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実践を通じた人材育成の取り組み

～広島経済大学「興動館教育プログラム」～
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＜スライド２・３について＞ 

 今、ご紹介にあがりました、広島経済大学の友松と申します。この度、このような場で私のようなものがお話を

させていただけることを大変光栄に感じております。私からは、実践を通じた人材育成の取組ということで、広島

経済大学興動館教育プログラムで実際に行っている制度、内容、これを開始するにあたった経緯、についてお話を

させていただきまして、その後、科目創造センター長の濵田の方から科目等について詳細に説明をさせていただき

たいと思っております。 

 本日の資料の中に、スライドの内容を印刷したものも添付されておりますので、そちらも参考にしていただきな

がら、もう一つは、パンフレットも同封していると思いますので、そちらの方もご覧いただきながら、お話をお聞

きいただければと思います。先ほどもご紹介いただきましたが、このプログラムは 4 年前から開始しておりますけ

れども、未だ、私達も試行錯誤で未完成でございますので、そちらの方もあらかじめご了承いただきながら、お聞

きいただければと思います。さっそくですが、ご説明をさせていただきたいと思います。お聞き苦しい点もあると

思いますが、よろしくお願いいたします。 

 本題に入る前に、本学の概要をご説明いたします。本学の設立母体は、学校法人石田学園と申しまして、明治 40

年に創設しました。そして、その中に大学があるのですが、広島経済大学。こちらの方が昭和 42 年に開学してお

ります。開学当初、経済学部経済学科のみで入学定員 150 名という小さな大学だったわけですが、その後、学科の

増設を行いまして、現在では、大学院を有する入学定員 850 名となりまして、本年一月現在、学生数は 3899 名

という学校になっております。それから、もう一つは建学の精神。これは開学時に「以和為貴（和を以て貴しと為

す）」という言葉を建学の精神としまして、教員、職員、学生、この和を重んじてまいりました。それから、平成６

年からは建学の精神を基にした、教職員の行動指針というものを「Be Student-oriented」これは、すべては学生

のために、という行動指針でございますが、この行動指針をもとに実践的実務的人材を育成しようと取り組んでま

いりました。そして今日お話しする興動館教育プログラムについてですが、これにともなってですね、ただ、行動

するだけではない、自らが動きをおこす人材を育てたいという想いを込めてですね、ゼロから立ち上げる興動人と

いう人材育成目標を掲げました。これが平成 18 年からでございます。 
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＜スライド４について＞ 

 それでは、本題にうつりまして、この教育プログラムを

開始するにあたっての経緯をお話したいと思います。まず、

６年前の平成 16 年４月に、新しい教育プログラムを考え

る会というものを発足させました。メンバーは学長以下教

員５名、職員３名の８名で構成されまして、この会議で１

年間にわたって議論を続けました。それでわかってきたの

は、日本の大学における社会科学系の講義を主体とした教

育が、社会が期待する人材を本当に育成しきっているのか、

そうではないんではないか、ということを話し合いの中で

認識したわけです。そしてそれならば、新しい効果的な社会科学系教育プログラムについて、検討しなければなら

ないということで、一年間、確認をしてきたわけですけれども、平成 18 年度から、「ゼロから立ち上げる興動人」

という言葉を人材育成目標として、そのために何をするべきか、という事で、興動館教育プログラムの導入に踏み

切ったわけでございます。先ほどからこの興動館とか、興動人とかいう言葉が出てきますが、この言葉もこの一年

間の中で、本学独自で作った言葉で、ただ行動するだけではなく、動きを興していく人材を作りたい、という思い

から興動館というふうに名づけました。また、建物も建てて、興動館教育プログラムを開始したわけです。５年前

の平成 17 年５月に、理事長を館長。そして、副館長一名と、専任職員２名で興動館準備室を立ち上げました。そ

の後、平成 17 年の７月に、この教育プログラムの拠点となる興動館という建物が完成しました。そして、その翌

年の７月からもう一つのプログラムが始動しております。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド５について＞ 

