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１ 機関名： 豊橋技術科学大学 

２ 所在地： 愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘１－１ 

３ 学部・研究科構成  

  （学 部） 工学部 

 （研究科） 工学研究科 

４ 学生総数及び教員総数 

 ①学生総数  2,124名（うち学部学生数 1,204名） 

 ②教員総数   233名 

５ 特徴 

 本学は、実践的・創造的な能力を備えた指導的技術者

の養成という社会的要請にこたえるため､実践的技術の

開発を主眼とした教育研究を行う大学院に重点を置いた 

工学系の新しい構想による大学として設立された。この

ため､早期からの実践的な技術教育をねらいとしている

高等専門学校（高専）に接続する教育内容とするととも

に、主としてその卒業生を受入れ、また、同様の趣旨か

ら工業高等学校の卒業生等も受け入れるなど、特色ある

大学であり、次のような教育研究を行っている。 

(1)多様な入学制度 

   高専卒業生を第３年次に、高等学校（普通高校、工

業高校）卒業生を第１年次に受入れ、入学者選考に

はそれぞれ推薦入学制度を大幅に導入している。 

(2)学部と大学院の一貫教育 

   学部から大学院修士課程までほぼ同一定員幅の一

貫した教育プログラムにより､実践的･創造的な能力

を備えた指導的技術者の養成を行う。さらに､社会の

新しい要請に柔軟に対応し得るよう､従来の学科別

編成とは異なった学際的な課程編成によって教育を

行っている。この際、教員定員が大学院教育に併せ

て配置されているので､一教員当りの学生定員は他

大学に比べてかなり少なく､充実した少人数教育を

行っている。 

(3)正課としての実務訓練 

   産業界における実務を体験することにより､社会

との密接な接触を通じて指導的技術者として必要な

人間性の陶冶を図り､実践的技術感覚を養っている。 

(4)新しい構想による大学院博士後期課程 

   各専門分野を複合した学際的な博士後期課程を編

成して、産業界や社会のニーズに適応した先端科学

の研究を行っている。   

 本学が目的とする「実践的･創造的な能力を備えた指導

的技術者・研究者」の育成に教養教育と専門教育との「併

行実施」が不可欠であることは､建学依頼の基本的な考え

方である。これは、そのような技術者とは､人間の社会的

営みの中における工学の位置付け･役割を適格に認識し､

目指すところについて柔軟で人間的な発想をすることが

できる者であり､それには「透徹したものを見る目､繊細

で温かみのある感性､多元的な思考能力､グローバルな視

野」を必要とするからである。それは技術の内部では解

答の得られない課題であり､工学を主とした本学教育課

程の中で教養教育が担うところである。 

 また、本学の入学定員は、１年次が８０名､ ３年次が 

３００名であり､主として高等専門学校（以下、高専と略

記）からの３年次編入に重点を置いた大学である。高専

卒業生は、青少年期を同一志向の学生集団の中で過ごし、

専門教育を中心としたカリキュラムに従って勉学してき

たため、人間と社会に対する関心を持ちながら、それを

掘り下げることができずにきた。このような学生に本学

の目的に則った教育をすることも､本学の教育課程が１

年次から４年次まで専門課程の科目と平行して教養科目

を履修する「くさび形」になっている理由である。  

 平成３年の大学設置基準の改正を受けて､カリキュラ

ムの改訂を教務委員会で検討する際､卒業要件単位数の

削減を目指しながら､「従来の一般教育科目等は､学術の

基礎として､また､指導的な技術者の素養として重要であ

り､今回の見直しでもこれらの科目を共通性の高い基礎

的な科目として尊重する」として、平成５年度からのカ

リキュラムで「一般基礎科目」とされている教養教育科

目の修得単位数については、これを減じないことを前提

としたのはこの考え方を確認したものである。 

 教養教育と専門教育の関連についてのこの基本姿勢は、

教養教育の主たる部分を担う人文・社会工学系、語学セ

ンター、体育保健センター及び留学生センターの教官が

大学院修士課程及び博士後期課程の教育にも携わってい

ることに現れている。また、１年次入学生は普通高校、

工業高校、留学生から成り、彼らの間にはその教育歴に

因る差異がある。さらに、彼らと３年進級時にドッキン

グする高専出身者との間にも数学・自然科学系基礎科目

の学習歴に差異がある。これを調整することも教養教育

の担うところである。

Ⅰ 対象機関の概要                 Ⅱ 教養教育に関するとらえ方 
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１．目的 

 本学は開学以来、教育目的を「実践的・創造的な能力

を備えた指導的技術者」の養成とし、1998 年度の基本

理念の見直しの際に、目的に指導的な「研究者」の養成

がさらに付け加えられて現在に至っている。この「指導

的な技術者・研究者」の育成という目的は、本学がほと

んど全員の学部生を修士課程に進ませることで、学部４

年間（高専卒業生の場合は学部２年間）プラス修士２年

間にわたる一貫した教育を実施していることを根拠に

設定されている。さらに「基本理念」は、そのような技

術者・研究者は、「人間性の開花、自然との共生、国際

協調的な社会の実現」に技術者・工学者として貢献でき

る人材であるとしており、そのために「透徹したものを

見る目、繊細で温かみのある感性、多元的な思考能力、

グローバルな視野」が求められると記している。 

 これが本学における教養教育の目的であり、専門教

育と教養教育が一体となって「指導的」な人材が養成

できると考えている。それは、社会においてリーダー

シップをとれる人材は、専門の領域において優れてい

るだけでなく、様々な問題に的確に対処できる広範な

能力を有していなければならないと認識しているから

である。 

２．目標 

 上記の教養教育の目的を達成するために目標として

いることを、以下に（1）全般的な目標、（2）数学・自

然の分野の目標、（3）外国語科目の目標、（4）人文・

社会・保健体育の分野の目標、（5）特記事項、に分け

て箇条書きする。 

（1）「実践的・創造的な能力を備えた指導的技術者・

研究者」に必要な資質を育成するための全般的な目

標：課題発見能力の養成、問題解決能力の養成、広範

な分野の知識、後期中等教育における差違の調整、カ

リキュラム編成の工夫による履修科目選択肢の多様化、

厳格な成績評価、特別講演の実施。 

（2）数学ならびに自然科学的な思考方法・探求手法の

基礎を教育し、同時に専門を学ぶ上での基礎を固める

ための目標：論理構成力・自然科学的思考能力の養成、

実験実行力の養成、工作能力の養成、数学・自然科学

の知識の工学的応用能力の養成、工学の多種領域への

関心の喚起、適切な教員の選択、教員の連携プレーの

調整、体験的授業方法の向上、到達度別クラス構成、

少人数クラスの設置、厳格な成績評価、総合科目の開

設。 

（3）世界から情報を得、世界へ発信し、海外でも活躍

するための手段としての外国語を身につけるとともに、

文化の多様性への目を養い、自己および日本を世界に

位置づけて見るために必要な国際的な視野を涵養する

ための外国語科目の目標：到達度別クラス編成、英語

基礎集中クラスの設置、高学年まで受講可能なカリキ

ュラム編成、コンビュータ援用授業の開発・実施、IT

学習システムおよび AV 教材の整備、FD の実行と推

進による教授法の工夫、多様な外国語の提供、読解能

力の養成、コミュニケーション能力の養成、作文能力

の養成、検定試験による単位認定、TOEIC 受験の支

援、少人数の英語集中講座の開催、普段触れる機会の

少ない言語の紹介。 

（4）技術者である前に社会人として、社会の動向に対

応した自立した判断を下すことができ、人間、家庭人、

個人として幅のある人格を育成するための人文・社

会・保健体育の分野の目標：この分野への関心と問題

意識の喚起、現象としての文化・社会・身体という視

点の涵養、現象理解のための理論に関する基礎知識の

習得、諸理論の相互比較による複眼的視野の養成、歴

史的観点の養成、異文化理解の促進、日本語表現能力

の養成、哲学・文学・思想・芸術・言語に関する基礎

知識の習得、社会経済・計画科学・マネージメントの

基礎知識の習得、健康管理に関する知識の習得、高学

年まで受講可能なカリキュラム編成、単位互換、受講

年次の無指定、総合科目の開設。 

（5）特記事項：特に人文・社会・健康科学の分野の学

問については、大学院において学部時よりいっそう深

く学べ、なかでも社会計画工学に関しては大学院で専

攻することもできるので、以下の点に留意している。 

学部と大学院の教育の一貫性、修士課程における共通

科目（選択必修）の設置、博士課程における授業科目

の設置、教員選考時の大学院担当能力の考慮、技術系

経営者・マネージメントリーダー養成を目指す社会計

画工学を専攻できるための配慮。そのほか、学部・大

学院の授業においては留学生とのコミュニケーション

の促進にも努めている

Ⅲ 教養教育に関する目的及び目標 
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Ⅳ 評価項目ごとの自己評価結果 
 
１ 実施体制 

 
（１）要素ごとの評価  

 

（要素１）教養教育の実施組織に関する状況 

○観点ごとの評価結果 

観点 A：教育課程を編成するための組織 
教養教育に関する課程の編成は教務委員会が担当している。教務委員会は全学組織で

あり、本学を構成する教官組織である９の学系から選出された９名の委員と委員長(＝
副学長)及び副委員長(委員長指名の教授)によって構成されている。ここには教養教育の
主たる部分を担う人文・社会工学系(これと一体で運営されている語学センター、体育
保健センターおよび留学生センター所属の教官を含む。以下、特に言及のない場合、「人

文・社会工学系」とはこの意味である)からの教務委員１名も含まれ、本学における教
育の目的・目標を達成するための教育課程のあり方に関して専門課程を担当する教官と

一体となって検討している。 
したがって、人文・社会工学系の教官が担当する科目に関しては、その設置、廃止等

は当系における議論を経て教務委員会に提案され、検討された後、実施される。 
このように、教養教育担当者と専門教育担当者が一体となった組織で教養教育の課程

編成がおこなわれることによって、工科系の単科大学でありながら、人文・社会系の教

養教育担当者と工学部の教官との連携がよく機能してきた。これは本学のきわめて優れ

た点である。 
 
観点 B：教養教育を担当する教員体制 
教養教育課程に係る科目は人文・社会工学系の教官と工学の専門教育を担当する教官

とが以下のように分担している。 
工学系教官：自然の分野である一般基礎Ⅰ、一般基礎Ⅳのうち工学概論、工作実習、数

学基礎Ⅰ、Ⅱ、工学基礎Ⅰ、Ⅱ(以上１年次入学生対象)および総合科目Ⅳ(３年次入学者
対象)。実施に当たっては教務委員会内に工学系の教務委員によって構成される「一般
基礎Ⅰに係る連絡会」、「一般基礎Ⅳに係る連絡会」において調整し、最も適切な教官が

担当するようにしている。 
人文・社会工学系教官：一般基礎Ⅱ、一般基礎Ⅲ、一般基礎Ⅳ－選択Ⅰのうち英語基礎

Ⅰ(１年次入学者対象)および一般基礎Ⅳ－選択Ⅱのうち日本語法、英語基礎Ⅱ、総合科
目Ⅴ，Ⅵ，Ⅶ(３年次学生対象)。これらの科目を担当する非常勤講師の選考も、当該科
目担当者および本系教務委員の推薦を系で検討した後、教務委員会の承認を得ている。 
このように、教養教育の主たる部分をなす人文・社会、体育、外国語の科目は人文・

