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＜参考＞ 

 

 

平成２７年度総長室事業推進経費によるプロジェクト研究 

 

平成２７年度総長室事業推進経費「教育プログラムの開発研究」による，全学教育，学部

教育及び大学院教育の改善等にかかる支援として，プロジェクト研究を下記により募集し、

実施した。 

 

記 

 

・募集期間  平成２７年５月７日～平成２７年６月８日 

 

・申請対象    

以下の研究分野を内容とし，教育改革に資するプロジェクト研究。 

① グローバル化に対応したプログラム及びＩＣＴを活用したプログラム。（反転授

業やアクティブラーニング授業，双方向遠隔授業，英語で実施される授業等を取り

入れた取り組み及びその開発に関わるもの。） 

② 全学的な教育の質的向上に資するもの。（研究組織は本学の複数の研究者で構成

されていること。単独学部・研究科等の教育プログラムは対象外とする。また，Ｆ

Ｄに関する企画を対象に含める。） 

③ キャリア形成支援教育，国際交流科目関連授業等の教育プログラム開発と教育・

入試改革の試行等にかかるもの。 

 

・応募件数  ２５件 

 

・採択件数  １２件 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 

 

超短期受入教育プログラムによる海外協定校との 

持続発展的関係構築に関する調査研究 

 

研 究 代 表 者 妙木 忍 部局等名 国際本部 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

グローバル化が進む今日、日本の大学は国際社会の変化にそった柔軟な対応を求められている。

本学もまたその例外ではない。今後は、グローバル化に対応したプログラムの企画や実施がます

ます重要になってくる。その実現のためには、送り出す側と受け入れる側の相互のニーズを的確

に汲み取る制度を組み立て、その幅を広げる必要がある。本プロジェクトは、学生を受け入れる

教育プログラムに関するモデルケース（2015 年 8 月実施）を検証した上で、海外協定校との持

続発展的関係構築を模索するとともに、よりよい制度設計のための提案をおこなうものである。 

 

本プロジェクトの柱は以下の通りである。 

(1)2015 年度に実施した超短期受入教育プログラムをモデルケースをとして検証すること。 

(2)海外協定校との持続的かつ発展的関係を構築すること。 

(3)海外協定校と本学双方のニーズに応える制度を検討すること。 

 

研究組織と専門分野、研究の役割分担は下記の通りである。 

研究代表者 

妙木忍（国際本部グローバル教育推進センター（旧留学生センター）特任助教・社会学） 

台湾協定校との学術交流教育プログラムの検証および調査研究のとりまとめ 

共同研究者 

山村高淑（観光学高等研究センター教授・観光学） 

日台教育交流のためのコンテンツツーリズム教育プログラム開発に関する基礎調査 

共同研究者 

山崎幸治（アイヌ・先住民族研究センター准教授・文化人類学） 

台湾および日本における先住民族（原住民族）に関する教育実践に関する調査研究 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

・2015 年 8 月 12 日から 26 日に実施された「北海道ヘリテージ体験演習―北海道文化の過去・

現在・未来を現場で考える」をモデルケースとして検証した。 

・参加学生に対するアンケート調査を実施して分析し、プログラム実施関係者の声を集めた。 

・2015 年 11 月 9日には研究組織の 3名で国立台湾大学を訪問し、プログラム終了後のニーズ調

査をおこなった。国立台湾大学日本語文学系教授兼主任の范淑文先生に、送り出した側としての

インタビューをおこなった。また、参加した 3名の学生に会い、事後インタビューをおこなった。 

・2015 年 11 月 10 日には研究組織の 3 名で国立政治大学を訪問し、今後の両大学の学術交流に

ついての意見交換をした。夏休みのプログラムのニーズが高いことがわかった。 

・以上のプロジェクト研究の成果については、2016 年 2月に刊行した報告書に詳述している。 
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プロジェクト研究の具体的な成果                       
 

・2016 年 2 月、平成 27 年度北海道大学総長室事業推進経費プロジェクト研究 研究成果報告書

を刊行した。目次は下記を参照。また、研究成果報告書を本研究実績報告書に添えて提出する。 

第 1章 本研究の概要／第 2章「北海道ヘリテージ体験演習」実施概要／第 3章 アンケート結

果／第 4 章 学生レポート／第 5 章 本プログラム実施関係者の声／第 6 章 本プログラム

終了後のニーズ調査／第 7 章 おわりに／第 8 章「北海道ヘリテージ体験演習」写真／巻末資料 

 

今後の展開                                 
 

・海外協定校と本学双方のニーズに応える制度を検討することは、本プロジェクトの主要な研究

テーマの一つだった。夏のプログラムのニーズは高く、今後は受入と派遣の両方で交流する機会

が増えると考えられる。今回は受入教育プログラムについて特に検証を進めてきたが、本学でも

受入のための柔軟な制度を整えることが必要になってくるだろう。単位化の論点も、今後ますま

す重要になると思われる。なお、受入と派遣における単位化を可能にするためには、当該学生の

所属大学と受け入れる大学の双方が、事前に授業内容や授業時間数について十分に検討・協議を

しておくことが大切になってくる。また、お互いの大学のアカデミック・カレンダーを把握し、

時期について検討することも必要となる。以上の通り、夏のプログラムを可能にする制度の整備

と単位化の論点がポイントになると思われる。本プロジェクトにより刊行された研究成果報告書

には、今回本学で実施した記録やノウハウが蓄積されており、今後の実践に役立つと思われる。 

・今回は国立台湾大学と国立政治大学を対象にして研究を進めてきたが、今後ほかの地域での研

究も進めることにより、大学の国際化に関する課題がより明らかにできると考えられる。 

 

参考資料として提出する報告書： 

平成 27 年度北海道大学総長室事業推進経費プロジェクト研究 研究成果報告書（2016 年 2 月刊） 

※本研究成果報告書は北海道大学附属図書館にも所蔵されている。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 
研究者の専門職倫理としての研究倫理の教育コンテンツ開発と、 

ＩＣＴを活用した発信型オープン教材（日本語版・英語版）作成 

研 究 代 表 者 眞嶋 俊造 部局等名 文学研究科 

 
プロジェクト研究の概要                           
 
「研究者の専門職倫理教育としての研究倫理の教育コンテンツ開発」： 

①研究倫理を研究者の専門職倫理と捉え、②研究倫理教育を研究に携わる者に対する専門職

倫理教育として位置づけた上で、③試行と実装を通して日本語版と英語版の教育コンテンツの

開発と拡充を行う。 

 
「ICT を活用した発信型オープン教材（日本語版・英語版）作成」： 

①開発した研究倫理教育コンテンツを授業映像としてデジタルコンテンツ化し、②そのコン

テンツを教育モジュール化できるよう整備し、③遠隔授業や反転授業で使用可能なコンテンツ

を収めた CD-R を作成し頒布すると共に、ELMS やオープンエデュケーションセンターのコンテ

ンツコレクション化を通し、各教員や学生への供給ルートとして活用し、学内に広く発信する

ためのオープン教材を作成する。 

 

【特色】 
本研究の特色は、研究者の専門職倫理という視点から研究倫理を捉え、汎用性が高く、質が

保証された研究倫理教育コンテンツを開発し、「北大型ユニバーサルモデル」としてのオープ

ン教材の作成と拡充、さらに改善を行うことにある。 

 
【意義】 
  本研究の意義は、網羅的かつ包括的で汎用性の高い、質が保証された研究倫理の教育コンテ

ンツを開発し、全学的に利用可能なオープン教材として提供することにある。 

 特に、英語版の研究倫理の教育コンテンツの開発とオープン教材は、平成 25 年度より開校

した「新渡戸カレッジ」、平成 26 年度より開講された「現代日本学プログラム」、また「Hokkaido 

Summer Institute」、本年度より開校された「新渡戸スクール」、道内国立大学連携事業の一環

である入学前教育プログラム、そして「物質科学フロンティアを開拓する Ambitious リーダー

育成プログラム（ALP）」等に代表される英語を用いる教育プログラムに活用できるものとなっ

ており、本学のグローバル化の流れに即している。また、北大近未来戦略 150 の中でも多様な

国や地域から優秀な留学生を積極的に受け入れる方針が示されているが、多様な文化的・社会

的背景を持った留学生が研究倫理について必要最低限の認識を共有することが求められてい

る。それに対応する教材作成が本プロジェクト研究の目的である。 

 

プロジェクト研究の実績                           
 

  本研究は、平成 26 年度総長室事業推進経費プロジェクト研究「研究者の専門職倫理としての

研究倫理の教育コンテンツ開発と、ICT を活用した発信型オープン教材（日本語版・英語版）作

成」で得られた研究成果を基盤とし、それをさらに拡大発展させることを目指した。前年度の研

究で得ることができた成果の一部を利用しつつ、全学的に使用可能な、院生および学部生に対す

る、4学期制クォーター科目に対応した研究倫理教育のオープン教材の作成と拡充、さらに改善

を行った。 
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  日本語版の教材のプロトタイプは、本年度において、学内では全学教育科目「応用倫理学入門」

（道内国立大学教養教育連携科目）（1学期）、ALP（2 学期）、大学院共通授業科目「専門職倫理」

（2学期）、学外では金沢工業大学の学部 2年生向けの授業（1学期）で実装された。 

  英語版の教材のプロトタイプは、本年度において、国際交流科目「Introduction to Applied 

Ethics」（2学期）、本学が中心となって進めている国立大学改革強化推進事業「北海道内国立大

学の機能強化について ～北大を拠点とする連携体制の構築～ 学部・大学院入学前留学生教育

の充実による国際化の推進」事業の一環として計画されている入学前準備教育プログラム（平成

27 年 9 月）といった、英語による教育プログラムの一部として利用された実績がある。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       
 

