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平成 28年度大学 大学教育センター活動報告 

1．組織 

今年度は下記の動きがあった． 

 昨年度 12 月末で退職した専任教員の後任（講師）が 4 月に着任した. 

 西東京三大学連携事業担当の特任教員（特任助教）が 2 名着任した． 

大学教育センターの人員構成は，工学研究院および農学研究院の兼務教員および大学教育改革加

速プログラム（文部科学省 AP 事業）の特任教員（助教）を含め，下記の通りである．  

・センター長 ：理事（教育担当）・副学長 

・副センター長：１名（専任教員：教授） ※特別修学支援室長兼 

・専任教員 ：3 名（准教授） ※1 名は特別修学支援室担当 

・専任教員 ：１名（講師） 

・特任教員 ：１名（特任准教授） ※グローバル・プロフェッショナルプログラム担当 

・特任教員 ：１名(特任助教) ※大学教育再生加速プログラム担当 

・特任教員 ：１名(特任助教) ※西東京三大学連携事業担当 

・特任教員 ：１名(特任助教) ※西東京三大学連携事業担当 

・兼務教員 ：３名（工学研究院） 

・兼務教員 ：３名（農学研究院） 

 なお，大学教育センター運営委員会には上記の教員の他に，農学部・工学部の教育・学生生活委員

会の委員長２名，入学試験委員会より 1 名，学務部長，教育企画課長が参加している．また，大学教育

センターの運営は，学務部教育企画課及び入試課と連携して行っている． 

2．活動目標と事業計画 

2．1 目標 

平成 28 年度は，次のような目標を立て活動を行った． 

（１）教育内容及び教育の成果等 

① 三大学連携による共通教育の再構築及び農学部・工学部での英語コースの構築【学士課程】

② 9 年一貫グローバル教育プログラムの実施【学士課程・大学院課程】

③ 能動的学習を促す授業の研修・検討・開発・実施

（２）教育の実施体制等 

④ クォーター制に移行するための柔軟な学事制度の構築【学士課程・大学院課程】

⑤ 全学共通教育機構の再構築と、全学共通教育の新カリキュラムの構築【学士課程】

（３）学生への支援 

⑥ 特別修学支援室による心身の障害を抱える学生の支援

（４）入学者選抜 

⑦ アドミッション・ポリシーの見直しと新制度による入学者選抜の検討・設計

⑧ 大学教育再生加速プログラム（AP 事業）による高大接続及び初年次教育の検討と構築

⑨ 入試広報の企画と実施
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2．2 事業計画 

 上記の目標に対し，次のような事業計画を立て実施した． 

（１）教育内容及び教育の成果等 

・平成 27 年度カリキュラム改正後のアンケートによる実施状況調査 

・英語による授業コースの検討 

・複線型キャリアを主軸とした教育体系の構築及びプログラム運用に向けた制度設計 

・グローバルプロフェッショナルプログラムの実施 

・能動的学習（アクティブ・ラーニング等）に関する研修会の実施,高等学校との連携 

（２）教育の実施体制等 

・他大学のクォーター制の情報収集と東京農工大学で実施するための問題点の検討 

・新全学共通教育機構の組織検討及び三大学連携による新カリキュラム構築に向けた検討事項の 

確認 

（３）学生への支援 

・教職員への「東京農工大学障害学生支援ガイドライン」の説明・周知 

・特別修学支援室での心身障害を抱える学生の支援及び入学を希望する生徒への入学前相談対応 

（４）入学者選抜 

・三つのポリシー（『入学者受入れの方針：アドミッション・ポリシー』、『教育課程編制・実施の方針： 

カリキュラム・ポリシー』、『卒業認定・学士授与の方針：ディプロマ・ポリシー』）の見直し 

特に,発表されるガイドラインによる『入学者受入れの方針：アドミッション・ポリシー』の見直し 

・ＡＰ事業での「高大接続教室」の継続実施とルーブリックの検討・修正 

・他大学の新制度入試への取り組みの情報収集と多面的評価の入試制度への反映の検討 

・ＡＰ事業及び三大学連携による新たな広報活動の実施 

3．活動報告 

〇事業計画（１）教育内容及び教育の成果等 

・平成 27 年度カリキュラム改正後のアンケートを実施した.この中で,基礎ゼミや融合科目等,検討すべき 

点があり,新全学共通教育機構の下の新カリキュラムＷＧで検討を開始した. 

・教育・学生生活委員会において，農学部・工学部に英語のみで実施するコースを各１コース設定する 

ことした.また，西東京三大学連携事業において，教養科目 3 科目（生物，線形代数学Ⅰ，共生社会を 

考える）の英語化を実施した. 

・グローバルプロフェッショナルプログラム（ＧＰＰ）の運営委員会において，プログラムの教育体系を承 

認し，54 名の学生の参加により，７月より運用開始した.また，プログラムの中で学生を選抜し，16 名の 

学生に対し，ハワイ大学での海外派遣プログラムを実施した. 

・複線型キャリア支援に向けた特別措置（特に英語レベルへの対応）を整備し，ＧＰＰ運営委員会にて 

審議，承認した.また，複線型キャリア支援に向け，年２回のキャリアカウンセリングを制度化し，運用を 

開始した. 

・大学教員，高等学校教員が共に参加する公開ＦＤセミナー「高校で浸透するアクティブ・ラーニングを 

どのように大学教育に接続するか」（シンポジウム）を実施し，高大連携図り，大学教育への能動的学 

習の導入を進めた. 
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〇事業計画（２）教育の実施体制等 

・他大学で実施されているクォーター制の調査を実施し，各部局に報告すると共に，各部局からの提出

された問題点・検討点を整理し，教育改革推進ＷＧ，教育・学生生活委員会に報告した. 

・全学共通教育（教養教育）の新カリキュラム構築のために，新全学共通教育機構を設置した.さらに，

平成 31年度カリキュラム改定に向けて，この機構の下に新カリキュラム検討ＷＧを設置し，新カリキュラ

ムの検討を開始した. 

〇事業計画（３）学生への支援 

・平成 28 年 4 月 1 日「障害者差別解消法」の実施に伴い，農学部，工学部の教授会において，特別修 

学支援に関するＦＤセミナーを実施し，全教職員に周知を図った. 

・特別修学支援室と保健管理センターが連携し，本学学生の修学支援を実施した.平成 28 年度は，24 

人の学生が利用し，相談回数は 181 回である.また，その中に受験前相談 2 件が含まれる. 

〇事業計画（４）入学者選抜 

・入学試験委員会の下に「全学入学者選抜検討委員会」を設置した. 

・全学入学者選抜検討委員会において,文部科学省より発表されたガイドラインに基づいて,各学部・各 

学府専攻のアドミッション・ポリシーの改定，策定を行った. 

・他大学の新入試制度取り組みなどの情報収集を行い，全学入学者選抜検討委員会において,現在実 

施している各学部の入学試験と入学者の多様な能力要件を整理し,表を作成した. 

・教育改革推進ＷＧと連携し,学部のアドミッション・ポリシーを含めたホームページ掲載用の３ポリシー 

（他にカリキュラム・ポリシー,ディプロマ・ポリシー）を策定した. 

・ＡＰ事業に伴う「高大接続教室」を,夏期は日帰り，冬期は 1 泊 2 日，春期は 2 泊 3 日で行った. 

