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5.事業評価・FD 

【1】事業評価・FD 委員会議事要旨 

平成 28 年度 第１回紀の国大学協議会事業評価・FD 委員会 議事要旨 

（第 2 回は 3 月 7 日開催） 

 

日時：平成 28 年 6 月 7 日（火） 11：00～11：40 

 

場所：和歌山大学基礎教育棟 G209 講義室 

 

出席：大阪市立大学、大阪府立大学、摂南大学、和歌山工業高等専門学校、 

   和歌山信愛女子短期大学、和歌山大学、和歌山県、紀陽銀行、 

   和歌山県中小企業団体中央会 

 

【議事】 

（1） 平成 28 年度の紀の国大学協議会事業評価・FD 計画について 

委員長および事務局より、平成 28 年度に紀の国大学が実施する事業評価及び FD 活

動に関する計画内容について説明があり、審議の結果、承認した。 

なお、委員から以下のとおり意見があった。 

・わかやま未来学副専攻受講者に対して実施する授業評価アンケートについては、今

後、学生の成長が確認できるように質問項目を検討願いたい。 

 

また、平成 27 年度に適任者の確保が難しく採用することができなかったことによ

り、評価区分がⅡ（年度別実施計画を十分に実施していない。）となった取り組みに

ついて、平成 28 年度に、当該各大学において事務補佐員の雇用が順次進められてい

ることを確認した。 

 

（2）その他 

その他の議題はなかったため、閉会した。 

  



34 
 
 

【2】学生自主演習合同研修 

1.第 1 回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修） 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」 
 

第１回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修）実施状況 
 

 

日時：平成 28 年 7 月 8 日（金） 15：00～18：00 

場所：和歌山大学基礎教育棟 G209 講義室 

テーマ：「アクティブ・ラーニング」の考え方 

目的：各分野の副専攻カリキュラム設計の見直し、地域協働セミナーにおける授業手法へ

の応用など。 

概要：アクティブ・ラーニングの概念的思考の枠組みと具体例についてのレクチ

ャー。 

それを踏まえて副専攻プログラムの見直し。 

講師：株式会社知識創発研究所 代表取締役 CRO 

東北学院大学 地域協働教育推進機構 特任教授 松崎光弘氏 

参加者：5 機関 8 名（参加校教員、実務家教員）及び本学教職員 25 名 

 

【案内要項及び実施風景】 
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2.第 2 回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修） 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」 
 

第 2 回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修）実施状況 
 

 

日時：平成 28 年 9 月 14 日（水） 13：30～16：30 

場所：和歌山大学基礎教育棟 G209 講義室 

テーマ：「PBL の考え方と実施体制」 

目的：地域協働自主演習Ⅰ・Ⅱの制度設計・体制整備に応用する。 

概要：全学的に PBL の仕組みを構築している事例（同志社大学プロジェクト科目）を

元に PBL の考え方と実施体制についてのレクチャー、それを踏まえて地域協働

自主演習を検討する。 

講師：同志社大学 PBL 推進支援センター センター長 山田 和人氏 

参加者：5 機関 5 名（参加校教員、実務家教員）及び本学教職員 32 名 

 

【案内要項及び実施風景】 
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3.第 3 回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修） 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」 
 

第 3 回 COC＋合同 FD 研修会（学生自主演習合同研修）実施状況 
 

 

日時：平成 28 年 9 月 23 日（金） 13：30～16：30 

場所：和歌山大学基礎教育棟 G209 講義室 

テーマ：「PBL のプログラム設計」 

目的：地域協働自主演習Ⅰ・Ⅱのプログラム作りに応用する。 

概要：企画立案型 PBL プログラム事例を元に、教育効果を高めるプログラムの流れ作

り、ワークシートなどのツールを解説、それを踏まえて地域協働自主演習を検討す

る。 

講師：和歌山大学 協働教育センター 講師 木村 亮介 

参加者：1 機関 1 名（参加校職員）及び本学教職員 17 名 

 

 

【案内要項及び実施風景】 
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【3】全学 FD・SD 研修会 

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」 

 
和歌山大学 FD・SD 研修会実施状況 

 

  

日時：平成 28 年 8 月 3 日（水） 16：30～18：00 

場所：和歌山大学観光学部棟 T101 講義室 

参加者：3 機関 5 名（COC+参加校教職員）及び本学教職員 87 名 

 

第 1 部  和歌山大学での反転授業・E ラーニングと他大学の調査報告 

講師：和歌山大学システム情報学センター教育システム・コンテンツ部会長 

 曽我 真人 

 

第 2 部   

 テーマ：大学連携を通じたコンテンツ共有と質保証の取組 

 講師：千歳科学技術大学教授 小松川 浩氏 
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