(1) 「研究倫理の教育コンテンツ開発」：専門職倫理としての研究倫理の教育コンテンツを開発

するにあたっては、応用倫理学、専門職倫理、研究倫理を専門とする研究代表者が研究者の専

門職倫理としての研究倫理を基礎づけることに先導的な役割を果たした。各部局に所属する教

員である研究分担者はカウンターパートとして協働し、それぞれの研究領域における教育コン

テンツへのニーズの抽出と割り出しを行った。また、研究分担者は、教材へのフィードバック

を寄せるとともに、各領域における需要に照らし合わせたコンテンツの比較検討ならびに調整

を行うというアドバイザー的な役割を果たした。こうした協働作業により、汎用性を担保し、

部局横断レベル、さらに全学レベルでの使用に耐えうる教育コンテンツの開発を図った。 

 

(2) 「国内外研究者との研究交流」：本研究に国内のみならず国際的な通用性と競争力を持たせ

るべく、研究代表者が中心となって、教材開発と教材の教育効果検証のためにシンポジウムや

ワークショップを開催した。それらの研究交流を通してフィードバックを受けることにより、

教材の更なる改善と拡充を行った。具体的なシンポジウム・ワークショップは以下の通りであ

る。 

 

① 「研究倫理教育教材の汎用性の検討」（眞嶋俊造）、ワークショップ「研究倫理教育におけ   

る反転授業向け教材の有効性の検証」（兼オーガナイザ）（応用哲学会第 7 回年次研究大会、

2014 年 4 月 25 日、東北大学）。南山大学准教授の奥田太郎博士や金沢工業大学准教授の金

光秀和博士の協力を仰ぎ、本研究で作成中であった教材のプロトタイプについて教育効果と

有効性の検証を行った。 

 

② 「人文・社会科学のための研究倫理シンポジウム：研究公正と研究倫理を問い直す―理念・

制度・教育―」（2015 年 10 月 10 日、上智大学）（主催：科学研究費基盤研究(B)「『新しい』

専門職の職業倫理：理論と実践の架橋を目指す領域横断型研究」（研究代表者：眞嶋俊造））。

『人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック』（眞嶋俊造、奥田太郎、河野哲也（共編

著）、慶應義塾大学出版会、2015 年 10 月）の刊行を期に、人文・社会科学分野を中心とし

つつも全ての学問領域に共通する研究倫理の様々なイシューについて議論を行った。 

 

③ 「International Workshop on Research Ethics: ‘Teaching Research Ethics’」（2015

年 11 月 7 日、北海道大学）（主催：本学文学研究科応用倫理研究教育センター）。大学間協

定校であるロシア・サンクトペテルブルグ国立大学並びにルーマニア・ブカレスト大学より

研究者を招聘し、日・露・ルーマニアの三カ国における研究倫理教育の現状と課題について

議論を行った。 

 

(3) 「教材の実装、有効性の検証、改善」：開発した教材を授業に実装し、有効性を検証すると

共にフィードバックを踏まえて更なる改善と拡充を行った。 

  日本語版のプロトタイプは、本年度 1 学期全学教育科目「応用倫理学入門」（道内国立大学

教養教育連携科目）、2学期文学部専門科目「Introduction to Applied Ethics」（国際交流科

目として開講、HUSTEP・現代日本学プログラムとの合同授業）、ALP、国立大学改革強化推進事

業の一環としての留学生入学前準備教育にて実装し、有効性を検証すると共に更なる改善・拡

充を行った。 
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  また、英語版のプロトタイプは、本年度において、国際交流科目「Introduction to Applied 

Ethics」（2学期）、本学が中心となって進めている国立大学改革強化推進事業「北海道内国立

大学の機能強化について ～北大を拠点とする連携体制の構築～ 学部・大学院入学前留学生

教育の充実による国際化の推進」事業の一環として計画されている入学前準備教育プログラム

（平成 27年 9月）にて実装し、有効性を検証すると共に更なる改善・拡充を行った。 

 

(4) 「ICT を活用した発信型オープン教材の作成とその発信」：上記の活動から得られた知見と

フィードバックを生かして作成した教育コンテンツを基に、オープンエデュケーションセンタ

ーに所属する教員とスタッフの協力を仰いで授業映像をデジタルコンテンツ化し、そのコンテ

ンツを遠隔授業や反転授業で使用可能なようにモジュール化した。また、ELMS やオープンエ

デュケーションセンターのコンテンツコレクション化に対応することで、学内に広く発信する

ことが可能なオープン教材を作成した。 

  この教材は、「研究成果報告書」（別添資料）に収録されている。教材は、報告書の中におい

て、パワーポイントスライドと解説が紙媒体として、授業映像と事例集が付録の DVD に収録さ

れている。また、本教材が 4学期クォーター科目 1単位分（90 分授業×8回）に対応できるよ

う、教材の使い方、ICT 活用・反転授業を前提としたシラバス案と授業の進め方の例を収録し

た。 

 

今後の展開                                 
 

 本研究の成果は、研究者の専門職倫理としての研究倫理の教育コンテンツを開発し、ICT を活

用した発信型オープン教材（日本語版・英語版）を作成したことである。このコンテンツと教材

はユニバーサルモデルのプロトタイプであり、誰もが自由に使える「リナックス」的である点に

その特長がある。今後の展望としては、日本語版コンテンツならびに英語版コンテンツの実装と、

さらなる拡充と普及にある。 

 

具体的には、以下の 3点である。 

(1) コンテンツの授業等への実装  

(2) コンテンツのバージョンアップ 

(3) コンテンツの普及 

 

上記 3点の内容は、以下の通りである。 

(1) コンテンツの授業等への実装は、平成28年度において、「Hokkaido Summer Institute 2016」

の授業（大学院共通授業科目としても開講）「Research Ethics」において行うことが予定さ

れている。また、コンテンツの一部または全部は、必要に応じて国際交流科目「Ethics, 

Killing and Violence」（1 学期開講予定）並びに「Introduction to Applied Ethics」（2

学期開講予定）においても実装を行う予定である。さらに、新渡戸スクール「Ⅱ－グローバ

ル課題科目」、ALP、国立大学改革強化推進事業の一環としての留学生入学前準備教育等への

実装も視野に入れている。加えて、他の授業や FD等への実装の機会を広く探る計画である。 

 

(2) コンテンツのバージョンアップには、授業に実装するだけではなく学内外の研究者からの

フィードバックが必要不可欠である。多くの研究者からのフィードバックを仰ぐためには、

本コンテンツが広く頒布されること、また実装されることが望まれる。 

 

(3) コンテンツの普及方法としては、従来通りの紙媒体および DVD による頒布に加え、コンテ

ンツをウェブ上（ELMS やオープンエデュケーションセンターのコレクション等）にアップ

ロードして、学生が自習のために、また双方向遠隔授業や反転授業の教材として使えるよう

にすることが望まれる。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 
 

研 究 題 目 

 
MOOC(massive open online course) for PML (pre-matriculation learning) 
MOOC (大規模公開オンライン科目)による PML(入学前学習) 
 

研 究 代 表 者 河合 剛 部局等名 メディア・コミュニケー

ション研究院 

 
プロジェクト研究の概要                           

本学の 1年生全員が受講する英語オンライン授業(英語 II、English Online)の一部内容などをネッ
ト越しに誰でも受講できるMOOC (massive open online course)かつMALL (mobile assisted language 
learning)として提供し一石四鳥を狙う。主たる目的は 1 番目。ただしプロジェクト 1 年目は、シ
ステム動作と教材品質に関する意見を学習者から得たかったので、2015 年 11 月から本学学生の
みに対し展開した。プロジェクト 2年目に改良を加え、2017年 1月の入試時期から一般大衆に向
けて展開する。 

1. 入学試験後から新学期開始まで学習を続けることにより受験時能力の維持と定着を図る。(勉
強しないと知識が頭からどんどん抜けていく) 

2. 本学を受験したい高校 2 年生が北大の期待する英語力に魅力に感じ、本学が求める能力を身
につける決心をしてから受験する。(受験英語から国際英語・学術英語へ) 

3. 他学の教員・学生が本学の科目を知り、本学との tandem学習・相乗科目・双方向遠隔受講な
どに期待を抱く。(本学の ICT活用事例を見て準備度合に感心する) 

4. 世間一般の方々が北大の英語指導の高さを知り、本学に対する信頼や評価を高める。 

入学前の 1 ヶ月を対象とし、MOOC と MALL を用いた学期単位の反転学習と考えてもいい。着
想の経緯と証拠は次の通り。 

1. 新入生の授業開始の 6週間前 -- 入学試験。毎年問題が異なり難易度が不明ゆえ年度ごとの得
点を比べられない 

2. 新入生の授業開始の 1週間目 -- 同一問題の英語試験を 2006 年から実施している。平均点は
変わらない 

3. 新入生の授業開始の 9週間目 -- TOEFL-ITPを 2006 年から実施している。平均点は毎年上昇 

4. 1週間目の試験と 9週間目の試験の相関係数 r=0.5 (無相関)。成績が逆転する学生多し 

5. 未検証の仮説 -- 入学後も学習を継続する学生と、中止・忘失する学生がいる 

6. 入学前から学習習慣をつければ能力が定着する。その仕掛けが欲しい。入学前だから ICT 好
適 
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プロジェクト研究の実績                           

システムを構築し、運用を始め、教員と学生に教材を試用してもらった。教材制作手順が煩瑣で

あり、かつ、学習動作が敏捷性(さくさく感)に欠けるとの意見を受けたので、システムを改良中。 

CALLの国際会議 http://eurocall-languages.org 論文、査読あり。 

Akio Ohnishi and Goh Kawai "Pre-matriculate mobile-assisted language learning for encouraging study 
between entrance examinations and start of classes" (EuroCALL 2016, Cyprus, 2016-08-27) 

Abstract 

We implemented mobile-assisted language learning (MALL) tasks to provide English language learners 
(ELLs) with pre-matriculate learning (PML), that is, learning tasks intended to maintain and retain the 
language proficiency of incoming freshmen who took our entrance examination but have not yet started 
classes. 

