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平成 28年度広島大学全学 FD 

「新任教員研修プログラム」オリエンテーション(4月期) 報告書 

 

2016年 4月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

「新任教員研修プログラム」のオリエンテーションと大学の組織的活動に関する基本的知識獲得の機

会を提供することを目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要 

日時： 4月 4日(月)13:30～16:00 (受付 13:20～) 

場所： ＜東広島＞本部棟 4階会議室 

 ＜霞＞医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2 

※TV 会議システムによる 2 地点同時開催 

 

対象者： 以下の①②いずれかに該当する方のうち、本オリエンテーションを未受講の方 

① 平成 25 年 10 月 1 日以降に採用された教員(教授，准教授，講師，助教)の方(ただし， 

所属長の判断により受講を免除された方を除く。) 

② 平成 25 年 10 月 1 日以降に採用された特任教員のうち，所属長の推薦を受けて，上記 

必須化研修の対象者として登録されている方 

 

プログラム：(司会進行：教育・国際室 教育支援グループ) 

(司会進行：教育・国際室 教育支援グループリーダー 栗林 元信) 

   13:30－13:35 開会挨拶 理事・副学長(教育・東千田担当)  宮谷 真人 

 

＜第一部 講義＞  

13:35－14:00 ①到達目標型教育プログラム(ＨｉＰＲＯＳＰＥＣＴＳ®（ハイプロスペクツ）)の説明 

         副理事(教育企画担当) 小澤 孝一郎 

 

14:00－14:15 ②広島大学を取り巻く評価活動の現状と教員への期待 

         評価委員会・委員長  岩永 誠 

 

   14:15－14:45 ③広島大学新任教員研修プログラムの説明＆質疑･応答 

         人材育成推進室 FD部会長 大膳 司 

 

＜第二部 グループワーク(大学教員職務について)＞ 

(担当：人材育成推進室 FD部会員 吉田 香奈) 

14:45－14:50    グループワークの進め方に関するオリエンテーション 

  14:50－15:35    グループワーク   
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テーマ：大学教員職務について－職務への期待および悩み・心配・不安－ 

15:30－15:50   発表   

15:50－16:00    グループワークのまとめ 

コメンテータ   人材育成推進室 FD部会員   小澤 孝一郎（東広島会場） 

人材育成推進室 FD部会員     松下 毅彦（霞会場） 

 

 

参加者数：65 名(東広島会場 35 名，霞会場 30 名) 全て教員 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート  

アンケート回答者数 

 

 

Q1. 回答者について 

1. 教授歴 

 

 

Q2. 第一部「広島大学を取り巻く評価の現状」について 

① 到達目標型教育プログラム(ＨｉＰＲＯＳＰＥＣＴＳ
®
（ハイプロスペクツ）)の説明 

 

 

 

 

東広島 28
霞 27

計 55

教授歴無し 22
1～5年 17
5～10年 4
10～15年 7
15年以上 4
未回答 1

大変満足できた 8
だいたい満足できた 41
やや不満が残った 4
不満が残った 2
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②広島大学を取り巻く評価活動の現状と教員への期待 

 

 

③広島大学新任教員研修プログラムの説明＆質疑･応答 

 

 

Q3. 第二部「大学教員職務についてグループワーク」について 

1. 内容はいかがでしたか。 

 

 

 

 

大変満足できた 6
だいたい満足できた 42
やや不満が残った 6
不満が残った 1

大変満足できた 12
だいたい満足できた 38
やや不満が残った 5
不満が残った 0

期待以上だった 17
期待通りだった 35
期待はずれだった 1
未回答 2
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2. グループワーク形式の研修会はいかがでしたか。 

 

 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

成果： 

専門分野の違う教員と交流し,悩みを共有する場を提供できたのは成果といえる。講演・グループワーク

ともに,事後アンケートでは,受講者から満足した,期待通りであったとの評価を受けており,全体的には

多くの参加者から高い評価を受けた。 

 

課題と改善策： 

未受講者への対応方法について検討が必要。今後の研修の実施方法について,講義部分は事前にビデオ視

聴する等,検討したい。 

 

 

 

  

また参加してみたい 26
どちらでもない 21
もう参加したくない 5
未回答 3

大変満足できた 10
だいたい満足できた 35
やや不満が残った 6
不満が残った 1
未回答 3
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平成 28 年度 広島大学全学 FD 

－大学教育論－報告書 
2016年 10月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

各教育プログラムの到達目標，各授業科目の到達目標，各１回の授業の到達目標を一貫して理解し， 

それらを踏まえたうえでシラバス及び授業計画案を作成し，より効果的な講義内容を計画できるようにな 

ることを目的とする。 

 
Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：（東広島キャンパス）平成 28 年 8 月 25 日(木)    13：00～15：30 

            （霞キャンパス）      平成 28 年 8 月 26 日(金)    13：00～15：30 

 

場所：（東広島キャンパス）総合科学部 K棟 K102 

（霞キャンパス）   医学部基礎・社会医学棟セミナー室 1・2  

 

対象：新任教員研修プログラムの対象教員，主専攻プログラム責任者，授業を改善したい教員等 

 

内容：二部構成で行う。 

第一部では，自分が担当している（あるいは担当する予定の）授業科目のシラバスを用意

し，所属学部・学科の主専攻プログラム詳述書と照らして，詳述書の内容に沿ったものに

なっているかを再検討するとともに，詳述書の内容をより反映させるような改善が可能か

を検討する。 

第二部では，自分が担当している（あるいは担当する予定の）講義（90 分間の講義１コマ）

について授業案を用意し，その授業科目のシラバスを参照しつつ，シラバスに掲げられた

到達目標を実現するために適切な内容になっているか，効果的な講義とするために可能な

工夫・改善などがあるかを考える。 

 
プログラム： 

12:40～ 受付 

13:00 開会 司会：（東広島）佐藤万知（FD 部会員，高等教育研究開発センター・准教授） 

（霞）      松下毅彦（FD部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

   挨拶：（東広島）古澤修一（学士課程会議議長,FD 部会員,生物圏科学研究科・教授） 

     ：（霞）  大膳司（FD 部会長，高等教育研究開発センター・教授） 

13:05～ 【第一部】 詳述書からシラバスへ（13：05 ～14：15） ※英語対応可 

13：05   グループワーク（50分） 

13：55 各グループの発表（20分） 

14:15～ 【第二部】 シラバスから講義計画へ（14：15～15：25） ※英語対応可 

14：15 グループワーク（50分） 

15：05 各グループの発表（20分） 

グループワークファシリテーター 

＜東広島キャンパス＞ 

・古澤修一（学士課程会議議長，FD  部会員，生物圏科学研究科・教授） 

・吉田成章（FD 部会員，教育学研究科・准教授） 

・吉田香奈（FD部会員，教養教育部本部・准教授） 

・佐藤万知（FD  部会員，高等教育研究開発センター・准教授） 

・松下毅彦（FD  部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

＜霞キャンパス＞ 

・大膳司（FD 部会長，高等教育研究開発センター・教授） 

・小澤孝一郎（副理事(教育企画担当)，FD  部会員，医歯薬保健学研究院・教授） 

・古澤修一（学士課程会議議長，FD  部会員，生物圏科学研究科・教授） 

・松下毅彦（FD  部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 
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15:25 閉会挨拶 

15:30 アンケート記入 

 

 

参加者数：52名 （東広島キャンパス 教員 29 名，霞キャンパス 教員 23 名） 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 47名）   

 

アンケート回答者数 

 
 
Q1. 

 教授歴 

 
 

Q2. 事前課題（講義動画の視聴）について 

1. 『アウトカムを基盤とした教育計画』 

 
 

2. 『到達目標型教育プログラム HiPROSPECTS(R)について』 

 
 
 
 
 
 
 

東広島 26
霞 21

計 47

教授歴なし 7
1～5年 25
5～10年 9
10～15年 2
15年以上 4

大変満足できた 15
だいたい満足できた 31
やや不満が残った 0
不満が残った 1

大変満足できた 12
だいたい満足できた 33
やや不満が残った 1
不満が残った 1
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3. 『授業「方法」の研修からカリキュラムの「構成」へ：目標‐内容‐方法‐評価の構造』 

 
 

4. 『より効果的な講義をめざして』 

 
 

Q3. グループワークについて 

1. 第一部「詳述書からシラバスへ」の内容はいかがでしたか。 

 
 

2. 第二部「シラバスから講義計画へ」の内容はいかがでしたか。 

 
 

大変満足できた 17
だいたい満足できた 28
やや不満が残った 0
不満が残った 2

大変満足できた 18
だいたい満足できた 28
やや不満が残った 0
不満が残った 1

大変満足できた 14
だいたい満足できた 27
やや不満が残った 4
不満が残った 2

大変満足できた 16
だいたい満足できた 27
やや不満が残った 3
不満が残った 0
未回答 1
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Q4. 研修会当日の時間短縮のため，今後も事前動画を視聴することを継続した方が良いと思いま

すか？ 

 
 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 
Ⅲ．成果,課題と改善策

 

 

成果： 

参加した教員は、ほぼ満足していた。 詳述書の存在を知るきっかけになったこと,大学での教育に

ついて,これまで知らなかった知識や考え方がわかったことや,多くの教員と議論することができた

こと等が満足度の高さに表れている。講義部分を事前視聴としたことについては,参加者の 99％から

「今後も続けてほしい」との回答を得ている。 

 

課題と改善策： 

未受講者への対応方法について検討が必要。説明講義ビデオの翻訳化。 

意見回答

はい。今後も継続してほしい。 46
いいえ。見直してほしい。 1

回答理由

回答者に対する比率 回答数に対する比率

自分のペースで視聴できたから 38 80.9% 60.3%
研修会当日の時間が短縮されたから 21 44.7% 33.3%
視聴の時間を作るのが難しかったから 2 4.3% 3.2%
動画ではなく，生の講義を受講する方がよい 1 2.1% 1.6%
その他 1 2.1% 1.6%

大変満足できた 19
だいたい満足できた 26
やや不満が残った 0
不満が残った 2

その他の記述 

・このような研修会に参加するのは 2 回

目であったので，理解しやすかった（英

語） 

・よく準備されていた（英語） 
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

マイクロティーチング－模擬授業体験－報告書 

2016年10月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 本研修では，新任教員のうち，まだ授業経験のない教員または授業経験が少ない教員が担当プロ

グラムの目的に沿って自身の担当授業内容を設定し，その授業を適切に展開する能力を身につけ

るために，通常の授業を単純化(マイクロ化)した状況を模擬的に構成し，小グループの中で教員

役と学生役を交代で担当しながら訓練を行うマイクロティーチングを経験する。 

マイクロティーチングとは，1963 年にスタンフォード大学で開発された授業の基礎的な指導

力を訓練する方法である。通常の授業ではたくさんの要素が複雑に絡み合っているため授業経験

のない新任教員の訓練には不向きである。そこで，授業時間のマイクロ化(10 分程度)，クラス

規模のマイクロ化(4， 5人程度)によって単純な状況を模擬的に構成し，一人が教員役，その他

が学生役になって模擬授業(ロールプレイ)を行い，これを交代しながら繰り返すことによって効

果的に教授能力を習得する。 
 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：（東広島キャンパス）平成 28年 8月 25日（木）16:00～17:30 

（霞キャンパス）  平成 28年 8月 26日（金）16:00～17:30 

 

場所：（東広島キャンパス）総合科学部 K棟 K102 

（霞キャンパス）   医学部基礎・社会医学棟セミナー室 1・2  

 

対象：新任教員のうち，まだ授業経験のない教員または授業経験が少ない教員，その他参加を 

希望する教員 

  

プログラム： 

15:55～ 受付 

16:00～ 開会 司会：（東広島）佐藤万知（FD 部会員，高等教育研究開発センター・准教授） 

（霞）   松下毅彦（FD部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

   挨拶：（東広島）古澤修一（学士課程会議議長,FD 部会員,生物圏科学研究科・教授） 

：（霞）  大膳司（FD 部会長，高等教育研究開発センター・教授） 

16:05～ 16:05 グループワークの説明・アイスブレーク ※英語対応可 

16:10  グループワーク 

16:10 - 16:33  教員役 1 人目（概要説明 2 分，模擬授業 15 分, 授業説明 1分, 

意見交換 5分） 

16:33 - 16:56  教員役 2 人目         〃 

16:56 - 17:19  教員役 3 人目         〃 

＜東広島キャンパス＞ 

・古澤修一（学士課程会議議長，FD部会員，生物圏科学研究科・教授） 

・吉田成章（FD部会員，教育学研究科・准教授） 

・吉田香奈（FD部会員，教養教育部本部・准教授） 

・佐藤万知（FD部会員，高等教育研究開発センター・准教授） 

・松下毅彦（FD部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

＜霞キャンパス＞ 

・大膳司（FD部会長，高等教育研究開発センター・教授） 

・小澤孝一郎（副理事(教育企画担当)，FD部会員，医歯薬保健学研究院・教授） 

・古澤修一（学士課程会議議長，FD部会員，生物圏科学研究科・教授） 

・松下毅彦（FD部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

17:19～ 閉会挨拶（コメント含む） 

アンケート記入 
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研修内容： 

 ＜模擬授業の形式＞ 

○3 名 1 グループに分かれ，全員が教員役と学生役を体験する。教員役以外は学生役を務める。

（FD 部会員が，各グループに 1～2 名ついてファシリテータを務める。） 

○教員役の参加者は，以下のとおり，模擬授業の概要説明，模擬授業，授業のポイント説明を行

い，その後意見交換を行う。 

・概要説明（2 分）：当日の模擬授業が，それが含まれる授業やその授業が含まれるプログラム

内でどのように位置付いているかを説明する。 

・模擬授業（15 分）：授業 90 分（導入・展開・まとめ）のうち，ポイントとなる部分を取り上

げ，15 分程度の授業を行う。 

・授業のポイントの説明（1 分）：模擬授業でその部分を選択した理由や工夫した点等を説明す

る。 

・意見交換（5 分）：学生役の参加者との意見交換を行う。 

 

○事前課題の提出について 

本FDの参加者は，以下の２つを事前に行うことが必要です。 

１）以下のＡ，Ｂ，Ｃを用意し，メールにて提出し，Ａ，Ｂ，Ｃの資料は，研修の前に参加者間で共

有する。 

Ａ）自分が担当している（あるいは担当する予定の）授業科目のシラバス 

Ｂ）模擬授業案（別紙２） 

Ｃ）模擬授業で使用する配付資料等 

 

２）事前説明ビデオの視聴 

ビデオ3本を，FD当日までに視聴。平成27年度までは，最初に40分程度の説明講義を行い，その後グルー

プワークを行っていましたが，平成 28 年度からは参加者の時間的制約に応えるため，説明講義をビデオ化

して事前に視聴できるようにし，当日はグループワークのみを行うことにしています。 

（ビデオ：動画(日本語)，資料(日英)） 

・※1「「授業「方法」の研修からカリキュラムの「構成」へ：目標-内容-方法-評価の構造」（23分） 

・※2「より効果的な講義をめざして」（16分）（資料は日本語のみ） 

・「マイクロティーチング－模擬授業体験－」（9分） 

※1及び※2は「大学教育論」と同じ内容 

 

参加者数：18名 （東広島キャンパス 教員 10名，霞キャンパス 教員 8 名） 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 17名）  ※自由記述は後述 

 

アンケート回答者数 

東広島 9
霞 8

計 17  
 

Q1. 

教授歴 

教授歴なし 3
1～5年 9
5～10年 3
10～15年 2
15年以上 0  
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Q2. 事前課題（講義動画の視聴）について 

1. 『授業「方法」の研修からカリキュラムの「構成」へ：目標‐内容‐方法‐評価の構造』 

 

 

2. 『より効果的な講義をめざして』 

 

3. 『マイクロティーチング‐模擬授業体験‐』 

 

 

Q3. グループワークについて 

1. 内容はいかがでしたか 

 

 

 

 

大変満足できた 5
だいたい満足できた 12
やや不満が残った 0
不満が残った 0

大変満足できた 9
だいたい満足できた 8
やや不満が残った 0
不満が残った 0

回答理由 
・別の講義について学び，自分自身の講義を向上させる

ことが出来た。（英語）（回答：大変満足できた） 

大変満足できた 8
だいたい満足できた 9
やや不満が残った 0
不満が残った 0

回答理由 
・別の講義について学び，自分自身の講義を向上させる

ことが出来た。（英語）（回答：大変満足できた） 

期待以上だった 8
期待通りだった 9
期待はずれだった 0

回答理由 

・資料の一部が日本語だったため，理解できませんでし

た。（英語）（回答：だいたい満足できた） 
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2. グループワーク形式の研修会はいかがでしたか。 

 

 

Q4. 研修会当日の時間短縮のため，今後も事前に講義動画を視聴することを継続した方が良いと思

いますか？ 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 

大変満足できた 8
だいたい満足できた 8
やや不満が残った 1

意見回答

はい。今後も継続してほしい。 17
いいえ。見直してほしい。 0

回答理由

回答者に対する比率 回答数に対する比率

自分のペースで視聴できたから 14 82.4% 63.6%
研修会当日の時間が短縮されたから 8 47.1% 36.4%
視聴の時間を作るのが難しかったから 0 0.0% 0.0%
動画ではなく，生の講義を受講する方がよい 0 0.0% 0.0%
その他 0 0.0% 0.0%

その他の記述 
・英語で講義してほしい。（英語） 

大変満足できた 9
だいたい満足できた 8
やや不満が残った 0
不満が残った 0
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Ⅲ．成果,課題と改善策 

成果： 

事後アンケートからは,大変満足できたが大勢を占めた。「別の講義について学び，自分自身の

講義を向上させることが出来た」などの回答が多く,期待以上の成果が得られ,成果に繋がった

と考えられる。講義部分を事前視聴としたことについては,全ての参加者から「今後も続けてほ

しい」との回答を得ている。 

 

課題と改善策 ： 

説明講義ビデオの翻訳化。 
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

メンタルヘルス相談研修会 報告書 

 

2016年 10月 

保健管理センター、人材育成推進室(FD部会) 

 

 新任教員を対象に、研修の一環として、学生のメンタルヘルス・発達障害等について 

理解し、学生支援のあり方について考える機会を提供することを目的とする。 

 

Ⅰ．概要 

主催：保健管理センター、人材育成推進室(FD部会) 

 

日時： 平成 28年 9月 5日(月) 13:30～15:00  

 

場所： <東広島キャンパス> 本部４階会議室 

    <霞キャンパス>   医学部基礎・社会医学棟セミナー室２（TV会議） 

 

対象者：参加を希望する全教職員、「新任教員研修プログラム」対象の新任教員 

 

プログラム： 

13:20  開場 

      13:30   開会   

 司会 磯部 典子（保健管理センター カウンセリング部門准教授） 

 

  13:35  「学生の保健管理について」 

      講師 吉原 正治（保健管理センター長） 

 

13:55 「学生のメンタルヘルス支援に向けて」  

       講師 岡本 百合（保健管理センター メンタルヘルス部門長） 

 

 14:45 質疑応答（10 分） 

  

 14:55 アンケート（5 分） 

 

15:00 閉会 

※本研修会は、講義(日本語のみ)、資料(日英)、質疑応答(その場で回答できない英語で 

の質問については，後日英語で回答)となります。 

 

参加者数：91名 （東広島キャンパス 教職員 57 名，霞キャンパス 教職員 34 名） 

※ 教員78名    職員(看護師含む)13名 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 79名）  ※自由記述は後述 

 

アンケート回答者数 

 

 

Q1. 回答者について 

1. 所属 

  

 

2. 「新任教員研修プログラム」対象 

 

 

3. 職種 

 

その他の内訳：看護師×2，契約一般職員×1 

 

4. 年齢 

 

 

 

東広島 49
霞 30

計 79

16
14
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
7
1
7

医歯薬保健学

病院

教育室

生物圏科学・生物生産
文学

社会科学

工学
総合科学

理学

保健管理センター

研究所・センター等

未回答

その他

教育学

国際協力

対象 62
対象外 17

教員 70
職員 7
その他 2

20代 3
30代 33
40代 28
50代 11

60代以上 4
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Q2. 参加について。 

1. 研修会を知った方法（複数回答可） 

 

 

2. 参加した背景（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数に対する比率 回答数に対する比率

「新任教員研修プログラム」対象教員だから 61 77.2% 64.2%
メンタルヘルス相談・学生支援に関する悩みがあったから 2 2.5% 2.1%
講演に興味があったから 14 17.7% 14.7%
業務に関係があると思ったから 18 22.8% 18.9%
参加するよう促されたから 0 0.0% 0.0%
その他 0 0.0% 0.0%

その他の記述 

 業務上 

 同部署の職員から知った 

 FD 研修リスト 

回答者数に対する比率 回答数に対する比率

「いろは」で知った 16 20.3% 18.4%
メールで知った 68 86.1% 78.2%

その他 3 3.8% 3.4%
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Q3. 講演「学生の保健管理について」について 

 

 

Q4. 講演「学生のメンタルヘルス支援に向けて」について 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 

  

 

大変満足 27
だいたい満足 46
やや不満 3

不満が残った 1
未回答 2

大変満足 36
だいたい満足 34
やや不満 4

不満が残った 0
未回答 5

大変満足 26
だいたい満足 41
やや不満 1

不満が残った 1
未回答 10
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平成 28 年度広島大学全学 FD 
「英語による授業への第一歩：日本人学生を対象に英語で教える」（東広島） 

報告書 
 

2016年 10月 

人材育成推進室(FD 部会) 

学生が大学で学ぶ英語には，日常のコミュニケーションを目的としたものと，学術目的の

英語(English for Academic Purposes)の２種類があります。 

学術目的の英語を身につけるためには，様々な専門科目の中で学術英語に触れ，利用して

いくことが重要です。しかし，それまで専門的内容については日本語で学んできた学習者に

とって，英語で内容を学ぶことにはさまざまなハードルがあります。どうすれば，学生に英

語を通じて専門知識を身につけてもらうことができるのでしょうか。学生が学術英語に慣れ，

学習内容の質が低下しないようにするためには，どのような工夫が必要なのでしょうか。 

本プログラムでは，専門領域において英語による授業を実施している教員を講師としてむ

かえ，授業の全体像，授業準備，教材，評価，学習活動にどのような工夫をしているかを共

有し，日本人学生を対象に英語で教える方法について考えます。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：平成 28 年 9 月 26 日(月)13:30～16:30 (受付 13:15～) 

 

場所：本部棟 4 階会議室 

 

対象者：本学教員（文系理系を問わず），TA 学生(本研修に関心のある方) 

 

プログラム： 

(司会進行：佐藤万知) 

13:30-13:35 開会挨拶 大膳 司  

（人材育成推進室（FD 部会）部会

長・高等教育研究センター教授） 

13:35-13:40 趣旨説明 佐藤 万知 

（人材育成推進室（FD 部会）部会

員・高等教育研究センター准教授） 

13:40-14:05 講演① 

「英語による歯学教育の実践」 

 

加藤 功一 

（歯学部長） 

14:05-14:15 質疑応答  

14:15-14:40 講演② 

「 Teaching Earth and Planetary 

Sciences in English: The way I do it」 

DAS KAUSHIK 

（理学研究科 准教授） 

14:40-14:50 質疑応答  

14:50-15:00 休憩  

15:00-16:00 グループディスカッション  



19 

 

16:00-16:15 グループの報告  

16:15-16:25 コメント 加藤 功一 

（歯学部長） 

DAS KAUSHIK 

（理学研究科 准教授） 

16:25-16:30 閉会挨拶 大膳 司 （人材育成推進室（FD

部会）部会長・高等教育研究セン

ター教授） 

 

※諸事情により DAS KAUSHIK 先生が欠席されたため，代わりに佐藤先生が KAUSHIK 先生の講義内

容の説明を行った。 

 

○グループディスカッションの概要 

グループディスカッションでは，前半の講義を振り返ると共に，下記の課題について話し合う。 

- 日本人学生が英語で専門的内容を学ぶ際に直面する課題はどのようなものでしょうか。それ

らを解決するために，どのような工夫をすることができますか。 

- ご自身の担当科目で学術英語を用いて専門科目の内容を学んでもらうような学習活動を取

り入れるとしたら，どのような活動を取り入れますか。それを実践するためには，どのよう

な準備が必要ですか？ 

 

参加者数：31名(教員 31 名) ※東広島キャンパスのみ開催 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 32 名）   

 

Q1. 回答者について 

1. 回答者所属 

 

 

2. 教授歴 

 

 

3. 現在，英語で授業を行っていますか。 

教育学 6
工学 6

総合科学 5
生物圏科学 3
文学 2
理学 1

社会科学 1
国際協力 1

研究所・センター等 5
未回答 2

教授歴なし 1
1～5年 16
5～10年 7
10～15年 2
15年以上 6
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Q2. 今回の FD 研修会へ参加した背景は次のいずれですか。（複数選択可） 

 

 

Q3. 講演①「英語による歯学教育の実践」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 10
いいえ 22

回答者に対する比率 回答数に対する比率

「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 28 87.5% 59.6%
現在，英語で授業をしているから 8 25.0% 17.0%
英語で授業をする予定があるから 7 21.9% 14.9%
英語で授業をしていない（する予定はない）が，
内容に興味があったから

3 9.4% 6.4%

参加するよう促されたから 0 0.0% 0.0%
その他 1 3.1% 2.1%

大変満足できた 16
だいたい満足できた 13
やや不満が残った 2
不満が残った 0
無回答 1
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Q4. 講演②「“Designing Active Learning Classes in Higher-Education When English is Used 

as the Medium of Instruction II”」について 

 
 

 

Q5. グループワークについて 

 

 

Q6. 全体的に満足いただけましたか。 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策
 

 

成果：
 

必修研修となったことも影響し,受講者は大幅に増えた。 

 

課題と改善策： 

新任教員に必要な(スーパーグローバル大学にふさわしい大学になるべく有益な)研修の内容,お

よび実施方法の検討，外国人教員を対象とした研修内容の検討が必要。 

大変満足できた 2
だいたい満足できた 1
やや不満が残った 7
不満が残った 7
無回答 15

大変満足できた 12
だいたい満足できた 17
やや不満が残った 2
不満が残った 0
無回答 1

大変満足できた 9
だいたい満足できた 18
やや不満が残った 4
不満が残った 0
無回答 1
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

ティーチング・ポートフォリオ 

／アカデミック・ポートフォリオ作成ワークショップ（1日）)報告書 

 
                           人材育成推進室（FD部会） 

本ワークショップは、参加者自身がこれまでの教育・研究等の業績をポートフォリオとして整理し、 

今後の改善に役立てていくことを目的としています。ポートフォリオの作成にはメンター(＝支援者。 

指導者ではありません)がサポートを行います。完成したポートフォリオはご自身の昇任・任期の更新 

時や他大学等の求人に応募する書類の作成にも活用できます。新任教員研修プログラムの受講者の皆 

さんには、研修の内容をポートフォリオに残しておくことをお勧めします。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：2016年 9月 13日（火）9：00～17：30 

 

場所：広島大学 総合科学部（談話室、第 3会議室、Ｊ301～304） 

 

対象者：「広島大学新任教員研修プログラム」の対象となる新任教員、ティーチング・ポートフォリオ、

アカデミック・ポートフォリオに興味・関心のある教員 

＜本研修会は「広島大学新任教員研修プログラム」における選択必修（15 時間）に位置付けの

上、開催されます。※事前課題・事後のポートフォリオ作成含む。＞ 

 

内容： 

ティーチング・ポートフォリオ、アカデミック・ポートフォリオの作成 

     ※本研修会の英語対応は質疑応答のみ可能です。 

１．ティーチング・ポートフォリオ(TP)の作成 

教育活動について、ポートフォリオを作成します。(教育活動の責任、理念、方法、成果、 

今後の目標等) 

２．アカデミック・ポートフォリオ(AP)の作成 

教育、研究、大学運営・社会貢献の全活動についてポートフォリオを作成します。作業量が

多いため、すでにティーチング･ポートフォリオを作成された方が対象です。 

 

スーパーバイザー 

・吉田 香奈 准教授（広島大学教養教育本部） 

メンター： 

・於保 幸正 名誉教授（元広島大学大学院総合科学研究科） 

・古澤 修一 教授（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

・佐藤 万知 准教授（広島大学高等教育研究開発センター） 

 

参加費：750円（昼食代（1食分））※意見交換会（夕食会）の費用は含まれません。 

 

○スケジュール(参加者) 

１．事前課題の作成 

①スタートアップシート（受講者全員）、②ボトムアップ法ワークシート(TP受講者のみ)、を事前に作

成します。作成は Bb9の動画教材「ティーチング・ポートフォリオの作成に向けて」「アカデミック・ポ

ートフォリオの作成に向けて」をご覧いただきながら進めていきます。 

 

 

 

https://commu.office.hiroshima-u.ac.jp/aqua/5769733b-19d2-4142-9df8-ac61fbeb9520/view
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○ワークショップ当日の流れ 

9 月 13 日(火) 

時間 内容 会場 備考 

8：50-9：00 10 分 受付 談話室  

9：00-9：30 30 分 オリエンテーション 談話室 挨拶) 古澤修一(FD 部会員) 