夏期は広島会場（高校生 10人），東京会場（高校生 33人），福島会場（13人）で行った.冬期は多数の

応募があり（56 人），書類選考により 40 人で行った.春期は 35 人で実施予定である.また，高大接続教

室の中で大学院生等のファシリテーターの協力により，高校生評価のためのルーブリックの検討を実

施した. 

・西東京三大学連携による，地方会場での高等学校教員対象の大学説明会を行った（広島，富山，福 

島）.また，高校 1 年生対象の春期のグローバルスクールを行う予定である. 
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平成 28 年度大学教育センター活動 
月 日 委員会など 学内活動（シンポジウム・セミナーなど） 

4 5 大学教育センター打合せ（１） 東京農工大学の高大接続教育・ＡＰ事業説明（講演） 

（東京外国語大学） 

6 役員・評議員・センター長等懇談会 

ペアレンツ・デーＷＧ

教育委員会（工） 

学生定期健康診断（６～９日） 

7 西東京三大学連携共同共通教育 WG 入学式：学生生活に関する講話 

８ 新入生オリエンテーション：ｶｳﾝｾﾗｰからのお知らせ 

11 西東京三大学連携協働専門教育 WG 前期ＴＡセミナー（府中：農学府） 

12 教育部会 全学計画評価委員会 

13 前期ＴＡセミナー（小金井：工学府・BASE） 

ＦＤセミナー（農教授会）「特別修学支援について」 

ＦＤセミナー（工教授会）「特別修学支援について」 

14 入試広報小委員会 

15 大学教育センター運営委員会 

20 入委員学試 

入試制度等研究委員験会（農） 

新任教職員研修 

21 進路指導・理数系教員対象進学説明会（小金井） 

23 学生冊子 WG 

25 ゼミナール入試委員会 

27 教育・学生生活委員会 

入試企画委員会（工） 

教育委員会（工） 

5 9 大学教育センター打合せ（２） 

12 入試広報小委員会  

ＧＰＰ運営委員会 

ＡＰ事業：高大連携協議会 

16 ＧＰＰ説明会（小金井） 

17 ＧＰＰ説明会（府中） 

18 広報戦略委員会（工）

学生生活委員会（工） 

入試制度等研究委員会（農） 

ＧＰＰ－Global English デモ授業（小金井） 

19 西東京三大学連携打合せ（東京外大） 多摩地区国公立大合同説明会打合せ（東京外国語大学） 

21 進路指導教員・理数系教員対象進学説明会（小金井） 

25 教育・学生生活委員会 ＧＰＰ－Global English デモ授業（府中） 

6 1 役員・評議員・センター長等懇談会 

教育委員会（工） 

学生生活委員会（工） 

3 ＡＩＭＳ運営委員会 

4 進路指導教員・理数系教員対象進学説明会（府中） 

8 大学教育センター打合せ（３） ＦＤセミナー（農教授会）「入試分析」 

9 入試広報小委員会 

10 西東京三大学連携協働共通教育 WG 

13 ＧＰＰ面接（13～１７日） 

14 全学計画評価委員会 

15 ホームページＷＧ 

20 西東京三大学連携協働専門教育合同

WG 

21 ゼミナール入試委員会 

22 教育・学生生活委員会 

大学教育センター運営委員会 

第 40 回西東京地区国立大学法人等初任職員研修：講話 

24 全学入学者選抜検討委員会 ＦＤセミナー（工：入試企画委員会）「入試分析」 
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29 情報委員会 

入試企画委員会（工） 

教育委員会（農）  

学生生活委員会（工） 

7 5 大学教育センター打合せ（４） 

教育改革推進ＷＧ（１） 

6 教育委員会（工） 

ゼミナール入試委員会 

西東京三大学連携協働共通教育 WG 

7 入試広報小委員会 

12 教育改革推進ＷＧ（２） 

ゼミナール入試委員会 

ＧＰＰオリエンテーション 

13 ホームページＷＧ ＧＰＰキャリアカウンセリング（13～29 日） 

14 教育部会 

19 西東京三大学連携協働共通教育 WG 

20 広報戦略委員会（工） 

入試制度等検討委員会（農） 

22 西東京三大学連携協働高大接続ＷＧ 

25 教育改革推進ＷＧ（３） 

27 教育・学生生活委員会 

教育委員会（農） 

8 １ 西東京三大学連携協働共通教育 WG 

2 学生生活実態調査 WG 

3 教育委員会（工） 

4 ＡＰ事業：高大連携協議会 

学部説明会（工）（４,５日） 

5 ゼミナール入試委員会 学部説明会（農） 

8 教職集中講義（情報教育論）（～１０日） 

20 ＡＰ事業：ＩＧＳプログラム体験教室（広島会場） 

西東京三大学連携 大学説明会（広島会場） 

23 ＡＰ事業：ＩＧＳプログラム体験教室（東京会場） 

24 短プロ委員会（国際センター） 

25 西東京三大学連携 大学説明会（富山会場） 

31 学生生活委員会（工） 

9 1 ホームページＷＧ 

ゼミナール入試委員会 

3 西東京三大学連携 大学説明会（福島会場） 

4 ＡＰ事業：ＩＧＳプログラム体験教室（福島会場） 

8 ゼミナール入試委員会 

14 教育・学生生活委員会 

15 入試広報小委員会 

16 国際センター運営委員会 

20 全学入学者選抜検討委員会 

21 広報戦略委員会（工）  

教育委員会（工） 

入試制度等検討委員会（農） 

23 大学教育センター打合せ（５） 

26 情報委員会 

28 入試企画委員会（工）  
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教育委員会（農） 

10 1 多摩地区都立高校合同説明会（多摩社会教育センター） 

3 ゼミナール入試委員会 

4 西東京三大連携協働共通教育ＷＧ 

5 学生生活委員会（工） 

留学生オリエンテーション（工） 

留学生オリエンテーション（農） 

11 全学計画評価委員会 

17 大学教育ジャーナル編集委員会 

19 広報戦略委員会（工） 

入試制度等検討委員会（農） 

20 教育改革推進ＷＧ（４） 

22 公開ＦＤセミナー「高校で浸透するアクティブ・ラーニ

ングをどのように大学教育に接続するか」 

24 西東京三大学連携協働専門教育合同

WG 

26 教育・学生生活委員会 

28 大学教育センター打合せ（６） 

西東京三大学連携高大接続教育ＷＧ 

入試広報小委員会 

31 ゼミナール入試委員会 

11 1 大学教育センター運営委員会 

2 学生生活委員会（工） 

9 学生生活実態調査ＷＧ 

教育・学生生活委員会 

16 入学試験委員会 

入試制度等検討委員会（農） 

20 ペアレンツ・デー 

21 ゼミナール入試委員会 

25 全学共通教育機構運営委員会 

28 大学教育センター打合せ（７） 

29 西東京三大学連携共通教育ＷＧ 

30 学生生活委員会（工） 西東京三大学連携基礎ゼミ 

合同オリエンテーション（電通大） 

12 1 ＪＭＯＯＣオンライン講座開講（～1/8） 

3 ＧＰＰ発表会 

6 大学教育センター運営委員会 

9 入試広報小委員会 

10 ＡＰ事業連絡会(TKP 八重洲) 

