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学生が自らを成長させるしくみを大学教育の中にどう確立していくのかが，重要な今日的課題

となっています。大学ユニバーサル化を背景とした教育期待への高まりを受けて，教育活動の成

果として「学生自身の自己成長」が図られ「未来への創造力の育成」がなされることこそが，大

学の本来的使命であるという社会的な認識の深まりとともに，その使命の達成度が客観的な指標

でもって検証され説明されることが強く求められるようになったからです。 

教育改革の新たな理念に賛意は示すが，実際の授業となると以前と何ら変わらない振る舞いに

終始する陋弊や，「基礎をどんどん積み上げていけば，いつの日かそれが生きて働くようになる」

というような思い込みに依拠して，教育成果に対する説明責任を棚上げするという気楽な地平か

ら飛び立たなくてはいけません。 

福山大学は１９７５年の創立以来，「豊かな人間性を基盤に調和のとれた人格陶冶を目指す『全

人教育』の推進」という開学以来の「理念」を不動のものとして堅持しつつ，専門分野の知識習

得のみではなく，「自らの可能性の開花に主体的に挑戦する学生の育成」を期し，４０年にわたっ

て地道な努力を続けてきました。 

特に２００８年からは，教育システム改革に全学をあげて取組み「教育とは，学修者の行動に

価値ある変化をもたらすプロセスである」という共通認識のもと，学生の「主体的な自己教育力」

の育成を期し，新たな教育目標の設定とその達成に資するプログラムの編成に取り組んできまし

た。時代のトレンドは本学の「理念」に沿った本学独自の教育改革プロセスと重なり合う方向に

進んでいるという意味で，我が意を強くしているところです。 

多様性を交錯させ新鮮な発想を生み出す場面を授業の中に組み立て，それを学生の自己変容に

繋げていく実践，学生の活動を軸として地元住民の求める高等教育レベルの要求に対応したコラ

ボレーションの創出，等々の開発的な努力が漸く実を結び始めています。 

本学の教育振興助成金は，このような視座に立つ取組みを先導的，重点的に支援するものとし

２０１２年に出発しまた。この助成金は２０１４年度からは学長の直轄予算となり，また，昨年

には福山大学教育振興助成金規則を新たに制定してさらなる拡充と深化を目指しています。 

２０１５年度の報告集が出来上がりました。「特色ある教育方法開発」分野の研究が１３テーマ

（二つのプロジェクト研究を含む）と「学生の参加する社会連携活動」分野の研究が４テーマの，

計１７テーマについての報告が載せられています。 

今次の実績報告集が，学生自らを成長させる視点に立った授業の指導方法・内容のさらなる深

化と各専門分野のカリキュラム・マネジメントの視点に立った組織的教育力の向上に向けて全学

で有効に活用されることを強く願っています。  

 

 

 

 



平成２７年度 教育振興助成金研究者，テーマ一覧 

１．特色ある教育方法開発助成金                                                                                                                               

No
. 

申請代表者 
課   題   名 頁 

学  科 氏  名 

1 

①ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑ ◎香川 直己 Ｃｅｒeｚｏを活用した福山大学工学部版 
Open Course Ware（FUE-OCW）の構築 （Ａプロジェクト） 

 
 具体的取組 
  (1) プラットフォームおよび初期コンテンツの作成 
  (2) 運用組織「学生と一体となったワーキンググループ」の

形成 

            プロジェクトリーダー  香川直己 

1 

②ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑ 田中  聡 

③ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑ 沖  俊任 

④機械ｼｽﾃﾑ 内田 博志 

⑤建築 伊澤 康一 

⑥建築 酒井  要 

2 

①大教ｾﾝﾀｰ ◎鶴崎 健一 
福山大学における ICT活用による教材開発と学修支援 

（Ｂプロジェクト）  
テーマ 
(1) 本学学生のための ICTを活用した初年次教育用科学教材の 

開発 
(2) 大学初年次教育における ICTを活用した双方向型学修支援 

と学修評価 
(3) 異なる ICT環境における授業や授業外学修のあり方の検討 
(4) 薬学部新入学生の Cerezoを用いた基礎学力分析 
(5) 生物工学科における ICTを活用した学修支援の試み 

            プロジェクトリーダー  鶴崎健一 

4 

②経済 筒本 和広 

③メディア 内垣戸貴之 

④薬 石津  隆 

⑤生物 太田 雅也 

3 経済 高阪 勇毅 仮想市場における株式取引体験学習の実施 9 

4 心理 青野 篤子 学科横断的学生サポーター養成プログラムの開発に向けて 12 

5 建築 佐々木 伸子 
びんご建築女子育成計画 
― 女子学生のキャリアデザイン教育の実践 ― 

14 

6 情報 中道  上 学生主体のクラウド型資格取得支援フレームワークの構築 17 

7 情報 池岡  宏 複数のＨＭＤを用いた対話型ＡＲ教育支援システムの開発 18 

8 情報 金子 邦彦 
学生の自発的成長を促進する学習成果・個人診断チャート自動生
成システム 
― ラーニング・アナリティクスとルーブリックの多面的展開 ― 

19 

9 情報 山之上 卓 情報倫理ビデオの導入とＣerezoとの連携 22 

10 薬 石津  隆 薬学部学習支援におけるチューターおよびメンター制度の導入 23 

11 大教ｾﾝﾀｰ 津田 将行 
キャリア教育科目の発展的改善に資する基礎的研究と教材開発
（試作）について 

24 

12 大教ｾﾝﾀｰ Ｗarren Tang 
SSP（７文型）理解に基づく新しい英語教育方法の開発 
― ＧＬＬＡＳＳとＭＩＬＥＳによる福山大学型英語学修システ
ム構築のために ― 

26 

13 大教ｾﾝﾀｰ Jason Lowes 福山大学型英語教育における e－learningの活用 27 

                                                                                    

２．学生の参加する社会連携活動に対する補助金 

No. 
申請代表者 

課   題   名 頁 
学  科 氏  名 

14 メディア 阿部  純 松永型！ジェンダー研究会の開催と発信メディアの批判的検討 31 

15 メディア 渡辺 浩司 
３次元コンピュータグラフィックスによる松永・鞆の浦ストリー
トビュー制作 

32 

16 ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑ 伍賀 正典 
レスコンシーズジャンボリー in KOBE でのレスキューロボット
コンテストシーズ福山版の実施 

33 

                                                                          
17 

建築 佐藤 圭一 「地域遺産」の保全と活用による地域デザインの可能性追求 34 

 

NO の 1，2 はプロジェクトによる実践，氏名欄の◎印はプロジェクトリーダー 

 

 



１．Cerezo を活用した福山大学工学部版 OpenCourseWare(FUE-OCW)の構築 

                        所 属  工学部・スマートシステム学科 

職  名  教授  氏 名    香川直己 

 

（内田 G）専門知識トレーニングコースにおける「機械系」「建築系」コンテンツ 

（香川 G）専門知識トレーニングコースにおける「電気系」コンテンツ 

（伊澤 G）学際的取組みコースにおける「Digital Environment Design」コンテンツ 

 

