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はじめに 

 

本学は、平成 24年度以降、スーパーグローバル大学創成支援を受けて教育改革に取り組み始めた。 

10年後、広島大学は世界トップ 100位に入るため、研究成果を出すことはもちろん、世界の優秀な若

者を本学の学士課程や大学院課程で受け入れることができるよう本学の教職員が協働して教育研究の

質的改善に努めることが肝要である。 

特に、40歳代以下の若手教員は、今後の広島大学の主要な担い手であり、全学 FD部会では 2年前か

ら新任教員研修プログラムを通して優秀な若手教員を育成しようと努力している。現在、その新任教員

研修プログラムの効果を新任教員に評価してもらっており、来年度から始まる第 3期中期目標・中期計

画の中で新・新任教員研修プログラムを展開することを計画している。 

なお、本報告書は、昨年度、全学・部局レベルで実践された FD 活動の成果報告書である。本報告書

が、各部局・教育プログラムの改善に効果的な FD活動を開発するための一助となればと願っている。 

 

最後に、本報告書作成にご協力いただいた各部局の FD活動担当教職員のみなさまには感謝申し上げ

たい。 

 

大膳 司 

（人材育成推進室 FD 部会長、 

高等教育開発センター教授） 
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「新任教員研修プログラム」オリエンテーション 報告書 

 

2014 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： 2014 年 4 月 2 日(水)13:10～15:10 

場所： ＜東広島＞本部棟 4F 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： ①平成 26 年 4 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 26 年 4 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： 

13:10 開会挨拶 

理事・副学長(教育担当) 坂越 正樹 

＜第一部 広島大学を取り巻く評価の現状＞ 

13:15 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・委員長 岩永 誠(10 分)， 学士課程会議・議長 小澤 孝一郎(15 分) 

＜第二部 新任教員研修プログラムの説明＞ 

13:40 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 大学教員職務についてのグループワーク＞ 

13:50 グループワークの進め方に関するオリエンテーション 

13:55 グループワーク 

 テーマ：大学教員職務について－悩み・心配・不安－ 

ファシリテーター：【東広島】古澤 修一，吉田 香奈，西堀正英(生物圏科学研究科) 

【霞】大膳 司，小澤 孝一郎，松下 毅彦(医学教育センター) 

14:35 発表 

14:55 グループワークのまとめ 

 コメンテーター：【東広島】古澤 修一 【霞】小澤 孝一郎 

15:10 終了 

 

参加者数： 81 名（東広島：44 名  霞：37 名 ） 
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II. 参加者アンケート(回答者数 東広島 39 名 霞 38 名 計 77 名) 

Q1-1 これまでの大学での教授歴(他大学を含む) 

 

 

（キャンパス別集計） 

 

 

Q1-2 性別 
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（キャンパス別集計） 

 

 

Q2 第一部「広島大学を取り巻く評価の現状」について 

 

 

（キャンパス別集計） 

 

回答者の 9 割近くが「大変満足」「大体

満足」と回答。その理由としては「評価の

現状についてよく分かった・理解できた」

等があげられている。 

一方「やや不満」とした回答理由には時間

の長さがあげられている。 
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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 

 

 

（キャンパス別集計） 

 

 

Q4-1 第三部「大学教員職務についてグループワーク」の内容について 

 

9 割以上の回答者が「期待以上」「期待通

り」と回答している。その理由としては「異

分野の先生と交流できた，悩みを共有でき

た」「テーマが設定され，短時間で集中議論

できた」等があげられている。 

一方「期待はずれ」とした理由には目的・

必要性がわからないことがあげられてい

る。 

回答者の 9 割が「大変満足」「だいたい満

足」と回答。理由としては「研修の背景が

理解できた」等がある一方で「日程が不透

明」「もう少し詳しく聞きたかった」といっ

た意見もあった。 

また「やや不満」「不満」とした回答理由に

は時間の長さや，スライドのわかりづらさ

があげられている。 
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（キャンパス別集計） 

 

 

Q4-2 グループワーク形式の研修会について 

 

 

（キャンパス別集計） 

 

半数近くの回答者が「また参加したい」

と回答。その理由として「グループワーク

形式のよさ」「他分野の先生と交流し，考

え方を知ることができる」等があげられて

いる。 

「どちらともいえない」「もう参加したく

ない」とした回答理由には「時間がない」

「苦手」といった意見があった。 
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Q5 全体の満足度 

 

 

（キャンパス別集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%の回答者が「大変満足」「だいたい満

足」と回答。理由としては「同じ新任教員

との交流」「役立つ情報が得られた」等があ

げられている。 

一方「不満が残った」とした回答理由には

「時間がもったいない」があった。 
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III. 研修会を終えて 

 

 

感謝と反省 

 

大膳 司         

（人材育成推進室 FD 部会長) 

 

東広島と霞の両キャンパスで多様な部局から集まった 80名近い新任教員を迎えて実施さ

れた研修会であったが、9 割弱の参加者から「だいたい満足した」以上の回答があったこと

は、準備及び当日の支援をしていただいたスタッフに感謝申し上げたい。 

個別にはいろいろなコメント（例．「東千田の人もいるので，少し意識してもらえると嬉

しい」「数ヶ月後，実際はどうだった再度集まって話し合いたい」「教えるつもりがないス

ライド」等）をいただいているので、次回以降の研修に生かしていきたい。 

コメントの中で｢大学は教員ではなく「医師」のポストで Dr.を雇うべきではないか｣とい

うのがあった。おそらく霞キャンパス教員の回答であろう。この点が、霞キャンパスの満

足度の低さの原因の 1 つではないかと思われる。 

研修プログラムが参加者のニーズに対応していくためには、プログラム内容が教育・研

究活動に特化している点（診療活動をどう扱うか）を再考する必要があるようだ。 
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オリエンテーションを終えて 

 

吉田 香奈       

（人材育成推進室 FD 部会員) 

 

 

 今回の新任教員研修オリエンテーションは、昨年 10 月の試行を経て、本格運用が開始さ

れた後の第一回目のオリエンテーションとなる。対象者の 9 割にあたる約 80 名が参加し、

活発な議論が行われた。参加者数が多いこと、東広島と霞の 2 地区をつないだ研修であっ

たこと、日本語を母語としない参加者がいることなど、心配な点は多々あったが、アンケ

ートからは９割の教員が全体的に満足と回答しており、まずはほっとしている。FD 部会が

一年間かけて作り上げてきたプログラムはまずは上々の滑り出しであると言えよう。講師

を務めていただいた諸先生方、および当日に向けて入念に準備を行ってくださった教育・

国際室教育支援グループをはじめスタッフの皆様に心よりお礼を申し上げたい。 

今回、筆者はグループワークを担当したが、いつも大切だと感じるのは FD 研修の中にこ

のような参加者同士の意見交換の場を設定することである。2 年前、筆者が始めて本学に赴

任した際、半日間ただ黙って座って話を聞き、新任教員の誰とも知り合いになれず孤独を

感じながら研究室に戻った記憶がある。せっかく参加したのだから誰かと話がしたかった。

これが率直な感想であった。今回、アンケートをみると 9 割以上の教員がグループワーク

を「期待以上」「期待通り」と回答しており、期待以上だったと回答した理由として「異分

野・年齢の方と話す機会があって良かった」「グループのメンバーと具体的な問題・課題を

共有することができました」「それぞれ同じように悩んでいることがわかり，それだけでも

安心感ができました」といった意見が寄せられた。このような場を設けることができてよ

かったと感じている。「第三部はもっと時間が長くとれた方がよいと思う。また，数ヶ月後，

1 年後などに，どうだったか同じメンバーで集まり話し合えばさらに効果が上がるだろう。」

という意見もあった。そのような機会が設けられるか分からないが、なるべく同じグルー

プとなるようグループ分けの方法を考えてみたい。 

また、今後の課題としてグループワークのテーマをもっとポジティブなものにしてほし

いという意見が寄せられた。当日、会場で参加者から「職務上の悩み、心配、不安」だけ

でなく広島大学に採用されて嬉しかったことややってみたいことなどを話し合いたいで

す」というご意見も直接頂いた。次回のオリエンテーションでは「職務への期待および悩

み・心配・不安」というテーマに変えることを検討したい。 
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平成 26年度 広島大学全学 FD 

ＴＡ研修会（基礎編） 報告書 

2014年 6月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

 TA(ティーチング・アシスタント)として教育支援に携わる大学院生が，その職務を果たすために必要

な心構え，基礎的知識・技能を習得することを目的として，平成 26年度新任 TA及び TAを雇用する教員

を対象に実施しました。 

 

Ⅰ．概要 

主 催：人材育成推進室(FD部会) 

日 時：(東広島)平成 26年 4月 8日(火) 

         <個別セッション>15:10～16:10(希望者のみ) 

         <全体セッション>16:20～17:50 

     ( 霞 )平成 26年 6月 12日(火) 

         <個別セッション>15:10～16:10(希望者のみ) 

         <全体セッション>16:20～17:50 

場 所：(東広島)総合科学部 L棟 201，K104，K206 

     ( 霞 )医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2，チュートリアル室 12・13 

 

内 容： 

<個別セッション> 

(1)安全衛生講習(実験担当 TA対象) 財務・総務室総務グループ 

環境安全センター 

(2)Special Session for International 

TAs 

丸山 恭司 FD部会員(教育学研究科・教授) 

 

<全体セッション> 

16:20 開会 

司会：(東広島・霞) 山内 優佳 (教育学研究科博士課程後期 3年) 

    

挨拶：(東広島・霞) 大膳  司  FD部会長(高等教育研究開発センター・教授) 

    

16:25 TAになる前に知っておいてもらいたいこと 丸山 恭司 FD部会員 

16:45 業務を行うにあたって 

・就業規則とハラスメントの防止について 

・個人情報の保護について 

・アクセシビリティ対応について 

 

財務・総務室服務グループ 

財務・総務室総務グループ 

アクセシビリティセンター 
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17:16 質疑応答 

17:20 先輩 TA体験談 

(東広島) 境 愛一郎（教育学研究科博士課程後期 3年） 

マチャリア マーティン ムワンギ（工学研究科博士課程後期 2年） 

( 霞 ) 粟田 哲也（医歯薬保健学研究科博士課程後期 4年） 

     マチャリア マーティン ムワンギ（工学研究科博士課程後期 2年） 

17:30 質疑応答 

17:40 閉会 

 

参加者数：169名 (学生 138名，教職員 31名) 

 (内訳) 

 

個別セッション 

全体セッション 参加人数 
安全衛生講習 

Special 

Session 

東広島 
学生 13名 9名 65名 78名 

教職員 ２名 0名 14名 15名 

霞 
学生 4名 3名 56名 60名 

教職員 0名 0名 16名 16名 
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Ⅱ．参加者アンケート(回答者数 113 名)※自由記述は後述 

Q1 所属研究科  

総合科学研究科 6 

文学研究科 2 

教育学研究科 22 

社会科学研究科 4 

先端物質科学研究科 0 

理学研究科 0 

医歯薬保健学研究科 46 

工学研究科 14 

生物圏科学研究科 9 

国際協力研究科 10 

無回答 0 

 

Q2 <個別セッション>安全衛生講習(実験担当 TA 対象) 

○「安全で快適な大学生活を過ごすために」について 

大変満足できた 10 

だいたい満足できた 17 

やや不満が残った 3 

不満が残った 1 

 

 

 

 

 

 

 

○「実験廃水の取り扱いについて」について 

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 1 

不満が残った 0 
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<個別セッション>Special Session for International TAs 

大変満足できた 6 

だいたい満足できた 3 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 <全体セッション> 

○「TA になる前に知っておいてもらいたいこと」について 

大変満足できた 50 

だいたい満足できた 44 

やや不満が残った 4 

不満が残った 1 

無回答 1 

 

 

 

 

 

 

○「業務を行うにあたって」 

①「就業規則とハラスメントの防止について」について 

大変満足できた 38 

だいたい満足できた 55 

やや不満が残った 5 

不満が残った 1 

無回答 1 
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②「個人情報の保護について」について 

大変満足できた 42 

だいたい満足できた 50 

やや不満が残った 7 

不満が残った 0 

無回答 1 

 

 

 

 

 

 

 

③「アクセシビリティ対応について」について 

大変満足できた 45 

だいたい満足できた 43 

やや不満が残った 8 

不満が残った 0 

無回答 4 

 

 

 

 

 

 

 

○「先輩 TA 体験談」について 

大変満足できた 67 

だいたい満足できた 27 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

無回答 6 
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Q4 全体的に 

大変満足できた 51 

だいたい満足できた 43 

やや不満が残った 2 

不満が残った 0 

無回答 4 
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Ⅲ．研修会を終えて 

 

丸 山 恭 司（人材育成推進室（FD 部会）委員） 

 広島大学において全学 TA 研修会が始められたのは、平成 22 年後期である。同年７月に「広島大学テ

ィーチング・アシスタント制度運用ガイドライン」が策定されたのを機に、その年の後期から毎年度前期

と後期に TA 研修会は開催されている。今回は八学期目、五年度目の開催となる。 

 この四年半の間、全学 TA 研修会は試行錯誤の連続であった。TA 経験のない初心者向けの説明会、TA

経験のある院生を対象としたアドバンスレベルの研修、TA と一緒に授業をつくっている教員を対象とす

る情報交換会など、対象や形態の異なるいくつものパターンが試みられ、改善されながら続けられてきた。

前期に基礎編として初任者向けの説明会を行い、後期に実践編として経験のある TA 向けの研修会を開く

ことでほぼ定着しつつある。 

 今回の研修会は運営もスムーズに進められ、参加者のアンケート評価も高いものであった。広島大学

において TA 研修会が安定して提供できていることの証左として喜びたい。前期の基礎編は年度を越えて

企画・運営することが求められるために、スタッフの確保や周知方法に難しさがあった。年度初めには

他にも様々なオリエンテーションや研修会があり、場所や時間の確保も容易ではない。そうしたなか、

事務スタッフと院生スタッフはともに手際よく準備を進めてくれた。 

 継続して開催されることによってもたらされた本学 TA 研修会の特長を三点挙げる。まず、研修当日も、

受付、進行役、先輩 TA の経験談など、院生が中心となって進めており、院生のための FD（プレ FD）

としての側面が際立っていたこと。そして、事務担当職員によるプレゼンテーションが年を追うごとに

上達していること。さらに、広島大学では英語のみで行う授業があり、多くの場合、日本語を解さない

留学生がTAとして採用されているが、こうした新任TAのために英語での説明分科会を開いていること。 

 もちろん、改善点がないわけではない。アンケートのコメントにもあるように、TA 研修会の位置づけ

が明確でないために、参加を迷う院生が今年もいた。参加者数から言えば、TA 研修会に出ることなく

TA 業務に従事している TA は少なからずいることになる。なかには TA 研修会の存在すら知らない教員

や TA もいるだろう。TA 研修会への参加の義務化、ないし、資格化の程度を明確にしたうえで周知徹底

する必要があろう。 

 実際、広島大学では資格化に向けた TA 制度の改革を進めている。現在 TA には教授活動が認められて

いないが、一定の研修を受けた TA には教授権限を与え、それに見合うだけの報酬を与えようとする改革

である。TA 研修会は TA の資格化要件として位置づけられることになり、その位置づけも明確になるで

あろう。広島大学における TA 研修会は設立の段階を終えて、次の発展の段階に移行しつつあるのである。 
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平成 26年度広島大学全学 FD 
大学教育論 報告書 

        2014年10月 

                                  人材育成推進室（FD部会） 

 

広島大学の到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS®(ハイプロスペクツ)の概要を理解し、各主専攻プログ

ラムの到達目標を達成するために、どのような教育方法が必要かを学ぶことを目的としている。 

 

Ⅰ．概要 

 

日時 ：平成26年8月19日(火) 14:30～17:30 

 

場所 ：（東広島キャンパス）本部棟４Ｆ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：「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 

 

プログラム：  

14：10 開場 

14：30 開会  

14：40 講義① 到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS®について 

          講師 学士課程会議議長・小澤孝一郎（FD部会員、医歯薬保健学研究院・教授） 

15：00 講義② 教育方法入門－目標・内容・方法の構造－ 

          講師 吉田成章（FD部会員、教育学研究科・准教授） 

15:30グループワークの進め方に関するオリエンテーション 

（担当：佐藤万知、FD部会員、高等教育研究開発センター・准教授） 

 

15：40  グループワーク  テーマ：シラバスと授業案について語ってみよう 

17：10 グループワークのまとめ 

          コメンテーター 

          <東広島キャンパス> 

           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） 

           <霞キャンパス> 

           小澤孝一郎（FD部会員、医歯薬保健学研究院・教授） 

           松下毅彦（医学部附属医学教育センター・准教授） 

17：20 閉会挨拶  

          <東広島キャンパス> 

大膳 司（FD部会長、高等教育研究開発センター・教授） 

          <霞キャンパス> 

           小澤孝一郎（FD部会員、医歯薬保健学研究院・教授） 

17：25 アンケート記入 

 

参加者数： 29名 （東広島キャンパス 17名，霞キャンパス 12名） 
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Ⅱ．グループとりまとめ 

 

Ａグループ （東広島キャンパス）（ファシリテーター 吉田成章） 

 

 本グループは、６名が参加した。４名が教育学研究科所属であり、２名は総合科学研究科と工学研究科で

あった。専攻も近く、また教職経験もほとんどない教員と、教職経験がある教員とがペアになってディスカ

ッションすることができたため、話し合いそのものはスムーズであった。 

 ペアの交代を三回行ったが、同じような話をしているようで、少しずつお互いに聞きたいポイント、話し

たいポイントが洗練化・焦点化されていき、ファシリテーターとして特に話を方向づける必要もなくディス

カッションは進んだ。 

  

共通して話題になっていた点 

  ・HiPROSPECTS®の理解と、それに基づく講義の構想 

    →ハイプロそのものの理解の不十分さと、 

不十分さを前提に、どこをどう理解したらよいのかという疑問 

理解できたとして、どのように 15回の講義を構想し、90分を展開すればいいのかという疑問 

  ・自分たちの受けてきた大学での被教育経験と、 

   これから学生たちに体験させたい教育経験とのギャップ 

 

 共通した話題ではないが気になった点 

  ・「学生たちによりよい学びを」という思いは共通なんだなぁという実感 

  ・自分の研究領域上の専門内容に踏み込んでいった時の、話し手から伝わるワクワク感 

  ・担当講義が上記の専門内容に踏み込めないと分かったときの、話し手から伝わるガックリ感 

 

 グループワーク全体を通した感想 

  ・研究分野と経験年数を超えて議論していくことは、やはりおもしろい 

  ・参加者にはディスカッションに貢献しようという意識がはじめからあったので、よかった 

  ・はじめから想定されていたことではあるが、話自体はまとまらない 
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Ｂグループ （東広島キャンパス）（ファシリテーター 佐藤万知） 

 

 本グループは６名が参加した。参加者の構成は、1名以外は授業経験があり、専門分野は心理学、教育学、

社会科学、理学、ナノデバイスと様々であった。 

 グループワークは3回ペアをかえて行い、時間配分は 1回目を長くし、徐々に時間を短くしていった。 

 1回目のグループワークでは、お互いにお互いの専門分野や授業について事実確認をするような質問が続

いていたが、回を重ねるごとに、より具体的に授業運営について話合う様子がみられた。特に、授業経験の

ない参加者が後期から担当予定の授業の運営について、様々な悩みや疑問を持っていたため、ペアが変わる

ごとに、いろいろな質問をしており、結果的にグループ内のムードメーカーとなっていた。 

 3回目のディスカッションの後、各ペアで話し合われたことを共有する時間を設けた。簡単に共有をした

後、心理学の教員が前任校での経験を振り返る話をし、また心理学の知見を交えて、授業運営について自分

が工夫している内容を共有してくれたため、グループディスカッションのまとめのような形になった。 

 

考察 

 教育経験や専門分野が異なる教員が集まることで、自然にお互いに教え合うような雰囲気となった。ま

た、ペアの相手を変えることで、前のペアの相手とは話すことが難しかったトピックを別のペアと話す

ことができており（例えば専門分野が近い教員同士で話すことで、より、専門分野特有の教育方法につ

いて話すことができていた）、同時に、ディスカッションにメリハリができてよかったと考える。 

 セミナーの内容と現状が一致しないと納得できない様子が伝わってきた。例えば、シラバスについて、

必修科目の場合、学生はシラバスを読まないため、一生懸命書いても、あまり意味がないのではないか、

という疑問が提示された。講義等では原理原則を述べるとともに、現状との乖離についてもふれ、どの

ようにして原理原則に乗っ取った教育活動が展開できるのかを議論する必要があると考える。 

 

課題 

 前半でとりあげた内容に触れながらディスカッションをするという点についてはあまりできていなか

った。ディスカッションで話し合ってもらいたいこととして、あらかじめ提示した質問があったが、実

際に話し合われていたのは個別の授業経験に関することが多かったので、前半と後半の接続、提示する

質問項目に工夫が必要だと考える。 

 ディスカッションの時間については、もう少し短縮してもいいように思われた。 
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Ｃグループ （東広島キャンパス）（ファシリテーター 大膳 司） 

 

 本グループは、5名の教員が所属しており、そのうち、3名は5～10年程度の教育経験があり、2名は教育

経験がなかった。 

 1時間のグループワークの内、最初の 20分間で，5名が自分の授業について提出したシラバスと授業案内

について説明し、グループ内の教員がどのように授業を実施しているのかについての理解を深めた。 

続く20分で、2名と3名の組み合わせで、ディスカッションを重ねて、相互の授業のやり方についての理

解を深めた。 

続く20分で、組み合わせを変えた 2名と3名で、ディスカッションを重ねて、相互の授業のやり方につ

いての理解を深めた。 

最後に、各グループの代表者が、他のグループに対して、自分のグループで何が話し合われたかについて

報告があった。 

グルーでの話し合いを通して、他の教員がどのような考えに基づいて，どのように教育しているのかにつ

いての理解を深めることができたのではないかと思われる。私もグループ内のディスカッションに加わって、

参加者の授業方法についての理解を深めることができた。 

授業経験のない教員は、授業経験のある教員から多くのことが学べるし、授業経験のある教員は、他の教

員の経験を聞いたり、自分の授業の在り方を他の教員に説明することによって自分の授業を振り返ることが

可能となる。 

2点ほど気になったことがあった。 

第1点は、自分の授業がプログラムの目標を達成するために設定されている、という認識が浅い点である。

プログラム担当教員会でその点の認識を深めてほしいことを提案したい。 

もう1点は、「1単位とは 45時間の学習を必要とする内容」ということが理解されていなかったという点

である。これまでに、そのような基本的な情報を学ぶ機会がこれまでなかったということであろう。教育を

行うに必要な情報の提供を採用時の研修会等で徹底する必要がある。 
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Ｄ・Ｅグループ （霞キャンパス）（（ファシリテーター 小澤孝一郎） 

 

 霞キャンパスでは、講義経験者と未経験者の組合せでグループを形成し、情報交換と議論を行った。様々

な意見が出され、活発な議論がなされた。代表的な意見をまとめさせていただく。尚、ここに挙げたものは

極一部であり、且つファシリテーターとしての私見も加わった上でのまとめであることを申し添えます。 

 

【授業計画案・シラバスの作成にあたって】 

悩み： 

・ モデル・コアカリキュラムに準拠し、国家試験も視野に入れての計画立案は、深さも含めてどこに照準

を合わせるのかが難しい。 

・ はじめての経験であり、特に評価について悩んでいる。 

・ オムニバス授業や実習について、他の担当者との連動性をどの程度まで考えるべきなのか、迷うことが

ある。 

解決策： 

・ 先輩からの意見を聞くための機会を設ける、或は先輩からの指導が受けられるシステムを構築する。 

・ オムニバス授業や実習については、責任者が中心になり、話し合った上で 15回の授業計画を作成する。

また、他の回の講義資料などが確認できるようにする。 

 

【講義の実施について】 

悩み： 

・ 学生を厭きさせない方法や学生を参加させる工夫を教えて欲しい。 

・ 時間配分の感覚が掴めない。 

・ 学生の習熟度に合わせて講義内容と進行度合いを工夫する必要があるのか？どうしたらよいのか？ 

・ 学生の理解度を講義中に把握するにはどうしたらよいか？ 

・ レポートの評価、学生同士の評価についての基準の策定が難しい。 

解決策： 

・ 講義の最初に、イントロとして目的、位置づけなどを明確にする。 

・ 講義の最初に「自分は知らない」ことを自覚させて危機感と興味を抱かせ、その上で講義する。 

・ スライドなどの資料を穴埋め形式（アクティブハンドアウト）にする。 

・ 板書などでは、量を絞る。パワーポイントの場合、詰め込み過ぎになる傾向があるので、注意する。そ

の上で、ポイントではホワイトボードを叩くなど、学生の注意を引く工夫をする。 

・ 講義の最初、途中で質問し、クリッカーなどで解答させる。挙手だと２〜３割、クリッカーや iPadだと

９割の学生が答えるとのデータもあるので、これらの IT聞きの活用も有効であると考えられる。 

・ 途中で「３分あげるから、これについて隣の人と討議して」と投げかける、「どこが違うと思うか書かせ

る」など、ある程度強制的に参加させ頭を働かせる。 

・ 事前のe-learningとTBL(team based learning)など、講義の内容に応じてやり方の工夫をする。 

・ 得た知識が実際に臨床の現場で使えることを、症例などで示して確認させる。 

・ レポートや学生同士の評価についてのルーブリックを作成し、それを事前に提示して評価する。 

・ 講義の練習をする。 

・ 先輩の講義を参観し、進め方やスライドなどを参考にする。 

 