12 大学教育センター打合せ（８） 

全学共通教育機構運営委員会 

新カリキュラム検討 WG 

ＡＰ事業（高大連携協議会） 

13 全学計画評価委員会 

14 教育・学生生活委員会 

入試制度等検討委員会（農） 

15 ゼミナール入試委員会 

21 教育委員会（工） 

教育委員会（農） 
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広報戦略委員会（工）   

学生生活委員会（工） 

26 国際センター運営委員会 ＡＰ事業（ＩＧＳプログラム体験教室）（府中） 

27  ＡＰ事業（ＩＧＳプログラム体験教室）（小金井） 

１ 7  西東京三大学連携基礎ゼミ合同発表会（電通大） 

12 入試広報小委員会  

13 全学計画評価委員会  

16 新カリキュラム検討ＷＧ  

17 教育改革推進 WG（5）  

18 広報戦略委員会（工）  

25 教育・学生生活委員会 

入試企画委員会（工） 

 

30 大学教育センター運営委員会 

大学教育センター打合せ（９） 

 

31 新カリキュラム検討ＷＧ  

2 1 学生生活委員会（工） 

役員・評議員・センター長等懇談会 

 

2 入試広報小委員会  

8 教育改革推進 WG（6）  

15 入学試験委員会 

入試制度等検討委員会（農） 

 

17 全学計画評価委員会  

20  ＧＰＰハワイ大学海外派遣（～２４日） 

22 特別修学支援室連絡会 

教育・学生生活委員会 

入試企画委員会（工） 

西東京三大学共通教育ＷＧ 

 

28 大学教育センター運営委員会  

3 1 学生生活委員会（工）  

2 入試広報小委員会  

3 ゼミナール入試委員会 

全学計画評価委員会 

 

8 大学教育センター打合せ（10）  

14 新カリキュラム検討ＷＧ ＡＰ事業（外部評価委員会） 

15  ＧＰＰ報告会 

23 西東京三大学連携協働専門教育合同

WG 

 

25  西東京三大学連携高大接続教育グローバルスクール 

27  ＡＰ事業（高大連携教室）（小金井） 

28  ＡＰ事業（高大連携教室）（府中） 

29  ＡＰ事業（高大連携教室）（小金井） 

 

【大学見学等】 

(05.05) 長野県立松本秀峰中等教育学校（工）生徒 9名[中 3] 

(05.26) 聖ウルスラ学院英智高等学校（農）生徒 2名[高 3] 

(06.21) 茨城県立下館第一高等学校（工）生徒 38名[高 2]、教員 2名 

(07.06) 東京都立戸山高等学校（農）生徒 15 名[高 2]、教員 1名 

(07.11) 東京都立小山台高等学校（農）生徒 30名[高 2]、教員 1名 

(07.11) 東京都立小山台高等学校（工）生徒 19名[高 2]、教員 1名 

(07.12) 東京都立青山高等学校（農）生徒 5名[高 2] 

(07.12) 東京都立豊島高等学校（工）生徒 8名[高校 1,2]、教員 1名 

(07.14) 東京都立北園高等学校（工）生徒 15 名[高 2]、教員 1名 

(07.19) 群馬県立沼田高等学校（工）生徒 29 名[高 2]、教員 2名 
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(07.19) 東京都立昭和高等学校（農）生徒 17 名[高 2]、教員 1名 

(07.21) 広島県立尾道北高等学校（農）生徒 4名[高 2] 

(07.22) 栃木県立栃木高等学校（農）生徒 15 名[高 1,2]、教員 1名 

(07.22) 栃木県立栃木高等学校（工）生徒 8名[高 1,2]、教員 1名 

(07.27) 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校（農）生徒 7名[高 2] 

(07.28) 山梨県立日川高等学校（工）生徒 35 名[高 2]、教員 2名 

(07.28) 富山県立高岡南高等学校（農）生徒 4名[高 3] 

(08.18) 東京都立小山台高等学校（工）生徒 5名[高 2] 

(09.13) 埼玉県立川越女子高等学校（工）生徒 7名[高 2,3]、教員 1名 

(09.21) 東京都立調布北高校学校（工）生徒 38名[高 1]、教員 1名 

(09.28) 徳島県立脇町高等学校（農）生徒 15 名[高 2]、教員 1名 

(10.05) 山梨県立吉田高等学校（農）生徒 34 名[高 1]、教員 2名 

(10.06) 山梨県立北杜高等学校（工）生徒 30 名[高 2]、教員 1名 

(10.06) 新潟県立高田高等学校（工）生徒 20 名[高 2]、教員 1名 

(10.14) 群馬県立渋川高等学校（農）生徒 39 名[高 1]、教員 2名 

(10.14) 芝浦工業大学高等学校（工）生徒 19 名[高 1]、教員 1名 

(10.18) 埼玉県立熊谷西高等学校（工）保護者 15名、教員 2名 

(10.20) 富山県立富山南高等学校（工）生徒 40名[高 2]、教員 2名 

(10.21) 神奈川県立横浜翠嵐高等学校（農）生徒 18 名[高 1]、教員 1名 

(10.21) 神奈川県立厚木高等学校（工）生徒 18名[高 2]、教員 1名 

(10.22) 沖縄県教育委員会（工）生徒 26 名[高 2]、教員 2名 

(10.22) 沖縄県教育委員会（農）生徒 26 名[高 2]、教員 2名 

(10.25) 茨城県立水戸第二高等学校（工）生徒 25名[高 2]、教員 2名 

(10.26) 神奈川県立光陵高等学校（農）生徒 39名[高 2]、教員 2名 

(11.04) 東京都立国分寺高等学校（工）生徒 23名[高 1]、教員 1名 

(11.04) 東京都立国分寺高等が校（農）生徒 24名[高 1]、教員 1名 

(11.07) 沖縄県立球陽高等学校（農）生徒 36 名[高 2]、教員 2名 

(11.07) 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校（農）生徒 4名[高 1] 

(11.10) 群馬県立桐生高等学校（工）生徒 38 名[高 1]、教員 2名 

(11.18) 旭川藤女子高等学校（農）生徒 2名[高 2] 

(12.02) 宮城県立仙台第三高等学校（農）生徒 4名[高 2､3] 

(12.08) 青森県立弘前工業高等学校（工）教員 1名 

(12.13) 東京都立武蔵野北高等学校（農）生徒 15名[高 1]、教員 1名 

【学外進学相談会等】 

［高等学校等］ 

(05.11) 錦城高等学校：生徒 45 名[高 3] 

(05.13) 八王子高等学校：生徒 37名[高 2､3] 

(05.17) 東京都立昭和高等学校：生徒 55 名[高 1､2､3] 

(05.30) 青稜高等学校：生徒 16 名[高 3] 

(06.04) 東京都立国際高等学校：生徒 8名[高 3] 

(06.07) 桐朋女子高等学校：生徒 14 名[高 1､2､3] 

(06.13) 神奈川県立川和高等学校：生徒 32名[高 3] 

(06.16) 成蹊高等学校：生徒 20 名[高 2] 

(06.17) 東京都立富士高等学校：生徒 20 名[高 2] 

(06.18) 川越東高等学校：生徒 83名[高 3] 

(06.25) 晃華学園高等学校：生徒 5名[高 3] 

(07.08) 東京都立両国高等学校：生徒 13 名［高 2､3］ 

(07.08) 東京都立三鷹中等教育学校：生徒 64 名［高 1］ 

(07.13) 東京都立三鷹中等教育学校：生徒 11 名［高 3］、保護者 4名 

(07.14) 神奈川県立鎌倉高等学校：生徒 20名［高 2､3］ 
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(07.14) 東京都立小石川中等教育学校：生徒 20名［高 2､3］ 