Since 2006, our incoming freshmen (approximately 2550 each year) have taken the same proficiency test 
during their 1st week of school. Mean scores and variance have remained constant over the last 10 years. In 
week 9, freshmen take TOEFL-ITP (http://www.ets.org/toefl_itp). Mean scores have steadily risen, while 
variance has fluctuated somewhat. There is no correlation between week 1 and week 9 scores (r=0.5). 
Scores for our entrance examinations cannot be compared across years because those tests are not 
standardized. 

We suspect the following. Many students cram for 3 to 6 months before taking the entrance exam. After 
taking the exam, some students stop studying, while other students continue. The former group's scores fall 
because 3 to 6 months are too brief for language skills to stabilize. The latter group's scores rise or hold 
steady, and tend to be retained because of the increased time on task. 

Our PML MALL tasks are designed for individual learning that leverages the widespread use of smart 
phones among students. Most learning tasks take 30 to 90 seconds. We strived to design the tasks and the 
user interface following the 10 principles of MALL (Stockwell & Hubbard, 2013). User accounts are not 
required, although if an account is created the system will record progress, such as which questions have 
been asked. All tasks are wholly in the target language, because (unlike some schools in our country) we 
prefer maximum exposure to English language. 

We provide 2 types of tasks. 

(1) Branching story. ELLs first listen to a character (e.g., "I'm a witch. I'm turning you into a frog!"), read 
several options for action (e.g., "Call the police", "Take her picture"), and tap on their choice. The story 
branches based on the ELL's choice. This game-like experience trains listening and reading 
comprehension. We hope that ELLs will repeat the story by trying new combinations of choices. Large 
icons facilitate tapping on small screens. 

(2) Dragging words. ELLs see 2 sentences, the 1st complete (e.g., "I found the movie captivating"), and 
the 2nd incomplete (e.g., "The movie ___") with words beneath (e.g., "I", "find", "captivate"). The 
ELL drags a word to its position within the 2nd sentence, taps the word, and chooses the appropriate 
form (e.g., "I" expands to show the choices "I", "me", "my", "mine"). This tap-drag user interface is 
intended to maximize ease of control when practicing paraphrasing or writing (e.g., the ELL does not 
need to type the sentence "The movie captivated me"). 

Our paper shows (1) how ELLs use the system, (2) how teachers create language material, and (3) 
comments from high school teachers. 
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プロジェクト研究の具体的な成果                       

LMSの使用法を知らなくても pointing device (mouseや指)のみで言語産出を促す方式の英文完成
課題を作った。本プロジェクトの企画書(別文書)に提案した「無生物主語のもつ英語らしい発想
を暗黙知として持たせることを目的として、目的語を主語に配置したときの動詞の使い方を学ぶ

課題」に加え、「既習基本語彙を用いて英語らしい口語表現を顕在知として持たせることを目的と

して、句動詞の使い方を学ぶ課題」を用意した。以下、後者の例を screenshot(操作画面の画像)で
示す。 

なお本報告書には記さないが本プロジェクトの企画書(別文書)に提案した条件分岐型の読解・聴
解課題も同様に実装し試用した。 
 

Figure 1. Screenshot image of PML 
(pre-matriculate learning) system login screen 
running on Glexa cloud server and accessed from 
MacOS Safari web browser. 

 

Figure 2. Screenshot image of PML system user 
ID selection screen. Learners have the option to 
choose a user ID and a password. If learners do 
choose a user ID and a password, then learners 
may skip courseware they finished in previous 
login sessions. If learners disclose their email 
addresses, then they can recover lost passwords 
via email. If learners do not choose a user ID, 
then learners might repeat courseware they 
finished in previous login sessions (i.e., each 
login session is treated as a separate, independent 
learning session). No personal information (e.g., 
personal names, telephone numbers) is requested 
by or stored within the PML system. 
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Figure 3. Screenshot image of PML system 
courseware selection table. Testers (i.e., 
instructors, teaching assistants, and students who 
used the PML system on a trial basis) commented 
that this screen is cumbersome. This screen is 
being redesigned for smooth operability. 

 

Figure 4. Screenshot image of PML system 
asking learner to learn and use the phrasal verb 
"beef something up". In this example, the system 
assumes that the learner does not know this 
phrasal verb, and explains it under the 
"Instructions" heading. If the system assumes that 
the learner does know this phrasal verb, then this 
explanation is omitted. Beneath the instructions 
are 2 sentences that mean the same. Sentence 1 
uses a single-word verb ("strengthening" in this 
example). Sentence 2 asks the learner to complete 
it by dragging and tapping words from the list 
below. In this example, all words in the list must 
be used to correctly complete sentence 2. In more 
difficult problems, some words are not used in 
order to challenge the learner to choose only the 
correct words. 
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Figure 5. Screenshot image of PML system where 
learner has dragged 1 word into the blank to 
complete sentence 2. Learners may drag and tap 
words by using a mouse on computers or touch 
screens on a mobile device. Testers were 
moderately supportive of this user interface. 

 

Figure 6. Screenshot image of PML system where 
learner is choosing alternate forms of a word 
dragged into the blank to complete sentence 2. 
Learners tap on a word to view and choose 
different morphological forms based on the 
conjugation or inflection of that word. We limit 
the number of choices to about 4 or 5 (never more 
than 10) to reduce screen clutter and mental 
search space. 

 

Figure 7. Screenshot image of PML system where 
learner is about to complete sentence 2. Words 
dragged in the blank can be moved left or right, 
or removed from the blank. 
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Figure 8. Screenshot image of PML system after 
learner has tapped the "view solution" button. 
Learners may view the solution at any time. In 
this example, the learner believed they solved the 
problem, but learned that the verb "beef" was 
incorrectly left in its infinitive form instead of the 
correct present participle. At this stage the learner 
may tap "Finish" to proceed to the next problem. 
Testers commented that the transition to the next 
problem is cumbersome. The system is being 
redesigned to streamline the transition by 
reducing the number of taps required to continue 
to the next problem 

 
 
今後の展開                                 

1. 高校・大学で指導が不足がちな教材内容が、操作方法の説明を含め全て英語で提示されてい
ることが、試用者に好評。1課題あたりの学習時間が短いことを試用者が高く評価しつつ、大
量の課題が欲しいと要望された。現在の 300課題を 1000課題程度に増強する。2016年 1学期
に英語オンライン授業で学生に試用してもらい改良箇所をさらに洗い出したい。 

2. UI (user interface) が煩瑣であるので、教材制作手順と学習画面遷移を簡略化する。 

3. プロジェクト 1年目に一般大衆むけに展開するのは無謀。2年目に受験生や高校教諭に広報す
る。本提案手法の完成度合を見ながら、高校教諭に試用してもらったり、受験生にチラシを

配ったり、press releaseを出してその写しを高校や予備校に配ったりなどしたい。本提案の初
期段階では周知範囲が道内だろうし、北大の授業の先取り体験といった規模での出発だろう

から、中盤以降も取り組みを継続したい。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 

 

グローバル人材育成に資する英語多読多聴の自律学習を 

促進するための諸方策 

 

研 究 代 表 者 高見 敏子 部局等名 
メディア・コミュニケー

ション研究院 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

学生の英語力不足の主な要因の一つである英語のインプット量の不足を補うため，平成 17 年

度から「100 万語多読」（または SSS 方式の段階的多読法）と呼ばれる英語多読指導の試みを開

始し，以来 10 年間，リスニングやライティング，プレゼンテーション指導における教材利用な

ど，さまざまなアプローチによる指導とそのための環境整備に取り組んできた。 

「100 万語多読」は，語数という客観的な指標を目安として，比較的易しい英語で書かれた本

から読み始め，大量に読むうちに徐々にレベルを上げて次第に長く難しい本を読める力をつけて

いく方法であり，この多読法の画期的な点は，学生が楽しみながら自発的な向上心を持って継続

しやすいというところにある。しかも，ほとんどの学生が自然に「もっと長い本が読みたい」「も

っと難しい本が読みたい」という強い意思を表明する点は，クラス全員で同じ教科書を読むクラ

スとは明らかに差が見られる多読指導の特筆すべき特徴である。 

 本年度のプロジェクトでは，グローバル人材の育成が強く求められている社会状況の中で，海

外で出版された多様な英語書籍や音声教材に自律的・習慣的に触れることで，英語力の向上や文

化・教養の涵養に資する英語多読多聴学習を促進するためのさらなる諸方策として，①2013 年

度に開発し 2014 年度の授業から活用してきた多読多聴授業支援システム「Legolis」

（https://www.cll.hokudai.ac.jp/にリンク有）の機能強化，②アカデミック英語につながる分

野を中心とした図書館および教室用の図書・音声教材の一層の充実，③「100 万語多読」方式の

多読多聴学習において必要不可欠な要素となっている語数情報と読みやすさレベルの調査と教

材用ラベル作成のための図書館への情報提供，④学内の多読多聴学習環境の一層の向上，⑤英語

多読学習や「英語多読マラソン」の本学におけるさらなる認知度の向上を目指す広報強化のため

の諸活動，の 5 点に重点を置きながら、これまでの蓄積してきた資産である多読多聴教材を用い

たさまざまな授業を展開した。 

 

プロジェクトメンバー：原田真見、浜井祐三子、長島美織、協力研究者：Iain Twiddy（いずれ

もメディア・コミュニケーション研究院／外国語教育センター） 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