社会工学系の教官が担当している。これらは既述のように一体の組織として運営されて

おり、教養教育の実施にあたり、相互の連絡・調整・補完が極めて図りやすくなってい

る。教養教育を実施する教員体制としてこれ以上のものは考えられない。 
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数学、自然科学、工学の基礎の分野に関しては、専門教育を担当する教官が担当する

ことによって専門教育との連関が図られ、学生にとっても学習の意義がわかりやすくな

っている。担当する教官の所属は複数の組織(学系)にまたがるが、「連絡会」を設けて調
整しており、円滑な実施が保証されている。 
以上のことから、教員体制は優れていると判断する。 

 
観点 C：教養教育の実施を補助、支援する体制 
ティーチング・アシスタント：一般基礎Ⅰの数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理実験、化学実験では、

ＴＡが授業の補助をしている。 
学務課教務：シラバスのとりまとめ、受講申請、変更、成績管理、受講生への連絡、講

義用 AV機器の整備・管理、非常勤講師への対応など。 
全学：英語Ⅲのクラス分けのためのプレイスメント・テストは、教務委員会の行事とし

て全学的協力体制のもと、英語教官を中心として人文・社会工学系が実施している。ま

た、新入生のための履修ガイダンスも全学的体制で実施している。 
 
履修ガイダンス日程表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
また、３年次学生を対象とする第二外国語の受講生を調整する受講希望調査は、英語

プレイスメント・テストの際に実施している。これは人文・社会工学系の一体的組織性

によって円滑におこないうるものである。 
語学センター：当センターを利用する(留学生のための日本語を含む)外国語科目の授業
を実施するにあたって専属の教務職員が教材の手配、機器の準備を支援している。また、

TOEIC 受験のためのコンピュータを利用した自習システムを整備しており、必要に応
じて教務職員の補助を受けながら、学生が自由に利用することができる。ただし、この
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方法に関しては、項目別評価「教育方法」の要素２で述べるように、学生が自由に利用

できるコンピュータの数が限られており、さらに充実する必要がある。 
附属図書館：授業に関わる参考図書で、シラバスに挙げられているものおよび教官から

「学生用図書」として推薦されたものを用意し、学生の利用に供している。24 時間開
館体制を採っているので、すべての科目について学生は自分のスケジュールに合わせて

自主的に学習することができる。 
全般的には、人文・社会工学系および関連センターは、教務委員会のみならず、全学

的な意志決定機関に充分な発言の機会を与えられており、いつでも全学的な支援を依頼

することができるし、工学系教官が担当する授業は、それぞれの所属組織の支援を得ら

れるようになっている。以上のように、教養教育の実施支援体制はよく整っているが、

特に優れているわけではなく、普通である。 

 
観点 D：教養教育を検討するための組織 
本学における教養教育を、本学の教育全体の目的・目標を達成しうるものにするため

の検討は、教務委員会がおこなっている。専門教育の立場、あるいは教養教育の立場か

ら出されるカリキュラムに関する改善提案等は当委員会の場で検討の上、決定される。

事項によっては、数次にわたる持ち帰り審議が必要になるが、これにより、全学が検討

プロセスと最終決定を共有することができ、よく機能している。 
特に人文・社会工学系担当の科目については、当系が一体となって検討しており、そ

の結果は教務委員会の場において尊重されると同時に、全学に対する説明責任を負って

いる。 
以上のように、本学における教養教育を検討する組織は優れていると考えるが、教務

委員会は常に多くの議題を審議しなければならず、教養教育に課題を限定した検討組織

を作ることも考えられる。ただし、それが現在以上によい結果をもたらすかは、現時点

では判断しがたい。 
 
○要素１の貢献の程度 

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の実施組織に関する状況は、目的およ

び目標の達成に十分貢献している。 
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（要素２）目的及び目標の周知・公表に関する状況  
○観点ごとの評価結果 

観点 E：目的及び目標の趣旨の教職員、学生等における周知 
 

目的の周知を図るための資料        方法と配布先 ・対象者 

授業紹介 

学生便覧 

豊橋技術科学大学案内 
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豊橋技術科学大学教育と研究(5) 

 

豊橋技術科学大学教育と研究(6) 

 

豊橋技術科学大学 －変革の時代に向か

って－ 外部評価報告書 

豊橋技術科学大学ホームページ 

 全学生、教官  

 全学生 

 教官、全国高専（各 20部）、本学教官が訪問した高校（12

年度：11校、13年度：７校） 

その他希望する高校 

 全教官、図書館、事務局、全国の高等専門学校（各１部）、

本学教官が訪問した高等専門学校（平成 9 年度 23 校、10

年度 18校、11年度 45校、12年度 60校、13年度 60校、

14年度春 23校）、オーブンキャンパスおよび高等学校の進

路指導部教諭に対する説明会への参加者、本学との懇談会

に参加した地元主要高校の進路指導部教諭 

（平成 7年 10月 1日発行）：全教官、図書館、事務局 

 

 （平成 10年 4月 1日発行）：全教官、図書館、事務局 

 

 （平成 13年 4月）：全教官、事務局 

 

インターネット 

 
 教養教育の目的に関する資料と配付先は以上の通りであり、おおむね充分であると考

えられるが、印刷資料における表現の仕方にさらなる工夫をし、学生に確実に伝わるよ

うにする必要があろう。 
専門教育との関連で最も詳細に既述している「教育と研究」を学生が読むことは期待

できないので、全学生に手渡される「履修要覧」への記載も必要であるし、「学生便覧」

における記述の仕方も改善しなければならない。 
教官に対する周知は、「概要」、「教育と研究」および「外部評価報告書」が全教官に

配布されていることから、充分であると考えている。 
 目標に関しては、授業紹介により周知しているが、記述がなお不充分な科目もあり、

改善の余地がある。また、必要な科目と単位を中心に受講プランを立て、授業の目標に

充分意を払わない学生が少なくないことから、これに対する方策を検討する必要がある。 
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観点 F：目的及び目標の趣旨の学外者への公表 
 

   資    料            配布先／対象者 

 「豊橋技術科学大学案内」 

 

 

 

 

 

 

 「豊橋技術科学大学の教育と研究

（５）＆（６）-Ⅰ」 

 

 「豊橋技術科学大学 －変革の時代

に向かって－ 外部評価報告書」  （平

成 13年 4月） 

 

 「授業紹介」 

 文部科学省大臣官房総務課文書管理班、国立大学協

会、国立高等専門学校協会、日本学術振興会、国立国

会図書館、豊橋市広報公聴課、豊橋市教育委員会、豊

橋市図書館、愛知県広報課、豊橋市政記者会所属各社、

国立大学、大学共同利用機関等、工業関係短期大学部。

その他は教職員、学生等への周知参照。 

 

文部科学省高等教育課、高等専門学校、国立大学 

 

 

外部評価委員、運営諮問会議委員、国立国会図書館 

文部科学省、高等専門学校、国立大学 

 

  

サイエンス・クリエイト、豊橋市役所、豊橋商工会議

所 

 

 以上のように、目的・目標の学外者への公表に関しては、十分おこなっている。 
 

○要素２の貢献の程度 

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の目的及び目標の周知・公表に関する状

況は、目的・目標の実現におおむね貢献している。 

 

（要素３）教養教育の改善のための取組状況 

○観点ごとの評価結果 

観点 G：学生による授業評価 
平成４年度の教務委員会において学生による授業評価を実施することを決定し、授業

評価票を策定、全教官に利用を勧めた。これを使った授業評価は平成５年度より担当者

が自発的に実施し、結果についても担当者が集計、管理することとした。 
この授業調査票は平成 11 年度に改訂し、その際、全学的に周知するとともに、教務

委員会として実施を教官に改めて勧めた。平成 12 年度までに授業評価を実施した教官
は、実施者の記憶によれば、全 18名のうち６名、13科目、22の授業であった。（人文・
社会工学系の教官・科目のみ） 
平成 13 年度には、各教官において１年度１科目は実施することを教務委員会におい

て決定したが、十分に徹底できず、実施したのは工学系教官も含め 54名中 21名（うち
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人文・社会工学系教官は 18名中 13名）、41科目、46の授業であった。 
平成 14年度に入り、人文・社会工学系において検討し、当系においては全 18名が各

２クラスを目途に実施することとした。一般基礎Ⅰを担当する工学系教官の参加も得て、

教官 26 名、40 科目、49 の授業で実施した。これについての詳細は評価項目「教養教
育の効果」要素１，観点２を参照。 

 
授業調査票（様式） 
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学生による授業評価は、担当者の自発的な実施を経て、全教官による実施へと一歩踏

み出したことにより、普通の段階に達したと言えよう。これをさらに進め、全科目／授

業において実施するとともに、設問内容をさらに検討することが必要であろう。 

 
観点 H：ファカルティ・デベロップメント 
語学センターでは、昭和 59年から平成 13年度まで平成９、10年度を除き毎年、「外

国語教育シンポジウム」（年度によっては一部名称が異なる）を開催し、留学生のため

の日本語を含む外国語の授業方法に関して研究発表、意見交換をおこなってきた。平成

13 年度のシンポジウムでは、高校の物理の授業でユニークな試みをしている教員を招
き、学習全般の動機付けに関する報告をお願いした。これらのシンポジウムには、パネ

リストあるいは一般聴衆として、専門教育の担当教官も参加した。また、発表の要旨は

語学センターの「ニューズ・レター」に掲載して、学内及び全国の大学、高専等に配布

してきた。さらに、平成３年から６年に開催したシンポジウムに関しては「講演集」を

平成 11年に刊行した。 
 
外国語教育シンポジウムプログラム 
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本学は、東海地区の国公私立大学によって構成される「東海地区大学教育研究会」に

加盟しており、平成９年度には研究大会を主催した。 
その後も、研究大会に参加し、教養教育の授業法等に関する研究について情報を収集

し、人文・社会工学系において報告している。 
 
東海地区大学教育研究会プログラム 
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平成 14年 7月には、全学的講習会を開催した。 
第１回ＦＤ講習会 

    テーマ    「ＦＤを行うと何がかわるのか」 

    講 師      名古屋大学高等教育研究センター 

                 教授   池田 輝政 

  日 時     平成１４年７月１２日 １３：３０～１５：００ 

    場 所       講義棟 Ａ２－１０１ 講義室 

 
以上のように、外国語に関しては語学センターを中心に早くからファカルティ・デベロ

ップメントの推進に取り組んできており、誇りうるものであり、優れている。ただ、そ

の他の科目については、担当者の個人的努力・工夫に任せてきており、今後取り組むべ

き課題である。 
 
○要素３の貢献の程度 

 以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の改善のための取組状況は、目的及び

目標の達成にかなり貢献している。 
 
（２）実施体制の水準  

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の実施体制は、目的及び目標の達成に

おおむね貢献しているが、改善の余地もある。 
 
（３）特に優れた点及び改善点等  

１) 人文社会及び外国語科目を担当する教官が一つの自立した組織を形成し、協同し
て教養教育の実施にあたっていること。これは考えられる限りベストの体制である。 

２) 人文・社会工学系教官と工学系教官の連携がよく機能していること。 
３) 新入生を対象とした履修ガイダンスに人文・社会工学系が一体となって取り組ん
できたこと。 
改善点 
１) 学生による授業評価が、全科目で実施されてこなかったこと。ただし、これにつ
いては、来年度における実施に向けて検討中である。 

