8 日
香川大学研究交流棟５F 研究交流スペース

本日はお忙しい中，e-Knowledge コンソーシアム四国（略称 eK4）の事業報告シンポジウムにご参加頂き，ありが
とうございます。
eK4 も平成 20 年 10 月 20 日に設立されてから，3 年目の半ばを迎えました。言い方を変えますと，今年度は
GP として採択されて最終年度であり，補助金による事業はこの 3 月で修了し，4 月以降は新たな体制の下で事業を
再構築しなければならない時期ということになります。
設立以来，当事業は，林事務局長を中心とした事務局の方々のご努力で，着実に進捗していると思っています。
補助金がなくなることは当初から予定されていたことではありますが，補助金がなくなる中で，これまで蓄積してきた
成果を土台として，資金面を含めて今後どのような体制を構築していくのかが，昨年度からの重要な課題でありまし
た。外部評価委員会でも，著作権の問題を含めて，厳しく指摘されてきましたし，企画委員会・運営委員会等を中
心に検討されてきたところです。
補助金が切れることに伴う新体制の構築は，eK4 に止まらず，医療系県内 3 大学（香川大学医学部，香川県保
健医療大学，徳島文理大学薬学部）のコンソーシアムでも大きな問題であり，検討されてきました。
いずれにしましても，４月以降の新体制を構築して，新たな出発を迎えなければなりません。
さて，本日の事業報告シンポジウムは，林敏浩事務局長からこれまでの事業の概要説明の後，昨年に引き続い
て文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室改革支援第一係長の成相圭二様による特別講演「高等
教育の動向と大学間連携への期待」が，続いて，事業報告として各連携大学から「３年間の連携大学の歩み」，
「e-Learning 科目による単位互換制度」，「分散 LMS と Shibboleth 認証による教育システム基礎」，「四国学の現在
と未来」が予定されています。
短い時間ではありますが，内容の濃い意見交換，充実したシンポジウムとなることを期待しまして，開会に当たっ
ての挨拶と致します。
よろしくお願い致します。
e-Knowledge コンソーシアム四国会長
細川 滋
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概要説明
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事業の概要

組織構成

事業計画

遠隔会議環境の整備
Microsoft Office Live Meeting
Microsoft
RoundTable

http://www.microsoft.com/japan/office/2007/OCS/roundtable/default.mspx

コンソーシアムの遠隔会議

遠隔講義環境の整備
香川大学の場合
コンソーシアム運営会議の様子

• Polycom HDX 8004 XLP （１台）
• Polycom VSX 6000 （４台）

http://www.polycom.co.jp/products/video/hdx/hdx8000/
http://www.polycom.co.jp/products/video/vsx6000/spec.html
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遠隔講義

遠隔講義（教職員向け）

コンテンツ制作

e-Learningによる単位互換

• 主に授業を撮影・編集
• カメラワーク講習会実施（2009.01.23）

 教養教育科目群
特色ある科目を『四国学』として再構成
（現在、文芸
（現在、文芸・歴史・社会・自然の４部門）
歴史 社会 自然
部門）

 学際的専門教育科目群
連携大学・大学院の専門教育科目を集積
平成22年度後期に3科目を開講し、連携８大学間で

ｅ-Learningによる単位互換

四国の魅力を再発見するため、四国に関わる教養を、
学問として体系化。４部門から構成される。

文芸部門

自然部門

社会部門

歴史部門

４部門に各大学から、教員
１～４名を配置。8大学が
共同で講義科目を製作。
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四国学のコンテンツ

（香川・歴史）
（香川・歴史）
源義経と屋島合戦
平賀源内とエレキテル

あの戦争から遠く離れて
四国遍路の歴史
（愛媛・社会）
（愛媛・歴史）

四国学

コンソーシアムの広報

達成できたこと

今後の活動は
ホームページをご覧下さい。
サンプル動画も配信中です。

（１）コンソーシアムの設立
（２）遠隔会議/講義環境の整備
（３）e-Learningコンテンツの開発
（３）e
Lea
gコンテンツの開発
（４）分散LMSと連携認証の整備
（５）単位互換制度の確立
（６）事業の広報体制の整備
http://www-ek4.cc.kagawa-u.ac.jp/
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特別講演
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１．量的規模に関する状況について
(1) １８歳人口と進学率等の推移

収容力

＝

18歳人口（万人）

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者，高専４年次在学者数
18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数
18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数
当該年度の高校等卒業者数
当該年度の大学・短大入学者数
当該年度の大学・短大志願者数
○

高校等卒業者数（万人）
専門学校入学者数（万人）

短大入学者数（万人）

大学入学者数（万人）

(3) 都道府県別の大学・短大進学率（高校新卒者）

＝

53.2％

大学・短大への入学者(69.1万人)
18歳人口（3年前の中学校卒業者+中等教育学校前期修了者）(121.6万人)

直ちに大学・短大に進学した者(57.0万人)
高校卒業者＋中等教育学校後期修了者(107.0万人)
高校卒業者＋中等教育学校後期修了者(107
0万人)

高専４年次在学者数

＝ 56.8％

○ 平成２２年３月の高校卒業者のうち大学・短大に進学する者は，全国平均で53.2％（１８歳人口に対する入学者数（過
年度卒業者を含む）は56.8％）。
○ 都道府県別には，京都府・東京都が最も高く(66.2％，64.2％)，沖縄県が最も低い(35.6％)。

考）

（計算式）

（参

「平成22年度学校基本調査」の速報値を基に作成（ただし，中等教育学校後期修了者の都道府県別人数
は，平成21年度の実績に基づいて試算）。

0

2

18

平成17年には，19年以降の収容力
を100％と試算したが，志願者数
が想定を超え，100％に達してい
ない

(H14)工場等制限法の廃止
(H15)規模抑制の原則撤廃

高専４年次在学者数

平成21～32年頃は，ほぼ横ばいで推移

(2) １８歳人口と進学率等の推移（平成元年度以降）
18歳人口のピーク

18歳人口（万人）

高校等卒業者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

短大入学者数（万人）

大学入学者数（万人）

平成33年頃から
再び減少

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者，高専４年次在学者
18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者
18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者
当該年度の高校等卒業者
○ 収容力 ＝ 当該年度の大学・短大入学者
当該年度の大学・短大志願者

(4) 平成３２年度の１８歳人口（都道府県別の増減の粗い試算）

（平成22年度の18歳人口を100とした場合の，平成22年度の小学校第３学年の児童数の値）

○ 平成３２年度に１８歳人口の対象になると見込まれる平成２２年度の小学校第３学年の児童は，平成２２年度の１８歳人
口（１２２万人）とほぼ同水準（１１７万人）と推計される。ただし，都道府県により増減に違いがあること，また，大学
進学時に，地域間の移動が生じることに留意が必要。

Ｈ
45,826
53,333
年の
Ｈ 年の
歳人口 小三児童数
22

22

12,525

15,237

12,040

14,576

21,539

23,481

8,698

10,987

10,656

12,689

19,708

23,127

28,121

30,452

18,959

20,452

19,493

19,984

66,187

65,767

56,214

54,625

99,252

99,496

81,116

74,681

21,251

24,497

10,151

10,176

11,231

11,321

7,872

8,448

8,124

9,282

20,830

21,809

20,291

20,877

35,404

37,360

72,706

68,662

17,609

18,577

14,624

13,922

23,215

23,356

81,987

79,543

53,292

53,886

13,136

14,179

9,277

10,677

5,445

6,223

6,522

7,563

18,611

19,042

27,026

27,892

13,002

14,078

6,967

7,782

9,381

9,453

12,927

14,542

6,639

7,436

47,361

49,470

8,682

9,764

13,503

16,335

16,984

19,616

10,855

11,885

10,916

12,315

15,998

19,142

16,964

17,846

1,169,117

1,215,843

文部科学省「学校基本調査平成22年度版」を基に作成

1

3
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OECD「Education at a Glance 2010」

(3.2％)

4.1万人

1990
130万

(3.2％)

5.4万人

1995
1 7 0 万人

(3.8％)

12.4万人

2008
3 3 0 万人

OECD「Education at a Glance 2010」

(3.6％)

6.4万人

2000
1 8 0 万人

11.8万

-

8.5％

-

-

-

-

7.4%

2,521

33,933

29.8%

528

1,772

UCバーク
レー

27.2%

2,789

10,253

7.4%

112

1,522

MIT

19.7%

3,615

18,318

29.5%

1,119

3,788

15.4%

1,747

11,358

31.0%

839

2,902

ハーバー
イエール
ド

26.7%

4,667

17,481

41.5%

1,699

4,090

オックス
フォード

「Times Higher Education - QS World Ranking 2009 Top 100 Universities」，「学校基本調査」，
東京大学「世界の有力大学の国際化の動向2007年11月調査報告」,日本学生支援機構「留学生調査2007」
OECD「Education at a Glance 2010」

3.2%

365.2万

うち留学生

割合

学生数

【留学生数・比率】

5.0%

1.8万

うち外国人

割合

35.2万

教員数

日本全体

OECD
平均

【外国人教員数・比率】

○ 海外の有力大学では，外国人教員比率は，多くの場合２０％
を超える。留学生比率も，州立のＵＣを除くと１５～２７％

(1.4％)

（全体に占める割合）

1985
110万

1.5万人

1980
110万

日本への留学生数

975
0万

【世界の留学生数の拡大】

○ ２５年間で，世界全体の留学生は３倍に増加し３３０万人。
そのうち，日本への留学生の割合は３.８％にとどまる

【大学教育の質の向上・保証を推進する】
○ 事前評価の的確な運用
○ 大学評価の推進

【世界最高水準の卓越した教育研究拠点を形成するとともに、
大学院教育を抜本的に強化する】
○ 世界最高水準の卓越した教育研究拠点の形成（150拠点程度）
○ 大学院教育の組織的展開の強化
○ 若手研究者、女性研究者等が活躍できる仕組みの導入

【いつでもどこでも学べる環境をつくる】
○ 「学び直し」の機会の提供と学習成果を社会で生かすための仕組み
づくり

【人材育成に関する社会の要請に応える】
○ 大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等における専門的職業人や
実践的・創造的技術者の養成の推進

基本的方向１：社会全体で教育の向上に取り組む

【教育機会の均等を確保する】
○ 奨学金事業等の充実
○ 学生等に対するフェローシップ等の経済的支援の推進
○ 民間からの資金の受入れ促進等のための取組の推進

【私立学校の教育研究を振興する】
○ 私学助成の充実，私立学校における教育研究の振興 等

基本的方向４：子どもたちの安全・安心を確保するとともに、
質の高い教育環境を整備する

【大学等の教育研究を支える基盤を強化する】
○ 大学等の教育研究を支えるとともに、高度化を推進するための支援
○ 大学等の教育研究施設・設備の整備・高度化
○ 時代や社会の要請に応える国立大学の更なる改革

【国公私立大学等の連携等を通じた地域振興のための取組などの
社会貢献を支援する】
○ 複数の大学間の連携による多様で特色ある戦略的な取組の支援
○ 生涯を通じて大学等で学べる環境づくり
○ 地域の医療提供体制に貢献するための医師育成システムの強化

【大学等の国際化を推進する】
○ 留学生交流の推進（留学生30万人），大学等の国際活動の充実
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＜高等教育関連施策抜粋＞

【社会の信頼に応える学士課程教育等を実現する】
○ 社会からの信頼に応え、求められる学習成果を確実に達成する
学士課程教育等の質の向上
○ 共通に身に付ける学習成果の明確化と分野別教育の質の向上
○ 高等学校と大学等との接続の円滑化

基本的方向３：教養と専門性を備えた知性豊かな人間を養成し、社会の発展を支える

得ることが求められた。これを受けて，現在，中教審で「中長期的な大学教育の在り方について」審議中。

○ この５年間を高等教育の転換と革新に向けた始動期間と位置づけ，中長期的な高等教育の在り方について検討し，結論を

するため，１０年先を見据えた今後５年間（平成２０年度～２４年度）の計画。

○ 教育基本法第１７条に基づいて，政府として初めて策定（平成２０年７月閣議決定）。改正教育基本法の理念を具体的に実現

２(1) 教育振興基本計画の実行

「ＯＥＣＤ教育データベース2008年」（日本の数値は「学校基本調査」と文部科学省調べによる社会人入学生数）

【大学学部入学者に占める２５歳以上の割合】

○ 大学入学者のうち２５歳以上の割合は，ＯＥＣＤ平均２１％
に対して日本は２％と低い

【大学進学率】

○ 日本の大学進学率は上昇してきたが，ＯＥＣＤ平均に比べる
と高いとは言えない

(5) 大学教育の規模に関する国際比較

・ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）は普及したが，教育力向上に十分
つながっていない
・設置認可は弾力化されたが，質保証の観点から懸念すべき状況も見
られる
・これらの活動に係る財政支援が不可欠

(4) その他

・大学全入時代を迎え，入試によって高校の質保証や大学の入口管理
を行うことが困難
・特定の大学をめぐる過度の競争
・総じて，学生の学習意欲の低下や目的意識が希薄化

(3) 入学者受入れの方針について

・学修の系統性・順次性が配慮されていないとの指摘
・学生の学習時間が短く，授業時間外の学修を含めて45時間で１単位と
する考え方が徹底されていない
・成績評価が教員の裁量に依存しており，組織的な取組が弱いとの指摘