＜成果の概要＞ 

（１）プラットフォームおよび初期コンテンツの作成 

内田 G、香川 G の関わる専門知識トレーニングコースにおいては、対面授業（座学）をサポー

トするコンテンツを作成した。ビデオ作製、講義のポイント、講義資料、チェックテストを Cerezo

上に展開し、反転授業、ブレンディッドラーニングに対応できる資源を構築し、実際に正規授業

に利用した。授業内では Cerezo 教材に合わせてクリッカの利用なども実施した（平成 27 年度は

各自が所有する iPhone 等の端末をクリッカとして利用する事（Clica）を試みた）。 

内田 G においては、以下の３点の e-ラーニングによる資格教育システムの雛形としての自動車

整備士資格試験ドリルコースと、産学連携教育・情報交換システムの雛形としての品質工学講座

コースを作成した。 

① OpenCourseWare プラットフォームシステムの開発 

現在学内に導入されている Cerezo (manaba)の機能不足面を補完するシステムとして、ICT 教

育用オープンコースウェアとして各大学で広く用いられている Moodle を導入し利用した。

Moodle は、特定のサービスやデータベース形式を用いることから、完全に適合するレンタルサー

バを探し出すことに苦労を要したが、現在、問題なく運用できており、下記②、③の取り組みに

利用している。 

② 専門知識初期コンテンツの開発 

正規授業の Cerezo コンテンツ開発と並行して、Moodle を用いた資格教育用トレーニングコー

スの作成を進めた。当初、Cerezo (manaba)のドリル問題作成は１問ずつ手入力する形式であり、

何年にもわたる資格試験の過去問題を入力するには効率が悪い。現段階では自動車整備士ガソリ

ン二級のコースを完成しているのみであるが、これをベースとして今後、他の整備士資格や機械

工学関連資格のコースの作成を進めてゆく予定である。 

③ 産学連携活動への応用 

Moodle の公開性を利用して、産学連携教育・情報交換システムの雛形としての「品質工学講座」

コースを作成した。これを、現在行っている産学連携活動（「ひろしま先進ものづくり研究会」基

盤研修：事務局 東部工業技術センター）において運用し、講習資料や、品質工学用 Excel 計算

ツールを、上記 Moodle サイト内に配置し、企業会員登録者が自由に参照したりダウンロードで

きる様にした。上記基盤研修が短期間であったため効果は測れなかったが、今後、上記コースの

活用を推進することにより、この点が明らかになると考える。 

香川 G においては、電気通信系の主張科目に直結する座学である「回路理論Ⅰ」「アナログシ 

―１― 



ステムⅡ」、また、実習要素を含む科目として「組込みプログラミング」「エンベデッド実習」

の４科目をセレクトし、Cerezo 上に自修コンテンツならびに、チェックテストを作成し、毎回の

授業に対応した。チェックテストにおいては、回路理論Ⅰでは手動採点方式、アナログシステム

Ⅱにおいては自動採点方式を試みた。また、組込みプログラミングにおいては、授業中の課題を

制限時間つきのドリル形式で実施しスピードとスリル感のある実習を演出した。授業終了時に全

学の授業評価アンケートと同様のアンケートを Cerezo のアンケート機能を利用して実施した結

果、記名式になるにもかかわらず、真摯な回答が多くみられ、自由記述において授業改善の具体

的な糸口となる有意な評価を得ることができた。これは、これまでの授業形式およびアンケート

では明らかにならなかった点である。また、回路理論Ⅰに関しては、同様の方式を一昨年は配布

物ベースで行ったが、この時より学修時間は圧倒的に増えており、それに伴い科目平均点が大き

く向上した。一方、組込みプログラミングやエンベデッド実習における実習科目への適用は、デ

ィジタルファブリケーションを支える技能系教育コンテンツの有様を探る目的で実施したが、こ

ちらに関しても教える側も一緒に授業を楽しめる新しい感覚を得ることができた。具体的なデー

タは別の機会に示したいが、ICT 教材を核に、そのコミュニケーション機能を積極的に利用する

ことに依り、知識系、技能系を問わず、学修成果が向上すると共に、教員自身の意欲も向上する

という成果を得た。 

また、ディジタルファブリケーション教育のオープン化の試行として、香川 G においても前述

の「ひろしま先進ものづくり研究会」基盤研修の一環として社会人技術者を対象とした、

3DCAD/3D プリンター研修を実施した。オンラインではないが、学内計算機室においてディジタ

ルコンテンツを用い 30 名に対し、２日間計 12 時間の集中講義形式で実施し、モチベーションの

維持に効果があった。オンライン化の可能性の一端が確認できた。 

伊澤 G においては、工学部全体の「ディジタルファブリケーション教育構想」に基づき、「減

災教育」や「建築デザイン教育」のためのデジタル教材（ICT 教材）を、工学部棟を対象にして、

PBL（卒業研究を含む）によって創り込んでいく方針で開発研究を進めた。 

実際の建物居住者（学生）が、自らの居住空間を対象にして、居住者全員のための「減災教育

教材」を開発研究するというコンセプトは、オリジナリティが高く有意義であると考えた。 

H27 年度は、地震火災に着目し、工学部棟建築学科エリア２F を対象とした「火災避難シミュ

レーションモデル」を構築し、２方向避難の重要性などを見える化した ICT 教材の開発に成功し

た（卒業研究）。閉鎖時と開放時とで比較した結果、扉の閉鎖により避難に有効な階段や通路が使

用できず、避難者が煙の影響を受け、避難時間が長くなることなどが明らかになった（下図）。し

たがって、避難に有効な扉は日常的に開放すべきである。 

 

―２― 

避難開始45秒後

閉鎖時
多くの人が煙の中を避難している

開放時
西側階段出口に大きな人だまり



作成した ICT 教材は、Cerezo にアップし、一部授業（建築設備）で紹介も行ない好評を得た。 

今後の方針としては、建築学科エリア２F を対象とした H27 年度の内容をさらに発展させて、

工学部棟全体を対象とすることを目指す。また、学習者によるアクション（インプット）によっ

て、建築空間の煙シミュレーション動画（アウトプット）が早いレスポンスで変化するような「ゲ

ーミフィケーション」の要素を盛り込むことを試みたいと考えている。 

 

（２）運用組織「学生と一体となったワーキンググループ」の形成 

この項目については、残念ながら具体的な成果は無い。但し、コンテンツを与え続けることによ

り、効果的な Cerazo の使い方を学生同士が相談し、工夫する傾向が確かに見られ、結果的に学

生が教材作成に加わること事になった。これは、継続的な利用により初めて分かった効果である。 

また、学内勉強会の話題を収集することと、我々の取組を公開する必要があるため、他機関の

先行事例研究や日本工学教育協会等での聴講も積極的に実施した。 
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２．福山大学における ICT 活用による教材開発と学修支援 

所 属      共同利用センター 

職 名 准教授 氏 名 鶴崎 健一 

＜成果の概要＞ 

 本学では、近年 ICT 環境の整備に力を入れており、学修支援のための e ラーニング教材も導入

され、学修に利用できる環境が整ってきた。特に平成 27 年度には学修支援システム Cerezo が導

入され、本学における ICT を利用した教育が本格的に始動した。 

 そこで、本プロジェクトでは、以下の①〜⑤の 5 テーマについて、本学学生を対象として、Cerezo 

を中心にした ICT活用による学修教材の開発とそれを利用した学修支援の仕組みづくりを試みた。 

 

（１）本学学生のための ICT を活用した初年次教育用科学教材の開発 

（２）大学初年次教育における ICT を活用した双方向型学修支援と学修評価 

（３）異なる ICT 環境における授業や授業外学修のあり方の検討 

（４）薬学部新入学生の Cerezo を用いた基礎学力分析 

（５）生物工学科における ICT を活用した学修支援の試み 

 

 今年度においては、Cerezo の運用が開始されたことで、以下に示すように ICT 活用による学

修教材の開発とそれを利用した学修支援の仕組みづくりを進めることができたと思う。残念なが

ら、Cerezo の運用初年度ということで、Cerezo の活用に教員が不慣れであったことや学生への

浸透が不十分であったこともあり、今回のプロジェクトの目標の１つであった標準化した仕組み

を作るまでには至らなかった。今後、各テーマの取り組みの深化と、取り組みに関わる情報の共

有を行うことで、本学の学生に有効な教育方法の構築が期待される。 

 

 各テーマの成果について、以下に示す。 

 

テーマ（１） 

 本学学生のための ICTを活用した初年次教育用科学教材の開発 

（成果の概要） 

本テーマの目的は、本学学生にとって必要な科学的知識を整理し、それを習得するための分野

横断型の教養科目の設置と、効果的に学修するための ICT を活用した教材を作成することである。

そのために、以下のような取組を行った。 

―４― 



本学学生の科学知識修得に関するアンケート調査の実施 

 平成 24 年度と平成 26 年度にも行なった、学生の科学に対する知識、興味関心の現状把握の調

査を、平成 27 年度も教養教育科目受講者に対して行なった。特に平成 27 年度は、理科教育を重

視した現行の学習指導要領で学修した初めての入学生で正答率の上昇が見込まれたが、過去 2 回

と差はなかった。しかしながら、問題別に見ると、過去 2 回の調査よりも正答率が上昇、または、

低下するといった項目が大半を占めた。このことは、学習指導要領の改訂で、理科教科内で重視

される項目が変わり、結果としてトータルの正答率に差が出なかった、つまり、理系科目全般の

学力が向上したのではないことを示した。詳細は平成 27 年度福山大学大学教育センター紀要に掲

載予定である。 

Cerezo を利用した教材開発の検討 

 今年度は Cerezo を学生の学修に利用してもらうことが中心となり、具体的な教材開発に至らな

かった。取り組みとしては、Cerezo でのレポート提出、授業で利用した資料の配布である。レポ

ート機能については、ゼルコバを利用した際に比べ、回収、解析ともスムーズに行えた。また、

出席カード機能の利用を試みた授業もあるが、スマートフォンを持っていない学生や、Cerezo の

扱いに慣れていない学生がおり、多少の混乱があった。教養科目での利用については、この点も

含め検討する必要がある。 

ICT 環境を利用した授業手法の検討 

授業において、学生に視覚的に訴え科学的内容に興味を持てるように PowerPoint （Microsoft

社）を用いている。一方、教壇上でパソコン操作を行う必要や、教室によっては照明を暗くする

必要があるため、授業に集中していない学生への配慮が不十分になりやすい。これを改善するた

め、Keynote（Apple 社）を使い教壇を離れた授業を試みた。PowerPoint のデータを iPhone の

Keynote に移植し、無線接続した iPad でスライドの操作を行った。教室内を歩き回ることで、授

業以外のことをする学生や居眠りをする学生は明らかに減り、学生に緊張感を持たせることに成

功した。しかし、Keynote の操作性が Power Point に比べ劣り、また iPhone の処理能力が低い

ため、スムーズに操作が行えない場面があった。また、今回の試みは中規模教室で行ったので地

声でカバーできたが、大規模教室などでは無線マイクが必要と思われる。さらに、歩き回られる

ことで集中できないという意見もあったが、一方で、緊張感があり良かったという肯定的な意見

もあり、工夫次第では授業手法として十分に活用できると思われる。 

テーマ（２） 

 大学初年次教育における ICT を活用した双方向型学修支援と学修評価 

（成果の概要） 

平成 15 年に高等学校で情報教科の必修化が始まり、平成 18 年の入学生から高等学校で情報科 
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目を受講してきた学生が大学に入学している。近年、これらの学生の学修レベルの多様化が問