２) 外国語科目以外におけるファカルティ・デベロップメントが十分におこなわれて
こなかったこと。 
３) 学生に対する教養教育の目的・目標の周知に関して、さらに工夫と徹底をしてい
くこと。 
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２ 教育課程の編成 

 

（１）要素ごとの評価  

 

（要素１）教育課程の編成に関する状況 

○観点ごとの評価結果  

観点 A：教育課程の編成の内容的な体系性 
 
一般基礎科目教育課程 
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豊橋技術科学大学 
 
 

 - 15 - 
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平成３年の大学設置基準の改正を受け、平成４年度に行われた教育課程の大幅な見直

しにより、従来の一般教育科目等（一般教育科目、外国語科目、保健体育科目）は一般

基礎科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに区分され、以下のような目的の下に再編成された。 
１)一般基礎Ⅰ：数学および自然科学的な思考方法・探求方法の基礎を理解することを
目的とする科目を必修、併せて専門（工学）を学ぶ上での基礎学力の充実を目的とする

科目を課程ごとの選択必修とし、数学や物理学、化学、生物など自然基礎科目をまとめ

ている。対象は 1，２年次。 

２）一般基礎Ⅱ：工学の専門教育に直接資することではなく、自立した個人としての人

間性を養い、社会の動向に対応した判断を下すことのできる人格を育成することを目指

す人文・社会、保健体育の科目である。その中でも、個人としての豊かな人生の実現を

支援する保健体育の科目を１年次入学者には必修とし、３年次入学者には卒業要件単位

としない完全選択科目として開講している。歴史的なものの見方を養い、国際社会にお

ける日本人としての素養を伝え、社会的視点の育成を目的とする科目は必修性の高い選

択Ⅰとし、１年次入学者には４年次までに３科目以上、３年次入学者には１科目以上の

履修を義務づけている。工学関連以外の分野に触れる機会が少ないまま本学に入学して

くる高専からの３年次入学者にも選択Ⅰから１科目(３単位)以上、合わせて８単位の修
得を義務づけている。 
平成４年度、教務委員会においてカリキュラムを検討する際にはこの分野の科目をさ

らに充実することとし、「西洋文明」、「都市と環境」をテーマとした科目を新たに開設

した。 
 また、本学は留学生を積極的に受け入れているが、彼らに対しこの分野の科目の単位

修得の便宜を図るため、特例科目として日本語科目を開講している。 
３）一般基礎Ⅲ：国際社会の共通言語および専門教育の基礎学力としての英語のコミュ

ニケーション能力、読解力の向上を目指す。３年次入学者にも２単位以上の修得を義務

づけているのはこの考えに基づく。その他にドイツ語、フランス語、中国語を開講して

いるのは、文化の多様性への目を持つことが国際化時代の技術者に必要であるとの考え

に拠る。外国語の卒業要件単位は、すべて英語で充たすこともできるが、高等教育を受

けた者の素養として第二外国語の履修を勧めている。その場合には、一つの言語につき

最低限２単位を修得させる。ドイツ語については８単位の修得が可能である。 
４)一般基礎Ⅳ：ここにはすべて一つの学期で終了する科目を集めている。内容的には

学力を補うことを目的とした科目と、さまざまな学問分野から選択し、そのエッセンス

に触れることを目的とする科目からなっている。 

選択Ⅰは、本学入学前に受けた後期中等教育の多様性に対応して学力を補う科目で、

その配当については、次の観点Ｂで詳述する。この選択Ⅰの科目については、学力選抜

による学生募集を平成 11 年度入学生から課程別とせず、一括としたことに伴って、出

身別対応をさらに明確化すると共に、科目の充実を図った。３年次学生対象の選択Ⅱに

置かれた「英語基礎Ⅱ」も学力を補うことを目的とし、項目３，「教育方法」の「観点

Ｂ：学力に即した対応」で詳述するプレイスメント・テストの結果に従って「英語Ⅲ」

履修クラス10のうち、到達度の低い５クラスに割り振られた学生に履修を勧めている。 

同じ選択Ⅱにある「日本語法」は、一般的な意味での学力向上を目指し、「目的・目
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標」の「人文・社会・保健体育の分野」で挙げている日本語の運用・表現能力を高める

という目的を達成しようとする科目である。 

選択Ⅱのその他の科目は人文・社会の分野から３科目／12 のテーマについて、工学

の分野から１科目／２つのテーマについて幅広い教養を得る科目（総合科目）を提供し

ている。 
以上のように、多様な教育的背景を有する学生に対応し、同時に幅広い教養と基礎学

力を身につけさせるため、柔軟かつ独自の教育課程の編成が行われてきており、教育目

標を実現する上で優れた体系であると判定した。 
 
観点 B：教育課程の編成の実施形態（年次配当等）の体系性 
１) 複線型カリキュラム編成 
１年次に入学する学生が受けてきた後期中等教育は普通高校、工業高校及び外国の学

校(留学生)と異なっている。問題を日本の高等学校出身者に絞って、平成１４年度に普
通科高校、および工業高校から入学した一部の学生（各６名）の数学、英語、物理、科

学の高等学校における修得単位数を表に示す。 
 
                  普通科高校と工業高校の修得単位数の比較 

 普通科高校卒 工業高校卒 
 数学 １７～２１単位 ９～１３単位 
 英語 １６～２０単位 ６～１１単位 
 物理 ６～９ 単位 ２～５単位 
 化学 ６～８ 単位 ２～３単位 

 
この教育歴の違いによる格差・差異を是正するため、１学期中は、一般基礎Ⅰ、Ⅳの

各科目、および英語Ⅰについては学力選抜入学者(主として普通高校出身者)と推薦選抜
入学者(工業高校出身者)を別クラスで履修させている（複線型カリキュラム編成）。学力
選抜入学者を対象とする工学概論は、工学の概要としての意味だけでなく、１学期末に

行われる課程配属のためのガイダンスの意味も有する。留学生は工学基礎Ⅰ，Ⅱを履修

する。この複線型カリキュラム編成は、学力選抜試験を課程別募集から一括募集にした

平成 11年度から現在の形に変更した。 
２)くさび型カリキュラム編成 
１年次入学者は３年次において、高等専門学校からの入学生とのドッキングを考え、

学部前期から一般教育科目と専門科目をバランスよく履修させる必要がある。留学生に

ついても同様である。また３年次入学者は３、４年次において専門科目だけでなく、一

般基礎Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ－選択Ⅱからそれぞれ規定の科目数を履修し、単位（15 単位以上）
を修得しなければならないが、Ⅲ(外国語)を除いて履修年次の指定はない。このため本
学のカリキュラムは開学以来、１年次から４年次まで一般基礎科目と専門科目が並列す

る、いわゆる“くさび型カリキュラム”編成となっている。 
１年次入学生は２年次終了時点で、所定の単位を修得していない場合は、３年次に進
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級できない（中間審査制度）。その基準は、一般基礎科目２０単位、専門科目は課程ご

とにその基準が異なるが、１７～２４単位となっている。  
 

    （くさび型カリキュラム） 

   １年次    ２年次    ３年次    ４年次 

  一般基礎  

 一般基礎 

 

  一般基礎 

 

 一般基礎 

  専 門 Ⅰ  専 門  Ⅰ

 専 門 Ⅱ 

 

 専 門 Ⅱ 

              （出典：履修要覧 2002 11ページ） 

 

      科目修得基準（生産システム工学課程） 

     区   分   授  業  科  目   単位数 

  一般基礎Ⅰ 

  一般基礎Ⅱ 

  一般基礎Ⅲ 

  一般基礎Ⅳ 

 

 一般基礎科目の開講科目 

 の内 

 

    ２０ 

  専 門  Ⅰ  必 修 科 目 

 選択Ⅰ 選択Ⅱ の内 

      ８ 

    １６ 

               合      計     ４４ 

                            （  出典：履修要覧 2002 ２ﾍﾟｰｼﾞ   ） 

 
３)３学期制、１講義 75分（１.５時間）、１日６講義、 
 開学(昭和 53年)以来、３学期制、１講義７５分、一日６講義時間制を採用している。
この制度採用の理由として、講義の最小単位が１単位であり、多くの科目を開講できる

こと、２学期制に比べ夏期休業問題がクリアーできること、４年次３学期に実施される

実務訓練の期間設定が容易であること、１講義時間が７５分で授業効率が優れている点

などが考慮された。その後、大綱化に伴う改訂、他大学との単位互換、外国人留学生の

入学時期などの問題により、２学期制への移行も検討されたが、変更されることなく現

在に至っている。 
上記２つの内容は、本学の教育課程の特徴を示すものであり、入学制度の多様性、教

育歴の異なる学生への対応を考慮すると、この制度は優れていると言うことができるが、

３)については引き続き検討が必要であり、総合的には留保付きで、優れていると判断
する。 
 
観点 C：教養教育と専門教育の関係 
 専門教育との関係からは、教養教育は三種類に分けられる。 
１) 教養教育であると同時に専門の基礎ともなる科目：数学・自然科学及びこれらの分
野における到達度格差を補う科目。これらは工学の専門系教官が担当し、学生にとって
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専門教育との関連がよくわかるようにしている。79 科目中６科目。 

２)専門の基礎となる科目：工学の基礎を身に付けあるいは理解させる科目及び普通高

校出身の１年次学生には専門課程の各分野を紹介し、課程選択の参考にさせる科目。工

学系教官が担当。79 科目中 15 科目 

３)専門教育から自立した科目：直接に専門に資することを意図しないが、くさび形の

カリキュラム編成により専門教育と併行実施され、常にこれをエスコートする。これは

既述のように、大学院修士課程においても同様である。79 科目中 58 科目(うち５科目は

留学生のための特例科目)。 

 以上のように、本学における教養教育と専門教育の関係は、密接でありながら、本学

教育目的に係る教養教育の目的・目標の実現にとって緊要な部分においては自立してお

り、バランスの取れた優れたものである。 
 
○ 要素１の貢献の程度 

以上の評価結果を総合的に判断して、教育課程の編成に関する状況は、目的及び目

標の達成に十分貢献している。 

 
（要素２）授業科目の内容に関する状況 

○観点ごとの評価結果 

観点 D：授業科目と教育課程の一貫性 
 一般基礎Ⅰは、学部１，２年次を対象とし、数学ⅠおよびⅡ、物理学Ⅰ、化学Ⅰの４

科目が必修、物理実験、化学実験、物理学Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、数学Ⅲ、化学Ⅱ、Ⅲ、生物学、