上記①の多読多聴授業支援システム「Legolis」の機能強化については，まず，授業終了時の

累積読了語数・冊数を入力することで前週からの読了語数・冊数が表示されるというこれまでの

機能に加えて，授業開始時の累積読了語数・冊数の入力欄を追加することによって，１週間の読

了語数・冊数に加えて授業分・自習分の読了語数・冊数の内訳まで画面上に表示できるようにな

った。これまでも記録用紙では授業分・自習分の読了語数・冊数の記入欄を設けていたが，一部

の学生から記入する際の計算がやや面倒であるという感想が出ていたため，これまではその対策

として，授業分・自習分の読了語数・冊数を算出するためのウェブページを作り，Legolis の「リ
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ンク」画面からその機能を利用できるようにしていたものの，やはり，別画面での入力が必要で

あるため二度手間になる部分が生じてしまうという不便があった。授業での運用は次年度からに

なるが，今回の入力画面の変更により，上記の問題の解消に加えて，授業終了時ではなく授業開

始時に Legolis に入力させるという利用法も可能になり，クラスの最新の学習状況を把握したう

えで授業を行いたいという教員の要望にも応えることができるようになった点でも機能強化と

なった。さらに，学生の学習状況によって教員のコメントを入力したり，設定した読了語数・冊

数に到達するとメッセージが表示される機能を付加することができた。 

②の英語多読多聴教材の充実については，科学や地理に関して近年発売されたシリーズを中心

に授業用教材をより充実させることができた。冊数の多いメジャーな英語多読教材シリーズは古

典を中心とした物語がほとんどであることが多く，もちろんそうしたシリーズも教養を深める重

要な教材であるが，大学における英語多読多聴教材としては，アカデミックな分野につながる内

容の教材を重点的に揃えていくことが望ましい。導入した授業用教材に対する学生の反応は，次

年度以降に附属図書館に推薦するシリーズを選定する際の参考になっている。 

③の英語多読多聴教材の語数等のデータについても，例年同様，北図書館および本館の英語多

読教材コーナーに設置される図書について，参考書籍や関連ウェブサイト上を調査したり，出版

社に問い合わせるなどして信頼できる情報が得られる場合にはそれらの値を採用し，そのような

データが入手できない場合は，本プロジェクトにより雇用した短期支援員や英語多読演習担当の

TA に実際に語数を数えてもらうことで必要なデータを整備した。また，これまで本プロジェク

トが担ってきたラベル作成について，今後は図書館で担当していただけることになり，これまで

に蓄積してきたデータや培ってきたノウハウの提供を行った。今後も上記のように語数情報が容

易に得られない場合や，読みやすさレベルの判断等については図書館からの要請を受けて本プロ

ジェクトが調査し，情報提供をしていくことになっている。 

④についても，本学の英語多読多聴教材として相応しいと思われるシリーズを例年同様，北図

書館・本館に選定額の枠内でできる限り推薦し，多読多聴学習環境を一層向上させることができ

た。特にオンラインで読むことができ，音声も無料でダウンロードできる Page Turners のシリ

ーズが所蔵されるようになったことで，休館期間や帰省等で学生が図書館を利用できない場合で

も，多読だけでなく，多聴学習も可能になり，利便性が向上した。さらに，多読多聴の学習環境

が整備されていなかった函館キャンパスについて，同キャンパスの今井一郎教授より御相談いた

だいていたが，同教授の御尽力の結果，近く函館キャンパスにも英語多読教材コーナーが新設さ

れる見通しになり，本プロジェクトからも，購入予定のシリーズの語数・読みやすさレベルのデ

ータ提供を図書館に対して行ったところである。 

⑤の広報強化のための諸活動としては，ほぼ一年生全員が履修する科目である「英語Ⅱ」の今

年度の担当責任者を本プロジェクト代表者が担当したこともあり，他の 4名の英語Ⅱ担当教員の

協力を得て，一部を除くほとんどのクラスで「英語多読マラソン」の案内を配布するとともに，

授業用サイトに「英語多読マラソン」サイトへのリンクを設置し，また担当教員のビデオ自己紹

介でもお勧めの自習方法として「英語多読マラソン」を紹介した。「英語多読マラソン」開始以

来毎学期，プロジェクトメンバーが担当している個別のクラスで「英語多読マラソン」の案内に

努めてきたところであったが，入学直後に大人数に一度に案内をした効果は大きく，2013 年 7

月の「英語多読マラソン」企画開始から 2015 年 3 月までの約 1 年半の間の新規登録者が 279 名

であったのに対し，2015 年 4 月から 6 月までの 3 ヶ月間の新規登録者は 276 名と，短期間にほ

ぼ倍増するという結果となった。また，新築の北図書館西棟の 3 階に 2015 年 4 月に移設された

英語多読教材コーナー（図 1）前にて，6 月末に開催された英語多読マラソンのスタートアップ

ガイダンスの講師を務め（北大時報 No.737, p.33），授業外で英語多読に関心を抱いた学生の取

り組みを支援した。 
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図 1：2015 年 4月に新築の北図書館西棟 3階へ移設された英語多読教材コーナー 

 
  

さらに，本プロジェクトの広報活動の新しい試みとして，多読多聴学習にちなんだ 3つのマス

コットキャラクターを考案し，制作した。これらのマスコットは次年度にお披露目し，ポスター

等の印刷物やウェブによる広報で，多読多聴学習の普及と「英語多読マラソン」の認知度向上の

ために活用していく予定である。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       

 

 本年度中、既存および新規購入の教室用教材と図書館の多読教材を 13 クラスの全学教育科目

の英語の授業（履修者数計約 450 名）で活用した。科目の内訳は、多読演習（初級 4クラス（う

ち 1クラスは夏季集中）・中級 3クラス）、英語Ⅳ（初級 3クラス、中級 3クラス）であり、いず

れのクラスでも学生の良い反応が見られた。 多読演習では例年どおり、ほとんどの履修者が

10～20 万語という各クラスの目標を達成した。Legolis 上の記録では今年度の授業期間内にもっ

とも多く読んだのは夏季集中講義の学生で，夏休みということもあり約 1 ヶ月間に 80 万語まで

達した（図 2）。 

 

図 2: Legolis の「クラス分布」グラフの例（2015 年度夏季集中演習初級） 

 

14



 プロジェクトメンバーが協力教員となっている「英語多読マラソン」の本年度の新規参加者は

367 名（学生以外に院生や本学教職員を含む）で、本年度 4月～2月初めまでに新たに 5名が 100

万語を達成して 7名となった。また，10万語達成者も昨年度末の 9名から 59 名に大幅増加した

(図 3)。上記の多読授業を履修していても「英語多読マラソン」に参加していない学生の方が多

いので，実際に英語多読に取り組んでいる学生はここに表れている数字以上に存在していること

は確かである。 

図 3:（参考資料） 「英語多読マラソン」ホームページの「取り組み状況」 

(出典：http://www.lib.hokudai.ac.jp/support/nitobe/tadoku_marathon/)[2016 年 3月] 

 

2 年前の本プロジェクト報告書において「学内で『英語多読』がある程度の認知度を得たと言

える段階に入った感がある」と述べたが，2年半前の計画段階から本プロジェクトメンバーがさ

まざまな形で協力を続けてきた附属図書館の新渡戸カレッジ応援企画「英語多読マラソン」が今

年度の本学教育研究支援業務総長表彰の優秀賞を受賞したことは，学内における認知度の向上を

客観的に示した証左と言えよう（図 4）。 

 

図 4：（参考資料）附属図書館「英語多読マラソン」HP掲載の総長賞受賞コメント 

(出典：http://www.lib.hokudai.ac.jp/support/nitobe/tadoku_news/#0)[2016 年 2 月] 

 

 

この受賞は 10 年前に本プロジェクトで購入した多読教材の設置場所として，北図書館に「英

語多読教材コーナー」の新設を陳情し実現に至って以来，同コーナーの整備・運営に尽力され，

2 年半前からは「英語多読マラソン」を発案・企画・運営されてきた歴代のすべての図書館職員

の方々の御努力の賜物であり，心から敬意を表したい。多読学習普及には図書館の協力が極めて

重要である。本プロジェクトとしても，10 年前に種を撒き，使命感を持って育ててきた果樹が

成長して素晴らしい実をつけるようになったような感慨を覚えており，誠に喜ばしい出来事であ

った。 
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今後の展開                                 

 