【まとめると・・・・】 

・ 講義の経験者と未経験者、授業形式、対象となる学生（国家試験）などで悩みは異なり様々であるため、

個々の教員の悩みに対応するアドバイザー制度をプログラム毎に導入する。 

・ クリッカーやiPadなどの IT機器を充実させ、使用例を含めた講習会を開催する。 

・ 評価について、評価方法（基準含む）、ルーブリックなどの例をまとめたアーカイブを作成する。 

・ まずはやってみて、PDCAにより自らの成長を促す。 
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Ⅲ．参加者アンケート(回答者数 28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. 大学での教授歴 

 

 

4. 性別 

 
 

Q2. 参加について。 

1. 研修会を知った方法（複数回答可） 

 

 

 

東広島 17
霞 11

計 28

教育学 8
医歯薬保健 6
工学 2

社会科学 2
薬学 2
原医研 2
総合科学 1
理学 1
歯学 1

ナノデバイス・バイオ融合科学 1
平和科学研究センター 1

未回答 2

対象 25
対象外 3

教授歴なし 12
1～5年 3
5～10年 9
10～15年 1
15年以上 3

男 14
女 13

未回答 1

回答者に対する比率 回答数に対する比率

「いろは」で知った 4 14.3% 12.5%
メールで知った 24 85.7% 75.0%
その他 4 14.3% 12.5%



22 

 

 

その他の記述 

 同僚の先生に教えてもらった。 

 「新任教員研修プログラム」履修表でチェックしていた。 

 新任教員プログラムの案内 

 必修プログラム 

 

 

2. 参加した背景（複数回答可） 

 

 

その他の記述 

 来年から実施する予定の授業のシラバスを作るきっかけになった。 

 必修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3. 講演1「到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS(R)について」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 22 78.6% 68.8%
講演に興味があったから 6 21.4% 18.8%
グループワークに興味があったから 3 10.7% 9.4%
業務に関係があると思ったから 7 25.0% 21.9%
参加するよう促されたから 0 0.0% 0.0%
その他 2 7.1% 6.3%

大変満足できた 4
だいたい満足できた 20
やや不満が残った 4
不満が残った 0
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Q4. 講演2「教育方法入門－目標・内容・方法の構造－」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5. グループワークについて 

1. 内容はいかがでしたか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. グループワーク形式の研修会はいかがでしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6. 全体的に満足いただけましたか。 

 

  

大変満足できた 5
だいたい満足できた 19
やや不満が残った 4
不満が残った 0

期待以上だった 16
期待通りだった 11
期待はずれだった 1

期待以上だった 20
期待通りだった 7
期待はずれだった 0
未回答 1

大変満足できた 8
だいたい満足できた 16
やや不満が残った 1
不満が残った 0
未回答 3
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Ⅳ．研修会を終えて 

 

成功と改善 

 

大膳 司（人材育成推進室 FD部会長) 

 

 参加者は、東広島キャンパスで 17名、霞キャンパスで 11名で、参加者全体の7割以上は、本研修会が「新

任教員研修プログラム」の対象であることを本研修に参加した理由に挙げていた。約 3割の参加者が内容に

興味があったからとか、業務に関係があると思ったからを本研修会に参加した理由に挙げていた。 

 ある意味では多くの参加者が強制的に参加させられていたとはいえ、研修会全体に対してほとんどの教員

が満足したと回答していた。特に、グループワークに対する評価が高かった。 

 講師やファシリテータを担当いただいた先生方が、研修会に対して工夫して貢献いただいたことが成功の

要因であったと思われる。 

 なお、「着任前の経験に応じて，(研修会を)減らした方がよいのではないか」「英語で歯学部が実際に行っ

ている講義を聞いてみたい」「オムニバス形式が多いので，他の先生のプリント/スライドなどを，Web 上で

共有できるような環境」が望ましいなど、参加者から研修内容や教育環境に対して改善提案をしており、検

討していきたい。 
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平成 26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 

2014年 10月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

本学では，「教養ゼミ」で PBL(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，PBLに精通した教員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するものです。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(FD 部会)，共催：教養教育本部 

 

日時：平成 26年 8月 25日(月) 10:00～16:50 

 

場所：東広島キャンパス 総合科学部 K 棟 111，112(受付 K112) 

 

対象：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 

 

プログラム： 

時間 内容 会場 

9:30 30 受付 K112 

10:00 10 
開会挨拶 大膳司 教授(人材育成推進室(FD部会)部会長) 

スケジュール説明 
K112 

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)) 

 

K112 

10:30 20 

 

「シナリオの作成過程」 小澤孝一郎(医歯薬保健学研究院・教

授) 

 

K112 

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) 
K111,K112 



26 

 

12:00 40 昼食(お弁当) K111,K112 

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) 

 

K111,K112 

14:00 10 休憩 

14:10 60 

 

シナリオ試行模擬 PBL 

 

K111,K112 

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 

 

K112 

16:30 20 
総括 

閉会挨拶 古澤修一 副理事(教育改革担当) 
K112 

16:50 終了 

 

 

参加者数： 学内 6 名，学外 3 名 

      ファシリテータ 3 名， 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 9 名） 

 

Q1. 回答者について 

1. 所属 

 

 

2. 職種 

 

 

3. 年齢 

 

 

Q2. 本ワークショップの開催を，どのように知りましたか。 

 

 

 

その他の記述 

 広島修道大学の他の先生からのご紹介。（修道大学からの参加者） 

 

 

医歯薬保健 2
教育・国際室 2

工学 1
理学 1
学外 3

教員 7
職員 2

30代 3
40代 5

60代以上 1

回答者に占める割合 回答数に占める割合

「いろは」を見て 2 22.2% 22.2%
支援室からのメールを見て 4 44.4% 44.4%

あさがおメーリングリストを見て 2 22.2% 22.2%
その他 1 11.1% 11.1%
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Q3. 本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。 

 

 

 

その他の記述 

 学部の PBL の見直しのため 

 前回 PBL 実践の会に参加して役に立つと感じたので。 

 

Q4. PBL 実践事例紹介「生物生産学部の事例」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者に占める割合 回答数に占める割合
「新任教員研修プログラム」対象だから 2 22.2% 14.3%
所属先の教育改善のヒントを得たい 4 44.4% 28.6%
授業開発の参考にしたい 6 66.7% 42.9%

その他 2 22.2% 14.3%

大変満足できた 5
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
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自由記述 

回答 理由 

大変満足できた PBL シナリオ作成とその成果について理解できた。 

大変満足できた 具体的な事例が聞けてよかった。 

大変満足できた 他部局の例が聞けてよかった。 

大変満足できた イイシナリオが出来たから。 

だいたい満足できた 実際のカリキュラム的動きが参考になった。 

 

 

Q5. 本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者に占める割合 回答数に占める割合
実践事例紹介「生物生産学部の事例」 9 100.0% 19.6%
講義「シナリオ作成過程」 8 88.9% 17.4%
グループ作業：シナリオ作成 7 77.8% 15.2%
シナリオ試行模擬PBL 6 66.7% 13.0%
模擬PBL全体会 5 55.6% 10.9%

シナリオ修正意見交換 6 66.7% 13.0%
総括 5 55.6% 10.9%
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Q6. 今後，PBL について得たい情報にチェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者に占める割合 回答数に占める割合

授業計画 2 22.2% 14.3%
評価方法 5 55.6% 35.7%

成果に関するデータ 5 55.6% 35.7%
シナリオ等教材 2 22.2% 14.3%

その他 0 0.0% 0.0%
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Ⅲ．研修会を終えて 

PBL の現状把握と今後の期待と展望 

～ファシリテーターの立場から～ 

西堀 正英 

（生物生産学部研究者養成特別コース担当） 

 

2014 年 8 月 25 日（月），PBL（Problem Based Learning）を実施するための Key とな

る PBL シナリオ作成ワークショップ（平成 26 年度）のファシリテーターと生物生産学部

研究者養成特別コースにおける実践例（研究導入型 PBL（1 年次）と発展テーマ型 PBL（2

年次））の紹介の任をもって参加した。 

 ワークショップへの参加は学内外から 9 名であり，やや少なく，とくに学外からの参加

が少なかった（3 名）ことから今後，本ワークショップの広報をさらに幅広く行う必要を感

じた一方で，参加者全員（100％）から満足いただけたことは本ワークショップの企画，準

備，運営を担っていただいた皆さんならびに参加者のみなさんに感謝とお礼を申し上げま

す。とりわけ，私が担った実践事例紹介「生物生産学部の事例」およびシナリオ作成法の

講義ならぶにシナリオ作成の実際には 80％の皆さんに有益であったと評価をいただいたこ

とから，次回のワークショップにおいても引き続き実施すべきであろうと思われます。今

回は自主的に参加いただいた教職員が大部分であった所以で，たいへん効率的かつ有意義

な活動ができたものと感じました。しかし，PBL シナリオ作成法は PBL をファシリテーと

する人材には必要な経験であるため，今後，本ワークショップを継続して実施し，PBL フ

ァシリテーター養成とともに開催していく必要性を感じて止みません。 

 本ワークショップの終了後（2014 年 9 月），広島大学はスーパーグローバル大学創成支

援に採択され，その申請調書に PBL の実施（p43）について記載されており，今後，その

PBL 実施を促す必要性が高まるものと思われます。さらに，これまで日本人学生を対象と

してきた PBL を，今後はグローバルに英語で PBL を実施する必要と需要を想定し，英語

のシナリオを作成し，さらにその授業をファシリテートできる人材を養成していく必要が

あると思われた。 

 最後に，本ワークショップで作成したシナリオ，「初めての試験期間」（シナリオ 11），「何

のための大学？」（シナリオ 12）は，本学 HP(いろは)の教養ゼミについての【シナリオの

配信】および教養教育本部・教養ゼミのページ（シナリオ）に 8 月 28 日には教育・国際室 

教養教育本部支援グループの協力で提供されています。今後，この HP の利用と本シナリ

オの活用についても考えていく必要があるものと思われた。 （2014 年 10 月 26 日記す） 
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平成 26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報告書 

2014年 10月 

広島大学人材育成推進室(FD部会) 

 

本研修会はポートフォリオ(自らの活動について記した文書)の作成を通じて大学教員としての活動を省

察し、質の向上を図ることを目的としています。ティーチング・ポートフォリオ(TP)とは、教育活動につ

いて記した文書であり、また、アカデミック・ポートフォリオ(AP)とは、教育・研究・大学運営・社会貢

献の全活動を総合的に記した文書です。ポートフォリオの作成を通じて自身の教育・研究等の活動を振り

返り、再理解・再発見し、大学教員としての今後の道筋を明らかにしようとするものであります。なお、

AP の対象者はTP を既に作成した教員とします。 

 

Ⅰ．概要 

日時：平成26 年9 月10 日（水）～12 日（金） 

 

場所：広島大学 総合科学部（談話室，会議室等） 

 

対象者：教育改善に関わる教員（教育担当副研究科長・副学部長,教務委員長，教育改革推進委員等）,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,「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 

※なお、TP を作成した若手教員の方が新たな職階の選考を受ける際、将来的に TP が重要なエ 

ビデンスとなることが考えられます。 

 

定員：10 名程度 

 

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 

スーパーバイザー：於保 幸正 教授（広島大学大学院総合研究科） 

メンター    ：髙﨑 光浩 准教授（佐賀大学医学部准教授） 

匹田 篤 准教授（広島大学大学院総合科学研究科） 

吉田 香奈 准教授（広島大学教養教育本部） 

オーガナイザー：古澤 修一 教授（教育・国際室副理事）・吉田 香奈 准教授（教養教育本部） 

 

プログラム： 

9月10日(水) 9月11日(木) 9月12日(金) 

  09:00 TP作成作業 09:00 TP作成作業 

10:00 第2回個人MTG 10:00 第4回個人MTG 

11:00 TP作成作業 11:00 TP作成作業 

12:00 全体へのFB & 昼食 12:00 意見交換会 & 昼食 

13:30 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 13:00 TP作成作業 13:00 To Be a Good Mentor 

& 導入のアイディア 

14:30 第1回個人MTG 16:00 第3回個人MTG 14:00 TP作成作業 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備 

16:00 TP作成作業 17:00 TP作成作業 15:00 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ & 修了式 

18:00 終了 18:00 終了 16:30 終了 

00:00 第1稿提出締切期限 00:00 第2稿提出締切期限  

 

○当日参加者  3名（学内2名、学外１名） 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 3名） 

 

 

アンケート結果 

 

Q1.  本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか． 

□ 学内情報共有基盤「いろは」をみて       □ 支援室から送信されたメールをみて ２ 

□ 京都大学のあさがおメーリングリストをみて   

□ その他 １（                                     ） 

 

Q2. 本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか． 

□ 教育改善につなげるため １          □ 評価者へのアピール手段とするため 

□ その他 ２（ 自分の活動を整理し今後の目標を立てるため、TP作成を経験してみたかったため ） 

 

Q3. スタートアップシートについてお伺いします． 

(1) 事前課題としての分量はいかがでしたか． 

□ 多すぎる  □ やや多すぎる  □ ちょうどよい ３  □ やや少ない □ 少なすぎる 

 

(2) 作成期間(お手元に届いてから提出するまで)はいかがでしたか． 

□ 長過ぎる １ □ やや長い    □ ちょうどよい ２  □ やや短い  □ 短すぎる 

 

(3) 答えにくい設問がありましたか．あればその番号とその理由をお書きください． 

なし 

 

(4) 追加した方がよいと思われる設問がございましたか．あればお書きください． 

 

動機の項目を追加したほうがいい 

 

(5) その他，改変のアイデアがございましたらお書きください． 

  なし  

 

Q5.  メンターについてお伺いします． 

(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   □重要である ３  □あまり必要ない   □全く必要ない 
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Ⅲ．ワークショップを終えて 

                       

吉田香奈 (人材育成推進室(FD部会)委員) 

 

2014年9月10～12日、ティーチング・ポートフォリオとアカデミック・ポートフォリオの作成ワークショ

ップが開催された。ワークショップは毎年9月に開催されており今年で4年目となる。参加者数は3名(内訳：

TP3名(学内2，学外1)，AP 0名)であった。 

今回はスーパーバイザーを於保幸正教授（広島大学総合科学研究科）にお願いし、学外からはメンターとし

て髙﨑光浩准教授（佐賀大学医学部）をお招ねきした。また、匹田篤准教授（総合科学研究科）と筆者もメン

ターを務めた。 

初日はオーガナイザーの古澤修一教授（教育・国際室副理事）からの開会挨拶の後，於保教授によるオリエ

ンテーションが行われた。オリエンテーションではスタートアップシートを付箋で視覚化する作業が行われた。

続いて個人メンタリングが一人30分程度行われ、その後ポートフォリオの作成が開始された。 

2日目は提出された第1稿に対する個人メンタリングが行われ，引き続き作成作業が続けられた。 

最終日は提出された第２稿に対する個人メンタリングの後，完成と発表に向けた作業が続けられた。昼食後

にはメンターの資質に関するグループディスカッション(To Be a Good Mentor& 導入のアイデア)も行われた。

最後にTPの報告会が行われ，修了証書が授与された。 

今回、事前申し込みは 5名であったが、最終的に参加したのは 3名であった。参加者が少なかったのは、昨

年度より1週間ほど開催時期を早めたことで大学院入試などの行事と重なって参加しにくかったことが一因と

して考えられる。しかし、参加者が増えない根本的な理由は「3 日間」という研修の長さにあると思われる。

多忙な教員が 3日間缶詰になってポートフォリオを作成することは極めて困難である。さらに、本学では TP・

APが人事に利用されることがほとんど無く、作成するモチベーションが沸かないという面も理由の一つにあげ

られるだろう。 

事後アンケートからは参加者の満足度が高く、教育活動の総合的な振り返りの場となったことが読み取れる。

ポートフォリオの作成は教員の資質向上に一定の効果があると考えられるためワークショップは継続する方向

で考えるべきと思うが、上記の問題点（研修の長さ、人事と無関係の位置づけ）をどう解決するかを FD部会で

検討しなければならないと考える。 
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平成 26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 

 

 2014年 10月 

人材育成推進（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

員に、マイクロティーチィングの経験を通じて、自身の担当授業内容を教育プログラ

ムの目標に沿って設定し、その授業を適切に展開する能力を身につける機会を提供す

る事を目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要 

日時：平成 26 年 9 月 24 日（水）14:00～17:00（3 時間） 

 

場所：本部棟４F 会議室 

 

対象者：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：  

  14:00 - 14:05 趣旨説明 

  14:05 - 14:15 大学講義構成方法と授業研究の視点（１） 

吉田 成章(FD 部会員、教育学研究科・准教授) 

  14:15 - 14:25 大学講義構成方法と授業研究の視点（２） 

棚橋 健治(FD 部会員、教育学研究科・教授)  

グループワーク 

14:25 - 14:30 アイスブレーク 

 14:30 - 15:00 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

12 分） 

 15:00 - 15:30 教員役 2 人目         〃 

 15:30 - 16:00 教員役 3 人目             〃 

16:00 - 16:30 教員役 4 人目           〃 

16:30 - 17:00  グループディスカッション、まとめ 

 

参加者数：4名  

ファシリテータ 4名 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 4 名） 

 

Q1. 回答者について 

1. 所属 

 

 

2. 「新任教員研修プログラム」対象教員 

 

 

3. 大学での教授歴 

 

 

Q2. 研修会への参加について 

1. 今回の FD 研修会をどのように知りましたか。（複数選択可） 

 

 

2. 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） 

 

 

その他の記述 

 授業参観の代わりに。 

 

Q3. 「大学講義構成方法と授業研究の視点(1)」について 

工学 3
社会科学 1

対象 4
対象外 0

教授歴なし 2
1～5年 2

回答者に占める割合 回答数に占める割合

「いろは」で知った 0 0% 0%
支援室からのメールで知った 4 100% 100%

その他 0 0% 0%

回答者に占める割合 回答数に占める割合
「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 4 100% 67%

講演に興味があったから 1 25% 17%
グループワークに興味があったから 0 0% 0%
業務に関係があると思ったから 0 0% 0%
参加するよう促されたから 0 0% 0%

その他 1 25% 17%
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回答理由 

 まだまだ学びたいので"だいたい"としました。とても多くを学びました。（回答：だ

いたい満足できた） 

 

Q4. 「大学講義構成方法と授業研究の視点(2)」について 

 

 

Q5. グループワークについて 

1. 内容はいかがでしたか 

 

 

回答理由 

 他の先生方の授業の組みたて方と内容を聞くことができたのが有益だった。（回答：

期待通りだった） 

 

2. グループワーク形式の研修会はいかがでしたか 

 

 

回答理由 

 自分の思ってもみないコメントを頂くことが出来た。（回答：期待以上だった） 

 有益なフィードバックがいただけた。（回答：期待通りだった） 

 事前準備がけっこう大変なため。（回答：期待通りだった） 

 

Q6. 全体的に満足いただけましたか 

大変満足できた 1
だいたい満足できた 3
やや不満が残った 0
不満が残った 0

大変満足できた 2
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

期待以上だった 1
期待通りだった 3
期待はずれだった 0

期待以上だった 2
期待通りだった 2
期待はずれだった 0
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回答理由 

 まだまだ学びたいから。（回答：だいたい満足できた） 

 

  

大変満足できた 1
だいたい満足できた 3
やや不満が残った 0
不満が残った 0
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Ⅲ．研修会を終えて 

 

吉田 成章（人材育成推進室（FD 部会）委員） 

 

 ４名という最小開講人数であったため、お互いの距離感も近く、またすべての話しを全

員で共有できたことは大変有意義であった。「大学教育論」で作成した授業案を実際に試行

してくださった先生や、自身の職務経験を基にディスカッションをしかけようとする先生

など、分野も領域も講義方法も多様で、見ているだけでも知的刺激を受けることができる

回であった。 

 個人的には、棚橋先生の各先生方の講義へのコメントを聞けたことが有意義であった。

教育学的な原理原則を的確に押さえつつも、先生方がいま気にすべき点をそれぞれ的確に

質問やコメントの形でフィードバックされていた。こういう質問やコメントができる先生

がいれば、少人数でのこうした研修は参加者にとっては有意義になることは間違いないだ

ろうと感じた。 

 参加者側のコメントを見ても、（必然的に固有名がわかるから書きにくかったかもしれな

いが）、肯定的な意見が並ぶのも当然だろうと思われた。ただし、棚橋先生のようなコメン

トが大人数での開催になっても提供できるのか、少人数のよさはあるが主催者側のコスト

パフォーマンスの問題はないのか等、気になる点は多々あった。が、今回の研修会は、参

加者からみても、開催者側から見ても、大変有意義な時間になっただろうと感じた。 

 

 



40 

 

平成 26年度広島大学全学 FD 

学生支援教職員研修－大学における自殺の予防と事後対応－ 報告書 

 

2014年 10月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

  「大学における自殺の予防と事後対応」をテーマに実施。大学生の自殺にはどのよう

な特徴があるのか、キャンパスで自殺関連問題が起こったとき、チューター、指導教員

としてどのように関わるのか、また、その問題が広範囲に影響を及ぼすとき、部局長と

してどうマネジメントしていくのか、遺族への対応はどのようにするのか等、具体的に

学びたい事柄がある。大学生の自殺の特徴と事後対応について、この分野の第一人者で

ある講師をお招きし、大学全体として考える事を目的として開催した。 

 

Ⅰ．概要 

日時：平成 26 年 9 月 26 日(金) 13:15～16:15 

場所：（東広島キャンパス）本部棟４F 会議室（霞キャンパス）臨床管理棟２F 会議室 201 

  対象：チューター、指導教員、部局長、新任教員、学生生活担当の教員、学生支援の

教員、その他希望者 

プログラム： 

13:00 開場 

13:15  開会 司会 教育・国際室 教育支援グループ 

    挨拶 大膳 司（FD 部会長、高等教育研究開発センター教授） 

【第１部 講演】司会 吉原 正治 保健管理センター長 

13:20 「大学生の自殺の実態と特徴」 講師 内田千代子先生（福島大学） 

14:10 「自殺のポストベンション：遺された人へのケア」 

講師 高橋 祥友先生（筑波大学） 

15:00 質疑応答 

15:10 休憩 

【第 2 部 ディスカッション】 司会 古澤 修一 副理事（教育改革担当） 

15:20 Q & A（事前アンケートの質問について、講師から回答をいただきます。） 

16:00 質疑応答 

16:10 コメント 吉原 正治 保健管理センター長 

16:15 閉会 

 

参加者数：91 名(学内 66 名 学外 25 名) 
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 47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. 身分等 

 

その他の記述：カウンセラー，契約一般 

 

3. 年齢 

 

 

 

 

東広島 34
霞 13

計 47

保健管理センター 8
教育学 4

医歯薬保健 4
工学 3
病院 3

アクセシビリティセンター 3
理学 2

先端物質科学 2
総合科学 1
社会科学 1
生物圏科学 1

高等教育研究開発センター 1
教育室 1

教育・国際室 1
ハラスメント相談室 1

霞地区学生支援グループ 1
外部 2
未回答 6

教員 23
職員 19
学生 1
その他 4

20代 3
30代 14
40代 17
50代 8

60代以上 4
未回答 1
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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） 

 

 

その他の記述 

 広島学生相談研究会の案内。 

 センター磯部先生より案内あり。 

 知り合いの職員の方から教えて頂いた。 

 霞からの保健室への紹介文 

 仕事先に届いた案内で。 

 部局内での知らせ。 

 

 

2. 参加した背景（複数回答可） 

 

 

回答数に対する比率 

 

その他の記述 

 チューターだから。昨年度，学科の学生が自殺したので。 

 元同僚が自殺したばかりだったので。 

 

回答者に対する比率 回答数に対する比率

「いろは」で知った 12 25.5% 24.0%
メールで知った 29 61.7% 58.0%
その他 9 19.1% 18.0%

回答者に対する比率 回答数に対する比率

学生支援に悩みがあったから 10 21.3% 14.1%
講演に興味があったから 19 40.4% 26.8%
業務に関係があると思ったから 31 66.0% 43.7%
参加するよう促されたから 1 2.1% 1.4%
「新任教員研修プログラム」の対象教員だから 6 12.8% 8.5%
その他 4 8.5% 5.6%
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Q3. 【第 1 部 講演】「大学生の自殺の実態と特徴」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. 【第 1 部 講演】「自殺のポストベンション：遺された人へのケア」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5. 【第 2 部 ディスカッション】について 

 

 

 

 

 

 

 

 

大変満足できた 15
だいたい満足できた 21
やや不満が残った 8
不満が残った 1
未回答 2

大変満足できた 31
だいたい満足できた 14
やや不満が残った 1
不満が残った 0
未回答 1

大変満足できた 13
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 1
未回答 18



44 

 

 

Q6. 全体的に満足いただけましたか。 

 

  

大変満足できた 16
だいたい満足できた 21
やや不満が残った 1
不満が残った 2
未回答 7
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Ⅲ．研修を終えて   

 