(07.15) 東京都立小金井北高等学校：生徒 13 名［高 2］ 

(09.14) 拓殖大学第一高等学校：生徒 24 名［高 1］ 

(09.26) 東京都立竹早高等学校：生徒 28 名［高 2］ 

(09.28) 東京都立武蔵野北高等学校：生徒 38 名［高 2］ 

(10.05) 東京都立昭和高等学校：生徒 44 名［高 2］ 

(10.20) 広尾学園高等学校：生徒 2名［高 3］ 

(10.24) 東京都立三田高等学校：生徒 8名［高 3］ 

(11.02) 群馬県立太田高等学校：生徒 32 名［高 2］ 

(11.08) 東京都立科学技術高等学校：生徒 22 名［高 2］ 

(11.15) 東京都立多摩科学技術高等学校：生徒 38名［高 1］ 

(11.16) 日本大学第二高等学校：生徒 52 名[高 1､2] 

(11.25) 埼玉県立大宮高等学校：生徒 24 名［高 2］ 

(12.19) 東京都立小石川中等教育学校：生徒 21名[高 1､2] 

(12.21) 東京都立北園高等学校：生徒 18 名［高 1］ 

(03.23) 東京都立科学技術高等学校：生徒[高 1､2] 

 

［公開会場等］ 

(04.20～22) リクナビ進学フェスタ（青森県） 

(05.10～11) リクナビ進学フェスタ（福岡県） 

(06.12) 千葉学習塾「大学進学相談会 2016」 

(06.18) ベネッセ進学フェア（名古屋） 

(07.09) 夢ナビライブ（東京） 

(07.18) 国公立有名私大説明会（池袋） 

(07.23) 国区立有名私大説明会（大阪） 

(07.24) 国公立有名私大説明会（名古屋） 

(07.31) 国公立有名私大説明会（横浜） 

(08.18) 主要大学説明会（東京） 

(10.01) 多摩地区国公立合同説明会（東京都立高等学校） 

(10.02) 大学進学フェスタ 2016 in 横浜 

(10.07) 秋期ガイダンス（駿台予備学校：お茶の水校） 

(10.10) 首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：立川校） 

(10.10) 首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：津田沼校） 

(10.17) 秋期ガイダンス（駿台予備学校：町田校） 

(10.19) 大学説明会（代々木ゼミナール：本部校） 

(11.03) 首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：大宮校） 

(11.13) 首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：仙台校） 

(11.19) 大学説明会（河合塾：立川校） 

(11.23) 首都圏国公立大学合同説明会（長野予備学校：長野） 
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東京農工大学 センター専任教員 業績一覧 
 

佐藤 友久：教授＜入試及び入試広報・特別修学支援，副センター長，特別修学支援室長＞ 
 
１．研究活動 

（1）著書（単著，共著，編著） 
・特になし 

（2）論文（学術論文，その他の雑誌論文等） 
・特になし 

（3）その他著作物（報告書・訳書） 
・特になし 

（4）学会発表（国際会議，国内学会発表） 
国際会議 
・特になし 
国内学会 
・全国理科教育大会研究発表論文集 

加藤優太，松本隆行，吉田工，佐藤友久，2016,38,196-199 
「実験で理解する高分子化合物２～高分子化合物の合成～」（2016 年 8 月金沢工業大学） 

（5）講演等（FD 講演会，教授会ミニセミナーなど） 
・理数系教員指導力向上研修：東京都教育委員会との連携（2016 年 8 月 22 日） 

高校化学：理論化学に関する指導(1)，(1) 
 
２．教育活動 

（1）学内授業 
・前期「化学」農学部  ・前期「農学基礎ゼミ」農学部 

（2）学外での進学相談会等対応 
 ・リクナビ進学フェスタ（福岡）4 月 
 ・千葉学習塾「大学進学相談会」6 月 
 ・国公立有名私大説明会（大坂）7 月 
 ・国公立有名私大説明会（名古屋）7 月 
 ・主要大学説明会（東京）8 月 
 ・多摩地区国公立合同説明会 10 月 
 ・秋期ガイダンス（駿台予備学校：お茶の水校）10 月 
 ・大学説明会（代々木ゼミナール：本部校）10 月 
 ・首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：大宮校） 
 ・大学説明会（河合塾：立川校） 
 ・首都圏国公立大学合同説明会（駿台予備学校：仙台校） 
（3）高校での進学相談会対応等 

八王子高校，成蹊高校，都立富士高校，川越東高校，都立三鷹中等教育学校， 
都立小石川中等教育学校，都立小金井北高校，都立竹早高校，広尾学園高校， 
都立三田高校，都立科学技術高校，都立多摩科学技術高校，埼玉県立大宮高校， 
都立北園高校，茨城高校，茨城県立水戸第二高校，群馬県立高崎高校， 
群馬県立高崎女子高校，群馬県立前橋女子高校 

（4）高校等の大学見学対応 
松本秀峰中等教育学校，聖ウルスラ学院英智高校，茨城県立下館第一高校，都立戸山高校， 
都立小山台高校，都立青山高校，都立豊島高校，群馬県立沼田高校，栃木県立栃木高校， 
山梨県立日川高校，埼玉県立川越女子高校，都立調布北高校，徳島県立脇町高校， 
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山梨県立吉田高校，芝浦工業大学高校，埼玉県立熊谷西高校，神奈川県立横浜翠嵐高校，

沖縄県高校，茨城県立水戸第二高校，都立国分寺高校，沖縄県立球陽高校，

群馬県立桐生高校，宮城県立仙台第三高校，青森県立弘前工業高校，都立武蔵野北高校，

（5）高大接続プログラム等 
・進路指導教員・理数系教員対象進学説明会，2016 年 5 月（小金井），6 月（府中） 
・西東京三大学連携大学説明会，2016 年 8 月（広島会場，富山会場） 
・西東京三大学連携大学説明会，2016 年 9 月（福島会場） 
・ＩＧＳプログラム：高大連携教室，2016 年 8 月（広島会場，東京会場） 
・ＩＧＳプログラム：高大連携教室，2016 年 9 月（福島会場） 
・ＩＧＧプログラム：高大連携教室，2016 年 12 月（1 泊 2 日）宿泊：府中 
・西東京三大学連携グローバルスクール，2017 年 3 月 
・ＩＧＳプログラム：高大連携教室，2017 年 3 月（2 泊 3 日）宿泊：府中 

３．学内活動（委員等）

・入試広報小委員会 委員長

・全学入学者選抜検討委員会 委員長

・新カリキュラム検討ＷＧ 委員長

・全学計画評価委員会 委員

・教育，学生生活委員会 委員

・入学試験委員会 委員

・役員，評議員，センター長等懇談会 委員

・全学共通教育機構運営委員会 委員

・大学教育センター運営委員会 委員

・特別修学支援室連絡会 委員

・ゼミナール入試委員会（農学部） 委員

・工学府，工学部入学試験企画委員会 委員

・西東京三大学連携協働共通教育ＷＧ 委員

・西東京三大学連携協働高大接続教育ＷＧ 委員

・大学教育ジャーナル編集委員会 委員

・ペアレンツデーＷＧ 委員

・農学部教授会 オブサーバー  

・入試制度研究委員会（農学部） オブザーバー

４．社会活動（学会等）

・東京都科学教育振興委員会 委員長

・日本学生科学賞東京都審査委員会 委員長

・東京都立富士中・高等学校 学校運営連絡協議会委員

・東京都立富士中・高等学校 理数アカデミー運営委員

５．獲得研究費など

・文部科学省「大学教育再生加速プログラム：テーマⅢ（入試改革・高大接続）」

  テーマ別幹事校

６．その他（他大学非常勤講師など）

・特になし
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東京農工大学 センター専任教員 活動一覧 

藤井 恒人 ： 准教授 ＜高大接続＞ 

 