地学が選択科目となっているが、課程により一部の科目が選択必修となっている。この

分野は、自然科学の基礎を理解する教養科目であると同時に、専門（工学）を学ぶ上で

の基礎固めを目標としていることから、開講されている科目は妥当であろう。 

一般基礎Ⅱには、人文・社会の科目、保健体育科目および日本語が含まれる。人文・

社会の科目は選択ⅠおよびⅡに分け、それぞれ８科目、２５科目を開講している。選択

Ⅰは選択必修科目であり、国語・国文学、史学、社会科学など人文社会の基礎となる科

目が含まれる。選択Ⅱの中には歴史、文学、心理学、経済、法律、地理、福祉などの人

文社会関連科目が開講されている。このうち「科学技術史」と「社会福祉論」は放送大

学の開講科目を単位認定することによって選択の幅を広げている。人文・社会の科目は

教養教育の中枢をなすもので、幅広い社会的視野、文化的素養、国際性を涵養すること

を目指すものである（本学二十年史）。保健体育科目は、健康の保持、自己管理の重要

性を教授することを目的とし、１年次入学生は、開学以来４単位を必修として課してい

る。外国人留学生のための特例科目である日本語は、日本語の基礎学力の向上とともに

日本文化への理解を目指している。一般基礎Ⅱの科目については、原則的に学年指定は

ない。 

外国語科目である一般基礎Ⅲ、特に英語はグローバルな視野、IT 時代に必要な情報

収集能力の育成のみならず、工学の専門教育の上でも重要であり、その運用能力の強化

を目指している。一年次入学生には単一の外国語を８単位以上修得することを課し、最

短でも３年次の２学期まで履修が義務づけられる。ドイツ語を第１外国語とすることも
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可能である。また３年次入学生は、４単位の修得が必要で、英語のみで充たす場合は、

４年次の１学期まで英語を学習することになる。 

一般基礎Ⅳの科目は、１年次では後期中等教育に因る学力の差異・格差の是正を主な

目的とし、３年次では、英語基礎のような基礎学力の強化を目指した科目や日本語によ

る表現能力を高める日本語法、総合科目や技術者倫理のような学際・境界領域の授業を

通して幅広い教養を身につけさせることを目標とした科目を設置している。            

 以上のように、一般教育科目は４領域に分類され、それぞれ教育目標に照らして多彩

な授業科目を展開することによって教育課程に良く対応しており、優れていると判断す

る。 
 
○要素２の貢献の程度 

以上の評価結果を総合的に判断して、授業科目の内容に関する状況は、目的・目標の

達成に十分貢献している。 
 
（２）教育課程の編成の水準  

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育課程の編成は、目的および目標の達成

におおむね貢献しているが、改善の余地もある。 
 
 
（３）特に優れた点及び改善点等  

優れた点 
１) 多様な教育歴を有する学生に対応したきめ細かなカリキュラム編成ができている。 
２) 教養教育の専門教育に対する自立性が十分に確立されながら、同時によく連携し
ている。 
 
改善点 
改善点とまでは言えないが、３学期制、75 分授業の制度については、学内にも様々

な意見があり、今後も検討を続けていく必要がある。 
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３ 教育方法  

 
（１）要素ごとの評価  

 

（要素１）授業形態及び学習指導法等に関する取組状況  

○観点ごとの評価結果  

観点 A：授業形態（講義、演習など） 
１)１年次を対象とした数学(Ⅰ,Ⅱ,ⅢＡ,ⅢＢ)は講義＋演習の形で開講されている。こ
の場合には、前半を講義、後半を演習とする形態が多い。 物理Ⅰ、物理Ⅲは講義科目
であるが、演習問題を加えて理解を深めている。 

２)一般基礎Ⅱの科目は、基本的に講義科目であるが、教える側の一方的な授業になら

ないように、ゼミ形式で行う、頻繁に質疑応答をしながら授業を進める、演習問題を多

く与える、学生によるディベートを行う、視覚教材を多用するなど、さまざまな工夫を

している。 

体育実技においても、全体指導とグループ活動を組み合わせ、意欲を喚起する工夫を

行っている。 

３)一般基礎Ⅲの外国語科目はすべて演習科目である。専門教育課程で必要とされる能

力の強化という目的からは、読解の演習問題、文法及び作文の演習問題を多くこなす授

業が一つの重点をなしている。また、国際化時代の社会人・技術者には会話能力も当然

必要であるし、学生からの要望も多いので、視聴覚機器を有効に利用し、会話を中心と

する授業もおこなっている。語学センターの CALL(Computer Aided Language 
Learning)教室を活用する授業、そこでインターネットを活用する授業もある。ドイツ
語では、学生同士のパートナー学習／グループ学習をおこなっている。 

４)一般基礎Ⅳの日本語法では添削指導や学生による作文についての全体討論をおこな

っている。 

 授業形態については、基本的に科目の性格によって決まってくるが、学内アンケート

によれば、各担当者、あるいは同一科目内で様々な授業が実施されている。しかし、こ

の問題に関して組織的に取り組んではおらず、普通であろう。 
 
観点Ｂ：学力に即した対応 
１．英語のプレイスメント・テストとその実績  

昭和 56 年度：リメディアル・コース（１，２次）、Intensive Course（３，４年
次）開設。単位は認定しないが、履修は正規の授業における単位認定

の条件。 
昭和 59 年度：プレイスメント・テスト導入＝到達度別クラス編成。１～４年次。

学力の足りない学生にはリメディアル（R）コースの履修を義務づけ。 
平成５年度 ：学力の不足する学生に英語基礎Ⅰ（１年次）、英語基礎Ⅱ（３年次）

を設置し、卒業要件単位として認定。前者は課程編成により実質的に

必修。後者の履修は自由であるが、勧めている。 
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平成 11 年度：英語基礎Ⅰに加えて英語演習を開設。対象は１年次推薦選抜入学者。 

      なお、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ、英語検定、工業英語検定といった外部テストに関し

ては平成 14 年度より、本学で定めた基準点に対して、英語の単位として認定している。 

2. 一般基礎Ⅳ選択Ⅰの科目および一般基礎Ⅰの必修科目  
１年次入学者の教育歴に因る格差を是正するために、一般基礎Ⅳ選択Ⅰが設けられて

いることは前述の通りである。一般基礎Ⅰの必修科目（数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理Ⅰ、化学

Ⅰ）についても、普通科高校、工業高校出身者は別クラスを編成している。 
3. 日本語プレイスメント・テストとその実績 
  日本語科目を履修する留学生にも日本語プレイスメント・テストの結果により、クラ
ス分けをおこなっている。 
以上のように、英語、日本語、および一般基礎Ⅳおよび一般基礎Ⅰの一部科目におい

て学力あるいは教育歴に即した授業が組まれており、取組の程度としては優れていると

判断した。 
 
観点 C：学習指導法 
 学習指導法について制度的に確保されているのは、一般基礎Ⅰの一部の授業（数学Ⅰ、

数学Ⅱ、物理実験など）と一般基礎Ⅳの工作実習におけるティーチング・アシスタント

である。ただし、一般基礎Ⅱ・Ⅲの科目についてはＴＡは配置されていない。 
 その他の科目については、教科あるいは個々の担当者により以下のような指導がおこ

なわれている。 

英語の授業では教科内で以下のような取り決めをしている。 
１）普通高校出身学生を対象とする英語Ⅰは２クラス開講しているが、教科書は統一す

る。 
２）英語Ⅲでは、週２回の授業のうち１つを読解、他を文法・作文に当てる。 
３）英語基礎Ⅱは２講時連続の授業であるが、うち１講時は文法を扱う。 
４）専任１名、非常勤３名の母語話者の担当をバランスよく配分し、生きた英語に触れ

させる。 
その他の英語の授業においても、担当者がさまざまな工夫をしている。語学センター

の CALL 教室が多く使われ、当教室はフル稼働状態が続いている。なお、この教室の
学習指導面での有効利用については、語学センターとしてその設置から積極的に取り組

んできた。その他、視聴覚機器の有効利用、日本語を使わない、インターネットを活用

する、会話に重点を置き、できる限り学生に発話させるなどの指導もおこなわれている。 
ドイツ語の授業では教科内で相談の上、口頭の応用問題を多用し、思考力を刺激する

ことによって、知的なチャレンジ精神を喚起するように努めると共に、学生同士のパー

トナー学習など、自由で打ち解けた雰囲気を作る努力をしている。 
人文・社会の科目は基本的に講義であるが、毎回の講義についてレポートを課すこと

によって集中と緊張を維持させる、視覚教材を活用して興味を持たせ、理解を助けるな

どの指導法を実践している。 
物理実験、化学実験では授業担当者が作成した実習書が使われている。 

 以上のように、個別にはさまざまな、且つ、部分的には極めて先進的な指導がおこな
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われているが、これを組織化する方策は採っていない。これは大学という高等教育機関

においては普通のことであり、したがって、この観点については普通であると評価する。 
 
観点 D：シラバスの内容と使用法 
 シラバスは、「授業紹介」として平成６年度から刊行され、全学生に配布されてきた

が、平成 14 年度より様式を改善し、全ての開講科目における授業の目標、内容、関連
科目、達成目標、成績評価方法、教科書・参考書等を明記することとした。 
新入生には冊子として年度当初に配布し、在学生は教務のウェッブ・サイトに用意さ

れたシラバスを学内のネットワークからアクセスできるようにした。これにより履修科

目の選択や学習計画の立案などに利用されている。しかしながら、現在のシラバスの記

述内容は授業担当者間でかなり異なり、予習ための資料としては充分ではないものも多

い。 
 本年度実施した学生による授業評価アンケート集計結果によると、一般基礎Ⅱおよび

一般基礎Ⅳに属する 17 科目の履修学生のシラバス利用状況は、たいへん役に立った、

あるいは役に立ったとの回答が平均で 69 % (20-87%)あったが、見なかったとの回答も

8 % (0-20 %)見られた。全体としては有効に利用されていると判断されるが、これをさ

らに高めるとともに、内容の改善にさらに取り組む必要があり、評価は普通であろう。 

 
○要素１の貢献の程度  

以上の評価結果を総合的に判断して、授業形態および学習指導法に関する取組状況

は、教養教育の目的・目標の実現に向けてかなり貢献している。 
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（要素２）学習環境（施設・設備等）に関する取組状況  

○観点ごとの評価結果  

観点 E：授業に必要な施設・設備 
講義室の施設・設備は以下の通りである。一般講義棟は開学当初の建物であり、視聴

覚機器、空調設備などの点で十分とは言えない。新講義棟は最新機器を備え、最先端で

ある。 
 
講義室設備一覧 
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語学センターの設備 
202（CALL ラボ）教室    151 ㎡  

設置機器 台数 

LL コンソール 1 式

Macintosh PC 55 台

レーザープリンター 6 台

コンピュータサーバ 1 台

オーディオ・テープ・レコーダー 55 台

ビデオデッキ（マルチシステム､BS 対応

VHS） 各 1 台

8mm ビデオデッキ 1 台

OHC 1 台

スライドプロジェクター 1 台

LD プレーヤー 1 台

DVD プレーヤー 1 台

クローズド・キャプション・デコーダー 1 台

CCD カメラ 55 台

 
１０５教室         ７4 ㎡  

設置機器 台数 

オーディオ・テープ・レコーダー 1 台

ビデオデッキ(VHS、β) 各 1 台

LD プレーヤー 1 台

DVD プレーヤー 1 台

OHC 1 台

OHP 1 台

43 型プロジェクションテレビ（BS 対応） 1 台

  

2０５教室         ７5 ㎡  

設置機器 台数 

オーディオ・テープ・レコーダー 1 台

ビデオデッキ(VHS、β) 各 1 台

LD プレーヤー 1 台

DVD プレーヤー 1 台

OHC 1 台

OHP 1 台

53 型プロジェクションテレビ 1 台
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この中で平成７年に整備された CALL教室はきわめて先進的なものである。 
平成 14 年には、ウェブ教育のための実験教室が整備された。当自己評価書作成時点で
はまだ調整中であるが、間もなく稼働予定である。60 台の端末が準備され、主として
英語の授業に活用することにしている。 
  