(2) 教育課程編成・実施の方針について

・他の先進国では「何を教えるか」より「何ができるようになるか」を重視
した取組が進展
・一方，我が国の大学が掲げる教育研究の目的等は総じて抽象的
学位授与の方針が，教育課程の編成や学修評価の在り方を律するも
教育課程の編成や学修評価の在り方を律するも
・学位授与の方針が
のとなっていない
・大学の多様化は進んだが，学士課程を通じた最低限の共通性が重視
されていない

(1) 学位授与の方針について

【改善方策の例】

・教員，大学職員への研修の活性化と，教員業績評価での教育面の
重視
・自己点検・評価の確実な実施，分野別質保証の枠組みづくりのため
日本学術会議への審議依頼等の質保証の仕組みを強化
・財政支援の強化と説明責任の徹底

・大学は，大学と受験生のマッチングの観点から入学者受入れ方針を
明確化
・入試方法を点検し，適切な見直し
・初年次教育の充実や高大連携を推進

・順次性のある体系的な教育課程を編成
・国は分野別のコア・カリキュラム作成を支援
・学生の学習時間の実態を把握した上で，単位制度を実質化
・成績評価基準を策定し，ＧＰＡ等の客観的な評価基準を適用

１．知識・理解（文化，社会，自然 等）
２．汎用的技能（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ，数量的ｽｷﾙ，問題解決能力 等）
３．態度・志向性（自己管理力，ﾁｰﾑﾜｰｸ，倫理観，社会的責任 等）
４．総合的な学習経験と創造的思考力

〔学士力に関する主な内容〕

・大学は，卒業に当たっての学位授与の方針を具体化・明確化し積極
的に公開
・国は学士力に関し，参考指針を提示

成・実施，入学者受入）するとともに， 学修成果の参考指針として「学士力」を提示。

○ 大学や学位が保証する能力の水準が曖昧との懸念。各大学における３つの方針の明確化を推進（学位授与，教育課程編

【現状・課題】

２(2) 学士課程教育の構築に向けて （平成２０年中教審答申）

等）を奨励。

(ｴ) 学部教育の再構築として，責任ある授業運営と厳格な成績評価（ＧＰＡ

戦略を明確化できるよう施策展開。

(ｴ) 各大学が，緩やかに機能別に分化し，教育・研究組織としての経営

(ｳ) 自己点検･評価の実施と公表の義務化，第三者評価システムの導入（
国立大学を主たる対象）。

(ｳ) 情報の一層の積極的な提供を文部科学省から通知で奨励。

(ｲ) ＦＤの義務化を設置基準に規定。

ラバスや成績評価基準の明示を設置基準に規定）。

→(ｱ) 学位を与える課程（プログラム）の重視（人材養成目的の公表，シ

○ 知識基盤社会において，大学を時代の牽引車として変革。

【中教審答申「我が国の高等教育の将来像」】

(4) 平成１７年の将来像の提示

(ｳ) 認証評価制度の導入。

(ｲ) 規模抑制を原則撤廃（工場等制限法も廃止）。

・ 設置審査における基準を準則主義化。

・ 設置認可を事前審査が必要不可欠なものに限定。

(ｲ) 大学情報の積極的提供を設置基準に規定。

→(ｱ) ＦＤの努力義務を設置基準に位置づけ。

き問題点も少なくない。

○ 大学改革の進展は各大学により多様であり，また，全体として，改善すべ

環境の中で個性が輝く大学～」】

【大学審議会答申「２１世紀の大学像と今後の改革方策～競争的

(2) 平成１０年（1998年）の２１世紀を見据えた課題を整理

(ｳ) 学習の充実のため，ＦＤ，シラバスの整備を奨励。

究の改善を促す。

→(ｱ) 設置認可の見直し。

状態 また 事前規制から事後チェックの流れ
状態。また，事前規制から事後チェックの流れ。

○ 自己点検・評価は定着したが，質保証システム全体としては不十分な

(ｲ) 自己点検・評価の実施を努力義務とし，各大学による自律的な教育研

→(ｱ) 各大学が自由で多様な発展を遂げ得るよう，設置基準を大綱化。
各大学が自由で多様な発展を遂げ得るよう 設置基準を大綱化

【中教審答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築」】

○ 大学教育の改善のために，各大学の自主的な努力に期待。

(3) 平成１４年の質保証システムの見直し

【大学審議会答申「大学教育の改善」】

(1) 平成３年の大学設置基準の大綱化

○ その時代の変化により様々であるが，これまでの中教審答申でも，教育の質の保証の不断の改革を求めている。

２．これまでの大学改革の動向（教育の質の観点から）
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２(3) 大学の機能別分化の促進

２(4) 大学教育改革を進める大学と国の役割

○大学のミッション（使命）を明確化

大学の役割
○ 平成２２年６月大学分科会の「審議経過概要（第４次報告）」

○各大学が自らの手で教育改革を進めていく

または，どの機能に重点を置いても，その努力に応じて支援が得ら
れるようにする，
に支援する，

・ 大学間連携を，その目的・機能・地域配置等に配慮しながら，重点的

16,106

8

・ 全国，地域レベルでの高等教育の機会均等の確保に，特に留意する，
・ 各大学が自らの強みを生かし，それぞれの機能を発揮できるよう，効
果的な支援を進めていくため，国公私立大学を通じて，各大学の
様々な評価を適切に進める。
その際，大学の規模，地域，分野等に応じて評価軸が異なること，ま
た，大学の自己点検・評価，認証評価や国立大学法人評価等をはじ
め，様々な評価の仕組みがあることを踏まえ，評価制度全体として
の調和が図られることが期待され，各大学の機能に応じた適切な基
準・指標と，その活用方法等に関し，調査研究・開発等を進めていく
ことが求められる。

国公私立大学に対する主要な財政的支援の経年変化

16,244

585

15,746

国公私立大学を通じた競争的な公募型財政支援と、基盤的経費（国立大学運営費交
付金、私学助成）があいまった支援方策（デュアル・サポート）により、各大学の戦略的
な重点化や個性化が進むなど、大学改革に大きなインパクト。

16,442

16,792

16,598

334

16,686
3,218

18,741

705

182

680

3,198

3,249

18,805

615

11,939

3,281

12,183

22

558

12,315

21

3,313

12,546

20

529

12,727

19

3,293

12,864

18

3,263

13,079

17

3,222

16

3,218

3,143

15

15,189

18,870

15,425

450

■ 国公私立大学を通じた大学教育改革支援
■ 私立大学等経常費補助金
■ 国立学校特別会計※又は運営費交付金（施設費、特別教育研究経費を含む）

億円

20,000

15,000

10,000

15,727

14

ス ウ ェ ー デ ン

ス イ ス

ノ ル ウ ェ ー

オ ー ス ト リ ア
ベ ル ギ ー

オ ラ ン ダ
ア イ ス ラ ン ド

ア イ ル ラ ン ド

フ ラ ン ス

チ ェ コ
ニ ュ ー ジ ー ラ ン
ド
ポ ー ラ ン ド

ア メ リ カ 合 衆 国

ス ペ イ ン

ポ ル ト ガ ル

ド イ ツ

ス ロ バ キ ア
英 国
ハ ン ガ リ ー

オ ー ス ト リ ア
メ キ シ コ

韓 国

ト ル コ

日 本

イ タ リ ア

私立大学等経常費補助金（特別補助）
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個別の政策目標
国際的に卓越した教育
研究拠点の形成

個別の政策目標

H14

H15

H15

H16

H17

H18

H19

H19

H20

H21

H21

H22

H22

（496件）

看護師の人材養成システ
ムの確立（予定：4件）

周産期医療環境の整備
（予定：3件）
周産期医療に関わる
専門的スタッフの養成
（予定：3件）

（予定：5件）

日中韓等の大学間交
流を通じた高度専門
職業人育成事業

大学教育・学生支援推
大学教育・学生支援 進事業（大学教育推進プ
ログラム）（20件）
推進事業（大学教育
推進プログラム、学生 大学生の就業力育成支
支援推進プログラム）
援事業（130件）

グローバルＣＯＥプログラム （140件）

H20

件）

質の高い大学教育推
進プログラム（148

専門職大学院等にお
ける高度専門職業人
養成教育推進プログ
ラム（26件）

看護職キャリアシステ
ム構築プラン（8件）

周産期医療環境整備事業
（58件）

大学病院連携型高度医療人養成推進（19件）

国際化拠点
整備事業（13件）

大学教育充実のための戦略的大学
連携支援事業（92件）

大学院教育改革支援プログラム（192件）

新たな社会的ニーズに対応した
学生支援プログラム（93件）

H18

特色ある大学教育支援プログラム（285件）

現代的教育ニーズ取組支援プログラム
現代的教育ニ
ズ取組支援プログラム（401件）

件）

「魅力ある大学院教育」イニシアティブ（143

専門職大学院等教育推
進プログラム（38件）

大学教育の国際化推進プログラム（H20から大学教育の国際化加速プログラム）（1,276件）

資質の高い教員養成推進プ
（ 件）
ログラム（24件）

がんプロフェッショナ
ル養成プラン（18件）

社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログ
ラム（160件）

（12件）

ものづくり技術者育成
産学連携による実践型
支援事業（12件）
人材育成事業

ｻｰﾋﾞｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材育
成推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（6件）

9

大学自らの選択により、適切な機能別分化を図る方向へ誘

11

導

（8件）（共同採択を含む）

先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム

派遣型高度人材育成協同プラン（30件）

社会的ニーズに対応した質の高い医療人教育推進プログラム（58件）

大学・大学院の教員養成推
進プログラム（34件）
進
（ 件）

法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム（185件）

H16

２１世紀ＣＯＥプログ
ラム（274件）

学部段階を中心とした大学教
育の質の保証と向上
育
質 保証と向上
学生の人間力を高め人間性
豊かな社会人を育成
大学院教育の実質化
大学の力を結集させた教育の
充実と地域活性化

大学教育の国際化
我が国を代表する国際化拠
点の形成
高度専門職業人養成機能の
向上

質の高い専門医療人材の養
成と大学病院の機能強化

社会人の多様な学び直し

産学連携による専門的人材
育成の充実

H17

以下の図は，各事業について，新規採択を行った年度を表している。

３(1) 国公私立大学を通じた大学教育改革支援プログラムの変遷

○全国の大学教育の底上げを図る（情報発信・波及）

○教育改革を推し進めるための財源の確保

○大学教育改革の枠組みや方針、ビジョンを示す

国（文科省）の役割

・ 大学への公財政支援に当たっては，各大学がどの機能を選択しても，

③ 機能別分化の進展に対応した課題

○ 大学の機能別分化が進展する中で，各大学が，どのような教育研究を目指すのか，そして，その取組状況がどうな
っているか外部から十分に見えるよう，機能別の評価の具体化が課題。

各大学の個性と特色を明確化するため，７種類の機能別分

① 「将来像答申(H17)」の提言
○
化の方向性を提示。
①世界的研究・教育拠点

○ 各大学は自らの選択により，緩やかに機能別に分化。
②高度専門職業人養成
③幅広い職業人養成
④総合的教養教育
⑤特定の専門的分野（芸術，体育等）の教育・研究
⑥地域の生涯学習機会の拠点
⑦社会貢献（地域貢献，産学官連携，国際交流等）
② 機能別分化を進めるこれまでの取組
○ ＧＰ事業による政策誘導
助での機能設定

○ 国立大学法人運営費交付金特別経費及び私学助成特別補

（コンソーシアム形成、戦略的大学連携、共同教育課程、教

○ 機能別分化を前提に，各大学の機能を補完する連携促進
育研究の共同利用拠点）

３．大学の教育研究を支える公財政支援
各国の高等教育への公財政支出（GDPに対する割合）

0.5

ＯＥＣＤ各国平均 1.0％

高等教育への予算規模をGDP（国内総生産）との割合で比較すると、我が国は、
OECD加盟２８カ国中の２７位であり、その規模も、各国平均の半分の水準。

％

1.5
1.0
0.5
0.0

5,000

H13

※ 平成15年度以前の国立学校特別会計額は，国立高等専門学校，国立学校財務センター，大学評価・学位授与機構等
も対象機関となっており，平成16年度以降の運営費交付金等の金額との単純な比較はできない。

0

国公私を通じた大学教育改革支援
○国公私共通の競争的な経費であり、競争的な環境の中で、大学の切磋琢磨を推進
○大学として申請を行うことで、学長のリーダーシップの強化、大学の個性化、機能別分化を促進
○最小限の投資で大学改革全体をリードし、国として重要な政策目標に誘導
○採択大学の成果の波及を通じ、高等教育全体の活性化と質の向上

国立大学法人運営費交付金（特別経費）

○大学からの申請により措置
○選定にあたっては、一定の配分基準を満たしたすべ
ての大学に対して措置

基盤的経費
○各国立大学の使命（中期目標・中期計画の達成）に
基づき、大学からの申請により措置
○選定にあたっては、大学の優先順位を尊重して措置

40
カ ナ ダ

デ ン マ ー ク

フ ィ ン ラ ン ド

0

1,000
,

2,000
,

選定数, 1,449

3,000
,

4,000
,

申請数

選定数

5,000
,

6,000
,

15～22年度までのＧＰ等申請・選定数

計７３２校

8,000
,

9,000
,

10,000
,

出典：平成２２年度文部科学省調査

7,000
,

申請数, 8,590

出典：平成２２年度文部科学省調査

50%

96

91

60%

70%

80%

16

90%

9

出典：平成１９年度広島大学調査

あまり思わない・そう思わない

4

100%

0%

87

継続状況

20%

拡充

同程度

226

40%

廃止

151

80%

41
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１５．「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化
と人材育成