                    磯部 典子（人材育成推進室(FD部会)委員）  

 

本年度の学生支援教職員研修は、自殺予防をテーマとして、保健管理センターとの共催

で企画した。学生支援における非常に重要なテーマでもあることから、多くの教職員に参

加して頂きたいと思い、この分野の第一人者である講師をお招きした。また、いろはのお

知らせだけでなく、教育室より各部局に何度もメールを配信して、結果として 90名を超え

る参加が得られた。今回はこれまでと異なり、職員より教員の参加が多かった。それだけ

全学的に関心の高い、また切実な問題であることがうかがわれた。 

 実施後のアンケートを見ると、満足できたという回答が９割を超え好評であったが、高

いモティベーションを持って参加された方からは、数は少ないが不満が残るという回答も

あった。第２部のディスカッションにおいて、事前質問への回答が十分にできなかったこ

とを大変申し訳なく思っている。また、多くの方から、より具体的で実際の対応に役立つ

事例についての話が聞きたかったという内容のコメントがあった。時間的に長いという声

もあった。実際、多忙を極める大学教職員にとって３時間の時間を割いて研修に参加する

ことは困難と思われる。自殺問題に関しては、教職員が参加しやすい形で、具体的な対応

を中心とした研修を行う必要があることを認識した。今後の取り組みに反映させていきた

いと思う。 

 貴重な意見、提言を下さった皆様、参加して下さった皆様、ありがとうございました。 
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平成 26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(10月期) 報告書 

 

2014年 10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： 2014 年 10 月 2 日(水)14:00～16:00 

場所： ＜東広島＞本部棟 4F 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： 

14:00 開会挨拶 理事・副学長(教育担当) 坂越 正樹 

＜第一部 広島大学を取り巻く評価の現状＞ 

14:05 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・委員長 岩永 誠(10 分)， 学士課程会議・議長 小澤 孝一郎(15 分) 

＜第二部 新任教員研修プログラムの説明＞ 

14:30 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 大学教員職務についてのグループワーク＞ 

14:40 グループワークの進め方に関するオリエンテーション 

14:45 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－ 

15:30 発表 

15:45 グループワークのまとめ 

 コメンテーター：人材育成推進室 FD 会員，棚橋 健治(東広島会場) 

医学部附属医学教育センター 松下 毅彦(霞会場)  

15:55 アンケート記入 

参加者数：32 名(東広島会場 12 名，霞会場 20 名)   
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Ⅱ．参加者アンケート（回答者数 31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 

 

 

2. 性別 

 

 

Q2. 第一部「広島大学を取り巻く評価の現状」について 

 

 

 

Q3. 第二部「新任教員研修プログラムの説明」について 

 

東広島 霞 計

12 19 31

教授歴なし 1～5年 5～10年 10～15年 15年以上

17 7 5 1 1

男 女 未回答

19 8 4

大変満足 だいたい満足 やや不満 不満 未回答

5 22 2 1 1

大変満足 だいたい満足 やや不満 不満 未回答

5 20 4 1 1
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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 

 

注：「期待通り」と「期待はずれ」の両方を回答したものが一名 

 

 

2. グループワーク形式の研修会はいかがでしたか 

 

期待以上 期待通り 期待はずれ

11 18.5 1.5

また参加したい どちらともいえない もう参加したくない 未回答

12 17 1 1
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Q5. 全体的に満足いただけましたか 

 

 

 

  

大変満足 だいたい満足 やや不満 不満 未回答

6 19 5 0 1
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Ⅲ．研修会を終えて 

 

東広島会場(グループＡ～Ｃ)    

                     吉田 香奈（人材育成推進室(FD部会)委員） 

 

10 月 2 日、今年度第 2 回目の新任教員研修プログラムオリエンテーションが行われた。

事後アンケートでは 83%の新任教員が全体的に満足と回答しており、まずまずの研修会にな

ったのではないかと思う。筆者は第 3 部のグループワークで東広島会場の司会を担当した

ので、以下に会場の様子を報告したい。 

東広島地区の参加者 12名。教授、准教授、講師、助教、特任講師、特任助教とバラエテ

ィに富んでおり、バランスを考慮した上で 3 グループが構成された。グループワークの方

法は 4 月当初のオリエンテーションと同じであるが、今回は職務上の悩み、心配、不安だ

けでなく、広島大学に採用されて嬉しかったことややってみたいことなどをもディスカッ

ションしてもらうため「職務への期待および悩み・心配・不安」というテーマに変えた（テ

ーマは霞地区も同様）。これは前回の事後アンケートで寄せられた改善意見を踏まえてのこ

とである。 

グループワークでは、まずペアで自己紹介を行い、次にグループ内でペアの一方がもう

一方を紹介する他己紹介を行った(10 分)。続いて、司会者、記録者、報告者を決め、上記

テーマに関するディスカッションを行った(20 分)。ディスカッションの内容は模造紙にま

とめられ、各グループの報告者が全体報告を行い(15 分)、最後にコメンテーターの棚橋教

授(教育学研究科)からコメントが述べられた(5 分)。グループワークの時間は予定では 65

分であったが、第 1部と 2部がかなり時間をオーバーしたため 50分に短縮せざるを得なか

った。しかし、参加者の協力もあり、有意義なディスカッションになったと感じている。

事後アンケートでは「同じ立場の様々な意見が聞けて有意義であった」「同じ境遇の方々と

知り合えた」といった感想が寄せられた。一方、「グループワークの時間が短かった」「新

任ではない教員が 1 グループに 1 人でもついていただけると良い」という意見も寄せられ

た。 

以上から、次回の改善点としては、1)終了時間を 10～15分延長し、十分なグループワー

クの時間を確保すること、2)FD 部会員が各グループにできれば一名ずつ付くこと、を提案

したい。 
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霞会場(グループＤ～Ｇ)   

                       大膳 司（人材育成推進室 FD 部会長） 

 

霞会場での 1時間弱のグループワークを進行させた立場から、その様子を紹介したい。 

霞会場は 5～6名で構成された 4グループでグループワークを行った。 

各グループ内の教員は当然最近雇用された人たちであるため、お互いに知っている人た

ちはほとんどいない。グループワークを積極的に進行させるため、最初にグループ内で 2

～3名の小グループを作って 3分程度の相互自己紹介をしてもらった。その後で、7分程度

で、グループ内で 1 人ずつ他己紹介（自分とペアを組んだ人の紹介）をしてもらって、グ

ループ構成員の名前、出身、現在の所属や仕事などについて確認してもらった。 

グループ内の構成員同士、話し合う雰囲気が出たところで、最近広島大学に奉職して、

各自がどのような期待や悩みや不安を抱いているかグループで話し合ってもらうために、

話し合いの司会者、話の内容を付箋紙に書き留める書記、話し合った内容をグループワー

クの最後に発表する発表者を決めてもらった。その後で、ます、自分の期待や悩みや不安

を A4用紙に 3分程度で記入してもらい、続いて、その内容を先ほど決めた司会者の進行で、

記入した各自の内容をグループ内で発表してもらった。書記は、その内容を書き留めなが

ら、逐次、模造紙に貼り付けながら、そのグループ内でどのような期待や悩みが出たのか

まとめてもらった。 

最後に、グループ間で情報を共有するため、グループ内でどのような内容が出たのかを、

話し合われた内容をまとめた模造紙を使って各グループ 3 分程度で各代表者に発表しても

らった。 

各グループで話し合われた内容をまとめると、①広島大学に職を得たことで、自身の研

究や学生への教育をしっかりやりたいという期待を抱いていること、しかし、②その研究

や教育をどのように進め手いけば良いのか悩んでいること、さらに、③自身が任期付きの

不安定な身分で職を得ていることに対する不安があること、等であった。 

最後に、これらの内容に対して、コメンテータの松下毅彦先生（医学部附属医学教育セ

ンター）から自身の経験に基づいたコメントをいただいた。 

最後に本研修会に対するアンケートを記入してもらう修了した。 

アンケートの自由記述を見ると、霞会場の参加者から、「様々な立場の人と話せて良かっ

た。」「皆同じような悩みや不安があることが分かった。」など参加して良かったとの意見を

いただいた反面、「思いの共有は可能だが，解決には至らない」「「初対面で進行しない。」

「色々な意見が聞けてよい反面，なかなか遠慮して議論が進まないことが残念だった。」「時

間が短すぎる。」などの課題もいただいた。 

次回の研修会では、これらに意見を生かして実施していきたい。 
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まとめ 

 

                       大膳 司（人材育成推進室 FD 部会長） 

 

 2時間の短い研修会ではあったが、盛りだくさんの内容の研修会であった。 

第一部の講師を務めていただいた学士課程会議・議長の小澤孝一郎先生、評価委員・委

員長の岩永誠先生、第三部の講師を務めていただいた人材育成推進室 FD部会員の吉田香奈

先生、コメントをいただいた人材育成推進室 FD部会員の棚橋健治先生、医学教育センター

の松下毅彦先生にはお礼を申し上げたい。 

90％近い参加者から満足していたとか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ていたと思われる。個別に積極的な意見を拾い上げ

てみると、「決意を新たに身が引き締まった」「我々教員に，ひいては大学に何が求められ

ているのか、評価される立場であると理解できた」「なぜ研修プログラムが行われるのか理

解出来た」「悩みの共有が出来た」「親交が深まり楽しかった」などがあった。 

少数ではあるが、ご批判をいただいた意見には、「午前中の内容と重なっていた」「具体

的な内容、事例が聞きたかった」「聞き取れない部分があった」「時間が短すぎる」などが

あった。次回は考慮して実施したい。 

霞のグループワークを進行した立場から、2点問題提起をしておきたい。 

グループワークを進行する際に最も気にかけたことは、時間のことである。すなわち、

終了時間の 4時までには研修会アンケートを書き終えてもらうことに気を使った。霞会場

の参加者の中には、診療を行っている人も多く含まれており、事後アンケートにおいて「時

間が長い」と批判を受けているからである。時間通りに終わったにも関わらず、この度も

「時間が長い」という意見を受け取っている。しかし、東広島会場では、「グループワーク

の時間が短かった。」という意見もあり、この問題をどのように考えるか再考してみたい。 

 もう 1つは、4つのグループの中で、これまでに大学で教員としての経験がある人が含ま

れていたグループは 2グループのみであった。今年初めて大学に奉職した若年新任教員は

他の大学等で勤務した経験のあるベテラン新任教員の経験からなにがしかを学んでほしい

し、ベテラン教員は若年教員の悩みや不安からなにがしかを学んでほしいという意味で、

できるだけ、若年新任教員とベテラン新任教員を混ぜてグループを構成するよう工夫はし

ているが、新任教員研修会の必修研修会に霞会場で参加する教員のほとんどが、今年初め

て大学に奉職する任期付きの教員であるため、なかなか若年者とベテラン者の混成グルー

プを作るのは困難である。そのため、「新任ではない教員が 1グループに一人でもついてい

ただけると良いと思います。」という意見が出るのも理解されることである。いかにベテラ

ン教員が新任教員研修会に参加していただけるかが課題である。なお、この問題を解決す

るために、大学教員経験の深い棚橋健治先生や松下毅彦先生にコメントをいただくよう工

夫はしている。  
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平成 26年度 広島大学全学 FD－TA 研修会(実践編)－ 

～教員と TAがうまくコミュニケーションをとって授業をつくっていますか?～ 

                              報告書 

 

2014年 12月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

教職員と TAのコミュニケーションに焦点を当て、部局を超えて多くの事例を知ることにより，院生も教

職員も得るところの大きい制度運用に向けて役立てていただくことを目的として実施した。 

 

1．概要 

主催：人材育成推進室(FD部会) 

 

日時：平成 26年 12月 2日(火) 15:00～17:00 

 

場所：(東広島キャンパス) 本部棟 4F会議室 

     (霞キャンパス) 臨床管理棟 2F1会議室 

    ※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 

 

プログラム：(14：40 開場 受付開始) 

 15:00 開会 司会 丸山 恭司 人材育成推進室（FD部会）部会員     

 挨拶 大膳 司 人材育成推進室（FD部会）部会長 

 

15:05 新 TA制度について  丸山恭司 人材育成推進室（FD部会）部会員 

 

 15:15 TAの活用事例紹介 

    「留学生による TA活動に関する事例報告」：馬場 卓也 (国際協力研究科・教授） 

Kayan Lloyd Munroe（国際協力研究科博士課程後期教育文化専攻 1年） 

 

 15:48 「ライティングセンターの TA活動に関する事例報告」：上田 大輔 （学術・社会産学連携室図書

学術情報普及グループ／ライティングセンター主査） 

稲吉 真子（教育学研究科博士課程前期 2年）・山田 直之（教育学研究科博士課程前期 2年） 
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 16:21 「自ら考え，行動できる TA活動，とくに学部学生 SAおよび高校生への指導事例，実績の報告」 

～専門学生実験実習，研究者養成特別コース高大連携授業 SA実践，高校生科学セミナーを例にして～ 

    ：西堀 正英 （生物圏科学研究科・准教授） 

大西 諒貴（生物圏科学研究科博士前期課程 2年）・濱田 秀一（生物圏科学研究科博士前期課程 2年）・ 

浦 崇明（生物圏科学研究科博士前期課程 1年） 

 

16:54 総括コメント 

    ：丸山 恭司 人材育成推進室（FD部会）部会員（大学院教育学研究科・教授） 

     圓山 裕  人材育成推進室（FD部会）部会員（大学院理学研究科・教授） 

 

17:00 閉会 

 

参加者数：36名（教職員 26名、大学院生 10名） 

 

 

 

Ⅱ．参加者アンケート(回答者数 23 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. 身分等 

東広島 22
霞 1

計 23

教育学 4
生物圏科学 4
総合科学 3
国際協力 3
理学 2
工学 1

社会科学 1
高教研 1

経営企画室 1
研究企画室 1
原医研 1
未回答 1
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3. 年齢 

 

 

 

Q2. 参加について。 

1. 研修会を知った方法（複数回答可） 

 

 

その他の記述 

 指導教員から 

 ライティングセンターのチューターです。 

 先生からの連絡 

 先生から 

 FD 部会です 

 

 

2. 参加した背景（複数回答可） 

 

 

その他の記述 

 発表者でした。 

 発表 

 新 TA 制度を始めたい。Support をお願いします。 

 新人研修 

教員 13
職員 2
学生 8

20代 7
30代 5
40代 4
50代 5

60代以上 2

回答者に対する比率 回答数に対する比率
「いろは」または「もみじ」で知った 6 26.1% 25.0%
メールで知った 8 34.8% 33.3%
その他 10 43.5% 41.7%

回答者に対する比率 回答数に対する比率
TA制度運用に悩みがあったから 0 0.0% 0.0%
新TA制度について興味があったから 0 0.0% 0.0%
事例紹介に興味があったから 8 34.8% 29.6%
業務に関係があると思ったから 10 43.5% 37.0%
参加するよう促されたから 5 21.7% 15.6%
その他 4 17.4% 12.5%
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 依頼された 

 新任教員研修のため 

 新人研修プログラムの一環だったので。 

 

Q3. 講演「新 TA 制度について」について 

 

 

Q4-1. 「国際協力研究科の TA 活動に関する事例報告」について 

 

 

 

Q4-2. 「ライティングセンターの TA 活動に関する事例報告」について 

大変満足できた 7
だいたい満足できた 13
やや不満が残った 1
不満が残った 0
未回答 2

大変満足できた 6
だいたい満足できた 11
やや不満が残った 4
不満が残った 0
未回答 2
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大変満足できた 9
だいたい満足できた 13
やや不満が残った 1
不満が残った 0
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Q4-3. 「生物圏科学研究科の TA 活動に関する事例報告」について 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 

※「大変満足できた」「だいたい満足できた」の両方を回答した回答者 1 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大変満足できた 11
だいたい満足できた 8
やや不満が残った 2
不満が残った 0
未回答 2

大変満足できた 9.5 ※
だいたい満足できた 11.5 ※
やや不満が残った 2
不満が残った 0
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Ⅲ．研修会を終えて 

丸 山 恭 司 

教育学研究科教授 

ＦＤ部会ＴＡ研修会担当 

【経緯】 

 広島大学において全学 TA 研修会が始められたのは、平成 22 年後期である。同年７月に「広島大学テ

ィーチング・アシスタント制度運用ガイドライン」が策定されたのを機に、その年の後期から毎年度前

期と後期に TA 研修会は開催されている。今回は九学期目の開催となる。 

 この五年間、全学 TA 研修会は試行錯誤を繰り返しながら、「広島大学 TA 研修会」のあり方を模索し

てきた。TA 経験のない初心者向けの説明会、TA 経験のある院生を対象としたアドバンスレベルの研修、

TA と一緒に授業をつくっている教員を対象とする情報交換会など、対象や形態の異なるいくつものパタ

ーンが試みられ、改善されながら続けられてきた。三つのキャンパスをもち、11 の研究科をもつ総合研

究大学にとって意義ある全学 TA 研修会はどのようなものであるのかが模索されてきたのである。 

【方針】 

 今年度の実践編 TA 研修会もこれまで同様、院生と教職員の合同の研修会とした。昨年度のサブテーマ

を引き継ぎ、TA と授業者が協力して授業を創っている先進事例を報告していただき、授業改善のヒント

をうる機会となるよう企画した。 

 昨年度との相違は、TA がより積極的・中心的な役割を担う事例が選ばれたこと、そして、スーパーグ

ローバル大学創成支援事業（以下、SGU 事業）の採択により広島大学の TA 制度がどのように変わるこ

とになるのかを見据えた報告がなされたことである。すなわち、SGU 事業により TA が三層に区分され

るようになること、英語で行われる授業における留学生 TA の役割、広島大学ライティングセンターにお

けるチューターの主体的関わり、研究者養成プログラムの一環で高大連携事業を企画・運営する学部学

生の能動的関わりが報告事例として選ばれた。 

 また、時間の有効利用の観点から、今回は報告と質疑応答のみに時間をかけることにし、これまで行

ってきたディスカッション・セッションは設定しなかった。 

【省察】 

 アンケート結果より、参加者の満足度は高く、本研修会に一定の成果のあったことが認められる。ま

た、昨年度は参加者に所属の偏りがあったが、今年度はほとんどの部局から参加者があった。とはいえ、

参加総数は残念ながら決して満足できるものではない。また、霞地区の参加人数の少なさも懸念される。

周知方法や時期の設定などに解決すべき問題があると思われる。 

 今回の報告事例に共通する点は、TA が主体的・能動的に関わることにより、TA 自身にとって大きな

学びとなっていることである。TA 制度の目的の一つが、指導者として成長する機会を TA に提供するこ

とであった。いずれの事例においても、TA が内容の理解を深め、伝える技術を身につけていた。このよ

うに、TA 制度を、大学（院）生が成長する機会を提供するものとして積極的に位置づけていくべきであ

り、授業担当教員は、そのような機会となるような役割を TA に与える工夫が求められる。 

 SGU 事業により大学の授業が大きく変わりつつある。主体的な学びを提供する授業がますます求めら

れ、英語で行われる授業が多くなり、日本語を解さない学生や教員が増えていく。こうした移行をスム

ーズに進めるために、TA 制度に何ができるかが問われていよう。 
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Ⅲ．研修会を終えて 

 

圓 山  裕 

理学研究科教授 

FD 部会 TA 研修会担当 

 

 全学 FD-TA 研修会（実践編）が 12 月 2 日（火）に開催された。参加者数は 36 名（教職員 26 名，大

学院生 10 名）だったが，内容の豊富な研修会であった。 

 広島大学は，研究大学(RU)支援事業とスーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業の指定を受けて，

「教育と研究」を基調とする総合研究大学として，その社会的役割を担うことになった。本学における

TA 研修会は，体系的な FD 活動に関する実施要綱で，初任教職員のため及び授業改善のための研修と位

置付けられている。したがって，今回の研修会では，TA である院生と TA を雇用する教員の間のコミュ

ニケーションが上手く機能している事例，むしろコラボレーションといえる様な先進的事例に焦点を当

てることになった。プログラムでは，新 TA 制度についての説明，国際協力研究科での英語による TA 活

動，ライティング・センターでの TA 活動，生物圏科学研究科の研究者養成特別コースでの TA 活動の事

例が紹介された。 

 アンケート結果より，参加者の満足度は高く，先進事例の紹介による一定の効果があったことが窺え

る。アンケートの自由記述欄で，「新 TA 制度について良く分かった」「新しい TA 制度の目標を理解でき

た」との感想があった。国際協力研究科の TA 活動では，「国際的な TA が姿として想像できた」「TA に

任された業務が明らかであった」「留学生 TA の実例の話しが聞けた」，ライティング・センターの TA 活

動では，「TA の自治にその通りだと思った」「今後の発展を期待している」との感想が述べられていた。

また，生物圏科学研究科の TA 活動では，「参考になる情報がたくさんあった」，「具体性があって自分の

TA 指導にも役立つ，組織化して高いレベルの TA 活動を実践できていると心から感心した」との記載が

あった。先進事例から，TA の活動と授業改善に向けた役割など TA と教員のコラボレーションにヒント

を与える良い機会となったと思われる。特に，RU 支援事業と SGU 創成支援事業における新 TA 制度の

機能，留学生 TA による英語の授業支援，TA 活動における TA の自治，先輩から後輩に引き継がれる成

功体験など参加者の記憶に残る有意義な事例紹介であった。 

 特に，「TA の自治」の意識とその実際を知って感銘を受けた。院生 TA の連携による意識と責任感の

共有，他分野の TA や教員との意見交換による視野の拡大，文系と理系の協働体制の構築など自立した

TA の将来像を彷彿とさせてくれた。新任教員と TA による企画と運営や「TA のための TA による企画」，

TA の FD 企画への参画なども検討されて良いと思う。一方，本研修会の趣旨と意義からすると，もっと

多くの TA 院生と教職員の参加を期待したい。そのためには，告知記事の大学 Top-page への掲載や案内

ポスターの掲示など周知方法に改善の余地がある。開催を知った方法では，必ずしも「もみじ」やメー

ルを通してではないことが分かる。更に，研修会とその内容の精選，参加の義務化なども必要と思われ

る。RU 支援事業と SGU 創成支援事業に対応する TA 制度と FD 活動の発展に期待したい。 
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平成 26年度広島大学全学 FD 

授業方法研修会～教育目標を達成するための授業方法の選び方～報告書 

          2015年 3月 

人材育成推進室（FD 部会） 

 

授業の目標を実現するための授業方法選択について、実践的に学ぶ事を目的として開

催した。 

第一部では、iPad を活用した外国語アクティブラーニングの実践で高名な岩居弘樹教

授の担当授業を事例に、どのような学習目標を設定し、どのように教授手法を選択し、

授業を展開しているのか、授業方法の評価をどのように実践しているのかを講演を通し

て学習した。 

第二部では、3 つのグループに分かれてワークショップを実施した。 

 

Ⅰ．概要 

主催：人材育成推進室(FD部会) 

日時：平成 27 年 3 月 18 日（水）14:30～17:30 

場所：（東広島キャンパス）本部４F 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 

 ※第一部は TV 会議システムによる 2 地点同時開催 

対象者：授業方法に関心のある教員、授業をよりよくしたい教員、iPad 等の ICT を用いた

アクティブ 

ラーニング授業方法の実際を見てみたい教員、「新任教員研修プログラム」の対

象教員、 

大学教員を目指している大学院博士課程の学生 

プログラム： 

14:10 開場 

14:30 開会 司会 佐藤 万知（FD 部会員、高等教育研究開発センター准教授） 

挨拶 大膳 司 （FD 部会長、高等教育研究開発センター教授） 

14:40 講演「授業目標を達成するための教授法を考える」 

講師 岩居 弘樹 教授 

（大阪大学全学教育推進機構企画開発部教育学習支援部門） 

     iPad を活用した外国語アクティブラーニングの実践例の報告 

15:20 質疑応答休憩 

15:40 演習 ①授業リフレクショングループ(ファシリテータ：佐藤万知 准教授) 

②ICT 活用教育グループ(ファシリテータ：岩居弘樹 教授) 

③医歯薬保健学系グループ(ファシリテータ：松下毅彦 准教授、大膳 司 教授) 
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17:10 各ファシリテーターによる総括（各 5 分） 

17:25 閉会挨拶 古澤 修一（FD 部会員、生物圏科学研究科教授） 

17:30 アンケート記入 

 

参加者：19 名  (内訳) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ・参加者アンケート  ※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. 身分等 

 

東広島 11
霞 6

計 17

教育学 6
医歯薬保健 3
工学 1
病院 1

医学教育センター 1
教育・国際室 1
他大学 3
未回答 1

教員 12
職員 0
学生 3
その他 1
未回答 1

 学内：16 学外：3 

東広島 
教員 8 3 

学生 3 0 

霞 
教員 5 0 

学生 0 0 
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3. 年齢 

 

 

 

  

20代 5
30代 3
40代 4
50代 4
未回答 1
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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） 

 
 

その他の記述 

 指導教員から 

 先生からのお誘いを受け 

 講座の先生より教えてもらった 

 教育ネットワーク中国 

 先生の紹介 

 

 

2. 参加した背景（複数回答可） 

 

 

その他の記述 

 学生の食いつきがよくない。効果的な授業方法を知らない。 

 授業に関しての見方が狭い。 

 授業方法を改善したいと考えたからです。 

  

