
豊田高専 情報工学科における取組み

豊田高専 情報工学科 稲垣 宏豊田高専 情報 学科 稲垣 宏





学習 教育目標学習・教育目標

A) 「ハ ドウ ア」 「ソフトウ ア」 「数理基礎」に関するA) 「ハードウェア」・「ソフトウェア」・「数理基礎」に関する
知識の修得

) 実体験 よ 培われる実践力 養成B) 実体験によって培われる実践力の養成

C) 世界的視野をもつ良識ある人間性の育成
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学習 教育目標学習・教育目標

A) 「ハ ドウ ア」 「ソフトウ ア」 「数理基礎」に関するA)   「ハードウェア」・「ソフトウェア」・「数理基礎」に関する
知識の修得

(1) ハードウェアの基本動作を理論面から解析できるとともに，ソフトウェア的
手法を利用してハードウェアを設計できる．

(2) ソフトウェア開発において，数理的理論に基づくスマートな設計ができると
ともに ハ ドウ アの基本動作を意識した設計ができるともに，ハードウェアの基本動作を意識した設計ができる．

(3) コンピュータネットワークの動作を通信理論の観点から数理的に解析できる．(3) コンピュ タネットワ クの動作を通信理論の観点から数理的に解析できる．

(4) 現実の問題や未知の問題に対して，問題の本質を数理的に捉え，
ピ タシ ムを応用した問題解決方法を多角的視野から
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コンピュータシステムを応用した問題解決方法を多角的視野から
検討することができる．



学習 教育目標学習・教育目標

B) 実体験によ て培われる実践力の養成B)   実体験によって培われる実践力の養成

(1) 与えられた問題を分析・モデル化し 解決方法を立案し その有効性をコン(1) 与えられた問題を分析・モデル化し，解決方法を立案し，その有効性をコン
ピュータや測定装置を使って確かめることができる．

(2) 実験・実習で培われる豊かな体験と基礎理論の深い理解との融合により，問
題を的確に把握し，問題解決手法を自ら立案・推進できる．

(3) 社会の多様なニーズに応えるコンピュータシステムを設計・開発するための
デザイン能力を有する．

(4) さまざまなデータ（数値・文字・画像・音声・知識など）に対し，コンピュータを
用いて実際に解析・処理することができる
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用いて実際に解析 処理することができる．



学習 教育目標学習・教育目標

C) 世界的視野をもつ良識ある人間性の育成C)  世界的視野をもつ良識ある人間性の育成

(1) 作ったものが社会に与える影響を正しく認識し 技術者としての倫理観をもっ(1) 作ったものが社会に与える影響を正しく認識し，技術者としての倫理観をもっ
ている．

(2) 世界の文化・歴史を理解し，人間に対する配慮を怠らない．

(3) 英語によるコミ ニケ ション基礎能力をも ている(3) 英語によるコミュニケーション基礎能力をもっている．

(4) 日本語を使って，説得力のある口頭発表ができ，筋道を立てて報告書を書く(4) 日本語を使って，説得力のある口頭発表ができ，筋道を立てて報告書を書く
ことができる．
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学習・教育目標を意識した学習 教育目標を意識した
カリキュラム作りカリキ ラ 作り



JABEEに対応したシラバスの作成JABEEに対応したシラバスの作成

対応する教育目標の明示• 対応する教育目標の明示

• 達成度目標の記載

• 評価基準の明示



シラバス作成前にシラバス作成前に

担当科目と「学習 教育目標」の対応に関して• 担当科目と「学習・教育目標」の対応に関して，
時間をかけ，詳細に検討する



科目と「学習 教育目標」との対応科目と「学習・教育目標」との対応

科目と「学習 教育目標」との対応は 学科ごとに• 科目と「学習・教育目標」との対応は，学科ごとに
対応表（ワークシート）を作成し，シラバス作成前に
提出する提出する





科目と「学習 教育目標」との対応科目と「学習・教育目標」との対応

各教員がシラバスを作成する時点では 「学習 教• 各教員がシラバスを作成する時点では，「学習・教
育目標」の欄は記入しない



最近の取り組み最近の取り組み

各教員がシラバスを作成する時点では 「学習 教• 各教員がシラバスを作成する時点では，「学習・教
育目標」の欄は記入しない

• シラバスの電子ファイルが揃った時点で，対応表（
ワークシート）の内容を基に，シラバスの完成版を
自動生成する



審査を受けて

達成度評価に関する指摘事項



JABEE審査JABEE審査

本校情報工学科では 平成17年度に• 本校情報工学科では，平成17年度に
JABEE審査を受け，認定を得ることができた

• しかししかし，



JABEE審査

審査においては いくつかの改善すべき点も指摘

JABEE審査

• 審査においては，いくつかの改善すべき点も指摘
された



基準３ ２ （４）基準３.２ （４）

学生自身にも プログラムの学習 教育目標に対する• 学生自身にも，プログラムの学習・教育目標に対する
自分自身の達成度を継続的に点検させ，その学習に
反映させていること反映させていること．