１．研究活動 

（1）著書（単著，共著，編著） 

・特になし 

 

（2）論文（学術論文，その他の雑誌論文等） 

・特になし 

 

（3）その他著作物（報告書・訳書） 

・「東京農工大学の高大連携と高大接続」 

『大学教育ジャーナル』，第13号，1-9頁． 

 

（4）学会発表（国際会議，国内学会発表） 

国際会議 

・特になし 

国内会議 

・「志望大学の認知,志願確定と情報収集時期,方法の関係 ～入学者アンケート分析より～」 

平成 28 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会（第 11 回）,2016 年 6 月 

 

（5）講演等（FD 講演会，教授会ミニセミナーなど） 

・「東京農工大学での高大接続教育の取組み」東京外国語大学,2016年4月 

・「TAの役割」TA研修,2015年4月 

・「東京農工大学の入試，学習・教育，進学・就職状況」進路指導教員・理数系教員対象 第１回,

第２回進学説明会，2016年5月 

・「高校で浸透するアクティブ・ラーニングをどのように大学教育に接続するか？」東京農工大

公開FDシンポジウム,2016年10月 

 

２．教育活動 

(1)学内授業 

・農学部後期 特別講義Ⅲ 「『理系学生』のためのキャリアプランニング入門」 

・工学部後期 特別講義Ⅰ 「『理系学生』のためのキャリアプランニング入門」 

・IGSプログラム「地球の課題を解決しよう」AP事業（高大接続プログラム）：広島会場,2016年8月 

・IGSプログラム「地球の課題を解決しよう」AP事業（高大接続プログラム）：東京会場,2016年8月 

・IGSプログラム「地球の課題を解決しよう」AP事業（高大接続プログラム）：郡山会場,2016年8月 

・IGSプログラム「地球の課題を解決しよう」AP事業（高大接続プログラム）：東京会場,2016年12月 

・IGSプログラム「地球の課題を解決しよう」AP事業（高大接続プログラム）：東京会場,2017年3月 

 

・学外進学相談会 

「リクナビ進学フェスタ」ホテルナクアシティ弘前，2016年4月 

「リクナビ進学フェスタ」八戸グランドホテル，2016年4月 

「Benesse進学フェア」愛知県体育館,2016年6月 

「夢ナビライブ：東京会場」ビッグサイト,2016年7月 
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「多摩地区国公立大学説明会」東京都多摩教育センター,2016年10月 

「大学進学フェスタ 2016」パシフィコ横浜国際会議場，2016年10月 

「首都圏国公立大学合同説明会」駿台予備学校津田沼校，2016年10月 

「夢ナビライブ：福岡会場」マリンメッセ福岡,2016年10月 

「首都圏国公立大学合同説明会」駿台予備校横浜校，2016年11月 

「首都圏国公立大学合同説明会」長野予備学校，2016年11月 

「首都圏国公立大学合同説明会」駿台予備校池袋校,2016年11月 

「大学別入試説明会」代々木ゼミナール新宿校，2016年10月 

・高校模擬授業 

川和高校,昭和高校 

・高校内進学相談会 

昭和高等学校,青稜高等学校,国際高等学校,桐朋女子高等学校,川和高等学校,晃華学園高等学校,

両国高等学校,三鷹中等教育学校,鎌倉高等学校,拓殖大学第一高等学校,武蔵野北高等学校,昭和

高等学校,太田高等学校 

・高校見学訪問対応 

小山台高等学校,昭和高等学校,尾道北高等学校,栃木高等学校,柏崎翔洋中等教育学校,高岡南高

等学校,小山台高等学校,北杜高等学校,渋川高等学校,富山南高等学校,厚木高等学校,佐原高等

学校,国分寺高等学校,伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校,旭川藤女子高等学校,沖縄県教育委

員会 

・学部説明会（工学部）進学相談対応 

３．学内活動（委員等） 

・西東京三大学連携事業 協働高大接続教育合同ＷＧ委員 

・教育・学生生活委員会 委員 

・教育改革推進WG 委員 

・全学入学者選抜制度検討委員会 委員 

・ホームページＷＧ 委員 

・入学試験委員会 オブザーバー 

・入試広報小委員会 委員 

・工学府・工学部広報戦略委員会 委員 

・工学府・工学部教育委員会 委員 

・工学部教授会 オブザーバー 

・外国人留学生対策ワーキング 委員 

４．社会活動（学会等） 

・博士人材データベースのパイロット運用に関する協議会（文部科学省） 委員 
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５．獲得研究費 

１．平成26年度～平成30年度，文部科学省「大学教育再生加速プログラム（高大接続）」，「グ

ローバル科学技術人材養成プログラム」 

２．平成28年度〜平成31年度,文部科学省「大学教育再生加速プログラムテーマⅢ（入試改革・高

大接続）テーマ別幹事校」・特になし 

６．その他 

・「TUAT Express 2016-2017」（保護者向け広報誌）制作担当 

・東京農工大学ホームページ「受験生の皆様」制作担当 
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東京農工大学 センター専任教員 業績一覧

岩田 陽子 ： 准教授 ＜教育学／トランス・サイエンス教育＞

１．研究活動

・平成 27 年度卒業生・修了生アンケート報告 

  ・「「語学力の壁を超える場」の構築―学習効果最大化への海外・国内研修の接続―」

（東京農工大学 大学教育ジャーナル 第 13 号，PP.11～14） 
・「トランス・サイエンスへの思考構築プロセスの分析」

（東京農工大学 大学教育ジャーナル 第 13 号，PP.69～76） 

  ・「科学技術の「不確実性」を対象とした思考構築プログラムの開発と評価」

（大学教育学会 第３８回 発表）

・「トランス・サイエンスへの思考構築プロセスの分析」

（東北教育学会 第７４回大会 発表）

・「宇宙開発に関する文化人類学からの接近」（国立民族学博物館 共同研究員）共同研究

２．教育活動

  ・グローバル・プロフェッショナル・プログラム企画・開発・運営

 ・「思考構築プログラム」担当

 ・「特別プログラム」担当

 ・「海外研修Ⅰ（ハワイ大学）」担当

・キャリア・カウンセリング（年 2 回）実施 

  ・夏季集中講義：教職科目「情報教育論」

・後期：工学部共通教育「多文化共生論」

 農学部共通教育「多文化共生論」

３．学内活動（委員等）

  ・全学教育・学生生活委員会

  ・国際センター運営委員会

  ・学生生活実態調査ワーキンググループ

  ・東京農工大学グローバルプロフェッショナルプログラム運営委員会

・西東京三大学連携事業 専門教育合同ＷＧ委員 

・西東京三大学連携事業 共通教育合同ＷＧ委員 

  ・情報セキュリティ技術担当者

・工学部教授会 オブザーバー 

・農学部教育委員会 オブザーバー 

・学外進学相談会：「夢ナビライブ：横浜会場」パシフィコ横浜,2016年7月 

・ペアレンツデー司会進行，2016 年 11 月 

・FD（英語研修）企画・推進，2016 年 8 月/2017 年 3 月 

・大学教育ジャーナル編集委員長 
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４．社会活動（学会等）