題となっている。インターネットを活用し、LINE や Twitter など SNS（Social Networking 

Service）を有効に利用している学生も多く見られるが、情報科目が苦手でパソコンのキーボード

操作もできない学生が存在している。本研究では、上記テーマ研究を行うための基礎研究として、

授業中に収集したサーバ上の教育データを分析して、多様化する学修者の学修状況を明らかにし

た。集計・評価したのは、平成 26 年から過去 5 年間（平成 22 年～平成 26 年）に福山大学へ入

学してきた学生の電子データである。比較したデータは、講義時間中（15 回）に収集した学修項

目別理解度と、講義時間中に実施した技術課題の評価、学修到達度を判定するために期末に実施

した記述試験の評価である。 

 本研究の結果、大学に入学してくる学生の基礎的な情報技術は、高等学校での学修経験に大き

く依存していることが明らかとなった。しかし、応用的面においては、大学での教育効果が表れ

ているという結論に至った。また、情報関連の知識面では、どの年度も低い学修評価となり、問

題点も明らかとなっている。今後、これらの基礎データを活用して、ICT を活用した学修支援を

実施していく計画である。 

 尚、これらの研究成果は、福山大学工学部紀要 第 39 巻 2016 年 2 月へ掲載する。 

 

テーマ（３） 

 異なる ICT 環境における授業や授業外学修のあり方の検討 

（成果の概要） 

 本取り組みは27年度メディア情報文化学科入学生がタブレット型PCを貸与されたことで始め

られた。この中で特に分析対象としたのは、主に「学生がアクセスできる ICT 環境の違いによる

授業デザインの変化」である。主に 1 年次生が受講生の中心となる「基礎映像制作」における学

修状況から検討する。 

映像制作関連の活動は映像機器による「撮影」とパソコンを使用して行う「編集」が主な流れ

となるが、集中設置型のパソコン室で編集を行わざるをえない環境から、作業が分断されがちで

あったが、タブレット型 PC に変更したことで、必要に応じて撮影と同時に編集も行うことがで

きるなどのメリットがあり、授業という限られた時間の中で効率的な学修を提供することが可能

になった。 

 その一方で 2 について、2 年次生以上の学生は 1 年次生と同様のやり方をとることはできず、

学修上のハンディキャップとなった。授業のデザインとして、タブレット型 PC 導入以前の枠組

みで授業を進めることは可能であるが、モバイル環境の優位性を活かせない。そのため 1 年次生

とそれ以外の年次の学生が混在する授業では、モバイルを活かそうとすればするほど 1 つの授業 
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で 2 つの進め方を用意するという形になり、また学修と作業進捗を同期させることが求められ、

負担は非常に高まった。結果として両者の融合的な授業デザインの検討にまでは至らなかった。

ただし、これは ICT 機器が学修場面の多くで使用することとなる授業と、調査ツールとして使用

する等の他の代替ツールが想定できる授業とでは、異なる ICT 環境を混在させることの困難度は

変わり、授業への影響度も変わる。しかし本学科では、ICT を使用することそのものが目的とな

る授業も多く、1、2 年次の基礎基本を学修する期間においては、環境の違いは学修成果に大きく

関わる可能性があり、環境の違いのよる影響を今後も継続して抽出し、授業デザインの最適化を

図っていく必要がある。 

 

テーマ（４） 

 薬学部新入学生の Cerezo を用いた基礎学力分析 

（成果の概要）平成 27 年度薬学部新入学生 151 名（欠席 3 名）を対象として下記の（１）～（３）

の項目について平成 27 年４月 18 日（土）１、２時限目に、34 号館３階マルチメデイア室１、２

（34201，34202）および 34 号館２階講義室１、２（34201，34202）において調査を実施した。 

この調査は過去７年間行っているが、得られるデータの解析、管理を迅速かつ効率的に行って

いくことを目的として今回その一部を、Cerezo を用いて実施することにした。 

（１）高校時代に履修した科目 

（２）得意科目と不得意科目 

（３）化学、物理、生物、数学の基礎問題 

 それらの結果については個人情報に関することなので、詳細な報告は割愛させていただき、概

略について以下に報告する。 

（１）では、理科（化学、物理、生物）、および数学（数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ａ、Ｂ）の中で高校のと

き何を履修してきたかについて調査した。 

（２）では、国語、英語、公民など高校のすべての科目について得意科目と不得意科目について

調査した。 

（３）では、それぞれの分野の薬学部教員が作成した化学、物理、生物、数学の各 20 題、計 80

題の基礎問題を使って調査した。これらの問題は高校で学んだ内容の中から、大学の授業を理解

する上で必要な知識を問うものであり、正しく理解していれば１分以内に解答できる問題という

コンセプトで作問している。 

これら（１）～（３）の調査結果より各教員は入学直後の１年次生の基礎学力についてより正

確に把握できるようになり、講義を準備する上で重要なデータなものと考える。 
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テーマ（５） 

 生物工学科における ICT を活用した学修支援の試み 

（成果の概要） 

生物工学科の基盤となる科目に対して、LMS を用いた事前学習などの学修支援を図る目的で以

下の ICTを活用した学修支援を実施した。 

① 講義資料掲示と配布、及びプレテストやポストテスト形式による自主学習の支援を実施した

（講義時に実施することで、出席システムとしても利用）。また、講義によっては、質問やポ

ストテストについての解答や解説を掲示板に掲載し、各学生へのコメントを個別に発信して

いる。（実施科目：化学Ⅰ、化学Ⅱ、分析化学、生物学Ⅱ、構造生化学、環境バイオ製品、地

球環境科学、環境保全・法規、環境分析学、発酵生産醸造学、機能生化学） 

② 生物工学科独自の e-learning としてバイオ技術者認定試験関連科目（専門科目 16 科目分に該

当）についてのドリル形式問題をバイオ演習Ⅲ内に構築し、自主学習への利用を促進すると

ともに、3 年次生の学科内見極め試験として CBT 形式の試験（1/19 と 1/26）を実施した。 

③ 生物環境実験（3 年次）において、実験グループ（６～８人）内での問題発見から実験計画書、

及び実験結果プロダクト作成までのツールとして使用した。プロダクトについては、グルー

プ毎のプレゼンテーションに用いた。また、2 年生の生化学実験と環境分析化学実験では、実

験レポートの提出と評価について、Cerezo 内で行った。これらのレポート類の情報はすべて、

各学生のポートフォリオとして蓄積されている。 

④ 生物工学科独自のポートフォリオ（年間目標及び定期的な到達度の自己評価）を作成した。 

Cerezo の利用については、初年度ということで各教員とも手探りの状態で出発し、コンテンツ

の作成に追われただけという感が否めず、学修支援としてどのような効果があったのかについて

は、ほとんど検証できていない。学生の利用状況についても、個人間で大きな差が生じているこ

とも承知している。しかし、多くの学生からは、利用やコンテンツの内容について、概ね好意的

な意見が寄せられており、レポート提出や見極め試験前のドリル問題の利用頻度の大幅な増加な

どから、学科学生の意識に少しずつ変化が生じているように感じている。従って、この学修支援

については、継続していくとこが望ましいものと考えている。さらに、一部の科目だけでなく、

できるだけ多くの科目について実施していくことが必要であると思われる。また、Cerezo にアク

セスしにくいことや、家庭での ICT 環境が整っていないことなどから使用に否定的な学生もいる

ことも事実であり、そのような学生への対応も考える必要がある。 

助成金で購入したプリンターは、17 号館 3 階に設置されており、配布資料の印刷やレポート作

成時などで有効に利用されている。 
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３．仮想市場における株式取引体験学習の実施 

所 属      経済学部 経済学科 

                         職 名  講師  氏 名 高阪 勇毅 

＜成果の概要＞ 

資産取引プログラムを導入したサーバを設置し、仮想市場を運用した。そして、学生同士が仮

想市場を通じた取引を行い、取引がどのように成立し、株価がどのように決まっているのかを体

感できる授業を実施した。この取引システムは、東証が平成 21 年まで運用していた取引決定方式

とほぼ同等であるため、取引決定メカニズムの主体的な学習になるだけでなく、学生にとって、

資産取引の現場を知る契機となる。 

実際、授業後のアンケートにおいて、「金融市場の現場を体感できた」「授業で一番印象に残っ

た」「難しかったけど、楽しかった」との感想があり、興味の喚起に繋がったと認識している。来

年度は、他の授業での活用も考え、今回の成果をより大きな学修成果に繋げていきたい。 

 

