
 

 

第６５回九州地区大学教育研究協議会プログラム 

 

期 間 平成２８年９月２日（金）～３日（土） 

会 場 鹿児島大学 郡元キャンパス 

 
第１日目 平成２８年９月２日（金） 

◎ 大学教育研究会委員会 

会場：鹿児島大学  学習交流プラザ 2 階 学習交流ホール  

受付 11：00～11：30  学習交流プラザ 2階 学習交流ホール 
(1) 開会 
(2) 当番大学挨拶 前田 芳實（鹿児島大学 学長）  
(3) 議長選出 
(4) 議事 

1） 庶務・会計事業報告について 
2） 平成２７年度決算報告について 
3） 次期開催地等の決定について 
4） 九州地区大学教育研究会の退会申請について 
5） 平成２９年度事業計画及び予算について 
6） 平成２９年度委員長等の選出について 
7） 今後の監査委員選出について 
8） 協議会の座長等について 
9） その他 

(5) 閉会（12：00） 
 

◎ 大学教育研究協議会 

統一テーマ「体系的な「カリキュラムの構築」と「学修成果の可視化」の実現に向けて」 

会場  学習交流プラザ 2階 学習交流ホール      
受付  12：30～13：00   学習交流プラザ 2 階 学習交流ホール  

(1) 開会（13：00） 
(2)  委員長挨拶 丸野 俊一 （九州大学 理事・副学長・基幹教育院長） 
(3) 趣旨説明 
(4) 基調講演 （13：20 ～ 14：50） 

    講師：吉田 文 氏（早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授） 
演題：学修成果の可視化がはらむ課題―アメリカの経験から― 
 

(5) 全体会（シンポジウム形式） 

会場  学習交流プラザ 2階 学習交流ホール      
コーディネーター （鹿児島大学 教育センター 副センター長 富原 一哉） 
1） 開会（15：05） 
2） 事例発表１（15：05～15：40） 
発表者：長崎大学 大学教育イノベーションセンター 助教 川越 明日香 氏 
演題：教育改革の推進と学修成果の可視化に向けた取り組みと課題 
 
3） 事例発表２（15：40～16：15） 

    発表者：宮崎国際大学 国際教養学部 学部長 マイケル トンプソン 氏  
演題：Miyazaki International College and the AP grant: Work in progress toward 



 

 

visualizing outcomes  
 
4） 事例発表３（16：15～16：50） 

    発表者：鹿児島大学 高等教育研究開発部 准教授 伊藤 奈賀子 氏  
    演題：体系的カリキュラム構築と学修成果の可視化に向けた共通教育改革 
 

5） 総括討論（16：50～17：20） 
 

◎ 情報交換会（18：00～20：00） 
会場：学習交流プラザ２階 学習ラウンジ３ 
 
第 2日目 平成２８年９月３日（土） 

（6）系列別部会 

受付：9時 00分～10時 00分  共通教育棟 1号館 1階 
1） 自然系部会（1号館 2階 122号講義室） 

座 長：横川 由起子 （鹿児島大学  共通教育企画実施部副部長 講師） 
 
発表者１：小島 健太郎（九州大学基幹教育院 准教授），原田 恒司（九州大学基幹教

育院 教授） 
テーマ  ：初年次文系学生を対象とした物理教育におけるピア・インストラクションの活

用と課題 
 
発表者２：巨海 玄道（久留米工業大学 特任教授）野田  常雄（久留米工業大学 准教

授），江藤  徹二郎（久留米工業大学），中村  文彦（久留米工業大学） 
テーマ  ：大学全入時代の物理学基礎教育の新展開―久留米工大を例として― 
 
発表者３：寺田 貢（福岡大学 教授） 
テーマ ：物理学に関する共通教育科目における事前事後学修の機会を提供する講義の試

み 
 
発表者４：李 根浩（宮崎大学 准教授） 
テーマ  ：工学系におけるアクティブラーニングの導入による効果事例の報告 
 

2） 言語教育・人文・社会系部会（1号館 2階 124 号講義室） 

座 長：原 隆幸  （鹿児島大学  准教授） 
 
発表者１：John Tremarco（鹿児島大学 准教授） 
テーマ  ：The Benefits of Exposing Students to the Real World: How real 

encounters can inform our classroom practices. 
 
発表者２：髙橋 玄一郎（鹿児島大学 教授），大野 克彦（鹿児島大学 准教授） 
テーマ  ：外国語教育の取り組みと課題：鹿児島大学の場合 

 

発表者３：寺西 光輝（鹿児島大学 講師） 
テーマ  ：中国人留学生へのインタビューを通した異文化理解の試み 

 



 

 