 以上のように，過去 10年間，本学における英語多読多聴学習環境の整備を進めてきた結果が

英語授業における学生の良い反応や，近年の図書館の「英語多読マラソン」企画の成功にもつな

がり，これまでに一定の成果を挙げることができたと言える。しかし，もっとも英語多読多聴教

材が充実している北図書館でさえも，本学の規模を考えると冊数やレベル・分野はまだ不足して

いる点が多い。さらに，2年前に設置されたばかりの本館と，近く新設予定となった函館キャン

パスにいたっては，現在，予算的な問題から教材の充実が短期間にできないことが予想され，特

段の措置がない限り，教材の充実はこの先最低 10 年以上，地道に継続していく必要があると見

込まれる。これまでも札幌キャンパスで英語多読多聴学習に取り組んでいた学生から，函館キャ

ンパス移行後に続けられなくなるのが残念であるというコメントが聞かれ，本プロジェクトとし

ても改善の必要があると考えて来たが，英語多読教材コーナーがないため，外部からの協力が難

しい状況にあった。今回の函館キャンパスでの英語多読教材コーナー新設を機に，学内全体の英

語多読多聴学習環境の整備という視野から支援・協力の対象に含めて活動していきたいと考えて

いる。 

 学内における多読学習の認知度についても，図書館の「英語多読マラソン」企画が総長表彰を

受賞するほどに向上した。しかし，言うまでもなく新一年生への広報は毎年行う必要があり，今

後も効果的な方法で継続して広報活動を行っていくとともに，多読に熱心に取り組んでいる学習

者を励ましたり，登録はしたものの多読が進んでいない学習者に効果的な働きかけをするなどの

新しい方策も考えていく必要がある。「英語多読マラソン」開始以前からの在学生や大学院で本

学に進学してきた学生への広報も有益であると思われる。以上のようなさまざまな広報活動や，

授業と「英語多読マラソン」の両方で活用している附属図書館の「英語多読教材」の充実や整備

に関して，今後も図書館の担当チームの方々と相談しながら，特定の個人がいなくても持続して

いく組織の仕組みとして整備していくことを目指している。 

 2 年前に開発し，多読授業で活用されている Legolis や，その他の本学多読関連ウェブシステ

ムについても，授業や自習のより良い支援となるよう，引き続き教員や学生からの意見をもとに

必要な改良を加えていきたい。 

本学における英語科目の制度上，授業期間は 4 ヶ月程度であるため，目標も中級クラスで 20

万語程度が妥当なところであり，長期的な取り組みや，50万語・100 万語単位で読んだ場合の効

果等を調べることが難しい。しかし，「英語多読マラソン」で今後も 50 万語や 100 万語の達成者

が増えることが期待できるので，可能であれば図書館の担当者と相談し，該当者の協力を得る方

法を模索したいと考えている。 

 その他の最近の状況として，今年度，夏季集中演習への関西からの参観者や英語多読の取り組

みに関する資料の問い合わせがあり，本学の英語多読多聴の取り組みが学外にも知られるように

なってきた模様である。長期的なプランとして，こうした学外の教育関係者や関連機関との連携

も視野に入れていきたいと考えている。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 

 

全学教育フランス語における ICT 活用反転授業実現に向けた 

教材・教授法開発 

 

研 究 代 表 者 伊藤 直哉 部局等名 
メディア・コミュニケー

ション研究院 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

本研究は，全学教育外国語仏語において，反転授業の割合を増大させるための教材・教授

法開発を行う。その際の反転授業は，ICT 活用の e-learning と連携させた反転授業とする。

よって，本研究の反転教材・教授法は，e-learning 上での効果を最大化する設計を行う。

以下に，本研究における教材開発と教授法開発に分けて解説する。 

 

【教材開発】 

○本年度後期に展開する本学外国語フランス語Ⅱを考慮した e-learning 反転教材の作成・

加工を行う。 

○教材は、平成 24 年度より新規改定したオリジナル仏語統一教科書後期分をベースとする。 

○開発教材は、XML をベースとした汎用的なものとする。 

〇平成 27 年度の開発は，コンテンツ作成指針を作成し，部分的にコンテンツ化されるマル

チメディア教材部分を併せて作成する。 

 

【教授法開発】 

○必要課題と養成能力を「反転部分（自宅学習用）」と「正規部分（対面授業用）」に分け，

両者を最適化する教授法を開発する。（反転授業教授法開発） 

○学習者動機付けデータをもとにした教授法の PDCA サイクルを確立する。（教授法の PDCA） 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

○全国の仏語外国語教育に「北大モデル」と知られる e-learning 用標準教材に，反転学習

要素を取り入れたコースウェアの作成指針を完成させた。 

○反転度数を選択可能な教材設計を前提とした作成指針を完成させた。（フレックス反転度

数教材） 

○また，上記作成指針に用いられるマルチメディア教材モジュールの作成も行われた。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       

 

○本年度は，コースウェア用の作成指針及びマルチメディア教材モジュールを作成。 

〇本教材モジュールは，部分的に後期に行われている全学教育外国語フランス語e-learning

に用いられる予定。 
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今後の展開                                 

 

○本作成指針及びマルチメディア教材モジュールを元に，次年度に本格的コースウェアを作

成予定。 

〇本コースウェアは，既存のコンテンツに組み込まれ，前期用フランス語入門コンテンツ，

後期用フランス語基礎コンテンツとして，本学において使用される予定。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 

 

次世代 e-learning に向けた 

化学分野オープンコース教材のコンテンツ開発 

 

研 究 代 表 者 村越 敬 部局等名 総合化学院 

 
プロジェクト研究の概要                           

  
化学の初学者を対象としたオープンコース教材の製作を通じて、良質な e-learning の方法論

を確立するとともに、他大学と連携して将来国内外において多くの局面で最大限活用する方向性

を検討した。活動内容は、下記三点に要約される。 

(1)  大学初学者を対象とした良質な e-learning 化学分野教材の作製：H27 年度プロジェクトで

作成したe-learning化学分野教材をベースに自習が可能でかつより深い理解を得られる電子

テキストの作成を行った。 

(2)  e-learning 教材の道内・国内広域活用：引き続き未だ未整備の e-learning 教材や授業コ

ンテンツの共有と単位互換授業の方向性について各大学の関係教員と議論を重ね、運用の方

法を検討した。 

(3)  e-learning 教材の国際的利用：教材の英語化を目指し、本学で推進している Integrated 

Science Program への適用を検討した。 
 
プロジェクト研究の実績                           

 
 本学の化学初等教育は、国内外の他大学と比しても講義、学生実験両面において非常に高いレ

ベルのコンテンツを維持、蓄積して来た歴史的な経緯を有する。本申請においては、それらの教

育研究リソースを最大限活用して、良質な e-learning 教材の作製とその教育的活用を行うとこ

ろにその特徴がある。また、加えて北海道の地域特性である移動距離で最大 600 km を越える複

数の異なる化学専門性を有する道内大学部局間での単位互換や知識交換に向けて、問題意識の

共有化を図ってきた。これらは、同様の問題が懸念される将来の海外展開に向けても、問題解決

のノウハウの蓄積としても有用である。本研究組織においては、特に初学者にとって理解が難解

とされる量子化学・分光分野から、社会的要請の強い先端物質科学技術に直結した超分子・機能

分子・高分子分野、さらには次世代化学に必須の生物化学・薬学分野までの幅広い背景を有する

教員が参加する。そのため昨年度より初学教材でありながら、発展性のある深みを内容に包括さ

せる統一授業内容の電子コンテンツの作成を進めて来た。 

 
プロジェクト研究の具体的な成果                       

  
下記三点において具体的な成果を得た。 
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(1) 大学初学者を対象とした良質な e-learning 化学分野教材の作製：昨年度までに全学教育科 

目化学のコンテンツを精査し、大学初学者が 1年間で履修すべき必要項目について、各部局の

化学担当教員と議論を重ね。内容の厳選した電子提示資料の作成を進めていた。本年度は、作

製した教材について全学教育の授業において実際に使用し、学生の履修度・理解度の向上の為

に使用した教員から内容改善のための意見を得た。内容改訂に向けたフィードバックを得ると

ともに、学内外の関係者との協力関係を構築し、運営体制をさらに充実することが出来た。具

体的には、学内では、農、工、理、環境、薬、触媒研、電子研、遺制研の化学関係教員の豊富

な授業経験で蓄積したコンテンツをさらに加えた新しい授業内容項目の再検討を進め、また化

学教育に関連する外部の複数の出版社との意見交換を進めて国内他大学においても共通の問

題についての情報を得た。これらの情報に基づき、我々の提案する履修内容について、学生の

理解度にあわせてそれぞれが自身で予習、復習することによって理解度を深めることができる

電子テキストを作製し、情報基盤センターの協力を得て、教材内容を担当教員と共有・利用可

能な web 共有システムを構築した。 

(2) e-learning 教材の道内・国内広域活用：化学初学教育を推進している道内大学、具体的に

は本学に加えて北海道教育大函館校、同校札幌校、室蘭工大、北見工大の化学教員と連携して

授業コンテンツの共有と単位互換授業の方向性を確認する議論を深めた。その結果、教務規定、

ネット配信の環境さえ提供されればいつでも共同授業を開始できる準備を完了することがで

きた。また、北大学務部教務課全学教育担当の協力も得て連携授業実施の枠組みを整えた。 

(3) e-learning 教材の国際的利用：教材の英語化を目指し、本学で推進している Integrated 

Science Program にて雇用された外国人教員と議論と調査を開始した。東南アジア、ヨーロッ

パ、北米での当該分野の使用実態とあわせて、本教材の優位性や特徴を確保するために必要な

要件について検討を行った。 
 
今後の展開                                 

 

(1) 大学初学者を対象とした良質な e-learning 化学分野教材の作製：H27 年度プロジェクトで

作成した提示資料、電子テキスト教材を全学教育の授業において実際に使用し、学生の履修

度・理解度の向上を計るとともにフィードバックを得ながら教材を改良、向上する。 

(2) e-learning 教材の道内・国内広域活用：作製したコンテンツの実際的な使用を道内連携大

学と行う。この取り組みを通じて e-learning 教材や授業コンテンツの共有と単位互換授業の

方向性を検討する。また、同様のアプローチにて道外大学との連携についても検討する。 
(3) e-learning 教材の国際的利用：英語化教材の作製を進め、化学関係部局と緊密な連携実績

のあるヨーロッパ、北米、東南アジアにある海外大学・教育機関の関係者と共通 e-learning

教材の可能性を議論する。学力、社会背景、物質科学における専門などが異なる学生を対象に

した場合の教材使用の効果を検証し、内容向上に向けた作業を進めながら、実際の使用できる

枠組みを検討する。 

(4) 大学初学者以外を対象とした e-learning 教材の拡大利用：上記教材は、大学初学者の学習

効果向上を最優先としているが、良質な化学教材は大学初学者以外も対象に活用が可能となる。

そのため、昨年度に引き続き、中高生などにおける化学基礎教育の補助教材、企業の研究開発

における分野外研究者の初等教育、シルバー人材活用におけるチュートリアルなど社会の各方

面での拡大適用を検討する。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 
English Learning for Sciences, Agriculture and Engineering 

(ELSAE) 

研 究 代 表 者 Helena Fortunato 部局等名 理学研究院 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

Hokkaido University (HU) starts encouraging undergraduate students to spend study time 

abroad but very few programs exist to prepare students for study abroad experience. 