 
体育に必要な運動施設は次の通り。 
体育関係施設一覧 

施   設   名 施設の内容等 

体育館 鉄筋・鉄骨２階建 1,482 ㎡   

     1 階 競技フロア  バスケットコート（正式１面 補助２面） 

                バレーコート２面 バトミントンコート４面 

   ２階 柔剣道場  剣道 ,柔道 ,少林寺拳法 ,空手道 

陸上競技場 22,050 ㎡   トラック部(400m トラック) 

         フィールド部 (サッカー場またはラグビー場) 

テニスコート 4,321 ㎡   人工芝コート １面 

          全天候コート ５面 

野球場 10,652 ㎡  両翼９０ｍ  センター１１０ｍ 外野部分全面芝  

    

プール 844 ㎡  ７コース ２５ｍ 

    

ゴルフ練習場 821 ㎡ １０打席 

    

弓道・アーチェリー場 828 ㎡ ３・４人立 

    

 
これは学生数を考えると、特筆すべき点はないが、授業を実施する上で問題はない。 

物理実験、化学実験などは、専用の実験室あるいは学内共通の教育研究施設を使って行

われており、十分である。 

以上のように、授業に必要な施設・設備状況は全体としてはよく整っており、優れてい

る。     
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観点 F：自主学習のための施設・設備 
 図書館には、自習室(56 m2)が設置されている。館内には、学生の自主学習用にパソ
コン２９台が設置されている。 
平成１０年６月より、２４時間開館システムが導入され、通常の開館時間に加えて、平

日の午後８時から翌朝８時 30分まで、および休日の利用も可能となっている。その他、
語学センターが設置した３台のパソコンを使って、語学センターのイントラネットに接

続し、TOEIC受験のための学習プログラムを利用することができる。 
 語学センターには、昭和 53 年の設置以来、学生用の自習室が設けられているが、平
成８年度にカードシステムを導入し、平日の午後５時から８時までの時間外利用が、ま

た平成１１年１月からは利用時間が延長され午後１０時まで利用可能となった。CALL
教室も平日の午後４時から７時までは利用可能である。設備は以下の通り。 
 

自習室           88 ㎡  

設置機器 台数 

Windows PC 9 台

レーザープリンター 2 台

コンピュータサーバ 1 台

オーディオ・テープ・レコーダー 8 台

ビデオデッキ(VHS) 8 台

LD/DVD コンパチブルプレーヤ

ー 3 台

DVD プレーヤー 5 台

LD プレーヤー 5 台

クローズド・キャプション・デコ

ーダー 8 台

ビデオデッキ＋モニターテレビ 各 1 セット

(VHS、マルチシステム・BS 対

応、PAL) 

 
   設置教材 

設置教材 枚数   

CD-ROM 358 枚   

    

*CD-ROM

内訳    

英語、英語資格試験（TOEIC、TOEFL）､ドイツ語 

フランス語、

日本語    
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設置教材 数量   

オーディオテ

ープ 約 1500 本  

ビデオテー

プ 約 1000 本  

LD 243 枚  

DVD 139 枚  

CD 77 枚  

CD-ROM 532 枚  

ALC 

NetAcademy ３コース  

    

*ALC NetAcademy(オンライン英語学習システム)内訳 

スタンダードコース、初級中級コース  

技術英語<基礎>コース   

    

 
 ウェブ教育のための実験教室については既述の通りであるが、60 台の端末は、授業
で使用する以外は、登録すれば自由に利用できることになる。  
 学生が教養科目に関して自主的に学習する場としては、上記のようにこれまで図書

館、語学センターがその中心であったが、本年度よりウエブ教室の利用が可能となる。

自主学習のための施設・設備面は年々整備充実されており、学生の自主学習の場は十分

に確保され、状況は優れている。 
 

観点 G：学習に必要な図書・資料 
図書館には平成 14年４月１日現在、総蔵書数 169,583冊、総購読雑誌数 4,201種が

保管されている。それ以外に、語学用 CD(306 種)、ビデオ(475 種)、DVD(184 種)、
CD-ROM(252種)などが保管され、一般貸し出し、あるいは利用ができる。シラバスに
記載されている教科書、参考図書は蔵書として保管されている。 
 語学センターに所蔵されている教材は上記観点の一覧表参照。 
高価な資料を利用するには別途申込が必要であるが、利用に制限を設けているわけでは

ない。 
 以上から、図書館における蔵書数、購入雑誌数、語学センターにおける各種語学学習

教材を総合して、単科大学としてはかなり整備されており、優れていると判断される。 
  
観点 H：ＩＴ学習環境 
 本学では、平成７年度から始まった MUPS(Multimedia University Pilot Study)事業
により、学内 LAN がさらに整備され、ネットワーク環境が飛躍的に向上した。マルチ
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メディアセンターは、MUPS 事業の中心であり、学内外の遠隔授業の発信基地として
機能している。  
図書館には、情報検索用パソコンが４台、インターネット接続可能なパソコンが 29

台設置されている。語学センターの IT 関連設備は上記観点の一覧表を参照。ウエッブ
教室については、観点Ｆで述べたとおりである。 
 平成 11年度に供用を開始した新講義棟の２室は学内 LANと接続しており、教卓のみ
ならず、学生用の机にもすべて接続端子が取り付けられている。これらの講義室は、授

業時間外は開放しており、学生はノートパソコンを持ち込んで、インターネットに接続

することができる。 
 以上のことから、学内の IT 学習環境は、よく整備されており、優れていると判断さ
れる。 
 
○要素２の貢献の程度  

 以上の評価結果を総合的に判断して、学習環境（施設・設備）に関する状況は、目的

および目標の達成に十分貢献していると判断される。 
 
（要素３）成績評価法に関する取組状況  

○観点ごとの評価結果  

観点Ｉ：成績評価の一貫性 

 昭和 53年に制定された学則第２９条により、成績評価は１００点満点とし、80 – 100

点を A、65 – 79点を B、55 – 64点を C、54以下が Dで、A、B及び Cが合格、Dが不

合格と定められている。その素点の評定は、各教官に任されており、統一的な基準策定

に関してこれまで議論はなされていない。シラバスに記載されている各科目担当者の成

績評価基準を総括すると、①、主に期末テストあるいはレポートから評価を行うもの、

②、①に授業の途中で行う小テストあるいはレポートを加えたもの、③、①②に出席を

加味したもの、に大別される。全般的に見て、実験、実技科目は③の評価が多く、講義

科目、演習科目は、①または②の評価が多い。 

 以上のように、一部の例外を除いて、教養教育の科目間および同一科目のクラス間に

成績評価の一貫性は存在しない。一般基礎Ⅱ及びⅣの人文・社会の科目については、そ

の性格及び目標から、担当者が個別に成績の評価基準を設定することは普通のことであ

るし、毎年異なる受講者の様子を見ながら判断することも普通であろうが、ごく一部に

年度ごとの単位認定率の振幅が大きい科目があり（教育の効果、観点Ｂ参照）、対処す

べき問題であるかどうか、調査の必要があろう。ただし、外国語科目、特に英語につい

ては、担当者間に一貫した評価基準を設けることが望ましく、今後検討すべき課題であ

る。従って、この観点については、問題もあるが、総合的には普通であろう。 

 

観点Ｊ:成績評価の厳格性 

 過去４年間の一般基礎科目の単位修得結果（教育の効果の項目を参照）から、平均で

20 %弱の学生が単位を修得できていないことから、成績評価は厳しくおこなわれている

と言うことができる。このことは、外国語１科目(0.5 単位)が未修得であるために留年
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あるいは卒業延期になる学生がいることからも明らかであろう。 

成績評価の厳格性に関しては、平成 11 年度教務委員会ワーキンググループにおいて

議論され、中間報告書が作成されている。その中で教育評価の厳格性は、教育水準（具

体的には到達目標と同義）の問題と連動し、その設定は個人の対応に任されるのではな

く、大学において統一的な設定をおこなう必要性があることを提言している。しかしな

がら、このことは結果として単位未修得者を増やし、留年や退学を増やす恐れがあるこ

とから、本学が率先して行える立場にないと結論づけている。 

人文・社会の科目に関しては、学問内容からも、その目的からも厳密な到達基準を決

めることは難しく、且つ望ましいことでもない。また、本学のように入学前の教育歴が

多様で大きく異なる場合には、さらに困難な問題がある。しかしながら、先に触れた教

務委員会の議論でも提言されているように、FE、PE、JABEE など工学に関する資格
認定制度が確立された場合には、教養教育に関してもそれらに沿った成績評価が必要と

なる。特に英語については TOEIC、TOEFLのような信頼性のある外部の検定試験など
の有効利用を検討することも考えられるが、大学の授業において基準が高すぎる場合に

も低すぎる場合にも多くの問題が伴い、結論を出すことは容易ではない。しかし、英語

に限らず、外国語の習得には学習者の個人的努力と時間的投資が決定的に重要であり、

これを念頭に置いて、英語学習へのモチベーションを高めるための方策を検討する必要

はあろう。 

以上のように、この問題についても、検討すべき課題はあるが、普通であると自己評価

する。 
 
○要素３の貢献の程度  

成績評価の問題は、英語に関しては、教育成果を考える上で避けて通れない問題であ

る。しかしながらこの問題への組織的取組は遅れており、この点では、目的・目標の実

現にあまり貢献しているとは言えない。しかし、厳格な成績評価の点からは十分に貢献

しており、総合的に判断すれば、ある程度貢献していると言うことができる。 
 
（２）教育方法の水準  

以上の結果を総合的に判断して、教養教育の教育方法は、目的及び目標の達成におお

むね貢献しているが、改善の余地もある。 

 
（３）特に優れた点及び改善点等  

優れた点： プレイスメント・テストの実施とその結果に基づく到達度別クラス編成に、

極めて早い段階から取り組んできた。 
改善点 ： 成績評価法に関する組織的取組は遅れており、教科ごとの取組とともに全

学的な調整が必要である。 
 
 



豊橋技術科学大学 
 
 

 - 31 - 

 

４ 教育の効果  

 
（１）要素ごとの評価  

 

（要素１）履修状況や学生による授業評価結果から判断した教育の実績や効果の

状況  

 

○観点ごとの評価結果  

観点Ａ：学生による授業評価 

 

 授業アンケートの実施状況及び集計方法 
     実 施 時 期   区     分         アンケート実施科目数 

          

 平成 14 年６月実施 (担

当教官 1 人が 1～2 科目に

ついて実施)       

 一般基礎Ⅰ 

 一般基礎Ⅱ 

 一般基礎Ⅲ 

 一般基礎Ⅳ   

  全 15 科目中 6 科目(13,14 年度とも) 

  全 32 科目中 17 

  全 11 科目中 9（26 クラス中 17） 

  全 9*科目中 6（＊： 専門教官が担当する 

         科目を除外した数） 

   アンケートの内容のうち、教育の効果に直接関係する設問は、「全体について」で問われて

いる（「授業調査票」参照）。「全体について」は、一般基礎Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのアンケートでは授業