回答者に対する比率 回答数に対する比率
「いろは」または「もみじ」で知った 2 12.5% 11.8%
メールで知った 9 56.3% 52.9%
その他 6 37.5% 35.3%

回答者に対する比率 回答数に対する比率
授業方法に悩みがあったから 4 23.5% 15.4%
講演に興味があったから 9 52.9% 34.6%
グループワークに興味があったから 5 29.4% 19.2%
業務に関係があると思ったから 6 35.3% 23.1%
参加するよう促されたから 2 11.8% 7.7%
その他 0 0.0% 0.0%
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Q3. 講演「授業目標を達成するための教授法を考える」について 

 
 

Q4. グループワークについて 

1. 参加したグループ 

 

 

2. 内容について 

 

 

  

授業リフレクション 6
ICT活用教育 5
医歯薬保健学系 5

大変満足できた 11
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

授業リフレクション ICT活用教育 医歯薬保健学系 全体

期待以上だった 6 2 3 11
期待通りだった 0 3 2 5
期待はずれだった 0 0 0 0
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3. グループワーク形式の研修会について 

 

 

Q5. 全体的に満足いただけましたか。 

 

  

授業リフレクション ICT活用教育 医歯薬保健学系 全体

また参加してみたい 5 4 4 13
どちらともいえない 1 1 1 3
もう参加したくない 0 0 0 0

大変満足できた 10
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
未回答 2
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Ⅲ．研修会を終えて  

 

東広島キャンパス 

 

佐藤 万知（人材育成推進室（FD 部会）委員） 

 

前半は霞キャンパス参加者と共に、岩居先生による講義を受けた。授業の構

成と実施方法の説明を受け、実際の授業の様子、学生が作成した動画をみて、

授業方法の効果を確認した。岩居先生は、語学の修得には語彙や文法などの知

識獲得と実際に使ってみる身体的修得が必要であるが、多くの語学の授業では

後者が不十分である、という考えのもと授業方法を模索しているそうだ。 

後半は、授業リフレクショングループと ICT 活用グループの二つにわかれて

ワークショプを実施した。ICT活用グループは岩居先生がファシリテーターとな

り、実際に iPadを使って前半に受けた講義を紹介する動画を作るというワーク

を行った。ナレーション原稿を作成し、動画を撮影するというものであったが、

参加者は短時間で原稿を作成しなければいけないため、集中して作業に取り組

んでいた。語学以外の教育や研究会などで iPadを取り入れてみる価値を体感で

きたのではないかと考える。 

 授業リフレクショングループでは、ICEモデルを紹介し、ICEのフレームワ

ークを使って、授業を振り返ってもらうというペア活動をした。ICEとは、Ideas

（知識・アイディア）, Connections（つながり）, Extensions（応用）という

三つの項目の頭文字をとったもので、学生の学習をより主体的で深いものに導

く授業デザインとしても活用でき、また、ルーブリックを作成する際の指標と

しても活用できるものである。シンプルなフレームワークだが、授業の中でど

のように「つながり」をうみだそうとしているのか、「応用」に導くためにどの

ような質問や課題を設定できるかなど考え始めると難しいとの声が聞かれた 
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Ⅲ．研修会を終えて 

 

霞キャンパス 

 

大膳 司 

(人材育成推進室 FD部会長・ 

高等教育研究開発センター教授) 

 

霞キャンパスでは、最初の 20分間、医学教育センター松下毅彦准教授から「よ

り効果的な講義を目指して」と題する講義をしていただいた後に、2名の参加者

から、提出してもらった自身の授業のシラバスと授業案について説明してもら

った後に、参加者 5名でその内容のディスカッションを行った。 

2 名の参加者だったため、各人に対して 20 分をかけて十分に検討できたので

はないかと思われる。その結果、霞キャンパスで参加した教員 5 名中、霞キャ

ンパスで開催したグループワークに｢期待はずれだった｣と回答した教員は 0 名

で、3名が「期待以上だった」2名が「期待通りだった」と回答していた。参加

者から、霞キャンパスでのグループワークが高く評価されたものと考えられる。 

課題として、参加者数の少なさ、を指摘しておきたい。多種多様な観点から

授業の改善について意見交換ができることが大切ではないかと思われる。年度

末の 3月中旬という時期の問題なのか、午後 2時 30分からといった時間帯の問

題なのか確認はできていないが、参加者数を増やすための工夫が必要である。 

最後に、岩居先生には、お忙しい中を広島大学まで来ていただき、iPad を使

った学生の学習意欲を高める有効な教育実践について報告いただいたことに感

謝申し上げたい。岩居先生の実践報告を聞いた参加者が、各自の学問分野に有

効な授業方法のあり方を探していく出発点になったのではないかと想像してい

る。 
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平成 26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 

2015年 3月 

人材育成推進室(FD部会) 

 

本学では，「教養ゼミ」で PBL(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)，共催：教養教育本部 

日時：平成 27年 3月 25日(水) 9:00～17:00 

場所：東広島キャンパス 総合科学部 K 棟 111，112(受付 K112) 

対象：(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ養成コース)平成 27 年度に「教養ゼミ」を担当する教員，PBL に興味･関心

のある教員 

   (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 

「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 

 

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 K112 

9:00 10 
開会挨拶 大膳司 教授(人材育成推進室(FD 部会)部会長) 

趣旨説明 小澤孝一郎(医歯薬保健学研究院・教授) 
K112 

9:10 10 
スケジュール説明 

サポートスタッフ紹介 
K112 

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(医歯薬保健学研究院・教授) 
K112 
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9:30 10 
「PBL の有効性について」 

吉田香奈(教養教育本部・准教授) 

「PBL 授業の評価について」 

小澤孝一郎(医歯薬保健学研究

院・教授) 

K111,K112 

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) 

K111,K112 
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 
K112 

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 K111,K112 

グループ学習 ファシリテータの実践 

13:10 110 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 
K111,K112 

15:00 10 休憩 

15:10 60 
PBL 体験：グループ学習(学習成果の共有，成果発表準備) 

K111,K112 

グループ学習 ファシリテータの実践 

16:10 30 PBL 体験：全体会(学習成果発表) K112 

16:40 10 全体会：総括 K112 

16:50 10 
閉会挨拶 古澤修一 副理事(教育改革担当) 

アンケート 
K112 

17:00 終了 

 

 

参加者数：11名 ファシリテータ養成コース 9名(学内 6名、学外 3名)、 

評価者養成コース 2名(学外のみ)、 
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Ⅱ・参加者アンケート  ※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. 身分等 

 

 

3. 年齢 

 

 

 

  

ファシリテータ養成コース 9
評価者養成コース 2

生物生産学部 2
総合科学部 1
教育学部 1
理学部 1
歯学部 1

研究企画室 1
他大学 3
未回答 1

教員 10
未回答 1

30代 2
40代 6
50代 2
未回答 1
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Q2. ワークショップを知った方法 

 

 

Q3. ワークショップ参加の動機 

 

 

その他の記述 

 研究に応用したい。 

 PBL についてくわしく知りたい。 

 

 

  

回答者に対する比率 回答数に対する比率

教育改善に関してヒントを得たい 6 54.5% 37.5%
自身の授業開発の参考 8 72.7% 50.0%

その他 2 18.2% 12.5%

「いろは」を見て 2
支援室からのメールを見て 5

本学HPまたはFacebookを見て 0
高教研のHPを見て 0

あさがおメーリングリストを見て 4
その他 0
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Q4. プログラム中有益であったと感じられるもの 

 

 

 

Q5. 今後，PBL について得たい情報 

 

ファシリテータ養成コース 評価者養成コース 全体 回答者に対する比率 回答数に対する比率

「ハーモナイゼーションPBLの
目的と意義」 4 1 5 45.5% 8.8%

「PBLの有効性について」また
は「PBL授業の評価について」 4 1 5 45.5% 8.8%
PBL体験：グループ学習（問題
発見～プロブレムマップの作 7 1 8 72.7% 14.0%
PBL体験：全体会（プロブレム

マップ発表） 7 2 9 81.8% 15.8%
PBL体験：グループ学習（学習

項目の設定と分担） 7 1 8 72.7% 14.0%
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 5 1 6 54.5% 10.5%
PBL体験：グループ学習（学習
成果の共有と成果発表準備） 7 1 8 72.7% 14.0%

全体会：総括 6 2 8 72.7% 14.0%

回答者に対する比率 回答数に対する比率

授業計画 5 45.5% 23.8%
評価方法 6 54.5% 28.6%

成果に関するデータ 4 36.4% 19.0%
シナリオ等教材 6 54.5% 28.6%

その他 0 0.0% 0.0%
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Ⅲ．研修会を終えて  

吉田香奈（人材育成室 FD部会委員・教養教育本部） 

 

 

平成 27 年 3 月 25 日に PBL ファシリテータ養成ワークショップが開催された。本ワーク

ショップは 2010 年より実施されており、前年度に引き続き「ファシリテータ養成コース」

と「評価者養成コース」の２コースが同時並行で実施された。参加者は 14名（ファシリテ

ータ養成コース 9 名(学内 6 名、学外 3 名)、評価者養成コース 2 名(学外のみ)、FD 部会員

3名(小澤・古澤・吉田)）であった。 

FD 部会員の小澤教授による趣旨説明および PBL の目的と意義についての説明が行われた

後、各コースに分かれて PBL の有効性や PBL 授業の評価方法に関する説明が行われた。続

いて、Aグループと Bグループに分かれ、評価者養成コースの参加者がそれぞれファシリテ

ーションを行う形式で PBL 体験が実施された。使用したシナリオは「井の中の蛙？？？」

であり、学習者ガイドに沿って作業が進められた。小澤・吉田は各グループに付いてファ

シリテータのサポートを行った。最後に、古澤教授より修了証書が授与された。 

事後アンケートでは、プログラム中最も有益であったのは「PBL体験：全体会（プロブレ

ムマップ発表）」(81.8%)であった。実際に学生の立場にたって PBL を体験し、マップを作

成する方法を理解できたことが満足度の高さにつながったものと考えられる。 

自由記述では「全くといっていいほど PBLについての知識が無かったが，教養ゼミで PBL

を行うための参考になった。」「評価者養成コースは別の視点で考えさせられとても参考に

なりました。」といった意見が寄せられた。一方、改善点については、「パートパートの to do 

をクリアにするとさらによくなると思いました。」「資料がたくさんあり，混乱したので統

一するとさらに良くなると思いました。」といった意見も寄せられた。これについては筆者

が A グループのファシリテータ支援を行っているときにも、例えば「シナリオを音読した

後、何をすればよいのかが分かりにくい」「何をシナリオから書き出せばいいのか？」とい

う質問を受けた。次回ワークショップでは、参加者への指示をもっと細かくする必要があ

ると思われる。 

また、参加者からは「PBL体験：全体会（プロブレムマップ発表）」と「PBL 体験：全体会（学

習成果発表）」の場面で「私は学生役の立場で質問をした方がよいのか、それともこのワークシ

ョップの参加者として発言した方がよいのか？できれば後者の方がありがたい」という意見もあ

った。学生の立場になって PBLを体験しつつ、それを一歩離れた立場で分析的にディスカッショ

ンをしてみたいという要望であった。実は、この要望は昨年度も寄せられていることから、司会

の際には、まず学生役の立場からの質問を受け付け、続いて参加者の立場からの質問を受け付け

る、といった工夫をした方が良いように感じられた。 

 

 



平成26年度　広島大学研修実施状況一覧
※年度初めの予定から、追加された研修はピンク色、中止された研修は灰色としている。

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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
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
員及びフルタイム契約職員（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。））

4/2,10/2
本部棟4F会議
室ほか

225 225 128 97

アンケート結果を基に，時間の短縮，休憩
時間の確保，資料フォーマットの統一を
図った。次回以降もアンケート結果を基に
改善を図り続ける予定である。

時間の短縮，休憩時間の確保によ
り，4月期には研修時間につい
て，アンケートにおいて「適切」
と回答するする者が増えた。
一方、10月期には「長い」と回答
する者の割合が増えたた。

アンケート結果から，概ね有意義
であったとの回答が7割から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。

短い時間の中に，様々な情報を伝
える必要があるため，資料の事前
配付を実施する等，研修効果があ
がるよう工夫を行う。研修の時間
について、「長い」と回答する者
も一定数いるため、研修時間の変
更を行う。また，アンケートを引
き続き実施し，更なる改善を続け
る。

有 有 有 無

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

4/2,10/2

東広島：本部
棟４F会議
室，霞：医学
部基礎社会医
学棟セミナー
室2

113 113 113

①新任教員の不安を解消するためにワーク
ショップの時間をもう少し確保したい。ま
た，教員の個人的な不安を大学として受け
止める仕組み（メンター制度等）が必要で
ある。
②授業のやり方に不安をいだいている様子
もあった。短時間で受講できる最低限度必
要な内容を盛り込んだダイフェスト版研修
会を初期の段階で提供してあげることも必
要である。

①ワークショップの時間につい
て、前回80分間，今回75分間とし
た。東広島では「短い」霞では
「長い」という両極の意見がある
ため継続して検討が必要
②新任教員各自が作成した授業案
とシラバスの内容について、グ
ループワークを通して検証し、改
善を図ることを目的に「大学教育
論」を実施した。

講演・グループワークともに、事
後アンケートでは、90％近い参加
者から満足していたとか期待通り
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。

①グループワークの時間につい
て、霞会場では、事後アンケート
において「時間が長い」と批判を
受けているが、東広島会場では、
「グループワークの時間が短かっ
た。」という意見もあり、この問
題をどのように考えるか再考して
みたい。②互いに学びあってほし
いという意味で若年新任教員とベ
テラン新任教員を混ぜてグループ
を構成したいが、いかにベテラン
教員が新任教員研修に参加してい
ただけるかが課題である。

有 有 変化なし 有

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い
ます。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します。

平成26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

4/3
総合科学部
K111講義室

21 21 20 1

研修会の参加者をどう増やしていくかとい
う問題がある。本研修会の対象者は平成25
年度に新たに教養教育の授業を担当する教
員29名であるが，これに加えて過去数年間
に新たに教養教育を担当した教員199名（平
成24年度57名，平成23年度45名，平成22年
度31名，平成21年度37名，平成20年度29
名）にも参加を呼びかけた。しかし，最終
的な参加者は18名であった。研修会の日
程，依頼方法などを検討し，一人でも多く
の教員が参加できるように工夫することが
必要である。

研修会の日程について，前回は3
月末に開催したが，4月1日付けで
着任する新任教員も参加できるよ
う，今年度は4月初旬に開催し
た。
また，平成26年度に教養教育の授
業を担当する教員の参加を促すた
め，いろは，メールによる周知の
他，授業担当の留意事項説明資料
と併せて開催案内を学内便で送付
した。

アンケート結果から，研修内容に
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
員にとって有益であったと考えら
れる。特に後半のワークショップ
は教員相互の意見交換を行う場と
して有効であったと考えられる。

ワークショップに対する満足度は
高かったが，時間が60分であった
ため，「KJ法を行うにはワーク
ショップの時間が短い」との意見
が出された。次回の開催に当たっ
ては，ワークショップの実施方法
について，前半の説明時間の見直
しも含め，適切なタイムスケ
ジュールに，改善を図る予定であ
る。

有 有 有 無

1．教育 －

教養教育新任教員研修
会―授業参観・勉強会
を通じた教授法の改善
―（前期）

● ○ 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26年度から，初めて教養教
育の授業を担当している教員
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及
び職員

6/3
6/5
6/6

総合科学部
J209講義室，
第3会議室

29 29 20 9

両日ともに参加者数が少なかったため，今
後は研修会の対象者及び周知方法などを見
直す必要があるが，反対に参加者が多数に
なることで意見交換会の議論が消極的にな
らないよう，参加者の定員数に留意する必
要がある。

開催回数について，前回までは各
学期の参観期間に2回ずつ開催し
ていたところ，今回は3回開催し
た。これにより，参加者数を増や
すことができた。（平成25年度前
期18名，平成26年度前期29名）
　また，授業参観シートに「授業
担当教員へのコメント」欄を新た
に設け，授業担当教員へのフィー
ドバックのための改善を行った。

授業参観及び意見交換会の内容の
アンケート結果について，参加者
の大多数が「大変満足できた」，
「だいたい満足できた」と回答し
ており，高い評価を得ることがで
きた。また，意見交換会に　つい
ては，分野や職務経験年数を越え
た活発な議論が展開され，アン
ケートの自由記述からも，分野を
問わず授業方法の改善に有益だっ
たことが伺える。

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
門戸を開き，教養教育のPDの場と
している。
 しかし，新任教員以外の研修会
参加はほぼ前回と同じであり，参
加を促す工夫が必要であると考え
られる。

有 有 有 無

1．教育 －

教養教育新任教員研修
会―授業参観・勉強会
を通じた教授法の改善
―（後期）

● ○ 教養教育本部

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26年度から，初めて教養教
育の授業を担当している教員
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及
び職員

11/28
12/5

総合科学部
K108,K313講
義室，第3会

議室

23 22 18 2 2 1
前期と同様，参加者が少なかったため，引
き続き，広報活動や周知方法等の改善に努
める。

開催案内について，前回から追加
して以下の案内を行った。
・各研究科支援室へ広島大学新任
教員研修プログラムの対象となる
新任教員へ開催案内を依頼
・パッケージ別科目WGあて，メー
ルにて参加・周知依頼

授業参観及び意見交換会の内容の
アンケート結果について，参加者
の大多数が「大変満足できた」，
「だいたい満足できた」と回答し
ており，高い評価を得ることがで
きた。また，意見交換会について
は，大人数講義の運営についての
意見交換や，自分と異なる分野の
授業を参観することで自分自身の
授業を違った視点で見直すことが
できた等，授業改善に有意義で
あったことが伺われた。

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
門戸を開き，教養教育のPDの場と
している。
 しかし，新任教員以外の研修会
参加はほぼ前回と同じであり，非
常勤講師等，新任教員以外の参加
を促すとともに，系ごと・パッ
ケージごとにFDを広げていく取り
組みについても今後検討が必要で
あると考えられる。

有 有 有 無

1．教育 － 授業方法研修会 ● ○ ○
教育支援グルー
プ

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ことを目的とする。

授業方法に関心のある教員、授
業をよりよくしたい教員、iPad
等の ICTを用いたアクティブ
ラーニング授業方法の実際を見
てみたい教員、「新任教員研修
プログラム」の対象教員等

3/18

東広島：本部
棟４F会議

室，霞：医学
部基礎・社会
医学棟セミ
ナー室２

19 16 13 0 3 3

グループワークでの時間の不足や参加者研
究科のアンバランス等反省点があり，今後
は全学FDの情報提供および教員の参加を促
すために，部局のFD担当者とFD部会員との
懇談会の実施等を検討したい。

グループワークについて，前回よ
り20分間長くし、時間の不足を改
善した。

アンケート結果について，参加者
の大多数が「大変満足できた」，
「だいたい満足できた」と回答。
グループワークについても，参加
者の7割が「期待以上だった」と
回答しており，高い評価を得るこ
とができた。

課題は，参加者が少ないこと。
年度末の3月中旬という時期の問
題なのか、午後2時30分からと
いった時間帯の問題なのか確認は
できていないが、参加者数を増や
すための工夫が必要である。

有 有 有 無

1．教育 － 大学教育論 ● ○
教育支援グルー
プ

本学の到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS®(ハイ
プロスペクツ)の概要を理解し，各主専攻プログラム
の到達目標を達成するために，どのような教育方法
が必要なのかを検討する機会とする。

「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

8/19

東広島：本部
棟４F会議

室，霞：医学
部基礎・社会
医学棟セミ
ナー室２

29 29 29 － －

研修会全体に対してほとんどの教
員が満足したと回答していた。特
に、グループワークに対する評価
が高かった。講師やファシリテー
タを担当いただいた先生方が、研
修会に対して工夫して貢献いただ
いたことが成功の要因であったと
思われる。

参加者から研修内容や教育環境に
対して改善提案として「着任前の
経験に応じて，(研修会を)減らし
た方がよいのではないか」「英語
で歯学部が実際に行っている講義
を聞いてみたい」「オムニバス形
式が多いので，他の先生のプリン
ト/スライドなどを，Web上で共有
できるような環境」が望ましいな
ど，検討したい。

有 有 不明 無 新規実施

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。

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

9/24
本部棟４F会

議室
4 4 4 － －

事後アンケートからは、だいたい
満足できたが大勢を占めた。少人
数であったことが結果的に良く、
期待以上の成果が得られたとの回
答もあり、成果に繋がったとも考
えられる。

定員16名を予定していたが、僅か
4名であった。来年度に向けて、
参加人数や労力（参加者の事前準
備等の負担）など費用対効果を踏
まえ、開催の有無を検討する。

有 有 不明 無
・新規実施　・参加者4名
全員「授業研究（2)」と
読み替え希望

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 9 9 9 － －
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である
が,同様の取組を行っていた部局
では実施方法を理解し取り組んで
いるようである。次年度以降,研
修の趣旨,実施方法などを再度周
知する。

有 無 不明 無 新規実施

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 7 7 7 － －
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だが,着
任後2年目以降を想定しているこ
とから,次年度以降受講者が増え
ることを見込んでいる。

有 無 不明 無 新規実施

1．教育 －
PBLシナリオ作成ワーク
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

8/25
総合科学部K
棟111，112

9 6 4 2 3
学内からの参加者が少ないため、その理由
を検証し、改善する必要がある。

参加者を増やす対策として、申込
〆切の一週間前に研修会の案内を
再通知した結果、学内の参加者は
昨年度3名から6名に倍増した。
参加者が少ない理由は学会の時期
と重なるためであり、来年度の開
催時期を検討したい。

自身の授業開発の参考にするため
に参加した教員が多く、期待度の
高さが伺われた。事後アンケート
からは各内容の満足度が高く、中
でも、PBLの実践事例紹介の満足
度が高かった。実践事例を聴いて
授業開発の向上に一定の効果があ
ると考えられる。

参加者を増やす対策と併せて、教
員が参加しやすい時期を検討した
い。

有 有 有 無

1．教育 －
PBLファシリテータ養成
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。ま
た，評価者養成コースでは，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。

「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
(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ養成コース：平成27年
度に「教養ゼミ」を担当する教
員，PBLに興味･関心のある教
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）

3月25日

総合科学部K
棟111，112，
旧教養教育本
部部屋

11 6 6 5
アンケートに書かれていた，プログラムに
対する要望について，本研修会の目的を維
持しつつ，可能な限り取り入れたい。

主催側のファシリテータの人数を
最小限に絞り，評価者養成コース
の受講者の役割を明確にした。

評価者養成コースの受講者は，今
回は，実際にグループのファシリ
テータを担当した。このことで，
受講者間の討論がより深まり，
ファシリテータの役割を理解する
うえで有効であった。

受講者からの質問・アンケート結
果から浮かんだ課題への改善策と
して，参加者への指示をもっと細
かくする等，さらにプログラムの
の工夫と改善が必要である。

有 有 有 無
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

1．教育 －

ティーチング・ポート
フォリオ・ワーク
ショップ
（アカデミック・ポー
トフォリオワーク
ショップ）

● ○
教育支援グルー
プ

ティーチング・ポートフォリオの作成を通して，
ティーチング・ポートフォリオについての理解を深
め，自身および広島大学における教育の改善の仕組
みとして役立てることを目的とする。

教育改善に関わる教員（教育担
当副研究科長・副学部長,教務
委員長，教育改革推進委員
等）,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,「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
※なお、TPを作成した若手教員
の方が新たな職階の選考を受け
る際、将来的にTPが重要なエビ
デンスとなることが考えられま
す。

9/10-12

総合科学部会
議室2，会議
室3，談話

室，旧教育本
部部屋

3 2 2 1
学内からの参加者が少ないため，その理由
を検証し，改善する必要がある。

参加者を増やす対策として①実施
要綱の対象者欄に次の文言を追加
掲載した。「TPを作成した若手教
員の方が新たな職階の選考を受け
る際、将来的にTPが重要なエビデ
ンスとなることが考えられます」
②申込〆切の一週間前に研修会の
案内を再通知した。

事後アンケートからは参加者の満
足度が高く、教育活動の総合的な
振り返りの場となったことが読み
取れる。ポートフォリオの作成は
教員の資質向上に一定の効果があ
ると考えられる。

参加者が増えないこと。理由とし
て、「3日間」という研修の長さ
にあると思われる。多忙な教員が
3日間缶詰になってポートフォリ
オを作成することは極めて困難で
ある。さらに、本学ではTP・APが
人事に利用されることがほとんど
無く作成するモチベーションが沸
かないという面もあげられる。以
上の問題点(研修の長さ、人事と
無関係の位置付け)をどう解決す
るかを検討したい。

有 有 有 無

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：4/25
霞：10/22

4月　東広
島：情報メ

ディア教育研
究センター本
館2階教育研
究用端末室

10月　霞：医
学部基礎講義
棟1階 第1情
報端末室

24 24 23 1

　本研修会は，新任教員研修プログラムと
しても提供しているため，初任者を意識し
た内容となっており，すでにICTを活用して
いる教員からは，「新しい情報が少なくも
の足りなかった」という回答もあった。次
回実施の際は，演習をより充実させ，この
ような教員にも対応できるものとなるよ
う，プログラムを見直しを図る。
　また，参加者が著しく少なかったため，
開催日程や周知方法についても見直しを図
る。