指摘事項指摘事項

• 各科目の成績通知 個人面談等で 達成度を点検さ• 各科目の成績通知，個人面談等で，達成度を点検さ
せているが，「学習・教育目標と明確に関連付けて点
検させる」しくみができていない検させる」しくみができていない．

• 学習・教育目標に対応した単位修得状況のみで達成• 学習・教育目標に対応した単位修得状況のみで達成
度を評価しているだけでは不十分である．

• 学習・教育目標に対する達成度の継続的点検を強化
するしくみが必要であるするしくみが必要である．



基準５ （３）基準５ （３）

プログラムの各学習 教育目標に対する達成度を総合• プログラムの各学習・教育目標に対する達成度を総合
的に評価する方法と評価基準が定められ，それにした

が て評価が行なわれていることがって評価が行なわれていること．



指摘事項指摘事項

各科目の重みを考慮し その達成度を総合的に評価• 各科目の重みを考慮し，その達成度を総合的に評価
する方法と基準を定めて，それに従って評価するしくみ
がないがない．

• 基準に対する重み付けを考慮した総合的な評価方法
の導入が必要である．



JABEE審査JABEE審査

これらの点が 重要な審査項目であることは• これらの点が，重要な審査項目であることは
認識していたのであるが，



JABEE審査JABEE審査

これらの点が 重要な審査項目であることは• これらの点が，重要な審査項目であることは
認識していたのであるが，

• 効果的な対策が見つからないまま審査に臨んだ，
というのが実情である



JABEE審査JABEE審査

別のJABEE認定教育プログラムの関係者に聞いて• 別のJABEE認定教育プログラムの関係者に聞いて

みても，同様の問題で困っているケースが多い



JABEE審査JABEE審査

別のJABEE認定教育プログラムの関係者に聞いて• 別のJABEE認定教育プログラムの関係者に聞いて

みても，同様の問題で困っているケースが多い

• というのも• というのも



JABEE審査JABEE審査

学生 人ひとりが継続的に達成度を点検できる• 学生一人ひとりが継続的に達成度を点検できる

環境を作ろうとすると，



JABEE審査JABEE審査

学生 人ひとりが継続的に達成度を点検できる• 学生一人ひとりが継続的に達成度を点検できる

環境を作ろうとすると，

• 教員・学生ともに多くの負荷を強いられることにな
るる



JABEE審査JABEE審査

というのも 学生 人ひとりが継続的に達成度を点• というのも，学生一人ひとりが継続的に達成度を点
検できる環境を作ろうとすると，

• 教員・学生ともに多くの負荷を強いられることにな
る

• それでは，持続可能な教育システムにはならない
と思われると思われる



われわれの取組みわれわれの取組み

そこで• そこで，



われわれの取組みわれわれの取組み

そこで• そこで，

• できるかぎり少ない手間で，



われわれの取組みわれわれの取組み

そこで• そこで，

• できるかぎり少ない手間で，

• 学生自身による継続的な達成度点検を可能にする
ためにために，



われわれの取組みわれわれの取組み

そこで• そこで，

• できるかぎり少ない手間で，

• 学生自身による継続的な達成度点検を可能にする
ためにために，

• コンピュータとネットワークを活用した達成度点検シ
ステムの構築を目指しているステムの構築を目指している



達成度点検システムの概要達成度点検シ テ の概要



特長特長

本システムは デ タベ ス機能を備えたクライア• 本システムは，データベース機能を備えたクライア
ント・サーバ型のWebアプリケーションとして実装さ
れ おりれており，



特長特長

本システムは デ タベ ス機能を備えたクライア• 本システムは，データベース機能を備えたクライア
ント・サーバ型のWebアプリケーションとして実装さ
れ おりれており，

• 利用の容易さに加え，



特長特長

本システムは デ タベ ス機能を備えたクライア• 本システムは，データベース機能を備えたクライア
ント・サーバ型のWebアプリケーションとして実装さ
れ おりれており，

• 利用の容易さに加え，

• 拡張性や汎用性に優れている



特長特長

本システムは デ タベ ス機能を備えたクライア• 本システムは，データベース機能を備えたクライア
ント・サーバ型のWebアプリケーションとして実装さ
れ おりれており，