○強みを持つ学問分野を結集したリーディング大学院を構築
○成長分野で世界を牽引するリーダーとなる人材を養成

○高等教育の国際化を支援（単位互換，協働プログラム）
○日本人学生等の海外経験を増やす取組を強化（派遣30万人）

14

○2020年までの目標,大学のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施率100％,大学への社会人
入学者数９万人など
○教育や子育てなど「新しい公共」への支援
(質の高い教育による厚い人材層)
(質
高 教育 よる厚 人材層)
○高等教育では、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国際化、大学
院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職業教育の推進
○外国人学生の積極的受入れ

（６）雇用・人材戦略

○独自の分野で世界トップに立つ大学・研究機関の数の増
○理工系博士課程修了者の完全雇用を達成
○官民合わせた研究開発投資をGDP比４％以上

（５）科学・技術・情報通信立国戦略

８．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大

◆２１の国家戦略プロジェクト

○外国人留学生の受入れ拡大
○アジアや世界との大学・科学技術・文化・スポーツ・青少年等の交
流・協力を促進して国際的に活躍できる人材を育成

（３）アジア経済戦略

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービス
の基盤強化）
○医師養成数の増加

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）
○世界最先端の医薬品・機器等の開発実用化，ドラッグラグ・デバイス
ラグの解消

（２）ライフ・イノベーションによる健康大国戦略

◆７つの戦略分野

「強い人材」の実現が，成長の原動力として未来への投資であることを踏まえ，教育力や研究開発力に関し世界最高水準を
目指し，効果的な施策に対する公的投資を拡充する。
（第１章より）

5

100%

「強い人材」すなわち将来にわたって付加価値を創出し，持続可能な成長を担う若年層や知的創造性（知恵）（ソフトパワー）
の育成は，成長の原動力である。教育，スポーツ，文化など様々な分野で，国民一人ひとりの能力を高めることにより，厚みの
ある人材層を形成する。

出典：平成２０年度文部科学省調査

再構築

60%

大半の大学等が、財政支援期間終了後も、見直しを図りつつ取組
を継続している。
を継続している

◆ 財政支援期間終了後の状況

○「就職に強い大学－息子・娘を成長させる大学2009年版」読
売ウィークリー（2008.7.14）
大学の個性や強みや姿勢を知る、大学選択の新たな指標
として、2007年度ＧＰ事業選定大学リストを掲載

○「本当に強い大学」週刊東洋経済（2009.10.24）
「本当に強い大学」総合ランキングにおいて、「教育力」の
指標として大学教育・学生支援推進事業等の選定状況を使
用

ＧＰ事業の選定状況は、大学を評価する指標になっている。

◇ ＧＰ事業に対する社会的な評価の定着

３(4) 新成長戦略（平成２２年７月閣議決定）～大学関係施策～

そう思う・ある程度思う

9

84

40%

9

30%

91

20%

91

10%

ＧＰ事例集は自校の教育改革に参考

0%

ＧＰフォーラムは取組を知る上で有効

日本の教育改革に寄与

自校のＧＰ申請にとって参考

自校の教育改革にとって参考

他大学のＧＰ取組に対して大学等から高い評価を得ている。
（国公私立の全大学等の長を対象（回答校 532校））

◆ ＧＰ事業に係る大学等への波及効果

○平成１５～２２年度におけるＧＰ事業の選定件数に対する申請件数の割合は、
約６倍と競争性を確保している。

1

選定状況

平成１５～２２年度までに申請のあった取組は８千件以上。選定された取組は、
そのうちの２割にも満たない。

◆ ＧＰ事業の選定大学等数

３(2) ＧＰ事業の活動実績

②改革展開
・大学教育の質向上
・地域社会の求める人材を養成する大学等の連携
・大学生の就業力育成支援

事業名

一旦廃止し、組み立て直す

見直しを要する

(2)大学の世界展開力強化事業

国の事業として廃止

国の事業として廃止

国の事業として廃止

見直しを要する

事業仕分け第１弾の評価結果の確実な実施

【見直しの内容等】

）

（予算要求の1/3程の縮減）が反映されていない

事業仕分け第１弾の評価結果（予算要求の縮減

【反映状況】

WG結論

(1)国際化拠点整備事業

大学関係事業（その３）

ログラム）

事業（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プ

(3)地域・社会の求める人材を養成する大学等連携

(2)大学生の就業力育成支援事業

推進事業）

(1)大学教育質向上推進事業（大学教育・学生支援

大学関係事業（その２）

(2)博士課程教育リーディングプログラム

(1)グローバルCOEプログラム

大学関係事業（その１）

んと組み立てるべき。

○どういう大学にどういう形でやってもらうのかについて、一からきち

ら国際拠点を作っていけるのか組み立て直すべき。

ながるとは思えないという意味で、一旦白紙で、どういうやり方をした

○今のやり方では大学の国際化拠点にするという大きな目標・目的につ

○継続事業についても相当メリハリをつけ、踏み込んで、早期に廃止。

は認められない。
は認
れな 。

○いずれの事業も本来、大学の業務であり、このような補助を行うこと

るべきことが、特別枠要望されているのではないか。

○国立大学であれば運営費交付金、私立大学であれば私学助成の中でや

示されなければならない。

○どういう大学院改革・博士課程改革をするのかというビジョンがまず

らし、23年度要求から少なくとも１割以上の縮減。

中
中で、本来の趣旨である国際的卓越した拠点を形成するという趣旨に照
本来 趣旨 あ
際的卓越し 拠点 形成す と う趣旨に

○継続事業であっても、少なくとも重点化、拠点化、メリハリを付ける

についてはほぼ評価者の意見は共有している。

○そもそもこのグローバルCOEプログラム自体が良くなかったということ

○仕分けの結果は反映されていないという判断。

主なコメント

15
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・選定された大学等の取組概要や成果の概要等を大学のニーズに
応じて活用できる情報提供システムを構築するとともに、フォーラ
ム等を通じて全国の大学へ波及

・事業の成果の検証・分析を計画的に実施

・当該設定指標に即したプロセス管理と事後評価を実施

・各大学が申請にあたって取組の成果・効果を測る指標を設定し、
大学間でのノウハウや成果を波及させる方策を明示

◆成果指標の設定と検証の実施、情報発信の強化

◆支援対象の考え方
・明確な修得目的を持った体系的な学位プログラムを提供する取組
を採択

（中央教育審議会大学分科会第四次報告における例示）
•環境，医療等の成長を牽引する人材養成の世界トップレベルの大学院教育
•アジアをはじめとする国際舞台で活躍する人材養成
•地域活性化に貢献する人材養成
•学生の就業力育成
•学びたいときに学ぶことができる社会人の学修支援
•その他，教育の質の向上・保証

・社会的要請が高く、また、大学教育政策として優先順位の高い政
社会的要請が高く また 大学教育政策として優先順位の高い政
策目標に対応し、重点的に支援

①拠点形成
・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ大学院の構築
・大学の世界展開力強化

３(5) 行政刷新会議事業仕分け第３弾（後半）（１１/１８）の評価結果（抜粋）

（中央教育審議会大学分科会第四次報告より抜粋）

• 事業終了後の成果等のフォローアップ体制の充実

• 審査・選考過程の一層の透明化、各大学のインセンティブとなる成果の
把握・分析、検証・評価の考え方や基準の明確化

• 申請や事業の運用に係る事務負担軽減等

• 他の競争的資金等と重複や混同が生じないよう、目的の一層の明確化

• 各事業の目的と、政策目標との関係性の再整理

■課題
○事業開始から数年が経過し、事業がどのような成果をもたらし、ま
た、政策目標に照らして効率的・効果的に行われているかなどの
検証等が十分ではなく、取組の成果の他大学への波及、取組の
継続性などの問題点の指摘があり、平成２２年５月より中央教育
審議会大学分科会において 成果の検証と今後の改善の方向性
審議会大学分科会において、成果の検証と今後の改善の方向性
について検討を実施し、６月末に第四次報告を取りまとめた

○支援事業への申請を通じて、教育力向上に向けた改革意欲が向
上し 学部や研究科を超えた取組に学長等 リ ダ シ プを発
上し、学部や研究科を超えた取組に学長等のリーダーシップを発
揮。競争的環境が質の向上をもたらし、採択が社会的要請等に
応える大学の姿勢のアピールとなるなど、高等教育を大いに活性
化、ＦＤとしても機能。

○基盤的経費（運営費交付金、私学助成）とあいまった支援方策（デ
ュアル・サポート）として、教育の質保証・向上や、個性・特色の明
確化と、機能別分化を促す役割。

改善の要点
◆事業の再編成（平成２３年度～）
・機能別分化を促進する観点から、①拠点形成、②改革展開に分類
し、大学院、学部、大学間連携等の形態別の事業を、政策目標に
対応した支援に再構成

３(3) 国公私立大学を通じた大学教育改革支援の再編成
■意義
○国公私立の大学等を通じた競争的な環境下で、組織的な教育改
革に関する新たな取組を公募により支援。
中央教育審議会の検証を踏まえ、目的に沿った事業の展開、
成果の普及が図られるよう、事業全体を改善・再編

９，２０２百万円

５８，５００百万円

平成２２年度予算額
国公私補助金計

４９，５５９百万円
３，９００百万円（新規）

３０百万円(新規)

大学教育質向上推進事業 （継続分のみ）

４，５６７百万円（▲３，５０４百万円）

２，８６７百万円(▲ １６３百万円)

２，１１６百万円(▲２，６８４百万円）

新規
２４，３６９百万円(▲４，３０８百万円）

大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（グローバル３０）（継続分のみ）
２，９８７百万円(▲ ７８０百万円）
２ ０６６百万円(▲ １０９百万円）
２，０６６百万円(▲
０百万円（▲ ８８百万円)
22補正予算
１７２百万円(▲ ９５百万円)

継続支援
（行政事業レビューによる「廃止」の判定を踏まえた見直し）

高度医療人養成機能強化事業
４，３０７百万円（▲ ２７３百万円）
（がんプロフェッショナル養成プラン、大学病院人材養成機能強化事業を再編成)

大学改革推進委託事業

大学病院就業環境改善推進事業（継続分のみ）
大学病院医療環境整備事業

大学院教育改革推進事業 （継続分のみ）
（グローバルCOE、大学院GP）

大学生の就業力育成支援事業 （継続分のみ）

地域・社会の求める人材を養成する
大学等連携事業 （継続分のみ）

(概要)口蹄疫対策等を担う産業動物獣医師の養成強化を図るため、全国的な臨床実習システム
の構築など臨床教育プログラムの開発や教育環境の整備を図る取組を支援

口蹄疫等家畜伝染病に対応した獣医師育成環境整備事業

（概要） ｢キャンパス・アジア｣構想の牽引役となる交流拠点の形成や米国等の大学との協働
教育プログラムの開発等の取組を支援

大学の世界展開力強化事業
２，１７８百万円(新規)
（日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業）

（概要）広く産学官にわたって活躍できる、成長分野で世界を牽引するリーダーを養成するため、
産業界等も含めた社会からの参画を得つつ、世界に通用する質の保証された博士課程教育
を実施する「リーディング大学院」の構築を支援

博士課程教育リーディングプログラム

下線のついた事業は事業仕分け第３弾の対象事業

平成２３年度予算案

３(6) 「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」に関する平成２３年度予算案全体像

国公私補助金計

大学教育・学生支援推進事業

３，２６７百万円

２８，６７８百万円

大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム
４，８００百万円
大学院教育推進事業
（グローバルCOE、大学院GP）
国際化拠点整備事業（グローバル３０）

２６７百万円

日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業
５００百万円
２，１７５百万円
８８百万円

２，５８０百万円

２，０００百万円

大学改革推進委託事業

大学病院就業環境改善推進事業
大学病院医療環境整備事業

がんプロフェッショナル養成プラン

１，２０７百万円

大学病院人材養成機能強化事業
産学連携高度人材育成事業

整理・
重点化

３４０百万円

社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム ３６７百万円
先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム

◆学生が安心して学べる環境の実現

廃止

○大学等奨学金事業の充実 1,241億円（△ 68億円）
（事業費としては，1兆781億円(726億円増)）
・学ぶ意欲と能力のある学生が経済的理由により学業を断念することのないよう貸

者の解消に向けて重点化
◇貸与人員118万4千人→127万2千人(8万8千人増)

与人員を拡大し，教育費負担を軽減。
・特に，無利子奨学金の貸与基準を満たすにもかかわらず貸与を受けられない

無利子 34万9千人→
34万9千人 35万8千人( 9千人増(うち新規5千人増))
有利子 83万5千人→ 91万4千人(7万9千人増）
○国立と私立大学の授業料減免等の充実【再掲】 274億円（ 38億円増）
◇国立大学 学部・修士2千人増(約3.4万人( 6.3%)→約3.6万人( 7.3%))
博士3千人増(約0.3万人( 6.3%)→約0.6万人( 12.5%))
◇私立大学 4千人増(約2.9万人(約1.4%) → 約3.3万人(約1.6%))
◆学生の双方向交流の推進 22億円（新規）