全体に対する「満足度」と「理解度」の項目に分かれているが、一般基礎Ⅰでは「満足度」だ

けが問われている。「満足度」の回答選択肢は、1 大変満足、2 満足、3 普通、4 やや不満、 

5 不満足の５答である。そのうちの 1 と 2 の回答を合わせて、「満足」と判定される回答を得た

割合をＡ欄に、また 1 から 3 までをあわせて、「普通以上」と判定される割合をＢ欄に、それ

ぞれ％で示す。 

   理解度」の回答選択肢は、1 よく理解できた、2 だいたい理解できた、3 あまり理解でき 

なかった、4 全く理解できなかった、の４答であり、ここでは 1 と 2 の割合をＣ欄に％で表示

する。（小数点以下は四捨五入） 
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一般基礎Ⅰ（平成１３年度と１４年度） 

    平成 13 年度                平成 14 年度  

授業科目  Ａ(満足できる) Ｂ(普通以上)   Ａ(満足できる)  Ｂ(普通以上) 

数学ⅠA 

数学ⅠＢ 

数学ⅡＡ 

数学ⅡＢ 

数学ⅢＢ 

物理ⅠＡ 

物理ⅠＢ 

物理ⅡＡ 

物理Ⅳ   

化学ⅡＡ 

化学Ⅲ   

化学実験 

    52       

             

       51       

     36       

     25       

       33       

        4       

       31       

               

       65       

                

               

    93      

              

    80 

    81      

    88 

    67     

    53     

    84 

              

    98 

              

              

        43     

       41      

 

         8      

 

        41      

        14      

 

      55      

 

      41      

     86      

      96 

    80 

 

    75 

 

    88 

    52 

 

    77 

 

    94 

    97 

 

一般基礎Ⅱ （平成 14 年度） 
       満足度         理解度          

  授業科目    Ａ(満足できる)  Ｂ(普通以上)  Ｃ（理解できる） 

保健体育理論   

保健体育実技ⅠＢ 

保健体育実技ⅡＡ 

国語・国文学   

史学Ｉ-Ｃ     

社会思想史    

社会科学概論   

社会工学計画   

統計学概論    

国文学      

西洋の思想と文化 

ミクロ経済学   

経営学概論    

地域経済分析    

社会調査論    

人体生理学    

応用心理学    

    38    

    67    

    50    

    60    

      46       

      51       

      48       

      30       

      14       

      34       

      40       

      22       

       4       

      47       

      30       

      63       

      63       

   96    

   97    

   94    

   97       

    97       

    98       

    92       

    92       

    62       

    89      

   100       

    88      

    24      

   100       

    86      

    87      

    92      

    60 

    93 

    76 

      87 

     82 

     85 

     79 

     74 

     30 

     72 

     80 

     34 

     13 

     84 

     76 

     62 

     86 
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一般基礎Ⅲ 
               満足度         理解度           

     授業科目  Ａ(満足できる) Ｂ(普通以上) Ｃ（理解できる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 英語-I-Ａ    

 英語Ｉ-Ｃ      

 英語Ⅱ-Ａ     

 英語Ⅱ-Ｃ       

 英語Ⅲ-Ａ       

 英語Ⅲ-Ｂ       

 英語Ⅲ-Ｄ       

 英語Ⅲ-Ｅ       

 英語Ⅲ-Ｉ       

 英語Ⅲ-Ｊ       

 英語Ⅳ-Ｅ       

 ドイツ語Ⅱ      

 ドイツ語Ⅲ(A/B)  

 フランス語Ⅱ   

 フランス語Ⅲ(Ａ) 

 中国語      

     37       

     57       

     33       

     57       

     65       

     67       

     29       

     26       

     38       

     36       

    54       

     73       

    14       

     29       

     21       

     77       

      97     

      98     

      97     

      90     

       100     

       100     

        87     

        83     

        93      

        90      

        95     

        81      

        71      

        89     

        86      

       100     

       83 

       96 

       92 

       83 

       90 

       95 

       93 

       80 

       48 

       87 

       72 

       91 

       47 

       93 

       61 

      96 

 

  一般基礎Ⅳ 
          満足度        理解度          

      授業科目  Ａ(満足できる)  Ｂ(普通以上)   Ｃ（理解できる） 

英語基礎Ⅰ      

英語基礎Ⅱ       

英語演習         

日本語法        

総合科目Ⅴ      

総合科目Ⅶ      

日本語Ａ(a)      

日本語Ｂ(b)      

     59       

     50       

     21       

     58       

     45       

     22       

    100       

    100       

      100      

       97    

       63     

      100      

       90      

       39     

      100       

      100       

       100 

         88 

         91 

      100 

       86 

       25 

      100 

      100 
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 ⅠからⅣまでの各一般基礎、および留学生のための特例科目「日本語」の平均値（％）。 

         満足度         理解度 一般基礎の種類     

            Ａ(満足できる)  Ｂ(普通以上)  Ｃ(理解できる) 

一般基礎Ⅰ(13／14 年度) 

一般基礎Ⅱ           

一般基礎Ⅲ             

一般基礎Ⅳ             

特例科目            

  37／41    

   40    

     45        

     43        

    100        

  81／82 

    88      

    91      

    69      

   100      

 

     69 

     82 

     82 

    100 

以上のデータから、以下のような結論を読みとることができる。 

 一般基礎Ⅰの評価は 13 年度と 14 年度に大きな違いはなく、約 40％の学生が積極的に

「満足」と答え、「普通以上」の回答者が 80％以上いる。大多数の学生が納得できる授

業がおこなわれていたと判断される。問題点があるとすれば、積極的に「満足」とする

回答が両年とも 4%と 14%と比較的少なく、「普通」を含めた満足度も 50%強にとどまる科

目が、１科目あることであろうが、全体としては一般基礎Ⅱ、一般基礎Ⅲの数値とほぼ

同じであり、全般的には十分評価できる結果となっている。 

一般基礎Ⅱの人文と社会の科目に関しては、積極的に「満足」と応えている学生が

40%おり、「普通」を含めれば 88%になる。ほとんどの学生にとって納得できる授業がお

こなわれていることになり、この点に関しては優れていると判断できる。ただしこの分

野では、全般的に満足度に比べ理解度がかなり低い。これは学生が工学とは異なる世界

に目が向くことで興味と満足を覚えながらも、知識が不足し、理解度が満足度に追いつ

いていない結果であろう。しかしこの理解度の低さは、上記の満足度の数値からすると、

興味を喪失する危険が推測されるほどのものではなく、かえって刺激になっていると考

えた方が妥当であろう。 

一般基礎Ⅲでの満足度は「普通」を含めれば 91％、理解度は 82%と高く、優れている

ということができる。ただし、英語のうちクラス数の多い３年次の英語Ⅲは、傾向とし

てＡからＪにいくに従い満足度と理解度ともに数値が下がる。これはプレイスメント・

テストによる到達度別クラス分けが原因していて、到達度の低い学生の満足度・理解度

の方が高い学生より下がるからであろう。しかしそれもわずかな相対的差異にとどまっ

ており、評価はかなり高いところで安定している。 

一般基礎Ⅳには平均的な評価をしにくい問題がある。ここでアンケート調査の対象と

した一般基礎Ⅳの科目は、本学入学前の教育歴により到達度の低い学生が履修する科目

（英語基礎、英語演習）と、それ以外の科目（日本語法、総合科目）だからである。敢

えて分けて評価を行うとすれば、英語関連の科目に関しては、上記の理由により、満足

度より理解度の方に比重を置いて評価すべきであろう。理解度は 100、88、91％と高く、

優れている。満足度が若干低いが、いたしかたない点がある。残りの３科目は内容的に

一般基礎Ⅱと同じ人文社会系の科目であり、その満足度の平均は、42％、普通を含めれ

ば 76％、理解度の方は 70％であり、一般基礎Ⅱの平均値に近い数値である。一般基礎

Ⅳは、一般基礎ⅡとⅢを担当する教官がローテーションをくみ実施しているので、長い

スパンで考えれば、それぞれの一般基礎に対する評価と近似の値が推測されてよいので

はないだろうか。 
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観点Ｂ：学生の履修状況 

 

（Ａ）２年次留年データより 

 １年次入学者は２年次終了までに一般基礎科目の「修得基準」20 単位をみたさない場合は留年と

なる。 (豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規則第１５条) 

 

 年 度   留年数 / 在籍数  留年割合 

平成 9 年  

平成 10 年 

平成 11 年 

平成 12 年 

平成 13 年 

    3／144（名）  

   7／143     

   7／159     

   8／125     

   9／140     

  2,08％ 

  4,90 

  4,40 

  6,40 

  6,43 

 

留年生の数はわずかである。しかし平成 9 年から 10 年にかけて倍増し、以後は微増

傾向を示しており、今後の推移を見守る必要がある。しかしほとんどの学生が「基準」

をみたしており、出身校の違いから生ずる履修の困難を想定する必要はなく、教育成果

は上がっている。 
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（Ｂ）単位修得状況データより 

 

  

  

 

  

  

   教養科目（一般基礎ⅠからⅣまで）の 1998年から 2001年までの４年間の 
単位修得状況 

    （全クラスは取り上げない。各年度ごとに単位修得率を％で示す。） 

    （ ／の左側は成績評価ＡとＢの合計、右側はさらにＣ評価の学生を加えた合計。） 

 

 一般基礎Ⅰ（全科目をとりあげるが数Ⅲを除き、A と B の二クラスある科目は
Ａクラスのみを示す。）  

       

 科 目 名 

   2001 年度  

 Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

  2000 年度   

 Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

   1999 年度   

 Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

  1998 年度 

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

数Ⅰ-Ａ（必） 

数Ⅱ-Ａ（必） 

数Ⅲ-Ａ(Ａ)   

数Ⅲ-Ｂ(Ａ)   

物Ⅰ-Ａ（必） 

物Ⅱ-Ａ       

物Ⅲ-Ａ       

物Ⅳ-Ａ       

物実Ａ        

化Ⅰ-Ａ（必） 

化Ⅱ-Ａ       

化Ⅲ-Ａ       

化実          

生物          

地学          

   89/99    

   70/83      

   44/78      

   27/34      

   78/98      

   25/62      

   31/43      

   71/90      

  100/100     

   93/99      

   69/86      

   90/99      

   94/96      

   80/80      

   99/99      

    83/94       

   85/93       

  80/100      

  16/34       

  60/97       

  60/98       

  64/82       

  58/98       

  100/100      

  59/88       

  72/93       

  93/98       

  95/96       

  99/99       

  96/96       

   77/98    

     64/85     

     64/99     

     36/56     

     51/99     

     52/82     

     38/69     

     24/61     

     99/99     

     74/86     

     51/91     

     83/99     

     99/99     

    100/100    

     87/99    

    59/83 

     70/84 

     51/66 

      5/17 

     66/87 

     49/67 

     44/62 

     38/84 

    100/100 

     59/71 

     63/84 

     73/95 

     91/91 

     41/74 

     64/92 

平均         70/83      74/91          66/88        61/77 

（数＝数学、物＝物理学、物実＝物理実験、化＝化学、化実＝化学実験、生物＝生物学）

（必＝必修科目） 

 

 各年度の単位修得率（％）の平均は、（Ａ＋Ｂ）判定群が 61～74％、（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）判