Students going abroad are faced with language problems, as well as different study programs 

and style and most of them lack enough English scientific communication skills and 

confidence to properly profit from going abroad. Available English courses at HU are mostly 

disconnected and not integrated. Besides, teaching staff rarely shares experiences and 

do not integrate programs and contents. 

 

This project proposes to develop a new Science English course using PBL and active 

learning methodology aimed at majors in natural and life science, agriculture and 

engineering. This new course will integrate existing methods being used at HU and at other 

universities and will be taught by international faculty in the areas of natural science, 

engineering and agriculture. 

 

The new course will consist of lectures (alive and online); reading /discussion of 

scientific papers; writing of short essays on science; presentation and report of small 

projects. It will provide a platform for students to experience teaching style and programs 

taught in foreign universities through the use of online lectures. FD activities in English 

on science writing and presentation for international faculty will also be developed. 

 

プロジェクト研究の実績                             
 

1- Visit several special programs in Japan using special methodologies to teach English 

as a foreign language. Discuss their methods under the point of view of active learning. 

2- Held two student workshops to test some of our concepts and observe how students would 

advance. Results show that active learning based on group discussions and analyses of 

problems is the most correct methodology to develop confidence, increase skills and speed 

up the learning process. It also showed that teachers should act as facilitators rather 

than deliverers of information. This way students will feel free to ask and express their 

ideas thus developing their confidence and skills in an independent way under the 

guidance of the teachers.    

3- Held a mini-symposium in order to share experiences, discuss ideas and develop new ways 

in English teaching. It showed that foreign and Japanese faculty engaged in language 

teaching can improve their teaching abilities through sharing and discussion of problems 

and ideas.   

21



プロジェクト研究の具体的な成果                         

 

1- In January 2016 the ELSAE group visited the Active Learning English for Science Students 

(ALESS) and the Global Science Course (GSC), both at the University of Tokyo to observe 

their teaching methods and discuss active methodologies in language teaching.  These 

are undergraduate programs and have compulsory English for science students. They are 

taught mostly by foreign faculty and aim to develop spoken and writing proficiency in 

the students.  One of the ideas it is that these students will stimulate other domestic 

students for their active participation thus being ‘catalysts’. Teachers are seen as 

facilitators, and they are in contact with other departments/faculty members in the 

university who are doing same type of course.  

 

 ELSAE members with staff from the Global Science Course (GSC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSAE members with staff from the Active Learning English for Science Students (ALESS).  

 

 

 

 

 

 

2- Two workshops for students to test our new program. 25 students attended 13 in one day 

and 12 in the second. Students were from diverse backgrounds (natural sciences, life 

sciences, medical sciences, physics, and engineering) and from diverse levels 

(undergraduate, master and doctoral candidates, and one assistant professor). Each 

workshop was held for 3 hours. Participants were grouped in four groups, each 

read/discussed a different paper after which they were regrouped and should introduce 

their papers to the new group members. The idea was to see how students could read and 

understand a science paper, and then transfer their contents to others. The teachers 

were facilitators showing that guidance is quite important to promoting comprehensive 

understanding, fast reading avoiding unnecessary details, and stimulating students for 

active discussion. Students did not feel afraid or shy to ask for help which was quite 

surprising and against our expectations. This shows how important it is to encourage 

them continuously to express their thought. 
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The photos show some aspects of the student workshops held in January 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- A mini-symposium for faculty was organized in March 2016. This symposium was intended 

as part of the faculty development planned for both foreign and Japanese faculty engaged 

in teaching English at Hokkaido University.  The symposium topic was: How can we teach 

English to science and engineering students? It joined 15 faculty members from the 

several faculties and the Nitobe College plus one invited faculty member from Tsukuba 

Medical School English Program. The speakers included a student that shared his 

experience in English classes. In the discussion that followed the presentations, the 

participants concluded that speaking English is a major challenge for Japanese students 

in science in general. The use of active learning techniques is very effective to improve 

and speed up the learning but of course there is no simple solution to increase the English 

level of the students. Nevertheless, we consider that active learning through group 

sharing and problem solving can greatly increase the confidence of students thus 

promoting learning in languages. The symposium results also show that it is important 

for faculty engaged in English teaching to share experiences and methodologies for the 

mutual benefit. 

 

The photos show some aspects of the mini-symposium and discussion held in March 2016 
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今後の展開                                       

 

1- A course taught by international staff from all areas of Natural Sciences and 

Engineering so guidance is proposed to start in the Autumn/Winter semester of 2016. It 

will be taught by seven international faculty members from natural sciences, medicine, 

agriculture and engineering areas. The course will offer two credits and be directed 

at undergraduate and graduate level students. It will also be offered to USTEP students.    

This course will use active learning (listening, reading, discussing, presenting and 

writing) in order to promote active language acquisition and usage. It will be based 

on real life needs, requiring active student participation and responsibility. It will 

be is self-directed and self-accessed, promoting collaboration, inquiry, self- and 

peer-evaluation, creativity and development of solving skills.  

2- A second symposium is planned around January 2017 to discuss results, evaluate 

methodologies used in the course and review plans. 

3- If funds are available we plan to invite a foreign specialist in language teaching as 

second language to participate in the workshop and contribute to the evaluation of this 

program. 

4- Repeat the intensive student workshops expanding the range of methods through the use 

of multimedia such as ED talks and other sources.  
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 
海外の交流大学との協働教育プログラムにおける授業運営の 

効果的な枠組み（フレーム）に関する実証研究 

研 究 代 表 者 小林 幸徳 部局等名 工学研究院 

 
プロジェクト研究の概要                           

海外の大学との協働教育プログラムを運営するにあたっては，その教育プログラムに参加する

学生全てが，同等の質の教育を受けられるような環境を整備することが重要である。また，学生

の海外留学を後押しするためには，世界のどこにいても所属大学の必修講義科目を受講できるシ

ステムを提供することも必要となってくる。 

 

本研究では，教室における対面授業とオンライン授業のそれぞれの利点を融合させることによ

って，受講者の教育環境や理解度に合わせた授業の仕組みを開発し，より効果的な教育の提供を

目指した。具体的には，eラーニングによる自宅での事前学習あるいは復習と教室でのディスカ

ッション，そしてプレゼンテーション（ディスカッションの結果の共有，TV 会議システム等を

用いて中継）を組み合わせるという方法である。さらに，遠隔実験システムの開発についても取

り組み，その可能性を検討した。 

 

e ラーニングに関しては，世界展開力事業「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させる

フロンティア人材育成プログラム（通称：PARE プログラム）」で開講している大学院共通授業科

目「PARE 基礎論 I,II,III」を素材として，上記に関して実証研究を行った。 

 

プロジェクト研究の実績                           

平成 27 年度は，「PARE 基礎論 I,II」に関して，授業担当教員が作成したパワーポイント教材

をもとに，タブレット端末による書き込みと音声収録からなる教材制作を実施した。担当教員は，

英語資料及び英語による解説を加えて事前学習用の e ラーニング教材を制作した。この際には，

オープンエデュケーションセンターの支援を受けた。また，制作した教材を配信するための eラ

ーニング Moodle サーバーは，平成 26 年度に構築したものを継続利用し，昨年度と同様にテレビ

会議システムを用いる対面授業の前週に対象となるコンテンツの視聴可能期間を設定した。北大，

タイの 3 大学，インドネシアの 3 大学からの視聴学習者は基礎論 I：55 名，基礎論 II：31 名，

基礎論 III：55 名であり，視聴期間中にシステム上のトラブルなく学習を終えた。 

 

本研究が対象としている世界展開力プログラムでは，フィールドワークを伴うサマースクール

とスプリングスクールを実施している。これらの活動との効果的な連携を検証するために，オー

プンエデュケーションセンターの特定専門職員１名によるタイで実施するスプリングスクール

における調査を実施した。 

 

遠隔実験システムは，研究代表者がトップコラボ事業で交流しているシドニー工科大学が開発

した SAHARA に基づいて構築した。この構築には WEB サーバー，スケジュールサーバー，RIG ク

ライアントと呼ばれる３つのシステムを構築して連携しなければならない。RIG クライアントは
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計測システム開発ソフトウエアである LabView を用いて構築された実験機器を操作するシステ

ムであり，実験装置の動作状況は WEB カメラを通して配信される。今年度は，実際に各サーバー

を構築しながら，その手順をマニュアルとして整理するとともに，運用上の課題についても調査

した。その結果，基本的な機能は使用可能であるが，利用するブラウザーによっては不具合が生

じることが明らかとなった。引き続き，安定的な配信に関する検証を重ねる必要がある。 

 

北海道大学では，e ポートフォリオの導入を検討している。e ポートフォリオは海外大学との

e ラーニング教育においても有効なツールとなりうると考えられる。そこで，この取り組みに関

する FD として，東京学芸大学情報処理センターの森本康彦准教授ならびに先端生命科学研究院

の芳賀永教授を招いて，講演と意見交換を実施した。さらには，Moodle と連携可能なオープン

ソース e ポートフォリオシステムである mahara によるサーバー構築に取り組み，学習履歴の保

存と獲得の方法などについて調査した。しかし，今回は通信セキュリティーの問題もあり，１台

の PC 内での動作確認にとどまったので，実際の運用上の問題については，引き続き調査する必

要がある。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       

 

・コンテンツ配信 Moodle サーバーを構築した。 

・タブレット端末を用いた教材制作を行った。 

・制作した教材による事前学習による反転授業を実施した。 

・遠隔実験システムを構築し，動作確認を行った。 

・eポートフォリオに関する FD を実施した。 

・eポートフォリオシステムを構築して動作確認を行った。 

 