（３ 月未満 派遣 受入れ各 000人）
（３ヶ月未満の派遣・受入れ各7,000人）

・高い国際感覚を備えた人材を養成するため，アジア・米国等の学生との双方向
交流を推進

《平成22年度補正予算等92億円》

学附属病院の再生など，国立大学法人等施設の重点的･計画的整備を支援

・喫緊の課題である施設の耐震化やエコ化の推進，最先端研究環境の整備，大

◆国立大学法人等施設の整備 437億円（△66億円）
〔他に，財政融資資金 423億円(35億円増)〕
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拠点整備事業を組み立て直し）

■大学教育質向上推進事業（大学教育・学生支援推進事業）

■地域・社会の求める人材を養成する大学等連携事業
（大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム）

■大学生の就業力育成支援事業
・厳しい情勢にある新卒者の雇用支援，地域と一体となった

人材養成，学生の社会的・職業的自立を図る取組などを
支援
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95億円
（△75億円）
継続事業の
実施を確実
に支援

携，大学間のネットワークにより，資源や成果を共有 （13件：旧国際化

■大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 29億円（ △1億円）
・国際化の拠点としての総合的な体制を整備し，その際，産業界との連

・「キャンパス・アジア」構想を牽引する拠点の形成（16件）や，米国の大
学との協働教育プログラムを支援（10件）

した教育研究拠点の形成を支援
■大学の世界展開力強化事業 22億円（新規）

・国際的に第一級の力量を持つ研究者を養成するため，国際的に卓越

■グローバルCOEプログラム 237億円（ △28億円）

ワ 型５件）
ワン型５件）

するリーダーを養成（オールラウンド型２件，複合領域型10件，オンリー

・産業界と連携して「リーディング大学院」の形成を支援し，世界を牽引

■博士課程教育リーディングプログラム 39億円（新規）

○国公私立大学を通じた大学教育改革支援 496億円（△ 89億円）

３(7) 平成２３年度大学関係政府予算（案）のポイント
◆大学関係主要経費1兆7,923億円（531億円増）
《平成22年度補正予算210億円》
○国立大学法人運営費交付金 1兆1,528億円（△ 58億円）
・国立大学法人が安定的・継続的に教育研究活動を実施できる
◇世界最先端の教育研究を支える新たなプロジェクトの推進

よう基盤的経費を措置
◇メディカル・イノベーションを担う附属病院の充実強化
◇授業料免除枠の拡大
○国立大学教育研究特別整備費 58億円（新規）
・国立大学の教育研究の活性化のため，教育環境整備を支援
○私立大学等経常費補助 3,209億円（△ 13億円）
・私立大学の質の高い教育研究活動とマネジメント改革を支援
（平成3年度以来20年ぶりの高い比率）

◇一般補助のウェイト拡大H22:約66%→H23:約88%
◇特別補助は新成長戦略に即応した取組を推進
◇授業料減免等補助の拡充
※学校法人への寄附の税額控除を創設し，税制面も充実
○科学研究費補助金 2,633億円（633億円増）
・基金化による研究費の複数年度使用を実現。また，創設以来
最大の増額を確保（予算全体の３割を基金化，新規採択の約８
割が対象）

大学の教育・研究の基盤となる大学関係主要経費は，平成１７年度以来６年ぶりに拡充

３(8) 大学関係主要経費の推移
○

対前年度の推移

大学関係主要経費：国立大学法人運営費交付金，大型基盤的設備，私立大学等経常費補助，国公私支援等，科学研究費補助金の総計
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○ 大学の自主的・自律的な判断による組織基盤の強化。
○ 財務を含む大学の経営基盤の強化。

○大学は，その設置形態を問わず多様な機能を有しており，全体として発展が必要

○ 各大学は，多様な機能を併有しており，また，時代や環境に応じて可変的。
○ その上で，どの機能に重点化しても大学の努力が評価されるよう，①各大学の教育研究
の状況の可視化，②機能別の評価の導入。
○ 大学間の連携の促進，その際の機能別の連携の促進（大学が，地域の知的拠点として積
大学間の連携の促進 その際の機能別の連携の促進（大学が 地域の知的拠点として積
極的役割）。

○各大学が，すべての機能を備えるのではなく，個性・特色を踏まえて，機能別に分化

○ 体系性・一貫性ある学位プログラムの確立。
○ 公的な質保証システムの改善（設置基準→設置認可審査→認証評価）。
公的な質保証システムの改善（設置基準 設置認可審査 認証評価）
○ 大学教育のグローバル化への対応。

○大学・大学院教育において，体系性・一貫性のある「学位プログラム」を確立

自動車産業や半導体産業が集積する地域として，開発・技術革新人材が渇
望。３大学による連携大学院（カーエレクトロニクスコース）を設け，各大学の
強みを生かした教育課程を共同で編成。
また，自治体や地元産業界との協力により，第一線のエンジニアによる実践
的な講義を展開。

●自治体・地域の産業界との連携による実践的教育
（北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学）

(2)カリキュラムの改善

学生が，１週間の行動履歴（授業，課外活動等）や，自己評価をウェブ上の
「修学ポートフォリオ」に記録し，自学自習の姿勢・生活習慣の確立等を支
援。
また，「修学ポートフォリオ」に基づいて，アドバイザーが学生と定期的に面
談し，学生の自立と自律を促すよう支援。
これらにより，自己の夢や目的に向けて自らキャンパスライフの設計がで
きる能力（目的指向型学習スタイル・自己管理能力）を養う。

●きめ細かい学生サポートの充実（金沢工業大学）

１年間の海外留学を必修とし，留学時に，ＴＯＥＦＬ５５０点，ＧＰＡ
２．５以上が必要。
卒業時には必要単位数の取得の他，ＧＰＡ２．０以上を持つことが要件。留
学制度・卒業要件の厳格な適用により，４年間での卒業率が４７％（平成１９
年度）であるが，徹底した教育と学生支援により退学率は３％に留まる。

●厳格な成績評価，卒業認定（国際教養大学）

(1)教育システムの改善

20

○教員の教育面の業績評価が進展
H16年 28％ → H19年 46％の大学が実施

GPAにより厳格な成績判定を行う大学： H12年 10％→H19年 41％

○教育研究目的の明示，体系的な授業編成を促進(H20～)
全授業科目のシラバス作成： H19年 96％の大学が実施
○授業の方法・内容，評価基準を学生に示すよう義務化（H20～）

（参考：大学改革状況調査より）
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教員のレベルに合わせ，導入段階（レベル１）から，基本段階，発展段
階，支援／指導段階（レベル５）までの体系的なＦＤプログラムを整備
（新任の教職員から，大学のＦＤ実施担当者まで対応）。
また，それらの研修プログラムは，地域ネットワークを通じ，他大学に
提供。

●ＦＤの推進（愛媛大学）

(4)ＦＤや大学間連携による質保証・教育力向上

工学分野において，学生が５人程度のチームを組み，既知の未解決課
工学分野において，学生が５人程度のチ
ムを組み，既知の未解決課
題に対する課題解決方法を探る授業科目を設定。実社会におけるプロ
ジェクトと同様のアプローチを通じ，通常の講義・実験科目では得られな
い，課題解決能力等の総合的な実力を涵養。自由に利用可能な専用ス
ペースの整備や，ＰＢＬを前提としたカリキュラムの見直しも図っている。

●ＰＢＬ科目の導入（九州工業大学）

(3)教育方法の改善

○ 国は、ＧＰ事業や国立大学法人運営費交付金、私学助成等を通じ、それらの取組を支援。

○ 各大学では、それぞれが直面する教育上の課題に対し、教育システムの改善・カリキュラム改善・教育方法の
改善・ＦＤや大学間連携等による質保証・教育力向上などの取組を推進。

４－１(2) 大学の自主的・自立的な質保証の取組例

↓
限られた資源を効率的に
活用し，全体として
質の高い教育を実施

教育研究機能の充実のため
の組織・経営の基盤強化

↓
どの機能に重点化しても
大学の努力が適切に評価

機能別分化と大学間連携の
促進

↓
大学教育の質保証は
国際競争の時代

教育の質の保証と向上

○ 中央教育審議会の大学分科会では，大学改革について更に検討すべき課題として三つの観点を提示。

４．大学改革の主要課題について

【現状・課題】
【改善方策】

（中央教育審議会「グローバル化社会の大学院教育（答申）」（平成23年1月））

○ 学生の卒業後の自立の観点からの就業力の育成

○ 体系的な教育課程に基づく，大学院教育の実質化

○ 産学協力による専門人材の育成

○ きめ細かい学生サポートの充実

○ ｅラーニングと対面授業によるブレンディド学習

２．グローバルに活躍する博士の養成

整備（経済的支援）

キャリアパスの確立

産業界等との連携の強化と多様な

育・研究指導体制

学生の質を保証する組織的な教

働教育の推進

日本人・外国人学生の垣根を越えた協

点（リーディング大学院）

成長を牽引する世界的な大学院教育拠

る一貫した博士課程教育

的に繋がる体系的教育
優れた学生が大学院で学ぶ環境の

創造的な研究活動を自立して遂行でき

コースワークから研究指導に有機
の「可視化」

課程を通じ一貫した博士課程教育を確立し，
グローバルに活躍する高度な人材を養成

教育情報の公表による大学院教育

学位プログラムとして，修得すべき知識・能力を
明確にした教育を通じて，学生の質を保証

１．学位プログラムとしての大学院教育の確立

グローバル化や知識基盤社会が進展する中，博士号取得者が産官学の中核的人材として活躍できるよう，大学院教育，とりわけ博士課程教育
に重点を置く大学において，質の保証された教育を確立する必要。

＜改善の方向性＞

全体として，大学院教育の実質化に向けた取組が着実に進展。
一方，優れた改革の他大学・他専攻への波及が不十分，また，博士課程では，体系性ある教育の確立や，キャリアパスの整備等が課題。

＜検証結果＞

平成１７年に，中央教育審議会答申は「新時代の大学院教育（答申）」で，大学院教育の実質化（教育課程の組織的展開の強化）と国際的
な通用性・信頼性の向上を提言。これに基づき，文部科学省は「大学院教育振興施策要綱」を策定して，大学院教育の質的向上を推進。
○ その後，約５年が経過し，国内の大学院の中から，約４３０専攻を調査し，成果や課題を検証し，今後の改善方策を検討。

○

＜検討の経緯＞

４－１(3) 大学院における教育の実質化

※H22年度までに，全大学が認証評価を受け，結果を公表

○教員の教育面の業績評価が進展
※H16年 28％ → H20年 47％の大学が実施
○７年ごとに全大学が外部評価（認証評価）を実施（H16～）

※GPAにより厳格な成績判定を行う大学：H12年 10％→H20年
45％

よう義務化（H20～）
※シラバスを作成・公表する大学：H20 96％

○ 情報環境整備による成績評価の厳格化

（例）

○学部・学科の教育研究目的の明示を義務化(H20～)
※教育研究目的を定める大学： H18年 59％→H20 93％の大学
○シラバスを公表，成績評価と卒業認定の客観性・厳格性を確保する

③国は，各大学の優れた事例ＧＰ(Good Practices)を支援

（例）

・大学は，入学者受入方針を明確化し，入試方法を見直し
・初年次教育の充実や高大連携を推進

・順次性のある体系的な教育課程を編成
・学生の学習時間の実態を把握し，単位制度を実質化
・ＧＰＡ等の客観的な評価基準を適用

・大学は，学位授与の方針を具体化・明確化し，公開
・「学士力」を推進（知識・理解，汎用的技能，態度・志向性等）

②各大学では，教育の質を保証し，さらに向上させる取組が推進

・入試が入口管理として機能していない
・総じて，学生の学習意欲の低下や目的意識が希薄化

○ 入学者受入れの方針

・学修の系統性・順次性が配慮されていない
・学生の学修時間が短い（本来，１単位は４５間の学修量）
・成績評価が教員の裁量に依存し，組織的な取組が弱い

○ 教育課程編成・実施の方針

・我が国の大学の教育研究の目的は抽象的
・学修成果（アウトカム）の考え方が定着していない

○ 学位授与の方針

①中央教育審議会では，各大学に，学士課程教育（学部教育）において，３つの方針の明確化を提言（平成２０年）

４－１．教育の質の保証と向上
(1)学士課程教育（学部教育）における質の保証と向上
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４－１(4) 雇用形態，社会の変化
① 雇用形態の変化

典型雇用

非典型
雇用・無業

４－１(5) 就職活動をめぐる状況
①就職（内定）率の推移（大学）

説明会・セミナー（広報）

8月 9月以降

卒業年度

選考
活動

選考
活動

選考活動

選考活動

内々定の通知

広報活動

広報活動

12月

2～3月

広報活動

広報活動

選考
活動

8月 9月以降

広報活動

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

3月

（参考）３年前の就活期間

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

卒業前年度

説明会・セミナー（選考）

10月

10月 11月

②採用活動が早期化・長期化は大学教育に支障

10月以前

本年度の
就活期間

日本経団連の現在の
「倫理憲章」の扱い

日本経団連の見直し
の方針

日本貿易会の提言

経済同友会の提言

私立大学団体の意見

10月以前

10月 11月

＜改善に向けた最近の提言＞

エントリー受付

＜適正な就職活動への取組＞

採用情報の公開

仕事

労組・
ＮＰＯ

用活動に関する懇話会」を開催

○ 平成２２年１１月
経済団体と大学関係者により，第１回の「新卒者等の就職採

済団体に採用に関する要請

○ 平成２２年１０月
文部科学大臣，厚生労働大臣，経済産業大臣の連名で，経
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「形成」問題