司会)吉田香奈(FD 部会員) 

9：30-10：30 各 30 分 第 1 回個人メンタリング 教養セミナー室等 メンターとの面談 

-12：00 120 分 TP/AP 作成作業 談話室  

12：00-13：00 60 分 全体へのフィードバック＋

昼食 

談話室  

13：00-15：00 120 分 TP 作成作業、草稿提出 談話室  

15：00-16：00 各 30 分 第 2 回個人メンタリング 教養セミナー室等 メンターとの面談 

-17：00 90 分 TP/AP 作成作業，第１稿 

提出 

  

17:00-17:30 30 分 報告会＋修了式 談話室 挨拶) 古澤修一(FD 部会員) 

※意見交換会（夕食会）希望者のみ（予定） 

 

○ポートフォリオの提出 

 完成させたポートフォリオは WS 終了後、一定期間を経て提出します。なお，完成までメンターから

引き続きサポートを受けることができます。 

 

参加者数：5名 （ＴＰ作成 教員 3 名，ＡＰ作成 教員 2 名） 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 5名）   

 

Q1. ワークショップの開催を知った方法 

「いろは」をみて 0
支援室からの「メール」 4
その他 2  

 

Q2. ワークショップ参加の動機 

教育改善 4
評価者へのアピール手段 1
その他 2  

 

Q3. スタートアップシートについて 

(1) 事前課題の分量 (2) 作成期間 

多すぎる 0
やや多すぎる 0
ちょうどよい 5
やや少ない 0
少なすぎる 0  

長過ぎる 0
やや長い 0
ちょうどよい 2
やや短い 1
短すぎる 0  
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Q4. ボトムアップ法シートについて 

(1) 事前課題の分量 (2) 作成期間 

多すぎる 0
やや多すぎる 1
ちょうどよい 1
やや少ない 0
少なすぎる 0  

長過ぎる 0
やや長い 0
ちょうどよい 2
やや短い 0
短すぎる 0  

 

Q6. メンターについて 

(1) メンターはポートフォリオの作成過程において 

大変重要である 3
重要である 2
あまり必要ない 0
全く必要ない 0  

 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

 

成果： 

従来 3日間で行ってきた WSを昨年同様,今年度も 1日に短縮して実施した。参加者からは,「普段、時間

をかけて、自分の仕事への取り組みを省察することはないので、仕事の内容や悩みの棚下ろしができて

良かった」等の感想が寄せられており、活動の省察に役立つ WSになったと感じている。 

 

 

 

課題と改善策： 

昨年度の参加者は 4名だったが、今年度の参加者は 1名増え 5名となった。本学では TP・APが人事に利

用されることが無く、作成するモチベーションが沸かない、というのが参加者が少ない理由の一つであ

ると推察される。過去に TPを作成した教員へ AP作成の案内を強化するなど、周知方法を工夫する。 
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平成 28 年度広島大学全学 FD 

平成 28 年度（10 月期）「新任教員研修プログラム」オリエンテーション報告書 
 

2016 年 10 月 

主催：人材育成推進室(FD 部会) 

 

「新任教員研修プログラム」のオリエンテーションと大学の組織的活動に関する基本的知識獲得の機会

を提供する。具体的には，プログラムの説明，大学教員職務についてのディスカッションと，大学を取

り巻く評価の現状に関する講義を行う。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：10 月 3 日(月)14:00～16:30(受付 13:50～) 

 

場所：○東広島キャンパス：本部棟 4 階会議室 

○霞キャンパス：臨床管理棟 3 階会議室 1 

※TV 会議システムによる 2 地点同時開催 

 

対象者／Program Targets： 

以下の①②いずれかに該当する方のうち，本オリエンテーションを未受講の方 

① 平成 25 年 10 月 1 日以降に採用された教員(教授，准教授，講師，助教)の方(ただし，所属長の判

断により受講を免除された方を除く。 

②  平成 25 年 10 月 1 日以降に採用された特任教員のうち，所属長の推薦を受けて，上記必須化研修

の対象者として登録されている方 

 

プログラム 

（司会：教育室教育部教育支援グループリーダー 栗林元信 

14：00～14：05 開会挨拶 理事・副学長(教育・東千田担当)  宮谷真人 

＜第一部 広島大学を取り巻く評価の現状 

14：05～14：30 ①到達目標型教育プログラム(Ｈ

ｉＰＲＯＳＰＥＣＴＳ®（ハイプ

ロスペクツ）の説明 

副理事(教育企画担当) 小澤孝一郎  

14：30～14：45 ②広島大学を取り巻く評価活動の

現状と教員への期待 

評価委員会・委員長 圓山裕 

＜第二部 新任教員研修プログラムの説明 

14:45～15：15 ③広島大学新任教員研修プログラ

ムの説明＆質疑･応答 

人材育成推進室 FD 部会長 大膳司  

                  

＜第三部 グループワーク(大学教員職務について) 

15：15～15：20 グループワークの進め方に関する

オリエンテーション 

人材育成推進室 FD 部会員 吉田香奈 

15：20～16：05 グループワーク                

テーマ：大学教員職務について－

職務への期待および悩み・心配・

不安－ 

コメンテータ 

○東広島会場 

人材育成推進室 FD 部会員 古澤修一 

○霞会場 

人材育成推進室 FD 部会員 松下毅彦／Dr./Mr.  16：05～16：20 発表 

6：20～16：30 グループワークのまとめ               

参加者数：31名 （東広島キャンパス 教員 18 名，霞キャンパス 教員 13 名） 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 29 名）  ※自由記述は後述 

 

アンケート回答者数 

 
 

Q1. 回答者について 

1. 大学での教授歴 

 

 

Q2. 第一部「広島大学を取り巻く評価の現状」について  

1. ①到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS(R)（ハイプロスペクツ））の説明 

 

 

2. ②広島大学を取り巻く評価活動の現状と教員への期待  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島 17
霞 12

計 29

教授歴無し 11
1～5年 8
5～10年 4
10～15年 4
15年以上 2

大変満足できた 8
だいたい満足できた 18
やや不満が残った 2
不満が残った 1

大変満足できた 8
だいたい満足できた 18
やや不満が残った 2
不満が残った 1
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Q3. 第二部「新任教員研修プログラムの説明」について  

 

 

Q4. 第三部「大学教員職務についてのグループワーク」について  

1. 内容はいかがでしたか 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか 

 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

成果： 

専門分野の違う教員と交流し、悩みを共有する場を提供できたのは成果といえる。講演・グループワーク

ともに,事後アンケートでは,受講者から満足した,期待通りであったとの評価を受けており,全体的には多

くの参加者から高い評価を受けた。 

 

課題と改善策： 

未受講者への対応方法について検討が必要。今後の研修の実施方法について,講義部分は事前にビデオ視聴

する等,検討したい。 

 

大変満足できた 9
だいたい満足できた 18
やや不満が残った 1
不満が残った 1

大変満足できた 13
だいたい満足できた 15
やや不満が残った 1
不満が残った 0

大変満足できた 11
だいたい満足できた 16
やや不満が残った 2
不満が残った 0
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平成 28 年度広島大学全学 FD 
「英語による授業の方法：ゼミ・ディスカッショングループを英語で運営する」（東広島） 

報告書 

 

少人数を対象として行うゼミやディスカッショングループを英語で実施するためには，講

義とは異なる準備や運営が必要です。英語で説明する，的確に指示をするだけではなく，例

えば，英語レベルの異なる学生同士のコミュニケーションが円滑に進むようにする，すべて

の学生の意見をきちんと理解し，まとめる，議論の進行をコントロールするなど，運営方法

と運営に必要な的確な英語表現を知っていることが重要です。本 FD では，ゼミ・ディスカ

ッショングループの運営と運営に必要な英語表現について，実践を交えながら身につけるこ

とを目的とします。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：平成 28 年 12 月 1 日(木)9:00～16:20 (受付 8:45～) 

 

場所：教育学研究科 L204 

 

対象者：本学教員（文系理系を問わず） 

 

プログラム： 

(司会進行：佐藤万知) 

8：45～ 受付  

8：55-9:00 開会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

9：00-10:30 Part１ 

レッスン：主導しコントロールする 
Nick Carter（British Council） 

10：30-10：40 休憩  

10：40-12：10 Part１ 

レッスン：クラスルームマネジメント 
Nick Carter（British Council） 

12：10-13：10 休憩  

13：10-14：40 Part2 

レッスン：焦点を保つ 
Nick Carter（British Council） 

14：40-14：50 休憩  

14：50-16：20 Part2 

レッスン：１対１の指導 
Nick Carter（British Council） 

16：20 閉会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

※1：ネイティブスピーカーによる説明・指示に対応できるレベルが必要です。（目安：TOEIC450 点以

上） 

レッスン（90 分×4 コマ） 学習するスキル・レッスン内容 

Part1 

主導しコントロールする 

・ 議題を決める 

・ 始め方 

・ 議論の異なる段階に進む，違うトピックに移る 

・ 終り方 

・ 練習 
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Part1 

クラスルームマネジメント 

・ アイデアを紹介する 

・ 参加を促す 

・ 意見を聞く 

・ 比較する，誉める，アイデアを批評する，根拠を述べる 

・ 練習 

Part２ 

焦点を保つ 

丁寧に割り込む 

中断や問題のある人の対処 

ディスカッションを元に戻す 

練習 

Part２ 

１対１の指導 

ポジティブな意見を伝える 

ネガティブな意見を的確な表現で伝える 

アドバイスを与える 

練習 

 

参加者数：14名(教員 14 名) ※東広島キャンパスのみ開催 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 10 名）  ※自由記述は後述 

 

Q1-1  

所属部局等 

 教育学研究科 2 

総合科学研究科 2 

社会科学研究科 1 

教育室 1 

非常勤講師 1 

理学研究科 1 

産学・地域連携センター 1 

無記入 1 

 

 

 

 

 

 

Q1-2 

 教授歴 

 教授歴なし 0 

1～5 年 6 

5～10 年 1 

10～15 年 0 

15 年以上 1 

無記入 1 

 

 

 

 

 

 

教育学研

究科 

20% 

総合科学

研究科 

20% 
社会科学

研究科 

10% 

教育室 

10% 

非常勤講

師 

10% 

理学研究

科 

10% 

産学・地

域連携セ

ンター 

10% 

無記入 

10% 所属部局等 

1～5年 

67% 

5～10年 

11% 

10～15

年 

0% 

15年以上 

11% 

無記入 

11% 

教授歴 
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はい 

30% 

いいえ 

70% 

英語授業を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-4 授業で困っていることはありますか？ 

How to encourage the students to speak up in a speaking class 

日本人と留学生が混在し、バックグラウンド(専門、経験）、英語力、メンタリティなどが異なる 

 

 

Q2 

 参加理由(複数選択可） 

 「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 7 

現在，英語でゼミ・少人数の授業をしているから 3 

英語でゼミ・少人数の授業をする予定があるから 2 

英語で授業をしていない（する予定はない）が，内容に興味があったか

ら 4 

参加するように促されたから 1 

その他 0 

 

 

 

 

「新任教員研修

プログラム」の

対象教員だから 

41% 

現在，英語でゼ

ミ・少人数の授

業をしているか

ら 

18% 

英語でゼミ・少

人数の授業をす

る予定があるか

ら 

12% 

英語で授業をし

ていない（する

予定はない）

が，内容に興味

があったから 

23% 

参加するように

促されたから 

6% その他 

0% 

参加理由 

Q1-3 

 英語授業 

 はい 3 

いいえ 7 
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Q3 Part1 レッスン：主導しコントロールする  

大変満足できた 4 

だいたい満足できた 6 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Q4 Part1 レッスン：クラスルームマネジメント 

 大変満足できた 4 

だいたい満足できた 6 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5 Part2 レッスン：焦点を保つ  

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 4 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

  

  

  

大変満

足でき

た 

40% 
だいた

い満足

できた 

60% 

やや不

満が

残った 

0% 

不満

が

残っ

た 

0% 

大変満

足でき

た 

40% 
だいた

い満足

できた 

60% 

やや不

満が

残った 

0% 

不満

が

残っ

た 

0% 

大変満

足でき

た 

60% 

だいた

い満足

できた 

40% 

やや不

満が

残った 

0% 

不満が

残った 

0% 
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Q6 Part2 レッスン：1 対 1 の指導  

大変満足できた 5 

だいたい満足できた 5 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Q7 全体的に満足したか 

 大変満足できた 4 

だいたい満足できた 6 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

大変満

足でき

た 

50% 

だいた

い満足

できた 

50% 

やや不

満が

残った 

0% 

不満が

残った 

0% 

大変満

足でき

た 

40% 
だいた

い満足

できた 

60% 

やや不

満が

残った 

0% 

不満が

残った 

0% 
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平成 28年度 広島大学全学 FD－TA 研修会(実践編) 
～教員と TAがともに授業を作っていくために～  

報告書 

2016年 12月 

人材育成推進室(FD部会) 

広島大学では今年度よりTAを職務範囲によって3つの階層にわけた新しいTA制度（Hirodai TA）

を導入しました。TAサポートデスクが提供する研修を受けたQTAやTFは、教員とともに教育活動に

参加できます。TAが授業に入ることで、今までは難しかった学習活動、あるいは、新しい教育・

学習活動を展開することも可能となります。こうした中で、教員は、TAによる支援を組み込んだ

授業をどう設計するか、TAへの支援や指導をどのように行うべきかについて考えて行く必要があ

ります。本研修では、新制度を活かした授業設計と運営のために、どうTAと働くかについて考え 

る機会を設けることを目的に開催しました。 

 

1．概要 

主催：TAサポートデスク、人材育成推進室(FD部会) 

 

日時：平成 28年 12月 2月(金) 15：00～17：00 

 

場所：(東広島キャンパス) 本部棟 2階会議室 

   (霞キャンパス)    医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2  

 ※TV会議システムによる 2地点同時開催 

 

対象者：TAを雇用している又は雇用する予定のある教員、TA学生、各プログラムの教務の方、各

部局の TA 採用・運営支援・学生支援・人事担当の方、その他 参加を希望する教職員、

新任教員研修プログラムの対象教員で参加希望者 

 

プログラム：(14：40 開場 受付開始) 

司会：佐藤 万知 人材育成推進室（FD部会）部会員（高等教育研究開発センター・准教授） 

15：00～15：05 開会挨拶 

   大膳 司 人材育成推進室（FD部会）部会長（高等教育研究開発センター・教授） 

15：05～15：10 「新 TA制度 Hirodai TAの理念と概要について(5 分)」（動画） 

15：10～15：45 （進行：(東広島) 佐藤 万知（高等教育研究開発センター・准教授）） 

（進行：(霞)戴 容秦思 TA サポートデスク（教育室・特任助教）） 

16：40～16：55 発 表 

16：55～17：00 閉会挨拶 

 大膳 司 人材育成推進室（FD部会）部会長（高等教育研究開発センター・教授） 

 

参加者数：16名(教員 6名、職員 2名、学生 8名) 
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Ⅱ．参加者アンケート(回答者数 13名)   

 

アンケート回答者数 

東広島 11 

霞 2 

計 13 

 

Q1-1 

所属 
 

IDEL 1 

IMC 1 

東千田地区支援室 1 

総合科学研究科 支援室 1 

教育学研究科 6 

教育学研究科 教育人間科学 1 

文学研究科 1 

歯学部（大学院医歯薬研究科） 1 

 

Q1-2 

身分等 

学生 6 

教員 5 

職員 2 

 

 

Q2-1  

今回の FD研修会をどこで知ったか 
 

「いろは」又は「my もみじ」で知った 7 

メールで知った 6 

その他 2 

   

   

 

 

 

 

 

IDEL 

7% 
IMC 

7% 

東千田地

区支援室 

8% 

総合科学

研究科 

支援室 

8% 

教育学研

究科 

46% 

教育学研

究科 教

育人間科

学 

8% 

文学研究

科 

8% 

歯学部

（大学院

医歯薬研

究科） 

8% 
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Q2-2 

参加理由 

TA と共に授業を作るというコンセプトに関心があったから 4 

TAを活用したいから 2 

業務に関係あると思ったから 10 

参加するよう促されたから 4 

その他 3 

   

   

   

 

 

Q3. 「新 TA 制度 Hirodai TA の理念と概要について」 

満足度 

大変満足できた 1 

だいたい満足できた 10 

やや不満が残った 1 

不満が残った 1 

 

  
大変満

足でき

た 

7% 

だいた

い満足

できた 

77% 

やや不

満が

残った 

8% 

不満が

残った 

8% 
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Q4.「どう TA と働くのか」 

満足度 

大変満足できた 2 

だいたい満足できた 1 

やや不満が残った 1 

 

Q5. 「グループワーク（１回目）」 

満足度 

大変満足できた 7 

だいたい満足できた 6 

 

Q6.「話題提供「TA の本音を聴くーTA ランチ交流会からのヒント」」 

※実施していないため回答なし 

  

Q7. 「グループワーク（２回目）」 

満足度 

大変満足できた 7 

だいたい満足 

できた 
1 
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Q8. 全体的に満足したか 

満足度 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 6 

 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

 

成果： 

教員と TAがともに授業を作っていくために活発な意見交換がおこなわれた。 

 

課題と改善策： 

教員の参加者を増やす工夫が必要である。周知方法を含めて検討する。 
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

－授業方法研修会－～目標，内容，評価の 3要素を考える～報告書 
 

2016年10月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 授業デザインでは，目標，内容（カリキュラムと授業方法），評価の 3 要素が整合・調整されて

いることが重要です。近年，学習目標の設定方法や書き方については多くの情報がありますが，目

標を達成するためのカリキュラムや授業方法をどう選択するのか，目標が達成されているかを確認

する，あるいは，目標達成に向けての進捗状況を確認するための評価をどのように行うのか，とい

う点については，十分に情報が共有されているとはいえません。本研修では，学生の学習を促進し，

学習目標を達成するためのカリキュラム,授業方法,学習成果を確認するための評価手法についてみ

なさんと一緒に確認していきます。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：（東広島キャンパス）平成 28 年 12 月 12 日（月）14:00～16:30 

   （霞キャンパス）   平成 28 年 12 月 13 日（火）14:00～16:30 

 

場所：（東広島キャンパス）本部棟 4 階会議室  

（霞キャンパス）  医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2   

     

対象：評価方法・授業方法に関心のある教員，授業をよりよくしたい教員， 

「新任教員研修プログラム」の対象教員等 

 

プログラム： (司会進行：佐藤万知) 

13：50 ～ 受付  

14：00-14：05 開会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD部会）部会長） 

14：05-14：20 ワークの説明 (東広島) 佐藤万知（FD部会員） 

(霞)    松下毅彦（FD部会員） 

14：20-14：45 個人ワーク  

14：45-15：15 個人発表（グループ内）  

15：15-15：30 休憩 フアシリテーター打合せ 

15：30-16：10 グループ内ディスカッション 

 ＜ファシリテーター＞ 

(霞) 

・大膳司（FD部会長，高等教育研究開発センター・教授） 

・松下毅彦（FD部会員，医学部附属医学教育センター・准教授） 

(東広島) 

・古澤修一（e ラーニング推進会議議長，FD部会員，生物圏科学研究科・教授） 

・吉田成章（FD部会員，教育学研究科・准教授） 

・佐藤万知（FD部会員，高等教育研究開発センター・准教授） 

 

16：10-16：25 全体共有（ファシリテーターによる報告）  

16：25 閉会挨拶 

アンケート記入 

大膳 司 

（人材育成推進室（FD部会）部会長） 

 

参加者数：11名 （東広島キャンパス 教員 6 名，霞キャンパス 教員 5 名） 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 10名） 

 

 

開催場所 

東広島 5 

霞 5 

 10 

     

 

Q1-1 所属   

（保）運動器機能医科学 1 

医歯薬保健学（歯） 1 

教育学研究科 2 

工学 1 

口腔工学 1 

成人看護開発学 1 

生物圏科学研究科 1 

原医研腫瘍外科 1 

理学研究科 1 

 

 

Q1-2 教授歴   

教授歴なし 1 

1～5年 2 

5～10年 3 

15年以上 4 

 

 

講義動画の視聴「より効果的な講義をめざして －理論から実践へ－」 

Q2-1 満足度   理由 

大変満足できた 5 自らの認識が明確化できました。10分で非常にうまくまとめられていました。 

  

授業の構成とその目的について学んだことがなかった。 

また実践に近い内容だったのでとても分かりやすかった。 

  
具体的に、授業にひきつける方法を示していただいたので 

  
目標や伝えるべきことの方法例が良かった 

だいたい満足できた 5 新しい話が聞けた 

  
初耳の内容だった 

 

 

講義動画の視聴「あなたの試験，本当にそれでいいですか」 

Q2-2 満足度   理由 
 

大変満足できた 5 認識が非常に良くできました。 

  
点数の分布と合格基準について理解できた 

  
評価法にも色々あると分かった 

だいたい満足できた 4 
試験をどう作っていくか分かった。実際取り入れてみてどうかということを振り返

ってみたい。 

  
初耳の内容だった 

やや不満が残った 1 やはりどうすればよいかよく分からない。 
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個人ワーク，および発表 

Q3 満足度   理由   

大変満足できた 5 自らの思いを言葉（文章）にできたことは非常に良かった。 

  
みなさんの話がおもしろかった 

  
このようなディスカッションをあまりやらないので 

だいたい満足できた 5 自身の取り組みを振り返ることができた。 

  
まだ広島で評価経験がないので 

  
自分の工夫を再認識できた 

 

 

グループディスカッション 

Q4 満足度   理由   

大変満足できた 5 自らの思いを言葉（文章）にできたことは非常に良かった。 

  
このようなディスカッションをあまりやらないので 

だいたい満足できた 5 具体的な方法が多く学べて良かった。 

  
自分自身の勉強不足 

  

もう少しフォーカスをしぼってディスカッションし、全員が意見を言うチャンスを作

った方がよいのでは 

 

 

研修会当日の時間短縮のため，今後も事前に講義動画を視聴すること 

Q5 継続希望   理由（複数選択可）   

はい。今後も継続してほしい 10 自分のペースで視聴できたから。 
 

  
研修会当日の時間が短縮できたから。 

 

  
時間の短い、長いは重要ではないと私は思います。 

 
 

 

全体的 

Q6 満足度   理由   

大変満足できた 6 目的通り授業に対して再認識できました。 

  
授業をかえていこうと考えるようになったから 

  
今後の授業に生かすことができます 

  
ディスカッションに比較的参加できた 

だいたい満足できた 4 
授業の組み立て、評価を理解できた。 

実際に取り組んでからの振り返りをしたい。 

  
臨床実習における授業方法など 

 

 

 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

 

成果： 

参加した教員のほとんどが「満足した」と回答。「具体的な方法が多く学べて良かった」 

「初耳の内容(評価法)が学べた」等,満足度が高かった。 

 

課題と改善策： 

さらに参加者が増えるような工夫が必要である。当日の拘束時間短縮を検討するとともに， 

広報も工夫する。 



41 

 

平成 28 年度広島大学全学 FD 
「医療英語研修」（霞）  

報告書 
 

2017年 3月 

人材育成推進室(FD 部会) 

医療現場でも英語による対応が必要な場面も増えると予想され，大学によっては，ネイテ

ィブ英語模擬患者を用いた臨床英語の授業を開講するなど，対応を進めているところもあり

ます。正課として臨床英語を教えるには医療知識＋専門英語＋文化的多様性を教えることが

必要となり，そういった専門性を持った教員が不在の場合は難しいのが現状です。  

 本研修では，臨床の場で使う医療英語を，医療英語通訳者の育成においてはどのように行

っているのか，プロの教授法を体験し，自身の授業の中で，臨床英語に触れる場合，どのよ

うな内容で構成すればいいのかを考えるきっかけにしてもらうことを目的として開講するも

のです。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(FD 部会) 

 

日時：平成 29 年 3 月 6 日(月)17:30～20:00 (受付 17:15～) 

 

場所：霞キャンパス 医学部基礎・社会医学棟 2 階セミナー室 1 

 

対象者：本学教員 

 

定員：15 名 

 

プログラム： 

17:15～ 受付  

17:30-17:35 開会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

17:35- 授業１ 

典型的な医師と患者の会話 

 

授業２ 

患者への共感が特に必要となる医師と患

者の会話 

田中妙子（インターグループ） 

19:55- 閉会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

※1：講師による説明は，日本語で行います。 

※2：参加者の英語レベルについて，研修内で，英語を用いたロールプレイを実施しますので， 

ロールプレイに対応できる程度の英語力が必要です。 

 

事前課題： 

研修で使用する基本表現（発熱，痛み，服薬など）の習得，予習など。 

※事前課題は，必修研修時間に含まれていますので，当日までに必ず行ってください。 

 

参加者数：12名(教員 12 名)  
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 12 名）   

Q1-1. 所属部局等 

歯髄生物学研究室 1 

耳鼻科 1 

分子内科学 1 

医化学 1 

原医研 4 

顎・口腔外科 1 

病院（歯） 1 

救急集中治療医学 1 

内視鏡診察科 1 

  12 

 

Q1-2. 教授歴 

教授歴なし 8 

1～5 年 1 

5～10 年 1 

10～15 年 2 

15 年以上 0 

 

 

 

 

 

 

Q1-3. 現在，英語の授業を行っているか。 

はい 5 

いいえ 7 
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Q2. FD 研修会へ参加した背景 

「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 9 

内容に興味があったから 4 

参加するように促されたから 0 

 

 

 

 

Q3. 「授業１ 典型的な医師と患者の会話」について 

大変満足できた 3 

だいたい満足でき

た 
9 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. 「授業２ 患者への共感が特に必要となる医師と患者の会話」について  

大変満足できた 3 

だいたい満足でき

た 
6 

やや不満が残った 2 

不満が残った 0 
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Q5-1. 「事前課題」について 

 研修会当日の時間短縮のため，事前課題の併用を継続した方が良いと思うか 

はい。今後も継続してほしい 12 

いいえ。見直してほしい 0 

 

 

 

 

Q5-2. 上記のように回答した理由 

課題に取り組む時間を作るのが難しかったから 0 

研修会当日の時間が短縮されたから 10 

課題の内容が良かったから 1 

これぐらいの課題ならばちょうどいいと思う。 1 

 

 

 

 

Q6. 全体的な満足度 

大変満足できた 3 

だいたい満足でき

た 
8 

やや不満が残った 1 

不満が残った 0 
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

PBL シナリオ作成ワークショップ 

 報告書 

2017年 3月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

本学では，「教養ゼミ」で PBL(Problem-Based Learning，問題を基盤とした学習)を基本 

に捉えた授業を行うことを推進している。本ワークショップは，受講者自身が，新しいシナ 

リオを作成することを通じ,そのスキルを学ぶとともに,作成したシナリオを公開することで， 

PBLの活用を広く促すことを目的として開催した。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室（FD部会） 

 

日時：2017 年 3 月 21 日(火) 10：00～16：50 

 

場所：東広島キャンパス 教育学研究科 L102，L204(受付 L102) 

 

対象者：PBLに興味・関心のある教員(特任教員の方，学外の方を含む), 

PBL実施経験者(特任教員の方，学外の方を含む), 

「広島大学新任教員研修プログラム」の対象となる新任教員 

 

定員：12 名 

 

時間 内容 会場 

9:30 30 受付 L102 

10:00 10 
開会挨拶 小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)) 

スケジュール説明 
L102 

10:10 20 

 

PBL 実践事例紹介 

・生物生産学部の事例(西堀正英(生物圏科学研究科・准教授)) 

 

L102 

10:30 20 

 

「シナリオの作成過程」 小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)) 

 

L102 

10:50 70 

 

グループ作業：シナリオ作成 (学習テーマ，キーワード等の抽出) 

 

L102 

L204  

12:00 40 昼食(お弁当) 
L102 

L204 

12:40 80 

 

グループ作業：シナリオ作成 

(学習テーマ，キーワード等の抽出～シナリオ作成) 

 

L102 

L204 
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14:00 10 休憩 

14:10 60 

 

シナリオ試行模擬 PBL 

 

L102 

L204 

15:10 80 

 

模擬 PBL 全体会(グループ学習成果発表) 

シナリオ修正意見交換 

 

L102 

16:30 20 
総括 

閉会挨拶 小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)) 
L102 

16:50 終了 

 

参加者数：14 名（学内 8 名，学外 6 名） 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート(回答者数 14名) ※自由記述は後述 

 

Q1-1 所属 

学内 9 

学外 5 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学内 
 

医歯薬保健学研究院 2 

教育学研究科 2 

グローバルキャリアデザインセンター 1 

国際協力研究科 1 

生物圏科学研究科 1 

病院 血液内科 1 

無回答 1 

 
9 

学外 

NPO法人 NEWVERY 1 

大阪経済大学 1 

四天王寺大学 1 

長崎大学 大学教育イノベーションセンター 1 

無回答 1 

 
5 
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Q1-2 職種 

教員 10 

職員 1 

その他（大学院生） 1 

その他（教育系 NPO(フリーランス)） 1 

その他（特別研究員） 1 

 
14 

 