実施概要 

日時：平成２８年１月２７日（水）３限（金融論Ⅱ/金融論 最終授業日） 

場所：１号館２階 ０１２０５ ＩＣＴ教室４ 

参加者：３９名（事前アンケートで参加希望者を募集。当日参加も受付） 

※学生は平常授業で取引決定方式について学習済み（理解度は不明）。 

 

授業のタイムスケジュール 

準備（20 分） 

参加学生の確認、PC 起動、仮想取引システムへのログイン確認 

説明（5 分） 

・取引してもらう株式について 

・運用結果と成績評価について 

※取引決定メカニズムは授業で説明済み（知らなくても支障はない）。 

実施（40 分） 

練習 

初期資産 200 円と株式 4 株を元手に取引開始 

株式は取引時間終了後に１株 30 円 or 50 円（確率 50％）で現金化（決済）。 

本番１～本番４ 

初期資産 360 円と株式 6 株を元手に取引開始 

本番１ 

取引時間終了後に１株 35 円 or 85 円（確率 50％）で決済 

本番２ 

取引時間終了後に１株 45 円 or 75 円（確率 50％）で決済 

本番３ 

取引時間中の抽選で、取引終了後の決済額が＋15 円 or －15 円（確率 50％）増減 → 設 
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定ミスがあったため、不完全に終了 

本番４ 

取引時間中の抽選で、取引終了後の決済額が＋25 円 or －25 円（確率 50％）増減 → 設

定ミスがあったため、不完全に終了 

取引画面 

 

取引時間と取引成立模様 

「練習」（縦軸：株価、横軸：取引時間、赤線が理論株価） 
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「本番１（左）、本番２（右）」 

  

練習経験後は、理論株価付近での取引が中心となった。 

授業後のアンケート 

ほぼ好意的な感想ばかりだった。（以下抜粋） 

・金融市場の現場を体感できた。いい体験になった。 

・授業で一番印象に残った。株に対する理解が深まった。 

・この授業の中で最も面白い。もっとたくさんやってほしい。 

・難しかったけど楽しかった。将来株取引をやってみたい。 

 

また、実施に関する提案ももらった。 

・仮装取引の授業を全員が参加できるようになればいいと思った（複数回に分けたり、3 階の

ICT 教室も使うなど） 

 

その他、「ついていけなかった。」という感想も 1 件あった。今回は時間の関係上、進行を早め

てしまったところがあった。来年度実施の際は、置き去りとなる学生を生み出さないように、改

善に努めたい。 

 

※ サーバの設定･運用について、福山大学工学部情報工学科 金子邦彦教授のご尽力を頂いた。本

計画へのご支援に感謝申し上げる。 
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４．学科横断的学生サポーター養成プログラムの開発に向けて 

所 属 人間文化学部心理学科 

職名 教授  氏名 青野篤子 

 

＜成果の概要＞ 

コミュニケーション力や人間関係のスキルは社会人基礎力のもっとも根幹をなすものであり，

大学生がさまざまな活動を通して身につけることが期待されている。ややもすると受け身になり

がちな学生たちを動機付け，人間関係を習得する特別なプログラムが必要と思われる。人間文化

学部心理学科では，平成 24 年度から「ピア・サポート・トレーナー養成講座」を実施し，学科内

の人間関係づくりを進めてきた。 

そして，平成 27 年度は，これを学科横断的なプログラムへと発展させるため，全学科の学生（原

則 3 年生だが 2 年生でも参加可能とした）から参加希望者を募り，「人間文化学部学生サポーター

養成講座」を実施した。各学科から選出された教員が顧問として参加し（心理学科から山崎准教

授・川人講師・青野教授，人間文化学科から脇講師，メディア情報文化学科から内垣戸准教授），

養成講座のプログラムを立案し，人間関係づくりの中核となる学生をサポーターとして養成し，

学部全体として教育の質を向上させることを企図した。学生参加者は，心理学科 15 名（うち 6

名は，心理学科のピア・サポート・トレーナー養成講座を 1 年間受講していたため，2 年目の参

加となる），人間文化学科 7 名，メディア情報文化学科 5 名であった。また，心理臨床学専攻の大

学院生 1 名（前年度にシニア・サポートに認定されていた者）が，学生サポーターのとりまとめ

役兼教員の補佐として参加した。 

養成講座の概要は以下の通りである。 

・サポーターの役割についての学習 

・サポーター同士の人間関係づくり 

・春休み研修（新入生オリエンテーション合宿でのプログラムの立案，年間の活動計画） 

・個々の活動の計画の立案（高校でのソーシャル・スキル・トレーニング，心理学科のピア・サ

ポート訓練，学習支援など） 

・夏休み合宿（前期のふりかえりと後期の活動計画） 

・学生サポーター活動についての広報活動，次期サポーターの募集活動 

また，養成講座で学んだことをもとに，学内外で下記のようなサポーター活動を行った。 

・本学新入生オリエンテーション合宿でのピア・サポート活動 

・市内の高校での新入生対象のソーシャル・スキル・トレーニング 

・心理学科教養ゼミでのピア・サポート訓練の教員補助 

・心理学科での学習支援（レポートの書き方指導など） 
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・次期サポーター募集のためのハロイン行事 

・心理学科でのプチ運動会の共催 

10 回の養成講座のうち 5 回以上参加し，学内外でのサポーターとして活動に複数回参加したこ

とを条件に，1 年目の人をジュニア・サポーター（10 名），2 年目の人をシニア・サポーター（9

名）として認定し，学部長名で認定証を授与した。 

これらの活動を通して，学生の学生によるサポートが「タテ・ヨコ・ナナメ」に広がりをみせ，

人間文化学部全体に「人間関係の構築」がある程度進んだのではないかと考えられる。しかし，

もう一つの課題であった「学修支援」は，宣伝不足と授業担当者との連携不足，学生のスキル不

足も要因となり，十分な活動ができなかった。また，養成講座のプログラムの継続性・体系性に

やや問題があり，受講生の動機づけと参加意欲を十分に維持することが難しかった点，受講生の

ニーズが行事や活動の計画や実施にやや偏りがちであり，サポーターとしての資質の向上や関係

作りが二の次になったこと，その結果としてメンバー間で参加意欲と参加度に差があり，協力体

制を作りにくかったことが課題としてあげられる。さらに，学科横断的な養成講座と活動の継続

的実施は，共通の時間帯を確保しにくいことから，かなり困難であることも判明した。 

これらの反省をいかし，来年度は，学科横断的な共通プログラム（養成講座）の比重をやや縮

小し，逆に学科独自の教育プログラムと連動させた活動を拡充することを計画している。また，

学習支援の側面は，薬学部のチューター制度を全学の制度に応用できないか，全学的な観点から

検討していきたい。そのため，学生サポート研究会をすでに発足させている（薬学部石津教授が

代表）。 

さらに，来年度の募集を行ったところ，2016 年 2 月末現在ですでに人間文化学科から 7 名，心

理学科から 15 名（内 6 名は 2 年目を希望），メディア情報文化学科から 6 名（内 1 名は 2 年目を

希望），28 名出ていることから，今年度の本プログラムの実施の成果がここにも表れていると考

えられる。 
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５．「びんご建築女子育成計画」～女子学生のキャリアデザイン教育の実践～ 

所  属    工学部建築学科 

職名 准教授 氏名 佐々木伸子 

＜成果の概要＞ 

 本取組みは、備後地域で活躍する本学 OGを教材とした建築学科女子学生のキャリアデザイン教

育を行うことによって，この地域で活躍する「びんご建築女子」を育成することを目的として行

われた。 

 初年度は、OG５名によるキャリア講演会を行い、職場訪問１回、設計建築現場の見学１回、建

築見学会１回を実施した。それぞれの企画ごとに女子学生有志による報告担当者を決め、ホーム

ページへの掲載やポスターの作成で情報を発信してきた。その結果は、新聞掲載３件、建築学科

ホームページでの「びんご建築女子プロジェクト」コンテンツの開設、活動紹介ポスターをオー

プンキャンパスで展示するなど効果的な広報活動へ結びつけることができた。当初は教員主導に

よる活動であったが、ランチミーティングやキャリア講演の影響を受けて学生からの要望で見学

会や三蔵祭への出店を行うなど学生との対話の中で活動内容も当初の計画よりも充実したものと

なった。 

 参加学生（１、２年生女子２０名）へのアンケート結果では、このプロジェクトへの評価は高

く、100%の学生が「自分の役に立っていると思う」と答えており、否定的な意見は全くなかった

（グラフ１）。この活動への参加は、強制や義務ではなく、希望者が参加する形式で行った。参加

状況は、授業日に実施される OG のキャリア講演会は回数の頻度はあるが全ての学生が参加して

いた。休日に実施した見学会では１回も参加していないが学生が４名いたが学生の自主性にまか

せる希望者参加型の取り組みとしては極めて高い参加状況であろう。それぞれの活動への評価も

キャリア講演会（グラフ２）、見学会（グラフ３）ともに良好である。これらの成果は、意識の変

化として現れてきている（グラフ４）。対象者は１、２年生の低学年ながら就業への意識は高まっ

てきており、このプロジェクトが「自分のキャリアデザインを考える」きっかけとなっているよ

うである。 

 このように初年度の取り組みは一定の評価ができ、学生からは来年度への取り組みの要望もで

ている（グラフ５）。しかし、活動への不満もみられた。全ての活動に対して、報告者を募り、学

長室ブログと見学会用展示ポスターの作成を学生が行った。その結果、協力する学生と何もしな

い学生に分かれ、学生からは不公平なので強制にしてはどうかという意見もでてきた。OG の話

を聞いたり、現場をみられるメリットはありがたいが、負担への不公平感があるというのが現状

である。学生間の協力関係や主体性の育成が今後の課題である。 

 