・ISTS(International Symposium on Space Technology and Science) 
Space Education Session 委員 

  ・国立民族学博物館 共同研究員（宇宙開発に関する文化人類学からの接近）

  ・日本教育学会

  ・大学教育学会

  ・カリキュラム学会

  ・東北教育学会

  ・日本公民教育学会

５．獲得研究費

  ・国立民族学博物館 共同研究 「宇宙開発に関する文化人類学からの接近」

・文部科学省：平成 28 年度宇宙航空科学技術推進委託費宇宙人材育成プログラム 
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東京農工大学 センター専任教員 業績一覧

馬渕 麻由子 ： 准教授 ＜臨床心理学＞

１．研究活動 

（1）著書（単著，共著，編著） 

（2）論文（学術論文，その他の雑誌論文等） 

・原田 賢治，江上 奈美子，馬渕 麻由子  「学生生活実態調査と健康白書 2015 学生生活アンケ

ートについての検討」大学教育ジャーナル 第 13 号 p.59-68 

（3）その他著作物（報告書・訳書） 

・馬渕麻由子，佐藤友久「特別修学支援室の取り組み‐平成 26年度の活動報告を中心に」 

大学教育ジャーナル 第 13号 p.53-58 

・原田賢治，三宅麻子，溝口昌子，馬渕麻由子 ，早川東作「保健管理部門の web の構成・内容と大

学類型との関連についての検討」、第 53回全国保健管理研究集会、『CAMPUS HEALTH53(1)』p.133 

（4）学会発表 

・原田 賢治，馬渕 麻由子 ，江上 奈美子，溝口 昌子，三宅 麻子，刈間 久美子，徳力 江美子，

早川 東作 「本学独自の学生生活実態調査と,健康白書 2015 学生生活アンケートとの関連の検

討」第 54回全国保健管理研究集会,2016 

（5）講演等（FD 講演会，教授会ミニセミナーなど） 

・「カウンセラーからのお知らせ」,平成 28年度学部・編入生オリエンテーション（4月） 

・「『障害者差別解消法』の施行と障害のある学生支援」，FD研修（4月） 

・「学生のメンタルヘルス,学生との関係づくりのコツ」,新任教職員研修プログラム（4月） 

・「進学や就職を控えた大学生のメンタルヘルス」,ペアレンツデー（11 月） 

２．教育活動

・集中講義「教育カウンセリング論」教職科目

３．学内活動（委員等）

・全学教育・学生生活委員会 委員

・特別修学支援連絡会

・工学部・工学府 学生生活委員会オブザーバー

・第 8 回学生生活実態調査ワーキンググループ委員 
・保健管理センター運営委員会 委員

・工学部・工学府教授会 オブザーバー

４．社会活動（学会等）

・日本学校メンタルヘルス学会（第 20 回大会） 
・日本精神衛生学会（第 32 回大会）  メンタルヘルス関連三学会合同大会

・全国大学メンタルヘルス学会（第 38 回大会） 事務局・実行委員長 （12 月） 
・日本学生相談学会

・日本心理臨床学会

・日本精神分析学会
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東京農工大学 センター専任教員 業績一覧

安村 友紀 ： 講師 ＜科学コミュニケーション＞

１． 研究活動

・ 「理工系グローバル人材に求められるパブリックエンゲージメントスキル育成への試み」

（東京農工大学 大学教育ジャーナル 第 13 号，PP．35～44） 
・  平成 28年度前期・後期学生に対する授業アンケート調査報告

２．教育活動

・ 前期「Science and Technology in the Global Era」グローバル・プロフェッショナル・プログラ

ム 

・ 後期「Frontiers in Agricultural Research」グローバル・プロフェッショナル・プログラム 

・ グローバル・プロフェッショナル・プログラム関連授業支援 

・  

２．学内活動（委員等）

・ 大学教育センター運営委員会委員

・ GPP 運営委員会委員 
・ AIMS 運営委員会委員 
・ 教育改革推進 WG 委員 
・ 新カリキュラム検討 WG 委員 
・ 西東京三大学連携事業協働専門教育 WG 委員 
・ 教育学生生活委員会オブザーバー

・ 農学府・農学部教育委員会オブザーバー

・ 農学研究院・農学府・農学部教授会オブザーバー

４．社会活動（学会等）

・ 大学教育学会

・ 日本植物学会

５．獲得研究費

・ 大和日英基金奨励助成(2017)「Laying the foundation for developing a future collaborative educational 
programme in Liverpool John Moores University and Tokyo University of Agriculture and Technology」(研
究代表者)

・ 科学研究費研究活動スタート支援 (2014〜2016)「陸上植物の環境ストレス応答の進化における多重遺

伝子族の形成・機能分化の役割」(研究代表者)

６．その他（他大学非常勤講師など）

・ 非常勤講師 九州工業大学 2015年集中、2017年集中「English in Science」
・ 非常勤講師 筑波大学 2015 年前期、2016年前期「Biochemistry」
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センター運営委員会議題
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第 28－1回大学教育センター運営委員会議事要旨 

 

１．日 時  平成 28年 4月 15日（金） 10：30 ～ 12：05 

２．場  所  学生系事務棟 Ａ会議室 

３．出 席 者  國見センター長, 佐藤副センター長，藤井，岩田，馬渕，安村，上野，下村，山

﨑，仲井，池袋，村田，大坂の各委員 

（陪席者）駒野学生総合支援課長，阿部教育企画課次長，小宮学生支援係長， 

南教育企画係長 

 

４．議  題 

 １）議事要旨の確認 

第 27-4回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について 

第 27-4回運営委員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認した． 

 

２）審議事項 

（１）平成 28年度センター組織について（資料 2-1，2-2） 

  國見センター長から，資料 2-1に基づき，運営委員会のメンバーについて説明があった． 

 

（２）平成 28年 度事業計画・大学教育センターの活動計画について（資料 3） 

佐藤副センター長から，資料 3に基づき，年度計画，目標，事業計画について説明があっ

た． 

 引き続き，國見委員長から３大学連携構想のＷＧについて説明があった． 

 

 

（３）大学教育ジャーナル編集委員会について（資料 4-1，4-2） 

國見センター長から，資料 4-1に基づき，申し合わせ及び資料 4-2に基づき，兼務教員の

下村委員，仲井委員を委員としたい旨の説明があり，大学教育ジャーナル編集委員を承認し

た． 

 

（４）平成 28年度ペアレンツ・デー（案）について（資料 5-1，5-2） 

   國見センター長から，資料 5-1，5-2に基づき，平成 28年度（11月 20日(日)開催）も現

行通り全体会をルミエール府中，午後の分科会を各学部で実施すること及び全大会における

講演者について農学府修士在学生（就活が終了した男子），工学府修士在学生（就活が終了

した女子），博士後期（リーディング学生：有江先生が選出）の選出，午後の分科会の開始

時間，プログラム内容については，各学部に検討を依頼することとした． 

  なお，在学生の講演については就職活動の体験談をメインにしていただくこととした． 

 

（５）大教センター予算について（資料 6） 

   南係長から，大教センター関係予算の平成 27年度執行状況及び，平成 28年度の予算につ

いて大幅に削減された旨の報告，今年度の執行について説明があった． 

引き続き，國見委員長から，運営費が減額となった理由として，地域手当を捻出するため

との説明があり，これを了承した． 

 