 

 

Q2. 今回の開催をどのようにして知ったか 

学内情報共有基盤「いろは」を見て 3 

支援室から送信されたメールを見て 4 

京都大学のあさがおメーリングリスト 

を見て 
7 

その他（研究室教授からのメール 

を見て） 
1 

その他（医局からの案内） 1 

(複数選択可） 16 

 

 

 

 

 

Q3. 参加動機 

「新任教員研修プログラム」の教員 

だから 
3 

所属先の教育改善に関してヒントを 

得たい 
7 

自身の授業開発の参考にしたい 7 

その他（対象教員になる可能性があ

るので） 
1 

その他（クライアントの教育改善に関

してヒントを得たい） 
1 

その他（無回答） 1 

(複数選択可） 20 
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Q4. 実践事例紹介「生物生産学部の事例」の満足度 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 8 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5. 有益であったもの 

実践事例紹介「生物生産学部の事例」 10 

講義「シナリオ作成過程」 12 

グループ作業：シナリオ作成 14 

シナリオ試行模擬 PBL 14 

模擬 PBL全体会 13 

シナリオ修正意見交換 11 

総括 9 

(複数選択可） 83 
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Q6. 今後 PBLについて得たい情報 

授業計画 10 

評価方法 13 

成果に関するデータ 10 

シナリオ等教材 9 

その他 0 

(複数選択可） 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．成果,課題と改善策 

 

成果： 

本ワークショップを単独で実施するよりも、ファシリテータ養成ワークショップと 2 日連続で実

施することで参加者も多くなり、懇親会も開催できる。満足度も高い。 

参加者の内訳は、学内 8 名，学外 6 名であった。近年、学外からの参加者が学内を上回っていた

が、今回は学内からの参加者が増えた(昨年実績 1 名)。 
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平成 28年度 広島大学全学 FD 

 PBLファシリテータ養成ワークショップ 報告書 

2017年 3月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

本学では，教養ゼミで PBL(Problem-Based Learning，問題を基盤とした学習) を基本に捉

えた授業を行うことを推進しています。PBLとは，学習者が主体的に問題発見と解決に取り組

むようにデザインされた教育方法です。 

 本ワークショップは，以下のことを目的として実施します。 

①参加者が学習者として実際に PBLの進行を体験することで，学生参加型授業の実施に役立て

る。 

②領域横断型の編成で実施するハーモナイゼーション PBLの効果を体験していただき，幅広い

視野やコミュニケーション能力に支えられた汎用性の高い問題解決能力を身につける授業方

法を習得する。 

③実際にグループ学習のファシリテータを体験することで，PBL授業の評価の仕方を習得する。

(評価者養成コース) 

 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(FD 部会) 

日時：2017 年 3 月 22 日(水)9:00～17:00 

場所：東広島キャンパス 教育学研究科 L102,L204(受付 L102) 

平成 29 年度に「教養ゼミ」を担当する予定の教員    

(評価者養成コース)過去の PBLワークショップ参加者,PBL実施経験者，学外の方を含む 

 

プログラム： 

時間 
内容 

会場 
ファシリテータ養成コース 評価者養成コース 

8:45 15 受付 L102 

9:00 10 
開会挨拶 小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)) 

趣旨説明 
L102 

9:10 10 
スケジュール説明 

サポートスタッフ紹介 
L102 

9:20 10 
「ハーモナイゼーション PBL の目的と意義」 

小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)) 
L102 

対象：(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ養成コース) PBL に興味・関心のある教員(特任教員の方，学外の方を含む) 
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9:30 10 
「PBL の有効性について」 

吉田香奈(教育本部・准教授) 

「PBL 授業の評価について」 

小澤孝一郎(副理事(教育企画担

当)) 

L102，L204 

9:40 90 
PBL 体験：グループ学習(問題発見～プロブレムマップの作成) 

L102，L204 
グループ学習 ファシリテータの実践 

11:10 30 
PBL 体験：全体会(プロブレムマップ発表) 

午後のスケジュール説明 
L102 

11:40 90 

PBL 体験：グループ学習(学習項目の設定と分担) 

※昼食(お弁当)を含む L102，L204 

グループ学習 ファシリテータの実践 

13:10 70 PBL 体験：自己学習 
ファシリテータ実践に関するデ

ィスカッション 
L102，L204 

14:20 10 休憩 

14:30 60 
PBL 体験：グループ学習(学習成果の共有，成果発表準備) 

L102，L204 

グループ学習 ファシリテータの実践 

15:30 30 PBL 体験：全体会(学習成果発表) L102 

16:00 50 全体会：総括 L102 

16:50 10 
閉会挨拶 小澤孝一郎(副理事(教育企画担当)） 

アンケート 
L102 

17:00 終了 

 

 

参加者数：12 名 ファシリテータ養成コース名(学内 6名、学外 5名) 

評価者養成コース名(学内 1名、学外 0名) 
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Ⅱ・参加者アンケート 回答 11名   

 

受講コース 

ファシリテータ養成コース 10 

評価者養成コース 1 

 
11 

 

Q1-1 所属 

学内 7 

学外 4 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-2 職種 

教員 8 

職員 1 

その他（特別研究員） 1 

その他（院生） 1 

11 

 

 

 

学外 
 

津田塾大学 学外学修センター 1 

長崎大学 大学教育イノベーションセンター 1 

大阪経済大学 1 

無回答 1 

 
4 

学内 
 

医歯薬保健学研究院 3 

教育学研究科 1 

グローバルキャリアデザインセンター 1 

病院血液内科 1 

無回答 1 

 
7 
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Q2. 今回の開催をどのようにして知ったか 

学内情報共有基盤「いろは」を見て 4 

支援室から送信されたメールを見て 2 

京都大学の ASAGAO メーリング 

リストを見て 
5 

その他（医局より案内） 1 

その他（教授からのメール） 1 

(複数選択可） 13 

 

 

 

Q3. 参加動機 

「新任教員研修プログラム」の教員

だから 
2 

所属先の教育改善に関してヒントを

得たい 
5 

自身の授業開発の参考にしたい 7 

その他（PBLについて知りたかった

ので） 
1 

その他（PBL手法について学びたか

ったので） 
1 

その他（対象教員になるかもしれな

いので） 
1 

(複数選択可） 17 

  

Q4. 有益であったと感じられるもの 

「ハーモナイゼーション PBLの目的と意義」 9 

「PBLの有効性について」または「PBL授業の評価について」 9 

PBL体験：グループ学習（問題発見～プロブレムマップの作成） 10 

PBL体験：全体会（プロブレムマップ発表） 9 

PBL体験：グループ学習（学習項目の設定と分担） 9 

PBL体験：自己学習またはファシリテータ実践に関するディスカッション 8 

PBL体験：グループ学習（学習成果の共有と成果発表準備） 8 

全体会：総括 6 

(複数選択可） 68 
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Q5. 今後得たい情報 

授業計画 8 

評価方法 10 

成果に関するデータ 7 

シナリオ等教材 8 

その他（グループ分けテスト） 1 

(複数選択可） 34 
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平成 28 年度広島大学全学 FD 
「英語による授業の方法：ゼミ・ディスカッショングループを英語で運営する」（霞） 

報告書 
2017年 3月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

少人数を対象として行うゼミやディスカッショングループを英語で実施するためには，講

義とは異なる準備や運営が必要です。英語で説明する，的確に指示をするだけではなく，例

えば，英語レベルの異なる学生同士のコミュニケーションが円滑に進むようにする，すべて

の学生の意見をきちんと理解し，まとめる，議論の進行をコントロールするなど，運営方法

と運営に必要な的確な英語表現を知っていることが重要です。本 FD では，ゼミ・ディスカ

ッショングループの運営と運営に必要な英語表現について，実践を交えながら身につけるこ

とを目的として開催するものです。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(ＦＤ部会) 

 

日時：平成 29 年 3 月 25 日(土)9:00～16:20 (受付 8:45～) 

 

場所：医学部 基礎・社会医学棟 2 階 セミナー室 1 

 

対象者：本学教員（文系理系を問わず） 

 

プログラム： 

 

8：45～ 受付  

8：55-9:00 開会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

9：00-10:30 Part１ 

レッスン：主導しコントロールする 
Tom Legge（British Council） 

10：30-10：40 休憩  

10：40-12：10 Part１ 

レッスン：クラスルームマネジメント 
Tom Legge（British Council） 

12：10-13：10 休憩  

13：10-14：40 Part2 

レッスン：焦点を保つ 
Tom Legge（British Council）） 

14：40-14：50 休憩  

14：50-16：20 Part2 

レッスン：１対１の指導 
Tom Legge（British Council） 

16：20 閉会挨拶 大膳 司 

（人材育成推進室（FD 部会）部会長） 

※1：ネイティブスピーカーによる説明・指示に対応できるレベルが必要です。（目安：TOEIC450 点以

上） 
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レッスン（90 分×4 コマ） 学習するスキル・レッスン内容 

Part1 

主導しコントロールする 

・ 議題を決める 

・ 始め方 

・ 議論の異なる段階に進む，違うトピックに移る 

・ 終り方 

・ 練習 

Part1 

クラスルームマネジメント 

・ アイデアを紹介する 

・ 参加を促す 

・ 意見を聞く 

・ 比較する，誉める，アイデアを批評する，根拠を述べる 

・ 練習 

Part２ 

焦点を保つ 

丁寧に割り込む 

中断や問題のある人の対処 

ディスカッションを元に戻す 

練習 

Part２ 

１対１の指導 

ポジティブな意見を伝える 

ネガティブな意見を的確な表現で伝える 

アドバイスを与える 

練習 

 

参加者数：７名(教員７名)  

 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 7 名）   

Q1-1. 所属部局等 

応用生命科学部門外科学 1 

医歯薬保健学研究院 2 

工学部 1 

国際協力研究科 1 

医学部 1 

社会研 1 

  7 

Q1-2. 教授歴 

教授歴なし 1 

1～5 年 2 

5～10 年 3 

10～15 年 1 

15 年以上 0 

 
7 
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Q1-3. 現在，英語の授業を行っているか。 

はい 4 

いいえ 3 

 
7 

 

Q2. FD 研修会へ参加した背景 

「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 4 

現在，英語でゼミ・少人数の授業をしているから 2 

英語でゼミ・少人数の授業をする予定があるから 2 

英語で授業をしていない（する予定はない）が，内容に興味があったから 0 

参加するように促されたから 0 

その他 0 

(複数選択可） 8 

  

 

Q3.「Part1 レッスン：主導しコントロールする」について 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 1 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.「Part1 レッスン：クラスルームマネジメント」について 

大変満足できた 5 

だいたい満足できた 2 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
7 
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Q5.「Part2 レッスン：焦点を保つ」について 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 1 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
7 

 

 

 

 

 

Q6.「Part2 レッスン：１対１の指導」について 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 1 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7. 全体的な満足度 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 1 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 



カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

1．教育 － 新採用教職員研修 ● ○ ○
人事グループ
教育支援グルー
プ

本学の理念・目標など大学運営の基礎となる事項について
理解するとともに，職務に必要な基本的知識を習得する。
また，現場で不明な点があった場合に速やかに適切な対応
がとれるようになることを目的とする。

教員（平成25年10月2日以降，本学に新
たに採用されたもの），職員（一般職
員（施設系及び図書系を含む。），技
術職員，フルタイム契約職員及び事務
系パートタイム契約職員（事務系以外
のパートタイム契約職員は希望者のみ
（フルタイム以外の契約職員は希望者
のみ。人事交流による採用を除
く。））

4/4,10/3
本部棟4F会議
室ほか

235 235 100 135

時間を短縮したことにより，休憩時間を十分
に確保できていなかったため，次回，再度研
修時間等の見直しを行う。また，アンケート
を引き続き実施し，更なる改善を続ける。

講義項目の追加もあり，研修実施
時間は前回と比較して長くなっ
た。そのため，前回に比較して，
研修時間が「長い」との回答が増
えた。次回実施時はに講義項目を
追加する可能性が高いため，講義
内容の省力化を検討する。

アンケート結果から，概ね有意義
であったとの回答が8割程度ある
ことが確認できる。よって，大学
構成員として必要となる基礎的な
知識等については，習得させるこ
とができていると考えられる。

研修時間が長くなっており，受講
生に負担感が生じている。その一
方で，新採用者に把握してもらい
たい事項も増えてきているため，
研修内容の精査が必要である。

1.有 2.変化なし

1．教育 －
新任教員研修プログラ
ムオリエンテーション

● ○
教育支援グルー
プ

「新任教員研修プログラム」のオリエンテーションと大学
の組織的活動に関する基本的知識獲得の機会を提供するこ
とを目的とする。

以下の①②いずれかに該当する方のう
ち,本オリエンテーションを未受講の方
① 平成25年10月1日以降に採用された
教員(教授，准教授，講師，助教)の方
(ただし，所属長の判断により受講を免
除された方を除く。)② 平成25年10月1
日以降に採用された特任教員のうち，
所属長の推薦を受けて，上記必須化研
修の対象者として登録されている方

4/4,10/3

東広島(本部棟
4F会議室)，霞
(臨床管理棟3
階大会議室)

96 96 96

事後アンケートにおいて「研修時間が長い」
との意見がある一方で,「もっと詳しく聞き
たかった(講義)」との意見もある。講義部分
については,「オンラインでの受講」「DVD視
聴・レポート提出による単位取得」等の意見
が霞・東広島の両方からあった。「互いに悩
みを共有する」「自分と異なる意見を聞く」
等,グループワークに参加する意義は大きい
が,研修の実施方法については検討したい。

外国人教員対応として,実施要綱,
講義資料,配布資料等を翻訳(英
語)した。未受講者対応,「ビデオ
視聴での単位取得」等を検討する
ことを目的とし,講義部分を録画
した。今年度から研修時間を0.5
時間増やし,講義部分に充てた。

専門分野の違う教員と交流し、悩
みを共有する場を提供できたのは
成果といえる。講演・グループ
ワークともに,事後アンケートで
は,受講者から満足した,期待通り
であったとの評価を受けており,
全体的には多くの参加者から高い
評価を受けた。

未受講者への対応方法について検
討が必要。今後の研修の実施方法
について,講義部分は事前にビデ
オ視聴する等,検討したい。

1.有 1.向上した

1．教育 －
広島大学教養教育新任
教員研修会

● ○ 教養教育本部

主に本学の教養教育の授業を初めて担当する教員を対象
に，教養教育の理念・目的，歴史と現状や，授業を担当す
る上で必要な情報等について説明を行う。また，教養教育
への理解を深め，授業実践に役立てるためのワークショッ
プを開催する。

平成28年度に，初めて教養教育の授業
を担当する教員
過去5年程度の間に，初めて教養教育の
授業を担当した教員
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員
その他参加を希望する教員

4/5
総合科学研究
科K111

35 35 33 2

今年度は，KJ法を用いないグループディス
カッションにしたことで時間を十分に確保で
き、活発な議論が行われた。しかし，前半の
講義が予定時間を超過して全体の終了時間が
予定より遅くなってしまったため，時間配分
を若干見直す必要があると思われる。

前半の講義をほぼ予定時間内に終
えることができたため，後半のグ
ループディスカッションの時間を
予定どおり確保することができ
た。

アンケート結果から，研修に対す
る満足度は全体的に高く，教養教
育の授業を初めて担当する教員に
とっては有益であったと考えられ
る。

グループディスカッションの時間
を1時間とっているが，短いとの
声もある。今後の検討題とした
い。

1.有 1.向上した

1．教育 －

教養教育授業参観・研
究会―授業参観・勉強
会を通じた教授法の改
善―（1T）

● ○ 教養教育本部

教養教育科目の授業を参観することにより，授業運営の基
本的な方法を理解する。また，参観終了後に勉強会を開催
し，授業を進める上での工夫や課題等について意見交換を
行い，参観者の授業改善に役立てる。

平成28年度に教養教育の授業を担当し
ている教員
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員
その他，参加を希望する教員及び職員

5/12

総合科学研究
科L201
総合科学研究
科第2会議室

21 21 18 3

①本研修会は全学の新任教員研修会の選択科
目の一つに位置づけられているが，新任教員
以外にも広く門戸を開いている。しかし新任
教員以外の参加者については少なく、参加を
促す工夫が必要と思われる。
②2コマ連続授業に向けて教員の授業デザイ
ンを支援していくことが課題である。
③本研修会は全学の新任教員研修会の選択科
目の一つに位置づけられているが，新任教員
以外にも広く門戸を開いている。しかし新任
教員以外の参加者については少なく、参加を
促す工夫が必要と思われる。
教員個人だけでなく，分野毎の教員集団に参
加を促すことも考慮する必要がある。

ターム科目を授業参観科目として
採用したことにより，「ターム制
授業のマネジメント方法について
参考になった」との意見を得るこ
とができた。

授業参観および研究会の内容のア
ンケートでは，すべての回答者か
ら「大変満足できた」「だいたい
満足できた」との回答を得た。参
加者自身の講義の参考になったと
の声も聞かれ，教養教育の質の向
上につながると考える。

早い段階で日時・内容を決定する
ことで，より多くの先生に参加を
促す工夫をする必要があると考え
る。

1.有 1.向上した

1．教育 －

教養教育授業参観・研
究会―授業参観・勉強
会を通じた教授法の改
善―（2T）

● ○ 教養教育本部

教養教育科目の授業を参観することにより，授業運営の基
本的な方法を理解する。また，参観終了後に勉強会を開催
し，授業を進める上での工夫や課題等について意見交換を
行い，参観者の授業改善に役立てる。

平成28年度に教養教育の授業を担当し
ている教員
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員
その他，参加を希望する教員及び職員

7/14

総合科学研究
科L102
総合科学研究
科第2会議室

27 27 23 4 同上

1タームの参観科目をに理系科
目，2タームの参観科目を文系科
目とすることで，各分野の教員に
配慮した。カリキュラム部門委員
会において開催予定である旨の報
告及び周知依頼をしたことによ
り，分野毎の教員集団に参加を促
した。

授業参観及び研究会の内容のアン
ケートでは，すべての回答者から
「大変満足できた」「だいたい満足
できた」との回答を得た。教員が授
業内で工夫していることを具体的に
知ることができたとの声が寄せられ
た。

意見交換の時間をもう少し長く設け
てほしいという意見が出たため，時
間配分について再検討する必要があ
ると思われる。

1.有 1.向上した

1．教育 －

教養教育授業参観・研
究会―授業参観・勉強
会を通じた教授法の改
善―（3T）

● ○ 教育本部

教養教育の授業を参観することにより，授業運営の基本的
な方法を理解する。また，参観終了後に研究会を開催し，
授業を進める上での工夫や課題等について意見交換を行
い，参観者の授業改善に役立てる。

平成28年度に教養教育の授業を担当し
ている教員
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員
その他，参加を希望する教員及び職員

11/7

総合科学研究
科
L201
総合科学研究
科
第2会議室

22 22 20 2 同上

1T,2Tに開催されたFDの中で参観
された授業とは異なる分野の科目
を参観科目とすることによって，
1T・2TのFD不参加者のみならず，
リピーターとなる教員の参加を促
すことができた。

授業におけるパワーポイントの使
い方が参考になったといった声が
あったように，教員にとって授業
方法の幅を広げる効果があったと
考える。

アクティブ・ラーニングの促進に
つなげるため，「アクティブ・
ラーニング導入に関する調査」の
結果及び授業改善アンケートのも
考慮した参観授業の選定を行う必
要があると考える。

1.有 2.変化なし
第二部（意見交換会）の参加
者は21名（教員18名・職員3
名）

1．教育 －

教養教育授業参観・研
究会―授業参観・勉強
会を通じた教授法の改
善―（4T）

● ○ 教育本部

教養教育の授業を参観することにより，授業運営の基本的
な方法を理解する。また，参観終了後に研究会を開催し，
授業を進める上での工夫や課題等について意見交換を行
い，参観者の授業改善に役立てる。

平成28年度に教養教育の授業を担当し
ている教員
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員
その他，参加を希望する教員及び職員

1/11
総合科学研究
科
K110・K111

31 31 28 3 同上

今年度より必須となった「教養教
育担当教員相互の授業参観」の参
観シート未提出者に対し，案内を
再送したことにより，新任教員以
外の教員の参加が増加した。
前期の反省を踏まえ，早い段階で
実施要項の作成・案内をすること
で，より多くの教員の参加を促し
た。

　様々な専門分野の教員より参考
になったという意見が寄せられた
ことから，このような授業参観・
研究会は多様な分野の授業改善に
つながっていると言うことができ
る。

本研修会の目的の1つとして，2コ
マ連続授業の授業デザインの支援
が挙げられる。現在は後半コマの
みの参観としているが，1コマ目
と2コマ目のつなげ方の参考とし
たい教員のためにも，希望者のみ
前半コマも参観できるように配慮
する必要があると考える。

1.有 2.変化なし
第二部（意見交換会）の参加
者は23名（教員20名・職員3
名）

1．教育 － 授業方法研修会 ● ○ ○
教育支援グルー
プ

学生の学習を促進し，学習目標を達成するためのカリキュ
ラム,授業方法,学習成果を確認するための評価手法につい
て受講者と一緒に確認する。

評価方法・授業方法に関心のある教
員，授業をよりよくしたい教員，
「新任教員研修プログラム」の対象教
員等

東広島(12/12)
霞(12/13)

東広島(本部４
階会議室)，霞
(社会医学棟セ
ミナー室2)

11 11 11
課題は，受講者が少ないこと。
次年度も開催するかを含め,見直しを検討す
る必要がある。

参加者の時間的制約に応えるた
め，説明講義をビデオ化して事前
に視聴できるようにし，当日はグ
ループワークのみを行うことにし
た。事前課題0.5時間+当日2.5時
間として実施

参加した教員のほとんどが「満足
した」と回答。「具体的な方法が
多く学べて良かった」「初耳の内
容(評価法)が学べた」等,満足度
が高かった。

さらに参加者が増えるような工夫
が必要である。当日の拘束時間短
縮を検討するとともに，広報も工
夫する。

1.有 4.不明
昨年度は受講者なしのため比
較不可

1．教育 － 大学教育論 ● ○
教育支援グルー
プ

各教育プログラムの到達目標，各授業科目の到達目標，各
１回の授業の到達目標を一貫して理解し，それらを踏まえ
たうえでシラバス及び授業計画案を作成し，より効果的な
講義内容を計画できるようになることを目的とする。

「新任教員研修プログラム」の対象教
員，主専攻プログラム責任者，授業を
改善したい教員等

東広島(8/25)
霞(8/26)

東広島(総科
K102)，霞(社
会医学棟セミ
ナー室1,2)

52 52 52

新任教員の中には、授業を担当していない者
が多く、授業の改善を目指すこの度の研修の
場合、実感を持って聴講したり、議論するこ
とが困難な場合がある。今後、この研修会を
行う場合、この点をふまえて、実施の仕方を
検討することが必要である。

外国人教員対応として,実施要綱,
講義資料,配布資料等を翻訳(英
語)した。
受講しやすさを考慮し,大学教育
論，マイクロティーチングについ
て，今年度は2研修を同日開催と
した。また,参加者の時間的制約
に応えるため，説明講義をビデオ
化して事前に視聴できるように
し，当日はグループワークのみを
行うことにした。事前課題作成
(1.5H)研修当日(2.5H)で必修4時

参加した教員は、ほぼ満足してい
た。　詳述書の存在を知るきっか
けになったこと,大学での教育に
ついて,これまで知らなかった知
識や考え方がわかったことや,多
くの教員と議論することができた
こと等が満足度の高さに表れてい
る。講義部分を事前視聴としたこ
とについては,参加者の99％から
「今後も続けてほしい」との回答
を得ている。

未受講者への対応方法について検
討が必要。説明講義ビデオの翻訳
化。

1.有 1.向上した

1．教育 －
マイクロ・ティーチン
グ（模擬授業）

● ○
教育支援グルー
プ

小グループ内で15分程度の模擬授業を行い，学生役の参加
者からの評価を受ける「マイクロティーチング」を経験
し，教授法の技能を習得する機会を提供する。

新任教員のうち,まだ授業経験のない教
員または授業経験が少ない教員,その他
参加を希望する教員

東広島(8/25)
霞(8/26)

東広島(総科
K102)，霞(社
会医学棟セミ
ナー室1,2)

18 18 18
受講者全員が授業研究(2)へ読替え希望し
た。この点について,検討したい。

参加者の時間的制約に応えるた
め，説明講義をビデオ化して事前
に視聴できるようにし，当日は模
擬授業のみを行うことにした。事
前課題作成(1.5H)研修当日(1.5H)
で必修4時間として認定。今年度
は,授業研究(2)への読替えはしな
いこととしたが,受講者は増え
た。

事後アンケートからは,大変満足
できたが大勢を占めた。「別の講
義について学び，自分自身の講義
を向上させることが出来た」など
の回答が多く,期待以上の成果が
得られ,成果に繋がったと考えら
れる。講義部分を事前視聴とした
ことについては,全ての参加者か
ら「今後も続けてほしい」との回
答を得ている。

説明講義ビデオの翻訳化。 1.有 1.向上した

1．教育 － 授業研究（１） ● ○
教育支援グルー
プ

＜授業参観・研究会＞授業を参観することにより，授業運
営の基本的な方法を理解してもらう。また，参観終了後に
事後研究会を開催し，授業を進める上での工夫や課題等に
ついて意見交換を行い，参観者の授業改善に役立ててもら
う。

新任教員研修プログラムの対象教員 随時 各部局等 23 23 23
必修研修だが受講者が少ないのが課題。次年
度以降,研修の趣旨,実施方法などを再度周知
する。

教養教育本部主催の「教養教育授
業参観・研究会」の開催通知文に
本研修との読み替え可能について
特記し周知した。(今年だから
ターム制導入のため,機会は4回に
増えた)

実施報告書から，自分自身の授業
の改善点などを感じている事が伺
える。

必修研修だが受講者が少ないのが
課題。次年度以降,研修の趣旨,実
施方法などを再度周知する。実施
要綱を翻訳(英語)し,外国人教員
へ対応する。

2.無 4.不明

1．教育 － 授業研究（２） ● ○
教育支援グルー
プ

＜授業公開(事前・事後研究会あり)＞
新任教員が実際に教壇に立ち，質の高い授業を展開できる
よう，事前・事後研究会付きの授業公開を実施する。実施
にあたっては，各教員会の主導のもと，①事前研究会(授業
案の作成を含む)，②授業公開，③事後研究会(授業参観者
による研究会)を開催し，授業改善を組織的に支援する。

新任教員研修プログラムの対象教員 随時 各部局等 2 2 2

必修研修だが受講者が少ないのが課題。着任
後2年目以降を想定しているが受講者が少な
く,次年度以降研修の趣旨,実施方法などを再
度周知する。

今年度から,選択必修研修とし
た。

実施報告書から，自分自身の授業
の改善点などを感じている事が伺
える。

受講者が少ないのが課題。次年度
以降も研修の趣旨,実施方法など
を再度周知する。

2.無 4.不明

1．教育 － PBLワークショップ ● ○ ○
教育支援グルー
プ

参加者が学習者として実際にPBLの進行を体験することで，
学生参加型授業の実施に役立てるとともに，領域横断型の
編成で実施するハーモナイゼーションPBLの効果を体感し，
幅広い視野やコミュニケーション能力に支えられた汎用性
の高い問題解決能力を身につける授業方法を習得すること
を目的とする。

過去のPBLワークショップ参加者,PBL実
施経験者(特任教員の方，学外の方を含
む),
「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員

教育学研究科 3/21-22

今回のワークショップへの参加は，学内4
名，学外3名と例年以上に少なく，本ワーク
ショップの今後の継続ならびに広報について
も再検討する必要

1．教育 －

ティーチング・ポート
フォリオ/アカデミッ
ク・ポートフォリオ作
成ワークショップ

● ○
教育支援グルー
プ

参加者自身がこれまでの教育・研究等の業績をポートフォ
リオとして整理し、今後の改善に役立てていくことを目的
とする。

「広島大学新任教員研修プログラム」
の対象となる新任教員、ティーチン
グ・ポートフォリオ、アカデミック・
ポートフォリオに興味・関心のある教
員

9/13
総科談話
室,J301～J304

5 5 5

期間を短縮したにも関わらず参加者は1名増
えただけであった。本学ではTP・APが人事に
利用されることが無く、作成するモチベー
ションが沸かない、というのが理由であると
推察される。今後、WSを継続すべきか否か議
論が必要である。

昨年に引き続き，受講しやすさに
配慮し，1日開催とした。事前課
題作成にBb9(動画教材)を利用す
る等,工夫した。

従来3日間で行ってきたWSを昨年
同様,今年度も1日に短縮して実施
した。参加者からは,「普段、時
間をかけて、自分の仕事への取り
組みを省察することはないので、
仕事の内容や悩みの棚下ろしがで
きて良かった」等の感想が寄せら
れており、活動の省察に役立つWS
になったと感じている。

昨年度は4名,今年度の参加者は1
名増え5名であった。本学では
TP・APが人事に利用されることが
無く、作成するモチベーションが
沸かない、というのが参加者が少
ない理由の一つであると推察され
る。過去にTPを作成した教員へAP
作成の案内を強化するなど,周知
方法を工夫する。