今後の展開                                 

 

e ラーニング教材を活用した PARE プログラムの授業実施は，きわめて順調に行われており，

今後実施される新たな海外大学との共同教育プログラムに展開することが期待される。遠隔実験

のシステムについては，安定的な配信には課題が残るが，特に海外大学との共同教育プログラム

での活用面では期待が大きいので，引き続き調査することが望ましい。また，eポートフォリオ

も今後の活用が期待されるシステムであり，海外大学との共同教育プログラム等における試行が

望ましい。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 英語による日本法教育――標準授業案と反転授業の研究 

研 究 代 表 者 水野 浩二 部局等名 法学研究科 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

本研究は、本助成による昨年度事業の成果をもとに、平成 28 年度から法学研究科にて英語に

よる日本法の授業を恒常的に実施するために、コンテンツ（標準授業案）の作成とメソッド（反

転授業）の可能性探究を目的として、以下の調査・作業を行うことを目標とした。 

(1) 昨年度の検討で明らかになったニーズ（参加学生）の多様性を念頭に、それぞれに対応した

形で標準授業案となりうるコンテンツを作成する。 

(2) 日本法はドイツ・フランス法系に属し、英語圏での研究・教育経験をもつ教員がマイノリテ

ィであることから、英語での授業実施に重い負担を感じる教員が多い。そこで、既に英語によ

る日本法授業に実績のある大学の授業の調査、並びに教員を招聘し FD（模擬授業）を実施す

る。また、新たなメソッドとして反転授業用の e-learning による予習用標準教材（Thinkboard

による）の可能性を探り、開発を行う。 

(3) 研究分担者による英語授業・反転授業を、国際交流科目や大学院共通科目などで試行し、か

つ北大 OCW としての公開を目指す。 

 

プロジェクト研究の実績                           
 

(1) 法学部では、従前より HUSTEP 学生や部局間協定校の特別聴講学生から、Undergraduate レ

ベルの日本法入門を英語にて提供してほしいという需要が存在していたが、諸般の事情により

開講されてこなかった。このことは協定校からの留学生リクルートに大きな足かせとなってお

り、また現代日本学プログラムの開始、さらにはスーパーグローバル大学構想のスタートを受

け、平成 28 年度よりさしあたりサマーインスティテュート（SI2016）科目として「日本法入

門」（Introduction to Japanese law）をオムニバス形式で開講することとした。 

上記の理由により、「日本法入門」参加学生の多くは(日本)法の知識をあまり持っていないこ

とが予想される。また、入門レベルの英語による日本法教材は事実上存在しない。さらに、「日

本法入門」担当教員の多くは英語圏留学者ではないため、メソッド上の工夫が不可欠である。 

 

(2) そこで、以下の作業を行った。 

①英語による(日本)法授業の先進例の調査・分析  

名古屋大学法学部・早稲田大学法学部・琉球大学法文学部・その他複数の法学部のご協力を

得て、授業の視察・参加学生へのインタビュー・教員との意見交換を行った。 

授業の具体的内容・メソッドについては以下の特徴・工夫がみられる。 

・90 分すべてを一方的講義で展開することは不可能である。学生(特に外国人)の集中力・

関心が持続しないし、教員の負担も大きい。最初の 30 分程度を教員の講義、あるいは学生

にプレゼンをさせ、フリーディスカッションの比重を大きくする。但し、学生の「しゃべる

量」と「内容の質」は相関していないことに注意する必要がある。アクティブラーニングが
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学生の単なる自己満足に終わらないよう、例えば自分のプレゼンについてどんな質疑応答が

行われたかをレポートとして提出させるなどの工夫が必要である。 

・英語での授業提供に積極的な教員はまだ限られている。そのためもあって、需要はあるに

もかかわらず入門レベルのスタンダードなテキストが依然として存在しない。このことは、

適切な予習用教材を見つけがたいなど、担当教員の負担を増す大きな要因となっている。 

・教員が英語に自信がない場合に、交換留学経験者の学生を TA とし、フリーディスカッシ

ョンの際に学生とのやりとりを TA に担わせる例も見られる。授業をオムニバス形式で行う

場合には、全回出席しかつ学生と年齢の近い TA は学生の良き相談相手としても良好に機能

するという「副産物」もある。 

 

②FD(模擬授業)の実施  

本学協定校であるブレーメン大学(ドイツ)法学部では LL.M.プログラム（Hanse Law School）

があり、原則英語にて授業を提供し多くの留学生が学んでいる。SI2016「日本法入門」担当予

定教員に対して、同大学ベネディクト・ブフナー教授による FDを実施した。その中では、 

・法学教育の前提条件はわが国とかなり類似しており、英語での授業提供に前向きな教員は

必ずしも多いとは未だいえない。 

・わが国における先進例と同様、90 分すべてを一方的講義で展開するのは学生・教員の負

担が大きく、うまくゆかない。予習に重点を置き、授業時間中は学生のディスカッションと

教員による知識の確認・補充に重点を置くことが望ましい。 

ことが指摘された。さらに実際に模擬授業も行っていただき、授業の雰囲気を体感することが

できた。 

 

③反転授業教材の作成  

法学部の伝統的な授業形態、すなわち大教室での一方的講義に対しては、学生アンケートで

しばしば「自分で教科書を読むのと同じ」「退屈」と厳しく批判されてきている。英語による

日本法の授業提供においては主たる受講者が留学生（やこれから留学をする北大生）であるこ

とに鑑みれば、一方的講義ではなくアクティブラーニング、つまり授業時間中はディスカッシ

ョンを主体にし、知識の提供はむしろ補充的なものにすることが望ましい。問題は、その前提

として学生が十分に予習をしてくる必要がある（いわゆる反転授業）が、それにふさわしい教

材が現時点では存在しないことにある。 

そこで、Thinkboard システムによる予習用教材を SI 担当教員が作成することとした。これ

は教員の授業中の負担を軽減することをも目的としている。現時点で原稿は大部分完成してお

り、本学オープンエデュケーションセンターの協力を得て SI2016 開講(7 月上旬)に間に合う

形で参加学生に公開することとしている。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       
 
これまで必要性が認識されてきながら制度化された形で実施されてきたとは言いがたい

「英語による法学授業」を、SI「日本法入門」として実施を決定し、そのための実践的テク

ニックの習得と e-learning 教材作成を手がけたことは、法というドメスティックな対象を

大教室での一方的講義で提供するという考えの強かった法学部にとっては、ささやかながら

も今後に向けた大きな一歩と考えている。 
「具体的な成果」は SI2016 という形で示されることになるが、他大学の授業視察や FD

の実施によって、英語による授業提供の必要性を少なからざる法学部教員が認識するに至っ

たという「意識改革」が最大の成果だったといってよい。ハードルが思っていたほど高くは

ないことが分かったという「心理的バリアの軽減」も決して無視すべきものではない。 
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今後の展開                                 
 
スーパーグローバル大学構想における教育国際化のためには、多様な参加学生の需要にこたえ

られる授業が恒常的に開講されている必要がある。そのためには授業を開講できる教員の母集団

を漸次拡大してゆくことが喫緊の課題である。来年度以降も積極的に教員への FD や他大学での

先進例の視察を行ってゆきたい。 
そして SI「日本法入門」授業を母体とし、授業で用いた e-learning 教材の OCW への提供、

また授業案を素材とした日本法の英語による標準テキストの編集・出版、それを用いた提供授業

数の増加へとつなげてゆくことが次の目標となる。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

研 究 題 目 
高校・大学・社会をシームレスに接続する 

北大版コンピテンシーの開発 

研 究 代 表 者 鈴木 誠 部局等名 高等教育推進機構 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

高校・大学・社会をシームレスに接続する北大版コンピテンシーを開発する．北大版コンピテ

ンシーに基づく入試を行うことで，本学が求める人材を適切に選抜することができるとともに，

本学が求める人材像を明確に打ち出した入試広報ができ，シームレスな高大接続が可能となる．

また，北大版コンピテンシーに基づく全学教育，学部教育，大学院教育を行うことにより，入試

で選抜した北大版コンピテンシーに合致した人材を体系的に教育することができる．さらに，こ

の北大版コンピテンシーを社会のニーズに応えるようなものとすることで，実質的な大学と社会

との接続も可能となるとともに，明確な出口管理を行うことができる． 

この開発のために，本学教員および本学同窓会と連携した研究会を結成して北大版コンピテン

シーを明らかにするための調査計画および実施方法について検討を行い，本学の全教員および同

窓生にアンケート調査を行って北大版コンピテンシーを明らかにする． 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

1．北大版コンピテンシーの方針の検討．北海道大学創基 150 年に向けた近未来戦略（北大近未

来戦略 150）で掲げている「世界の課題解決へ貢献する」人材にもとめられる資質のフレーム

ワークを設定した． 
2．上記のフレームワークに基づき，具体的なコンピテンスを文献等に基づき洗い出した． 
3．理学研究科と文学研究科に協力を依頼して，各プロセスと関連の強いと思うコンピテンスに

関する予備アンケート調査を実施した．この結果に基づき，選択率が 20％を超えたコンピテン

スに絞り込んだ． 
4．絞り込まれたコンピテンスについて， Web 上にアンケートシステムを構築した． 
5．アンケートシステムを用いて，全学の教員および同窓生にアンケート協力への依頼を行った． 
 
プロジェクト研究の具体的な成果                       

 