• 利用の容易さに加え，

• 拡張性や汎用性に優れている

• 以降，システムの主な機能を紹介する





― 学生側の機能 ―



ログインログイン





成績入力成績入力







達成度状況達成度状況





達成度状況の表示達成度状況の表示

これにより 現在の達成度状況を直感的に把握• これにより，現在の達成度状況を直感的に把握
することができ，



達成度状況の表示達成度状況の表示

これにより 現在の達成度状況を直感的に把握す• これにより，現在の達成度状況を直感的に把握す
ることができ，

• 学習・教育目標の達成に向け，学習の動機付け
につながるに ながる



達成度状況の表示達成度状況の表示

そして このような達成度点検を継続的に行なうこ• そして，このような達成度点検を継続的に行なうこ
とで，



達成度状況の表示達成度状況の表示

そして このような達成度点検を継続的に行なうこ• そして，このような達成度点検を継続的に行なうこ
とで，

• 学習・教育目標を意識した学習姿勢が自然と身
に付いてくるに付いてくる



現在の達成度に対する評価

 [機能1] 達成度の色分け

現時点までに履修した科目に対する達成状– 現時点までに履修した科目に対する達成状
況が色分けされる



他の学生との比較

最低値:40% 平均値:48% 最大値:55%

他の学生との比較

最低値:40% 平均値:48% 最大値:55%

 [機能2] 達成度の比較
同じ教育プログラムを受けている学生の– 同じ教育プログラムを受けている学生の
最大/最小/平均値達成度が星印で表示さ
れる







アドバイス機能アドバイス機能







学生の達成度認識調査学生の達成度認識調査



学生の達成度認識調査学生の達成度認識調査

科目ごとに 関係する学習 教育目標に対する“学• 科目ごとに，関係する学習・教育目標に対する“学
生自身”の達成度認識を入力することができる





自己評価自己評価

• このグラフを基に各学生がアンケート方式で 達成度に対する自己• このグラフを基に各学生がアンケート方式で，達成度に対する自己
評価を行う



このアンケートは各科目の教育目標ごとに分かれて答えるようになっており，

○これ以上達成している

○妥当である 3つから選択○妥当である

○これほど達成していない

3つから選択



集計

これ以上達成している(1.2倍)
妥当である(1.0倍)
これほど達成していない(0 8倍)これほど達成していない(0.8倍)

このアンケートを基に，
・学生の自己評価に基づく達成度状況を算出





認識の差



修得状況の確認修得状況の確認







学習時間の集計学習時間の集計











― 教員側の機能 ―教員側 機能



プログラム履修学生の達成度状況の確認プログラム履修学生の達成度状況の確認









達成度状況の確認達成度状況の確認

各学生の達成度状況を継続的に確認することが• 各学生の達成度状況を継続的に確認することが
できる



達成度状況の確認達成度状況の確認

各学生の達成度状況を継続的に確認することがで• 各学生の達成度状況を継続的に確認することがで
きる

• これによって，各学生の達成度に応じたきめ細か

い指導をタイムリーに行なうことができる指導をタイ リ に行なう とができる



担当科目における学習・教育目標及び
その割合の変更







達成度評価アンケ ト達成度評価アンケート







おわりに



本システムの利点本システムの利点

本システムを利用することで プログラム履修学生• 本システムを利用することで，プログラム履修学生
は，



本システムの利点本システムの利点

本システムを利用することで プログラム履修学生• 本システムを利用することで，プログラム履修学生
は，

• 「学習・教育目標」に対する自分の達成度状況を，



本システムの利点本システムの利点

本システムを利用することで プログラム履修学生• 本システムを利用することで，プログラム履修学生
は，

• 「学習・教育目標」に対する自分の達成度状況を，

• Web上で継続的に確認することができる• Web上で継続的に確認することができる



本システムの利点本システムの利点

また プログラム提供側である教員においても• また，プログラム提供側である教員においても，



本システムの利点本システムの利点

また プログラム提供側である教員においても• また，プログラム提供側である教員においても，

• 担当科目と「学習・教育目標」の対応に関して，



本システムの利点本システムの利点

また プログラム提供側である教員においても• また，プログラム提供側である教員においても，

• 担当科目と「学習・教育目標」の対応に関して，

• 重みを考慮したきめ細かい設定が可能になるとと
もにもに，



本システムの利点本システムの利点

また プログラム提供側である教員においても• また，プログラム提供側である教員においても，

• 担当科目と「学習・教育目標」の対応に関して，

• 重みを考慮したきめ細かい設定が可能になるとと
もにもに，

• 教育改善に伴なうカリキュラムの変更にも柔軟に
対処することができる対処することができる



今後の予定今後の予定

今後は 試行を通して 使い勝手の向上を図 て• 今後は，試行を通して，使い勝手の向上を図って
いくとともに，



今後の予定今後の予定

今後は 試行を通して 使い勝手の向上を図 てい• 今後は，試行を通して，使い勝手の向上を図ってい
くとともに，

• システム管理用の機能を充実させ，他の教育プ
ログラムへの展開を進めていく予定にしているグラム の展開を進めていく予定にしている