1.有 1.向上した

1．教育 － ICTを用いた授業の方法 ● ○ ○
教育推進グルー
プ（eラーニング
推進会議）

授業においてICTを活用し，学生に主体的な学修を促すため
に必要な知識及び本学におけるICT環境や支援体制の情報を
提供し，授業方法の工夫改善に役立てることを目的とす
る。

教職員（ＩＣＴの教育利用について興
味のある者）

東広島地区
5/11，霞地区
10/5

総合科学部
J305教室，
医学部基礎講
義棟1階 第1情
報端末室

20 20 20
受講者が少ないため，次回開催する場合は，
実施時期や内容，周知方法を改善したい。

昨年度の課題・改善策に対して，
今年度は特に霞地区での広報活動
に力を入れた。具体的には霞地区
における教授会や委員会を通じて
FD開催の広報を行った。その結
果，昨年度の受講者数は３名で
あったが，今年度は１３名とな
り，受講者数の増加につながっ
た。

事後アンケートでの満足度は高
く，今後，授業改善に役立つこと
が期待される。

霞地区の受講者数は増加したが，
一方で東広島地区の受講者数が減
少したため，来年度については，
両地区受講者数が確保できるよ
う，周知方法の改善を行う。

1.有 2.変化なし
新任教員研修プログラムの一
部（選択必修2.5時間）として
も提供

平成28年度　広島大学研修実施状況一覧
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

1．教育 －
英語による授業実施の
ためのFD

● ○ ○
教育支援グルー
プ

専門領域において英語による様々な学習活動を取り入れる
方法について学ぶ

本学教員（文系理系を問わず），TA学
生(本研修に関心のある方)

東広島(9/26),
東広島外部講師
(12/1),霞外部
講師(3/6),霞外
部講師(3/25)

9/26(本部棟4F
会議室)
12/1(教育学研
究科　L204)
3/6,3/25(社会
医学棟セミ
ナー室１)

45 45 45

受講者の満足度は高い。実施期間については
前年度より短縮したが,やはり連日の受講は
困難との声が多く，今後の課題である。今後
の実施方法,講師の依頼先について検討した
い。受講者数を増やしつつ、費用を抑えるこ
とも必要である。本学は、スーパーグローバ
ル大学にふさわしい大学になるべく、様々な
施策を展開している。本研修会も、その施策
の1つである。それにもかかわらず参加者数
が少ないことは大いに問題である。本学教員
が積極的に参加したくなるような研修を開催
していきたい。

今年度から,必修研修とした。積
極的に参加したくなるような研修
を開催するため外部講師を依頼。
東広島,霞それぞれ複数回の研修
を予定している。

必修研修となったことも影響し,
受講者は大幅に増えた。

新任教員に必要な(スーパーグ
ローバル大学にふさわしい大学に
なるべく有益な)研修の内容,およ
び実施方法の検討。外国人教員を
対象とした研修内容の検討。

1.有 4.不明
東広島,霞それぞれ2回,計4回
実施する予定であるが,現時点
で東広島開催の2回を実施済。

1．教育 － CALL教室活用セミナー ● ○ ○ ○
外国語教育研究
センター

広島大学CALLシステムの説明，デジタル教材の作り方・使
い方などについて紹介し，センターが所有しているCALL教
室を学内外の人に広く知ってもらうことを目的とする。

教員，職員，学生 2/22
東広島キャン
パス

昨年からの課題である、オンラインによるア
ンケートを実施したい。CALL教室以外に、
ノートパソコンの必携化にも対応したノウハ
ウを扱いたい。

1．教育 －
大学入試制度改革と本
学の入試実施状況

● ○ 入試グループ

近年の大学入試制度改革及び本学における入試実施状況並
びに入学者の高校及び大学での学習状況等について講義を
行い，もって新任教員の今後の教育活動に役立てることを
目的とする。

新任教員研修プログラムの対象教員 8/1
東広島キャン
パス及び霞
キャンパス

33 33 31 2

研修内容が入試関連の専門的内容になるた
め，病院勤務者の参加の有無については検討
が必要である。また，霞の会場については場
所が分かりにくかったため，次回以降は会場
の変更等を視野に入れたい。

参加対象者を「学部教育に携わる
教員」とした（その他希望者も含
む）。また，霞会場は普段会議等
でも使用している部屋を使用し
た。

研修の目的に「本学教員として
知っておいていただきたい本学入
試，学生募集及び高大接続の取組
に関する基本的な情報を提供す
る」とあるように，今後学部教育
に携わりうる教員に対して研修を
行うことができた。

昨年度より霞地区の参加者の割合
が大幅に増加した。このような場
合に対応するため，来年度以降は
収容数等を考慮して霞地区の会場
を設定する必要がある。

1.有 2.変化なし

1．教育 － ＩＤＥ大学セミナー ● ○ ○ ○ 総務グループ

中国・四国地区における，大学を中心とする高等教育の充
実・発展に貢献することを目的とし，「授業（教育）改
善」，「自律的学習」など，教育内容等の改善をテーマと
して開催している。

中国・四国地区の大学その他教育機関
に勤務する教職員

8/29
ホテルグラン
ヴィア広島

80 27 13 14 53
基調講演，事例報告，総括討論の所要時間等
全体スケジュールの見直しを行う。

これまで，基調講演１名，事例報
告２名で講演を行っており，今回
も同様な構成で，時間配分の見直
し行う予定であったが，急遽，基
調講演２名，事例報告１名とな
り，総括討論の所要時間が少なく
なってしまった。

受講者アンケートの結果では，概
ね有意義との回答が９割程度あっ
たことから，研修目的としては十
分に成果があったと思われる。

所要時間等の見直しを引き続き検
討する必要がある。
また，開催会場について費用対効
果の検証も必要である。

1.有 2.変化なし
ＩＤＥ大学協会中国・四国支
部との共催

1．教育 －
高等教育研究開発セン
ター公開研究会

● ○ ○
高等教育研究開
発センター

高等教育の質保証に関する内外の先端的事例を聴講するこ
とを通して，大学改革について 新の情報を得ることを目
的とする。

教員，職員
随時
4/15,6/1,6/27
，1/21

高等教育研究
開発センター

44 32 19 1 12 12
学内のセンター外部局からの参加者が少な
い。研究会の内容紹介を工夫するなど広報を
工夫する必要がある。

今年の前半はサーバーの不具合で
ホームページが機能しておらず，
広報が上手くできていなかった。
後半は広報も可能になったが、外
部者の参加が十分とはいえない。

どの研究会においても，参加者間
の活発な討論が行われ，研究会の
テーマを深く理解することができ
ていた。

学内のセンター外部局からの参加
者が少ない。研究会の内容紹介を
工夫するなど広報を工夫する必要
がある。

2.無 2.変化なし

1．教育 －
高等教育研究開発セン
ター高等教育公開セミ
ナー

● ○ ○
高等教育研究開
発センター

大学職員向けの入試選抜、学士課程教育、管理運営、財務
について内外の広い視野から基礎的知識や技能を身につけ
ることを目的とする。

高等教育に関して基礎的な知識習得を
希望する者

8/18,19
高等教育研究
開発センター

21 8 1 6 1 13
参加者の多くは大学運営の経験者であるた
め、各参加者の興味を満たすためには、でき
るだけ双方向的な講義の方法が求められる。

各講師は、双方向的な講義に心が
けてはいたものの、課題にも示さ
れた通り、「もう少しディスカッ
ションの時間がほしい」との意見
が残っている。この点を講師間で
共有し改善していきたい。

この度の研修会の主テーマである
大学のガバナンスを取り巻く大学
諸問題について、研修会参加者と
共有することができた。

「もう少しディスカッションの時
間がほしい」「内容の重なりを避
ける」「朝早くからの研修会は避
けてほしい」などの意見があっ
た。これらのことを教員間で共有
して改善していきたい。

1.有 1.向上した

1．教育 －
高等教育研究開発セン
ター研究員集会

● ○ ○
高等教育研究開
発センター

高等教育政策に関する 新のテーマについて基調講演とパ
ネルデイスカッションから構成される。政策動向について
センター研究員、学内教職員と認識の共有化をはかること
を目的とする。

教員，職員 10/27
学士会館レセ
プションホー
ル

61 36 16 8 12 25

午後からの開催だったため、質疑応答の時間
が少し足らなかった。発表者を減らしたり、
午前中からの開催にするなど検討が必要であ
る。

この度も開催は午後から実施し
た。質疑応答の時間は十分とはい
えなかったが、内容の濃い研修会
であった。

アンケート結果から、多くの参加
者が満足していることが確認でき
た。

午後からの開催だったため、質疑
応答の時間が少し足らなかった。
発表者を減らしたり、午前中から
の開催にするなど検討が必要であ
る。

1.有 1.向上した
ＩＤＥ大学協会中国・四国支
部と本学の共催

1．教育 － QTA資格取得研修会 ● ○ ○ ○
階層的TA制度導
入準備ワーキン
グ

クオリファイド・ティーチング・アシスタント（QTA）とし
て広島大学の教育活動に関わることを希望する学生を対象
に，教育を支援するとはどういうことかを実践的に学ぶこ
とを目的としている。

平成28年度にQTAを目指す学生（学部4
年生・大学院生）,教職員

4/6,5/7,5/16,
9/21,10/3

東広島：教育
学研究科、生
物圏科学研究
科；霞：医学
部

696 695 2 693 1

H28.4から制度が開始されるため，急いで研
修会を計画することとなり，学内通知から申
し込みまでの期間が短かった。H28.4にTAサ
ポートデスクが設置されることから，余裕を
持って研修計画を立て，学内周知に努める。

TAサポートデスクの設置に伴い、
特に全学への研修会開催に関する
周知が徹底するように行われた。
申込時期と延長と申込方法の多様
化を実施し、研修会の企画・運営
が前年度に比べてスムーズになっ
た。また、必要に応じて、研修会
回数を増やした。9月までに計8回
（東広島キャンパスと霞キャンパ
ス）行った。

多くの学生がQTA資格を取得する
ために参加した。実施回数の増加
につれ、参加者数が減ってきてい
るが、少人数向けの研修会スタイ
ルも必要に応じて採用しており、
多様なニーズに対応できるように
なりつつある。

申し込んだ学生が出席していない
状況も多く発生している。改善策
として,申込の段階で、申込者に
対して出席するよう注意喚起を徹
底する。

1.有 4.不明
アンケート実施は本年度5月か
ら実施するようになった。

1．教育 －
TA研修会(実践編)
　　(学生・教員対象）

● ○ ○ ○
教育支援グルー
プ

新制度を活かした授業設計と運営のために、どうTAと働く
かについて考える機会を設けることを目的に開催した。

TAを雇用しているまたは雇用する予定
のある教員，TA学生(特に将来大学教員
としてのキャリアを目指す方，大学教
育に関心のある方)，その他参加を希望
する教職員，新任教員研修プログラム
の対象教員で参加希望者

12/2

東広島(本部棟
2階会議室),霞
(社会医学棟セ
ミナー室2)

16 16 6 2 8
H28年度から設置されるTA研修センターとFD
部会において，本研修をどう取り扱いFDとし
て実施していくかが課題である。

研修内容の提案および当日の進行
役等,TAサポートデスクとFD部会
の共催で開催した。

教員とTAがともに授業を作ってい
くために活発な意見交換がおこな
われた。

教員の参加者を増やす工夫が必要
である。周知方法を含めて検討す
る。

1.有 2.変化なし

2．研究 － 研究力強化概論 ● ○ 研究企画室

本学の研究力に関する現状を理解し，本学が掲げる研究力
に関する理念・目的を共有する。そのうえで，発表雑誌や
自らの研究力を様々な指標を用いて図る手法を習得すると
ともに研究費の獲得などについても理解する。

新任教員研修プログラムの対象教員 12/19

学士会館レセ
プションホー
ルおよびTV会
議

76 76 70 6
具体性に欠ける、分野の特性に応じていない
との声あり。しかし、概論である以上改善は
困難か。

動画による補講を実施

今年度は特に大学ベンチマーキン
グなど関連性の深い話題を提供す
ることができ、アンケート等から
も情報の提供は十分に行えている
と考える。

具体性に欠ける、分野の特性に応
じていないとの声あり。しかし、
概論である以上改善は困難か。

1.有 2.変化なし

2．研究 － 研究マネジメント研修 ● ○ 研究企画室
安全・環境管理，研究倫理，共同利用施設・機器の利用，
学術データベース等図書館利用，学術支援（URA）の利用な
どを理解する。

新任教員研修プログラムの対象教員 12/20

学士会館レセ
プションホー
ルおよびTV会
議

65 65 62 3 e-learning化を求める声があり

・動画による補講を実施
・講師の都合もあり、TV会議シス
テムにより両キャンパスを主会場
に実施。
・より具体的な内容を求めるアン
ケートに応じて、今年度は研究者
としてのキャリアについての体験
談を試行的に盛り込んだ

・アンケートからは、今年度試行
的に実施した教員キャリアの体験
談は、特に評価が高かった。

タイムマネジメントの不備につい
ての指摘あり→プログラム検討時
に留意する。

1.有 1.向上した

2．研究 － 研究費獲得研修 ● ○ 研究企画室
科研費，共同研究等外部資金の獲得方法及び外部資金を
使った研究活動の進め方を理解する。

新任教員研修プログラムの対象教員 未定
法人本部棟4F
会議室および
TV会議

e-learning化を求める声があり

2．研究 －
DP・DRによるリレーセ
ミナー

● ○ 研究企画室
DP・DRに選定された研究者から研究に関する様々な情報を
聞くことによって，研究力アップを図る。

新任教員研修プログラムの対象教員 通年

中央図書館ラ
イブラリー
ホールおよび
TV会議

- -

2．研究 －
科学研究費助成事業学
内説明会

● ○ ○ 研究企画室
科研費公募要領における主な改正点，科研費の概要，応募
書類の書き方等の説明

教員，職員
9/13
9/21
9/27

東広島キャン
パス及び霞
キャンパス

267 267 243 24
数名，外国人の参加者がいたため，日本語が
理解できていない場合には英語での対応も求
められる。

説明会には研究企画室URAに対し
て可能な範囲で同席いただくよう
事前にお願いした。終了後に設け
ている個別相談において，URAと
共に概要についてのフォローを
行った。
英語での対応として、別途外国人
向け科研費説明会「KAKEN-HI
information session for
international faculty
members」を実施した。

アンケート結果は昨年に引き続き
概ね良好であった。

資料が説明会の説明時間に比して
膨大であるため，特に若手に対し
ては説明のペースが早すぎる傾向
にある。スライドの枚数を減らし
ポイントを絞って資料作成する等
の対応が求められる。

1.有 2.変化なし

2．研究 －

 KAKEN-HI information
session for
international faculty
members
（外国人向け科研費説
明会）

● ○ ○ 研究企画室
英語で科研費計画調書を作成する研究者向けに、計画調書
の作成の基礎のセミナーを実施する他、採択された計画調
書の閲覧、研究者との質疑応答・情報交換を実施する。

教員、職員 8/22

法人本部棟2F
第一会議室
（霞キャンパ
ス臨床管理棟
3F第一会議室
とTV会議）

27 27 19 8 - -

英語での科研費獲得を目指す研究
者に、直接情報を伝えることがで
きた。またこの説明会を通じた情
報提供により、他の取組の周知、
参加にもつながった可能性があ
る。

英語による情報提供の充実が求め
られた。特に、より洗練された冊
子体による情報提供を求める研究
者が多かった。
また計画調書のプルーフリーディ
ングの希望者も多かった。これに
ついては、計画調書の英語での確
認については従来より実施してい
るが、平成28年度からはURA相談
窓口として充実を図る。

1.有 4.不明

2．研究 －
科研費申請に係る助言
制度

● ○ ○ 研究企画室
科研費の獲得実績が豊富な教員等が応募者の研究計画調書
に対して助言を行うことで，科研費の獲得増を目指す。

教員，職員 9月 － 32 32 32

例年，来年度も継続の科研費があり，助言に
専念できる教員等に助言者登録いただいてい
たが，今年度は約50名（例年100名以上）の
みとなり，助言希望者と助言者の専門の調整
が困難であった。そのため助言者登録されて
いない教員へ個別に助言依頼を調整する等の
対応が求められたため，来年度は継続の科研
費がない教員にも助言者登録いただく等，対
応が必要かと思われる。

助言者登録については，前年度の
反省を踏まえ，次年度に継続して
いる科研費を保有している研究者
ではなく，現時点で科研費を保有
している者を対象とした。そのた
め助言者は約80名と，前回より30
名増加したため一定の成果はあっ
たものと思われる。

今年度の採択結果は平成29年4月
以降となるため，現段階での成果
は不明だが助言希望者からの反応
は良好である。

特になし（受講者の満足度も高
く，検証の結果，次回も同様に開
催予定のため）

2.無 4.不明

2．研究 －
科研費「研究計画調
書」執筆リトリート

● ○ ○ 研究企画室

科研費「研究計画調書」の作成に集中する環境をリトリー
トとして提供し，更にアドバイザー（現役シニア教員），
研究企画室URA及び科研費事務担当者による個別相談を受け
付けることで，「研究計画調書」の質を高め，科研費の獲
得増を目指す。

教員，職員
9/12,13
10/1,2,3,4

東広島キャン
パス（学士会
館）及び霞
キャンパス(薬
学部　多目的
室)

43 43 43

数名，外国人の参加者がいたため，日本語が
理解できていない場合には英語での対応も求
められる。
また，計4回ともすべて土日に実施したが参
加者数が少なかったため，来年度は開催日
時，内容等の検討が必要かと思われる。

英語対応として、学内周知を日英
両方とした。また、調書作成のコ
ツをまとめた英語冊子を閲覧用に
用意した。東広島の開催日は月・
火に変更、霞ではそのまま土・日
開催。昼食手配は止め、飲み物と
スナックは一人100円の寄付制に
して提供した。

アンケート結果は昨年度と同様に
良好であり、研究室から離れ、他
の日常業務を忘れて調書作成に専
念できることが、高く評価され
た。

参加者は昨年に引き続き、一日あ
たり10名前後に止まった。「いろ
は」や部局宛の周知メールだけに
止まらず、ポストへのチラシ投函
なども含めた地道な事前周知の方
法を模索する必要がある。

1.有 2.変化なし

2．研究 －
女性研究者のための研
究資金獲得実践セミ
ナー

● ○ ○ 人事グループ
独立した研究者として，必要な研究費が獲得できるノウハ
ウを，2回のワークショップを通して体得することを目的と
する。

教員，学生 7/22，9/2

法人本部棟4F
会議室及び霞
地区歯学部小
会議室（TV会
議）

16 16 9 2 5 -

2回のワークショップのうち，2回
目は個別相談を開催した。相談時
間を30分間程度（従来は15分間程
度）とし，講師から懇切に指導を
していただいた。

受講者アンケートから，セミナー
を受講して外部資金獲得に向けて
研究意欲が高まったという感想が
多く見られ，外部資金獲得のノウ
ハウを体得する一助になったと思
われる。

2回目の個別相談の実施時間を30
分間にしたが，時間が不足しがち
で，後にずれ込んでしまった。開
催時間は限られるので，今後は制
限時間の中で調整していく方策を
考えたい。

1.有 4.不明

昨年度，本セミナーを開催し
ていないので，昨年と比較し
た受講者の満足度等の向上の
有無欄は不明にしておりま
す。

2．研究 －
ライティングセンター
セミナー

● ○ ○ ○
ライティングセ
ンター

広島大学の国際発信力の向上を支援し、教育・研究の総合
的な機能強化を図ることを目的として、アカデミックライ
ティング（英語論文作成等）やプレゼンテーションスキル
などをテーマとしたセミナーを行う。

教員・職員・学生

7/8, 7/19,
7/20, 8/24,
9/5, 10/21,
11/16, 12/8,
2/21, 3/3

東広島キャン
パス及び霞
キャンパス

448 424 134 67 223 24
オンラインセミナーの受講方法について、質
疑や録画について検討を要する。

著作権の確認と講演者の許諾が撮
れたものについて、セミナーの録
画を行った。動画は広島大学の
Youtubeチャンネルから公開して
もらうように広報グループに依頼
している。

アンケート回答者（405人）の59%
が「役に立つ」、37%が「やや役
に立つ」と回答しており、参加者
の満足度は高い。また、年間9回
のセミナーで英語論文作成やプレ
ゼンテーション、ソーシャルネッ
トワーキングなど幅広いテーマを
取り扱っており、研修の目的を十
分に達成している。

より多くの人が参加できるように
時期や時間帯、開催場所などを検
討する必要がある

1.有 2.変化なし
3/3のセミナーはまだ実施して
いないため参加者数をカウン
トしていない。

6
0



カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

2．研究 －
広島大学・技術移転セ
ミナー

● ○ ○ ○

産学・地域連携
センター
社会連携グルー
プ

国内外における知財と技術移転の動向を学ぶ
大学教職員，学生,公的機関や企業の研
究開発,知財担当者

2/17
医歯薬保健学
研究科

15 15 14 1
クローズドで行ったため、関係者のみの参加
となった。オープン・クローズドの二部制と
することを検討する。

今回も研修内容から、クローズド
で行った。

当該分野の実務に生かすことので
きる 新情報を得た。

診察を担当する研究者も多数受講
できるような開講時間を検討す
る。

2.無 4.不明

2．研究 － 知財基礎研修 ● ○ ○
社会連携グルー
プ

知的財産の基礎知識や、広島大学の関連規則等について，
解説を行う。

契約業務に携わる教員，職員 9/27
医歯薬保健学
研究科

17 17 10 7
学生の参加が無かったため、今後はより広く
参加者を呼びかける

教員に周知を図ることにより、学
生への指導を期待する。

当該分野の実務に生かすことので
きる 新情報を得た。

診察を担当する研究者も多数受講
できるような開講時間を検討す
る。

2.無 4.不明

2．研究 －
広島大学・英文契約研
修

● ○ ○ ○

産学・地域連携
センター
社会連携グルー
プ

海外機関等と英文契約締結に際する基礎的および実践的知
識の習得のために、米国特有の法令や、 近の重要判例の
解説等を行う。

海外機関との契約業務に関係する学内
外の教員，職員

3月開催予定 広島市内 十分余裕のあるスケジューリングとする。

講師は顧問弁護士を予定
研修対象は当該分野の基礎知
識を有する者
年度内開講予定ですが現在未
開講。

2．研究 －
広島大学女性研究者ス
キルアップ交流会

● ○ ○ ○ 人事グループ
女性研究者の活躍促進のために，女性研究者の研究コミュ
ニティーづくりとネットワークの強化を目的とする。

教員，職員，学生 7/22
霞地区歯学部
小会議室

6 6 3 3

今年度は，講師のひとりとして外国人の先生
をお迎えしての交流会となった。言葉の対応
について事前に検討したが，当日はスピーチ
の概要等について周囲の者が英語や日本語で
説明するなどし，支障はなかった。

今年度は，No.34のセミナー終了
後，医療系の女性研究者や大学院
生のネットワークづくりを目的に
少人数で実施した。

自身の研究分野以外に相談ができ
る環境が構築できたといった感想
があり，ネットワークづくりの一
助となったと思われる。

構築されたネットワークを盤石に
していくため，女性研究者のキャ
リアアップやスキルアップの支援
策について，開催方法等を引き続
き検討していきたい。

2.無 4.不明

女性研究者キャリアアップセ
ミナー
昨年度とは全く異なる形式で
実施したため，昨年と比較し
た受講者の満足度等の向上の
有無欄は不明にしておりま
す。

2．研究 － 動物実験講習会 ● ○ ○
動物実験委員会
学術支援グルー
プ

動物実験に関連する法律やガイドライン等を学び、安全管
理だけでなく倫理的にも適切で、かつ有効な動物実験を実
施するため。

教員，学生
（希望者によっては職員）

東広島：
4/12，11月2日
霞：4/21，
7/20,10/28

東広島:生物生
産学部C206
霞：医学部第4
講義室,医学部
第5講義室

404 404 34 37 333
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いため。）

特に無し
大きな問題等はなく、適切な動物
実験が実施されている。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないため。）

2.無 4.不明

2．研究 －
遺伝子組換え生物等使
用実験安全講習会

● ○ ○

組換えＤＮＡ実
験安全委員会
学術支援グルー
プ

遺伝子組換え生物等使用実験と、それを規制するカルタヘ
ナ法について 低限の知識と遵守すべき事項等を学び、適
切で安全な遺伝子組換え生物等使用実験を実施するため。

教員，学生
（希望者によっては職員）

東広島：
4/15,20,28，
9/28，10/6，
14
霞：
4/18,22,26，
7/11，9/27，
10/3，13

東広島：生物
生産学部C206,
理学部E002
霞：医学部第
4，5講義室

563 563 76 72 415 13
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いため。）

特に無し
大きな問題等はなく、適切な組換
えDNA実験が実施されている。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないため。）

2.無 4.不明

2．研究 －
広島大学研究倫理教育
講習会

● ○ ○ ○
学術支援グルー
プ

「広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する
規則」や研究活動に係るガイドライン等、また「広島大学
における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する
規則」を学び、再確認することで、適切な研究活動を実施
及び推進するため。

教員，職員，学生

東広島：
8/29，
9/7,11/25,12/
12,12/14
霞：9/8,12/20

東広島：総合
科学部
L102,L201,法
人本部棟4F会
議室,工学部
220講義室
霞：医学部第5
講義室

334 334 38 56 240
受講できなかった研究者がいるため、別途所
属部局等で講習会を開催する必要がある。

部局に対し講習会用の講義DVD及
び資料を配布する等、受講機会の
増加に努めた。

教員や研究者以外にも多くの大学
院生が受講し、研究倫理の普及に
つながった。

受講できなかった研究者がいるた
め、別途所属部局等で講習会を開
催する必要がある。

2.無 4.不明

2．研究 － 研究倫理教育講習会 ● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部研究支援グ
ループ

「広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する
細則」により，全ての研究者に受講が義務付けられている
研究倫理教育のうち，霞キャンパスに所属する者を対象と
するもの。適切な研究活動，不正防止について学ぶ。

霞キャンパスに所属する研究に関わる
者

7/19,10/14,1/
23

霞キャンパス 411 377 60 237 80 34
特になし（研修の性格上，内容を大きく変更
する必要がないため）

-

「広島大学における研究活動に係
る研究倫理教育に関する細則」に
則り，学術支援グループが実施し
た太田研究企画担当副理事による
研究倫理教育講習会の録画ビデオ
を用いた講習会を定期的に実施
し，受講機会の確保に努めた。

特になし（研修の性格上，内容を
大きく変更する必要がないため）

2.無 4.不明

2．研究 － 寒剤利用・保安講習会 ● ○ ○ ○

自然科学研究支
援開発センター
低温・機器分析
部門　低温実験
部

寒剤（液体ヘリウム，液体窒素）を取り扱う上での注意事
項や基礎的な技術を習得し，寒剤を安全に無駄なく使用で
きるようにするため。また，低温実験部を利用する際の注
意事項やルールの習得。

東広島キャンパスで寒剤および低温実
験部を利用する教員，職員，学生

4/6，4/14，
5/19, 10/20,
10/26

理学部E-102，
理学部H-204，
理学部C-212

284 284 9 6 269
無し
研修の性格上特段の改善を要さないため

特になし
平成28年4月から平成29年2月ま
で，事故なく安全に寒剤の取扱い
が出来ている。

無し
研修の性格上特段の改善を要さな
いため

2.無 4.不明
資料は既に一部分英語と日本
語を併記している。

2．研究 －
機器使用に関する講
習・セミナー

● ○ ○ ○

自然科学研究支
援開発センター
生命科学機器分
析部

機器、ソフトウェア等の新規導入時に、操作方法、メンテ
ナンスおよび安全確保について利用者に周知徹底させ、利
用ニーズの開拓、知識・応用スキルの向上を図ることを目
的とする。

教員，職員，学生

随時
4/27-28
7/5-6
8/4-5,23,29
11/24-25

霞キャンパス 216 209 7
技術、アプリケーションは常に更新している
ので、 新の情報を研修で提供する必要があ
る

・ユーザーから事前アンケートを
とり、個々のニーズに応える内容
にしたことで、より研究に沿った
新情報の提供ができた。

・操作説明とともに技術、アプリ
ケーションの 新情報を提供し
た。

機器利用初心者へは、操作説明で
機器利用への定着をはかり、すで
に利用しているユーザーへは 新
の機器情報を提供し更なるスキル
アップへ貢献できた。

常に更新している技術、アプリ
ケーションの 新情報を提供する
とともに
分析部機器の学内周知をはかり、
研究支援へつなげていく必要があ
る。

1.有 1.向上した
英語資料については必要に応
じて用意する。

2．研究 －
ヒトゲノム・遺伝子解
析研究に関する倫理等
に関する研修

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部研究支援グ
ループ

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」によっ
て、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に携わる全ての研究者に
受講が義務付けらている教育研修であり、生命倫理、研究
倫理について学ぶことで、適切かつ安全な研究実施に資す
ることを目的とする。