　演習中心の内容とし，実施要項
に到達目標として本研修の位置付
けを記載した。
　昨年度は東広島地区と霞地区を
TV会議で繋いで，年1回の開催
だったが，今年度は別日程で年2
回の開催とし，霞地区については
参加しやすい時間を考慮し，17時
開始とした。

　アンケート結果では，多くの教
員が本研修会の内容に「満足でき
た」と回答しており，クリッカー
を用いた演習，Bb9を用いた演習
いずれも好評であった。到達目標
として示した基本的な事項につい
ては修得できていると考えられ
る。

もっと時間をかけて具体的な話が
聞きたいという意見やもう少し実
技の時間が欲しいという意見が
あったので，内容や時間配分を見
直す必要がある。

未定 有 不明 無
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

1．教育 －
英語による授業教授法
研修

● ○
国際交流グルー
プ

英語により授業実施する教員に対して，英語による
教授法研修の受講機会を提供し，本学の授業（英
語）の質及び量の向上を図る。

英語による授業を開講している
（開講予定または希望）の教員

①9/10-12
②9/14-15
③9/16-18
④3/14-15
⑤3/16-18
⑥3/19

①③⑤⑥
東広島キャン
パス
②④
霞キャンパス

32 32

・参加教員の語学レベルに応じてクラス分
けをする。
・（その他提案）授業教授法のFD（英語に
よらず）のニーズが高いことが分かった。

参加希望教員のスケジュールに余
裕がないため，語学レベルに応じ
たクラス分けは行わないこととし
た。

参加教員の評価は高く，9割以上
の参加者が研修に満足と回答して
いる。

参加者の満足度は高いが，実施期
間については期間の短縮を望む声
があり，今後の課題である。

有 有 変化なし 有

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月
東広島キャン

パス
29 28 25 1 2 1 － －

非常勤講師など，現在CALLを利用
していない多数の教員に，CALL教
室の使い方や，デジタル教材の作
成方法など，先端的な英語指導法
に関する情報を提供できた。

対象者を絞って行った方が具体的
な活用法について説明できたので
はないかと思う。コンピュータを
活用した教育についてのセミナー
なので、次回からはアンケート方
法をオンラインにする方向で考え
ている。

有 有 － 無

1．教育 － 授業参観 ● ○ ○
教育支援グルー
プ

本学の教職員が，他教員の授業を参観することに
よって，担当する授業の指導方法等について工夫改
善を図ることを目的とする。

教員，職員
5/26-6/6

11/25-12/8
各講義室

今後，本事案の成果を検証するための何ら
かの方策を検討する必要がある。

今後，本事案の成果を検証するた
めの何らかの方策を検討する必要
がある。

－ － 無 － － －

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

22 22 20 2 － －

アンケート結果において，講演内
容には参加者全員が「大変満足で
きた」，「だいたい満足できた」
と回答，また，全体についても
「大変満足できた」，「だいたい
満足できた」との回答が9割程度
であることから，参加者の求める
研修内容であったと考える。

特になし 有 有 － 無

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

8/22
ホテルグラン
ヴィア広島

65 38 18 20 27

前回まで2日間開催していたが，2日目の参
加者が極端に少なくなり，最後のディス
カッションが盛り上がらないことから，今
回は1日のみとした。参加者の反応は概ね肯
定的であり，今後も継続する予定。

今年度も1日で完結することとし
た。

基調講演，事例報告及び総括討論
を1日で行うことで，集中的に議
論でき，参加者の満足度も高い
（参加者アンケートによる）

本学以外からの参加者を増やした
い。

有 有 不明 無
ＩＤＥ大学協会中国・四
国支部と本学の共催

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，大学改革について最新の情報を
得ることを目的とする。

教員，職員 随時
高等教育研究
開発センター

172 164 103 37 24 8
学内の参加者が少ない。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。

広報はしっかり行った。

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。

有 無 有 有

1．教育 －
高等教育研究開発セン
ター公開セミナー

● ○ ○ ○
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

8/25～8/26
高等教育研究
開発センター

23 20 10 10 3
一部の受講希望者は。本セミナー内容より
も上位のレベルの話を求めている方もおら
れた。内容の設定を工夫する必要がある。

できるだけ参加者の関心に沿った
内容や方法を工夫した。

アンケート結果から，多くの参加
者が様々な点で満足していること
を確認できた。

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。

有 有 有 無

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最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 11/21
学士会館レセ
プションホー

ル
100 69 29 19 21 31

学内の参加者が少ない。内容の工夫やその
広報の在り方を工夫する必要がある。

近年のトピックを批判的に検討す
るよう心がけた。

アンケート結果から，多くの参加
者が研究員集会の内容に満足して
いることを確認できた。

一部の講師の講演内容が参加者の
期待に対応していない面があっ
た。講師を選ぶ際に検討を重ねる
とともに、事前打ち合わせの中で
研究会の趣旨を理解してもらう努
力をする。

有 有 有 無

1．教育 － TA研修会(基礎編) ● ○ ○
教育支援グルー
プ

TAとして教育支援活動に従事する大学院生が，その
職務を果たすために必要な心構え，基礎的知識・技
能を修得することを目的とする。

平成26年度の新任TA及びTAを雇
用する教員，今までTA研修会を
受けたことのないTA 5/8,6/7

東広島：総合
科学部K棟

104,206,L棟
201，霞：医
学部基礎社会
医学棟セミ

ナー室2,ﾁｭｰﾄ
ﾘｱﾙ室12,13

169 169 18 13 138

①周知方法をさらに工夫して参集者を増や
すこと，②部局の研修会との連携や他大学
の研修会との連携を図ることによって，よ
り有機的で実質的な研修会を目指すことが
考えられる。また，③受講者の要望に応じ
て分科会の種類を増やしていく余地を残し
ておくことが望ましいであろう。④「研修
を受けさせる義務が雇用者に発生すること
を各研究科に明示し，独自に研修会を開い
ても構わないし，全学研修会に参加を義務
づけても構わないものとする」との考えを
周知徹底すべきであろう。

①参加者の増加対策として、申込
み〆切の延長，再延長を案内し
た。前年度と比べ参加者は増加し
た。

①研修当日の受付、進行役、先輩
TAの経験談など、院生が中心と
なって進めており、院生のための
FD（プレFD）としての側面が際
立っている。②事務担当職員によ
るプレゼンテーションが年を追う
ごとに上達している。③広島大学
では英語のみで行う授業があり、
多くの場合、日本語を解さない留
学生がTAとして採用されている
が、こうした新任TAのために英語
での説明分科会を実施している。

TA研修会の位置づけが明確でない
ために、参加を迷う院生がいる。
TA研修会への参加の義務化、ない
し、資格化の程度を明確にしたう
えで周知徹底する必要がある。広
島大学では資格化に向けたTA制度
の改革を進めている。現在、TAに
は教授活動が認められていない
が、一定の研修を受けたTAには教
授権限を与え、それに見合うだけ
の報酬を与えようとする改革であ
る。TA研修会はTAの資格化要件と
して位置づけられることになり、
その位置づけも明確になるであろ
う。広島大学におけるTA研修会は
設立の段階を終えて、次の発展の
段階に移行しつつある。

有 有 有 有

1．教育 －
TA研修会(実践編)
　　(学生・教員対象）

● ○ ○
教育支援グルー
プ

TA制度を活用した効果的な授業実践の方法を検討す
ることを目的とする。

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４F会議
室，霞：臨床
管理棟2F1会
議室

36 36 19 7 10
参加者の所属する部局に偏りのあることは
否めない。周知方法に改善の余地があると
思われる。

プログラムを見直し，TAの活用事
例紹介を，文系，理系，および留
学生から行った。それにより，受
講者が増えるとともに，参加部局
の偏りも改善した。

アンケート結果より、参加者の満
足度は高く、本研修会に一定の成
果のあったことが認められる。ま
た、昨年度は参加者に所属の偏り
があったが、今年度はほとんどの
部局から参加者があった

告知記事の大学Top-pageへの掲載
や案内ポスターの掲示など周知方
法に改善の余地がある。開催を
知った方法では，必ずしも「もみ
じ」やメールを通してではないこ
とが分かる。更に，研修会とその
内容の精選，参加の義務化なども
必要と思われる。

有 有 変化なし 無

2．研究 － 研究力強化概論 ● ○
学術・社会産学
連携室

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

11/26
法人本部棟4F
会議室

31 31 28 3 － －

アンケート結果では受講者の8割
以上が満足できたと回答してお
り，当初に掲げた目的はほぼ達成
できたものと考える。

アンケート調査で挙げられた要望
に、できるだけ応えることができ
るよう検討を行いたい。
　・音声の聞き取りにくさ
　・講義内容の工夫　　　等

有 有 － 無

2．研究 － 研究費獲得研修 ● ○
学術・社会産学
連携室

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

11/26
法人本部棟4F
会議室および
TV会議

－ －

アンケート結果では受講者の8割
以上が満足できたと回答してお
り，当初に掲げた目的はほぼ達成
できたものと考える。

アンケート調査で挙げられた要望
に、できるだけ応えることができ
るよう検討を行いたい。
　・音声の聞き取りにくさ
　・講義内容の工夫　　　等

有 有 － 無
研究力強化概論と統合し
て実施した。

2．研究 － 研究マネジメント研修 ● ○
学術・社会産学
連携室

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

11/17
中央図書館ラ
イブラリー
ホール

33 33 33 － －

アンケート結果では受講者の8割
以上が満足できたと回答してお
り，当初に掲げた目的はほぼ達成
できたものと考える。

アンケート調査で挙げられた要望
に、できるだけ応えることができ
るよう検討を行いたい。
　・講義内容の工夫　　　等

有 有 － 無

2．研究 －
DP・DRによるリレーセ
ミナー

● ○
学術・社会産学
連携室

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

未実施

中央図書館ラ
イブラリー
ホールおよび
TV会議

－ － － － 有 － － －
本年度実施することがで
きなかった。来年度は実
施の予定。
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

2．研究 － 研究成果活用研修 ● ○
学術・社会産学
連携室

広報，知財，アウトリーチ活動，STSなど研究成果の
権利取得，社会還元していく手法を理解する。

新任教員研修プログラムの対象
教員

未定

中央図書館ラ
イブラリー
ホールおよび
TV会議

－ － 有

27年度は、研究成果活用
研修を実施しないかわり
に、知財基礎研修を行
う。

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
9/12
9/16
9/24

東広島キャン
パス及び霞
キャンパス

201 201 170 31
理工系の説明会の開催時期が遅くなった。
次年度は早めに日程調整を行いたい。

科研費公募開始前にすべての分野
の説明会を開催した。

多くの参加者より，大変参考に
なった，充実した内容だったとの
評価を得ている。

アンケート調査で挙げられた要望
に、できるだけ応えることができ
るよう内容の検討を行いたい。

有 有 有 無

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 － 20 20 20 － －

平成26年度実施分は，平成27年4
月に結果発表の予定。（平成25年
度実施分では，助言制度利用者の
うち25％が採択増となっている）

助言依頼者に的確に助言できるよ
うに，多くの研究分野から助言者
を得られるように対応する。（Ｈ
26.12.1付で手当額を従来の1件
2,000円から10,000円に改正）

有 有 有 無

2．研究 －
女性研究者のための研
究資金獲得実践セミ
ナー

● ○ ○
職員福利グルー
プ

独立研究者として，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

第1回:
7/28

第2回:
8/18

第1回：
東広島　本部
棟4F会議室，
霞　歯学部小
会議室（テレ
ビ会議システ
ム利用）

第2回：
東広島　学士
会館2階・会
議室1

9 9 6 3 特になし

昨年度のアンケートの中に，「以
前あったような茶話会形式で，参
加者の研究分野の情報交換もたま
にあるとよい。」との意見があ
り，本セミナーではないが，2月
に実施予定のスキルアップ交流会
においては，後半を茶話会形式と
した。

昨年度の参加者17名のうち，10名
が平成26年度の科学研究費補助金
に採択となった。

特になし 未定 有 有 無
女性研究者キャリアアッ
プセミナー

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
行った。

教員・職員・学生

①10/16-17
②11/7
③11/14
④11/15-16
⑤12/8
⑥1/26
⑦3/24-25

図書館ライブ
ラリーホー
ル、医学部第
5講義室、教
育学研究科
K104、本部棟
2F会議室、広
仁会館、

644 639 205 22 412 5 － －

参加者の活発な質疑やアクティビ
ティから、学内でのアカデミック
ライティングへの関心の高さ、セ
ミナーに対する期待の高さを知る
ことができ、スキル向上に向けた
今後の具体的な支援策を検討する
ことができた。

参加者から使用言語や内容の難易
度について意見があり、今後は受
講者のレベル分けやさらに高度な
内容のセミナーの提供などを検討
する必要がある。

有 有 － 有

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

実施せず 広島県内

今回設定したセミナー内容が幅広かったこ
とから，受講者毎の受講目的も幅広かっ
た。次回以降は内容をもう少し狭い範囲と
することを検討する。

－ － － 有 － － － 来年度実施予定

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 実施せず

各研究科
産学・地域連
携センター
VBLオフィス
1階会議室等

－ － － － 有 － － － 来年度実施予定

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、最近
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

9/18,9/19 広島市内 35 22 3 19 13
開催直前に参加人数が急増したため，会場
が狭かった。次回以降は余裕を持って参加
者数を把握できるように改善する。

研修効果を最大とするため、適切
な人数となるよう、参加人数をコ
ントロールした。

英文共同研究契約について、日米
の実務の違いを含め、知識を得る
ことができた

他大学からの出席者が発言する機
会が少なかった。次回以降は他大
学からの出席者が積極的に発言で
きる機会を設ける。

有 無 不明 有
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

2．研究 －
広島大学女性研究者
キャリアアップセミ
ナー

● ○ ○ ○
職員福利グ
ループ

ロールモデルとなる女性研究者による講演等
を通じて，研究者としてのキャリア意識の向
上を目指すことを目的とする。

教員，職員，学生 未定 未定 特になし － － － 無 － － －
女性研究者キャリア
アップセミナー

2．研究 －
広島大学女性研究者ス
キルアップ交流会

● ○ ○ ○
職員福利グルー
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 2/27
学士会館

レストラン
ラ・ボエーム

33 33 27 6 特になし －
女性研究者が女性大学院生も含め
た情報交換ネットワークづくりを
行った。

特になし 未定 有 有 無
女性研究者キャリアアッ
プセミナー

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：5/1、10/24
霞：4/25、7/29、

10/28

東広島:生物
生産学部C206
霞：医学部第

4講義室

275 267 23 33 211 8

外国人研究者や留学生に対しては，英文化
された資料がなかったため，通常配布して
いる資料とは内容の異なる資料（英文）を
参考として配布し，講習会外で担当教官等
に補足してもらう必要がある。
そのため，通常配布資料を英文化するかど
うか検討している。

配布資料を英文化し、外国人留学
生・研究者へ適宜配布した。

8名の外国人留学生・研究者が受
講した。

特になし 有 無 不明 無

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。

教員，学生
（希望者によっては職員）

東広島：4/11、
4/30、9/29、10/8
霞：4/15、4/24、

10/3、10/7

東広島：生物
生産学部

C206,理学部
E002

霞：医学部第
4，5講義室

357 346 87 35 224 11

外国人研究者や留学生に対しては，英文化
された資料がなかったため，通常配布して
いる資料とは内容の異なる資料（英文）を
参考として配布し，講習会外で担当教官等
に補足してもらう必要があった。
そのため，通常配布資料を英文化するかど
うか検討していたが，業者に依頼の上英文
化することとなり，秋の講習会からは対応
できるようになった。受講者がより理解を
深められるよう今後も改善すべき課題があ
れば適宜対応していきたい。

配布資料を英文化し、外国人留学
生・研究者へ適宜配布した。

26名の外国人留学生・研究者が受
講した。

特になし 有 無 不明 無

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

4/10，4/16，5/22，
5/23，5/28，
10/16，10/20

理学部E-
102，理学部

H-204
267 267 特になし 無し

平成26年4月から平成27年2月ま
で，事故なく安全に寒剤の取扱い
が出来ている。

特に無し 有 無 不明 無
配布資料の主要な部分は
英語と日本語で併記して
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 霞キャンパス 90 90

・今後もフォローアップを行い，利用を促
進していく必要がある。
・質量分析装置の設置部屋の都合上，かな
り少人数しか操作説明を受講できなかっ
た。今後はメーカーに問い合わせるなどし
て対応する。
・潜在利用者は今回の参加者より多くいる
はずなので，次回があれば参加しやすい日
時設定や周知徹底を心がける。
・今後もフォローアップを行い，利用を促
進していく必要がある。
・新規クライオ電界放出形走査電子顕微鏡
観察に向けては，試料作成までのフォロー
アップを行い，利用を促進していく必要が
ある。

・これまでに機器使用経験がある
人、無い人向けの日程を別に組ん
で参加者の希望内容に近づけられ
るよう配慮した。
・説明会当日に参加が不可能だっ
た利用者に対しては、個別に機器
担当職員がフォローした。

・新規フローサイトメーター(2機
種)の操作方法および解析方法に
ついて習得した。
・制御PCおよびソフトウェアの
アップデートに伴い実施した。
メーカー担当者による説明・質疑
応答が行われ、基本的な使用方法
を周知することができた。

・装置の利用を考える前だったた
め、操作説明会への参加を見送っ
たと思われる。参加していなかっ
た方も利用し始めているので、
メーカーに問い合わせるなどして
対応する。

無 無 不明 無
・今後の新規利用者への
個別説明は、機器担当者
が随時行う予定である。

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
4/21、6/27、8/29、
10/29、12/15、2/23

霞キャンパス 429 426 196 114 116 3 － －

「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，429名の
研究者等が受講した。

特になし 有 無 － 無

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）

4/8 4/24 5/12 5/16
6/2 6/3 6/16 6/23

ナノデバイ
ス・バイオ融
合科学研究所

101 101 特になし 特になし
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、特に課題はない。

特になし 有 無 不明 無
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

3．学生支援 － 学生支援教職員研修会 ● ○ ○ ○
教育支援グルー
プ

学生対応の事務窓口である職員と教員が，本学の教
育とそれを支える学生支援の現状と課題について共
通理解を深め，協働のあり方を検討することを目的
とする。今年度は「大学における自殺の予防と事後
対応」をテーマに実施。大学生の自殺にはどのよう
な特徴があるのか、キャンパスで自殺関連問題が起
こったとき、チューター、指導教員としてどのよう
に関わるのか、また、その問題が広範囲に影響を及
ぼすとき、部局長としてどうマネジメントしていく
のか、遺族への対応はどのようにするのか等、具体
的に学びたい事柄がある。大学生の自殺の特徴と事
後対応について、この分野の第一人者である講師を
お招きし、大学全体として考える事を目的として開
催した。

チューター、指導教員、部局
長、新任教員、学生生活担当の
教員、学生支援の教員、その他
希望者

9/26

東広島：本部
棟4F会議室

，霞：臨床管
理棟２F会議

室201

91 66 35 30 1 25

今年度のテーマが「学生の規範意識向上」
と大学としても重要な問題であるにも関わ
らず，教員の参加者のない部局もあった。
これからいかにして参加者を増やしていく
かが大切な課題となる。

各部局に繰り返し通知をした。結
果、教員の参加が増え、90名を超
える参加が得られた。

学生支援における非常に重要な
テーマでもあることから、多くの
教職員に参加して頂きたいと思
い、この分野の第一人者である講
師をお招きし、90名を超える参加
者が得られた。また、実施後のア
ンケートでは、満足できたという
回答が９割を超え好評であった。

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時間の時間を割いて研修に参
加することは困難と思われる。自
殺問題に関しては、教職員が参加
しやすい形で、具体的な対応を中
心とした研修を行う必要があるこ
とを認識した。今後の取り組みに
反映させていきたい。

有 有 有 無

3．学生支援 －
学生相談シンポジウム
（メンタルヘルス研修
会）

● ○ ○ ○ 保健管理センター

学生と身近に接する教職員を対象に，学生支援上の
トピックスをとり上げ，研修を行い，学生の相談に
活かす事を目的とする。平成26年度は，自殺予防を
テーマとし，外部講師による講演会を開催する。本
年度はメンタルヘルス研修会と合同開催である。

教員（チューター，指導教員，
その他希望者），職員

同上
合同開催

同上
合同開催

同上
合同開催

同上
合同開催

同上
合同開

催

同上
合同開

催

同上
合同開

催

同上
合同開

催

資料のみでは修得困難な，実技の研修会で
あったため，東広島キャンパスのみでの開
催となった。今後このような実技であって
も，可能であれば，２キャンパスでの開催
や中継，交互開催なども検討したい。

本年度は、東広島キャンパスで開
催、霞キャンパスへも中継を行っ
た。

本年度は全学FD学生支援教職員研
修との共催となり、学内外より多
くの参加者を得た。ディスカッ
ションで事後対応についても具体
的に学ぶことができた。

講演とディスカッションの２部形
式で実施したが、講演部分の話が
もっと聞きたかったという意見が
あった。次年度は、内容と時間配
分についてより検討を加えて計画
したい。

有 － － － 広島地区はTV会議

3．学生支援 － 留学生教育支援FD/SD ● ○ ○
国際交流グルー
プ

本学の留学生が直面する現状と課題の共有を行い，
今後の対応等について全学的な意思統一を図る。

各部局の留学生支援担当教職
員，留学生の指導を行う教員

9/16
東広島キャン
パス（霞地区
はTV会議）

28 28 12 16

時間の制約上，説明やディスカッションに
十分な時間が取れなかったこと。ケースス
タディや具体的な事例を示しながらの議論
を行えるよう工夫したい。

担当者レベルの意見交換会を別途
開催し，ディスカッション等の時
間確保に努めた。

留学生担当教職員間の情報共有が
促進された。

グループワーク等を多く取り入れ
たいが，時間的な制約もあり毎回
行えるとは限らない。

有 無 不明 －

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・教職
員のメンタルヘルス・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

8/18
法人本部棟4F

会議室
76 76 45 31

時間の制約上，質疑応答に十分な時間がと
れなかったため，次回はその点に留意して
計画したい。

本年度は、東広島キャンパスで開
催、霞キャンパスへも中継を行っ
た。

学生の心理、メンタルヘルスの課
題についての知識，情報を教授で
きた。また、メンタルヘルス問題
に関して、具体的な対応について
の質問もあり、参加者の関心も高
かった。

内容が多岐にわたりすぎぬよう
に、かつ、さらに具体的な事例へ
の対応方法の事例紹介を増やすな
ども検討したい。

有 有 不明 無 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27年度入学生担当
チューター）
職員（学生支援担当者）

3/16

総科L102講義
室及び霞地区
教室（双方

向）

71 71 58 13
昨年度よりも参加者は増加したが,全員の受
講には至っていない。
広報方法について検討したい。

所属の研究科等支援室へ複数回依
頼することにより，昨年度並みの
チューター教員の参加があった。
しかしながら，全チューター教員
の数には到底及ばないため，引き
続き，広報方法等検討していく。

新任のチューター教員を中心に，
本学学生が抱える問題や，対応策
などチューター業務について理解
を深めることができた。

経験のあるチューター教員へも参
加してもらえるよう，研修内容を
効果的にアピールしたい。

有 有 変化なし 無

3．学生支援 －
平成２６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：6/20，

後期：10/29～12/5

前期：学生プ
ラザ多目的室
１・２/歯学
部小会議室
（TV会議）

後期：各学部
等

268 268 34 28 206
・学部等によって参加人数にばらつきが
あったため，実施時期，出席者の募集方法
等の見直しが必要。

前期：次期オリキャン代表等学部
から均等に参加があった。
後期：学部等により参加者にばら
つきはあったが，研修の目的は達
成できた。

学生の規範に対する意識や意見を
直接聴くことができ，意識向上へ
の有効な対策について，学生から
提案のあったもののうち，実施可
能なものから順次取り組むことが
できた。

規範意識の低い学生への参加をど
のように促すか工夫が必要であ
る。

有 有 変化なし 無
アンケートは前期のみ実
施

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
6月28日（土）
12月21日(土）

学生プラザ 26 26 4 22
WEBサイトで提供できる情報の拡充など広報
を強化したい。

教職員向け1級アクセシビリティ
リーダー育成プログラムの指定講
習とし，「いろは」およびアクセ
シビリティセンターHPで広報し
た。

1級アクセシビリティリーダー取
得を目指す教職員の受講があっ
た。

課題／日程調整と効果的な広報の
在り方が課題である。
改善策／講師の方の都合にも依存
するが，できるだけ多くの学生・
教職員に参加いただけるよう日程
の検討を行いたい。引き続きWEB
サイトで提供できる情報の拡充を
図りたい。

有 有 変化なし 無

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

4/2－5/9
本部棟会議室

ほか
12 12 12

「スケジュールがタイト」との意見が複数
あったため，次回は連続して実施する研修
期間の短縮・分散も考慮しつつ計画する。

スケジュールや課題を見直すこと
により，スケジュールに対する要
望は昨年度に比べて少なくなっ
た。

アンケートから，基礎的な知識を
習得するとともに，ワークを通し
て多角的なものの見方を習得する
ことができており，研修成果の現
場での活用，満足度ともに高いこ
とから，こちらが意図した経験と
知識は，概ね修得できたといえ
る。