 

＜参考資料＞ 

対象学生へのセレッソを用いたアンケート調査結果 

＊ １、２年生女子２０名、2016 年１月実施（全員回答） 
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表１ 活動への参加状況 

キャリア講演会 見学会 

５回全て参加した 5 ３回全て参加した 5 

４回参加した 5 ２回参加した 8 

３回参加した 7 １回参加した 3 

２回参加した 3 参加したことはない 4 

１回参加した 0 

全２０名 参加したことはない 0 
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とても役立っ

ていると思う 

50% 

役立っている

と思う 

50% 

どちらともい

えない 

0% 
役立っていな

いと思う 

0% 
全く役立って

いないと思う 

0% 

グラフ１ プロジェクトへの評価 

60% 

40% 

0% 

0% 

0% 

グラフ２ OGキャリア講演会の評価 

とても参考になった 

参考になった 

どちらともいえない 

参考にならなかった 

全く参考にならなかった 

69% 

31% 

0% 
0% 

0% 

グラフ３ 見学会の評価（参加者の集計） 

とてもよかった 

よかった 

どちらともいえない 

よくなかった 

全くよくなかった 
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20 

19 

20 

20 

20 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５．もっと頑張ろうと思うようになった 

４．女子の就職は難しいと思った 

３．自分の予想より現実の仕事は厳しいと… 

 ２．大学時代の過ごし方が大事と思うよう… 

１．将来の仕事について考えるようになった 

グラフ4 自分の意識の変化 

当てはまる 当てはまらない (人） 

12 

8 

5 

7 

3 

5 

0 

0 

見学会 

キャリア講演会 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフ５ 来年度の活動について 

ぜひやってほしい やってほしい どちらでもよい やらなくてよい （人） 



６．学生主体のクラウド型資格取得支援フレームワークの構築 

所 属 工学部    情報工学科 

職 名 准教授 氏 名 中道 上 

 

＜成果の概要＞ 

情報工学科ではＩＴエンジニアの入門的な位置づけである基本情報処理技術者の資格取得を支

援している．本研究では，クラウド型教育支援システムを中心に資格取得を目指す学生自身が主

体となって問題の作成から解説までを支援する資格取得支援フレームワークの構築を目指す． 

申請時に置いては一般的に用いられるPDCAフレームワークをもとにした学習サイクルを提案し

ていたが，その後の文献調査の結果により，教育システム設計の基本的なモデル[1]をもとにした

自学自習プロセスの検討に変更した．教員以外の LMS や TA を新たなアクターとして考慮し，

ADDIE モデルを利用した新たな自学自習教育システムを提案する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 教育システム設計の基本的なモデル：ADDIE モデル[1] 

提案フレームワークの中心となるクラウド型教育支援システムは，AWS(Amazon Web Service)

上に e ラーニングプラットフォームである moodle を構築する形で開発した．実証験の結果，提

案プロセスによって学生の「内容理解度」，「勉強意欲」が向上すること明らかなった[2]．  

 [1] R.M.ガニェ，W.W.ウェイジャー，K.C.ゴラス，J.M ケラー：”インストラクショナルデザイ

ンの原理”，2007  

[2]森川裕矢， 奥田宏平，杉原慶哉，中道上，池岡宏，花田勝仁，“ 自学自習プロセスの提案と

学習効果の分析”，情報処理学会第１３４回コンピュータと教育研究会，ＮＯ．７，ＰＰ．１－６，

Ｍar．2016．  
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７．複数の HMDを用いた対話型 AR教育支援システムの開発 

所 属   工学部  情報工学科 

職 名  講師 氏 名 池岡 宏 

 

＜成果の概要＞ 

本提案では，教員側と学生側それぞれが HMD（ヘッドマウントディスプレイ）を装着し，AR（拡

張現実）技術を活用した授業や実習を行うシステムの開発を試みた．この実現には，状況に応じ

て適切な情報を個々の HMD 上に提示することで，授業や実習時に教員と学生間で発生するコミ

ュニケーションを支援し，教育効果を高めることに力点を置いた．今回，システムに実装した主

な機能は，以下の三つである． 

個人識別からの情報の表示 

音声認識による発言内容の自動記録とその表示 

Wifi ネットワークによる HMD 間の情報共有処理 

以上を実装したプロトタイプ・システムを使い，演習型の実験授業を実施した．なお，テーマは

「コンピュータ・プログラミング演習」である．模擬授業後，その効果についてインタビュー形

式で評価を行った．その結果，学生側では HMD 内に表示した情報があまり有用でないとの評価

を受けた．これは，今回利用した音声認識機能における認識精度が十分とは言えないことが大き

な要因であった．この対策として，授業で用いる専門用語を収録した辞書データの作成に労力を

かける必要があることも分かった．一方，教員側の HMD に学生個々の情報を表示する機能につ

いては，良い評価を得られたが，データ準備の点で改善の余地があるとの意見があった．また，

システムとして有効に活用できる潜在的な可能性は十分にあるが，HMD 内で提示する情報コン

テンツについてさらなる検討が必要であるとの結論を得た．今後は，これまでに明らかになった

問題を解決し，表示情報について検討を重ねることで，今後活用が盛んになるであろう HMD を

利用した効果的な授業の実施を目指し，研究を継続する予定である．  

本提案のもう一つの目的として，本システムの開発に学生が参加することで，最先端の AR シス

テムの技術や仕組みについて学ぶこと，および本システムの効果的なコンテンツを模索すること

で想像力を養うこと，という側面があった．実際，本プロジェクトに参加した学生からは斬新な

提案が出されるなど，非常に積極的な意欲が感じられた．これは AR や HMD といった分野への

興味が大きいことが一因であろう．最終的な成果は，体験型授業として，オープンキャンパスな

どで先端システムを利用した授業として，高校生に体験してもらえる水準にまで完成度を高める

予定である． 
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８．学生の自発的成長を促進する学習成果・個人診断チャート自動生成システム 

－ ラーニング・アナリティクスとルーブリックの多面的展開 － 

 

所 属 工学部    情報工学科 

職 名 教 授 氏 名 金子邦彦 

 