教員，職員，学生
4/13,5/27,6/2
0,7/21,10/4,1
0/27,11/21

霞キャンパス 245 244 25 55 164 1
特になし（研修の性格上，内容を大きく変更
する必要がないため）

-

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に
関する倫理指針」に則り,外部有
識者を招き研修を実施した。２回
目以降は録画ビデオ研修として定
期的に研修会を実施し，222名の
研究者等が受講した。

特になし（研修の性格上，内容を
大きく変更する必要がないため）

2.無 4.不明

2．研究 －
広島大学再生医療等委
員会委員教育・研修

● ○
霞地区運営支援
部研究支援グ
ループ

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」に
よって、認定再生医療等委員会委員に義務付けられている
教育・研修であり、再生医療等提供計画につい対して、適
切な審査を行い、的確な意見を述べることに資することを
目的とする。

再生医療等委員会委員 12/26 霞キャンパス 14 8 6 2 6
特になし（研修の性格上，内容を大きく変更
する必要がないため）

-

中四国厚生局担当専門官を招き，
再生医療に関係する法制度・提供
に必要な手続きについて講義を受
け，再生医療等提供計画の審査等
の質の向上に資することができ
た。

特になし（研修の性格上，内容を
大きく変更する必要がないため）

2.無 4.不明

2．研究 －
放射線業務従事者に対
する教育及び訓練

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部研究支援グ
ループ

放射線障害防止法に定めるところにより、放射線障害予防
規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するため
に必要な教育及び訓練を行う。

教員・職員・学生
4/21,5/2,5/10
,5/11,10/17,1
0/18，10/19

霞キャンパス 202 202 64 24 114

年々増加しつつある外国人受講者のために英
語版教育訓練テキストを作成したい。特に当
施設の予防規程を専門家に作成してもらいた
い。

特になし

「放射性同位元素等による放射線
障害の防止に関する法律」に準じ
て、新規登録者には6時間以上、
継続登録者には1時間以上の講義
を実施した。それにより、放射線
業務従事者は、知識及び技能を習
得することができ、安全に運用が
できた。

外国人受講者のために英語版教育
訓練テキストを作成したい。特に
当施設の予防規程を専門家に作成
してもらいたい。

2.無 4.不明

2．研究 － 安全教育講習会 ● ○ ○ ○

ナノデバイス・
バイオ融合科学
研究所安全教育
講習担当者

研究所利用者に受講を義務付け、安全教育及びクリーン
ルーム利用上の諸知識を習得させることを目的とする。併
せて、情報セキュリティ講習を実施する。

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
の利用者（教員、研究員、事務員、学
生、学外利用者）

10/7, 10/18,
12/8, 12/19

ナノデバイ
ス・バイオ融
合科学研究所

82 81 1
特になし
研修の性格上特段の改善を要さないため

-
研究所利用者には研究所所属の教
職員を含めて年１回の受講を義務
付けており，特に問題はない。

特になし
研修の性格上特段の改善を要さな
いため

2.無 4.不明
講師は教員が担当、英語に対
応可。

3．学生支援 －
メンタルヘルス相談研
修会

● ○ ○
保健管理セン
ター

新任教員を対象に，研修の一環として，学生のメンタルヘ
ルス・発達障害等について理解し，学生支援のあり方につ
いて考える機会を提供することを目的とする。

「新任教員研修プログラム」対象の新
任教員，参加を希望する全教職員

9/5

東広島(本部棟
４階会議室),
霞(社会医学棟
セミナー室2)

91 91 78 13

時間的に長いという声もあった。実際,多忙
を極める教職員にとって３時間の研修に参加
することは困難と思われる。教職員が参加し
やすい形で開催する方法を検討したい。アン
ケート調査結果を今後の取り組みに反映させ
ていきたい。
参加者は部局によってばらつきがあり，どの
部局からも参加してもらえるような方法を検
討したい。

教職員が参加しやすいように、今
年度は１時間半の研修時間で開催
した。プログラムに、本学におけ
る学生の心身の保健管理について
オリエンテーションとなる演題を
追加した。

新任教員に対して、学生のメンタ
ルヘルスに関する基本的知識の伝
達と学内連携についての情報共有
が図れた。教員の参加が増加し
た。

「新任教員研修プログラム」対象
教員の必修研修に位置づけられて
いるので、開催時期を早目に広報
することが必要である。当日参加
できなかった教員のためのビデオ
補講を試行した。

1.有 2.変化なし 広島地区はTV会議

3．学生支援 － チューター研修会 ● ○ ○
学生生活支援グ
ループ

学生の成績評価，学習相談および生活支援等，チューター
業務について理解を深めることを目的とする。

教員（平成29年度入学生担当チュー
ター）
職員（学生支援担当者）

3/15

総合科学部
L102講義室及
び医学部保健
学科208教室
（双方向）

座学で3時間拘束することは長すぎるとの意
見が多かった。時間を短縮，若しくはワーク
ショップ形式で行う等，形式を検討する必要
がある。

3．学生支援 － 学生相談シンポジウム ● ○ ○
保健管理セン
ター

学生と身近に接する教職員を対象に、学生の適応や成長を
支える支援向上のため， 近の学生の特徴を踏まえ，教
育・学生支援をどう実践するかを自ら問いかけ，考えても
らうことを目的とする。

教員（チューター，指導教員，その他
希望者），職員

12/2
教育学研究科
管理棟2階第一
会議室

44 27 11 16 17
霞地区とのTV会議システムを使用したが、ス
ライドがうまく写らなかったため、来年度は
事前準備を適切に行うようにしたい。

今年度はストレスマネジメントの
体験型演習を行ったため、TV会議
システムは使用しなかった。

教職員自らのストレスマネジメン
トの仕方を演習を通じて学ぶとと
もに、悩みを抱えている学生にど
のように対応すれば良いかを学ぶ
ことができた。

参加者が少なかったため，どのよ
うに広報を行うかが課題である。

2.無 1.向上した

3．学生支援 － 学生支援教職員研修会 ● ○ ○
学生生活支援グ
ループ

「学生の規範意識向上のために，大学は何をすべきか！」
をテーマに実例を交えながら，学生の規範意識向上のため
の有効な対策をグループ討論し，参加教職員が学生支援の
あり方について考える場とすることを目的とする。

チューター,指導教員,学生生活担当の
教員,学生支援担当の職員,「新任教員
研修プログラム」対象の新任教員，参
加を希望する全教職員

9/5

本部棟会議室
／医学部基
礎・社会医学
棟セミナー室
２

25 25 12 13 - -

グループ討論を通じて，教員と職
員が学生の諸問題を共有し，協働
で学生の規範意識向上のための対
策を検討することができた。

参加者が少ないことと，研修会で
検討された内容をどのように実施
していくか，課題である。

1.有 4.不明 広島地区はTV会議

3．学生支援 －

メンタルヘルス研修会
生活習慣とメンタルヘ
ルス～プレゼンティー
イズムの改善のために
～

● ○ ○
保健管理セン
ター

学生のメンタルヘルスに関する知識・情報・理解を深め，
早期の対応，支援方法を検討することを目的とする。青年
期にみられやすいメンタルヘルス問題をとりあげ，熟達の
講師を招聘し，講演会を行う。

教員（チューター，指導教員，その他
希望者），職員

2/13

東広島（本部
等4階会議室）
霞（臨床管理
棟2階1会議
室） 東
千田（未来創
世センター４F
ミーティング
るーむ）

72 67 19 48 5

霞キャンパスで実施したため，時間的に東広
島キャンパスの教職員の参加が困難な面もみ
られた。今後は全キャンパスの教職員が参加
しやすい形で開催する方法を検討したい。

全キャンパスの教職員が参加しや
すいように、TV会議システムを利
用して全キャンパスで開催した。

教職員が生活習慣とメンタルヘル
スの関連についての理解を深める
とともに、プレゼンティーイズム
の改善のために必要な生活習慣の
見直しについて学ぶことができ
た。

TV会議システム利用による音声ト
ラブルが生じたため、来年度以降
は事前の対策が必要である。

2.無 1.向上した 広島地区はTV会議

3．学生支援 －
平成28年度規範意識等
に関する学生との意見
交換会

● ○ ○ ○
学生生活支援グ
ループ

学生の規範に関する意識及び意見などを直接聴き有効な対
策を検討すると共に，学生の規範意識の向上を目的として
学生との意見交換会を行う。

学生
前期:7/20
後期:11/11～
12/19

前期:学生プラ
ザ4F多目的
室，歯学部小
会議室（TV会
議），未来創
生センター
ミーティング
ルーム4-1（TV
会議）
後期:各学部

360 360 63 68 229
意見交換会を実施していても，学生の起こす
事件・事故が減らないため，更なる防止策と
なるよう内容の精査が必要である。

学生の事件・事故として起こりや
すいものを取り上げるよう，昨年
度から一部テーマを変更した。

学生が主体的に考え，活発な意見
交換を行うことができた。問題に
対して，学生の意識や実態を知る
ことができた。学生自身が防止策
の提案を行うため，より有効な対
策であると期待できる。

毎回であるが，意見交換会に出席
しない学生へどう規範意識を伝え
るかが課題である。
また，後期は，学部主体で実施し
たが，学部によっては支援室の負
担が大きかったため，主催者側の
意図をしっかり伝え，教員や学生
が積極的に動くよう進める予定で
ある。

1.有 2.変化なし
アンケートは前期のみ実施
後期の参加教員，職員数は，
延べ人数

3．学生支援 － 手話講習会 ● ○ ○ ○
アクセシビリ
ティセンター

県内で活躍している手話通訳士の方と手話ネイティブの方
を講師として迎え，手話への理解を深めることと，視覚的
なコミュニケーションスキルを育むことを目的として学
生・教職員を対象として前期・後期各1回（4時間半）開催
している。実際に手を動かしながら手話の初歩から学ぶこ
とができる。

学生・教職員
7/4（土）
1/2(土）

学生プラザ 40 40 5 35

４学期制への本格移行に伴い、日程調整の見
直しが必要である。日程調整と広報の在り方
が継続的な課題である。
事前リサーチを行って、日程調整および広報
を行いたい。

ポスター作成・いろは掲示・口コ
ミでの紹介等を行った。
日程については、年度毎の検討が
必要。

手話に親しむ機会を提供すること
ができた。毎回少数ではあるが着
実に学内の手話講習経験者を増や
していくことができている。

学内における認知度を向上させる
必要がある。
センター主催の研修をパッケージ
にして広報する方法を検討してい
る。

1.有 2.変化なし

3．学生支援 － 要約筆記講習会 ● ○ ○ ○
アクセシビリ
ティセンター

聞き取りが困難な人への情報支援として、音声を要約して
筆記する要約筆記への需要が高まっている。本講習会で
は、手書きおよびパソコンを使った要約筆記の基本的技能
を修得することを目的として、実習形式での講習会を行
う。

学生・教職員
7/19(土） アクセシビリ

ティセンター
8 8 4 4 - -

職員向けには、初めて要約筆記講
習を開催することができた。情報
保障のニーズ・支援の方法につい
て知る機会を提供することができ
た。

広報・研修に係るマンパワーの確
保に課題がある。
広報については、センター主催の
研修をパッケージにして広報する
方法を検討している。

2.無 4.不明 本年度から新規開催
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

3．学生支援 － ガイドヘルプ講習会 ● ○ ○ ○
アクセシビリ
ティセンター

本講習会では、目が不自由な人や車いす利用者の移動をサ
ポートする方法について解説を行い、演習を通して、ガイ
ドヘルプの基本的な技能の修得を目指す。

学生・教職員 11/12
アクセシビリ
ティセンター

7 7 5 2 - -

職員向けには、初めてガイドヘル
プ講習を開催することができた。
視覚に障害がある利用者への合理
的配慮への対応について疑似体験
機会を提供することができた。

広報・研修に係るマンパワーの確
保に課題がある。
広報については、センター主催の
研修をパッケージにして広報する
方法を検討している。

2.無 4.不明 本年度から新規開催

3．学生支援 －
アクセシビリティ研修
会

● ○ ○ ○
アクセシビリ
ティセンター

ダイバーシティ（多様性）とアクセシビリティに対する理
解を深め、多様な文脈でアクセシビリティについて考える
力を育むことを目的として、演習形式の研修会を行う。

教職員 2/21
アクセシビリ
ティセンター

4 4 4 - -

本年度は初開催ということもあ
り、合理的配慮講習と支援技術講
習の内容の両方を取り扱った。ア
クセシビリティ研修会の内容は今
後拡充していく予定である。

広報・研修に係るマンパワーの確
保に課題がある。
広報については、センター主催の
研修をパッケージにして広報する
方法を検討している。

2.無 4.不明

本年度から新規開催
合理的配慮講習会の実施が困
難になったため、内容を本研
修会に盛り込んだ

3．学生支援 －

広島大学の自然環境と
文化財保護に関する講
演会（環境講演会・文
化財保護講演会）

● ○ ○ ○

総合博物館
総務グループ
学生生活支援グ
ループ

キャンパスに広がる自然環境を知るとともに，史跡や文化
財を身近に感じ，文化財や特に東広島市の歴史について理
解を深め，文化財を含む公共施設に対する意識を高めるこ
とを目的とする。

教員・職員・学生・一般 10/27
中央図書館ラ
イブラリー
ホール

66
総枠的な内容であったので，次回は，東広島
市や広島県を取り上げ，文化財を身近に感じ
る内容としたい。

本学の自然と広島県の文化財につ
いての情報発信することができ
た。関係部署と共催することによ
り，多方面で今後につながる講演
会になった。

キャンパスに広がる自然環境や埋
蔵文化財の活用例など知見を深め
ることができた。また，一般市民
の参加もあり，地域との連携を図
ることができた。

対象である学生の参加を促すよ
う，周知方法が課題である。

2.無 4.不明 参加者の内訳不明

3．学生支援 －
学長と学生との意見交
換会

○
教育支援グルー
プ

より良い大学にするために，学生の声を今後の大学運営
（教育環境，教育方法の改善，学生生活支援，キャリア支
援等）に反映させ教育の質の更なる向上に資することを目
的とする。

学生
12/13（水）

1/18（水）

東広島キャン
パス
霞キャンパス

35 35 35 - -

学生が学長に学生の声を伝えられ
る機会があったことが学生の満足
度を高めた。意見交換の中で、学
生から改善事項等がでたことによ
り各部局で改善及び検討すること
となり、大学運営の質の向上と
なった。

検討の結果特になし 2.無 4.不明
意見交換会の詳細はもみじの
「学生等からの声」へ掲載

4．管理・運営 1．階層別 新採用職員基礎研修 ○ 人事グループ

本学の理念・目標など大学運営の基礎となる事項について
理解するとともに，新採用職員として自己の職務達成に必
要な基本的知識・能力の習得並びにサービス機能及び企
画・立案機能を重視した高度な業務遂行能力を備えた人材
へ成長していくために必要な基礎的能力の習得を目的とす
る。

新たに採用となった一般職員及び技術
職員

4/3－5/13
本部棟会議室
ほか

19 19 19

キャンパス見学等では，キャンパスガイドを
活用するだけでなく，普段立ち入ることが少
ない施設の見学を含めて検討する。また，全
体の講義順についても，再検討する。

研修実施に当たっては，1月頃か
ら講義内容，スケジュールを検討
し，実施した。また，キャンパス
見学にて，放射光科学研究セン
ターを訪問し，本学の特色ある施
設の見学を追加した。

研修後のアンケートでは，研修の
満足度は非常に高く，「職場で生
かせそうか」との設問について
も，全員肯定的に回答しており，
大学構成員として必要となる基礎
的な知識等については，習得させ
ることができていると考えられ
る。

アンケート結果をもとに改善点を
まとめており，来年度実施に向け
て改善事項に対応予定である。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別
新採用職員フォロー
アップ研修

○ 人事グループ

広島大学新採用者基礎研修（以下「基礎研修」という。）
を受講した職員に対するフォローアップとして，職務に取
り組む姿勢など日々の言動を顧みることにより，自己実現
を目指す重要性及びそのために必要な心構え等を再認識さ
せ，執務能力の向上を図る。

平成28年度基礎研修を受講した職員 11/9 本部棟会議室 19 19 19

アンケート結果をもとに検証を行い，研修内
容について，見直しを行った。次回実施時
は，「課題把握」「目標設定」に繋がる内容
に変更を行う。

午前に，新採用職員基礎研修時に
設定した目標に関するワークを実
施し，個別の課題の把握及び目標
設定を行えるよう上司アンケート
の個別フィードバックを行った。
これにより，自身の不足する部分
を把握することができ，またモチ
ベーションアップにもつながっ
た。

ワークや上司アンケートを通じ
て，日々の職務に取り組む姿勢，
言動等を振り返え，今後の参考と
なるよう研修内容を変更した。こ
れらにより，アンケート結果から
は，自身の不足部分等の把握がで
きたとの感想が見られた。また，
経営協議会の傍聴を通じて，全学
的な動きを把握させることができ
た。

経営協議会の議題が難しかったと
の意見が複数見られたので，テー
マに応じて補足説明等を午前に追
加する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別
2年目職員フォローアッ
プ研修

○ 人事グループ

２年目職員に対するフォローアップとして，職務の遂行に
必要な知識，能力及び広範な視野・識見を付与することに
より，執務能力の向上を図るとともに，海外派遣研修への
参加等，大学の国際化に向けた継続的な能力向上への動機
付けを目的とする。

昨年度の新採用職員基礎研修を受講し
た者

5/27
総合科学研究
科講義棟

12 12 12

アンケートから，初めての異動を迎える時期
で，異動のことや，他の部署の業務の話を聞
きたいとの意見があっため，次回は午後の
ワーク時に触れることとする。

「大学の国際化に向けた継続的な
能力向上への動機付け」を目的と
して研修を実施しているため，国
際交流Gや支援室で国際交流担当
となっている職員との意見交換の
時間を設けた。

本学の国際化への対応に関するグ
ループワークとTOEIC（R）IPテス
ト受験からなる研修であり，アン
ケート結果から，大学の国際化に
向けた継続的な能力向上への動機
付けを図ることはできたといえ
る。

アンケートから，国際交流業務に
直接関わっていないことから，GW
の議論が難しいとの意見があった
ことから，研修の構成を再検討す
る。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別 4年目職員研修 ○ 人事グループ
４年目職員に対し，高等教育の動向を中心とした学外情勢
に関する知識を付与するとともに，情報収集能力及び課題
分析力の更なる向上を図ることを目的とする。

職務経験４年目の事務系職員 8/18,19
高等教育研究
開発センター
ほか

10 10 10

午後のワークテーマが，抽象的であったた
め，次回，テーマ設定時留意する。
班分けについて，初日と2日目で変えてほし
いとの意見があったので，次回は変更する。

午後のワークテーマについては，
セミナーで―真に合わせて具体に
設定した。班分けについては，日
程の変更に伴い，変更は行わな
かった。

アンケート等から，セミナーの内
容については，業務に直結はしな
いものの，視野拡大・知識を得る
こと，意識の変化を図ることがで
きたとの意見があり，研修の効果
があったことが伺える。

午前中に，ワークを設定したが，
時間がオーバーしてしまったの
で，次回実施時にはスケジュール
の見直しを行う。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別 中堅職員研修 ○ 人事グループ
職務の遂行に必要な知識，技術，態度及び広範な視野・識
見を付与することにより，中堅職員としての職責を自覚さ
せ，その職務の円滑な遂行を図る。

職務経験が3年以上の事務系職員（主任
は含まない）で，人事グループにおい
て選出する者。

10/19-21
江田島青少年
交流の家　他

30 30 30

実施時期を変更したことにより，前回とは異
なる部署から参加しにくい日程であるとの指
摘があった。次回実施時には再度日程を検討
する。カッター研修に対するネガティブな意
見が合ったため，実施前に目的を再確認す
る。その他，アンケート結果をもとに改善を
行う。

実施時期を若干ずらしたが，今回
は特に実施時期に対する意見は見
られなかった。カッター研修につ
いては，否定的な意見も一定数あ
るが，9割は肯定的な意見であっ
たため，次回も同様に実施する予
定である。

アンケート結果から，「広大の歴
史」「現在の高等教育行政」「広
島大学の改革」の3つの講義を踏
まえ，自分たちの考える「広大の
喫緊の課題」が何であるかを熟考
することにより，研修目的である
「大学全体の課題に対する当事者
意識の更なる向上を図る」ことが
できたといえる（受講者の
97％）。

研修内容については，概ね肯定的
な意見が多かったが，講義の時間
配分についていくつか意見があっ
たため次回実施時に検討する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別 新任主査研修 ○ 人事グループ
仕事の管理や部下の育成に関する基礎的な知識の体系的理
解を通じ，主査の立場，役割を自覚させ，主査・部下，双
方の成長及び組織力の向上を図る。

1新たに主査に昇任した一般職員(他機
関（大学を除く。）の主査クラスに昇
任した者を含む。)
2平成17年～平成26年度実施の「新任主
査研修」受講対象者のうち，当該研修
を受講していない者
3主任で，各グループリーダー・各室長
が推薦する者

6/20-22 本部棟会議室 20 20 20

先輩との意見交換については有益であった
が、「班毎に1名の先輩を交えて」「テーマ
絞って」等の要望もあったため，次回実施時
は、新採研修時同様に手順をある程度定めて
おいて実施する。

先輩職員との意見交換について
は，今回研修内容を見直したこと
により「広島大学の歴史」「平
和」に関する講義に変更した。

講師や内容については、満足度も
高く，部下指導における知識の習
得し，主査の立場・役割を自覚す
る機会となった。また，今回新た
に追加した講義部分についても，
好評であった。

研修内容を見直し，研修期間を長
くした（2.5日→3日）ことによっ
て，研修期間が長いとの意見が多
かった。研修期間の短縮あるい
は，研修実施時期の変更を検討す
る。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別
新任主査フォローアッ
プ研修

○ 人事グループ

新任主査研修を受講した職員に対するフォローアップとし
て，仕事の管理や部下の育成等，主査の立場，役割を再認
識させ，主査・部下，双方の成長及び組織力の向上を図
る。

平成28年度広島大学新任主査研修を受
講した職員

12/7 臨床管理棟 19 19 19

アンケート結果等から，次回の実施内容につ
いては，今回と同様でよいと考えられる。講
義日程について，霞キャンパスでの実施する
ため，昼食時間をずらしてとることとする。

アンケート結果は，昨年と同様に
満足度が高かった。また，昼食時
間については，ずらして対応し
た。

研修の目的に応じて，「新任主査
研修」終了時掲げた目標の振り返
り及び部下育成に関する講義・演
習を研修内で実施し，アンケート
では，「研修で得た知識・技能が
今後の職務に生かせそうか」の問
いに対し，95％が好意的な回答で
あった。

研修内容については，昨年と同様
に満足度高かったため，大きな変
更は予定していない。しかし，研
修受講に関して，業務の都合によ
り研修辞退者があったため，研修
参加に係る取り扱いを整理するこ
ととした。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別 管理職（評価者）研修 ○
総務グループ
人事グループ

管理職（評価者）に，目標管理・人事評価に関する知識や
スキルを習得させ，評価者が共通認識をもって取り組むこ
とにより，目標管理・人事評価制度のより一層の推進を図
る。

1新たに管理職（評価者）に就任した者
2本研修を未受講の管理職（評価者）等
3評価者が推薦する者

4/13
9/21

本部棟会議室
ほか

22 22 2 20
アンケートでは，具体や実例を知りたいとい
う意見が数件寄せられており，質疑応答で具
体的な質問等ができるよう検討する。

9月の研修の際は，実例がイメー
ジしやすくなるようDVD視聴，
ケーススタディを実施した。

アンケートでは，目標管理制度に
関する理解が深まった等の感想が
寄せられ，研修に対する満足度も
高かった。

10月の参加者数が少ないこと，内
容的に管理職になってすぐに受講
した方がよいことから，10月実施
の研修内容を4月の評価者研修
に，一本化することを検討する。

1.有 2.変化なし
4月【目標管理編】
10月【人事評価編】

4．管理・運営 1．階層別
管理職員傾聴スキル研
修

○ 人事グループ
良好なコミュニケーションを実現するために必要となる
「傾聴スキル」を向上させ，職務の円滑な遂行及び組織力
の向上を図ることを目的とする。

管理職員（副理事，支援室長，グルー
プリーダー等），専門員，総括主査及
び支援室長及びグループリーダーが推
薦する者

4/13
9/21

法人本部棟4F
会議室 他

17 17 17
基礎編については，管理職層だけでなく，要
望があれば主査クラスも受講可能にしたた
め，研修名を変更して実施を検討する。

研修名にサブタイトルを付けるこ
とにより，研修内容がよりわかり
やすくなるよう工夫した。

傾聴スキルだけでなく，管理職間
の情報交換・意見交換の機会とな
り、組織内の人的ネットワーク強
化にもつながった。

4月，10月の年2回実施している
が，受講者数が少ないため，隔年
実施を検討する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 1．階層別 マネジメント研修 ○ ○ 人事グループ
国立大学法人等の役員・幹部職員等を対象に大学運営全般
に関わる基本的知識の取得とマネジメント能力の向上を図
る。

役員及び管理職員（副学長，部局等の
長，副理事，支援室長，グループリー
ダー等）

9/16教育研究
組織の改革 ～
社会的要請と
大学改革～
11/18国立大学
におけるIR戦
略

学術総合セン
ター

5 5 3 2

参加対象が，管理職に限定されなくなったた
め，「いろは」による周知に変更したが，参
加者数が昨年度より少なかった。管理職向け
の研修案内時に，管理職に向けて特に周知を
図る。

「いろは」による周知の他，管理
職向けにメールにて研修の周知を
行った。

成果還元が見込まれる，研修テー
マに関連する部署，役職の方が研
修に参加している。

引き続き，管理職級向けに研修案
内を行う。

2.無 4.不明 国立大学協会主催

4．管理・運営
2．スキル開
発

eラーニングライブラリ ○ 人事グループ
eラーニングライブラリのコースを受講することにより，職
務遂行に必要な幅広い知識・スキルを修得し，執務能力の
向上を図ることを目的とする。

一般職員，技術職員，技能・労務職
員，看護職員及び医療職員（契約職員
及び非常勤職員は含まない）で，各室
長・各グループリーダーが推薦する
者。

2月～1月 自宅等 171 171 171
履修ペースが芳しくない受講生も多くいるこ
とから，部署によっては，上長による履修管
理を検討する。

検討の結果，上長による管理は行
わず，履修歓喜のメールの送付，
未修了時の自己負担にて対応する
こととした。

受講する場所、時間、時期が自由
であることに対して評価する声が
多く見られ，講義内容について
も，業務上役立つ知識であるとの
意見が多い。受講者のほとんど
が，研修で得た知識・技能等は今
後の職務に活かせそうと回答して
いることから，能力向上に効果が
あったと判断できる。

受講者数が年々増加していること
もあり，予算の確保が課題となっ
ている。受講制限の必要性を検討
する。

1.有 2.変化なし

eラーニングライブラリ（マネ
ジメント系）にて提供される
全コース。
「マネジメント，メンタルヘ
ルス，コンプライアンス，論
理的思考力，問題解決，プレ
ゼンテーション，ファシリ
テーション，語学，
Office2013等」

4．管理・運営
2．スキル開
発

TOEIC（R）IPテスト受
験

○ 人事グループ
TOEIC（R）IPテストを受験することにより，自身の英語能
力の目標設定，到達度測定，継続的な英語学習の動機付け
に活用し，英語能力の向上を図る。

1．一般職員（施設，図書含む）で，
TOEICスコアが不明な者のうち，平成27
年4月1日時点で52歳未満の者
2．1以外の一般職員及び技術職員で，
各室長・各グループリーダーが推薦す
る者
3．業務上英語を必要とするその他職員
（契約職員を含む。）で，各室長・各
グループリーダーが推薦する者

5/27東広島
（必須者）
5/28霞（希望
者）
12/2東広島
（必須者）
12/3東広島
（希望者）

総合科学部共
通講義棟

120 120 120
定期的なTOEIC受験機会として，霞地区，東
広島地区，交互に試験を実施する。

今年度より，霞地区，東広島地
区，交互での実施を行った。アン
ケート結果から，好意的な意見が
見られた。

TOEIC受験機会の提供により，語
学学習へのモチベーション維持に
繋がった，自身の語学力を把握す
る機会になったとの意見が複数見
られることから，研修の成果があ
ると考えられる。

12月期TOEICにて，得点が伸び悩
む者が多く出たため，TOEIC受験
前の一定時間の学習時間確保の方
策を検討する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営
2．スキル開
発

スキル開発研修（オン
ライン英会話）

○ 人事グループ
オンライン英会話学習を受講することにより，スピーキン
グ及びリスニングを中心とした実践的な英語能力の向上を
図ることを目的とする。

各室長・各グループリーダーが推薦す
る以下の者で，TOEICスコア（IPを含
む）500点以上を取得している者
・一般職員（図書系，施設系を含む）
及び技術職員
・業務上英語を必要とする上記以外の
職員（契約職員を含む）