研修で課した課題に対するレスポ
ンスを求める意見があったので，
コメントを返す等の対応を検討す
る。

有 有 変化なし 無

配属部署において担当業
務に従事する期間（各部
署でＯＪＴを実施）を設
ける

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26年度基礎研修を受講した
職員

11/11 本部棟会議室 11 11 11

受講者間での意見交換が有意義との意見が
多く見受けられた。グループワークを時間
は確保しているが，次回実施は講師と相談
し可能なかぎりワーク時間を確保する。
なお，他の同期がどのような仕事をしてい
るのかより知りたい。との要望に対して
は，4月の新採用職員基礎研修で，「2年目
職員による業務紹介」を設け対応する。

講師との事前打ち合わせの際，昨
年度受講生の意見から，グループ
ワークの時間を多めに確保するよ
う依頼した。
4月の新採用職員基礎研修で，「2
年目職員による業務紹介」を設け
対応する。

事後アンケートを確認すると，事
前アンケート及び上司に対するア
ンケート結果から，自身の置かれ
ている状況等を理解できたことが
伺える。
また，採用されてからの7ヶ月間
を振り返り，今後の自身の成長に
向けて，新たな目標を立てること
ができた。

昨年度同様，お互いの業務につい
ても紹介・説明の時間をもっと欲
しいのとの回答があった。研修内
でワークの時間を設けているが，
比較的短いので，ワークの時間を
十分確保するなど，研修内容及び
時間配分について見直しを行う。

有 有 変化なし 無

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。

昨年度の新採用者基礎研修を受
講した者

5/31
総合科学研究

科講義棟
11 11 11

国際業務の従事している者が全くいない年
度の場合，実態の情報が乏しくなることが
想定されるため，テーマに応じて，国際交
流Gと協力し実施する必要がある。
また，研修内容の構成については，個人発
表も重要であるが，意見交換を伴う時間を
確保するよう改善する。

大学をめぐる国際化の状況につい
て，人事グループから始めに30分
程度情報提供を行った。そのた
め，グループワークでは，比較的
活発に意見交換が出来ていたよう
である。また，前回個人発表に充
てていた時間をグループワークに
充て，意見交換の時間を確保し
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。

TOEIC受験の関係で，ワークが午
前と午後に分かれていたため，意
見交換の時間を十分に取れなかっ
た。次回はワークの時間配分を再
検討する。

有 有 変化なし 無

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 8/25,26
高等教育研究
開発センター

ほか
8 8 8 － －

高等教育の動向を知ることにより
大学改革と担当業務との関連が分
かったとの声もあり，学外情勢に
関する知識を得たうえでグループ
ワークを行ったことにより，今
後，業務に対して多角的に分析す
る視点を持つことの重要性を認識
できたと考えられる。

ワークテーマと高教研での講義の
テーマが直接に関係していなかっ
たので，ワークテーマの見直しを
行う。また，時間配分を再度検討
し，ワークを前半と後半に1回ず
つ設けられるようにする。

有 有 － 無

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。

10/15～10/17
本部棟会議

室，江田島青
少年交流の家

34 34 34
実施時期，自己紹介の時間確保，カッター
前の準備運動等，運用，環境面について，
アンケート結果等を基に改善する。

実施時期を11月中旬から10月中旬
に変更した。自己紹介について
は，懇親会の際に自己紹介の機会
を設けた。運用面に関する事項に
ついても，前回の改善事項に応じ
て対応を行った。

「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」ことはできた（受講者の
100％）。

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。

無 有 変化なし 無 次回H28年度実施予定

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25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

6/16～6/18 本部棟会議室 20 20 20

研修内容に対する満足度は高いが，全体の
時間が長い，先輩講話が短いなどの意見が
あるため，次回はその点に留意して計画実
施する予定である。

研修内容を変更したが，アンケー
ト結果を見ると，研修全体の時間
及び先輩講話の時間が「長い」と
する回答が増えた。要因はいくつ
か考えられるが特定が難しいた
め，次回コマ数や休憩時間を見直
すと共に，要因を特定しやすいよ
うにアンケート項目を修正する。

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，主査の立場，役割を自覚させ
ることができた。また，現場にお
ける研修成果の活用の重要性につ
いても，共有することができた。

アンケート結果を見ると，研修全
体の時間及び先輩講話の時間が
「長い」とする回答が増えた。要
因はいくつか考えられるが特定が
難しいため，次回コマ数や休憩時
間を見直すと共に，要因を特定し
やすいようにアンケート項目を修
正する。

有 有 変化なし 無

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26年度広島大学新任主査研
修を受講した職員

12/10 本部棟会議室 18 18 18

「前回の研修の振り返りの機会となり良
かった」等，昨年同様に肯定的意見が多い
ことから，来年度も今年度どおり実施す
る。
ただし，会場であった2F会議室では底冷え
したため，４F会議室とする等の環境面の改
善を図る。

４F会議室で研修を実施したとこ
ろ，研修環境に対する不満等はな
かった。

6月の「新任主査研修」で設定し
た各自の目標進捗状況を約半年間
にわたり蓄積する構成としてお
り，現場での研修成果活用に留意
した。研修後のアンケートで，ほ
とんどの者（95％）が「研修で得
た知識・技能等は現場に持ち帰り
今後の職務に生かせそうである」
と回答しており，研修目的は達成
できたといえる。

６月の「新任主査研修」において
立てた目標に対して，実施進捗状
況の提出を定期的に行ったが，ア
ンケートにおいて目標設定につい
てアドバイスを求める声が見られ
ので，6月の新任主査研修におい
て、外部講師の講義内容の最後に
「目標設定」に関するコマを入れ
る。

有 有 変化なし 無

4．管理・運営 1．階層別 主査研修 ○ 人事グループ

主査に求められる役割を再認識し，更なる学内全体
の最適化の視点及び変革マインドの醸成を通して，
大学運営の重要な担い手である主査としての資質及
び組織力の向上を図る。

主査として概ね６年程度以上の
経験年数を有する者のうち，人
事グループにおいて選出する
者。

9/16～17 本部棟会議室 34 34 34

グループワークのテーマは，本学が直面し
ている課題から選んだものであり，次回に
ついても同様な位置づけのものを選出する
が，できる限り全ての者が主体的に取り組
めるテーマを設定する。

事前課題等を課すことにより，
テーマが直接に関係しない部署で
あっても，知識を事前に習得する
機会があり，9割近くの者が難易
度が適切であったと回答してい
た。

アンケート結果から「新たな気づ
きや刺激を感じたか」，「新たな
気づきや刺激を職務に生かせそう
か」という問いに関して，9割近
くが肯定的に捉えており，一定の
効果があったことが確認できる。

「研修の意義を事前に説明してほ
しい」との意見があったため，次
回実施時には，発表内容に期待す
ることをオリエンテーション時に
明示することとする。

有 有 有 無

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

①4/22
②10/20

本部棟会議室
ほか

38 38 38

職種（医療職員，技術職員）に応じた研修
の必要性について検討が必要である。
また，具体的な事例の説明やグループワー
クなどの希望があったので，検討したい。

制度の目的のみならず，具体的な
事例についても説明を加え，さら
にe-ラーニングを組み合わせる。

参加者の理解度が高まった（参加
者アンケートによる）。

職種（医療職員，技術職員）に応
じた研修の必要性について検討が
必要である。
遠方からの移動時間も考慮の上，
開始時間を設定する。

有 有 不明 無
4月【目標管理編】
10月【人事評価編】
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

4．管理・運営 1．階層別 役員・管理職員研修 ○ ○ 人事グループ
国立大学をめぐる諸情勢に対する認識を深め，経営
感覚の醸成及び管理運営全般のマネジメント能力の
向上を図ることを目的とする。

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）及び支援
室長及びグループリーダーが推
薦する者

5/19
法人本部棟4F

会議室
83 83 83

受講が容易となるよう，日時，頻度を考慮
する。
また，アンケート結果を踏まえ，学外者の
講演については年1回は受講機会を設ける。

役員・管理職層に有益と思われる
講演会等について，案内をまとめ
て送付し，参加の機会を確保し
た。

研修の目的である「経営感覚の醸
成及び管理運営全般のマネジメン
ト能力の向上を図る」ことはでき
たか，との問いに9割以上が肯定
的に捉えており，一定の効果が
あった。

多くの講演会等が企画・実施され
ているので，役員・管理職に有益
と思われる講演会等を広く周知す
る。

有 有 不明 無

4．管理・運営 1．階層別
管理職員(GL級職員)研
修

○ 人事グループ

大学を取り巻く社会環境の変化への対応のため，さ
らなる大学運営機能の強化及び職員の育成が求めら
れており，GL級職員においては，全学的観点からの
業務遂行と人材育成のマネジメントを行う管理職員
としての役割の更なる強化が求められている。
このことを踏まえ，自らGL級職員としての役割や果
たすべき機能を熟考することにより，マネジメント
能力のさらなる発揮・向上を図る。

GL級職員（グループリーダー，
主幹，室長，高度専門職）

5/14-12/8 複数 54 54 54 － －

「管理職員間の横のつながり強
化」、「職務への活用」、「新た
な知識等の修得」に対して、肯定
的な回答者は6割程度いることか
ら、一定の効果はあったものと考
える。また，情報共有が図られた
点について肯定的な意見がアン
ケートに多くみられた。

「GL級職員同士での意見交換、GL
級職員間でのネットワーク強化」
を主目的として研修名を変更して
実施する。

有 有 － 無

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）

①【ブランド戦略の
構築と実践】9/12

②【大学のグローバ
ル化—戦略と方策—】

10/6
③【大学院教育と研

究】11/25

学術総合
センター

13 13 8 5
学内で参考となる情報については，共有可
能となるように，受講者に報告書を求める
運用とする。

参加者には報告書を提出してもら
い，有益な情報がある場合には学
内に共有できるようにした。

文部科学省の動向，他大学の取り
組み状況等の情報収集が可能とな
る研修の機会を提供することがで
きた。

報告書から，研修参加者にとっ
て，満足のいく研修であったこと
が把握できた。今後も，研修機会
の提供に努めたい。

有 有 不明 無 国立大学協会主催

4．管理・運営
2．スキル開
発

放送大学科目履修 ○ 人事グループ
職務遂行に必要な幅広い知識を修得させ，執務能力
の向上を図る。

一般職員，技術職員，看護職員
及び医療職員（契約職員等含
む）で，各室・各部の長が推薦
する者

4月～9月
10月～3月

自宅又は放送
大学広島学習

センター
15 15 15

受講にあたって，1人あたり年間1回，契約
職員においては職務に関連した内容に限定
する等の変更を行ったことから，受講動機
が明確な受講者が増加した。
今後も受講動機を確認しつつ研修機会の提
供に努める。

受講動機を記載の上，受講申込を
しているため，受講動機が明確な
者が今年度も受講している。

アンケート結果からも，放送大学
の受講については概ね満足してい
ることが伺える。自己の都合に合
わせて受講できる点が，受講生に
とっては学習しやすく，また，自
身で学習管理することにより自己
管理能力の向上も図られたとする
受講者もいた。

通信指導を提出しなかったことに
より，試験を受験できなかった者
もいたので，メール等で学習を促
すよう呼びかけることを検討す
る。

有 有 有 無

平成12年度から実施放送
大学の開設科目のうち，
「大学の職務に関連する
科目」1つを選択し受講
単位修得又はレポート提
出

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 109 109 109

リマインドメールが受講を促す点において
有効であることは今回確認できたため，次
回以降も継続する。ただし，文面について
は改善が必要と考えている。

文言を修正の上，リマインドメー
ルを年4回実施したが，メールを
確認していない者も多かったた
め，昨年に比べて終了者が減少し
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
意見が多く，受講者全員が，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。

修了者が減少したので，計画的に
学習を進められるよう，期間を区
切り5月末までに1コース，8月末
までに2コースは修了するよう
ぺーシングを行う。

有 有 有 無

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
2業務上英語を必要とするその
他職員（契約職員及び非常勤職
員を含む。）で，各室長・各グ
ループリーダーが推薦する者

5/31
11/29

総合科学部共
通講義棟

64 64 64
自発的な受講者に加え，階層別の受験（2年
目職員），語学研修受講者の受験等，選抜
的な受験について継続的に検討する。

2年目職員，語学研修及び海外派
遣研修については，１年以内の受
験を必須とした。

アンケートから，テストに向け，
71%以上のものが週2日以上の英語
学習に取り組んでいる。また，
「この研修が英語学習の動機付け
になったか」との問いに97%の者
が肯定的に回答していることか
ら，本研修が継続的な英語学習の
動機付けになっていると判断でき
る。

SGU事業採択にあたり，職員の語
学力向上が求められており，今
後，自発的な受験だけでなく，職
員全体の語学力の現状を把握する
必要がある。

有 有 変化なし 無

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 6/3.5.10.27 部署訪問形式 22 22 特になし －
成果目標の立て方や業務改善の手
法等を習得させることができた。

特になし 有 有 有 無

4．管理・運営
2．スキル開
発

メンタリング研修会 ○ ○
職員福利グルー
プ

メンタリングの手法を学ぶことを目的とする。 教職員 12/22

本部棟2F会議
室（東広島

キャンパス）
32 32

今年度は，今後のメンタリング制度のあり
方を検討する目的もあり2回開催したが，次
年度は1回の開催を予定している。

今年度は1回のみの開催とした。

メンタリングの効果やメンタリン
グとは何かについて具体的な事例
を基に説明があり，メンタリング
のプロセスを順序よく踏むことや
そのプロセスにおけるメンターと
メンティーの関わり方が大変重要
であることを学ぶことができた。

特になし 有 有 有 無

4．管理・運営
2．スキル開
発

女性職員スキルアップ
研修（名称・対象職員
等変更予定）

○
ハラスメント相
談室
服務グループ

よりハラスメントに特化した内容で，対象職員を含
め見直しを行う予定

検討中 未定 未定

女性職員だけでなく男性職員又は管理職員
にも必要な内容であったこと，自主参加
だったため，参加者に偏りがあったこと，
内容的に2〜3回の連続開講が妥当であった
ことなどが挙げられる。

－ － － 無 － － －

4．管理・運営
2．スキル開
発

子育て中の職員の支援
セミナー

○ ○
男女共同参画推
進委員会（服務
グループ）

子育て中の職員自身が，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 12/8

本部棟2F会議
室（東広島

キャンパス）
20 20 6 14

開催時期や実施形態等について見直しを検
討する。

昨年度は3月に実施したが，年度
末は参加しにくいとの意見もあり
12月の開催とした。また，今年度
は初めて男性職員を対象とし，お
父さん応援プログラムとして実施
した。

教員,事務職員のそれぞれから参
加があり,普段あまり関わりのな
い職員同士が交流する機会を持つ
ことができたことや,育児のこと
を考えるよい機会となったといっ
た感想を参加者から得ており,充
実したセミナーとなった。

講師が持参した機器の音が聞きに
くかったとの意見があったため，
会場の選定も含めて見直しが必要

未定 有 有 無

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

7 7 7

派遣研修報告会でのアンケート結果等を踏
まえ，対象年齢，各派遣に求める成果や目
的の明確化等について整理し，次回実施に
つなげる。

対象年齢，各派遣に求める成果や
目的の明確化等について整理し，
募集の際にどのような目的で派遣
するかを明示した。

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。

学内における強化分野の状況変化
を考慮し，派遣先，派遣人数等に
ついて毎年度見直しを図りながら
実施する。

有 有 不明 無

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 私学派遣研修 ○ 人事グループ

職務を通じて培った課題意識を有する職員が，派遣
先における大学組織運営方法等の習得や情報交換を
行うことにより，研修を受ける者自らの課題設定と
成果を提案として具体化させ，もって，その成果を
大学に還元することを目的とする。

一般職員（公募） 4月～3月 立命館大学 「文部科学省等派遣研修」と同様 － － － 無 － － －

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 有 有 不明 無

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

グローバル化への対応の一つとして，海外経験の無
い職員を異文化に触れさせることで，視野の拡大及
び執務能力の向上を図ることを目的とする。加え
て，各国で開催される留学フェアに参加すること
で，留学生のニーズを聞き取り，留学生支援等に活
かすことを目的とする。

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
者でかつ海外出張経験の無い者

10月～11月
ベトナム

インドネシア 3 3 3

現在の研修方法は研修生がかなり受け身な
ため，次年度以降はPBL型の研修方法を取り
入れることで，研修生がもう少し積極的に
研修に参加できるよう工夫したい。

昨年度まで研修生が受け身だった
事を受け，今年度から国際交流G
が準備する研修に参加するのでは
なく，本学独自開催の留学フェア
に部局の一員として参加するとい
う形に変更した。これにより，研
修が実務を兼ねることになったた
め，研修生が能動的に動かざるを
得ない環境を構築したもの。

左記に記載したとおり，直接的な
成果（今後の部局における国際戦
略等の構築）については，部局に
還元するものとした。

左記に記載したとおり，直接的な
成果を部局に還元する形とし，本
部に対しての成果報告を求めな
かった（部局に還元するには時間
もかかるため）。しかしながら，
やはり報告書等がないと成果が図
れないことから，次年度以降は，
部局にいかに還元したかについて
の「報告文」の提出を求めること
にするもの

有 無 不明 －

報告会等の実施は行わな
い。レポートについても
平成26年度については部
局に還元する形とし，提
出を求めないもの

4．管理・運営
4．グローバ
ル人材育成

海外研修Ⅱ
（台湾ショートビジッ
ト引率研修）

○
人事グループ
社会科学研究科
支援室

10日間に渡り海外において，学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」及び「ストレ
ス耐性」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

2/26～3/7 台湾 1 1 1 － －

派遣職員の異文化理解を深めさ
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，学生理解を向上させる
ことができた。

研修内容については特にないが，
募集・決定から派遣までの期間が
短かったため，次回実施する際
は，早めの照会を行う。

未定 有 － 無

7
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

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
アメリカ

台湾
ベトナム

ニュージーラ
ンド

13 13 13

STARTプログラムの行き先等により，研修生
への負荷度がかなり異なると感じた（発展
途上国への派遣の方が，業務負荷度合いが
高い）。
研修先としては，負荷度が高い発展途上国
（特にASEAN等の非漢字圏）の方が研修効果
が高いこと，予算に限りがあることから，
来年度以降は，研修生の派遣先はアジア・
ASEANへの派遣に絞ることとする。

H26年度はアジア圏のみの派遣と
したが，H26年度後期はSGU事業採
択により，職員の英語能力向上の
要素を含む研修として，英語圏へ
の派遣枠を拡大した。

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月派遣予
定。

派遣先によって語学研修の実施状
況が異なるため，派遣先を決める
際に，応募者の語学能力及び語学
学習への意欲を考慮する必要があ
る。

有 有 不明 無

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Ⅱ
（台湾中央大学研修）

○
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

2月～3月 台湾中央大学 － － － － 有 － － －

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

今年度は
実施予定

なし
INU加盟大学

課題（問題点）として，本研修への応募者
数が少ないこと，派遣大学との調整に時間
を要することが挙げられる。今後は，各自
で調整・交渉等も行うことを条件に募集す
る。

－ － － 有 － － －

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 有 有 変化なし 無

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

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 有 有 変化なし 無

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Ⅰ
（英語初級クラス）

○
人事グループ
外国語教育研究
センター

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
ることを目的とする。
　なお，初級クラスは基礎を学習することで，今後
の英語学習に向けての動機付けを図ることを目的と
する。

1．一般職員及び技術職員
2．業務上英語を必要とするそ
の他職員（契約職員及び非常勤
職員を含む。）

9月～10月 東広島地区 13 13 13
実施時間と回数については，約60%の者が不
適切（短い）と回答しているため，講師の
都合も考慮しつ，改善を図る。

実施回数を8回から10回に，実施
時間を75分から90分に変更したと
ころ，実施時間，回数が不適切と
の回答は，30％程度に減少した。

アンケートによると，受講者全員
が語学力が向上したと，肯定的に
回答しており，一定の成果があっ
たといえる。

1週間に３回の講義を行った週に
ついて，予習・復習の時間がとれ
ないとの意見があった。また，業
務時間外での実施を希望する者も
いたため，次回講師と相談し，検
討する。

有 有 変化なし 無

成果確認及び継続的な英
語学習習慣を身につけて
いただくため，平成26年
度及び平成27年度中に各1
回TOEICテストを受験する
ことが望ましい。

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月中旬～9月上旬
米国

（ハワイ大
学）

1 1 1

研修前後の各自の研修への取り組みが研修
効果・成果に大きく影響することから，研
修生がその点を意識し易いようオリエン
テーション等を行う。併せて引き続き面接
においてもその点を確認するように努め
る。

研修内容については特になし。
面接において，研修に取り組む意
欲を確認し，充分な目的意識を
持った者を研修生として選出し
た。帰国後にもTOEIC受験し，研
修前後でスコアアップしており，
一定の効果が認められる。

派遣職員の異文化理解を深めさ
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，学生支援やリーダー
シップ能力を向上させることがで
きた。

研修内容については特にないが，
年々経費負担が増加しているた
め，費用対効果のバランスが悪く
なっている。

有 有 変化なし 無
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_台湾
開南大学（桃園））

○
人事グループ
国際交流グルー
プ

台湾　開南大学（桃園）へ職員を派遣し，台湾の大
学事情や中国語を学ぶことで，執務能力の向上を図
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

8/5～8/18
台湾

（開南大学）

研修前後の各自の研修への取り組みが研修
効果・成果に大きく影響することから，研
修生がその点を意識し易いようオリエン
テーション等を行う。併せて引き続き面接
においてもその点を確認するように努め
る。

－ － － 有 － － －
台湾開南大学（桃園）で
の語学を含めた実務研修

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12・13日
東広島キャン

パス
75 75 2 73 － －

普段英語だけで会話することの少
ない参加者に，さまざまな活動を
通して実践的に英語を使用できる
機会を提供することで，英語学習
における動機づけや今後の留学に
いかすことができたと言える。

今年度は広報の成果で予定より多
くの申込があり，全員を受け入れ
たが，本来は少人数の方が参加者
のコミュニケーション能力が高ま
る。来年度の受け入れ人数，クラ
ス編成等が課題である。

有 無 無 有

例年は3日間の集中講座だ
が，本年度はスケジュー
ルの関係で2日間となっ
た。

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 前期，後期各10週間
東広島キャン

パス
525 525 24 501

アンケートの結果をもとに，受講者のニー
ズに合った講座の提供が求められる。
一部の人にしか知られていないので，学内
の多くの教職員・学生に周知してもらうこ
と。

アンケート結果をもとに，一部講
座の内容を変更した。広報につい
ては，ポスター，ちらし，セン
ターHP，「Myもみじ」，「いろ
は」に加えて，「もみじ」の
Event&Newsに掲載した。

アンケート結果から，研修内容に
ついては概ね満足しているという
意見が多く，単位認定なしにもか
かわらずかなりの人が受講し，外
国語学習における動機づけになる
など成果をあげることができた。

単位認定なしの講座のため，最後
まで参加できず途中でやめる人も
半数近くいる。このような参加者
に最後まで参加してもらう方法を
検討中である。

有 有 変化なし 無

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

6/27
12/16

東広島キャン
パス（霞地区
は双方向シス
テム利用）

492 492 470

・渡航学生のみならず，派遣プログラム実
施教職員の危機管理意識向上を図ること。
・11月末に実施する教職員FDにおいて，海
外渡航危機管理研修を行う予定。

派遣プログラム実施教職員の危機
管理意識向上を図ることが依然と
して課題である。

学生の安全な海外渡航のための注
意喚起となっている。学生の海外
旅行保険加入の徹底に貢献してい
る。

特になし 有 無 不明 有
※受講者数の内訳につい
て，教員及び職員に22人
あり。

4．管理・運営 5．規範
新規採用教職員に対す
る安全衛生教育

○ ○
安全衛生管理委
員会（総務グ
ループ)

教職員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。

教員，職員
4/1，4/23，5/28，

6/25
東広島地区及

び霞地区
297 297 2 295

契約職員・非常勤職員の参加が少ないの
で，担当部署への働きかけが不可欠であ
る。

昨年と同様に契約職員・非常勤職
員の参加を促しているが，依然と
して参加者が少ない。

本学で起こった事故事例やヒヤリ
ハット事例を研修の題材に取り上
げ，再発防止策を提示する現場重
視の研修を行っている。身近で起
こった事故を教訓とすることで教
職員の安全衛生に対する意識啓発
に繋がっていると考える。

契約職員・非常勤職員の参加が少
ないので，担当部署への働きかけ
が不可欠である。

有 無 変化なし 有

4．管理・運営 5．規範
広島大学公文書管理研
修

○
文書館（総務グ
ループ）

①平成23年4月の公文書管理法施行に伴い，国立大学
法人等で求められる法人文書の管理について，法施
行後の問題点を理解するとともに，平成26年度より
法人文書の統一的管理を実施している広島大学の運
用事例を通じてその在り方を習得する。
②法人文書の管理を適正かつ効率的に行えるよう，
各機関で構成員に対して研修が行える者を育成す
る。