定群が 77％～91％であった。またＡとＢをあわせた評価の 4 年間の平均は 67％、Ｃま

で含めた評価の平均は 84％である。１年次入学者の大多数が、３年次に上がるまでに、

必要な能力を身につけていることがうかがえる。科目別に見た場合、数学ⅠからⅢＢま

でのＡとＢの評価の割合を比べると、どの年度も必修の数学ⅠとⅡの方が、選択の数学

ⅢＡとＢの方より多い。物理学でもほぼ同じ傾向が見られ、必修の物理学ⅠでＡとＢの

評価を受けた者の割合は、選択の物理学においてより高い。ただ、必修の化学Ⅰにおい

ては必ずしもその傾向が見られない。単位修得者の割合は各年度の平均値に近いが、Ａ
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とＢをあわせた評価の割合は選択の化学と比べ、年度によって変動がある。これは、本

学の学生全般の化学の基礎が、数学と物理の基礎より若干弱いことを示唆しているのか

も知れない。しかし、大多数の学生が卒業までに必要な単位を修得していることがうか

がえ、一般基礎 I の教育は本学の目的・目標にそった成果を上げている。 

 

一般基礎Ⅱ 

  32 科目中、専任教官担当の科目を中心に 21 科目を対象として、年間を通して 

受講生のもっとも多い 2 学期の単位修得状況 

       

科 目 名   

   2001 年度  

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ

      2000 年度   

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

    1999 年度   

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

    1998 年度 

A +Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

保理(必)     

保実(必)     

心理         

東洋         

国文学       

史学Ⅱ       

史学Ⅲ       

国・国(選Ⅰ) 

人地         

アメ史Ⅰ     

日語         

西洋         

応心         

史学ⅠＡ(選 I 

社思(選 I)    

社概(選 I)    

ミクロ       

社工計(選 I)  

統計(選 I)    

経営         

社調         

  80/94      

  96/96      

  97/100     

  100/100     

  94/100     

  73/95      

  95/98      

  96/100     

  68/89      

  73/100     

  100/100     

  63/100    

  100/100     

  71/95      

   91/96      

   85/99      

  42/56      

  30/70      

  70/77      

  58/88      

  71/89      

      55/77       

      92/100      

     86/96      

     60/98      

     55/65       

     71/81       

     89/98       

     80/100      

     80/98       

     82/82       

               

      38/61       

     100/100      

     87/97       

     93/100      

     79/83       

     77/84       

      7/20        

     21/48       

     15/27       

     39/47       

    63/78        

90/94 

    93/97 

 100/100 

91/100       

84/84        

85/92 

100/100 

96/100       

87/87       

66/100      

32/65  

 100/100 

78/91 

 100/100 

68/74 

14/35 

43/50 

54/67 

13/32 

28/35      

     64/84 

     88/94 

     84/97 

    100/100  

    100/100 

    73/89 

    69/84 

    100/100 

    91/100 

    88/88 

    100/100 

    99/99 

 

    77/94 

    83/95 

    65/75 

     10/28 

     24/55 

     11/25 

     35/76 

     35/44 

平均           77/92           65/78             72/80           69/81 

（保理＝保健体育理論、保実＝保健体育実技、心理＝心理学、東洋＝東洋思想史、

国・国＝国語・国文学、人地＝人文地理、アメ史＝アメリカ史、日語＝日本語学、

西洋＝西洋の思想と文化、応心＝応用心理学、社思＝社会思想史、社概＝社会学

概論、ミクロ＝ミクロ経済学、社工計＝社会工学計画、統計＝統計学、経営＝経

営学概論、社調＝社会調査論）（必）は必修科目、（選 I）は選択 I の科目、それ

以外は選択Ⅱの科目。 
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 各年度の科目平均を見ると、78％から 92％の学生が単位を修得し、全体の 65％から

77％がＡかＢの評価である。またＡとＢをあわせた評価の 4 年間の平均は 70％、Ｃまで

含めた評価の平均は 82％である。大多数の学生が卒業までに必要な単位を修得している

ことがうかがえ、一般基礎Ⅱの教育は本学の目的・目標にそった成果を上げている。 

 

一般基礎Ⅲ 

  ２001 年度開講の英語Ⅲ(J)クラスを除き、外国語科目の全クラスの２学期の単 

位取得状況（4 年次の英語Ⅳ、ドイツ語Ⅳ、フランス語Ⅳは、省略） 

      

科目 名  

   2001 年度  

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

 2000 年度    

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

  1999 年度    

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

 1998 年度 

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

英 I(Ａ1)  

英 I(Ｂ1)  

英 I(Ｃ1)  

英Ⅱ(Ａ1) 

英Ⅱ(Ｂ1) 

英Ⅱ(Ｃ1) 

英Ⅲ(Ａ1) 

英Ⅲ(Ｂ1) 

英Ⅲ(Ｃ1) 

英Ⅲ(Ｄ1) 

英Ⅲ(Ｅ1) 

英Ⅲ(Ｆ1) 

英Ⅲ(Ｇ1) 

英Ⅲ(Ｈ1) 

英Ⅲ(Ｉ1) 

独Ⅲ(Ａ1) 

独Ⅲ(Ｂ1) 

独Ⅱ(Ａ)  

仏Ⅱ      

仏Ⅲ(Ａ1) 

仏Ⅲ(Ｂ1) 

中Ａ      

    49/80      

    49/99      

    22/66      

    63/93      

    53/94      

    50/64      

    91/98      

    80/99      

    57/88      

    30/77      

    99/99      

    53/86      

    92/99      

    56/71      

    69/87      

    12/52      

    29/68      

    55/65      

    74/94      

    74/86      

    80/90      

    95/97      

      0/70         

67/84        

75/91        

50/83        

60/86        

51/90        

82/92        

100/100      

29/71        

95/95        

39/82        

52/88        

31/69        

77/93       

42/77        

31/49        

41/59        

74/77        

82/100       

80/100       

48/67        

31/62      

      67/84        

79/96        

55/73        

64/78        

31/74        

39/59        

61/80        

67/90        

00/100       

94/100       

36/80        

54/77        

82/91        

26/80        

21/64        

6/56         

14/67        

63/76        

00/100       

74/90        

79/86        

42/73       

     52/82 

   100/100 

    49/76 

    74/74 

    56/88 

    33/73 

    72/89 

    89/90 

    78/96 

    44/84 

    65/80 

    95/100 

    22/63 

    58/87 

    23/53 

    28/79 

    33/71 

    52/62 

    62/83 

    73/92 

    82/92 

    79/89 

平均          60/84            56/81            57/80           59/81 

 

 各年度の科目とクラスの平均を見ると、単位修得者の割合は 80％から 84％、ＡとＢ

の評価を受けた者の割合は、56％から 60％で、年度ごとの変動の幅が小さい。またＡと

Ｂをあわせた評価の割合の4年間の平均は58％、Cまで含めた評価の平均は81％である。

ＡとＢをあわせた評価の割合は、一般基礎 I、Ⅱと比べると、明らかに低い。このこと

から、学生が他の科目より外国語を苦手としていることがうかがえるが、Ｃまでを含め
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た評価の４年間の平均は一般基礎 I とⅡと大差ない。普通のレベルと思われるが、語学

教育は本学の目的・目標にそった成果を上げている。 

 

一般基礎 IV 

（13 科目中 10 科目。 英語基礎Ⅱ、日本語法、総合科目のⅤからⅦまでは複数クラス

中の任意の１クラスを抽出。なお、数学基礎、英語演習、英語基礎Ⅱは 1999 年に新

たに設置された科目）           

       

 科目名  

   2001 年度  

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

     2000 年度    

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

    1999 年度   

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ 

  1998 年度 

Ａ+Ｂ/Ａ+Ｂ+Ｃ

数基 I      

数基Ⅱ     

英基 I      

英基ⅡＥ   

英演       

日法Ｅ     

総合ⅣＡ   

総合ⅤＣ   

総合ⅥＣ   

総合ⅦＣ   

平均       

     46/87       

     80/100      

      30/100       

65/96       

      95/99       

     100/100      

      93/95       

      42/96       

     100/100      

      93/93       

      74/96      

      64/76       

      86/98       

      41/72       

      85/95       

     100/100      

      83/97       

      85/100      

      75/97       

      80/100      

      86/100      

      78/93      

      84/92      

      68/78 

      89/97      

      52/75      

      47/80    

      93/98      

      90/90      

      23/62      

      58/91      

      74/98      

      67/86      

 

 

    28/79 

    80/100 

 

    84/98 

    90/91 

   100/100 

   100/100 

    78/96 

    80/94 

（数基＝数学基礎、英基＝英語基礎、英演＝英語演習、日法＝日本語法、総合＝総合科

目） 

 

 各年度の平均を見ると、上記 4 年間の単位修得者の割合は、86％から 96％のあいだで、

ＡとＢをあわせた評価の割合は全体の 67％から 80％である。またＡとＢをあわせた評

価の割合の 4 年間の平均は 74％、Ｃまで含めた評価の平均は 93％である。一般基礎Ⅳ

では、数学基礎 I とⅡ、および英語基礎 I と英語演習が工業高校出身者を対象とした科

目である。この４科目の３年間もしくは４年間の単位修得率の平均は、ＡとＢをあわせ

た評価が 70％、Ｃまでの評価が 89％であり、どちらも科目全体の年度ごとの平均より

若干低い。しかしこちらの科目に関しても、大多数の学生が卒業までに必要な単位を修

得しており、一般基礎Ⅳの教育は本学の目的・目標にそった成果を上げていると言える。 

 
○要素１の実績や効果の程度  

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の効果に関する状況は、目的および目

標の達成に、おおむね貢献している。 
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（要素２）専門教育履修段階や卒業後の状況等から判断した教育の実績や効果の

状況  

○観点ごとの評価結果  

観点Ｃ：「卒業生アンケート」データより 

 

  平成 14 年度に過去 5 年間の学部卒業生を対象におこなったアンケート調査から、教養科目 

に関する設問への回答を分析。ただし、一般基礎科目Ⅳについては、内容が概ね一般基礎科 

目Ｉ、Ⅱ、Ⅲと重複しているので、回答者の混乱を避けるため、設問を設けなかった。 

    アンケート実施日   平成 14 年 6 月 5 日から 14 日 

    アンケート送付    1611 名 

    回答者数       177 名。 

    回収率        約 11％。（うち現在修士課程に在学中の学生の 

回答者は 82 名：全回答者の 46％） 

   回答選択肢は、「一般属性」と「自由意見」を除き、すべて a、b、c、d からの４択とし、 

a と b を肯定的な回答、c と d を否定的な回答と見なせるよう工夫した。 

 

その評価結果： 

（Ａ）一般基礎Ｉの科目 

上記の科目（数学、物理学などの講義と実験）についての設問のすべてと、回答選

択肢の例。 

（講  義） 

１） 上記の一般基礎科目は自然科学的思考能力を養い、専門科目を理解するために十分な役に

たちましたか。 

２） 講義の種類と内容は自然科学と工学的な思考能力習得のための基礎科目として適切でした

か。 

３） 一般基礎科目の授業を受けて入学時より学力を伸ばすことができたと思いますか。 

４） 一般基礎科目で受講した内容は充分に身に付きましたか。 

５)  一般基礎科目で学んだ知識は現在の仕事・勉学に役立っていますか。 

 

(実    験) 

 

 