本田由紀「若者と仕事」神野直彦・宮本太郎編『脱「格差社会」への戦略』岩波書店，２００６年

外部から十分に見えるよう，機能別の評価の具体化が課題。
① これまでの提言と施策

合わせた方策を検討。

・ 国立大学法人評価，認証評価，そのほかの仕組みを組み

【こうした各大学の“強み”を積極的に評価】

すく示す仕組み。

大学の“強み”を「プロファイル」として社会に分かりや

・ 各大学の多様な個性
各大学の多様な個性・特色が，どう具体化されているか，
特色が，どう具体化されているか，

【各大学の教育研究状況（プロファイル）の積極的な発信】

② 今後の課題

○ 大学の機能別分化が進展する中で，各大学が，どのような教育研究を目指すのか，そして，その取組状況がどうなっているか

４－２ 機能別分化と大学間連携の促進
(1) 機能別の分化による各大学のミッションの明確化

面接
適性検査・筆記試験
エントリーシート受付

学校教育

典型雇用
学校教育

「移行」問題

教育
「格差」問題

家庭

公共的主体の関与の必要性

90年代半ば以降

行政

高度成長期～90年代初頭

② 仕事・家庭・教育の関係の変化

仕事

家庭

「形成」問題

３つの関係の変化の概念図

「移行」問題

教育
「格差」問題
「移行」問題：新卒一括一律採用は量的に絞られ，教育と仕事の間には移行という問題が顕在化。
「形成」問題：家庭を支える十分な収入を保証できず，そもそも家庭を形成できない層が現れる。
「格差」問題：これまで多くの家庭が必死で費用を負担したが，かなりの家庭が疲弊。

４－１(6) 教育情報の公表の促進

（学校教育法施行規則の改正の内容）

報を明確にし，教育情報の一層の公表を促進することを目的として，学校教育法施行規則を改正。平成２３年４月に施行。

○ 大学が公的な教育機関として，社会に対する説明責任を果たすとともに，その教育の質を向上させる観点から，公表すべき情

大学のホームページでの情報提供の状況（平成20年度）

○ 各大学は様
各大学は様々な機能を併有している。
な機能を併有して る。

【平成１７年の中央教育審議会の指摘】

②高度専門職業人の養成，

①世界的な研究・教育拠点，

(ｱ) 大学の教育研究上の目的。

③幅広い職業人の養成，

① 大学は，(ｱ)～(ｹ)の教育研究活動等の状況の情報を公表。

④総合的な教養教育，

おり，よりよい評価に向けた検討も進展。

・ この１月には，認証評価の評価機関が協議会が発足して

ではなく豊穣な活動が展開される。「種別化」や単一
が

大学の実際の活動は，７種類だけで分けられるもの

・

○その際，

したがって，類似の機能に重点を置いた大学でも，

尺度の「ランキング」では，大学の実力は見えない。

具体的な教育研究活動の姿は大きく異なる。例えば

「地域貢献」の方法は，大学の特徴や地域の状況に応

じて千差万別。

大学の創意工夫による情報発信に大いに期待。

○自己点検・評価や，教育情報の公表の取組とあわせて，各

・

って分化すると想定。（大学が７つに種別化することではない）

○ 大学間の連携を促進する仕組みを整備（次ページで説明）

補助を通じて，大学の機能別分化に対応

○ そのほか，国立大学の組織・業務全般の見直しや，私学助成の特別

・ＧＰ(Good Practices)（他大学にも普及すべき教育活動）

点）

・ＣＯＥ(Centers of Excellence)（我が国を代表する教育研究拠

○ 国公私立を通じた大学改革支援，

【関連する施策の例】

○ その上で，今後，各大学が，これらの機能にどう比重を置くかによ

⑦社会貢献（地域貢献，産学官連携，国際交流等）

⑥地域の生涯学習機会の拠点，

⑤特定の専門的分野（芸術，体育等）の教育・研究，

(ｳ) 教員組織，教員数，各教員の学位・業績。

公表するよう努める。

② 大学は，学生が修得すべき知識・能力に関する情報を積極的に

生支援や障害者支援など様々な学生支援の状況）。

(ｹ) 学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援（留学

(ｸ) 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用。

(ｷ) 校地，校舎等の施設・設備その他の学生の教育研究環境。

あわせて，必修科目，選択科目，自由科目別の必要単位数。

(ｶ) 学修成果の評価，卒業・修了の認定の基準。

(ｵ) 授業科目，授業の方法・内容，年間の授業計画。

者数，進学者数・就職者数，就職の状況。

(ｴ) 入学者受入方針，入学者数，収容定員，在学学生数，卒業

(ｲ) 教育研究上の基本組織。
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４－２(2) 大学間連携の進展

学と，大都市間に位置し，伴侶動物の高度獣医療や感染症予防・公衆
衛生に強い山口大学が連携し，補完的な教育を実践。

（平成24年度に向けて）
畜産基地に位置し，高度産業動物獣医療と家畜衛生に強い鹿児島大

例：鹿児島大学と山口大学の「共同獣医学部」構想

【教育課程の共同実施】（平成22年度に発足）
○ 国内の大学が，共同で教育課程を編成・実施し，連名で学位授与を
行う仕組みを制度化。
○ 共同でより魅力ある教育研究・人材育成を実現。
（現在，３つの取組が見られ，今後も多様な取組が構想中）

○ 複数大学が連携して，教育活動や学生支援するための拠点を文
部科学大臣が認定。
○ 例えば，以下のような活動が想定。
・留学生を対象とした日本語教育センター
・多様な支援機能を備えた学生用宿舎
・大型練習船，演習林，農場，スポーツ施設
・英語教育や情報教育の拠点
・ＦＤ・ＳＤセンター

【教育・学生支援分野の共同利用拠点】（平成21年度に制度化）

【共同利用・共同研究拠点】（平成20年度に制度化）
○ 学術研究分野に関し，国公私を通じた共同利用・共同研究拠点
が制度化。
○ 現在７９の拠点が認定（理学
現在７９の拠点が認定（理学・工学系３３拠点，医学・生物学
工学系３３拠点，医学 生物学
系２９拠点，人文系・社会科学系１８拠点）。

千葉大学（看護教育）

愛媛大学

岐阜大学（医学教育）

筑波技術大学（障害者教育）

【認定拠点一覧】（FD・SDセンター）

京都大学

名古屋大学

東北大学

・認定期間は5年間を基本とし，平成21年度認定の拠点の認定期間は平成27年3月末まで。

・教育関係施設の類型ごとに公募を実施，これまで，FD・SDセンターは7拠点を認定。

・大学教育全体の発展に資する質の高い取組については，文部科学大臣が認定することができる。

分野別拠点

地域拠点

・各大学の持つ人的・物的資源を共同利用することで，社会や学生の多様なニーズに対応し，より質の高い教育が実施
できるよう，教育施設を他大学の利用に供することができることを学校教育法施行規則に規定。（平成21年9月施行）

【制度の趣旨】

４－２(4) 教育関係共同利用拠点の認定制度

（参考）大学間連携のヨーロッパの例
○ＥＵ内の大学交流が進展する中で，学生が積極的に大学
間を移動し，単位互換により幅広く学修する「エラスム
ス計画」が展開。
○「エラスムス計画」に参加する学生数は
○
エラスムス計画」に参加する学生数は，年間3,000人
年間3 000人
（1987年）から19万9,000人（2008年）に拡大。累計で
207万人に達する。

○ また，国内でのコンソーシアムだけでなく，海外に拠点を
持つ大学が，共同で国際的な活動を展開する事例など，多
様な活動が進んでいる。

【コンソーシアムをはじめ自主的な連携の枠組みの形成】
○ 大学コンソーシアムは，現在，全国で４８団体が活動。
○ コンソーシアムが，様々な地域・分野・機能に着目して形
成されることは，質保証・向上に契機。
成されることは，質保証
向上に契機。

○ 大学による自主的なコンソーシアム形成が進む中で，制度的にも連携を促進する仕組みを整備している。

して多様かつ高度な教育を展開していくことが重要。

○ 機能別分化が進展する中で，各大学が自らの強みを持つ分野に集中・強化しながら，他大学との連携を深め，大学全体と
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拠点名称

名古屋大学

岐阜大学

千葉大学

ＦＤ・ＳＤ教育改善支援拠点

医学教育共同利用拠点

看護学教育研究共同利用拠点

障害者高等教育拠点

国際連携を活用した大学教育力開発の支援拠点

東北大学

筑波技術大学

教職員能力開発拠点

相互研修型FD共同利用拠点

愛媛大学

京都大学

大学名

【認定拠点の取組一覧】（FD・SDセンター）

核とし，中部圏内を対象とした取組を実施

地域ブロックレベル：4大学で組織されるＦＤ・ＳＤコンソーシアム名古屋を中

実施

全国レベル：全国の医学部等を持つ大学（79大学）を対象とした取り組みを

実施

全国レベル：全国の看護学部等を持つ大学（179大学）を対象とした取組を

聴覚障害系 全国16大学等の参加
聴覚障害系・全国16大学等の参加

視覚障害系・全国40大学等から約80名が参加

全国レベル：内容別に2つのネットワークを組織

大学）等，各種の東北地域連携における中核校

地域ブロックレベル：東北地域高等教育開発コンソーシアム（東北6県の国立

ら３４大学等が参加）

地域ブロックレベル：四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（四国４県か

地域ブ
地域ブロックレベル：関西FD協議会（近畿6県約130大学等が参加）
クレベ 関西FD協議会（近畿6県約130大学等が参加）

よる会議を主催）

全国レベル：ＦＤネットワーク代表者会議（全国14のＦＤネットワーク代表者に

主な取組と参加大学等

・平成24年に共同大学院を設置予定
・地域医療共通プログラムの構築（大学院開設に向けて構築中）
・単位互換の授業開始（平成22年度実施予定）
・広報機能の強化（入試要綱の共同作成）
・FD・SDの共同実施（平成21年度，シンポジウムを1回開催）
・e-ラーニング実施のためのハード整備

・各大学の教育研究資源を活用し「最上川学」を構築
・単位互換の拡充及び，連携型カリキュラムの開発
・e-ラーニング教育環境の改善
・外部資金獲得，コンプライアンスに関する研修の共同実施
・知的財産・産学連携に関するコーディネータの配置
・米国，アジアとの国際交流事業の共同実施

４－２(4) 教育関係共同利用拠点の認定制度

将来的な共同大学院の創設を目標にして，共通プログラムの構築
等資源の共有化を図る

教育研究高度化型連携

「北海道の地域医療の新展開を目指した異分野大学院連携教育プログラ
ムによる人材育成」
〔札幌医科大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，千歳科学技術大学，北海
道医療大学〕

・平成21年度に連携大学院を設置
・北九州市の支援により「技術開発交流センター」を設置（大学院の授
業を実施。購入した設備も可能な限り設置し，共同利用）
・図書室，情報処理施設，厚生施設等の共同利用
・産学連携フェアの共同開催
（上記の共同利用施設は，市が所有し，財団法人が管理運営）

キャンパスを同一エリアに集中させ，連携大学院の設置，施設・
設備の共有化を図る

教育研究高度化型連携

地域に関しての共同教育研究の実施と，研究環境整備，産学連
携，国際交流における資源や知識の共有

広域型連携

〔山形大学，山形県立保健医療大学，東北芸術工科大学，東北公益文科大学，山形県立米
沢女子短期大学 羽陽学園短期大学 山形短期大学 鶴岡工業高等専門学校〕（７校）
沢女子短期大学，羽陽学園短期大学，山形短期大学，鶴岡工業高等専門学校〕（７校）

「大学コンソーシアムやまがたを基盤とする地域教育研究機能の強化共
育支援体制の構築」

・入試広報（オープンキャンパス），留学生交流事業，資格講座，
公開講座の共同実施及び実施に係る事務の連携
・食堂，図書館，売店，グラウンド等の施設の相互利用
・教養科目の共同開講（平成21年度10科目）

相互に隣接した立地条件を活かし，効率のよい安定した大学経営
の実現を目指す

地元密着型連携

「北九州学術研究都市連携大学院によるカーエレクトロニクス高度専門人
材育成拠点の形成」
〔北九州市立大学，九州工業大学，早稲田大学〕

ソフト（教務，研修の合同化），ハード（キャンパスの拠点施設の共有化）の両面を通じたメリットが期待される。

「ポーアイ４大学による連携事業－安全・安心・健康のための総合プロ
グラムを軸としてー」
〔神戸学院大学，神戸女子大学，兵庫医療大学，神戸女子短期大学〕

大学間の連携強化により，相互の資源の有効活用による教育研究活動の充実が進んでいる。

○

４－２(3) 大学間連携の取組事例
○
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・一大学では対応困難な多様な生涯学習機会を提供。→ 地域住民の知的活動に貢献。