 まず、参考にしていただきたいと思うんですが、このプ

ログラムの実質の引き金となった、平成 16 年度の日本経

済団体連合会がまとめた資料でございます。まずこれは、

青色と赤色のグラフとなっておりますが、青色は「採用す

る企業」が『大学教育に何を求めているか』というものを

纏めています。赤色は逆に「大学」が『教育面で注力して

いて、大学がやってますよ』、というのが赤色で示されて

おりますが、ここにギャップがあることがこの一年間の議

論の中でわかりました。特に一番目と五番目。一番目、専

門分野の知識を学生にしっかり身につけさせる。これは大学側はやってます。しかし、企業の方は、４割程度にと

どまっている。５番目の点では、チームを組んで特定の課題に取り組む経験をさせているか。させてほしいという

企業がこれくらいあり、大学はほとんどやっていないということが分かりました。もう一つは、４番目。知識や情 
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報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること。これは企業がすごく求めている。また、８番目の、理論に加え

て実社会のつながりを意識した教育を行う。これも企業が高く求めている。こういうことが引き金になりまして、

このプログラムが始まった経緯というものがございます。ですから、コミュニケーション能力、それから、多様な

人とともに、何かを成し遂げる力というのが必要なのではないか。そのために、何らかの取り組みをしなければな

らない、ということで、現段階に至っています。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド６について＞ 

 平成 18 年度からは、興動館教育プログラムを開始した

だけではなくて、従来のカリキュラムもカリキュラムコー

ディネート委員会というものを前年度に作りました。この

カリキュラムコーディネート委員会は、学長以下教員 11

名、職員６名、外部の学園理事２名、の 19 名で、従来か

らあった青い部分、ゼミを中心とした、プレゼンテーショ

ン能力開発、そして、通常科目の共通科目、あるいは、学

科科目を中心とした基礎知識開発プログラムというもの

のカリキュラム編成の変更を行いました。そして、この３

つ目の赤い部分の興動館教育プログラムを足して、３つでゼロから立ち上げる興動人を育成しようという風に考え

てきたわけです。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド７について＞ 

 それでは、今日は赤い部分を中心にお話をしたいと思い

ますが、赤い部分だったこの人間力を育成するプログラム、

興動館教育プログラムの目的なんですが、人材育成目標と

した「ゼロから立ち上げる興動人」というものには、人間

力が必要ということになりまして、でも、人間力って色々

な定義があって、辞書を読んでも定義づけされてないんで

すね。ですから、本学では、今から上げる３つを持ってい

る人を人間力を持っている人としたいとしました。 

１番目に、自分の心の壁を取り払い、自分をさらけ出すこ

とができる勇気を持つこと。 

２番目に、相手の心を推し量って、相手にうまく働きかけることができる能力を持つ。 
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３番目、個人の持つ諸能力、そして、人を惹きつける魅力を発揮して、人と共に何かを成し遂げる力を持っている