（６）特任教員の採用について（資料７-1～７-5） 

   阿部次長から，西東京３大学連携構想の概要について，これに伴い特任教員の採用につい

て説明の後，資料７－１～７－５に基づき，公募要領及び教員選考委員会の設置について説

明し，承認を得る． 

 

（7）その他 

   特になし 
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３）報告事項 

（１）平成 28年度新任教職員研修会プログラムについて（資料 8） 

岩田委員から，資料８に基づき，平成 28 年度新任教職員研修会プログラムについて説明

があった． 

 

（２）グローバルプロフェッショナルプログラムについて（資料 9）  

岩田委員から，資料 9に基づき，グローバルプロフェッショナルプログラムについて運営

委員会の実施，学生の募集，選考，ワークショップの開催場所（ハワイ大学）等について説

明があった． 

 

（３）大学教育ジャーナル第 1２号の発行について(冊子) 

岩田委員から，大学教育ジャーナル 12号に基づき，論文，報告等についての説明及び謝意

があった． 

 

（４）平成２７年度活動報告について（冊子） 

   佐藤委員から，大学教育ジャーナル１２号に基づき，平成２７年度の活動について報告が

あった． 

   

（５）平成 28年度委員会，教授会及び年間行事・定常的な取組などの分担について（資料 10） 

  佐藤委員から，資料 10に基づき，委員会委員，年間行事等について説明があった． 

 

（６）平成 28年 度ＴＡセミナーについて（資料 11-1，11-2） 

佐藤委員から，資料 11-1，11-2に基づき，平成 28年度ＴＡセミナーの実施状況，参加人

数，TA経験者の講義について説明があった． 

 

（7）平成 28年 度第 1回・２回進学説明会について（資料 12） 

佐藤委員から，資料 12に基づき，平成 28年度進路指導教員・理数系教員対象進学説明会の

プログラム内容，参加人数について説明があった． 

 

（8）IGSプ ログラム終了報告について（資料 13） 

     藤井委員から，資料 13に基づき，平成２７年度実施の高大連携教室についてのプログラム

内容，参加した高校生の在学する地域等について，参加した高校生の本学への受験状況等に

ついて説明があった． 

 

（9）プロフェッショナル人材報告書説明について（資料 14） 

     藤井委員から，資料 14に基づき，プロフェッショナル人材について，入試成績，ＧＰＡ，

就職先の３つのデータを用いて検証したこと．実習，演習，実験科目の相関，学科別の相関，

ＧＰＡと卒論の相関，ＧＰＡと入試区分との相関について説明があった． 

 

（10）授業アンケート報告について（資料 15） 

    藤井委員から，資料 15に基づき，共通教育分野カテゴリー評価，常勤・非常勤の評価結果，

授業外学習時間等について説明があった． 

 

（11）H28年度 AP事業説明会報告について（資料 16） 

    藤井委員から，資料 16に基づき，ＡＰ事業説明会について説明があった． 

 

（12）ＦＤ研修・障害者差別解消法と学生支援について（資料なし） 

    馬渕委員から，４月１３日に実施されたＦＤ研修・障害者差別解消法と学生支援の出席人数，

特別就学支援室の認知度，各教員からの要望について説明があった． 
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(13)その他 

  1)仲井委員から，大学教育センターの情報発信について出来るだけ多くの教員に周知できるよ

うにした方が良いのではないかとの意見があった． 

   2)國見委員長から，シラバス入力率が極めて低い（52%）ため部局で入力するよう周知して欲し

い旨の要望があった． 
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第 28－2回大学教育センター運営委員会議事要旨 

 

１．日 時  平成 28年 6月 22日（水） 13:00 ～13:25 

２．場  所  学生系事務棟 3階 C会議室 

３．出 席 者  國見センター長，佐藤副センター長，藤井，岩田，馬渕，安村，上野，下村，山

崎，池袋，戸田，村田，大坂の各委員 

（陪席者）阿部教育企画課次長，南教育企画係長 

審議事項 

 １）議事要旨の確認 

第 28-1回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について 

第 28-1回運営委員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認した． 

 

 ２）大学教育センタ―特任助教（共通教育及び専門教育）の採用について 

   國見委員長から，選考委員の委員構成，応募者数，書面審査及び面接等の状況について，資料

2-1 及び 2-2 に基づき説明があり，共通教育最終候補者を市川 桂氏及び専門教育最終候補者伊

藤 輝将氏を採用することを承認した． 

    

３）その他 

  特になし 

 

報告事項 

１）グローバルプロフェッショナルプログラム学生選抜結果等について（資料 3-1～3） 

  岩田委員から，資料 3-1～3に基づき，グローバルプロフェッショナルプログラム学生選抜状況

報告，ＧＰＰ選考方法等について報告があった． 

 

２）その他 

  特になし 

 

次回委員会（２８－３）について 

國見委員長から，次回委員会については，現時点では未定のため，開催に当たっては日程調整

を行い開催する旨の説明があった． 
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第 28－3回大学教育センター運営委員会議事要旨 

 

１．日 時  平成 28年 11月 1日（火） 10:30 ～10:55 

２．場  所  学生系事務棟 3階 C会議室 

３．出 席 者  國見センター長，佐藤副センター長，藤井，馬渕，安村，上野，下村，仲井，池

袋，戸田，村田，大坂の各委員 

（陪席者）阿部教育企画課次長，南教育企画係長 

審議事項 

 １）議事要旨の確認 

第 28-2回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について（資料１） 

第 28-2回運営委員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認した． 

 

報告事項 

 １）グローバル・プロフェッショナルプログラムの進捗状況について（資料２） 

  安村委員から，資料２に基づき，グローバル・プロフェッショナルプログラムの応募状況，キ

ャリアカウンセリングの実施状況，海外派遣プログラムの選抜方法，海外プログラムのスケジュ

ールについてについて説明があった． 

 

２）その他 

   特になし 

 

審議事項 

 ２）再任審査について（資料３-１～資料３-６） 

   國見委員長から，資料 3-1に基づき，藤井准教授から再任審査の希望申請書の提出があった旨

の説明があり，南教育企画係長から，資料 3-2，資料 3-3に基づき任期等の説明があった． 

   再任審査の希望の申し出に基づき，國見委員長から，資料 3-4のとおり再任審査に関する実施

要項の各条について説明があり，これを承認した． 

   また，資料 3-4の委員構成に基づき，資料 3-5のとおり委員を選出した． 

   引き続き，南教育企画係長から，資料 3-6に基づき，今後のスケジュールについて説明があっ

た． 

  

 ３）その他 

   國見委員長から，佐藤教授の後席の人事案件については人件費配分額が確定してから，進める

予定である旨の説明があった． 

   

次回委員会（２８－４）について 

國見委員長から，次回委員会については，１２月６日（火）の１３時３０分より開催すること

とし，場所については後日，連絡することとした． 
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第 28－4回大学教育センター運営委員会議事要旨 