・具体的な教育研究プロジェクトが展開。→ 地域の具体的な課題解決へ。

・各地域の大学と自治体や地域企業との連携が推進。→ 地域の活性化。

・カリキュラムや教材の共同開発。→ 大学間相互の教育の質保証

・教育内容の相互補完や教育研究設備の共同利用。→ 効率的な教育研究活動。

・各大学の強みを結集。→ 学際領域など多様で特色ある教育研究，教育水準の高度化。

・地域の大学が一体となった学生支援や就職支援の充実。→ 多様な支援機会の拡大。

・学生の交流・移動が促進。→ 多様な刺激を受けながら成長。

・各地域で優れた教育研究活動が展開。→ 幅広い教育研究を受ける機会の拡大。

４－２(5) 大学間連携により期待される効果

学 生

大 学

地 域

大学間連携の成功ポイント例（これまでの経験から）

教職員どうしの縦横（学内外）のつながり

学長を中心としたリーダーシップ
◆

◆

各大学の個性・特色の明確化

大学ごとの役割や責任を分担

目標，計画・実施，改善点などを共有

◆

◆

◆

外部からの定期的な評価

自己点検・評価

地域の自治体，企業，住民の参画

連携の継続性（ニーズの把握）

◆

◆

積極的な展開

◆
大学間の点から面へのつながり

実施体制の強化

◆
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各大学事業報告
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鳴門教育大学 eK4：3 年間の取り組み

コンテンツ配信のためのシステム構築（moodle，shibboleth 認証）という基本的な活動は，他大学と
同様です．
コンテンツの作成に関しては，鳴門教育大学では， 特に「四国学」という名称に合致するものとして，
四国遍路を扱った「阿波学」「地域社会研究」という授業を撮影してきました．平成 23 年度も四国遍
路を扱う「地域社会研究」を配信する予定です．この授業は，歩き遍路体験を伴うものであり，各大学
の学生が交流する機会がある点が特徴的です．四国を支える人材の育成，という観点から見て，非常
に貴重な機会になると思われます．
また，本学における多様な分野の授業のコンテンツ化に取り組む中で，次のような撮影ノウハウを蓄
積してきました．
・パワーポイント中心の授業ではパワーレックでのコンテンツ化が事後での編集の手間がかからず簡
単であった．
・板書中心の授業では，固定されたハイビジョンカメラでの収録が簡単であった．画質を保ちながら
配信するのに工夫が必要である．
・授業中に，撮影者が予想しないような展開が起こることがある。例えば，受講生全員が立ち上がる，
回れ右をして顔が丸見えになるなど．授業者と撮影者，相互の意思疎通が必要だが，実際には難し
い．
・ＬＬ機器を使った授業や実技科目をどうコンテンツ化するのか，については更なる検討を要する．
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遠隔講義環境の整備

3年間の連携大学の歩み

HDX 8004 XLP （１台）

～ 香川大学の場合 ～

VSX 6000 （３台）

幸町キャンパスに設置




※最大 4 拠点での



多地点接続が可能。

医学部キャンパス
農学部キャンパス
工学部キャンパス

林 敏浩
香川大学 総合情報センター

＋LiveMeeting環境

遠隔講義の様子（１）

遠隔講義の様子（２）

徳島大学（常三島キャンパス）→香川大学（林町キャンパス）の遠隔講義
香川大学（幸町キャンパス） →四国大学の遠隔講義

LMS環境の整備


MoodleによるLMS環境の構築



Shibbolethによる連携認証の実現



eK4提供科目受講者へのID発行





全ての学生へのID発行ではない



学内統合認証システム（LDAP）を認証源

e-Learningコンテンツの開発（１）

LMS利用マニュアルの整備（途中段階）
講義収録
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e-Learningコンテンツの開発（２）

e-Learningコンテンツの開発（3）

コンテンツ制作風景

※２枚目と最後のスライドは事務局スタッフの個人名が 記載されているので、
本報告書からは削除しております。
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e-Knowledgeコンソーシアム四国（eK4）にかかわる愛媛大学の活動

１． eK4にかかわる愛媛大学の体制
運営委員：
企画委員（教育関係）：
企画委員（システム関係）：
教育専門委員：
システム専門委員：

１． eK4にかかわる愛媛大学の体制
２． eK4事業単位互換科目への愛媛大学の対応

弓削 俊洋 理事・副学長（教育担当）、教育・学生支援機構長
古賀 理和 講師（教育・学生支援機構 共通教育センター）
佐々木 隆志 助教（総合情報メディアセンター）
古賀 理和 講師（教育・学生支援機構 共通教育センター）
佐々木 隆志 助教（総合情報メディアセンター）

企画委員会『四国学』WGメンバー（H21年度）：
文芸部門 福田 安典
教授（教育学部 H21年度）
教授（教育学部,
歴史部門 内田 九州男 教授（法文学部 人文学科）
社会部門 和田 寿博
教授（法文学部 総合政策学科）
自然部門 古賀 理和
講師（教育・学生支援機構 共通教育センター）

３． 愛媛大学における教材作成・開発
４．eK4事業にかかわるeラーニングシステムへの愛媛大学の対応

研究プロジェクト専門委員（H22年度）：
古賀 理和

eK4企画委員 古賀 理和 （愛媛大学 教育･学生支援機構 共通教育センター ）
1
電話番号：089-927-8287 メールアドレス： koga.masakazu.mf@ehime-u.ac.jp

講師（教育・学生支援機構 共通教育センター）

研究プロジェクト専門委員会分科会（H22年度）：
人文部門 内田 九州男 教授（法文学部 人文学科）
社会部門 和田 寿博
教授（法文学部 総合政策学科）
自然部門 古賀 理和
講師（教育・学生支援機構 共通教育センター）
事務担当窓口：

教育企画課教育企画チーム
2

1

２．eK4事業単位互換科目への愛媛大学の対応

３．愛媛大学における教材作成・開発

平成22年度香川・高知大学の提供科目と愛媛大学共通教育科目への読替
（1）香川大学（教養教育：特別主題「四国学」）

平成21年度 e-ラーニング教材作成・開発

科目名

単位数

愛媛大学の授業科目

四国の歴史と文化

2

共通教育-主題科目-人間と文化-歴史の多様性

地場産業から見た四国の社会

2

共通教育-主題科目-生活と制度-くらしと経済

四国の自然環境と防災

2

共通教育-主題科目-科学と現代-自然の法則

（2）高知大学（教養教育：自然分野）
科目名

単位数

流れと波の災害

2

愛媛大学の授業科目

自然
自然
自然

講師

時間

持続可能な社会づくり(ESD)

小林修

90分 X 16 ※（3回）

クラゲ大量発生と集群の謎

武岡英隆

60分※

知的植物工場における食糧生産

仁科広重、高山弘太郎

20分※+60分※
90分 X 4

自然

生命を知る

古賀理和

自然

漂流物のサイエンス

磯部篤彦

90分

自然

生物学の死生観

矢野元

120分

自然

生命とエネルギー

小野昇、横田俊昭、真鍋敬、

120分、70分、90分、30分、
60分、60分、30分

生命って、私って？

遠藤弥重太

60分

自然
自然

遺伝子とタンパク質

林秀則

自然

遺伝暗号を見てみよう

高井和幸

60分

自然

タンパク質の分析

真鍋敬

60分

自然

生体分子って何？

古賀理和

30分+60分+30分+20分

自然

有機化学

小野昇

110分+90分

自然

銀河の一生

谷口義明

90分

自然

光で見る生体分子

横田俊昭

30分+60分

自然

地球内部の運動と進化

平井壽子

90分

自然

脳と心

松田正司

110分

※「四国学」に資する教材

講義テーマ

講師

時間

福田安典

「猿飛佐助」（講談・ディスカッション）

福田安典（他）

110分

文芸

福田安典

愛媛大学図書館江島家文書展（対談）

福田安典（他）

50分

社会

和田寿博

「孫玉福」39年目の真実（対談）

城戸 幹

60分

社会

和田寿博

あの戦争から遠く離れて（対談）

城戸久枝

50分

歴史

内田九州男

四国八十八ヵ所の成立時期をめぐって

内田九州男

90分

香川大学
「四国学」
四国の歴史と文化

自然

古賀理和

環境ESD

小林修

90分

香川大学
「四国学」
四国の自然環境と防災

備考

3

4

平成22年度 e-ラーニング教材作成・開発－動画教材作成状況－「四国の知」に資する教材
講義テーマ

WGメンバー

文芸

共通教育-主題科目-科学と現代-自然の法則

受講申込み手続に際しての注意事項
（1）各科目あたりの募集人数は，１０人以内です。
（各科目とも受講申込みは先着順）
（2）受講できる科目は，１人１科目までとします。
（3）受講単位数は，各学部が定める履修登録上限単位数の外数となります。

分野

WG
部門名

平成２３年度に単位互換科目として提供可能な授業科目
授業題目

60分

5

持続可能な社会づくり（ＥＳＤ）

授業の目的

持続可能な社会づくり（ESD）につながる環境教育活動の企画に活かす
ために，地球環境問題の現状を学び，自然・社会文化・経済の視点から
持続可能な社会の具体的なイメージを考える。
一部、四国地域の現状を題材にした学習を行う。

授業の到達目標

１．現在の持続的ではない状況とその構造（仕組み）について，自然・社
会文化・経済の視点から説明できる。
２．持続可能な社会の具体的なイメージを自然・社会文化・経済の視点
２．持続可能な社会の具体的なイメ
ジを自然 社会文化 経済の視点
から説明できる。
３．持続可能な社会を構成する人種・文化・生物の多様性を理解し，説明
することができる。
４．持続不可能を可能にするために必要不可欠な教育のあり方について
説明することができる。

授業概要

今後の持続可能な社会を構築するためには，様々な事象の連関性を理
解する力が重要となる。本講義ではその力を身につけることと，問題解
決につながる最適な選択を自ら決定する能力を身につけることを目指す。

ESD（Education for Sustainable Development；持続可能な社会づくりのための教育）
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6

持続可能な社会づくり（ＥＳＤ）は、
４．eK4事業にかかわるeラーニングシステムへの愛媛大学の対応

平成１８年度に文部科学省現代ＧＰに採択（～２０年度）
事業名：「瀬戸内の山～里～海～人がつながる環境教育」

Shibbolethによる大学間連携認証

平成２１年度から学長裁量経費による支援
共通教育科目の教養コア科目 主題科目に位置付け
共通教育科目の教養コア科目・主題科目に位置付け

平成２２年度に共通教育科目の発展科目に位置付け
※発展科目とは、本学独自の資格取得を目的とする科目や全学的な副専攻
的科目として、開設された科目
本科目を含む他の所定の科目を修得した学生は、「愛媛大学環境ＥＳＤ指
導者Ⅰ種資格」または「愛媛大学環境ＥＳＤ指導者Ⅱ種資格」を取得可能。

■連携認証機関のリストを徳島大学で保持

■ユーザーは愛媛大学で認証

7

愛媛大学のeラーニングシステム（愛媛大学Moodleサービス）
http://moodle.lms.ehime‐u.ac.jp/

9
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e-‐Knowledge	
  コンソーシアム四国第４回シンポジウム	
  
「四国の知｣の集積 −四国の地域づくりを担う人材育成を目指して−	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

第３回シンポジウムにて報告 3.3.2010	

2011	
  年	
  3	
  月	
  8	
  日	

事業報告part１
e−Knowledgeコンソーシアム四国連携大学の3年間の歩み

	
高知大学の取り組み概要	

高知大学の	
  LMS	
  準備状況と	
  
利用講習会について	
  
– オンライン学習支援システムの導入	
  
– Moodle	
  の準備状況	
  
– 講習会の実施状況	
  

高知大学総合教育センター	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  大学教育創造部門	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  立川 明	

総合教育センター 立川 明	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

本年度の実施概要	

授業撮影	

• 授業撮影	
  
• 認証連携システムの準備	
  
• コンテンツの公開＆単位互換	
  

•
•
•
•
•

中国文学概論	
  
流れと波の災害	
  
高知の林業（四国学）	
  
高知の企業と伝統技術（四国学）	
  
高知の山地利用（四国学）	
  

認証連携システムの準備	
• シボレス連携準備	
  
• Moodle	
  設定等	
  
総合教育センター 立川 明	

総合教育センター 立川 明	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

コンテンツの公開＆単位互換	

アンケート実施	

• 「流れと波の災害」	
  

• e-‐Learning	
  の良い点	
  
– いつでも視聴できる	
  
– 何回でも視聴できる	
  
– 自分のライフスタイルに合わせて視聴できる	
  
– 遠方他大学の授業が視聴できる	
  

– ２名受講	
  
– 毎週ミニレポート提出	
  
– 期末レポート提出	
  

• 良くない点	
  
– 質問しづらい	
  

総合教育センター 立川 明	

総合教育センター 立川 明	
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e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

アンケート実施２	

アンケート３	
対面のオリエンテーションは必要？	
  
• 必要	
  

PDF資料を印刷，配布してほしい	
  
	
  