6/1-11/31 自宅等 29 29 29

10月，11月に実施したが，業務が忙しい部署
もあったため，次回は6月から受講開始と
し，半年から複数月を選択できるようにす
る。

半年の期間から，受講者の都合に
合わせて2ヶ月以上を選択可能と
した。

アンケート結果から，研修に対す
る満足度は全体的に高く，次回の
受講も希望する意見が見られた。

既にTOEIC高得点層の者が多く受
講しており，TOEIC得点の向上に
繋がらなかったケースがあった。
研修自体は好評であるが，リピー
ターが多い面もあるため，新規の
受講者増加を検討する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営
2．スキル開
発

ＩＳＯスキルアップ研
修

○ ○
医療政策グルー
プ

「ＰＤＣＡサイクルの確立による組織のさらなる活性化」
と「患者満足を向上させる」ことを目的とする。

病院職員 7/4,6,11,12 部署訪問形式 57 57
特になし（受講者の満足度も高く，検証の結
果，次回も同様に開催予定のため）

特になし
成果目標の立て方，達成方法，達
成度の確認の考え方等を習得し
た。

特になし（受講者の理解度も高
く，検証の結果，次回も同様に開
催予定のため）

1.有 2.変化なし

4．管理・運営
2．スキル開
発

学生と共に学ぶ傾聴ス
キルセミナー

○ 人事グループ

傾聴スキルを向上させ，職務の円滑な遂行及び組織力の向
上を図るとともに，学生理解を深め，「学生の成長のため
に」挑戦，との職員の基本姿勢を再認識することを目的と
する。

職員 9/21-22
美和東文化セ
ンター等

6 6 6
参加者が少なかったため，どのような研修の
周知・募集方法が参加しやすいか，再度検討
する。

教育室の協力により，一定数の参
加者の確保ができた。

傾聴スキルについては，様々な技
法を使ってスキルの習得に繋がっ
たとの感想が見られた。また，学
生と共に学ぶことによる学生理解
にも繋がった。

参加者確保のため，今回同様に教
育室の協力を得る。

1.有 1.向上した
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

4．管理・運営 3．出向型 文部科学省等派遣研修 ○ 人事グループ
新人材育成基本方針に基づいた人材育成計画の一環とし
て，教育研究関連機関等における業務経験を通じ，多様な
知識及び経験の習得並びに広い視野の醸成を図る。

一般職員（公募） 1年～3年

文部科学省
科学技術振興
機構
国立大学協会

12 12 12
研修希望者が減少傾向にあるため，若手職員
を中心に，希望者の確保が必要である。

若手職員を中心に，研修報告会へ
の参加を促し，意識付けを行っ
た。希望者が大きく増えてはいな
いが，研修生数は伸びている。

報告会等における発表内容から、
多様な知識・経験の習得及び広い
視野の醸成は図られており、本学
へ還元する姿勢も確認できた。
また、長期的な観点から評価する
必要もあることから、1年後の成
果報告も実施し、現時点として
は、概ね研修目的にそった成果を
あげていると判断できる。

若手職員のうちから，文部科学省
等の学外研修の意義を意識付けさ
せる機会を設ける。

1.有 2.変化なし

文部科学省(LEAP)及び日本学
術振興会(国際学術交流研修)
を除く。
研修後は,報告会で研修成果等
報告及びフォローアップを兼
ねた1年後の研修成果報告を実
施。

4．管理・運営 3．出向型 大学院修学研修 ○ 人事グループ

大学経営に直接関連する専攻を有する大学院の課程のうち
広島大学（以下「大学」という。）が指定する大学院の課
程において，高度な専門的知識を習得させることにより，
教員組織と連携協力しつつ大学経営の企画立案等の基幹業
務に積極的に参画し，大学運営の中核を担う人材を育成す
ることを目的とする。

一般職員（公募） 2年を上限
広島大学
桜美林大学

1 1 1 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 1.有 2.変化なし

研修後は,報告会で研修成果等
報告及びフォローアップを兼
ねた1年後の研修成果報告を実
施。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅰ
（職員の異文化体験）

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

目的：職員のグローバル化への対応の一つとして，海外で
開催される国際交流イベントに参加することにより，「多
様性・異文化理解」を深め，視野の拡大及び執務能力の向
上を図る。

内容：国際交流グループ所属の職員と協働して，国際関係
イベント実施業務に従事する。なお，渡航前後に必要とな
る各種打合せへの参加，渡航後の報告書提出等を義務付け
る。

・派遣予定イベント：スピーチコンテスト，留学フェア

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者でかつ海
外出張経験の無い者

5月～11月
北京研究セン
ター
ベトナム等

3 3 3 - -

研修報告書及び研修生との面談に
より，異文化理解の促進や海外で
広大職員として代表で業務にあた
ることへの責任感の醸成が図られ
たことが伺えた。

派遣先の業務によって，研修内容
の濃淡があったことから，研修生
を派遣する業務を次回実施前に検
討する。

1.有 4.不明
報告会等の実施は行わない
が，レポート提出等を義務付
ける予定。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅱ
（START引率研修）

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

2週間に渡り海外において，海外経験の少ない新入生を引率
することにより，研修生の「異文化への適応能力」，
「リーダーシップ能力」，「問題解決能力」，「ストレス
耐性」及び「語学能力」の向上を図る。また，学生と行動
をともにする経験を通して学生理解を深めることを目的と
する。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

7月～9月
2月～3月

台湾
インドネシア
オーストラリ
ア等

7 7 7

若手職員に対し，採用後4年目までの海外派
遣研修又は海外出張を必須とした。そのた
め，研修に臨む姿勢にばらつきも生じる可能
性もあることから，事前打ち合わせにおい
て，研修に対する意識付けを行う。

研修前に事前打ち合わせを行うこ
とにより，意識付けを行った。ま
た，出発前のプログラムに係る事
前研修等に参加することにより，
留学プログラム及び派遣先国の理
解を深め，引率業務の事前準備と
することに繋がった。

前期実施分は，報告書及び情報交
換会の内容から，学生理解を深め
ることや，語学力向上の動機付け
という成果が得られたことが伺え
た。後期実施分は2～3月派遣し，
前期実施前に検証予定。

研修生からは事前準備として，本
学のアピールポイントを把握おく
こと，英文名刺の準備が必要との
意見があったので，次回実施時対
応する。

1.有 2.変化なし

研修前の事前研修（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ）及び事後研修（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･
ｾｯｼｮﾝ）への参加及び研修中及
び研修後の報告書を義務づけ
る。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅲ
（海外国際実務研修
_INUｼｬﾄﾞｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ））

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

中・上級レベルの事務職員に，本学が加盟する国際大学
ネットワーク（INU）の他大学を訪問し，現地において英語
による業務説明，ディスカッション及びプレゼンテーショ
ンを行うことにより，英語能力及びコミュニケーション能
力の向上を図る。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

5/30-6/3 INU加盟大学 1 1 1 - -

研修員からの報告書から，シャド
ウイングプログラムを通じて，他
大学の業務を学び，自大学の業務
を見直すきっかけや，英語による
プレゼンテーション，ディスカッ
ション等を通じて，語学力の向上
の機会となった。

シャドウイングを行えるレベルの
職員数が少ないため，毎年の派遣
が難しい状況である。職員の語学
レベル向上に資する研修の充実が
必要である。

1.有 4.不明

国際大学間コンソーシアムを
活用した研修。
研修終了後1ヶ月以内に，英語
で，研修の概要と評価を含め
た成果レポートを提出するこ
と。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅲ
文部科学省関係機関職
員国際業務研修（国際
教育交流担当職員長期
研修プログラム
（LEAP）含）

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

国際関係業務を遂行する上で必要となる広い識見と高度の
実務能力並びに語学力の育成を図る。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

2年
（2年目は海
外）

文部科学省 2 2 2 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 1.有 2.変化なし

研修後は,報告会で研修成果等
報告及びフォローアップを兼
ねた1年後の研修成果報告を実
施。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅲ
日本学術振興会（国際
学術交流研修）派遣研
修

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

国際関係業務を遂行する上で必要となる広い識見と高度の
実務能力並びに語学力の育成を図る。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

2年
（2年目は海
外）

日本学術振興
会

3 3 3 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 「文部科学省等派遣研修」と同様 1.有 2.変化なし

研修後は,報告会で研修成果等
報告及びフォローアップを兼
ねた1年後の研修成果報告を実
施。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

語学研修Ⅱ
（TOEIC対策編）

○ 人事グループ
国際交流関係業務及び留学生対応等を適切かつ効率的に処
理できるよう，職員の語学能力の向上を図ることを目的と
する。

一定の英語力（TOEIC600点以上）を有
する者（ただし霞地区については提供
語学研修が少ない状況も勘案し
TOEIC550点以上の者とする）
・一般職員（図書系，施設系を含む）
及び技術職員
・業務上英語を必要とするフルタイム
の事務系契約職員（契約専門職員，契
約一般職員等）
・業務上英語を必要とする次の専門職
系職員

8/25-12/1 東広島地区 14 14 14

アンケート結果から，「通訳訓練法」の効果
等を十分に伝えられていない部分があったた
め，研修時にどのような効果があるのか等も
含めて，受講生に説明し，理解を促す。

講師依頼時に，「通訳訓練法」を
使う際の効果についても説明を依
頼した。

研修目的の「語学力の向上を図
る」については，アンケートから
93％の者が肯定的に回答している
ことから，一定の効果があったと
考えられる。

TOEIC得点向上に繋がらなかった
者もいたため，以下の点を次回改
善する。
・自宅学習時間の確保（一定量の
宿題）
・TOEICテストに特化した部分を
より強化して実施

1.有 2.変化なし
成果検証のため，受講後の
TOEIC受験を必須とする。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

語学研修Ⅱ
（海外語学研修
_English＋ALOHAプログ
ラム）

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

国際交流業務に直接従事する職員のみならず，増大する国
際交流関係業務及び留学生対応等を適切かつ効率的に処理
できるよう職員の語学能力の向上を図る。また，海外に約2
週間に渡って滞在することにより，異文化理解を促進さ
せ，併せて同じプログラム研修に参加する本学学生の引率
業務を行うことで，リーダーシップ等の能力の向上を図る
ことを目的とする。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

8/28-9/18
米国
（ハワイ大
学）

1 1 1
昨年度と同様。円安・ドル高の影響を受け，
費用対効果のバランスは昨年度と同様に悪い

レート的な部分については，研修
側としての対応は難しい。

帰国後は報告書の提出や情報交換
会を実施している。報告書等か
ら，異文化理解が深まったこと，
学生引率を行うことを通じて，学
生理解やリーダーシップ能力を向
上させることに繋がったと考えら
れる。

研修生の報告からは，大きな改善
事項はない。研修生の語学力向上
の状況については，今後のフォ
ローが必要である。

1.有 2.変化なし
ハワイ大学サマースクールで
の語学研修

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

語学研修Ⅱ
（海外語学研修_中国
語）

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

2週間に渡り海外の大学において，語学研修（中国語）及び
海外大学の業務に携わることにより，研修生の「異文化へ
の適応能力」，「リーダーシップ能力」，「問題解決能
力」，「ストレス耐性」及び「語学能力」の向上を図る。

一般職員で，各室長・各総務担当グ
ループリーダーが推薦する者

8月～9月 中国 1 1 1 - - 上記に同じ

宿舎では英語が通じず，中国語の
対応となることから，ある程度中
国語の対応ができる人を選考する
ことが好ましい。

1.有 4.不明

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

英語研修プログラム，
ドイツ語研修プログラ
ム

○ ○ ○
外国語教育研究
センター

センターが授業以外に，会話や各種検定試験の準備コース
等の講座を提供している。外国語の力を伸ばしたい学生や
外国語を学ぶ機会が少ない教職員が語学力の向上を目指
す。

教員，職員，学生

ドイツ語前
期，後期各10
週間
英語１～4ター
ム各５回

東広島キャン
パス

437 437 3 52 382

平成28年度より、全学で本格的にクォーター
制が実施される。現在の前・後期のセメス
ター制では、学生が参加しにくいことが予測
される。そのため本プログラムも、英語につ
いてはクォーター制に合わせ各ターム５回の
コースに変更し、学生が参加しやすいプログ
ラムに変更する。

英語についてはクォーター制に合
わせ各ターム５回のコースに変更
し、学生が参加しやすいプログラ
ムに変更した。ドイツ語について
は,クォーター制への対応をして
いないが、特に影響はなかった。

英語研修プログラムの評価に関し
ては，例年と比べて大きな変化は
なかった。ドイツ語研修プログラ
ムには、例年に比べ多くの留学生
が登録・参加した。

学生受講者の定着率があまり良く
ない。欠席の際はメールで届け出
るなどして，参加を促すような取
り組みも検討する必要がある。ド
イツ語については、コース内容が
よく分からないまま受講する留学
生（とくに中国系）とコースのミ
スマッチが散見されたので、コー
スのレベル設定を中国語でも記入
する必要がある。

1.有 2.変化なし
英語研修プログラムについてアンケー
ト実施。ドイツ語研修プログラムはア
ンケート実施なし。

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

Intensive English
Course

○ ○ ○
外国語教育研究
センター

学生の英会話能力の向上と、異文化理解の推進を目的に、
課外活動として行われる3日間の英語集中講座。プログラム
はすべて英語で行われ、参加者は英語だけの使用を求めら
れるため、コミュニケーションの自信を高めることができ
る。

教員・職員・学生 2月20-21日
東広島キャン
パス

26 26 1 25

申込者は受け入れ人数を超えるほど多かった
が、実際の参加者は少なかったので、原因を
調査したい。毎年内容が同じため、ゲストス
ピーカーを招聘するなど新しいことにもチャ
レンジしたい。またHPでの案内をより詳しい
ものに変え、このコースの内容をもっと知っ
てもらいたい。

学生への広報を例年通り，HP・フ
ライヤー・掲示などの手段を使っ
て行った。２日間しか提供できな
かったので，ゲスト・スピーカー
を招くなどの時間的枠がなかっ
た。

行事を締めくくる交流会でのやり
取りなどから，参加学生は総じて
満足したようで，例年と比べて大
きな変化はなかった。

教育推進（学士）の提供する英語
研修プログラムと日程が重なり，
例年と比べて参加者が少なかっ
た。来年度は関係部署との連携を
きちんと図る必要がある。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

グローバル人材創成ゼ
ミ

○ ○ ○
外国語教育研究
センター

日本の外交官として活躍された本学学長特命補佐、大島賢
三先生によるゼミを開講し、国際問題について英語で学
び、ディスカッションする。将来，国際関係などへの進路
を考えている学生や英語コミュニケーション能力を磨きた
い学生を対象とする。

大学院生・学生

6月9日、
9月28-29日、
12月2日、
3月29-30日

東広島キャン
パス

4．管理・運営 5．規範
海外渡航リスク管理セ
ミナー

○ ○ ○
国際交流グルー
プ

安全な海外渡航の準備のために，海外渡航する学生・教職
員に対して，注意喚起，情報提供，海外旅行保険加入の徹
底を目的として年2回開催。
内容は，外務省DVD鑑賞，全般的な説明，健康管理，海外旅
行保険説明等（資料参照）

海外渡航する学生・教職員及び学生派
遣業務関係教職員

6/21,12/12
東広島地区及
び霞地区

504 504

海外渡航中に発生したリスクに対しての対応
方法までは踏み込んでいないため，今後は対
応方法に係る説明もセミナーに含めるか否か
検討中

時間の制約もあり，個別の事例をと
りあげて説明することは難しい。

学生の危機管理意識を高めること
ができた。

学外のセミナーに参加して 新の
リスク対策関連情報を収集し，研
修でとりあげていきたい。

2.無 4.不明

4．管理・運営 5．規範 安全衛生講習 ○ ○ ○
安全衛生管理委
員会（総務グ
ループ)

教職員および学生が常に安全衛生についての意識を持ち、
日頃から安全衛生について取り組みを行うことができるよ
う、知識を習得させる。また、部局が実施するガイダンス
の中で安全衛生講習を実施している。

教員，職員、学生
不定期（年20
回程度）

東広島地区及
び霞地区

1207 1207 75 341 791
未受講者へのフォローアップが課題。eラー
ニングによるコンテンツの充実

未受講者へのフォローアップのた
めにeラーニングによる教育コン
テンツの作成を企画中。

教職員および学生ともに確実に受
講している。

未受講者へのフォローアップが課
題。eラーニングによるコンテン
ツの充実

2.無 2.変化なし

4．管理・運営 5．規範
メンタルヘルス研修会
（教職員編）

○ ○ 人事グループ

メンタルヘルスについての理解を深め，職場における個々
人及び部下のメンタルヘルスの向上と，健全な職場風土づ
くりを通して組織の活性化や生産性向上の支援に資するこ
とを目的とする。

・部局等の長，副理事，支援室長，グ
ループリーダー，人事担当者等，職場
のメンタルヘルス対策に携わる立場の
教職員
・その他メンタルヘルスケアに関心の
ある者等，受講を希望する者

6/13
法人本部棟4F
会議室 他

90 90 17 73

アンケートから，「広島大学におけるメンタ
ルヘルス対応」「復職プログラム」「ストレ
スチェック」に関する内容を詳しく知りたい
との声があるため，次回研修実施時には，こ
れらを含めて実施する。

左記事項について，研修プログラ
ムに含んで実施した。

アンケート結果を見ると，時間，
内容はおおむね良いとの意見であ
り，メンタルヘルスに対する理解
が深まったことが伺える。

各説明の具体事例を要望する声が
見られたので，研修の事前打ち合
わせの際に，内容の修正を依頼す
る。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 5．規範 救命処置講習会 ○ ○ ○

保健管理セン
ター
安全衛生管理委
員会（総務グ
ループ）

成人を対象とした心肺蘇生法及びAED使用方法を習得し，い
ざという時の応急処置に役立てる。

教職員及び学生希望者 10/21 本部棟会議室 28 28 2 23 3
主として教職員対象であるが、学生も受講で
きるよう柔軟に対応し、定員を確保する。

学生も受講できるように改善し
た。

参加者は熱心に受講でき、職員か
ら学生まで、広く参加できた。

引き続き広く希望者を募り、定員
（30名）を確保する。

2.無 2.変化なし

東広島消防署の応急手当講習
会の特別開催（出張）
修了者は普通救命講習Ⅰ修了
証が発行される。

4．管理・運営 5．規範
廃液取り扱い・回収手
続き講習および安全講
習

○ ○ ○
環境安全セン
ター

実験を行う教職員・学生に実験廃液の適切な取り扱い方法
と、実験廃液の回収手続きを理解していただくことを目的
としている。一部日程は安全衛生講習も併せて実施してい
る。

教員・職員・学生
4月、5月、9
月、10月
計8回

東広島地区及
び霞地区

217 217
今年度より東広島のみ安全講習を加えた。来
年度より霞でも安全講習を加えて実施した
い。

今年度より東広島だけではなく霞
でも安全衛生講習を加えて実施し
た（一部日程）。

実験廃液の適切な取り扱い方法
と、実験廃液の回収手続き、およ
び安全衛生についての参加者の理
解が向上したと思われる。

研修における課題を明らかにする
ため次年度は研修アンケートを実
施したい。

2.無 4.不明
「オンライン実験廃液取り扱
い講座」を英語版も作成し26
年度からBb9にて公開済み。

4．管理・運営 5．規範
広島大学公文書管理研
修（基礎編）

○
文書館（総務グ
ループ）

法人文書の管理を適正かつ効率的に行えるよう，文書管理
に関する基本的事項及び法人文書管理システムの取扱いに
ついて理解を深め，本学における文書管理の質の向上を図
ることを目的とする。

職員 7/26 東広島地区 46 46 46
全受講者が研修を今後も継続すべきと答えて
おり,隔年開催予定とした計画について，検
討が必要と思われる。

2年連続の開講としたが,参加人数
は昨年とほぼ同じであり，隔年開
催とし学内への周知徹底を図る。

アンケートでは全受講者が全体的
に満足できる研修と答え，「でき
れば文書作成に取りくむ全ての職
員がこの講座を受けるべき」等の
意見が寄せられたことから，有意
義な内容であったと考える。

全受講者が研修を今後も継続すべ
きと回答しており，継続的な実施
を検討する。

1.有 1.向上した
広島大学公文書管理研修と交
互に開催予定

6
3



カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

4．管理・運営 5．規範 ハラスメント研修 ○ ○ ○
ハラスメント相
談室
服務グループ

各種ハラスメント問題について理解を深め，本学における
ハラスメント行為の防止を図る。

教員，職員，学生
各部局等の希
望する日（約1
時間）

各部局等の会
議室

2830 2830 630 310 1890
研修アンケートの徹底と改善策の検討を実施
する

研修実施記録の様式を作成し、研
修実施部局に記載依頼・回収して
いる

(1) 今年度は特に
①性的マイノリティ
②学生間のハラスメントについ

て研修を強化した
(2) 職員対象では大学病院・セン
ター等で未実施がある
(3) 学生対象では学部学生の教育
の機会が不十分である

① 学生に対する
研修の徹底

② 研修未実施の部局への働きか
けと定例化

1.有 4.不明

希望する部局等との調整の
上，
4月～2月の間に順次実施する
 ・全学で実施した研修会：
11/28管理職向けハラスメント
防止研修会

・教職員対象の研修実施部
局：4/14法務研，6/16工学
研，7/11･11/14理学研，7/15
国際研，7/28附属学校(翠)，
8/24附属学校(三原)，10/20教
育研，12/19文学研，1/23生物
圏

・学生対象の研修実施部局：
4/4工学部，4/4先端研，4/5国
際研，7/7教育学部，10/1総合
科学研，10/3生物圏，10/4国
際研

・その他：2/16体育会リー
ダーズセミナー（学生生活支
援G）

4．管理・運営 5．規範 個人情報保護研修 ○ 総務グループ

個々の職員が個人情報保護法の趣旨及び個人情報を取り扱
う上での基本事項についての認識と理解を深めることによ
り，本学における個人情報保護法に基づく個人情報の適切
な取扱いに資することを目的とする。

1．東広島地区 職員
2．霞地区 職員
(医療従事者を中心に)

①2/8
②12/13

東広島地区，
霞地区

177 177 177
今後も，東広島地区の研修については，受講
者のニーズを見極めながら，研修内容を見直
し，検討する。

今年度の東広島地区の研修では，
平成29年春に施行予定の「改正個
人情報保護法」における管理ポイ
ントを主な内容とし，実施した。

アンケートでは，「全体的に満足
できる」と回答した者が両研修と
も90%を超えた。受講者数もここ
数年，安定した数字を維持してお
り，個人情報管理者が構成員に研
修の参加を促すなど，各部局等に
おける個人情報保護に対する意識
の高さが伺える。

今後も，東広島地区の研修につい
ては，受講者のニーズを見極めな
がら，研修内容を見直し，検討す
る。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 5．規範 情報セキュリティ研修 ○ ○

情報セキュリ
ティ推進機構
（情報化推進グ
ループ）

教職員の情報セキュリティに関する意識の向上（Aコース）
及び情報セキュリティに関する知識の習得（Bコース）を目
的とする。

教員，職員
9/7，9/13，
9/21，10/6

東広島地区
及び霞地区

463 458 111 347 5

これまでは，基本的に希望者に参加してもら
う形式であったが，過去のデータで確認でき
る範囲で，これまで本研修に参加したことが
ない者を中心に，開催者側から参加を促す。

○昨年度はAコースとBコースを同
日に行っていたが，今年度は完全
に別日に実施することにより，1
日の拘束時間を短くした。
○Aコースの実施回数を昨年度よ
りも増やし，初めて同日に同一地
区で2回実施した。
○実施日毎に開催時間をずらし
て，参加しやすくした。
○初めて，霞地区において17:15
以降の時間帯に実施した。（A
コースを18:00～19:00に実施。）

平成27年度と比較して各コース延
べ受講人数と実受講人数はともに
増加した。
これにより，さらに広く教職員の
意識向上に役立った。

○なるべく両コースへの参加を，
と呼びかけているが，A，B両コー
スの受講人数に開きがある。
○参加申込みしているが，実際に
参加していない者が相当数いる。

1.有 1.向上した

4．管理・運営 5．規範 ビジネスマナー研修 ○ 人事グループ

本研修では，本学の職員として組織で働く上での考え方や
行動の基本を体得するとともに，顧客に満足していただけ
る接遇ができるよう，ビジネスマナーの基礎知識及び接遇
技法を体得することを目的とします。

1．一般職員で，本研修（新採用者基礎
研修のビジネスマナー及び平成12年以
降の接遇研修を含む。）を受講してい
ない者
2． その他職員（契約職員を含む。）
で，各室長・各グループリーダーが推
薦する者

5/20 本部棟会議室 43 43 43
１日で２種類の研修を行ったため，ワークや
ロールプレイの時間配分を再度検討する。

例年，同じ講師に依頼していた
が，内容の見直しと合わせて，講
師を変更し，グループでワークを
する時間を多めにとって実施し
た。

満足度について，参加者全員が
「満足した」と回答した。また，
業務で生かせそうか，との質問に
ついても，全員が業務で生かせる
と回答したことから，成果があっ
たことが伺える。

検証の結果，ビジネスマナー部分
の受講希望者が減少しているこ
と，e-ラーニングライブラリに
て，基礎的な内容は網羅できるこ
とから，次回研修実施について，
再検討する。

1.有 2.変化なし 学外講師（民間研修機関）

4．管理・運営 5．規範
子育て中の教職員の支
援セミナー

○ ○
男女共同参画推
進委員会

子育て中の教職員自身が，同じ立場の職員と悩みを共有す
ることによる自助努力を促進したり，モチベーションアッ
プを図るとともに，子育て時期の教職員の実態･ニーズを把
握し，環境を整えていくことへ繋げていくことを目的とす
る。

教員，職員 3月 未定

来年度は外部から講師を迎えての開催を検討
中であるが，特に教員は授業や学生指導の都
合があり，開催日を確定して周知すると参加
者が限られてしまう可能性があるため，引き
続き検討する。

定期的に開催予定

4．管理・運営 6．専門
総務省
情報システム統一研修
(e-ラーニング）

○
情報化推進グ
ループ

情報システムのプロジェクトに携わる職員の知識・能力の
向上，一般職員のICT活用基礎能力の習得

情報関係職員（一部コース：情報関係
職員以外の職員

4回/年 職場 22 22 22 特になし（総務省主催の研修のため）。
特になし（総務省主催の研修のた
め）。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

2.無 4.不明

ＣＤ－ＲＯＭ教材を学習後，
終スキル診断テストの結果

とアンケートをメールで送付
する。

4．管理・運営 6．専門
総務省
情報システム統一研修
（集合研修）

○
情報化推進グ
ループ

情報システムのプロジェクトに携わる職員の知識・能力の
向上

情報関係職員 4回/年 総務省 1 1 1 特になし（総務省主催の研修のため）。
特になし（総務省主催の研修のた
め）。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

2.無 4.不明

ＰＭＯ(プログラム･マネジメ
ント･オフィス)，ＰＪＭＯ(プ
ロジェクト･マネジメント･オ
フィス）構成員の養成を主目
的とした研修。実習・演習等
を取り入れた実践的な内容を
集中的に実施。

4．管理・運営 6．専門 会計基準勉強会 ○
財務企画グルー
プ

簿記の基礎も交えつつ，国立大学法人の会計基準を理解す
るための講義・演習

中国・四国地区国立大学法人等会計事
務研修（初級編）参加予定者及び受講
希望者

10月 本部棟会議室 8 8 8

課題としては，参加者アンケートにおいて，
理解が難しい箇所として，引き継ぎ同じ箇所
が挙げられていることから，重点的に講義時
間，質問時間及び質問に対応する職員を増や
す等，講義内容を更に充実させるような工夫
が必要である。またその他の箇所について
も，引き続き，学内の講師担当者にて事前練
習等を行い準備する必要がある。

共通事務室を中心に，講義内容を
これまで以上に演習を重視した内
容に見直した。

参加者のうち6名が満足，2名がお
おむね満足というアンケート結果
が得られており，中国・四国地区
国立大学法人等財務会計事務研修
（初級編）での研修内容の理解度
の向上に繋がったと考える。

講義内容等の検討を今後も続けて
いく必要がある。

1.有 1.向上した

4．管理・運営 6．専門 人事担当職員基礎研修 ○ 人事グループ
人事関連業務における基礎的知識を理解させ、効率的かつ
効果的な業務遂行が可能となるよう能力の向上を図る。

職員 6/24 本部棟会議室 77 77 77
アンケート結果をもとに，研修実施時期の変
更や講義内容についても，見直しを行う。

昨年度の結果をもとに，6月に研
修を実施した。講義内容について
も，外国人教員等の採用手続きに
ついて講義項目を追加して実施し
た。

アンケートでは，9割以上が全体
として満足と回答しており，実務
上の注意点・知識を知ることがで
きたとの感想が寄せられている。
研修参加者数も増加しており，本
研修に対する需要が高いことが伺
える。