職員 7/9
中央図書館ラ
イブラリー

ホール
26 12 12 14 － －

各機関及び部局等へ研修内容を持
ち帰り，情報共有の必要や，意識
改革を図りたい等の感想が寄せら
れ，今度の文書管理の質の向上に
つながることが期待される。

開催に関する学内向け告知の方
法・時期を工夫し，より参加しや
すい環境作りが不可欠である。

有 有 － 無
他に講義のみの学内受講
者あり（24名）

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

全国労働安全週間及び衛生週間の時期に開催。安全
衛生に関する知識を習得し、日頃の安全衛生活動に
ついての意識啓発を行う。

教員，職員
①9/25
②9/26

東広島地区及
び霞地区，東

千田地区
70 70

講演会参加者が少ないので，より構成員が
参加しやすい講演会題目を選定する必要が
ある。また，欠席者へのフォローアップと
して動画コンテンツの作成を行っている
が，本年度の講演会は，講演者からの承諾
が得られず全て録画が出来なかった。講演
者への説明と協力をお願いする努力が必
要。

学生も参加しやすい時期に開催日
を設定した。その結果，昨年度と
比較して参加者数が増加した。

毎年，広島大学安全衛生目標に
そった今日的な講演題目を選び，
講演会を企画することで安全衛生
に対する意識啓発に繋がっている
と考える。また，動画を授業支援
システムに掲載し，参加できな
かった者に対するフォローアップ
も行っている。

引き続き，より構成員が参加しや
すい講演会題目を選定する必要が
ある。また，欠席者へのフォロー
アップとして動画コンテンツの作
成も必要。

有 無 不明 無

12/1予定であった講演会
は人事グループ主体で実
施（メンタルヘルス研修
会）

4．管理・運営 5．規範 救命救急講習 ○ ○

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。

教職員及び希望者 10月 本部棟会議室 29 29 7 22

毎年、年2回（9・10月）の実施としていた
が，参加者が減ってきたため，実施方法を
検討する。毎年の実施で新規受講希望者が
減ってきたものと思われる。

年2回の実施を年1回とした。

毎回受講者は熱心に受講してお
り，心肺蘇生法及びAED使用方法
の習得ができていると思われる。
また，学内設置のAEDに対する意
識啓発にも繋がった。

受講者からは毎回好評であるた
め，今後も定期的に実施できるよ
う計画していく。

有 無 変化なし 無

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
廃液取り扱い講習・回
収システム講習

◯ ◯ ◯ 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。

教員・職員・学生

4/10,4/24,9/25,10/
9

4/17,4/21,9/18,9/2
9

工学研究科講
義室

歯学部講義室
326 326

講習開催日に都合が合わず受講できない方
もいると思われる。

「オンライン実験廃液取り扱い講
座」を作成しオンライン学習支援
システムにて受講できるようにし
た。

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につい
ての参加者の理解が向上したと思
われる。

特になし 有 無 不明 有

「オンライン実験廃液取
り扱い講座」は英語版も
作成し後期から公開済
み。

4．管理・運営 5．規範 メンタルヘルス研修会 ○ ○
職員福利グルー
プ
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

12/1
法人本部棟4F
会議室 他

104 104 9 95 － －
職場におけるメンタルヘルス及び
復職制度について理解を促進する
ことができた。

次年度はアンケートを実施し，検
証に活用する。

有 無 不明 無
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
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

高等教育機関におけるハラスメント（セク・ハラ，
アカ・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。

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
2820 2820 500 370 1950

数年にわたって教員・学生とも研修が実施
されていない部局がある。職員と学生を対
象とした研修を拡充していく必要がある。

ハラスメント防止対策委員会での
周知

教職員対象の研修で未実施の部局
は少なくなった。学生対象の研修
は未だ十分とは言えないが、以前
より積極的に取り組まれるように
なった。また、ハラスメント問題
だけでなく、ハラスメントに結び
つくような多様な人権問題をテー
マとして取り上げることができる
ようになった。

学生対象の研修の徹底 有 有 不明 無

・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：9/8職員向けハラスメ
ント防止研修会，12/4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：4/1病院，5/8工学
研，7/10薬学部，10/16教
育研，11/6理学研，11/26
総科，12/15文学研，1/8
附属学校（翠），1/23附
属学校（東広島），2/10
附属学校（三原），2/26
附属学校（福山）
・学生対象の研修実施部
局：4/3・10/1国際研，
4/4・10/1総科，4/4工学
部，4/4・10/1生生，4/4
先端研，4/7法務研，
4/4・10/8・10/10国際交
流Ｇ，7/10教育学部，
7/23保健学科，7/23，医
歯薬保研，10/15薬学部
・その他：12/14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．職員
2．霞地区職員
　(医療従事者を中心に)

①1月
②12月

①東広島地区
②霞地区

174 174
霞地区における受講者数が少なかったの
で，研修時期や時間帯，周知方法など検討
する必要がある。

霞地区の研修日時について，病院
総務Gと調整しながら，多くの職
員が出席できる日時を設定した結
果，昨年度の3倍近くの受講者と
なった。

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
基本事項について再確認してもら
うことができた。

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，毎
年度，研修内容を見直し，検討す
る。

有 有 変化なし 無

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及び
情報セキュリティに関する知識の習得を目的とす
る。

教員，職員 9/9，9/17
東広島地区
及び霞地区

397 397 58 339

平成24年度から全教職員を対象に研修を
行っている。今後は，全教職員を対象にし
た研修に加え，対象者を管理者等に限定し
た，より具体的なセキュリティ対策等につ
いての研修も必要であると考える。

対象者を管理者等に限定はしてい
ないが，HINETゾーン管理者の情
報セキュリティに関する意識の向
上を目的とした内容を組み込んで
実施した。

アンケート結果から，研修内容に
ついては概ね満足しているという
意見が多く，情報セキュリティに
関する意識の向上及び知識の習得
に繋がったと考えられる。

【課題】
・参加申込みをしていたが，当日
連絡無く欠席した者が散見され
た。
・教員の参加者が少ない。
【改善策】
・研修開催直前に「いろは」等に
よる通知を行う。
・研修開催通知を学内へ行う際
に，部局等へ教員の参加について
呼びかける。
・教員の参加者が少ない部局等に
ついて，原因を調査し，次年度の
計画に活かす。

有 有 有 無

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（契約職員及び
非常勤職員を含む。）で，各室
長・各グループリーダーが推薦
する者

5/22 本部棟会議室 24 24 24
学外講師と密に事前調整を行い，アンケー
ト結果を反映させた内容としている。次回
以降も引き続き微調整しながら実施する。

前回のアンケート結果から，大幅
な変更は行わなかった。アンケー
ト結果については，昨年度と同様
に満足度が高かった。

研修内容、難易度ともに適切であ
り、本学の職員として組織で働く
上での考え方、ビジネスマナーの
基礎知識・接遇技法の体得がなさ
れた。

ロールプレイング部分が長いとの
意見があったので，来年度は時間
配分に注意し，検討する。

有 有 変化なし 無
学外講師（民間研修機
関）

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 40 40 40 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）。

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）各構成員に共通して必要とさ
れる能力に係る研修を受講するこ
とにより，情報システムに精通し
業務改革を推進する人材の育成に
資することができた。
また，データ分析技法，プロジェ
クト管理に関する知識等を習得
し，情報リテラシの向上に資する
ことができた。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

有 無 不明 無

ＣＤ－ＲＯＭ教材を学習
後，最終スキル診断テス
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 3 3 3 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）。

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）各構成員に共通して必要とさ
れる能力に係る研修を受講するこ
とにより，情報システムに精通し
業務改革を推進する人材の育成に
資することができた。

特になし（総務省主催の研修のた
め）。

有 無 不明 無

ＰＭＯ(プログラム･マネ
ジメント･オフィス)，Ｐ
ＪＭＯ(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 20 20 20

本研修の性格から，専門的で難しい内容を
取り扱うこととなるため，講師がいかによ
く理解し，分かりやすい説明を行えるかが
課題となる。研修の実施前にデモや事前練
習を重ねるなど，より精度を高めることで
改善する。

研修の実施前に，学内の講師担当
者が各自で担当箇所の事前練習を
重ねた上で，合同でデモを実施し
た。
その結果，講師のレベルアップに
繋がり，参加者アンケートのほぼ
全ての回答項目において，｢理解
できた｣と回答した参加者の割合
が増加した。

財務会計業務に携わる若手職員が
講師を務め，グループディスカッ
ションによる演習問題への取り組
みや，専門的な難しい課題にも挑
戦し，簿記・会計基準の基礎から
日頃の業務との関係まで網羅的に
学ぶことができた。

過去の参加者アンケートの結果か
ら，難易度が高く理解が難しい箇
所が明確となっている。
該当箇所については，担当講師の
選定や講義内容について，再考の
余地があるものと考える。
その他の箇所についても，講師が
理解を深め，分かりやすい説明を
行えるよう引き続き，事前練習等
の取組を行う必要がある。

有 有 有 無

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 12/19 本部棟会議室 47 47 47

演習問題等については，好評であるが，一
方で各コマの時間に対する要望が見られる
ので，次回実施時は各コマの時間配分につ
いて改善を図る。

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
整を行った。

アンケート結果から，97パーセン
トの者が研修に満足しており，人
事関連業務における基礎的知識を
理解させ職務能力の向上は図れ
た。

各コマに対する時間配分について
は，改善の余地があるため，再度
検討する。演習問題を講義中に行
う時間の確保が難しいため，資料
の事前配付を行い，問題について
も，事前に解答を考えて来てもら
うこととする。

有 有 変化なし 無

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２６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２５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月1日
医学部第5講

義室
243 243 95 148

就業初日で緊張している受講者が，少しで
も有意義に過ごせるように，受講者目線に
立ち，研修環境をより良くしていきたい。

コミュニケーション・マナー研修
において，より病院での業務に活
かすことができるように，対面時
のマナーに重点をおいた講義を
行った。

研修生に対して行ったアンケート
では，「この病院の職員としての
意識を高めることができた」
「様々な話を聴くことができて緊
張が和らいだ」といった前向きな
意見が多く，病院の新採用者への
研修としては充実したものとなっ
たと言える。

アンケートにおいて，講義の内容
については好評であったが，照明
の使用や部屋の換気などに対する
意見があったので，受講者が集中
できるよう，そのような環境面に
も配慮したい。

有 有 不明 無

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 10/16.20.  21 病院会議室 約70 62 特になし － 内部監査員を６２名養成した。 特になし 有 有 有 無
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 2/27 病院会議室 約30 47 特になし －
各部署・部門におけるISO実施指
導者の養成を行った。

特になし 有 有 有 無

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

慶應丸の内シティキャンパスが開催している「夕学
五十講」※の中からインターネット配信されるもの
を公開講座として実施するもの。広島にいながら，
丸の内のビジネスパーソンと同じ講座を受講するこ
とができる。配信講座のほかに広島大学の教員によ
る講座も用意し，教養や知識，地域や社会の課題等
について論を展開している。

※「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。

教員，職員，学生
4月～7月
10月～1月

広島商工会議
所

1213 132 88 44 1081

講座は広島商工会議所（広島市中区基町）
で18時30分から開始されるため，東広島
キャンパスから参加するには，どうしても
時間的・距離的な制約が影響してくる。

従来より，いろは，もみじ，学内
通信，チラシ等で学内構成員へ周
知をしていたが，人事Gから管理
者研修の一環として受講すること
を薦めてもらった。
しかし，講演内容は必ずしも毎回
管理者向けのマネジメントに関す
るテーマばかりではないので，受
講者の希望とのミスマッチが生じ
ないように周知することも必要で
あったと反省。
（管理者研修の趣旨とは異なった
内容の講座を受講して，自己研鑚
のエビデンスとして利用されるよ
うでは問題があると言わざるを得
ない。）

研究者や企業経営者をはじめ，文
化人，ジャーナリスト等，幅広い
分野から第一線で活躍する方々の
声を（インターネット中継ではあ
るが）生で聞くことができ，質問
等があればFAXで直接尋ねること
もできる。
広島商工会議所との連携により，
本学構成員は各回20名まで受講料
無料｡（慶應丸の内シティキャン
パス5,400円，広島商工会議所
3,090円）

広島市内での事業であるが，うま
く企画された講座を学内者には無
料で開放して実施しているので，
マッチングを工夫するなどした上
で更なるPRをしていきたい。

有 無 変化なし 無
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

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
11 11 11

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。

階層別に加え，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。

有 有 変化なし 無

中堅係員研修,給与実務初
任者等,係長研修,課長研
修,女性職員キャリアアッ
プ研修,メンター養成研
修,パーソネルマネジメン
ト研修，接遇研修指導者
養成コース

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 20 20 20
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。

研修内容を勘案し，氏名と自己推
薦を使い分けて研修の募集を行っ
た。今後も同様の対応としたい。

各研修の目的達成に加え，他機関
職員等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。

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。

有 有 変化なし 無

【国大協】理事研修会，
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（運営支援
グループ）

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3～4回程度実施。

総合科学研究科・総合科学部教
職員

11/26
1/21

総合科学研究
科第1会議室

154 154 136 18 特になし 特になし

本年度は，「セクシャルマイノリ
ティ」，「ディープ・アクティブ
ラーニングの考え方と方法」を
テーマに開催した。いずれも重要
なテーマであったため，多数の受
講者があった。構成員全体が共通
理解を深めることができた。

特になし 有 無 不明 無

5．部局 －
総合科学研究科事務職
員研修会（ＳＤ）

○
総合科学研究科
運営支援グルー
プ

総合科学研究科事務系職員を対象に、管理運営や教
育研究支援等業務についての資質向上を目的に実施
するもの。内容は大学の改革（大学改革実行プラ
ン、本学行動計画の検討状況等）業務改善・効率
化、研修会等の報告等々テーマを毎回設定し、内容
説明、意見交換等を実施する。年3～4回程度実施。

総合科学研究科事務系職員 -
総合科学研究
科第１会議室

特になし － － － 無 － － －
報告・連絡会とし，SDと
しては実施しなかった。

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「サバ
ティカル研修報告会」

● ○ ○
文学研究科運営
支援グループ

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 - 文学研究科
学生の参加者を増やすために，報告担当教
員から，指導学生への参加を促す。

－ － － 無 － － －
報告会とし、ＦＤとして
は実施しなかった。

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「人文
学の方法とその教育
（第３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 10/20 文学研究科 56 56 50 6
発表する教員の選定方法について，検討す
る。

引き続き検討する。
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。

特になし 有 有 有 有 年度内2回実施予定

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「人文
学の方法とその教育
（第４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 3/19 文学研究科 56 56 52 4 0 0
発表する教員の選定方法について，検討す
る。

引き続き検討する。
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。

特になし 有 有 有 無

5．部局 －
文学研究科ＦＤ「スト
レスとストレスマネジ
メント」

● ○ ○ ○ 文学研究科
研究科における喫緊の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

6/16 文学研究科 71 71 54 16 1

関連して，次年度は，元広島大学キャリア
センター准教授，現県立広島大学の原田淳
教授による「ストレスマネジメントセミ
ナー（仮）」を計画している。

計画どおり、広島大学キャリアセ
ンター准教授，現県立広島大学の
原田淳教授による「ストレスマネ
ジメントセミナー」を実施した。

座学だけでなく、心身相関的アプ
ローチによりストレスをマネジメ
ントするエクササイズのレク
チャーがあった。実際に身体を動
かしてみる等ユニークであり、教
員にも好評であった。

学生の参加が少なかったため、第
２回は周知方法を工夫する。ま
た、身体を動かすため、もう少し
広い会場とすることが望まれる。

有 無 不明 無
11月10日に第2回応用編を
予定している。

5．部局 －

文学研究科ＦＤ「教職
員のストレスとストレ
スマネジメント（応用
編）」

● ○ ○ ○ 文学研究科
研究科における喫緊の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

11/10 文学研究科 66 66 52 14 － －

前期のＦＤで取り組んだアイソメ
トリック運動、呼吸の意識化に加
えて、自律神経のはたらきを整え
るための呼吸法等が紹介された。
その場で呼吸法の実践をおこな
い、非常に有意義であった。

特になし 有 無 － 無

5．部局 －

文学研究科ＦＤ「文学
研究科ハラスメント防
止研修会」
題目：学生指導とハラ
スメント～院生調査を
もとに～

● ○ ○ ○ 文学研究科
研究科における喫緊の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

12/15 文学研究科 61 61 49 11 1 － －

アカデミック・ハラスメントの最
近の事例やアカデミック・ハラス
メントとなる可能性のある行為に
ついてアンケートを交えた説明が
あった。適切な指導関係を築くた
めの注意点等についても説明があ
り、有意義であった。

特になし 有 無 － 無

5．部局 －
FD教育学部の授業・公
開授業研究会

● ○
教育学研究科運
営支援グループ

「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
6/25
12/2

公開授業：教
育学研究科
K203・K114講
義室
研究会：教育
学研究科第一
会議室

61 61 44 10 7

授業時期の開催のため，参加者が少ないこ
とが課題である。今後は，授業担当教員の
スケージュールを調整の上，より多くの参
加者が見込まれる時期を検討することとし
たい。

より多くの参加者が見込まれる時
期を検討を踏まえて、授業担当教
員のスケージュールを調整を行っ
た。

新任教員研修プログラム「授業研
究(1)」とのリンクにより、前期
は例年より多くの参加者があっ
た。公開授業研究会では、授業の
質を高めるための活発な議論が行
われた。

従来と同様に、より多くの参加者
が見込まれる時期の検討が望まれ
る。

有 有 変化なし 無

5．部局 －
経済学部ゼミ連との意
見交換会

● ○ ○ ○
社会科学研究科
学生支援グルー
プ

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

6/19
法学部・経済
学部大会議室

26 26 6 6 14 特になし 特になし
参加学生，教職員双方から活発な
意見が交わされ，大変有意義で
あった。

特になし 有 無 無 無

5．部局 －
法学部ゼミ連との意見
交換会

● ○ ○ ○
社会科学研究科
学生支援グルー
プ

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

6/19
法学部・経済
学部中会議室

14 14 5 5 4 特になし 特になし
参加学生と学部長等執行部等との
間で活発な議論が行われた。

特になし 有 無 無 無

5．部局 － TA採用時ガイダンス ● ○
理学研究科支援
室（人事・福利
厚生担当）

・新たにTAに採用される者を対象に，勤務上の諸注
意及び事務手続き等について説明を行う。

TA学生 4/4
理学研究科
E002講義室

95 95 95
・TAとして雇用される者全てが参加した訳
ではないため，アナウンスの機会を再考す
る。

・事前に欠席連絡を受けた者に対
しては，個別対応を行った。

・服務関係や労働時間について，
ある程度の理解が図れた。

・特になし。 有 無 不明 無

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

①5/12
②7/7
③11/6

以下開催予定

④1/7

④3/24

理学研究科
E002講義室 204 204

・さらに参加人数増やすため，アナウンス
の機会や方法を再考する。（全館一斉放送
で参加を促す等）

・開催前に全館一斉放送を行い，
参加を促した。

・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。 有 無 不明 無

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 27.3.24
理学研究科
E002講義室

19 19 14 5 0 0 特になし －
新入生チューター間で，理学部
チューターとしての役割及び認識
の共有が深まった。

特になし 有 無 無 無

5．部局 －
生物科学科教員会（理
学研究科）

● ○
理学研究科
生物科学科長

・最近の学生の傾向、問題を抱えている学科学生、
事故や事前研修会での受講停止措置等のトラブル事
例を伝達を行うほか、情報収集を行う。
・懇談会での学生の要望や授業アンケートでの要望
を紹介し、改善を求める。
・基礎実験の会場や講義での学生の様子を観察した
感想や課題点を指摘する。
・各種委員会、特に学部教務委員会や学科内の教務
委員会での検討事項を伝達。学科内で喫緊の重要事
項は詳しく紹介し啓発する。

・生物科学科教員（特任教員を
含む） 入試判定会義等の会

義日
生物科学大セ

ミナー室
－ － － － 無 － － －

5．部局 －
学長との懇談会･意見交
換会

● ○
先端物質科学研
究科運営支援グ
ループ

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 4/18
先端研401Ｎ

講義室
45 45 35 10 特になし 特になし

学長から直接，大学の目標等を伺
い，意見交換することができたこ
とでより深い理解を得ることがで
き，構成員にとって良い機会で
あった。

特になし 有 無 不明 無

5．部局 － ＴＡ説明会 ● ○
先端物質科学研
究科運営支援ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

ＴＡ（ティーチング・アシスタント）を実施するに
当たって，制度の目的や心構え及び関係規定や留意
事項等を理解させる。

ＴＡ学生 4/8
先端研401Ｎ

講義室
53 53 53 特になし 特になし

制度の目的や心構え及び関係規定
や留意事項等を理解させることが
できた。

特になし 有 無 不明 無

説明資料には内容をかな
り簡略化したものを英語
で記載したページがあ
る。

5．部局 － ＲＡ説明会 ● ○
先端物質科学研
究科運営支援ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

ＲＡ（リサーチ・アシスタント）を実施するに当
たって，制度の目的や心構え及び関係規定や留意事
項等を理解させる。

ＲＡ学生 5/20
先端研402Ｎ

講義室
26 26 26 特になし 特になし

制度の目的や心構え及び関係規定
や留意事項等を理解させることが
できた。

特になし 有 無 不明 無

説明資料には内容をかな
り簡略化したものを英語
で記載したページがあ
る。

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
研究科運営支援
グループ）

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 7/2
広島ガーデン

パレス
36 36 30 6 特になし。引き続き実施する。 特になし。

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。 有 無 不明 無

5．部局 － 学長との意見交換会 ● ○ ○
工学研究科運営
支援グループ

「学生が成長する大学、国際社会で存在感のある大
学」実現のために、学長が直接大学の方針を伝える
とともに、本研究院（科）の教職員と意見交換を行
う。

工学研究院（科）教職員 4/17
工学研究科大

会議室
101 101 95 6 特になし。引き続き実施する。 特になし。

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れ
た。

特になし。引き続き実施する。 未定 無 不明 無
次年度開催については未
定
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

5．部局 － ＲＡ説明会 ● ○
工学研究科運営
支援グループ

ＲＡ（リサーチ・アシスタント）を実施するに当
たって，制度の目的や心構え及び関係規定や留意事
項等を理解する。

ＲＡ学生
4/22,
10/22

工学研究科小
会議室

32 32 32 特になし。引き続き実施する。 特になし。
ＲАを実施するに当たっての心構
え等を理解させることができた。

特になし。引き続き実施する。 有 無 無 有

5．部局 － 教員相互講義参観 ● ○
工学研究科運営
支援グループ

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：6/25,11/17
第二類：

11/28,12/3,12/9
第三類：6/25

第四類：
6/30,7/14,10/7

機械物理工学専攻：
6/6

システムサイバネ
ティクス専攻：8/26
情報工学専攻：6/30
化学工学専攻：6/16

応用化学専攻：
10/16

社会基盤環境工学専
攻：12/9

輸送・環境システム
専攻：7/7

建築学専攻：6/2

工学研究科各
講義室

104 104 104 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。 有 無 不明 無
※講義終了後，講義担当
教員と参観教員との間で
意見交換が行われる。

5．部局 －

工学研究院ＦＤ「平成
２６年度科学研究費補
助金申請に関する説明
会」

● ○
東広島地区運営
支援部共通事務
室

科研費獲得のための研究計画調書の書き方等につい
て，助言を交えながら説明することにより，採択を
目指す。

工学研究院（科）の科研費応募
資格者

9/2
工学研究科大

会議室
18 18 18 特になし。引き続き実施する。 特になし。

科研費を獲得するためにはどう
いったことを心掛けて調書を書け
ばよいか等を科研費を獲得してい
る教員から助言いただき，有意義
であった。

特になし。 未定 無 無 無
次年度開催については未
定

5．部局 － TA/RAガイダンス ● ○
生物圏科学研究
科研究科運営支
援グループ

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 4/8
生物生産学部

C314
144 144 144

月末の勤報処理の円滑化のため，TA/RAとし
て出勤時，出勤簿への押印を遵守するよ
う，資料も作成し念入りに説明したが，押
印忘れは期待していたほど減らなかった。
１回きりのガイダンスだけでは効果は薄
く，繰り返しの周知が必要と思われる。

ガイダンス時に，出勤簿の押印漏
れは給与不支給となる可能性があ
ることを強調して説明した。ま
た，TAを指導する教員へも周知・
指導するよう依頼をした。

前年度より若干の改善が見受けら
れた。

特になし 有 無 無 無

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）

学長から今後の大学の方針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 4/28
生物生産学部

C102
69 69 63 6

「学生が成長する大学，国際社会で存在感
のある大学」実現のため，教育，研究，管
理運営等の観点からの今後の取組や大学の
方針が提示され，それについて学長と意見
交換することができた。

H26新規

学長からの今後の大学の方針につ
いての説明のもと、部局の将来像
やそれに向けた取組について意見
交換をすることができた。

特になし 有 無 無 無

5．部局 －
クォーター制導入にお
ける教務関連事項につ
いて

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

平成27年度から本学で導入するクォーター制の導入
目的，対応，履修的続き日程等の説明を行い，意見
交換を行う。

生物圏科学研究科教職員 1/26
生物生産学部

C102
63 63 55 8 － －

学士課程会議議長からの説明のも
と、次年度から導入するクォー
ター制の理解促進と、本研究科・
学部の教育課程で運用する際の問
題点について意見交換をすること
ができた。