＜成果の概要＞ 

◆ 学習成果・個人診断チャート自動生成システム（以下「本システム」という）の作成に用い

た既存のツール等 

本システムの作成では、プログラムを作成することになるが、次の既存のツール等を用いて、効

率よくプログラム作成を行うことにした。 

●プログラミング言語: Python 及び関連パッケージ 

●統計解析、グラフ作成用システム: R システム及び関連パッケージ 

●リレーショナルデータベースシステム: SQLite3 

◆予算案策定時に考えたこと 

本システムのプログラムは自前で作成するので、外注などの費用は発生しない。本システムのプ

ログラム作成では、既存のパソコンを使用するので、費用は発生しない。研究成果発表のための

旅費及び英文校正費用に困る可能性があると考えて、助成を申請した。 

◆成果物 

本システムの作成を進め、本システムの要素となる次のプログラムを成果物として作成した。こ

れで本システムに必要な全要素の完成を終えた。 

●データの管理を簡単にするため、異種のテーブルを単一のテーブルに合体、その逆を行うプロ

グラム 

●データをビジュアルに表示するため、２次元のベクトルデータから散布図を自動で作成するプ

ログラム 

●多数の要因があるとき、それをビジュアルにプロットするために、要因間の相関係数の固有ベ

クトルを求めることにより、相関関係の高い複数の要因を見つける手法である主成分分析のプ

ログラム 

●データが複数の群に分かれ、各群が代表値である中央値を持つとき、中央値の有意差を検定す

ることにより、確かに群分けが妥当であることを確認できるためのプログラム 

●学生のアンケートなどの日本語の文章に対して、単語に切り分けることを自動で行うプログラ 

ム 

以上のように、本システムは、複数の要素の組み合わせにより機能する。全体としては、数十個

の文章（例えば、アンケートの記入文）があるとき、それを自動分類して、振り分ける機能を持

つ。単に振り分ける機能があるというだけでなく、振り分けの基準に使う数値を変えたり、増や

したりしたいときなど、プログラムの書き換えを今後行うとき、それが簡単にできるように工夫

している。 

◆今までの取り組みと今後の予定 

最初、工学部情報工学の専門科目において、学生の出欠状況を解析し、それをビジュアル化し、 

―１９― 



学生に見せることで、学生の自発的成長（「やっぱり休むのは止めよう」と自ら決心するような）

を促進することを考えた。学生の将来の出欠を予測できるかもと考えた。それは失敗した。当初、

学生の出欠の状況には、本人の個性が現れると仮定していたが、実際の出欠状況を観察したとこ

ろ「休みの多い学生」と「まじめに出席している学生」の２通りしか観察できず、また、休みの

多い学生は少数であって、解析の余地がなかった。（今後、休みの多い学生の情報を累積で１００

名程度以上集めれば、解析できる可能性があるとは考えている）。 

そこで、取り組みの開始後に、解析の対象を、出欠状況のような数値データではなくて、日本語

の文章である文字列データに変えることにした。（日本語の文字列データを解析できる機能につい

ては、作成を終えている）。同時に、学生の実情をよく把握するために「授業で学んだこと、新し

く覚えたことを自由に書いてください」という指示を与えて、学生に文章で書かせることを試行

した。これには、明瞭に、個性が現れた。 

●授業の資料などを丹念に記述している学生 

●要点となる文章を箇条書きなどできれいにまとめている学生 

●授業の中の特に難しい部分を書き留めている学生 

●キーワードだけを学生 

●一語を書く学生 

成績評価で使うペーパーテストの点数等では観察できない、学生の個性は確かに表れた。ここで、

新しい課題に直面している。文章の長さ、文章の中の品詞の比率、漢字・ひらがな・かたかなの

比率等の数値を使い、学生の個性を見ることは可能となってきたが、そういった結果を学生に見

せたときに、どのようなアドバイスあるいは診断結果を提示すべきかという難問に直面している。

例えば、「文章を長く書くような学生は、成績の伸びが大きい」のような仮説を立て、それを検証

することは可能であろうが、それが分かったとして「文章を長く書くようにすれば、成績が伸び

る」と学生に指導すること自体が妥当かどうかを今後検討せねばならない。以上のように判断し

たため、平成２８年２月までの査読付き国際会議での研究成果を見送った。使用額が０円なのは

そのため。 

◆将来への展望 

１．産学連携への発展 

本助成の成果が、授業の実施前のテスト、授業の実施後のテストにより、受講者の成長を見るの

に関係している可能性がある。これは、学内の某団体との産学連携に発展しつつある。平成２９

年度中に、本助成の発展課題（本助成で作成したシステムの提供ではなく、産学連携先における

「教育効果の検証」に関する研究課題に取り組む予定）での共同研究契約を取り交わすことを内

諾済みである。 

２．将来の発展 

●首尾よく成果が出れば、来年度以降の研究成果発表を予定しているが、教育振興助成金では

なく、個人研究費で負担したい。 

●最終的に目指している「ラーニングアナリティクス」には、困難な課題があることを確認し

た。時間をかけて取り組む。一方で、授業中にアンケート等を実施し、それを直ちに学生全

員に伝えるとき、似た回答を順番に並べて分かりやすくすることや、アンケートの中身を分 
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類する（それは、アンケートの回答者である学生を分類することにつながる）ことを自動で

行うという問題にも、平成２８年度にチャレンジしたい。 
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９．情報倫理ビデオの導入と Cerezo との連携 

所 属  工学部    情報工学科 

職 名  教授 氏 名 山之上 卓 

 

 

＜成果の概＞） 

情報倫理教育を効果的に行うための教材として、我々のグループは情報倫理デジタルビデオ小

品集を開発しており、この小品集は全国の多くの大学で利用されている。福山大学の情報セキュ

リティ、情報リテラシー、情報倫理観をより高め、そのことにより本学をより安全にするため、

本学の学生・教職員であれば Cerezo を通じて、いつでも、学内のどこでも本小品集を視聴でき

るようにすると同時に、本ビデオを使った全学的なアクティブラーニングが実施できるようにす

ることを将来的な目標とした。その準備として、端末数 200 台分のライセンスを１年分(52,000

円/年)購入し、工学部の過半数のパソコン端末と、共同利用センターの ICT 教室の教員用パソコ

ン端末で利用できるようにした。事前調査により Cerezo に直接ビデオを載せるのは困難である

ことがわかったため、情報工学科が所有しているパソコンを使ってビデオ配信サーバを構築し、

Cerezo の授業コンテンツから、そのサーバの該当のビデオにリンクを張って利用できるようにし

た。ビデオ配信サーバの構築補助および構築後の運用・管理に学生アルバイトを雇った(5,000 円

/(日・人)×2 人×15 日)。構築後、実際に授業で利用することで技術的および教育方法的な検証を

行い、その結果を踏まえて、１２月１６日と１８日に開催された工学部の FD 講習会で本ビデオ

を利用した。３月５日には情報工学科の高校教員向けの研修会でこのビデオを利用し，地域にお

ける情報倫理意識の向上と情報セキュリティ強化に貢献した。 
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１０．薬学部学習支援におけるチューターおよびメンター制度の導入 

所 属   薬  学  部 

職名 教授 氏名 石津 隆 

＜成果の概要＞ 

本課題については３年目を迎えるが、今年度も引き続き初年次教育をはじめとして薬学教育に

おけるモチベーションと学習効果の向上を目的としてチューターおよびメンター制度を実施した

ので、以下にその成果について報告する。 

薬学導入教育「薬学入門Ⅰ」における PBL・SGD において、上級生（５年次生）がチュータ

ーと参加して議論が適正な方向に進むように指導した。このチューター制度について昨年度実施

したアンケート調査によれば、上級生がチューターとしてサポートしたグループの方がサポート

しなかったグループにくらべ効率よく議論が進行し、また、チューターによるサポートの回数が

多かったグループのほうが少なかったグループに比べより効率よく進行したという結果であった

ことから、チューターの存在が１年生に高く評価されていたので、今年度もチューター制度を実

施した。 

このチューター制度に引き続いて、上級生（５年次生）が下級生の学習指導や学生生活につい

てのアドバイスをするメンター制度を 34 号館２階研修室１（34216）において前期中間試験およ

び定期試験前の２週間実施した。入学後なかなか大学での勉学になじめない学生、勉強方法に迷

いを生じている学生など支援することを目的としている。その結果、１年次生からは「先輩方が

丁寧に教えてくださったのでとてもよかったです。」や「何でも相談にのってくれました。」など

の意見を得、メンターのほうからも「後輩に教えることによって、自分の勉強にもなり知識が深

まって良かった。」や「下級生と普段とれないようなコミュニケーションを取れたこと。」などの

意見があり一定の成果を上げていることが判断できる。その一方で、１年生のメンター制度の利

用率が低いことが今後の改善点として挙げられる。その理由の１つに「先輩のところにいくこと

が緊張する。」という意見があった。当初、先輩なら気楽に質問できるのではないかと考えていた

が、意外にもそう思っていない学生もいることが分かった。また、メンターによっては教え方に

いわゆる上手下手があり、下級生に人気のあるメンターとそうでないメンターが出てきたことも

今後の問題点として挙げられる。 
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１１．キャリア教育科目の発展的改善点に資する基礎的研究と教材開発(試作)について 