アンケートにおいて寄せられた意
見については，次回実施に向け，
講義担当者と共有する。

1.有 2.変化なし

4．管理・運営 6．専門 病院新採用者基礎研修 ○ ○
病院総務グルー
プ

広島大学病院の概要等基礎的知識を習得させるとともに，
病院職員としての自覚を認識させる。また，患者さんと接
する上で接遇の大切さを学ばせることを目的とする。

平成28年度新採用職員（医科・歯科研
修医，薬剤部，看護部，診療支援部，
栄養管理部及び運営支援部）及び平成
27年度の本研修以後に採用された職員
（医師・歯科医師を除く）とする。※
契約職員を含む。

4/1
医学部第5講義
室

255 255 255
アンケートにおいて、講義の内容について、
全体的に「長い」との意見が寄せられていた
ので、今後、時間配分等の見直しが必要。

アンケートの意見を踏まえ、事前
に担当者と相談し、講義時間の調
整、研修会を年2回実施を検討

研修会、年度内2回の予定
アンケート結果をもとに、研修内
容の変更、講義時間等についても
見直しを行う。

1.有 2.変化なし 年度内2回実施予定

4．管理・運営 6．専門
ＩＳＯ内部監査員養成
研修

○ ○
医療政策グルー
プ

ＩＳＯ9001の要求事項である内部監査実施のための内部監
査員養成を目的とする。

病院職員
10/18，
11/1,11

診療棟5階ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽﾙｰﾑ1･2･3

63 63
特になし（受講者の満足度も高く，検証の結
果，次回も同様に開催予定のため）

特になし 内部監査員を６３名養成した。
特になし（受講者の理解度も高
く，検証の結果，次回も同様に開
催予定のため）

1.有 1.向上した
講義と模擬審査（実践）とで
実施

4．管理・運営 6．専門 ＩＳＯ管理者養成研修 ○ ○
医療政策グルー
プ

各部署・部門等におけるＩＳＯ9001実践指導者の養成を目
的とする。

病院職員 2/2
診療棟5階ｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽﾙｰﾑ1･2･3

82 82
特になし（受講者の満足度も高く，検証の結
果，次回も同様に開催予定のため）

特になし
ISO9001の規格改定があったこと
から，改定内容を確認した。

特になし（受講者の理解度も高
く，検証の結果，次回も同様に開
催予定のため）

1.有 1.向上した

4．管理・運営 6．専門 広島夕学講座 ○ ○ ○
エクステンショ
ンセンター

「時代の“潮流と深層”を読み解く」 をコンセプトに，各
分野の第一線で活躍する方々を講師に招き，東京・丸の内
で開催されている定例講演会をインターネット配信によ
り，広島にいながら受講します。

教員，職員，学生
4月～7月
10月～1月

広島商工会議
所

975 71 28 43 904
引き続き，本学構成員への周知活動を積極的
に行い，受講者の増加を図る。

もみじで周知する時は，タイトル
や内容について興味を持ってもら
えるように考えて記載している。

各分野の第一線で活躍する研究
者，経営者，文化人等による知的
好奇心を満たす講演を提供してい
る。本学の受講者は，昨年前期と
ほぼ同数である。

概ね例年通りの参加者数となった
ことは課題として感じてはいる
が，会場が学外（広島市中区基
町），かつ，講座の時間帯が平日
の18時30分から20時30分であるこ
とを考慮すると，多数の参加者を
恒常的に確保することは困難であ
ることも想像している。しかしな
がら引き続き，本学構成員への周
知活動を積極的に行い，受講者の
増加を図ることとしたい。

1.有 4.不明 広島商工会議所との連携事業

4．管理・運営 6．専門
人事院中国事務局
主催研修

○ 人事グループ
人事院中国事務局が提示する派遣条件を満たした者から選
考を行い，計画的な人材育成を行う。

一般職員 通年
人事院中国事
務局等

15 15 15
今後も受講者に対して報告書の作成を課し，
研修受講後の内省の機会を提供する。

研修生には報告書を提出してもら
い，必要に応じて研修資料の学内
への提供を行った。なお，階層別
研修で学内研修と内容の重複部分
場合には，研修に派遣しないこと
とした。

給与実務初任者，メンター等の養
成研修に派遣した。
報告書から各研修の目的達成に加
え，他機関職員との交流により学
内研修では得られない刺激等を受
けていることが確認できた。

今後も受講者に対して報告書の作
成を課し，研修受講後の内省の機
会を提供する。

1.有 2.変化なし

評価能力向上研修,給与実務初
任者等,課長研修,メンター養
成研修,セクシュアル・ハラス
メントパーソネルマネジメン
ト防止研修，パーソネルマネ
ジメントセミナー

4．管理・運営 6．専門 学外研修への派遣 ○ 人事グループ
他大学主催研修会等，他機関で実施される研修・セミナー
へ管理者等を通じて推薦された者又は選考したものを派遣
する。

一般職員他 通年 他大学等 16 16 16
受講者の決定にあたっては，各研修の特性に
より，指名と自己推薦とを使い分けており，
今後もその点に留意し派遣する。

研修生には報告書を提出してもら
い，必要に応じて研修資料の学内
への提供を行った。

報告書から各研修の目的達成に加
え，他機関職員との交流により学
内研修では得られない刺激等を受
けていることが確認できた。

今後も受講者に対して報告書の作
成を課し，研修受講後の内省の機
会を提供する。

1.有 2.変化なし

【国大協】部課長級研修，若
手職員勉強会
【国大協中四国】技術職員研
修,係長研修，労務担当研修

5．部局 －
総合科学研究科・総合
科学部ＦＤ研修会

● ○ ○
総合科学研究科
長室

学部，研究科の教育理念及び教育目標に基づき，授業内
容・方法を改善，向上させるとともに，構成員全体が共通
理解を深め教育・研究指導能力の向上を目的とし開催する
もの。年3回程度実施。

総合科学研究科・総合科学部教職員
2/15
2/22
3/3

総合科学研究
科
第1会議室

140 140 126 14
特になし（アンケートの結果，受講者の満足
度が高かったため）

-

第1回（2/15）
「平成30年度教養教育改革につい
て」をテーマに開催した。重要か
つ関心の高いテーマであったた
め，多数の受講者があった。構成
員全体が改革の概要，進捗状況等
共通理解を深めることができた。
第2回（2/22）
「セクシャル・マイノリティにつ
いて」をテーマにハラスメント研
修会を開催した。社会的な関心事
項となっている性同一性障害（性
別不和）の人権・基礎知識といっ
たことを深く理解し，その支援方
法について議論することができ
た。

特になし
現時点では，改善する課題は見ら
れなかった。なお，次年度実施前
に改めて再検証する。

2.無 4.不明
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

5．部局 －
総合科学研究科支援室
ＳＤ研修

○
総合科学研究科
支援室長

学生支援業務の知識習得と学部改革検討状況の確認し，今
後の業務対応及び改善に繋げる。
　海外派遣業務における対応状況を対応者から発表。
　新学科設置に向けた検討状況について，担当者から説明

総合科学研究科・総合科学部職員 11/17
総合科学研究
科
第1会議室

23 23 23 昨年実施せず 昨年実施せず

１．海外派遣業務実状を把握する
ことができ，今後希望者の増加が
見込まれる。
２．新学科設置に向けて支援室が
対応すべき課題等を認識すること
ができた。

ＳＤ研修の内容及び実施時期につ
いては，業務の都合等を勘案する
必要がある。

2.無 4.不明

5．部局 －
総合科学研究科・総合
科学部研究倫理教育研
修会

● ○ ○ ○
総合科学研究科
研究倫理委員会

研究倫理教育
「広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対
応に関する規則」に基づき，研究活動における不正行為防
止への理解を深めることを目的とし開催するもの。

総合科学研究科・総合科学部教職員
大学院生（前期・後期）

4/5
10/5

総合科学研究
科
J306

118 118 6 112
特になし（全学FDの内容を部局で開催する形
式のため）

特になし（全学FDの内容を部局で
開催する形式のため）

公的研究費に係る不正行為に関す
る基本的考え方と対応及び広島大
学における科学者の行動規範と規
則について，説明を受け，質疑応
答も活発に行い，理解を深めるこ
とができた。

特になし（全学FDの内容を部局で
開催する形式のため）

2.無 4.不明

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「人文
学の方法とその教育
（第6回）」

● ○ 文学研究科
人文学の多様性と普遍性を研究科内で確認することを目的
とする。
（文学研究科教員による発表）

文学研究科教員 4/18 文学研究科 58 58 53 5
時間内に収まるよう内容を調整するか，時間
を長くするか，事前に発表者と調整する必要
がある。

予め，発表時間と質疑応答時間を
打合せることにより，時間内に終
了した。

コーディネイターの立場からＬＰ
大学院プログラムの紹介をしても
らい，構成員の所属（研究科）に
対する認識を新たにした。

第三期中期計画期間においても継
続して実施する。
研究科内だけでなく，外部講師等
による実施を検討する。

2.無 4.不明 年度内2回実施予定

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「サバ
ティカル研修報告会」

● ○ ○ 文学研究科
サバティカル研修終了後の報告会を文学研究科ＦＤと位置
づけ、教員間で研修成果を共有するとともに、学生にも公
開する。

文学研究科教員・学生 6/20 文学研究科 57 57 52 5 - -
サバティカル研修成果を報告する
ことにより，構成員に還元した。

学生の参加者が少なかったため，
周知方法等を工夫し，参加者確保
に努める。

2.無 4.不明

5．部局 －

文学研究科ＦＤ「教職
員のメンタルヘルス-抑
うつとうつ病の予防と
対策-」

● ○ ○ ○ 文学研究科

近年増の傾向にあるメンタルヘルスに関する問題について
の解決の模索、及び教育・研究の意識の啓発を目的とす
る。
（外部講師による講演）

文学研究科教職員および大学院生 7/11 文学研究科 59 59 46 12 1 - -

教職員のメンタルヘルス問題のう
ち，抑うつとうつ病の予防と対策
について説明があった。近年の社
会問題である「うつ病」につい
て，具体的でわかりやすい事例が
多く，誰にでも起こりうることで
ある，二次予防（重症化の防止）
の重要性，周囲の対応方法等を再
確認し，有意義であった。

昨年度の「教職員のストレス・マ
ネジメント」に引き続き，講師を
招いて実施しており，今後も継続
して実施予定である。

2.無 1.向上した

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「人文
学の方法とその教育
（第7回）」

● ○ 文学研究科
人文学の多様性と普遍性を研究科内で確認することを目的
とする。
（文学研究科教員による発表）

文学研究科教員 1/16 文学研究科 55 55 51 4

第三期中期計画期間においても継続して実施
する。
研究科内だけでなく，外部講師等による実施
を検討する。

平成28年度に6名の新任教員が着
任したため，研究科内の講師によ
り実施した。次年度以降，外部講
師による実施を検討する。

異なる研究分野での情報を共有す
ることで，教員各自の今後の教
育・研究の参考となった。

受講者の満足度も高いため，引き
続き開催する。

1.有 1.向上した 年度内2回実施予定

5．部局 －
FD教育学部の授業・公
開授業研究会

● ○ ○ ○
教育学研究科支
援室

「よい授業」とは何なのかを考え，教員の授業の質をより
高めることを目的とし，教職員及び大学院生を参加対象と
した公開授業研究会を開催する。

広島大学教職員 28.6.28

教育学研究科
E308(デザイン
実習室）

35 35 22 5 8
より多くの参加者が見込まれる開催時期，及
び参加者・授業者にとってより有益な授業検
討会の持ち方について検討を継続する。

今年度はターム制になり、開催時
期や時間のとりかたについて考慮
する必要があり、どのように開催
するかが問題になった。結果、２
コマ続きの後半を対象とした。今
後ターム性のなかでこのやり方に
ついては検討を継続すべきであ
る。

参加人数は３５名に留まったが、
実習を伴うものであり、教室はほ
ぼ満員であった。教室の状況から
してもほぼ妥当であった。内容と
しても非常に有意義なものであっ
た。

ターム制の時間割との兼ね合いで
方法や内容をどのようにするかが
今後の継続課題である。

1.有 1.向上した 次年度開催については未定

5．部局 －
経済学部ゼミ連との意
見交換会

● ○ ○ ○
社会科学研究科
支援室（学生支
援）

各ゼミの代表者(3年生）が中心に有意義な学生生活を送る
ために経済学部生の要望を調査報告し，教職員と意見交換
を行う。

経済学部ゼミナール連絡協議会の代表
者，教職員

7/7
法学部・経済
学部中会議室

26 26 7 6 13
特になし
検討の結果，改善する課題は見られなかっ
た。

-
学生と教職員双方から活発な意見
交換が行われ，大変有意義であっ
た。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 1.向上した

5．部局 －
法学部ゼミ連との意見
交換会

● ○ ○ ○
社会科学研究科
支援室（学生支
援）

3年生の多数が参加する法学部ゼミナール連絡会議の代表者
である議長等と法学部長等が一同に会し，学生との意見交
換を行う。

ゼミナール連絡会議議長，副議長，書
記，会計，教職員

7/20
法学部・経済
学部中会議室

15 15 4 7 4
特になし
検討の結果，改善する課題は見られなかっ
た。

-
参加学生と学部長等教職員との間
で活発な議論が行われた。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 2.変化なし

5．部局 －
法学部（社会科学研究
科法政システム専攻）
ＦＤ

● ○ ○
社会科学研究科
支援室（運営支
援）

学術院連絡会報告会として，今後の組織や教育研究等のあ
り方について意見交換を行った。

教員，職員 5/18

法学部・経済
学部大会議
室，東千田会
議室

36 36 29 7 - -
学術院組織について，理解を深め
た。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 4.不明

5．部局 －

経済学部（社会科学研
究科社会経済システム
専攻・マネジメント専
攻）ＦＤ

● ○ ○
社会科学研究科
支援室（運営支
援）

学術院連絡会報告会として，今後の組織や教育研究等のあ
り方について意見交換を行った。

教員，職員 5/26

法学部・経済
学部中会議
室，東千田会
議室

41 41 34 7 - -
学術院組織について，理解を深め
た。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 4.不明

5．部局 －
社会科学研究科社会経
済システム専攻ＦＤ

● ○
社会科学研究科
支援室（運営支
援）

「グローバルに問われる能力: 社会が求める大学教育をめ
ざして（調査）」，日本の経済と商学を専門とした大学卒
業生が就職前に身に付けるべきコンピテンスについて把握
することについて学外有識者の講演により説明を受けた。

教員 10/20

法学部・経済
学部中会議
室，東千田会
議室

40 40 33 7 - -

日本の産業界で求められるコンピ
テンスを把握することや他大学と
の違いを認識することについて理
解を深めた。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 4.不明

5．部局 － 理学研究科連絡会 ○ ○
理学研究科支援
室（総務・企画
担当）

・研究科長が全学会議や理学研究科運営会議等で審議した
内容及び行事等の情報提供を行い、共通理解を深めること
を目的とする。

理学研究科教職員 5/16,7/11,9/14,11/14
理学研究科
E002講義室

250 250
特になし
検討の結果，改善する課題は見られなかっ
た。

-
教職員間での情報共有・共通理解
につながっている。

特になし
検討の結果，改善する課題は見ら
れなかった。

2.無 4.不明

5．部局 －
理学部チューター研修
会

● ○
理学研究科支援
室（学生支援担
当）

・新入生のチューターを対象に学生の規範上の問題点や，
チューターの役割などについて，共通理解を深めることを
目的とする。

理学研究科教員
29年3月
開催予定

理学研究科
E002講義室

特になし
検討の結果，改善する課題は見られなかっ
た。

-

5．部局 －
学長との懇談会･意見交
換会

● ○
先端物質科学研
究科支援室（総
務担当）

学長から大学の目標等についての説明を受け，意見交換を
行う。

先端研教員 7/22
先端研401N講
義室

48 48 42 6 - -
学長から大学の目標等についての
説明を受け，有意義な質疑応答を
行えた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
学術院とユニットにつ
いて

○
先端物質科学研
究科支援室（総
務担当）

理事・副学長（大学改革担当）より学術院とユニットにつ
いての説明を受け，意見交換を行う。

先端研教員 6/24
先端研401N講
義室

38 38 34 4 - -

理事・副学長（大学改革担当）よ
り学術院とユニットについての説
明を受け，有意義な質疑応答を行
えた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
男女共同参画にかかる
部局との意見交換会

○ ○ ○
先端物質科学研
究科支援室（総
務担当）

副理事（男女共同参画担当）より本学の男女共同参画推進
の取り組みの現状についての説明を受け，意見交換を行
う。

先端研教職員，学生 10/21
先端研302S会
議室

10 10 2 8 - -

副理事（男女共同参画担当）より
本学の男女共同参画の取り組みに
ついての説明を受け，有意義な意
見交換を行なえた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
ユニット（内訳，キー
ワード等）の設定及び
入力等について

○
先端物質科学研
究科支援室（総
務担当）

理事・副学長（大学改革担当）より新しいユニットの設定
及び入力等についての説明を受け，その後質疑応答，意見
交換を行う。

先端研教員 2/24
先端研401N講
義室

41 41 37 4 - -

理事・副学長（大学改革担当）よ
り新しいユニットの設定及び入力
等についての説明を受け，有意義
な意見交換を行なえた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
安全保障輸出管理につ
いて

● ○ ○
先端物質科学研
究科支援室（総
務担当）

総務グループ安全衛生管理担当より安全保障輸出管理につ
いての説明を受け，その後質疑応答，意見交換を行う。

先端研教職員 3/6
先端研401N講
義室

- - 今年度実施予定

5．部局 －
中国・四国工学教育協
会講演会

● ○ ○

中国・四国工学
教育協会（工学
研究科支援室
（総務担当））

中国・四国工学教育協会は昭和57年発足以来，大学教育部
会，高専教育部会，産業教育部会の3つの部会組織からな
り，それぞれ独自に活発な活動を続けている。本講演会
は，年に一度，3部会合同での開催とし，産・学の連携に向
けての協議の場として活用され，次の時代の科学技術，産
業社会を担う人材の育成と，中国・四国地区の地場産業の
強化を目的とする。

工学研究院（科）教職員 7/11
広島ガーデン
パレス

49 27 21 6 22
特になし，引き続き実施する。
理由：研修の性格（講演会）上，特段の改善
を要さないため。

-

高専及び大学における効率的・効
果的な教育方法等についての講演
をもとに，産・学の連携を密にし
て，中国・四国地区における工学
教育の振興を図るための活発な意
見交換が行われた。

特になし，引き続き実施する。
理由：研修の性格（講演会）上，
特段の改善を要さないため。

2.無 4.不明

5．部局 － ＲＡ説明会 ● ○
工学研究科支援
室（人事担当）

ＲАを実施するに当たり，制度概要，勤務上の留意事項，
心構え等を理解させる。

ＲＡ学生
4月25日実施済
み・10月21日
実施

工学研究科大
会議室（4
月）・小会議
室（10月）

23 23 23

（課題）英語資料の充実
（改善策）既に重要事項は英語化している
が，引き続き英語化を進めたい。しかし，RA
に関連する規則については英語版がないた
め，英語資料の充実が難しい面がある。

他部局で実施した説明会資料等を
参考に，英語資料の一部見直しを
行い，重要事項をより簡潔かつ判
り易く伝えられるよう，構成を工
夫した。

ＲАを実施するに当たり，制度概
要，勤務上の留意事項，心構え等
を理解させることができた。

日本人のＲＡ学生への説明内容が
冗長と考えられるため，見直しを
検討する。

2.無 4.不明

5．部局 － 教員相互講義参観 ● ○
工学研究科支援
室（総務担当）

教員相互の講義参観を通じて講義方法の改善を図り,教育方
法の改善に努める。

工学部・工学研究科の教員

第一類：7/4，
12/12
第二類：11/29,
12/20
第三類：5/12，
7/20，11/9
第四類：6/27，
7/11
機械システム工学
専攻：1/17
システムサイバネ
ティクス専攻：
11/8
情報工学専攻：
11/24
化学工学専攻：
6/23
応用化学専攻：
5/23

工学研究科各
講義室

116 116 116 特になし。引き続き実施する。 特になし。

講義に参加した教員の中には,自
身の講義に取り入れてみようと思
える講義方法を見出すことができ
ており，教育の質改善という意味
で意義深いものとなった。

特になし，引き続き実施する。
理由：例年，左記の成果が得られ
ており，その内容は，自己点検・
評価委員会での報告という形で学
部・研究科内で共有され，学部・
研究科全体の教育の質改善にも役
立てられている。

2.無 2.変化なし

5．部局 －
留学生サポーター説明
会

● ◯
工学研究科支援
室（国際事業担
当）

留学生サポーター制度の概要・活動内容を理解することに
より，新入留学生に対する生活支援等を図る。

工学部・工学研究科の留学生サポー
ター学生

9/21，
3/8（予定）

工学研究科大
会議室

50 50 1 6 43
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いため。）

-

サポーターが制度内容を理解し，
新入留学生をサポートできたこと
により，円滑な大学生活を送るこ
とに繋がった。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないため。）

1.有 4.不明
受講者数等の実績は9月実施分
のみ集計。

5．部局 －

工学研究院ＦＤ「平成
２９年度科学研究費補
助金申請等に関する説
明会」

● ○
東広島地区運営
支援部共通事務
室

科学研究費の申請促進のため､本研究院、各専攻毎の応募採
択動向による分析､他大学工学系研究科との比較また、重複
申請等の説明等により、一層の申請への意識向上を図る。

工学研究院教員 9/5
工学研究科大
会議室

88 88 83 5
多くの教員等が参加可能な、夏季休業期間中
の会議開催日に開催。

研修の目的は同一であれ、研修内
容をタイムリーな内容とし実施し
た

平成29年度申請状況
（現在申請期間中のため不明）

受講者の満足度も高く，検証の結
果，次回も同様に開催予定のため
。

2.無 4.不明

5．部局 －
工学研究院FD「TOEIC自
己期待値について」

● ○
工学研究科支援
室（総務担当）

学部学生に対する「英語力到達期待値(仮称：e-KPI)」設
定・大学院入試に関する説明により広島大学の英語教育の
今後について理解する。

工学部・工学研究科の教員 5/26
工学研究科
大会議室

82 82 82 - -

学生のTOEIC成績等を基に説明を
受け，SGU数値目標の達成には，
今後の学部学生の英語教育に関し
て，取り組みが必要であることを
理解した。

特になし。
（研修の性格上特段の改善を要さ
ないため。）

2.無 4.不明

5．部局 －
工学研究院FD「ユニッ
ト制について」

○
工学研究科支援
室（総務担当）

今年度から導入されたユニット制についての説明から現状
を理解し，今後必要となる授業科目の整理と構造化へ備え
る。

工学部・工学研究科の教員 5/26
工学研究科
大会議室

82 82 82 - -

構成図等を用いて各ユニット別の
現状が説明されたことにより，現
状把握するとともに，今後のユ
ニット毎の授業科目群の整理と構
造化に向けた検討が必要であるこ
とを確認した。

特になし。
（研修の性格上特段の改善を要さ
ないため。）

2.無 4.不明

5．部局 －
工学研究院FD「学長と
の意見交換会」

○ ○
工学研究科支援
室（総務担当）

広島大学の目標と実現に向けた取組等，学長が直接本学の
方針や課題について構成員に伝えるとともに，本研究院
（科）の教職員と意見交換を行う。

工学部・工学研究科の教職員 7/14
工学研究科
大会議室

90 90 80 10 - -
学長と直接意見交換することを通
して，教職員の意識の共有が図る
ことができた。

特になし。
（研修の性格上特段の改善を要さ
ないため。）

2.無 4.不明

5．部局 －
安全保障貿易管理に関
する説明会

● ○ ○
工学研究科支援
室（総務担当）

大学の国際化が進展する中で、平和利用のための自由な研
究が大量破壊兵器等の懸念活動に利用されないように管理
することを理解させる。

工学部・工学研究科の教職員 3/2
工学研究科大
会議室

64 64 63 1 - -
教職員に向けて大学の安全保障貿
易管理について紹介することがで
きた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないため。）

2.無 4.不明
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

5．部局 －
工学研究科「情報セ
キュリティ講習会

● ○ ○ ○
工学研究科支援
室（総務担当）

情報セキュリティに関する意識の向上及びゾーン管理者の
任務を把握することを目的とする。

正副ゾーン管理者及びその仕事を手伝
う学生，本学での情報セキュリティ対
策について知りたい者，質問がある者
等

3/8
工学研究科220
講義室

32 32 26 1 5

（課題）出席者数の増加
（改善策）教員が参加しやすい開催日の検
討，主として対象となる教員（ゾーン管理
者）・学生への案内方法の検討

対象となる教員・学生へ早期に案
内をし，昨年度より参加者数が増
えた。（昨年度参加者数１４名）

近の具体的な事例を基にした解
説により，情報セキュリティイン
シデントへの対応やHINETのセ
キュリティ対策についての理解を
深めることができた。

（課題）出席者数の増加 2.無 4.不明

5．部局 － TA/RAガイダンス ● ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

TA/RA職務に必要な心構えや基礎的知識の習得と事務手続き
の説明。

TA学生/RA学生 4/7
生物生産学部
C206

158 158 158
特になし（研修の性質上特段の改善を要さな
いため）

-

TA/RA職務に必要な心構えや，基
礎的知識の習得と事務手続きにつ
いて説明を行い，必要な情報を周
知することができた。

留学生対応のため，英語での説明
（資料及び口頭説明）が必要。

2.無 4.不明

5．部局 －
学部4年生との意見交換
会について

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（学士課程）

学部教育を改革し，より一層良い教育機会を提供するた
め，コースごとに４年生と担当教員との意見交換会を行っ
た。

学部4年次生

1/18
1/20
1/30
1/31

生物生産学部
C305

59 59 10 49
特になし（研修の性質上特段の改善を要さな
いため）

-
学部教育や施設等について, 学部
生の意見を収集することができ
た。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 －
学術院・ユニットにつ
いて

○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

４月からスタートした学術院・ユニットについて，相田理
事より，研究科内の教員に対して制度や趣旨についての説
明を行って頂く。

生物圏科学研究科教職員 4/25
生物生産学部
C108

65 65 60 5 - -
学術院・ユニットについて情報共
有することができた。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 －
英語力到達期待値（e-
KPI)設定について

● ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

西谷副学長（国際交流担当）より，学生の語学レベル向上
のため，英語力到達期待値（e-KPI)を設定することについ
ての説明を行って頂く。

生物圏科学研究科教職員 6/27
生物生産学部
C108

58 58 53 5 - -
e-KPIについて情報共有すること
ができた。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 － 学長による教授会訪問 ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

学長から大学の目標等についての説明を受け，意見交換を
行う。

生物圏科学研究科教職員 7/25
生物生産学部
C108

57 57 52 5 - -
今後の大学の方向性・学長の方針
等について，情報共有することが
できた。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 －
ユニット（内訳・キー
ワード等）の設定及び
入力に関する説明会

○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

相田理事より，研究科内の教員に対してユニット（内訳・
キーワード等）の設定及び入力方法に関する説明を行って
頂く。

生物圏科学研究科教職員 2/20
生物生産学部
C108

59 59 53 6 - -
ユニット（内訳・キーワード等）
の入力方法について情報共有する
ことができた。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 －
安全保障輸出管理説明
会

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

総務G（安全衛生担当）より，安全保障輸出管理に関する説
明を行って頂く。

生物圏科学研究科教職員 3/6
生物生産学部
C108

61 61 48 13 - -
安全保障輸出管理の内容や学内で
の取扱いについて情報共有するこ
とができた。

特になし（研修の性質上特段の改
善を要さないため）

2.無 4.不明

5．部局 －
臨床情報医工学プログ
ラム平成28年度公開シ
ンポジウム

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部学生支援グ
ループ

臨床情報医工学プログラムのさらなる発展と広島県を中心
とした地域医療・医工連携の発展を目指し、4年間を通じた
プログラムの実施における各大学の取組みや県内企業や機
関からなるステークホルダーとの成果について地域社会や
全国への情報発信・情報共有をすることを目的としてシン
ポジウムを行う。
また「ひろしま医療関連産業クラスター形成に向けた取
組」をテーマに広島県商工労働局 医工連携推進プロジェク
ト・チームから倉本丈久氏を講師として招へいして講演会
を行った。

教員
職員
学生（大学院生、学部生）

9/27 広島大学 80 66 23 16 27 14
特になし（受講者の満足度も高く，検証の結
果，次回も同様に開催予定のため）

教職員や学生の他に，学外（当該
プログラムの参加大学やステーク
ホルダーの企業，自治体及び一般
市民等）に周知し，参加者数増加
を図った。

本公開シンポジウムについてアン
ケート調査を行った結果、それぞれ
の発表に対して「とても参考になっ
た」「参考になった」と回答した者
は94.9%であり、公開シンポジウム全
体に対して有意義だったと回答した
参加者は全員であったため、公開シ
ンポジウムの開催は、本取組の成果
を地域社会や全国に情報発信・情報
共有するという目的を達成できたと
考えらる。

特になし
（シンポジウムについて今後実施
する予定はないが，シンポジウム
の中で実施した，FD・SD研修会及
び学生による成果発表会について
は，今年度中に実施予定のため，
関係の教職員や学生などに周知
し，参加者数増加を図っていきた
い）

1.有 1.向上した
FD/SD研修会、学生の成果発表
会を併催した。

5．部局 －
医歯薬保健学研究科
（院）ＦＤ

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

「学術院(ユニット)，A-KPI，B-KPI」について，情報共有
を行う。

霞地区教職員，学生 7/11
医学部第4講義
室

178 178 141 22 15 - -

「学術院(ユニット)，A-KPI，B-
KPI」について，大学改革担当理
事・副学長による解説及び質疑応
答を通して情報共有を行うことが
できた。

研修の性格上特段の改善を要さな
いため，特になし

2.無 4.不明

5．部局 －
医歯薬保健学研究科
（院）ＦＤ

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

海外で日本人研究者が研究を進めていくうえで必要なこと
について情報共有を行う。

霞地区教職員，学生 12/5
医学部第4講義
室

81 78 49 6 23 3 - -

日本人研究者が，海外で研究を進
めていくうえでの研究者同士の
ネットワークの重要性など，実際
の体験談などを通し情報共有を行
うことができた。

研修の性格上特段の改善を要さな
いため，特になし

2.無 4.不明

5．部局 － 歯学部教員ＦＤ ● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

教員が参加した歯学教育に関するワークショップ等の内容
を共有する，又は医学・歯学分野で先進的な教育方法に関
する取り組みを行っている大学で指導的立場にある教員，
あるいはその教育方法の評価に携わった教員等による講演
を実施することで，各教員の授業の内容及び方法の改善に
繋げていくことを目的とする。

教員（歯学分野） 2/15
歯学部大講義
室

43 43 39 4
特になし(研修の性格上特段の改善を要さな
い。)

-

2012年度に採択された大学間連携
共同教育事業の一環として,この5
年間に開発・実践された教育プロ
グラムを新潟大・東北大・広島大
の各担当者より説明することによ
り，学部学生の臨床技能向上を目
的とした取り組みについて情報共
有することができた。

特になし(研修の性格上特段の改
善を要さない。)

2.無 4.不明

5．部局 － 新任教員ＦＤ ● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

保健学分野の新任教員を対象として，学部及び大学院につ
いての教務，施設管理，安全衛生管理等の説明を行い，情
報共有を図る。

教員（平成27年6月1日以降，医歯薬保
健学研究院（保健学分野）に新たに採
用された者）

4/26
保健学科研究
棟１Ｆ会議室

7 7 7
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
い）

昨年度同様，実施内容等を保健学
分野に関連する者に限定した。

新任教員に対し，保健学分野等の
基本的な事項等の情報共有を図れ
た。

特になし
（研修の性格上特段の改善を要さ
ない）

2.無 4.不明

5．部局 － 医学部ＦＤ ● ○
霞地区運営支援
部学生支援グ
ループ

医学部は平成３０年１月に，日本医学教育評価機構による
医学教育分野別評価（いわゆる国際認証）を受審すること
となり，国際認証とはどいうものなのか，受審するに当た
り現在どのような状況なのか，これから何を準備する必要
があるのか，教員が持つべき心構えは何か，また国際認証
を経て，医学部教育がどのように改革されるのかを医学部
教員間で共有することを目的とする。

医学科の教育に関係する教員全員
保健学科教員は任意参加 2/3，2/7

医学部
第５講義室

248 248 245 3 - -

秀医学部長，河本医学部長補佐
（医学教育認証担当）及び松下医
学教育センター副センター長を講
師とし，国際認証とはどいうもの
なのか，受審するに当たり現在ど
のような状況なのか，これから何
を準備する必要があるのか，教員
が持つべき心構えは何か，また国
際認証を経て，医学部教育がどの
ように改革されるのかを参加者間
で共有できた。

医学科の教育に関係する教員全員
を参加対象者としていたが，それ
に及ばず，引き続き，認証に合格
するために全教員が認証受審に関
し共有する場又は方法を検討す
る。

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：副学長と
の意見交換会

● ○ ○
国際協力研究科
支援室

宮谷理事・副学長を招き、新学部・新学科の設置について
説明をいただき，国際協力研究科の役割について意見交換
を行った.