1．「世界の課題解決へ貢献する」人材にもとめられる資質のフレームワークとして，（1）課題  

発見，（2）解決策構築，（3）解決策実行，（4）解決策評価，の四つのプロセス，および，それ

ぞれのプロセスに関連するコンピテンシーとして，（A）精神，（B）思考，（C）行動の 3 つの

領域を設定した． 
2．3 つのコンピテンシー領域に関係する具体的なコンピテンスとして，（A）精神：チャレンジ

精神，オープンマインド，ユーモア精神，こだわる精神，自主自立の精神，没頭する精神，（B）

思考：多視点性，論理性，批判性，構成力，メタ認知，流暢性，（C）行動：観察力，質問力，

傾聴力，仮説検証力，試行錯誤力，他者活用力，を設定した． 
3．予備調査の結果，各プロセスのコンピテンスは以下のとおりに絞り込まれた．（1）課題発見：

（A）精神：チャレンジ精神，オープンマインド，ユーモア精神，こだわる精神，（B）思考：

多視点性，批判性，メタ認知，論理性，（C）行動：観察力，質問力，（2）解決策構築：（A）精
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神：オープンマインド，ユーモア精神，チャレンジ精神，こだわる精神，（B）思考：多視点性，

メタ認知，構成力，（C）行動：仮説検証力，試行錯誤力，観察力，質問力，傾聴力，他者活用

力，（3）解決策実行：（A）精神：こだわる精神，自主自立の精神，没頭する精神，チャレンジ

精神，（B）思考：論理性，構成力，多視点性，（C）行動：試行錯誤力，仮説検証力，（4）解決

策評価：（A）精神：オープンマインド，こだわる精神，ユーモア精神，（B）思考：メタ認知，

批判性，多視点性，論理性，構成力，（C）行動：傾聴力，観察力，質問力 
4．Web アンケートシステム：https://elp.nttdata-univ.co.jp/cgi/index-ibt2.asp?r=248652 
5．アンケート回答者総数は 395 名であり，内同窓生が 14 名であった．現在集計作業中であり，

性別，年代別，部局別等に各プロセスのコンピテンスの選択数を集計する． 
 
今後の展開                                 

 

平成 28 年度は以下のことを実施する． 

1. 四つの問題解決プロセスに共通して選択率の高いコンピテンスについて，測定可能なレベル

（測定項目）までブレークダウンする． 

2. 各測定項目について，具体的なレベル設定をする． 

3. 各測定項目を測定するための具体的なテスト問題を作成する． 

4. 作成したテスト問題の妥当性を検証する． 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 
スタディ・スキルを身につけるための自習用補助教材の 

開発及び製作 

研 究 代 表 者 山本 堅一 部局等名 高等教育推進機構 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

本研究では，学生がスタディ・スキルを自習するための補助教材を開発及び製作すること

を目的としている。個別の授業時間内では基礎的なスキルを教える時間は極力削減し，授業

内容そのものに充てる時間を増加することで，授業の質保証への寄与と学生の主体的な学び

の習慣づけに役立つ教材の開発を目指すものである。 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

 今年度はいくつかの大学で既に行われている実践例を視察し，どのような動画教材を製作

すると学生が視聴するのか，学習効果が高くなるのか，といった点を中心に検討を進めた。 

 また，プレゼンテーション，レポート作成そして情報検索といったスタディ・スキルを学

習するための自習用動画補助教材を製作した。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       

  

「プレゼンテーションの“技法”基礎編」「レポート作成の“技法”基本編」「図書館情報

入門－論文の入手－」「図書館情報入門－図書の入手－」「図書館情報入門－図書館の便利な

情報サービス－」５つの動画教材を製作し，北大 OCW にて公開した。 

 

今後の展開                                 

 

 「プレゼンテーションの“技法”実践編」「グループワークの“作法”基礎編」「レポート

作成の“技法”小論文編」「レポート作成の“技法”実験レポート編」などといった動画教

材を製作してスタディ・スキル自習用補助教材シリーズを充実させるとともに，より多くの

学生に活用してもらうための広報活動（学生向け，教員向け）にも力を入れていきたい。 
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平成２７年度 総長室事業推進経費によるプロジェクト研究実績報告書 
 

 

研 究 題 目 
北大生のジェネリックスキルの把握と学習・生活状況、 

成績との関連に関する定量的研究 

研 究 代 表 者 亀野 淳 部局等名 高等教育推進機構 

 
プロジェクト研究の概要                           

 

本学の学生に対して汎用的能力（ジェネリックスキル）、特に、コンピテンシー、リテラシー

を定量的に把握するテストである PROG を北大生に対して実施する。 

対象者については、研究代表者が担当している授業の受講生に加え、昨年度の受講学生も含め

全学的に募集する。さらに、キャリアセンター等の協力も得て、就職の内定を獲得した学生など

も募集する。 

個人別の詳細な結果は受験学生に返却し、各自の今後のジェネリックスキルの育成に活用する

とともに、以下の定量的分析を行い今後の教育改革の基礎資料とする。 

［能力の高低や変化と学生生活等との関連性の把握］：教学 IRの一環で実施した学生調査や成績

等の個人データ、キャリア意識に関するアンケート調査データあるいは就職活動の状況等のデー

タを活用し、コンピテンシー等の高低と学生の学習・生活状況、就職活動等との関連を把握する。

また、昨年度の PROG 受講生にも参加を依頼し、その変化の大きさと学生の学習・生活状況等と

の関連を把握する。 

 

プロジェクト研究の実績                           

 

(1) PROG の実施 

研究代表者が担当している全学教育のキャリア教育科目である「キャリアデザイン」「大学と

社会」の受講生 101 名（リテラシーとコンピテンシー）、全学インターンシップ参加者延べ 95名

（希望者のみ。参加前 58名、参加後 37 名）。就職内定者 45名、その他別途募集した者 133 名の

延べ計 374 名について実施した。なお、平成 25年度に実施した延べ 335 名分も含めた延べ計 709

名分の分析を行った。 

(2) キャリア意識調査、就職活動調査などの実施 

(1)の PROG にあわせてキャリア意識に関するアンケート調査を実施した。なお、就職内定者に

は就職活動に関する設問を追加し、実施した。 

(3)教学 IRデータとの接続 

教学IRの一環で実施した学生調査やGPAのデータと上記PROG実施学生とのデータの統合を行

った。 

 

プロジェクト研究の具体的な成果                       

 

(1) PROG の結果（リテラシー、コンピテンシーの結果） 

①全体像 
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リテラシー及びコンピテンシーの平

均値をみると、コンピテンシーの方が

リテラシーと比較して低く、また標準

偏差が大きくなっている。項目別にみ

ると、リテラシーでは非言語処理能力

がやや低く、標準偏差も大きい。コン

ピテンシーでは、３つの項目のうち、

対人基礎力が特に低い。 
全国平均と比較すると、リテラシー

は大幅に上回っているが、コンピテン

シーはほぼ同水準である（表１）。 
②属性別特徴 
学年別に推移をみると、リテラシー

は学年が上がるほど順調に上昇して

いるが、コンピテンシーにはそういう傾向は見ら

れない。ただし、修士課程の学生は学部生に比べ

てコンピテンシーは高くなっている（表２）。 

 性別の比較をみると、リテラシーはほぼ同じで

あるが、コンピテンシーはやや男性の方が高くな

っている。 

 文系・理系別にみると、大きな差ではないが、

リテラシーは文系の方が、コンピテンシーは理系

の方がやや高くなっている。 

(2) リテラシー、コンピテンシーと成績の関係 

 リテラシー、コンピテンシーの結果と GPA の相関をみると、いずれの項目も有意な相関を得る

ことはできなかった。つまり、当該分析に限って言えば、リテラシー、コンピテンシーと学業成

績は関係がないといえる。 

(3) コンピテンシーと就職活動の関係 

サンプル数が少ないが、就職活動の自己採点（100 点満点で数字を記載してもらった）と内定

先満足度（非常に満足～非常に不満までの５件法）とコンピテンシーの相関をみると、就職活動

自己採点では有意な相関はみられなかったが、内定先満足度では、コンピテンシー総合、対自己

基礎力、対課題基礎力との間に有意な相関がみられた。 

 

今後の展開                                 

 

 次年度以降は今年度収集したデータをもとに、コンピテンシーやリテラシーの水準を規定して

いる要因を明らかにするため、以下の(1)(2)をもとにより詳細な分析を行いたい。また、可能で

あれば、来年度もさらに PROG の実施し、(3)のサンプル数の拡大を図り、同一学生のコンピテン

シー、リテラシーの変化を把握したい。 

(1) キャリア意識とコンピテンシー、リテラシーとの関連の分析 

(2) 教学 IR データとコンピテンシー、リテラシーとの関連の分析 

(3) サンプル数の拡大 

より詳細な分析を行うためには、PROG の実施によるサンプル数の拡大を図りたい。特に、就

職活動やその結果との関連を明らかにするために、学部４年生及び修士２年生の就職内定者の

サンプル数拡大を図る必要がある。 

また、今年度実施した学生に対しても来年度以降実施し、コンピテンシーやリテラシーの変

化とその要因を継続的に把握したい。 

表１. リテラシー、コンピテンシーの平均値及び標準偏差
標準偏差

リテラシー総合 6.02 (3.89) 1.32
情報収集力 4.17 (2.85) 1.21
情報分析力 4.09 (2.93) 1.21
課題発見力 4.27 (3.31) 1.06
構想力 4.16 (2.99) 1.23
言語処理能力 4.25 (2.78) 1.05
非言語処理能力 4.08 (2.63) 1.45

コンピテンシー総合 3.35 (3.22) 1.55
対人基礎力 3.37 (3.47) 1.62
対自己基礎力 3.70 (3.42) 1.57
対課題基礎力 3.96 (3.56) 1.65

（注）　（　）内は全国の大学生の平均

平均

表2.リテラシー、コンピテンシーの変化

リテラシー コンピテンシー

１年生 5.87 3.41
２年生 6.22 3.24
３年生 6.33 3.02
４年生 ― 3.19
M1 6.15 3.64
M2 ― 3.91
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