– 他の受講生との連帯感が感じられる	
  

コンテンツ内で拡大・提示してくれるのは良かった	
  

• 不必要	
  
– 対面オリエンテーションでは時間が決められる	
  
（e-‐Learning	
  のメリットが損なわれる）	
  

総合教育センター 立川 明	

総合教育センター 立川 明	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

e-‐Knowledgeコンソーシアム四国	

3/14 10:00 初めて授業でプレゼンを行う人のための
PowerPoint	
  超入門	
  
3/14 13:30 自習を助ける教材を創る・発信するための
PowerPoint＆Moodle	
  入門	
  
3/15 13:30 初年次科目のためのグループワーク研修	
  
3/16 ご静聴ありがとうございました。	
13:30 小グループ・ペア学習を取り入れた授業デ
ザイン	
  
tatukawa@kochi-‐u.ac.jp	
3/24 10:00 ファシリテーション研修入門	
  
3/25 	
  9:00 ファシリテーション研修	
  
hDps://olss.cc.kochi-‐u.ac.jp/create/fdcafe/index.html	
  

春季FDセミナー	
3/14 10:00 初めて授業でプレゼンを行う人のための
PowerPoint	
  超入門	
  
3/14 13:30 自習を助ける教材を創る・発信するための
PowerPoint＆Moodle	
  入門	
  
3/15 13:30 初年次科目のためのグループワーク研修	
  
3/16 13:30 小グループ・ペア学習を取り入れた授業デ
ザイン	
  
3/24 10:00 ファシリテーション研修入門	
  
3/25 9:00 ファシリテーション研修	
  
hDps://olss.cc.kochi-‐u.ac.jp/create/fdcafe/index.html	
  
総合教育センター 立川 明	

総合教育センター 立川 明	
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eK4事務局（四国大学分室）
2008.10.1～
E‐Knowledgeコンソーシアム四国
E‐Knowledgeコンソーシアム四国

四国大学
四国大学 3年間の活動報告
3年間の活動報告

四国大学内に大学連携支援事務室を組織
○システム構築
○コンテンツ制作
○連携大学との連絡調整
○連携大学
連絡調整
構成メンバー

２２２

システム担当
1名
コンテンツ制作担当 3名
事務補佐員
1名

四国大学eK4企画委員 山本耕司
四国大学eK4企画委員 山本耕司

2名
（’09）

1名
（’10）

（’08）

1

2

コンテンツの作成工程

四国大学におけるコンテンツ開発

制作者

教員
コンセプト：初年度よりできるだけ多くのコンテンツ開発を行っておくこと
※手間がかかること ※予算がかかること

打

講

せ

（１０分～３０分）

撮影準備

義

撮

影

（９０分）

編集作業
仮編集完成
チェック提出

仮編集データチェック
修正箇所指摘

目標＝次回講義
までに編集

編集ポイント連絡
スライドデータ等
素材用教材貸与

ＯＫなら・・

コ ン テ ン ツ 完 成 !

3

4

カメラ設置例

• スタジオや教室等で、別
途撮影を行う

カメラＡ
教室の中央や最後尾
などに設置し、完全固
定で撮影を行う。（無人）
カメラＢ
席や教室の隅など、
画角や教室・講義進行
との兼ね合いで位置を
決める（撮影者操作）

特徴：実際の授業に参加をして 特徴：授業進行を任意に操作可能
いる臨場感
で、復習やポイントの確認に適する
要点をわかりやすくテロップ等
で補足

• Ａ．収録型コンテンツ

わ

（
１～２週間）

奥村英樹
木村政文
フェネリーマーク
松永満佐子
新山悦子
敬称略
近藤明子

計11名

• 実際の講義を撮影・編集し、コン
テンツを制作

合

講義準備

コンテンツ開発をバックアップする体制 （2008）
コンテンツ開発班（学長指命）
生活科学部
高橋啓子
文学部
田中敏生
短期大学部
西堀尚良
看護学部
森田恭二
経営情報学部 鈴木直美

ち

Ａ

• Ｂ．演示型コンテンツ
5

6
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撮影時に注意すべきこと

マルチカメラ 画角の振り分け例

• 編集箇所・削除ポイント等のチェック

カメラＡ ＝ 中央に配置し、完全固定で全景
（ロング）画角で収録
カメラＢ ＝ 黒板・スライドや教員の抜き画
（クローズアップ）を収録
（クロ ズア プ）を収録

– 編集時に削除すべき箇所の時間帯を記録。
– 教員から削除したい箇所や編集の要望などを講義終了後にすぐ撮
影者が聞いておく段取り

• 教材等に含まれる著作権及び受講者の肖像権
の確認

（カメラＡの映像）

– 映画等使用できないコンテンツの確認
– 教科書や資料などで権利者と協議する必要があるものの把握
– 受講生が映る場合（実習など）の肖像権の確認

（カメラＢの映像）
7

8

• 編集後は担当教員がチェックし，修正箇所があれば
その旨を制作担当者に伝える

コンテンツ編集
• 収録した素材をもとに編集を行うときの方法

編集例①

チェックすべき項目例

収録（映像＋音声）＋テ
ロップ
プ

テロップは適切か？
（誤字・脱字の有無、強調箇所の確認）

削除すべき箇所はないか？
（著作権・肖像権に抵触する箇所など）

編集例②
収録（映像＋音声）＋
テロップ＋スライド

＊編集者は、講義内容を十分理解し、編集の際に間違った表現や解釈
をしないよう心がける

講義の方法・教材の種類などによる最適な
編集方法の決定

必要に応じて再編集・追加撮影を行い、より完成度が高いコ
ンテンツとなるように作りこみを行う
9

10

開発したコンテンツ １／２

開発したコンテンツ

2008年（平成20年度）
情報ビジネス総論
知的財産管理法
ソフトウェア基礎論II
プレゼンテーション概論
四国いやしの道

村井 礼
村井 礼
村井 礼
森本みどり
田中省造（他）

9回分
12回分
11回分
11回分
15回分

後期
後期
後期
後期
後期

2009年（平成21年度）
国語科概論
ソフトウェア基礎論Ⅰ
ソ
ウ ア基礎論
ことば・文化・人間
情報通信論Ⅰ
教育指導法（国語）
国語教育
実践知的財産管理論

世羅博昭
山本耕司
亀石二三（他）
細川康輝
世羅博昭
世羅博昭
村井 礼

14回分
11回分
回分
13回分
13回分
15回分
15回分
12回分

前期
前期
前期
前期
後期
後期
後期

2010年（平成22年度）
保健学概論
鑑賞
万葉集
メディア情報学概論
情報ビジネス総論
実践知的財産管理論

棟方 百熊
富久 和代
田中 省造
山本 耕司（他）
村井 礼
村井 礼

2回分
1回分
1回分
12回分
14回分
10回分

前期
前期
前期
前期
後期
後期

２／２

2010年（平成22年度）
コンピュータアーキテクチャ－Ⅱ
経営科学（OR）Ⅱ

２）補助教材
①母性看護方法論 2年
②小児看護方法論 2年
③映像編集ソフト利用法

11

吉田 肇
竹内 博

１５回分
１５回分

後期
後期

（沐浴，新生児の観察）
高橋順子・牛越幸子・齋藤啓子
（入院時のバイタルサインの測定とフィジカ
ルとアセスメントの実施）
小川佳代
（EDIUSを活用した映像の編集技術）
映像メディア関係科目担当者

12
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• Moodleを使った講義動画の配信


動画コンテンツのRTMPによるストリーミング配信
クライアントにキャッシュを残さない
コンテンツ

キャッシュ
コンテンツ再生

サーバ



クライアント

ドメイン認証による動画コンテンツの保護
四国大学Moodleからのアクセスに限定して動画再生

四国大学
Moodle

13

専用ストリーミングサーバから動画配信
Moodleサーバ

動画
コンテンツ

小テスト・レッスン

クライアント
毎週実施

採点の
自動化

（何度でも受験可能）

②動画コンテンツページ表示
②動画コンテンツ
ジ表示

③動画コンテンツ再生
（ドメイン認証）

認証
OK
認証
NG

14

• 学生の学習における理解の助け

①動画コンテンツページアクセス

FlashMedia
サーバ

他サイト

メリット
○キャッシュが残らない
○直接リンクされない

学生

自分自身の評定

④‐1 FLVファイルRTMP配信開始
④‐2 FLVファイルRTMP配信中止

直ぐに結果の
確認が可能

コンテンツ保護
15

16

教員用・学生用マニュアルの作成
2010年3月eK4シンポジウムにて配布

• 学生参加型の授業作り
①毎週異なる活動提示
・フォーラム討議
・用語集作成
・ワークショップ実施
教員
②活動を参加者全員で評価
③教
③教員は方向性を間違わないよう舵取り
向性
舵

操作マニュアル（教員用）

操作マニュアル（学生用）

学生

学生

学生

学生

学生

17

18
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その他の取り組み

eK4大学間における単位互換実績

2009.2.26

インストラクショナルデザイン入門セミナー開催 （連携校へライブ配信）
講師：独立行政法人メディア教育開発センター 内田 実 特定特任教授
場所：四国大学情報メディア館１F

2009.3.27

授業のコンテンツ化実施報告会 「講義コンテンツ制作の現場から」を開催
報告者：四国大学経営情報学部准教授 村井 礼
四国大学コンテンツ制作係
場所：四国大学情報メディア館３F

2010 2 25
2010.2.25

「授業のe‐Learning化・遠隔講義等の実施説明会」
「授業のe
Learning化・遠隔講義等の実施説明会」
場所：四国大学中央棟３F

平成22年度 前期・後期
開講期

科目名

提供大学

担当者

受講
生

【’08】

22 − 前期

コンピュータと教育

香川大学

林 敏浩

7

22 − 前期

歴史学H

香川大学

鈴木正信

4

22 − 後期

四国の歴史と文化

香川大学

田中健二・
鈴木正信

10

2010.3.1

22 − 後期

地場産業から見た四国の社会

香川大学

室井研二・
武重雅文・
鈴木正信

e‐Knowledgeコンソーシアム四国 第3回シンポジウム
事業報告会「eラーニングコンテンツ開発について」を発表

8

2010.6.22

学内LMS利用講習会開催

2010.8.27

教員免許状更新講習「LMS（Moodle）を利用した学習支援方法」を開催
場所：四国大学情報メディア館３F 対象：徳島県内高等学校教員

2011.2.17
〜2.22

徳島県デジタルコンテンツ人材育成事業
Moodle上のコンテンツ「映像編集ソフトの使用法」利用
美馬商業高校及び生徒自宅等から遠隔利用 Moodle個人認証で学習履歴管理 20

19

E‐Knowledgeコンソーシアム四国

四国大学 3年間の活動報告
終
E‐Knowledgeコンソーシアム四国

eK4に関係する皆様には3年間お世話になり、
ありがとうございました。
四国大学 山本耕司

21
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【’09】

【’10】

Company Logo

Company

本日の発表

Logo




e-Knowledgeコンソーシアム四国
事業報告



教育支援環境の整備
学内における制度面での整備
コンテンツの開発と利用
本学にとってのek4～まとめ

Company Logo

Company Logo

ICTを利用した教育支援環境の整備 (1/2)


ICTを利用した教育支援環境の整備 (2/2)

テレビ会議システムの設置と運用



– 徳島・香川両キャンパスと
ek4参加大学を結ぶ ～「すごく便利」
– 教室前方と教室後方上の両方にカメラ設置
講師側と受講側の両方になれるよう対応

eラーニングサーバの設置と運用
– Moodle（LMS）
＆DarwinStreamingServer（動画配信）
– 認証基盤の整備



Shibbolethと、それを支えるLDAP整備
学内の他の共同利用環境にも拡がる

Company Logo

Company Logo

学内における制度面での整備


コンテンツの開発と利用 (1/5)

全学カリキュラム委員会と教務事務



– ek4以前の単位互換は一部の学部に限定
– 平成22年度「四国学」の実施
– 全学カリキュラム委員会において
「四国学」が認知され、カリキュラム化
どの学部の学生も履修出来るように

ek4共同開発「四国学」への提供
– 「地場産業から見た四国の社会」
本学大学院総合政策研究科・八幡教授が
四国4県知事インタビュー、
経済人・行政関係者インタビューなど交え
講義を提供
– 「四国の自然環境と防災」
本学文学部・古田教授が
四国の河川環境とくらし・防災について
講義を提供
– いずれも膨大な素材撮影と編集

– 「eラーニングに詳しい教員」の実施ではなく
事務組織による運営・実施体制が整った

59

Company Logo

Company Logo

コンテンツの開発と利用 (2/5)


コンテンツの開発と利用 (3/5)

本学独自科目の開発と提供



– 「地方政府論

本学独自科目の開発と提供
– 「情報社会論」
本学総合政策学部・松村教授

（四国の政治・行政・経済の歴史とこれから）」

本学大学院総合政策研究科・八幡教授

Company Logo

Company Logo

コンテンツの開発と利用 (4/5)


コンテンツの開発と利用 (5/5)

本学独自科目の開発と提供



– 「地域経済・産業分析演習Ⅰ」
本学総合政策学部長・中村教授





Company Logo

本学にとってのek4～まとめ







システム面と制度面で
本格的な大学間連携の基盤が整備された
学内で認知された
次のステップへ
～「四国学」に限らず、
さらなる授業共同開発・単位互換で
各大学の魅力Upを
ご協力いただきました学内・学外の関係者の皆様に
心より感謝を申し上げます

60

平成23年度からは「四国学」履修者が
さらに増えると見込まれる
本学独自提供科目については
今後他大学からの利用拡大に期待
コンテンツ作成は大仕事。
内容に応じて撮り方・作り方・見せ方を
それぞれ設定する必要がある
～人手とスキルは必要！