 

  

１）上記の一般基礎科目は自然科学的思考能力を養い、専門科目を理解するた 

  めに十分な役にたちましたか。 

２）実験の内容は自然科学と工学的な思考能力習得のための基礎科目として適 

  切でしたか。 

３）実験を通じて入学時より学力を伸ばすことができたと思いますか。 

４）実験の授業の内容は充分に身に付きましたか。 

５）実験で学んだ知識は現在の仕事・勉学に役立っていますか。 
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回答選択肢の例(回答文) 

 

 

 

 ａ「大いに伸ばせた」 

 ｂ「まあまあ伸ばせた」 

 ｃ「あまり伸ばせなかった」 

 ｄ「むしろマイナスだった」 

 

解答結果 

 （回答はａとｂ、ｃとｄ２項に分けて％で示す。 

ａとｂ、ｃとｄのそれぞれに示されている／の前後の数値は、本アンケートの評価

においてはすべて、前が修士在学生、後ろが学部卒業生全体の割合。小数点以下は

切り捨て） 

講  義 

   ａとｂ       ｃとｄ  

設問   在学生／全体   在学生／全体 

１) 

２) 

３) 

４) 

５) 

    78/72   

    100/91   

    73/70   

    63/63   

    63/55   

  21/27 

    0/8 

   26/29 

   36/36 

   36/44 

  

講義の２）に関しては、大多数の回答者（91％）が、在校生の場合は全員が「適切で

あった」と回答している。また、１）から５）まで全体的に評価は高い。１）と３）で、

学力が伸び専門にも役に立った、と答えた回答者は２）で「適切」と答えた者の約 80％、

全体の 70％強にあたり、かなり高い。４）で「内容が身についた」とする回答は在校生・

卒業生全体とも 63％で、悪くない数字であるが、36％が工学部に不可欠の能力と知識が

「身につかなかった」状態で修士に進学し修了していったことを考えると、問題がまっ

たくないわけではない。また講義全般に関しては、在校生の肯定的回答の方がおおむね

卒業生全体より高い。 

 

実  験 

     

設問 

    ａとｂ   

   在学生/全体 

  ｃとｄ 

 在学生/全体 

  

  

  

  

  

  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

   36/51   

   52/66   

   42/53   

   47/61   

   31/36   

  57/36 

  42/19  

  52/31 

  47/23   

  63/48 

 実験に関する設問は、講義についての設問と同じ内容である。目に付くのは、１）か

ら５）までのどれをとっても、実験の肯定的回答が講義に比べて低いこと、特にそれは
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在校生に顕著なこと、そして講義の場合とは反対に在校生の肯定的回答が卒業生全体よ

り低いこと、である。しかしそれでも卒業生全体では、２）と４）の約 2／3 の回答者

が、内容は「適切」であり「身についた」と答えており、教育の実績は上がっている。

４）で「身についた」の回答が 61％ありながら、１）、３）で「役に立った」とする回

答が、50％強にとどまっていることからすると、実験のあり方に若干問題があるのかも

知れない。５）の肯定的回答が 31％と 36％であるのも、そのことを示唆していると思

われる。 

 

（Ｂ）一般基礎Ⅱの科目 

 上記の科目（保健体育、人文・社会の科目など）の設問と、回答選択肢の例 

（自由意見は省略） 
  

１）在学当時、人文・社会の科目も必要であると考えていましたか。 

  ２）現在のあなたは本学のカリキュラムに人文・社会の科目が必要であると思いますか 

  ３）啓発される人文・社会の科目の授業がありましたか。 

  ４）現在のあなたにとって、直接・間接的に人文・社会の科目から得るものがありましたか。 

  ５）現在のあなたは人文・社会面での一般的教養があるほうだと思いますか。 

  ６）現在のあなたは人文・社会面の一般的教養がもっと必要だと思いますか。 

  ７）人文・社会の科目の選択肢は充実していたと思いますか。 

  ８）人文・社会の科目の授業内容は充実していたと思いますか。 

 

解答例 

a   大いに啓発される授業があった 

ｂ 多少啓発されるものがあった 

ｃ あまりなかった 

ｄ まったくなかった 

 

解答結果 
  aと b   c  と d  

設 問 在学生/全体  在学生/全体 

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

   72/73    

   78/80  

   59/55  

   66/59  

   33/27  

   75/72  

   44/44  

   48/48  

     5/25 

     1/19 

     40/44 

     33/40 

     64/71 

     24/27 

     55/55 

     51/51 
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上記の数値から明らかなように、在校生と卒業生全体との間に、大きな違いは認められ

ない。したがって以下では右側の卒業生全体に関する数値を参照して評価することにす

る。 

 設問１）、２）から、本学の卒業生が人文・社会の分野の教養を大学教育に必要と考

えていることが分かる。その理由を強く示唆していると思えるのが、5）、6）の回答で

ある。実績と効果という面では、３）、４）に対する肯定的回答が 55％、59％と比較的

高く、教員の健闘がうかがえるが、７）、８）では否定的回答が肯定的回答を上回って

いる。７）はカリキュラム編成や担当教官の人数と関係する問題なので、実績と効果を

評価する指標としては８）の回答の方を重視すべきである。その８）はａとｂ、ｃとｄ

がほぼ半々で、３）と４）の肯定的回答と大きなずれがなく、評価としては、おおむね

優れていると言えよう。 

 

（Ｃ）一般基礎Ⅲの科目 

 上記の科目（外国語）についての設問と、回答選択肢の例 

（自由意見は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）現在、英語の知識を必要とされていますか。 

２）現在の自分の英語力を充分だと思いますか。 

３）学部卒業後、英語をさらに勉強する必要を感じたことがある、もしくは感じていま

すか。 

４）在学当時、英語の力を付けようと積極的に努力しましたか。 

５）技科大入学時、英語は得意でしたか。 

６）英語の授業内容は充実していましたか。  

７）英語の授業はさらに英語力を付けようと思う刺激になりましたか。 

８）学部の授業で英語力を強化できましたか。 

９）語学センターの自習設備や集中講座を利用したことがありますか。 

10）第二外国語として何語を勉強しましたか。 

11）複数の外国語の知識の習得は望ましいと思いますか。 

12）授業を通じ選択した外国語に興味を持つことができましたか。 

13）英語以外の外国語をもっと学んでおけば良かったと思いますか。 

 

回答選択肢の例 

 

 

 

 

ａ「非常に充実していた」 

ｂ「充実していた」 

ｃ「あまり充実していなかった」 

ｄ「全く充実していなかった」 
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解答結果 

（設問のうち、英語関連の１）から９）までを概観。小数点以下は切り捨て） 

  ａとｂ        ｃとｄ  

設問    在学生／全体   在学生／全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 

２） 

３）  

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

    93/76    

     5/5    

   97/91   

    43/46   

    27/25   

    41/43   

    42/41   

    21/25   

    37/32   

     6/23 

     94/94 

      2/8 

     46/53 

     73/74 

    58/55 

    57/58 

    78/74 

     62/67 

 

 設問１）を除き、在校生と卒業生全体との間に、大きな違いは認められない。したが

って以下では右側の卒業生全体に関する数値を参照し、評価することにする。 

 設問６）、７）では否定的回答が半数以上であり、英語の授業に若干の問題があるよ

うに見受けられる。しかし４）の回答をみると、ほぼ同数の 53％がｃとｄの「努力しな

かった」を回答しており、両者の密接な関係がうかがえる。設問９）で自習設備を「利

用しなかった」が 67％であることも、自主性の欠如を示すものと言える。ところが、８）

では「強化できなかった」の回答が 74％あり、何らかの問題点を推測せざるを得ない。

この問題の理由の一つは、５）で同数の 74％が「不得意」と答えていることから推察で

きる。不得意のまま、自主性ももてずに卒業してしまったということである。後述する

第二外国語との比較からも、高校、高専以来の後遺症であろう。であるとしても、不得

意を少しでも軽減させる方策が不十分であったのかも知れない。不得意の軽減と自主性

の強化にはモティベーションが大きな役割を果たすことを示唆しているのが、１）、２）、

３）である。１）に示されているように、在校生の 93％が、卒業生全体では 76％が、

英語の知識を必要とする環境にある。それに対し、２）から明らかなように、本学の卒

業生のほとんど全員が自ら英語力の脆弱さを認識している。このギャップが、３）の回

答者の 91％（在校生では 97％）が、「感じた・感じている」と答えた原因であろう。こ

の回答は４）の「努力した」のほぼ倍数である。このことから、学部時代に、卒業後と

同じ程度に、英語の知識の必要性を認識させる努力が必要であると結論できそうである。

ここでふたたび４）、６）と７）の肯定的回答を比較すると、ほぼ近似の 40％強であり、

英語教育は５）で不得意と答えた 1,7 倍の学生に、積極性を植え付けるなり、刺激を与

えるなりの成果を上げていると言える。 

 設問 10）から明らかになった回答者の英語以外の外国語の履修は、ドイツ語 42％、

フランス語 30％、中国語 22％である。設問１１）から１３）までの回答分布は以下の

とおりである。 
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  ａとｂ   ｃとｄ     

設 問 在学生／全体  在学生／全体 

 

  

    

    

 11） 

 12） 

 13） 

  64/65  

  61/62  

  47/46  

   29/30 

   31/33 

   46/49 

 

 ここでも今までと同じ理由で、卒業生全体に注目し、評価することにする。 

 回答者の約 2／3 が第二外国語の学習を望ましいと思い、実際に興味を持てたと回答

している。設問が少なく、詳細な分析はできないが、教育はおおむね実績を上げている

といえる。英語ほど先入見がないことも一端の理由であろう。学習の必要性を感じてい

る回答者の割合も、感じていない回答者と伯仲しており、日本の英語偏重的状況、学生

の学習意欲低下が云々されている現状を勘案すると、数字が示す以上に高いと言ってい

いだろう。 

 
○要素２の実績や効果の程度  

以上の評価結果を総合的に判断して、教養教育の効果に関する状況は、目的および目

標の達成に、かなり貢献している。 

 
（２）教育の効果の水準  

以上の評価結果を総合的に判断して、目的目標で意図した実績や効果がおおむねあが

っているが、改善の余地がある。 

 
（３）特に優れた点及び改善点等  

 

（３）特に優れた点および改善点など 

特に優れた点 

 一般基礎Ⅱを 3 年次まで課していて、効果を上げている点。 

 一般基礎Ⅲを 3 年次まで課し、4 年次まで開講していて、効果を上げている点。 

 一般科目Ⅳで出身校別の学習歴偏差に対応し、効果を上げているている点。 

 成績評価に関しては、特に統一基準を設けているわけではないが、各基礎科目とも、

全体的には統一のとれた評価がおこなわれている点。 

 

改善点 

 一般基礎 I では、さらに内容が身についた学生の数を増やす努力が望まれる点。ま

た、実験科目の内容と実施方法に多少工夫が必要な点。 

 一般基礎Ⅱでは、若干、理解度を考慮した教育が必要な点。また、内容に多少工夫

が必要な点。 

 一般基礎Ⅲでは、若干、習熟度の低い学生を考慮した教育が必要な点。また、学習

のモティベーションをあげる努力が求められる点。 

 一般基礎Ⅳでは、若干、満足度を考慮した教育が必要な点。 
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Ⅴ 特記事項 