１．日 時  平成 28年 12月 6日（火）13:30 ～13:45 

２．場  所  学生系事務棟 2階 A会議室 

３．出 席 者  國見センター長，佐藤副センター長，藤井，馬渕，安村，上野，下村，山﨑，仲

井，池袋，戸田，村田，大坂の各委員 

（陪席者）阿部教育企画課次長，南教育企画係長 

報告事項 

１）その他 

   特になし 

審議事項 

１）議事要旨の確認 

第 28-3回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について（資料１） 

第 28-3回運営委員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認した． 

２）再任審査について（資料２-１～資料２-４） 

   國見委員長から，藤井准教授の再任審査にかかるスケジュールについて及び藤井准教授の再任

の可否について再任審査委員会において，再任可とした旨の説明があった． 

次いで，資料2-1及び資料2-2に基づき藤井准教授のこれまでの業務実績について説明があり，

再任の可否について審議を行い，再任可とすることについて諮り，これを承認した． 

   また，國見委員長から資料 2-3に基づき説明があり，この報告書を教育研究評議会の資料とし

たい旨の説明があり，これを承認した． 

   引き続き，資料 2-4に基づき，今後のスケジュールについて説明を行った． 

３）その他 

   特になし 
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第 28－5回大学教育センター運営委員会議事要旨 

１．日 時  平成 29年 1月 30日（月）9:00 ～9:30 

２．場  所  学生系事務棟 3階 C会議室 

３．出 席 者  國見センター長，佐藤副センター長，藤井，岩田，馬渕，安村，上野，下村，山

﨑，戸田，村田，大坂の各委員 

（陪席者）阿部教育企画課次長，南教育企画係長 

審議事項 

１）議事要旨の確認 

第 28-4回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について（資料１） 

第 28-4回運営委員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認した． 

２）報告事項 

（１）グローバル・プロフェッショナルプログラムについて（資料２） 

 岩田委員から資料２に基づき，2月 20日からのハワイ研修，班別に分かれアイデアを構築中

である，ハワイ大学での研修スケジュール及び 3月 15日の報告会についてについて説明があっ

た． 

（２）その他 

   特になし 

３）審議事項 

（1）兼務教員の選出について（資料３） 

   國見委員長から，現在，委員である山﨑委員，仲井委員，上野委員，下田委員の任期が３月 

３１日に満了するため，次期の兼務教員(H29.4.1から H31.3.31)の選出について農学部及び工学

部に選出依頼したい旨の説明があり，これを承認した． 

（２）内部昇任に伴う教員選考委員会の設置について（資料４-1～４-２） 

 國見委員長から資料 3-1に基づき，人件費上限額，シェア率，退職者影響額，採用上限額，学

長留置額，改新規人件費枠（7,302,000 円）について説明があり，この財源を使用し，藤井准教

授の内部昇任と佐藤教授の特別研究員の雇用経費に充てたい説明があり，これを承認した． 

   引き続き，國見委員長から，藤井准教授の貢献度を考えれば教授に昇任させるのが妥当ではな

いかとの提案があり，これに伴い，教員選考委員会を設置する必要があるため資料 3-2のとおり

教員選考委員会を設置した． 

   また，本日の運営委員会から内部昇任までのスケジュールについて説明があった． 

（３）特別研究員の採用について（資料なし） 

   國見委員長から，3月 31日で定年退職予定の佐藤教授について 4月 1日以降も平成２９年度大

学教育センターの改新規人件費枠を使用し特別研究員（週 30時間）として，雇用したい旨の説明

があり，これを承認した． 

なお，採用については 65歳であることから，学長の承認が必要である旨の説明があった． 

（４）客員教授の称号付与について（資料 5） 

   國見委員長から，４月１日付けで佐藤教授に客員教授の称号を付与したい旨の説明があり，こ

れを承認した． 

なお，客員教授の称号付与について教育研究評議会では報告事項となる旨の説明があった． 

（５）その他 

   特になし． 
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次回委員会（28-6）等について 

（１）28-6運営委員会の開催日時について 

   國見委員長から，次回運営委員会について 2月 28日（火）9時より事務局棟第 1会議室で開催

する旨の説明があった． 

（２）教員選考員会の開催日時について 

   國見委員長から，教員選考委員会について，2月 20日（月）10時より学生系棟 C会議室で開催

する旨の説明があった． 
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第 28－6回大学教育センター運営委員会議事要旨 

１．日 時  平成 29年 2月 28日（火）9:00 ～9:40 

２．場  所  本部棟 2階第 1会議室 

３．出 席 者  國見センター長，佐藤副センター長，藤井，岩田，馬渕，安村，上野，下村，山

﨑，仲井，池袋，戸田，村田の各委員 

（陪席者）阿部教育企画課次長，南教育企画係長 

審議事項 

１）議事要旨の確認 

第 28-5回大学教育センター運営委員会議事要旨の確認について（資料１） 

第 28-5回運営委員会の議事要旨（案）について，委員名に誤りがあったため，一部訂正し，

承認した． 

２）報告事項 

（１）グローバル・プロフェッショナルプログラムについて 

   岩田委員から資料２に基づき，渡航者数について，ワークショップの概要について，ハワイ大

学からのフィードバックについて及び年度末の報告会の開催予定について説明があった． 

   なお，本プログラムは 9年一貫を趣旨に行っている事業であることから，博士後期課程に進学

を希望しない学生について海外研修の参加者とすることについて来年度以降は検討いただきたい

旨の意見があった． 

（２）その他 

   特になし 

３）審議事項 

（1）内部昇任について（資料 3-1（回収資料）～3-3） 

   國見委員長から，2月 20日開催の教員選考委員会で藤井准教授の教授昇任が認められた旨の説

明の後，資料 3-１に基づき，藤井准教授のこれまでの業績（入試分析・施策，入試広報，高大接

続等）について説明を行い，審議の結果，教授への昇任を承認した． 

   次いで，資料 3-2のとおり選考結果報告書を教育研究評議会に提出したい旨及び資料 3-3のと

おり，今後のスケジュールについて説明があった． 

（2）名誉教授の称号付与について（資料 4-1，4-2） 

   國見委員長から，資料 4-1に基づき，名誉教授称号付与規程，規程に関する運用の申し合わせ

について説明の後，佐藤教授に名誉教授の称号を付与したい旨の説明があり，資料 4-2に基づき，

これまでの業績について説明を行った後，称号の付与について諮り，これを承認した．

   なお，最終的には，４月の教育研究評議会で審議される旨の説明があった． 

(3)グローバルサイエンスキャンパスについて（資料 5-1，5-2） 

   藤井委員から資料 5-2 に基づき，グローバルサイエンスキャンパスの概要について，資料 5-1

に基づき，全体概要及び実施体制について，追加資料に基づき，運営連絡協議会の立ち上げ等に

ついて説明があり，グローバルサイエンスキャンパスに応募することについて諮り，これを承認

した． 

（4）その他 

特になし 
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平成 28年度大学教育センター運営委員会構成員 

●センター長・専任教員

國見 裕久   ：センター長・理事（教育担当）・副学長 

佐藤 友久   ：副センター長・専任教員・教授 

藤井 恒人   ：専任教員・准教授 

岩田 陽子   ：専任教員・准教授 

馬渕 麻由子  ：専任教員・准教授 

安村 友紀   ：専任教員・講師   

●兼務教員

上野 智雄   ：工学研究院・教授 

下村 武史 ：工学研究院・教授 

山﨑 亮一 ：農学研究院・教授 

仲井 まどか  ：農学研究院・准教授 

●教育・学生生活委員会

池袋 一典   ：工学研究院・教授 

戸田 浩人 ：農学研究院・教授 

●事務スタッフ

村田 昇一 ：学務部長 

大坂 香織 ：学務部教育企画課長 
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