高知工科大学
公設民営の大学として，１９９７年に開学







１９９９年に大学院設置（博士前期課程・博士後期課程）
２００８年にマネジメント学部開設／後半からeK4スタート
２００９年に公立大学法人化・工学部の改編




e-Knowledgeコンソーシアム四国

工学系の単科大学（５学科）
スローガン：教育・研究・地域貢献
人文・社会科学系科目は，ほとんど放送大学を利用



高知工科大学の３年間の事業報告



１学部＋３学群構成



今まで以上に地域への貢献が求められるようになった


e-Knowledgeコンソーシアム四国企画委員

妻鳥 貴彦（高知工科大学 情報学群）

マネジメント学部，システム工学群・環境理工学群・情報学群

2

３年間のあゆみ

高知工科大学のeK4実施体制

１年目（体制作り）





eK4 事業報告会 2011/3/8

全体統括



役割分担



２年目（実践を通してのノウハウの蓄積）









教育著作権セミナーの実施
遠隔講義の実施
遠隔講義教室の設計












3







e-Learningによる講義が確実に実施できるか
教務側の手順確認





大野 倫睦（教務部長）
（派遣職員）
eK4 事業報告会 2011/3/8

セミナーの実施や遠隔講義の実践を通じて
ネットワークの問題





本学だけネットワークに問題があった（遅い，落ちる）



2009年9月14日
学内外から約20名が参加（鳴門教育大学に
も配信して，双方向で質疑応答も実施）







現在 本学も学術ネットワークに接続する方向で検討中
現在，本学も学術ネットワークに接続する方向で検討中



ハウリング，音声が来ない・行かない



講義をコンテンツ化する際のノイズ




eK4 事業報告会 2011/3/8

6
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四国の他大学は学術ネットワーク（SINET）に接続
本学は業者のネットワークに接続
SINETとの接続でボトルネックが発生？

機器の設置・操作（誰でも簡単に利用できる）の問題
特に音響面に配慮する必要がある



5

eK4広報委員，システム専門委員

4

放送大学ICT活用・遠隔教育センターの
尾崎史郎教授をお迎えして「教育著作権
セミナー ～大学等におけるICT活用教育
と著作権～」を実施


福冨 英次（情報学群助手）


eK4 事業報告会 2011/3/8

eK4企画委員，教育専門委員，システム専門委員

教務・事務担当



教育著作権セミナーの実施


妻鳥 貴彦，吉田 真一（情報学群講師）

LMSやSSO基盤の構築・管理，実施補助，広報担当



遠隔講義教室の完成
遠隔講義の実施
LMS（moodle）の構築，SSO（Single Sign-On）基盤の構築
単位互換協定に基づく四国学の受講

eK4運営委員，教育専門委員，研究プロジェクト専門委員，等

設備・システムの設計，実施担当



３年目（本格実施に向けて）



坂本 明雄（情報学群教授，教育本部長）

質疑等でリアルタイムで双方向のやり取りをする場合の工夫が必要
コストをかけずに収録するための工夫
eK4 事業報告会 2011/3/8

（高精細）遠隔講義室

7

（高精細）遠隔講義室

eK4 事業報告会 2011/3/8

8

（高精細）遠隔講義室

9

（高精細）遠隔講義室

eK4 事業報告会 2011/3/8

10

（高精細）遠隔講義室

11

eK4 事業報告会 2011/3/8

eK4 事業報告会 2011/3/8

遠隔講義の実施・コンテンツ化

eK4 事業報告会 2011/3/8

12
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eK4 事業報告会 2011/3/8

遠隔講義の実施・コンテンツ化

13

遠隔講義の実施・コンテンツ化

eK4 事業報告会 2011/3/8

14

eK4 事業報告会 2011/3/8

eK4科目（e-Learning）の実施

遠隔講義の実施・コンテンツ化



「四国の歴史と文化」（香川大学）
１回目のオリエンテーション
（遠隔講義：同期型）

２回目以降は，学生の都合の
いい場所・時間で講義を受講
（e-Learning：非同期型）
15

eK4 事業報告会 2011/3/8

16

高知工科大学での３年間の実績






本学の課題



施設・設備の利活用マニュアルの作成
インセンティブやコストに関わるエトセトラ


実践による知見を反映



講義コンテンツの作成






「人工知能基礎」，「パターン認識・理解」，「知的CAI」等
コンテンツ作成に関わるコスト（手間暇）の確認






実践を通じてのノウハウの蓄積
遠隔講義室の設計

高精細遠隔講義室の整備




今後の課題

遠隔講義やセミナーの実践


eK4 事業報告会 2011/3/8





Teaching Assistantの一環として実施可能，講義時間×２～３



17

ｅＫ４に対して本学の課題


ｅＫ４提供科目の受講



SSOによる認証基盤の構築，LMSの構築，コンテンツの蓄積
単位互換協定に基づく単位認定（手順，タイミング，コスト）

「四国学」のカリキュラムにどう貢献していくか
本学からの科目提供


eK4 事業報告会 2011/3/8

18

63

コンテンツ作成にかかるコスト
教職員に対するインセンティブ（教員評価とどうリンクさせるか）
（機器やサ バ等の）維持・管理にかかるコスト
（機器やサーバ等の）維持・管理にかかるコスト
（コンテンツ作成や維持・管理に関する）ノウハウの継承

工学系・マネジメント系科目

eK4 事業報告会 2011/3/8

パネル討論

「四国の歴史と文化」第 6 回～第 10 回「都へ上る、讃岐へ下る」を担当して
香川大学教育学部教授 田中健二
１．コンテンツについて
平成 22 年度 香川大学全学共通科目 共通科目「歴史学 B」の第 2 回～第 6 回「都へ上る、讃岐へ下る」を撮影・編集した。
前年度は、同じく「歴史学 B」の第 7 回～第 9 回「源義経と屋島合戦」を撮影・編集した。ちなみに第 10 回～第 12 回は「細川政元と
永正の錯乱」、第 13 回～第 14 回は「長曽我部元親と讃岐平定」である。

２．授業概要
鎌倉時代前期に讃岐国に流された高野山の僧侶道範は紀行文「南海流浪記」、室町時代後期の兵庫津（神戸港の前身）に設けら
れた関所の関税台帳である「兵庫北関入船納帳」、戦国時代の永禄年間、備中国新見庄より京都・東寺へ年貢を運んだ使者の旅費
報告書などを用いて、古代・中世においての都と中・四国地域との関係を人の行き来や物資の運送の観点から講義を行う。
講義を通じて、第一に受講生に知ってほしいことは、当時の瀬戸内海沿岸地域が瀬戸内海と淀川水系を利用した水上交通により京
都・大阪・奈良とダイレクトに結びついていたことである。
具体的には、京都より出発した僧道範は淀川を下って現在の尼崎に向かい、以下、明石海峡、淡路島東部と航海して、鳴門海峡を
渡り、四国へ至っている。また、中国地方の山間部に位置する備中国新見庄から出発した使者は高梁川の水上交通を利用して倉敷
市に下り、丸亀市塩飽島で瀬戸内海を大阪湾に向かう船に乗り換え、淀川を遡って都へ着いている。
その第二は、河川の水上交通と瀬戸内海の海上交通、また、陸上交通と海上交通との結節点の存在である。
たとえば、倉敷市連島地区は、高梁川と瀬戸内海の水上交通の結び目として繁栄していた。それは淀川の支流神崎川の河口に位
置する神崎津（尼崎市）も同様である。四国東部においての陸上交通と海上交通との結節点としては、讃岐国東端に位置する引田お
よび鳴門海峡近くの撫養・木津（いずれも鳴門市）が注目される。これらの港においては、瀬戸内海の海上交通が、古代・中世におい
ての幹線道路であった南海道と結びついていた。
阿波国勝浦（小松島市）に上陸した源義経は、阿讃山脈を大坂で越えて引田で休息し、西進して讃岐屋島に拠る平家を攻撃した。
また、長曽我部元親の讃岐侵攻の過程で、引田において羽柴秀吉の部将仙石秀久との合戦が起こっている。これらの出来事は、当
時の交通路と密接な関係を持っているのである。

３．資料
テキストとして「鎌倉時代の流人の日記「南海流浪記」に見る讃岐の姿」、田中「「中世の讃岐（３）－海の道・陸の道－」「香川県立文
書館紀要」第３号 香川県立文書館 1999」などのプリントを配布したしたほか、景観写真、地図などを用いた。

４．今後の課題
規模の大きな教室で各種の配布物を用いての授業を撮影したため、e－ラーニング教材としての編集に多大の時間と労力が必要と
なった。この点、編集に携わられた方々に感謝している。現在、次年度向けに資料、写真、地図に手を加えて、e－ラーニングでの受
講者にとってより利活用しやすいものになるよう努めている。
参考のため使用した写真の一部および新たに作成した地図を添付する。
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※香川県埋蔵文化財センター『いにしえの讃岐』№51 より
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Section 1

コンテンツの内容と特徴、実施のまとめ
初回の授業の際に、e-learningの魅力や、テ
レビ番組との違い等について、学生に試論
してみました。以下紹介します。

 充実したコンテンツで、「遊びに来た友だちに、四

 どこでも自分の時間に合わせて受講できる

国の自然環境の特徴をしっかり説明する」力が身
につく


 気になるシーンを選んで行き来できる
 映像・動画資料を利用したコンテンツ群

多様な切り口、多くの気づきがあることでしょう



四国の河川・瀬戸内の生産性論や景観論
災害論・四国の地質学的歴史的なり立ち・・・

膨大な情報量、学べる内容はテレビの比ではない
 多様な映像資料、手元で見られる
 科学的な正確さ、新しさ


 ネット配信という新しい形態の可能性を探究する

実験のはじまりです


moodle空間もうまく使って、みんなの参加で可能性を
広げていきましょう

 テレビ番組

 コンテンツの作成の方法論について

特に視聴者側の「見よう」とする意志がなくてもコンテ
ンツが心地よく入ってくるように工夫されている
 コンテンツはわかりやすく解釈できるように、また、必
要十分な情報に絞って提供される






 遠隔講義



何らかの目的意識を持った受講者の持つ、「見よう」と
する意志を前提とする
 コンテンツには関連する多くの情報が込められている





パワーポイント的アプリケーションの利用により、ある
程度統一的なインターフェースを持ったコンテンツの
作成が可能となりつつある

音声や画像の収録技術については、まだ改善の余地
がある


テレビ番組よりもむしろ多義性を残している
講師の話そのものを大きく超えた学習が可能
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わかりやすい編集作業でじゅうぶん「見せる」コンテンツを
作ることができるようになった（といっても大変ですが）

コンテンツによる音量の違いや明瞭さの違い、マイクの感
度調整の不備があること、パワーポイントではないタイプの
講義の映像化の困難
しかし、私の印象では、これらを補ってあまりあるコンテンツ
の魅力を感じた

 ほぼ最後まで継続して受講した
 香川大学以外への広がりが少ないのは残念

Section 2

大学

学部

受講者

無欠席

香川大学

経済学部

4

3

88.5%

医学部

1

1

100.0%

教育学部

1

1

100.0%

工学部

6

2

93.6%

徳島大学

1

0

84.6%

愛媛大学

1

0

高知大学

(2)

合計・平均

14

受講生の数・出席状況など

 特に強い印象を与えた教材




87.9%

音声の乱れへの苦情は今後への教訓にする
課題提出確認できるよう、moodleの全面活用を

 充実したコンテンツ

いつでもどこでも学べる・繰り返し聞ける
 防災について興味が出てきた
 興味深い内容が多かった




講義の内容で学生の興味を惹くことができた



学生の評価





 ネガティブな声
ガ
ブな声

ご協力に心より感謝いたします
積極的で素直な反応・ほぼ継続的に授業に参加してくれた

 課題が明確になった

雑音・音声の大きさへの苦情が多い
受講を忘れそうになる
 メール提出だと課題を提出したかどうかわからず不安








音声の問題は特に注意を要する
moodle利用の利点を活かす


 今後への要望や提案


7

1
4
1
1
1
1
1
1
4

 ポジティブな声



30.8%
聴講のみ

 課題のありか

島々の魅力を具体的に紹介した「瀬戸内の島々」へ
の強い印象をあげた学生が多い
 「持続可能な社会づくり」


3．印象に残った教材
ため池の歴史
瀬戸内の島々
東南海・南海地震対策
防災マップの作成
二番町防災マップ作成について
吉野川のなりたちと四国山地の生い立ち
四国の大地のなりたちから学ぶ自然災害
四国の河川環境と暮らし・防災
持続可能な社会づくりのための環境教育

出席率



語学や資格の授業に有効
他大学の教員の授業をもっと聞いてみたい
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学生間の交流などに、LMSの機能を活用する
課題提出が確認できるようにする上でも重要

具体的な問題点
1. 音声や画面上の文字の大きさ
布資料
2. 配布資料
3. レポート提出の確認
4. レーザーポインター
5. 撮影・編集技術


1．困った点改善してほしい点
17

音声
資料
35

2

提出確認
板書

7

再生での問題
3

データの重さ
9

その他
13

四国学3部門学生アンケートより

1. 地域との関連付け
2. 学生との連携
般 開
3. 一般公開
4. 学生のニーズ
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1. 地域との関連付け
2. 学生との連携
般 開
3. 一般公開
4. 学生のニーズ

2．今後受講したいか
10

4.取り入れてほしいeラーニング科目

3

1

1

3

24
1．是非受講したい

資格

3 3

語学
29

9

教養
他大学の講義

2．機会があれば受講したい

22

必修科目
14

3．どちらともいえない

主題
板書の多い講義

4．あま り受講したくな い

他の学部の講義

5．受講したくない
21
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四国学3部門学生アンケートより

26

すべて
様々な分野
四国学3部門学生アンケートより
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