特になし 無 無 － 無

5．部局 －
研究科将来構想につい
て

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

研究科将来構想WGで策定した将来構想案についての
説明を行い，意見交換を行う。

生物圏科学研究科教職員 2/23
生物生産学部

C102
56 56 53 3 昨年度実施なし H26新規

研究科将来構想について、研究科
教員への周知・理解の促進と活発
な意見交換ができた。

特になし 無 無 無 無

5．部局 －
教育研究情報収集シス
テムについて

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（総務・人事）

教育研究活動システムが教育情報収集システムに移
行するにあたり、新システムの概要の理解、及び教
員の積極的なデータ入力について周知依頼する。

生物圏科学研究科教職員 3/19
生物生産学部

C102
57 57 51 6 昨年度実施なし H26新規

教育研究活動システムが教育情報
収集システムに移行するにあた
り、新システムの概要の理解、及
び教員の積極的なデータ入力につ
いて周知することができた。

特になし 無 無 無 無

5．部局 －
4年生と教員との意見交
換会

● ○ ○
生物圏科学研究
科研究科支援室
（学生支援）

学生理解を促進する 生物生産学部4年生・教員

12/17
12/26
1/28
3/2

生物生産学部
C205
C108
A320

72 72 16 56 昨年度実施なし

意見あるいは要望を「学部・研究
科教育改革推進委員会活動記録」
に記載し，該当委員会に付託し
た。

学部教育を改革しより一層良い教
育の機会を提供するための基礎資
料となった。

特になし 無 無 無 無

5．部局 －
臨床情報医工学プログ
ラムＦＤ・ＳＤ研修会

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部学生支援グ
ループ

連携4大学間での意識の共有、指導力の向上を目的と
してＦＤ・ＳＤ研修会及び学生による成果発表会を
行う。
また先進的なプログラムを実施する他大学等から講
師を招へいして講演会を行う。

教員
職員
学生（大学院生、学部生）

9/24 広島市立大学 39 39 20 5 14

参加者が若干少ないと感じられる。
開催場所，担当を連携4大学の持ち回りと
し，プログラムの周知と，意識の向上を図
る。

持ち回りにすることにより、開催
大学の教員が研究発表を行い、参
加者も通常より多かった。

研究発表及び学生の成果発表会を
組み込むことで、教育内容のより
一層の充実・指導力の向上、本事
業活動のブラッシュアップを図る
という面で、一定の成果があっ
た。

連携大学の内２校が後期の授業を
開始しており、また、学会シーズ
ンということもあって参加者が少
なかった。次回以降の開催日程の
調整が必要である。

有 無 有 無

5．部局 －
学長による講演及び意
見交換会

● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

毎年度，浅原学長が各部局の教授会に訪問され，大
学を取り巻く現状等の説明をしていただき，その
後，医歯薬保健学研究科教授会構成員との意見交換
を行うため。

医歯薬保健学研究科担当教授
・医歯薬保健学研究院
・原爆放射線医科学研究所
・大学病院
・自然科学研究支援開発セン
ター（霞地区のみ）

5月22日
広仁会館大会

議室
84 84 74 10 特になし。 －

本学の現状，部局の将来像等につ
いて情報共有を図ることができ
た。

特になし 未定 無 不明 無
来年度は学長が交代する
ため開催有無は未定

5．部局 －
第1回医歯薬保健学研究
科（院）ＦＤ「国際化
に向けて」

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

国際化において先行している歯学部の取り組みを参
考に，医歯薬保健学研究科の国際化を進める。ま
た，今後の広島大学の国際化について，スーパーグ
ローバル大学創生支援事業への応募を踏まえ情報共
有を図る。

霞地区教職員，学生 7/31
広仁会館大会

議室
114 114 86 22 6 － －

国際化に向けての具体的事例を聞
くことにより，今後の取り組みに
向けて参考とすることができた。
また多数の参加者により，広島大
学の国際化に向けての方向性を共
有することができた。

特になし。 無 無 － 無

5．部局 －
第2回医歯薬保健学研究
科（院）ＦＤ

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

今後の医療分野の研究開発において重要な存在とな
るであろう医療開発研究機構の概要について説明い
ただき，構成員の情報共有を図る。
　平成25年度に採択された「革新的イノベーション
創出プログラム(COI)」の概要について説明いただ
き，情報共有を図る。

霞地区教職員，学生 11/25
医学部　第4

講義室
91 91 77 7 7 － －

日本の，今後の医療分野の研究開
発に関する総合戦略・予算等の概
要について情報を得ることで，今
後の研究資金等の獲得へ向けて参
考とすることができた。また多数
の参加者により，広島大学で，現
在行われているプロジェクトにつ
いて情報共有することができた。

特になし。 無 無 － 無

5．部局 －
第3回医歯薬保健学研究
科（院）ＦＤ

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

研究倫理に関わるCOI（利益相反）の，最近の情報を
共有することで，不適切な事例が起こらないよう，
注意喚起を図る。

霞地区教職員，学生 2/19
歯学部大講義

室
107 107 75 29 3 － －

研究倫理に関わるCOI（利益相
反）について正しく理解すること
で，適切な研究遂行が可能とな
る。

特になし。 無 無 － 無

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） 10/16
歯学部大講義

室
53 53 49 4

歯学部独自のFDを定期的に開催し充実させ
るとともに，学外FDに教員を派遣し，その
成果を活用して，学部教育の質の向上を図
る。

本年度は，新潟大学大学院医歯学
総合研究科長（歯学部長）前田健
康先生を講師として依頼。「日本
における歯学教育認証評価の方向
性と今後の課題」と題した講演を
聞くことで，教育の質の保証を目
指した教育内容の評価等について
理解することができた。

本年度は，新潟大学大学院医歯学
総合研究科長（歯学部長）前田健
康先生を講師として依頼。「日本
における歯学教育認証評価の方向
性と今後の課題」と題した講演を
聞くことで，教育の質の保証を目
指した教育内容の評価等について
理解することができた。

特になし 有 無 不明 無

5．部局 －
歯学部国際歯学コース
ＦＤ

● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

　歯学部では平成24年4月から，歯学科において日本
語と英語を併用した授業を実施しており，その授業
方法や学生の授業に対する意識等について情報共有
を図ることを目的に，二言語授業を実施した教員に
よる授業の振返りや，学生へのアンケートの集計結
果等をテーマに意見交換を行う。

教員（歯学分野）
10/2
12/10

歯学部大講義
室

128 128 92 10 26

二言語授業による学生の授業への態度等の
二極化については，今後も入学前の学生に
対しては歯学部の方針を周知することが重
要であり，入学後の学生に対してはモチ
ベーションを高めていく工夫が授業内でも
求められることが話し合われた。今後もよ
り多くの教職員が参加するようにＦＤを実
施していく予定である。

二言語授業の目的と効果について
再確認を行うとともに，歯学部生
からのアンケート結果等を踏まえ
て，今後の授業内容の改善に向け
て情報を共有することができた。
また，短期留学を経験した学生に
よる発表もあり，実際の体験談を
より多くの教職員と共有すること
ができた。

二言語授業の目的と効果について
再確認を行うとともに，歯学部生
からのアンケート結果等を踏まえ
て，今後の授業内容の改善に向け
て情報を共有することができた。
また，短期留学を経験した学生に
よる発表もあり，実際の体験談を
より多くの教職員と共有すること
ができた。

二言語授業は学生だけでなく，教
員の負担も大きいが,今後も教
員・学生からの声を聞き取り，教
員や学生が抱える課題について
は，学部長室会議やICDD委員会に
置いて引き続き検討していくこと
とした。

有 無 不明 無

5．部局 － 薬学部ＦＤ ● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

平成27年度入学生から適用される「薬学教育モデ
ル・コアカリキュラム」について理解するととも
に，平成30年度に予定されている薬学教育評価機構
による外部評価受審への対応について確認する。

教員（薬学分野） 5/8
薬学研究棟
多目的室

40 40 38 2 － －
「薬学教育モデル・コアカリキュ
ラム」及び外部評価受審対応への
理解が図られた。

特になし 未定 無 － 無
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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 課題と改善策

次年度
実施予
定
（回答
時点）

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

英語等外
国語資料
提供の有
無

備考

5．部局 － 薬学部ＦＤ ● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

薬学業界の現状と将来について理解を深め，教職員
の資質の向上を図るため。

教員（薬学分野） 12月
広仁会館
大会議室
(予定）

特になし。引き続き実施する。 － － － 有 － － － ※今年度は実施しない。

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26年4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）

5/15
保健学研究科

長室
2 2 2

今回のFD参加者の中に1名のみ，昨年度10月
以降採用者がいた。1名のみのため,今回実
施したが，対象人数が少ない場合は，個別
対応をする等，検討する。全学の新任教員
研修が実施されるため，内容等を保健学分
野特定のものに限定すること等を検討する
必要がある。

複数名のため，個別対応としな
かったが，実施内容等を保健学分
野に関連するものに限定した。

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。 有 無 不明 無

5．部局 －
医歯薬保健学研究科保
健学専攻ＦＤ

● ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

医歯薬保健学研究科保健学専攻に関連する分野が，
日本の教育と研究レベルにおいてどのような位置づ
けで認識されているのか，その必要性，重要性につ
いて日本国内外の有識者を招いて再認識し，最新知
識の共有等を図り，改善につなげていく。

教員（保健学分野） 10/31
保健学科研究
棟203講義室

58 58 31 27 特になし。 特になし。

文献を読み解き，保健医療分野の
研究を行う際，正確にエビデンス
を取得するのために必要な医療統
計学の専門家による講義により，
知識の習得を図ることができた。

特になし。 未定 無 不明 無

5．部局 －
医歯薬保健学研究科保
健学専攻ＦＤ

● ○
霞地区運営支援
部総務グループ

医歯薬保健学研究科保健学専攻に関連する分野が，
日本の教育と研究レベルにおいてどのような位置づ
けで認識されているのか，その必要性，重要性につ
いて日本国内外の有識者を招いて再認識し，最新知
識の共有等を図り，改善につなげていく。

教員（保健学分野） 12/18
保健学科研究
棟１Ｆ会議室

30 30 30 特になし。 特になし。

筋運動，生理及びそのリハ応用の
第一人者による国外機関の研究活
動や英語科学論文作成等の講義等
により，知識の習得，情報共有を
図ることができた。

特になし。 未定 無 不明 無

5．部局 － 医学部ＦＤ ● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

現在、日本では医学教育カリキュラムを根本的に見
直し、医学教育の質を向上させることが求められて
いる。その必要性を再認識し，これからの取組に活
かす。

霞地区教職員，学生 7/31
広仁会館
大会議室

48 47 41 5 1 1 － －
医学教育の認証評価受審のため，
これから取り組むべき医学教育の
在り方について，参考になった。

特になし。 未定 有 － 無

5．部局 － 医学部ＦＤ ● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

医学教育のグローバルスタンダードについて，改め
て触れてもらい，医学教育改革に取り組むための契
機とする。

霞地区教職員，学生 11/27
医学部第4講

義室
69 69 32 37 － －

アメリカと日本の医学教育の違い
について講演をいただき，今後の
検討の糧となった。

特になし。 未定 無 － 無

5．部局 － 医学部ＦＤ ● ○ ○ ○
霞地区運営支援
部総務グループ

最近の医学教育行政の動向を把握し，今後の本学の
医学教育改革の取り組みに向けた契機とする。

霞地区教職員，学生 1/8
医学部第4講

義室
53 53 30 23 － －

医学教育の改善・充実の方向性等
について，認識を共有することが
できた。

特になし。 未定 無 － 無

5．部局 － 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 4/18
国際協力研究
科大会議室

47 47 39 8

テーマが全般に渡り，議論があちこちに
移ったため散漫な印象があった。事前に資
料を配布することで主題を絞り，具体的な
議論ができるよう改善を検討する。

事前に資料を配布し、主題を絞っ
た。

学長からの説明後，活発な意見交
換が行われ，当初の目的を達成し
た。

特になし。 有 無 有 無

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 8月を除く毎月実施
国際協力研究
科大会議室

35 35 35

7月にIDECリサーチNowで紹介するべき事例
がなく実施ができなかった。研究科全体の
活動を細かく把握できるような仕組みを検
討し，情報把握を図る。

教員からの情報収集を積極的に
行った。

構成員に研究活動の動機付け，情
報共有を行うことができた。

研究科全体の活動を細かく把握で
きるような仕組みを検討し，情報
把握を図る。

有 無 無 無

5．部局 －
IDEC情報セキュリティ
講習会

● ○ ○
国際協力研究科
支援室

情報セキュリティの知識の向上等を図る。 国際協力研究科教員，職員 9/19
国際協力研究
科大会議室

38 38 31 7 － －
セキュリティ確保の重要性等を再
認識した。

特になし。 有 有 － 無

5．部局 －
法務研究科学生との懇
談会

● ○ ○
東千田学生支援
グループ（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）
7/4（金）

後期
12/19（金）

東千田キャン
パス

41 41 12 29 特になし 特になし

・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 有 無 不明 無

5．部局 －
法務研究科教育方法等
改善研修会（ＦＤ）

● ○
東千田地区運営
支援グループ

・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。
・例年9月と3月には，非常勤講師も交えて，非常勤
講師の先生方に法務研究科の現状を理解いただき，
要望を聞く機会をもつとともに，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も
とづいた検証を実施している。

・法務研究科教員（21名）
・6月のメンタルヘルス講習会
は学生も含む。
・9月と3月は，非常勤講師を含
む。

毎月
第2月曜日

東千田キャン
パス

259 259 245 14

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，参加をよ
びかける。

メンタルヘルス講習会について
は，法科大学院教育研究支援シス
テム（ＴＫＣ）等を活用して，積
極的に広報した。

・学生とともに，メンタルヘルス
の問題に対する基本的な知識と心
構えを確認することができた。
・非常勤講師の先生に法務研究科
の現状や法曹養成制度改革に係る
政府の検討状況等を理解していた
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もと
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。

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，参加をよびか
ける。

有 無 無 無

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 1/9-1/10
安芸グランド

ホテル
45 44 12 10 22 1

準備期間に余裕をもって早めの計画立案に
努めるとともに，グループワーク等，より
一層交流を深められる企画を検討する。

2か月の準備期間をもって早めの
計画立案が出来た。2月の国際シ
ンポジウムでの学生の予行演習で
個人発表，グループワークを行
い，教員からの指導を受ける研修
を受け，さらに2名の教員の研究
紹介を行い，それぞれの理解を深
めた。

実施は４回目であり，さらに習熟
度を増した。教員・学生意見交換
会も好評であり，今後も続けてい
くことが必要である。

早めの計画立案に努め周知撤退を
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。

有 有 有 有

5．部局 － 大学院生連絡会 ● ○ ○ ○ 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 10/9, 11/11, 1/7

東広島：総合
科学研究科第
２会議室等

霞：セミナー
室等（TV会

議）

67 67 2 20 45
教員・学生意見交換会の定期開催を検討す
る。

第１回，第２回に続き，第３回教
員・学生意見交換会を1/10の第４
回リトリート中に開催した。この
リトリート中に開催する形で，年
２回のペースでの定期開催を実現
している。

教員・学生意見交換会での学生か
らの意見を参考に，教員メン
ター，学生相談メンター，先輩メ
ンターからなるメンター制度を構
築し，多角的に学生の研究・生活
支援を行うシステムを稼働させ
た。

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。

有 無 無 有

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

Qualifying Examination等，新しい大学院教育とそ
の質保証システム構築についてその概念について共
通理解を促進し、カリキュラムマップ，ルーブリッ
ク，eポートフォリオ等の具体的な手段について複数
大学の事例に基づき議論することで，今後の展望を
得ることを目的とした。

教員・職員 9/25
本部棟４F会

議室
66 43 15 28 23 － －

本プログラムにおける教育活動と
その質保証に関してフィードバッ
クを得ると同時に大学の事例も検
討することで，本プログラムにお
ける取組の意義を検証し，今後の
課題を明らかにすることができ
た。

特に学外の参加者から，今後の大
学院教育の質保証に関する具体的
な展望を得たと好評ではあった
が，本学教員の出席をより促進し
て共通理解を確立することが今後
の課題である。

有 有 － 無
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平成26年度人材育成推進室(FD部会)活動実施計画

Ⅰ　FD部会が主催する全学FD活動

No
新任教員研修
の分野区分

名称 主な対象者 目的 実施日時 場所 内容等 形式 講師等 備考

1
大学教員基礎

（必修）
新採用教職員研修

平成26年度採用の教
職員

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。

4月
10月

（東広島）
法人本部4F
会議室
（霞）
セミナー室2

本学の教育，研究，社会貢献その他の主要な活動と，職員とし
て知っておくべき基本的事項に関する講義を行う。

講演 学内講師
新任教員研修プログラムの必
修研修

2
大学教員基礎

（必修）
新任教員研修プログラムオリ
エンテーション

平成26年度採用の教
員

「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。

4月
10月

東広島，霞
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

学内講師
新任教員研修プログラムの必
修研修

3
大学教員基礎
（選択必修）

アカデミック・ポートフォリオ・
ワークショップ

関心のある教員
※ティーチング・ポート
フォリオ作成経験があ
ること

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。

9月
東広島
総合科学部
M棟

アカデミック・ポートフォリオを作成する。 WS
学外メンター／学内
メンター

共催：教養教育本部

4
教育

（必修）
大学教育論

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

本学の到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS®(ハイ
プロスペクツ)の概要を理解し，各主専攻プログラムの到
達目標を達成するために，どのような教育方法が必要な
のかを検討する機会とする。

8月 東広島，霞

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
施上の留意点等に関する講義と，参加者各自の作成したシラ
バスの内容を検証し，改善点について検討を行うグループワー
クを行う。

講演
WS

学内講師
新任教員研修プログラムの必
修研修

5
教育

（選択必修）

アクティブ・ラーニングを促す
授業の方法（PBLワークショッ
プ）

教職員
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。

9月
3月

総合科学部
K棟講義室

シナリオを使った模擬PBL（問題を基盤とした学習）を，学習者
またはファシリテーターとして体験し，授業での展開に役立てる
よう手順・評価・効果などについて学ぶ。

WS 学内講師 共催：教養教育本部

6
教育

（選択必修）
ティーチング・ポートフォリオ・
ワークショップ

TPに興味のある教員
ティーチング・ポートフォリオの作成を通じて，ティーチン
グ・ポートフォリオについての理解を深め，自身の教育改
善の仕組みとして役立てる。

9月
東広島
総合科学部
M棟

ティーチング・ポートフォリオを作成する。 WS
学外メンター／学内
メンター

共催：教養教育本部

7
教育

（選択必修）
TA研修会（実践編）

TA学生
TAを雇用している教員

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。

12月
法人本部4F
会議室

TAとともに行う効果的な授業実践に関する事例紹介とグルー
プに分かれ情報交換を行う。

講演
WS

学内講師

8
教育

（選択必修）
授業方法研修会

各部局教育担当責任
者，若手教員，大学教
員志望の大学院生

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。

12月
法人本部4F
会議室

専門家による講演と，現場での課題を共有とその改善策につ
いて検討するグループワークを行う。

WS
学外講師／学内講
師

9
教育

（選択必修）
マイクロ・ティーチング（模擬授
業体験）

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

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。

9月 東広島
授業時間・クラス規模のマイクロ化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。

WS 学内講師

10
学生支援

（選択必修）
学生支援教職員研修

教職員，学生（学部
生，大学院生）

学生支援の現状と課題について共通理解を深め，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。

8月
法人本部4F
会議室

教職員及び学生を入り混ぜたグループワークを通じて，問題を
共有し，解決策を検討する。

WS
学外講師／学内講
師

11 - TA研修会（基礎編）
平成26年度採用（予定
を含む）TA学生及びTA
を雇用している教員

ＴＡ学生に対して職務を果たすために必要な心構え，基礎
的知識・技能を授ける。

4月
6月

（東広島）
総合科学部
（霞）
医学部

TAとして知っておくべき基礎的知識や心構えに関する講義と先
輩TAの体験談を聞く。

講演 学内講師

12 - My Best 授業紹介コンテスト
学生（学部生，大学院
生）

授業改善に向けた取組の一環として，学生が自身にとっ
てBestと感じた授業について報告してもらい，本学の授業
の中で学生自身が周囲の学生に受講を勧めたいと思って
いる授業とはどのようなものなのか，教職員や学生に知っ
てもらう。

10-11月

（表彰式1月)

東広島，霞，
東千田

「My Best 授業」(影響を受けた，感動した，印象深かった，多く
のことを学んだ等と感じた授業)に関する随筆等の作品を学生
から募集し，作品に対する審査を行う。

コンテスト
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Ⅱ　FD部会が共催する全学FD活動

No
新任教員研修
の分野区分

名称 主な対象者 目的 実施日時 場所 内容等 形式 講師等 備考

1
教育

（必修）
授業研究（１）

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

＜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。

随時 各部局等
授業参観及び事後研究会に参加し，新任教員各自が人材育
成推進室（FD部会）あて，「授業研究（１）実施報告書」を提出す
る。

WS 各教員会等
主催：各教員会
新任教員研修プログラムの必
修研修

2
教育

（必修）
授業研究（２）

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

＜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。

随時 各部局等
各教員会主導による公開授業と事前・事後研究会を実施した
後，新任教員各自が人材育成推進室（FD部会）あて，「授業研
究（２）実施報告書」を提出する。

WS 各教員会等
主催：各教員会
新任教員研修プログラムの必
修研修

3
学生支援
（必修）

メンタルヘルス相談研修会
新任教員研修プログラ
ムの対象教員

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。

9月 東広島，霞
学生・教職員のメンタルヘルス・発達障害等に関する講演を行
う。

講演 学内講師
主催：保健管理センター
新任教員研修プログラムの必
修研修

4
研究

（必修）
研究マネジメント研修

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

研究遂行に関する様々な支援や順守すべき事項につい
て理解するための機会を提供する。支援に関しては，URA
による学術全般に対する支援，共同利用施設・機器，学
術データベース等を中心に利活用法を学び，順守すべき
事項に関しては安全・環境管理，研究倫理等を学ぶ。

5月
中央図書館
ライブラリー
ホール

URAによる学術全般に対する支援，共同利用施設・機器，学術
データベース等の利活用法，安全・環境管理，研究倫理等につ
いて，講義を行う。

講演 学内講師
主催：学術・社会産学連携室
新任教員研修プログラムの必
修研修

5
研究

（必修）
研究力強化概論

新任教員研修プログラ
ムの対象教員

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機会とす
る。

5月
法人本部4F
会議室

本学の研究力強化に向けた取り組み，研究成果の指標化と個
人評価，外部資金の獲得に関する講義を行う。

講演 学内講師
主催：学術・社会産学連携室
新任教員研修プログラムの必
修研修

6 -

教育実質化研修会
  1)教養教育
　2)学士課程教育
　3)大学院課程教育
  4)その他

テーマに応じた教職員
教養教育，学士課程教育，大学院課程教育の目標を達
成するために必要な研修を行う。

未定
東広島，霞，
東千田

今年度の教育・学習行動を分析した結果に基づいた内容。
個別の課題に応じた研修等を企画・実施する。

講演
学外講師／学内講
師

③-1教養教育実質化のため
の研修会
③-2学士課程教育実質化の
ための研修会
③-3大学院課程教育実質化
のための研修会
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（平成26年4月1日現在）

氏　名 所属・職 主担当研修会

大膳　司 高等教育研究開発センター・教授 総括

棚橋　健治
大学院課程会議・議長
教育学研究科・教授

大学院教育実質化研修、新任教員研修プログラムオリエンテーション、マイクロティーチング（模擬授業体験）

小澤　孝一郎
学士課程会議・議長
医歯薬保健学研究院・教授

学士課程教育実質化研修、PBLワークショップ、大学教育論、新任教員研修プログラムオリエンテーション

丸山　恭司 教育学研究科・教授 TA研修（基礎編・実践編）

吉田　成章 教育学研究科・講師 大学教育論、授業研究(1)(2)、マイクロティーチング（模擬授業体験）

圓山　　裕 理学研究科・教授 TA研修（基礎編・実践編）、My Best 授業紹介コンテスト

西堀　正英 生物圏科学研究科・准教授 TA研修（基礎編・実践編）、学生支援教職員研修、PBLワークショップ

吉田　香奈 教養教育本部・准教授
教養教育実質化研修会、PBLワークショップ、TP作成、AP作成、新任教員研修プログラムオリエンテーション、授業研究
(1)(2)、マイクロティーチング（模擬授業体験）

佐藤　万知 高等教育研究開発センター・准教授 授業方法研修、TA研修（基礎編・実践編）、大学教育論、授業研究(1)(2)

古澤　修一
副理事（教育改革担当）
生物圏科学研究科・教授

授業方法研修、My Best 授業紹介コンテスト、学生支援教職員研修、TP作成、AP作成

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

研究マネジメント研修、研究力強化概論

磯部　典子
学生生活会議・委員
保健管理センター・准教授

学生支援教職員研修

眞田　一美　
財務・総務室 人材育成推進室長
副理事（人事・労務担当）

新採用教職員研修

岡本　修治 副理事（教育支援担当） 新任教員研修プログラムオリエンテーション、学生支援教職員研修

小左古　学 学術・社会産学連携室 研究企画室・高度専門職（シニアＵＲＡ） 研究マネジメント研修、研究力強化概論

山下　洋一 教育・国際室 教育支援グループ・副グループリーダー 新任教員研修プログラムオリエンテーション、学生支援教職員研修、My Best 授業紹介コンテスト

平成２６年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」役割分担
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