所 属      大学教育センター 

職 名 講 師 氏 名 津田 将行 

＜成果の概要＞ 

 福山大学では、「三蔵五訓」を教育方針とし、知識や技術だけではなく、人間性重視と調和的な

全人格陶冶に重視し、1 年次から 4 年次までの各年次ごとに福山大学教育プログラムの目標とし

て｢自立｣、｢対話｣、｢社会参加｣および｢自己実現｣を掲げている。キャリア科目群の科目は、キャ

リアデザインⅠからキャリアデザインⅣに加え、近年、インターンシップⅠ、Ⅱが新設され、積

極的に本学教育目標に対応したキャリア形成支援プログラムの充実に力を入れている。 

本教育研究活動により得られた知見を以下に示す。 

①本学の平成 26 年度共通教育アンケートが平成 27 年 1 月から 2 月に行われた。その結果、キャ

リア教育に対して、問「キャリアデザインⅠの満足度について」に対して、「どちらともいえない」

が全学で 40%、工学部で 46%と最も高い割合を示していた。また問「次年度以降、キャリアデザ

インⅡ～Ⅳを受講したと思いますか？」に対して、「どちらともいえない」が全学で 41%、工学

部で 46%と最も高い割合を示しており、キャリアデザインⅠを受講した学生は、キャリアデザイ

ンⅠに対する満足度が低く、授業の重要性が伝わっていないことがわかる。 

これらのアンケートに回答したと思われる学生が、進級し平成 27 年度にキャリアデザインⅡ

(工学部のみ必修選択のため、受講生の 84%が工学部の学生)を受講した結果、問「キャリアデザ

インⅡの感想」に対して、「まあまあ良かった」が 52％と最も高く、次いで「とても良かった」

が 37%と高かった。また問「キャリアデザインⅡの受講前後で成長できたか」に対して、「少し

は成長できた」が 68%と最も高く、次いで「かなり成長できた」が 25%と高く、キャリアデザイ

ンⅡを受講することで、その成長度を感じていることがわかる。 

キャリアデザインⅡの満足度を高め、成長を感じた要因としては、産業界から強く求められて

いる「社会人基礎力」のベースとなる 3 つの能力(飛び込む力、考える力、会話する力)や、福山

大学教育プログラムの 2 年次生の教育目標として揚げている「対話」力を向上させるために、毎

回の授業の 3 分の 1 は、各回異なる学生とグループとなり、SGD を中心としたアクティブラーニ

ングを取り入れ、学生が主体的･能動的な学習となるような授業展開を行ったことが考えられる。

よって SGD を取り入れたアクティブラーニング形式の授業展開を行うことで、学生の満足度や成

長度が高くなることがわかる。 

今後の課題として、必修科目であるキャリアデザインⅠにおいても、学生の満足度や成長度が

高くなるように、座学的な授業からアクティブラーニング形式を取り入れた授業展開を積極的に

行う必要がある。しかし現状のキャリアデザインⅠは、学部毎に実施しているので、受講生が最

大で 190 名であり、キャリアデザインⅡの受講生の最大 80 名の約 3 倍以上の大人数が一度に受 
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講している。また受講する教室もキャリアデザインⅡは、クラフトで行うことで SDG が比較的

しやすい環境となっているが、キャリアデザインⅠは、受講生が多いため階段状の大講義室とな

り、SDG がしにくい環境となっている。よって、今後は現況よりも少人数でキャリアデザインⅠ

を受講できるような編成を行うことや、授業内容についてもキャリアデザインⅠを担当する先生

方を主として再検討を行うことが必要である。 

②3 年次生の教育プログラム目標である「社会参加」を達成するためには、教科書に基づいて

理論や考え方を学ぶだけでなく、実社会や仕事に対する実感が伴うような教育プログラムの提供

が求められる。実社会や仕事などの就労体験を模擬的に実感･体験できるのがビデオ教材である。

インターンシップのように実際に会社の一員として就業体験を行うことは、それを運営する大学

および受入企業ともに多くの時間と労力が必要であり、参加人数制限などの制約がある。しかし、

ビデオ教材を使用することで以下の 3 つの取得できると考える。1 つ目は、ビデオ教材の場合に

は、少人数から大多数まで人数制限なく新入社員が陥りやすい失敗やトラブルの擬似的に体験で

きる。2 つ目は、学生に学ばせたい能力要素(例えば、行動力、責任感、相談力、提案力など)に合

わせて使用するビデオを選択できることである。3 つ目は、同一のビデオ教材を閲覧した学生同

士の意見交換によって視点や考え方の多様性を学ぶことができる。このように、ビデオ教材はイ

ンターンシップでは学ぶことの難しい能力要素を効果的に学習することができるものであるとと

もに、インターンシップと補完しあう関係で学生の学びを支援することができる教材であると言

える。 

今回、平成 27 年度後期のキャリアデザインⅢの授業で試験的に 4 回ビデオ教材を使用して授業

を行った。ビデオ教材は法政大学の鈴木美伸特任講師が開発したものを使用した。その結果、ビ

デオ教材の学生の反応は、学生毎に感じ方が異なっており、ビデオ教材を閲覧後には、グループ

ディスカッションを通じて、自分の考えを発表することや他者の意見を聴くことで視点や考え方

の多様性を学ぶことができることがわかった。 

今後の課題として、今回、ビデオ教材の使用することで職業体験の場面を実感しやすことから、

教育上、有意な効果を得られることがわかったが、独自のビデオ教材開発を実施するには場面設

定作り等まだまだ多くの課題がある。 
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１２．SSP (７文型)理解に基づく新しい英語教育方法の開発 —— GLLASS と MILES による福山

大学型英語学修システム構築のために 

所 属       大学教育センター 

職 名 講師  氏 名  Warren Tang 

＜成果の概要＞ 

At present, we are looking at previous research which shows that typically Japanese 

teachers of English follow the 5 sentence patterns (5SP) of C.T. Onions (1904) which we 

believe is deficient and insufficient. Two sentence patterns in particular which have no 

explanation or are given periphery status within the 5SP organization should be included 

as core sentence patterns. By excluding them from the core sentence pattern means 

students are confused as to how to see such sentences. Furthermore, most textbooks 

approach syntax using outdated, unhelpful and irrelevant terminology such as ‘predicate’ 

and ‘adjunct’. Clear syntactic terminology is necessary for helping understanding of the 

range of sentence patterns within the English language. 

A small pilot unpublished study of student views of seven sentence patterns (7SP) 

have revealed that students they have an improved metalinguistic understanding of the 

possible constructions in English as well as better command. This will be followed up by a 

fuller study to compare the differences between methodologies using 5SP and 7SP. 
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１３．e-learning 及び ICT 機器を活用した福山大学型英語教育方法の開発 

所 属       大学教育センター 

  職 名 講師  氏 名  Jason Lowes  

＜成果の概要＞ 

General research questions: 

Question One: Although e-learning systems exist they seem to be underutilized by students. Is this true? 

Question two: If e-learning systems are underutilized, what reasons do students give for not using them 

more? 

Question three: Do English teachers actively encourage their students to use e-learning systems as a 

means of practicing English? If so, what do they do? If not, why not? 

Question four: What would be the characteristics of an e-learning system that both students and teachers 

would want to employ to assist the goal of improved English ability? 

 

General research plan: 

Survey the students in order to ascertain their usage of and feelings toward to the current e-learning 

system available at Fukuyama University. The survey includes questions related to the following areas:  

 the enjoyablity of the software,  

 the perceived usefulness of the software,  

 the convenience of using the software,  

 the frequency of the personal use,  

 what would they like to have in an ‘ideal’ English practice software, 

 the usage of any commercially available e-learning softwares, 

 their willingness to pay to use an e-learning software, 

 how much they think they would use an e-learning software (if they have not used one 

previously) 

 the appropriateness of using some class time (5~10 minutes) to use e-learning software 

 the percentage of students who have smartphones 

 

Evaluate what skills would be most beneficial to practice via an e-learning software in order to achieve the 

greatest impact in student communicative ability. The examined are: 

 Vocabulary translation (English to Japanese, Japanese to English) exercises, 

 Fill in the black (grammar practice) exercises, 

 Spelling practice exercises, 

 Listening practice exercises. 

 

There are various pros and cons related to including various skills / practice types into a software. More 

options relates much more complication. This is true in two ways: the design and programming become  
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significantly more challenging, the graphic user interface risks being very confusing and cluttered due to 

the limited screen space available on smart phones. 

If the e-learning system incorporated aspects of multi media, such as listening practice, the bandwidth 

required to practice English may increase. This increase, in turn, could lead to a decrease in student 

enthusiasm / willingness to practice English using an e-learning system. 

 

Focus on Vocabulary 

Second language research has indicated that learning new vocabulary through reading is an important way 

of acquiring new vocabulary (Day, Omura,& Hiramatsu, 1991; Dupuy & Krashen 1993). However, Laufer 

(2005) and Schmitt (2008) support explicitly focused intentional vocabulary learning as a faster and 

more effective approach to learning in comparison to incidental vocabulary learning from activities such as 

reading and listening. Similarly, Nation (2001) stated that vocabulary knowledge constitutes an integral 

part of learner’s general proficiency in a second/foreign language (L2) and adds that it is a prerequisite for 

successful communication. Coady (1993) recommends that vocabulary should be taught explicitly 

(intentionally) to the point of automaticity in early stages of acquisition (notably for beginners), and 

contextual learning (incidental) at later stages. According to Segalowitz (1997: 103), as the cognitive load 

decreases with an improvement with vocabulary automaticity, more working memory is made available. 

This results in further improvements in syntactic fluidity.  

 

Spaced repetition 

For a good number of students in EFL contexts, English class and their textbook remain their sole direct 

contact with the language. Unfortunately, this results in insufficient “word recycling” (see Nation, 2001) 

thus language encountered within their textbook will often be forgotten. In order to minimize the 

percentage of language (and vocabulary) forgotten, regular exposure to the English words is essential. One 

of the most effective means to retain new information (remember something) is through spaced 

repetition.  

 

Memory has long been studied with the hope of improving the human limits of what can be recalled at 

will. Ebbinghaus (Rubin & Wenzel, 1996), in his foundational experimental study of the nature of the 

human forgetting curve, revealed that traces of memory did not have to be relearned in order to be fully 

recalled. Rather, the subsequent exposures to words required less time to be fully recalled. Moreover, the 

time between follow-up exposures could be spaced further apart. This is the foundation of the spaced 

repetition practice that is at the heart of spaced repetition software (SRS). 