国際協力研究科教員，職員 10/21
国際協力研究
科大会議室

36 36 29 7
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

研究科の役割及び，今後授業担当
と専任担当への協力を依頼され
た。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 － IDECリサーチNow ● ○
国際協力研究科
支援室

研究科構成員の特筆すべき研究成果等を取り上げて紹介
し、研究活動の動機付けとする。併せて研究科内での情報
共有を行う。

国際協力研究科教員
9月〜2月毎月
第三金曜日

国際協力研究
科大会議室

187 187 155 32
情報把握もれ，遅れのない公平な広報を目指
す。

顕著な業績の情報共有を図った。
教授会での報告が定着した。

今後更なる情報公開の定着と公開
量の増大を図る

論文・著書以外での研究活動や社
会貢献の公表を増やす

2.無 4.不明

5．部局 －
ＴＡ概要説明会
　　(TA Briefing）

● ○ ○
国際協力研究科
支援室（総務）

TAの職務にあたっての規則・IDECルール，事務手続き及び
基礎的知識の説明を行う。

TA学生 10/5
国際研小会議
室

11 11 11 勤務の交替等について改善策を構築する。
Paper及び口頭で繰り返し説明を
行った。

レポートや出勤簿押印の遅滞が減
少した。

IDECでは現在，TAの資格としてM2
以上としているが，就活等でM2の
学生が足りていない。今後規則の
改正等を検討する必要がある。

2.無 4.不明

5．部局 － 新入生ガイダンス ● ○ ○
国際協力研究科
支援室（学生支
援）

IDEC新入生に必要な知識・情報の提供により，学生の教
育・研究生活の円滑なスタートを支援する。

国際協力研究科学生 10/1
国際協力研究
科大会議室

109 109 109
学生に参加の負担をかけないよう，1日です
べてを実施できるよう実施日時と確実な周知
を工夫する。

新入生全員に十分な説明が行われ
るよう，別会場を設けて入学ガイ
ダンスを実施した。

ほぼ全員参加

学生に参加の負担をかけないよ
う，1日ですべてを実施できるよ
う実施日時と確実な周知を工夫す
る。

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：研究倫理
教育講習会

● ○ ○ ○
国際協力研究科
支援室

広島大学が主催する「研究倫理講習会」を受講できなかっ
たIDECの研究者を対象とし，e-ラーニングにより，適切な
研究活動，不正防止について学ぶ。

国際協力研究科教員，職員，学生 10/23，11/29
国際協力研究
科大会議室

3 3 1 2
DVDの視聴だけでは不十分の感があるので改
善したい。

DVDによる講習会の日程調整がで
きなかったため，e-ラーニングに
よる個人研修を行った

不明
全学の日本語・英語による講習会
の普及を希望する。

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：ユニット
の設定及び入力に関す
る説明会

● ○ ○
国際協力研究科
支援室

相田大学改革担当理事より，ユニットの内訳とキーワード
の登録方法についてご説明頂く（予定）

国際協力研究科教員，職員 2/24
国際協力研究
科大会議室

特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

回答時未実施
特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：研究倫理
教育講習会

● ○ ○ ○
国際協力研究科
支援室

広島大学が主催する「研究倫理講習会」を受講できなかっ
たIDECの研究者を対象とし，DVD講習により，適切な研究活
動，不正防止について学ぶ。

国際協力研究科教員，職員 4/26
国際協力研究
科大会議室

3 3 2 1 - -
DVDの視聴だけでは不十分の感が
あるが，参加者は熱心に受講し
た。

英語版DVDと講習会の普及を希望
する。

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：学術院説
明会

● ○ ○
国際協力研究科
支援室

大学改革担当理事により学術院創設の経緯及び目的につい
て説明をいただき，意見交換及び質疑応答を行う。

国際協力研究科教員，職員 5/20
国際協力研究
科大会議室

39 39 32 7
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

活発な意見交換及び質疑応答によ
り，改革の方向性を理解できた。
一方教員の率直な意見も伝えるこ
とができた。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
国際研ＦＤ：学長懇話
会

● ○ ○
国際協力研究科
支援室

学長を招き、広島大学の方向性、今後の方針を伺い、併せ
て国際協力研究科の役割を確認する。

国際協力研究科教員，職員 6/17
国際協力研究
科大会議室

42 42 36 6
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

研究科の現状と取組について理解
していただいたと思う。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 － IDECセミナー ● ○ ○ ○
国際協力研究科
支援室（総務）

外国人研究員（客員教授）等による研究活動の紹介を通じ
て，国際協力研究科構成員及び学生と必要な知識・情報を
共有し，今後の共同研究に繋げる。

国際協力研究科教員，職員，学生
不定期，10〜3
月まで26回実
施

国際協力研究
科大会議室

650 625 300 25 300 25
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

世界各地から研究者を招聘するこ
とにより,教員については共同研
究の可能性を検討，学生について
は先進的な取組みを学ぶ機会と
なった。

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

2.無 4.不明

5．部局 －
国際協力キャリアセミ
ナー

● ○ ○
国際協力研究科
支援室（学生支
援）

国際機関や海外で働くことを希望する学生を対象に，実務
者を講師に迎え，専門知識の習得と計画的な進路形成を支
援する。

国際協力研究科教員，学生
11/2,
12/14,1/25
（年6回開催）

国際協力研究
科大会議室

64 64 64
特になし（研修の性格上特段の改善を要さな
いと考えられるため）

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

毎回アンケートを実施し，8割程
度の回答があり，一定の評価を受
けている

特になし（研修の性格上特段の改
善を要さないと考えられるため）

1.有 2.変化なし

5．部局 －
法務研究科学生との懇
談会

● ○ ○
東千田地区支援
室（法務研究科
担当）

・法科大学院の授業・学生生活等をより良いものとするた
め，学生の率直な意見を聞き懇談の場を持つ。

・法務研究科学生
・法務研究科教員

前期と後期各1
日

東千田キャン
パス

25 25 14 4 7
特になし(検討の結果，改善を要さないた
め。)

特になし(検討の結果，改善を要
さないため。)

授業改善・学生生活等について学
生から率直な意見を聞くことがで
きた。

特になし(検討の結果，改善を要
さないため。)

2.無 4.不明

教員・学生意見交換会は好評
であり，学生意見を今後もプ
ログラムの運営に結び付けて
いくことが必要である。

5．部局 －
法務研究科教育方法等
改善研修会（ＦＤ）

● ○ ○
東千田地区支援
室（総務担当）

・法務研究科における教育の内容及び方法の改善を図るた
めの検討を実施する。
・例年6月には，学生も対象にしてメンタルヘルス講習会を
実施しているが，平成28年度は，9月に情報セキュリティ研
修，11月にハラスメント防止研修会を実施した。
・例年9月と3月には，客員教授等も交えて，客員教授の先
生方に法務研究科の現状を理解いただき，要望を聞く機会
を持つとともに，授業内容について学生の授業評価アン
ケート及び教員の参観記録に基づいた検証を実施してい
る。

・法務研究科教員
・5月実施予定のメンタルヘルス講習会
は学生も含む。
・9月と3月は，客員教授を含む。

毎月
第2月曜日

東千田キャン
パス

263 263 216 47

メンタルヘルス講習会に関しては，より多く
の学生の参加が望ましいため，引き続き学生
への講習会の周知を徹底し，参加を呼 よびか
ける。

日程調整がうまくいかなかったた
め,，メンタルヘルス講習会を開
催できなかった。来年度はメンタ
ルヘルス講習会を実施する。実施
の際には，学生への講習会の周知
を徹底し，参加を呼びかける。

・客員教授等に法務研究科の現状
や法曹養成制度改革に係る現在の
検討状況を理解していただくこと
ができた。
・学生の授業評価アンケート結果
及び教員の授業参観記録等を基に
授業改善や学生の指導方法につい
て検討し，教員間で情報共有する
ことができた。

平成28年度は，9月に情報セキュ
リティ研修，11月にハラスメント
防止研修会を実施し，メンタルヘ
ルス講習会を開催していないた
め，来年度はメンタルヘルス講習
会を実施する。

2.無 4.不明
3月13日開催予定人数は，受講
者数に含めていない。

5．部局 － リトリート ● ○ ○ ○ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｽ
フェニックスリーダー育成プログラムの大学院生がプログ
ラム担当者・招聘講師とともに学際的な広い視野でこれま
での学修の成果及び今後の課題を確認する。

教員・職員・学生
平成28年11月
25日‐26日

広島市国際青
年会館 (アス
テールプラザ)

36 36 6 7 23
早めの計画立案に努め周知徹底を図ると同時
に，学内施設での実施，日程の短縮等につい
て検討する。

検討の結果，リトリートの性質
上，学内施設での実施は不適切で
あるとプログラムで判断し，アス
テールプラザで実施した。

今回のリトリートの目的（第6回
国際シンポジウムに向けた情報共
有・準備）に沿って実施すること
が出来た。

リトリートは教職員・学生が一堂
に会する重要な学習機会であるた
め，その重要性を再周知した上で
今後も実施する。

2.無 4.不明

5．部局 － 教員・学生意見交換会 ● ○ ○ ○ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｽ

カリキュラム等に関してフェニックスリーダー育成プログ
ラムで決定した事項を大学院生に周知するとともに，プロ
グラム履修等に関して教職員と大学院生が意見交換できる
場を設ける。

教員・職員・学生
平成28年11月
26日

広島市国際青
年会館 (アス
テールプラザ)

36 36 6 7 23

メンター制度の稼働実績等を把握，分析する
体制を構築する。
各研究科においても，学生が英語で授業を受
けられる環境を整備する。

特に教員メンターに対してメンタ
リングの実績を記録することを依
頼した。

学生のコメントや意見等を汲み取
ることが出来た。

教員・学生意見交換会は教職員・
学生が一堂に会する機会であるた
め，その重要性を再周知した上で
今後も実施する。

2.無 4.不明
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カテゴリ大 カテゴリ中 研修等の名称
区分
PD

教員
対象

職員
対象

学生
対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場
受講者数
A+B+C+D

合計（学
内者）
A+B+C

教員
A

職員
B

学生
C

その他
（学外
者）
D

昨年の「課題・改善策」
実施時の改善事項（昨年の「課
題・改善策」の反映状況等）※今
年度新規実施の研修は記載不要

成果（研修目的の達成状況等を含
めて記載すること）

課題と改善策
アンケー
ト実施の
有無

昨年と比較
した受講者
の満足度等
の向上の有

無

備考

5．部局 －
フェニックスリーダー
育成プログラム　教育
セミナー

● ○ ○ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｽ

フェニックスリーダー育成プログラムにおいて放射線災害
復興学の構築に向けて学際型の教育研究活動を推進する仕
組みについて全学的に共通理解を図るとともに、学外の知
見も取り入れて今後の展開を検討する。
フェニックスリーダー育成プログラムにおける取組の検証
のために、グローバルリーダー教育の一環として、優秀な
学生の切磋琢磨する場の充実をどのように実現するべき
か、各リーディング大学院の事例に基づいて検討する。

教員・職員 1/23

（テレビ会
議）
総合科学研究
科第２会議
室，医学部基
礎・社会医学
棟セミナー室
２
，福島県立医
科大学

27 25 16 9 2
プログラムの全学への周知が不十分であるた
め，全学にプログラムを紹介するように，参
加者募集や内容を工夫する。

新カリキュラムへの移行に対する
共通理解確立がテーマであったた
め，本プログラム担当者を対象と
して実施した。

文部科学省の支援終了後も実施可
能かつ教育効果を維持できる新カ
リキュラムのあり方について，共
通理解を確立し，移行の趣旨・経
緯や授業実施に伴う留意点等を確
認することができた。

文部科学省の支援終了後のプログ
ラム存続体制等を周知するため，
プログラム外も対象とする形で開
催する。

2.無 4.不明
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平成28年度広島大学新任教員研修プログラム
　※講師、開催時期、会場については予定ですので，変更になる場合があります。最新情報は、「いろは」でご確認下さい。

分野
必修・
選択必

研修会名 目的
実施
形態

時間数
(H)

講師 開催時期 会場 担当

新任教員研修プログラ
ムオリエンテーション

「新任教員研修プログラム」のオリエンテーションと大学の組織的
活動に関する基本的知識獲得の機会を提供する。具体的には，プロ
グラムの説明，大学教員職務についてのディスカッションと，大学
を取り巻く評価の現状に関する講義を行う。

講演
WS

2.5
評価委員長，人材育成推
進室（FD部会）メン
バー，他

4月，10月
東広島キャンパス，
霞キャンパス(TV会
議)

人材育成推進室
（FD部会）

新採用教職員研修
本学の理念・目標など大学運営の基礎となる事項について理解する
とともに，職務に必要な基本的知識を習得し，現場で不明な点が
あった場合に速やかに適切な対応がとれるようにする。

講演 3 学長，理事，副学長，他 4月，10月

東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議），東千田キャン
パス（TV会議）

人材育成推進室

ハラスメント研修会
高等教育機関におけるハラスメント(セクハラ，アカハラ，パワハ
ラ)問題について理解を深め，本学におけるハラスメント行為の防
止を図る。

講演 1 外部講師 9月

東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議），東千田キャン
パス（TV会議）

ハラスメント相談
室(服務G)

メンタリング研修会
メンタリングの意義と方法を理解するとともに，メンター教員の接
し方や役割について学び，メンタリング･スキルの向上を図る。

講演 1.5 外部講師 8月
学士会館レセプショ
ンホール

男女共同参画推進
室

高等教育公開セミナー
高等教育をめぐる最新の状況に関する講義を聴講することを通し
て，大学の指導的立場の大学教職員として大学を広い視野から俯瞰
するための知識や技能を身につけてもらう。

講演 4
高等教育研究開発セン
ター教員等

8月
高等教育研究開発セ
ンター

高等教育研究開発
センター

アカデミックポート
フォリオ作成

アカデミック・ポートフォリオの作成を通じて，教育，学生支援，
研究・社会貢献，マネジメントの諸活動を総合的に省察し，今後，
大学教員として取り組むべき中・長期目標を明確化できるようにす
る。
※受講要件：ティーチングポートフォリオ作成経験があること。

WS 15
学外講師（スーパーバイ
ザー），学内メンター

9月 総合科学部講義室
人材育成推進室
（FD部会）

大学教育論

＜講義＞本学のHiPROSPECTS®型の授業設計の方法(学習目標・授業
目標の設定，授業の設計，成績評価の方法)，教授法の基礎，授業
実施上の留意点等について解説する。
＜演習＞実際にシラバスを作成し，改善点についてグループごとに
検討を行う。

講演
WS

4 学内講師 8月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

人材育成推進室
（FD部会）

授業研究(1)

＜授業参観・研究会＞授業を参観することにより，授業運営の基本
的な方法を理解してもらう。また，参観終了後に事後研究会を開催
し，授業を進める上での工夫や課題等について意見交換を行い，参
観者の授業改善に役立ててもらう。

WS 3 学内講師

随時
(新任教員の着
任日が属する
学期またはそ
の翌学期が望

ましい)

各所属部局等
教員会，人材育成
推進室（FD部会）

英語による授業の方法
英語で授業をするために必要な知識と技術を身につける機会を提供
する。

WS 3 学内講師，学外講師 9月,3月
東広島キャンパス，
霞キャンパス

人材育成推進室
（FD部会）

授業研究(2)

＜授業公開(事前・事後研究会あり)＞
新任教員が実際に教壇に立ち，質の高い授業を展開できるよう，事
前・事後研究会付きの授業公開を実施する。実施にあたっては，各
教員会の主導のもと，①事前研究会(授業案の作成を含む)，②授業
公開，③事後研究会(授業参観者による研究会)を開催し，授業改善
を組織的に支援する。

WS 3 学内講師

随時
(新任教員が
「授業研究
(1)」「大学教
育論」を受講
した後（着任
後2年目以降を
想定）が望ま

各所属部局等
教員会，人材育成
推進室（FD部会）

大
学
教
員
基
礎

必修

選択
必修

必修

教
育

選択
必修

6
8 
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平成28年度広島大学新任教員研修プログラム
　※講師、開催時期、会場については予定ですので，変更になる場合があります。最新情報は、「いろは」でご確認下さい。

分野
必修・
選択必

研修会名 目的
実施
形態

時間数
(H)

講師 開催時期 会場 担当

大学入試制度改革と本
学の入試実施状況

近年の大学入試制度改革及び本学における入試実施状況並びに入学
者の高校及び大学での学習状況等について講義を行い，もって新任
教員の今後の教育活動に役立てる。

講演 1.5 入学センター長 8月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

入学センター

授業方法研修会
学生の学習活動を促進するために有効な授業方法を研究し教育の効
果を向上させる。

講演
WS

3 学外講師 12月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

人材育成推進室
（FD部会）

マイクロ・ティーチン
グ(模擬授業体験)

小グループ内で10分程度の模擬授業を行い，学生役の参加者からの
評価を受ける「マイクロティーチング」を経験し，教授法の技能を
習得する機会を提供する。

WS 3 学内講師 9月 東広島キャンパス
人材育成推進室
（FD部会）

アクティブ・ラーニン
グを促す授業の方法

アクティブラーニング(学生の主体的学習)を促すための授業方法を
体験し，理解を深める機会を提供する。

WS 6.5 学内講師 8月，3月
総合科学部J棟講義
室

人材育成推進室
（FD部会）

ICTを用いた授業の方法 授業におけるICT(情報通信技術)の活用法を学ぶ機会を提供する。 WS 2.5
eラーニング推進会議メン
バーおよび情報メディア
教育研究センター関係者

4月，10月
東広島キャンパス，
霞キャンパス

eラーニング推進会
議

TA研修会(実践編)
教員とTAが協力してより良い授業を行うための実践例について，検
討する機会を提供する。

WS 1.5 学内講師 12月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

人材育成推進室
（FD部会）

ティーチングポート
フォリオ作成

ティーチング・ポートフォリオの作成を通じて自身の教育活動を省
察し，今後，大学教員として取り組むべき中・長期目標を明確化で
きるようにする。

WS 15
学外講師（スーパーバイ
ザー），学内メンター

9月 総合科学部会議室等
人材育成推進室
（FD部会）

教養教育新任教員研修
会

本学の教養教育の授業を初めて担当する教員を対象に，教養教育の
理念・目的，歴史と現状や，授業を担当する上で必要な情報等につ
いて説明を行い，ワークショップを通じて，教養教育への理解を深
め，授業実践に役立ててもらう。

WS 1.5 教養教育本部教員 4月
総合科学部K棟講義
室

教養教育本部

教養教育授業参観・研
究会

教養教育の授業を参観することにより，授業運営の基本的な方法を
理解してもらう。また，参観終了後に事後検討会を開催し，授業を
進める上での工夫や課題等について意見交換を行い，参観者の授業
改善に役立ててもらう。

WS 3 教養教育担当教員 6月，後期 総合科学部講義室 教養教育本部

必修
メンタルヘルス相談研
修会

学生・教職員のメンタルヘルス・発達障害等について理解し，支援
のあり方について考える機会を提供する。「学生・教職員のメンタ
ルヘルス（岡本）」及び「近年の学生の心理的特徴および発達障害
についてー理解と支援の仕方（内野）」のタイトルで講演を行う。

講演 1.5
岡本メンタルヘルス部門
長，内野カウンセリング
部門長

8月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

保健管理センター

学生支援教職員研修会
学生支援の現状と課題について理解を深め，教職員の協働のあり方
を検討し，学生支援の改善に資する。

講演
WS

1.5 学外講師 9月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

人材育成推進室
（FD部会）

チューター研修会
学生の成績評価．学習相談および生活支援等，チューターの業務に
おける留意事項について理解を深める。

講演 3

副学長（学生支援担当），学
士課程会議，アクセシビリ
ティセンター，キャリアセン
ター，保健管理センター

3月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

学生生活会議，人
材育成推進室（FD
部会）

留学生支援研修会
留学生と彼らを取り巻く環境や全学の留学生サポート体制について
理解し，より充実した留学生の支援を行えるようにする。

講演
WS

3 留学生支援ネットワーク 11月 東広島キャンパス
全学留学生等支援
部会

アクセシビリティ研修
会

学び・修学に関わる多様性と高等教育のアクセシビリティ（参加し
やすさ、利用しやすさ）の基礎を講義形式で学び、ワークショップ
を通して実践的な理解を深める。

講演
WS

3
アクセシビリティセン
ター

9月 東広島キャンパス
アクセシビリティ
センター

選択
必修

教
育

選択
必修

学
生
支
援
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平成28年度広島大学新任教員研修プログラム
　※講師、開催時期、会場については予定ですので，変更になる場合があります。最新情報は、「いろは」でご確認下さい。

分野
必修・
選択必

研修会名 目的
実施
形態

時間数
(H)

講師 開催時期 会場 担当

研究力強化概論

本学の研究力に関する現状を理解し，本学が掲げる研究力に関する
理念・目的を共有する。そのうえで，発表雑誌や自らの研究力を
様々な指標を用いて図る手法を習得するとともに研究費の獲得など
についても理解する。

講演 1.5

理事・副学長（研究担
当），副理事（研究企画
担当），研究企画室担当
者

11月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

学術・社会産学連
携室

研究マネジメント研修
安全・環境管理，研究倫理，共同利用施設・機器の利用，学術デー
タベース等図書館利用，学術支援（URA）の利用などを理解する。

講演 1.5

関連委員（教員），学術
支援グループ担当者，研
究企画室担当者，図書館
担当者

11月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

学術・社会産学連
携室

研究費獲得研修
科研費，共同研究等外部資金の獲得方法及び外部資金を使った研究
活動の進め方を理解する。

講演 1.5

外部講師，社会連携グ
ループ担当者，産学連携
コーディネーター，学内
教員

7～8月
東広島キャンパス，
霞キャンパス（TV会
議）

学術・社会産学連
携室

環境安全講習
事故・違反なく研究を遂行するとともに，本学の環境管理，安全管
理を理解・実践するための講習。

講演 1.5 環境安全センター担当者
4月
9月

東広島キャンパス，
霞キャンパス

財務・総務室（総
務グループ）

動物実験講習会
動物実験に関連する法律やガイドライン等を学び，安全管理だけで
なく倫理的にも適切で，かつ有効な動物実験を実施するため。

講演 1 動物実験委員会委員
4～5月
9～10月

東広島キャンパス，
霞キャンパス

動物実験委員会
学術・社会産学連
携室

遺伝子組換え生物等使
用実験安全講習会

遺伝子組換え生物等使用実験と，それを規制するカルタヘナ法につ
いて最低限の知識と遵守すべき事項等を学び，適切で安全な遺伝子
組換え生物等使用実験を実施するため。

講演 1
組換えDNA実験安全委員会
委員

4～5月
9～10月

東広島キャンパス，
霞キャンパス

組換えDNA実験安全
委員会
学術・社会産学連
携室

機器使用に関する講
習・セミナー

機器，ソフトウェア等の新規導入時に，操作方法，および安全確保
について利用者に周知徹底することを目的とする。

講演 1.5 学内教員，担当職員 未定 未定
自然科学研究支援
開発センター生命
科学機器分析部

英語論文ライティング
セミナー

英語による論文執筆のスキルアップを目的とする。 講演 1.5
外部講師（未定），学内
教員，図書館担当者

5～6月
中央図書館ライブラ
リーホール，霞キャ
ンパス（TV会議）

学術・社会産学連
携室(図書学術情報
普及G)

DP・DRによるリレーセ
ミナー

DP・DRに選定された研究者から研究に関する様々な情報を聞くこと
によって，研究力アップを図る。

講演 1.5 DP・DR 通年
中央図書館ライブラ
リーホール，霞キャ
ンパス（TV会議）

学術・社会産学連
携室

※　「選択必修」研修会から，4時間以上受講すること。

研
究

選択
必修

必修
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（平成28年9月1日現在）

氏　名 所属・職 任期 細則 備考

大膳　司 高等教育研究開発センター・教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第2号

部会長

蔦岡 孝則 教育学研究科・教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

古澤　修一
eラーニング推進会議長
生物圏科学研究科・教授

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

小澤　孝一郎
教育本部教務委員会委員長・副理事(教育企画担当)
医歯薬保健学研究院・教授

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第4号

丸山　恭司 教育学研究科・教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

吉田　成章 教育学研究科・准教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

圓山　　裕 理学研究科・教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

西堀　正英 生物圏科学研究科・准教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

吉田　香奈 教育本部・准教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第3号

佐藤　万知 高等教育研究開発センター・准教授
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

西嶋　渉
副理事（研究企画担当）
環境安全センター・センター長

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

井内　太郎
教育本部学生生活委員会・委員
文学研究科・教授

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第5号

松下　毅彦
医歯薬保健学研究院・准教授
医学部附属医学教育センター

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

眞田　一美　
財務・総務室 人材育成推進室長
人事部長

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第1号

原　義孝
教育室 教育部
教育部長

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第6号

小左古　学 学術室 研究企画室　研究企画室長  高度専門職（シニアURA）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第8号

栗林　元信 教育室 教育部 教育支援グループ・グループリーダー
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

第2条
第7号

平成２８年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」委員名簿
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