3） 初年次・キャリア・学際部会（1号館 4階 Common room2） 

座 長：中里 陽子  （鹿児島大学  講師） 
 
発表者１：鎌滝 晋礼（九州大学基幹教育院 助教） 
テーマ  ：初年次における文系学部学生への科学実験授業の意義 

 
発表者２：鹿田 光一（東海大学 九州キャンパス 熊本教養教育センター 准教授） 
テーマ  ：キャリア教育科目内ＳＰＩ演習のグループワーク主体による試験的取組み 

 
発表者３：藤本 元啓（崇城大学 総合教育センター 教授） 
テーマ  ：初年次教育・キャリア教育のツールとしてのポートフォリオ「今週の活動記録

（仮称）」の試行について 
 
発表者４：大月 彩香（九州大学工学研究院 准教授），竹之内 和樹（九州大学芸術工

学研究院 准教授），石井 祐子（九州大学基幹教育院 准教授） 
テーマ  ：図形表現（pictorial expression）教育の必要性 

 
発表者５：中里陽子（鹿児島大学 講師），津曲 隆（熊本県立大学総合管理学部 教授） 
テーマ  ：地域密着型教育プログラム設計のための基礎調査 

－サービスラーニングプログラムに参加する学生の特徴分析－ 
 

4） 教授法・カリキュラム・評価部会（1号館 3階 132号講義室） 

座 長：寺床 勝也  （鹿児島大学  高等教育研究開発部長 教授） 
 
発表者１：佐藤 貴之（北九州市立大学 基盤教育センター 教授），浅羽 修丈（北九州

市立大学 基盤教育センター 准教授），廣渡 栄寿（北九州市立大学 基盤教

育センター 教授），中尾 泰士（北九州市立大学 基盤教育センター 教授） 
テーマ  ：基盤教育における反転授業を目指した教材の開発 

 
発表者２：野田 常雄（久留米工業大学 准教授），江藤  徹二郎（久留米工業大学）， 

巨海 玄道（久留米工業大学 特任教授），中村  文彦（久留米工業大学） 
テーマ  ：理系科目の演習における e-learning 化の試み 
 
発表者３：坂井 宏光（福岡工業大学 教授） 
テーマ  ：大人数における環境関連科目のアクティブラーニングの試み 
 
発表者４：金谷 義弘（宮崎大学基礎教育部 副部長（教育学部教授）） 
テーマ  ：宮崎大学における基礎教育改革とアクティブ・ラーニング導入 
 
発表者５：横山 春彦（鹿児島大学法文学部 准教授） 
テーマ  ：「行動科学」における教授法の工夫と実践：何がどのようにおもしろいか？ 

 
5） 障害学生支援部会（1号館 4階 Common room1） 

座 長：前田 雅人  （鹿児島大学  障害学生支援センター長 教授） 
 

発表者１：今村 智佳子（鹿児島大学 障害学生支援センター 特任助教），前田 雅人（鹿



 

 

児島大学 障害学生支援センター センター長），溝口 文（鹿児島大学 障害

学生支援センター） 
テーマ  ： 「自分らしく学び合う」ことを目指した障害学生支援センターの教育活動に関

する取り組み 
 
発表者２：面高  有作（九州大学 基幹教育院 学術研究員），甲斐 更紗（九州大学 基

幹教育院 学術研究員・特任助教），田中 真理（九州大学 基幹教育院 教授） 
テーマ  ： 「連携」からみた大学における障害者支援 –九州大学における実践と課題– 

 

発表者３：鮫島 久美（鹿児島大学 保健管理センター 助教） 
テーマ  ：潜在性結核感染症（LTBI）の留学生に対する直接服薬確認療法（DOTS）の支

援について 
 

6） 地域連携教育部会（1号館 2階 125号講義室） 

座 長：出口 英樹  （鹿児島大学  特任准教授） 
 
発表者１：佐藤 忠文（熊本県立大学 COC 推進室／教学 IR 室 特任講師），野口 慎

吾（熊本県立大学 COC 推進室 特任准教授），堤 裕昭（熊本県立大学 環

境共生学部 教授），津曲 隆（熊本県立大学 総合管理学部 教授） 
テーマ  ：震災復興へ向けた「もやいすと」プログラムの展開 
 
発表者２：五十嵐 勉（佐賀大学 全学教育機構 教授） 
テーマ  ：教養教育における地域と連携したPBL 教育 ―大学COC 事業での実践から― 
 
発表者３：熊野 稔（宮崎大学 地域資源創成学部 教授） 
テーマ  ：宮崎大学の地域連携，COC 事例，インカレキャンプ，地域資源創成学部につい

て 
 
発表者４：市田 秀樹（日本文理大学 特任准教授），鈴木 照男（日本文理大学 准教授），

小牧 渉（日本文理大学 教授），泉 丙完（日本文理大学 教授）， 
吉村 充功（日本文理大学 教授） 

テーマ ：地域企業求人動画制作を通した地域創生人材の育成～日本文理大学ＣＯＣ事業に

よる“おおいた，つくりびと”プロジェクト～ 
 

7） 健康教育・保健体育部会（1号館 4階 Common room3） 

座 長：福満 博隆  （鹿児島大学  准教授） 
 
発表者１：杉山 佳生（九州大学 人間環境学研究院 准教授） 
テーマ  ：健康・スポーツ科学科目におけるテキストの改訂とその活用 
 
発表者２：西迫 貴美代（鹿児島県立短期大学 講師） 
テーマ  ：公立短期大学の現状と課題 ～実技及び健康教育の実践事例からの検討～ 
 
発表者３：福満 博隆  （鹿児島大学  教育学部 准教授） 
テーマ  ：授業における継続的な筋力トレーニングの導入が学生の意識や筋力向上に及ぼ

す影響について 