Many researchers have been quick to praise and assert the superiority of SRS over words cards and more 

so over word lists, for a number of reasons. The first is that computers can arrange the order of words that 

will enable the learner to review difficult words more often than easy ones and record progress over time 

(Nakata, 2008a). The second is the multimedia capacities digital flashcards can offer such including audio 

and video which can increase learners’ motivation (Hulstijn, 2001).  However, few have supplied empirical  
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evidence to support their claim of computer superiority.  

 

What words to practice 

Spending time studying words that students are unlikely to encounter again is time ill spent. To that end, a 

corpus list (the General Service List or GSI) of the most frequently used words in English was used to select 

the most useful words to practice. From this list, the words from the 1700 to 2200 range were selected. 
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１４．松永型！ジェンダー研究会の開催と発信メディアの批判的検討 

所 属  人間文化学部 メディア情報文化学科 

職 名  講師   氏 名   阿 部  純 

＜成果の概要＞ 

 本活動は、広くジェンダーに関係する事柄について議論する機会として、下記の 2 点を中心に

活動を行った。①心理学科青野ゼミとメディア情報文化学科阿部ゼミの合同ゼミを行い、学生た

ちの卒業研究テーマに沿ってジェンダー課題を検討し、②ゼミ・研究成果の発信メディアとして、

フリーペーパー『シオカラ』を発行した。 

 ①の合同ゼミは 5 月から月に一回の頻度で開催され、学生たちの関心のもとに決められたテー

マ（同性婚、結婚、性表現など）に基づき、ディベート形式で進められた。夏休みには合宿を行

い、セミナー会場の方にも議論に入ってもらうなど、学外でゼミを行うことの利点が活かされる

機会となった。ゼミでは記録係を毎回設け、ゼミ内容の記録と周知のためのメディアとしてフリ

ーペーパーを作成した。フリーペーパーは学内と M 亭に配布し、7 月には新聞各社からの取材を

受けるなどした。紙メディアの制作は手間がかかるが、その分学生たちにとっても議論を客観的

に再考する機会となっていたようだ。 

後期には、青野教授を中心にフェミニズム映画『何を怖れる―フェミニズムを生きた女たち』

（松井久子監督）の上映会が開催された。本上映会は福山・尾道地域に住む方々と企画・運営が

進められ、その後上映会企画グループの発展的解消として「ふくやま女子会」が組織された。学

期の終りに予定していた M 亭での公開ゼミの代りに「ふくやま女子会」との公開研究会が開催さ

れることとなり、多世代、多国籍の人びとが性を問わず集まり、ジェンダー・テーマについて語

り合う機会となっている。 

今年度の合同ゼミ活動を通じて、学生・教員間において、記録物制作のノウハウの共有や、福

山地域でジェンダーを考えていく上での人的なネットワークをつくることができた。今後も、発

信メディアの制作方法、配布場所等について再考しながら、本地域でのジェンダー・ゼミを月に

1 回ほど続けていく予定である。 
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１５．３次元コンピュータグラフィックスよる松永・鞆の浦ストリートビュー制作 

   所 属 人間文化学部メディア情報文化学科 

職 名 准教授     氏 名 渡辺浩司  

 

＜成果の概要＞ 

 メディア情報文化学科開講科目である 3DCG で、昨年から取り組んでいる鞆の浦の 3 次元コン

ピュータ・グラフィックス化を進めた。鞆の浦でのフィールドワークを実施し、実際の風景をそ

の場に赴いて、そこの空気を感じながら取材を行ったうえで再現することで、単に与えられた課

題を作成するよりもより「リアル」な作品作りができたと思われる。 

 今年度は例年より受講者が少なかったため、一つの建物のみを扱うこととし、鞆の浦で有名な

家屋である「澤村船具店」の CG 化を行った。一棟を幾つかのブロックに分割し、各学生が 1 ブ

ロックを担当した。 

 取材は 2 度実施した。一度目（5 月 23 日）は受講者ほぼ全員で澤村船具店の店舗内外の写真撮

影やお店の方に話を伺ったりした。見慣れない器具も多く、非常に参考になるお話であった。 

取材に基づいて制作を進め、データの不足を補うために二度目（7 月 18 日）の取材を実施した。

計 2 回の取材の成果もあって、かなり緻密な CG が出来上がった。 

 完成した CG は 3 月 19 日に福山大学（オープンキャンパス）および社会連携研究推進センター

で開催する上映会にて公開する予定である。 
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取材風景 店内の棚の CG 



１６．レスコンシーズジャンボリー in KOBE でのレスキューロボットコンテストシーズ備後版

の実施 

所 属  工学部スマートシステム学科 

職 名  准教授 氏 名 伍賀 正典 

＜成果の概要＞  

1 年次生対象の教養ゼミの 7 回で、レスキューロボットコンテストシーズ福山版の製作を実習

として行った。この成果を利用し、8 月 9・10 日に神戸市サンボーホールで開催されたレスキュ

ーロボットコンテスト会場内で開催される催事「ロボットランド」のレスコンシーズジャンボリ

ー2015inKOBE に「レスコンシーズ備後版」を出展した。      

 

 

 

 

 

 

 このイベント運営に、4 年生 1 名、2 年生 2 名、1 年生 2 名がスタッフとして参加し、近畿地

方の小学生を中心に 2 日間で 500 名の参加があった。これらの取り組みは、第 16 回計測自動制

御学会システムインテグレーション部門講演会、第 24 回計測自動制御学会中国支部学術講演会

（当学科 1 年生が登壇）で発表をおこなった。システムインテグレーション部門講演会では、連

名発表である“レスキューロボットコンテスト・シーズ・ジャンボリー2015 in KOBE の実施報

告”が SI2015 優秀講演賞を受賞した（添付 1）．製作した成果物を活用し、三蔵祭での“レスコ

ンシーズジャンボリーin 福山大学”、地域イベントである GoGoCar にばるに 1 年生が主体となっ

て積極的にイベント運営を行い，それぞれ 200 人程度の参加者があり好評を得た．また、工学部

紀要第 39 巻に“レスコンシーズジャンボリー in KOBE におけるレスキューロボットコンテスト

シーズ備後版の実施”、“災害シミュレーションに用いる次世代レスキュークローラの開発”とし

てまとめた。学会に参加した 1 年生にはロボカップ日本大会への出場依頼があり進行中である。

本計画を中心に、1 年生の初年次教育、学会参加、ロボットコンテスト参加と多方面で成果が出

つつあり、更なる支援を期待している。 
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１７．「地域遺産」の保全と活用による地域デザインの可能性追求 

所 属     工学部建築学科 

職 名 教授 氏 名 佐藤圭一 

＜成果の概要＞ 

地域生活空間計画（建築史、都市計画史）を専門とする申請者は、これまで建築や都市・集落

を主な対象として、学生と共に地域社会と直接関わり、教育研究する手法をとってきた。着任初

年度の 27 年度は、備後地域における活動実績がなかったこともあり、主に前任校のあった熊本で

のフィールドワークを通じてコミュニケーション能力を高め、外向きの思考に転換して留学や進

学を目指すと共に、次年度以降の活動のための備後地域の地域遺産をまず「発掘」するというこ

とを主目的に掲げ実施した。募集に応じた建築学科 2 年生の 4 人が、9 月に行われた 4 泊 5 日の

研修に参加した。内 1 名は研修での異文化における他者との対話が強い刺激となり、研修後すぐ

に大学院進学を念頭においた留学を決意した。28 年 9 月より本学の留学プログラムによって、ソ

フィア大学へ留学する予定である（現在、申請中）。周囲の学生達にも影響を与え、留学や大学院

進学を現実のものとして口にする学生達も現れた。一つの大きな目的達成であると共に、後輩達

への身近な手本ともなり得る。 

また、9 月の臨地研修に前後して、事前事後研修は 2 ヶ月間（延べ 20 日間程度）行い、事後研

修の一環として「歴史的空間再編コンペ 2015」（金沢市等主催）に参加した。研修に参加した学

生を中心に「備後地域遺産研究会」として活動をはじめ、広島県や岡山県の数多くのフィールド

ワークやシンポジウムにも参加した。多くの場合学生（研修参加学生に限らない）と共に案内人

を得て活動した。国宝明王院、別所砂留、旧マルヤマ商店事務所（松永はきもの資料館）、岡山近

世・近代建築探訪など 20 カ所程度を巡り、毎週のように備後地域等の地域遺産「発掘」に邁進し

た。また、鞆の浦を視察したイコモス会長グスタボ・アローズ氏や世界的建築家伊東豊雄氏が備

後を訪れた際にも、積極的にシンポジウムに参加した。研修事前事後の学習と異文化に接する遠

隔地での臨地研修体験が、心身共に外に向かう「気」を学生達の中に醸成することができた。 
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