人。 

 この３つを持っている人というのを、人間力を持っている人としたい、としました。簡潔に言えば、１番と２番

は、コミュニケーション能力でありまして、３番は協調性とかリーダーシップとかをあらわしているということに

なると思います。従来の教育方法では、まず、理論を勉強して実践へと展開していきますけれども、学生のほとん

どが、その理論の必要性を感じていないというのが問題でありました。自ら学ぼうとすることが尐ない、と、いう

現状があり、このプログラムでは、理論よりもまずは実践をさせようと。そして、その経験プロセスにおいて、自

分に足りないものが見つかれば、学ぶ心に火がついて理論の必要性を感じてくるのではないか、という思惑もあり

ました。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スライド８・９について＞ 

 この興動館教育プログラムの全体像なんですが、興動館科目、そして、興動館プロジェクトという２つの柱があ

ります。ここで学んだことを、プロジェクトの場で実践させたい。あるいは、プロジェクトを実践して、自分で足

りないものが見つかれば、この興動館の科目で学んでほしい、という相互作用が生まれればいいと思っております

が、今のところ全員が全員、こういうサイクルではなくて、こういうことをサイクルで行っている学生もあれば、

興動館科目だけの学生もいるし、プロジェクトだけの学生もいます。将来的には、これがサイクルになるように動

かしていきたいと思っております。 

 興動館科目の方は、尐人数を原則とし、ほとんどの科目が 30 名。20 名の科目もありますけれども、ほとんどの

科目が 30 名程度です。全て双方向授業ということで、教員と学生とのコミュニケーション。あるいは、学生同士

がどんどんグループで話す。それから、ただじっとしているだけではなくて、身体や手を教室内でも動かす。外に

も出て行きます。そして、最後は発表もします。これが全科目の縛りとなっています。人間力を「元気力」「企画力」

「行動力」「共生力」という４つのフィールドに分けまして、それぞれのフィールドに、力がつくような科目を配置 
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しています。現在、科目数は 29 科目。前期後期リピート科目もありますので、36 クラスあります。また、現在の

履修者数は、約 1000 名です。科目については、後ほど科目創造センター長の濵田の方から詳細をご説明させてい

ただきます。 

 もう一つのプロジェクトというものですが、これは、学生が全て企画とか交渉、地域や企業との交渉。それから、

予算管理、準備実行、そして、最後に報告発表までを学生が主体的に活動することを目的としておりまして、ほと

んどのプロジェクトの活動は、国際交流、社会貢献、地域活性、経済活動、という方向に向かうものと限定してお

ります。こういった活動を学生自身がやることで、実社会で必要な人間力を養いたい、というふうに考えておりま

す。プロジェクトの種類は、青い部分の主催プロジェクト、そして、赤い部分の公認、それから、緑の準公認プロ

ジェクトという 3 種類のものがあります。 

 単位についてですが、左側の興動館科目は自由選択科目枠で、単位認定をしておりますが、右側の興動館プロジ

ェクトは、単位認定しておりません。この意味というのは、こういったプロジェクト、特に社会貢献、地域活性活

動とか、そういうものに関して単位取得目的ではなくて、自主的に活動してほしいという思いがありましたので、

単位は認定しておりません。また、科目、プロジェクトのどちらも学科や学年の縛りはありません。学科や学年の

枠を超えて、多種多様な人間同士が活動するということを目的としております。プロジェクト数が４月現在ですけ

れども、21 プロジェクトありまして、参加者数は、約 350 名の学生が活動をしております。これは科目名でござ

いますが、科目名、それから、科目の内容を簡単なシラバス等についてはですね、これ全部説明すると時間が長く

なりますので、パンフレットに掲載しておりますので、またご覧いただければと思います。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド 10 について＞ 

 プロジェクトの種類でございますが、主催プロジェクト

は、大学がテーマを考えたプロジェクトです。インドネシ

アで国際貢献をする。大学の姉妹校が、ジョクジャカルタ

という都市にありまして、そちらと連携して、行っていく

プロジェクト。特に、平成 18 年に立ち上げた時は、ジャ

ワ島の地震がありまして、その活動の支援を行いました。

３つ程行いまして、小学校建設、親をなくした子供たちの

心のケア、そして、革製品とか木製品の工場が、現地には

ありますので、そこの製品を日本に輸入をして、得た利益

を今度は還元する、というような活動を行いました。ジャワ島自身の復興もだいぶ進みましたので、今では、文化

交流、特に日本の運動会とか、そういうものを現地でやったり、あとは、平和教育。小学生が喫煙をすることが多

いものですから、小学生が喫煙をしないように、ということも学生がやっております。そして、子ども達を守ろう

プロジェクトというのは、当時、平成 18 年に広島で女児殺害事件がありまして、これも他人事ではない、と大学

の近くの小学校とともに、学生が子ども達を地域とともに守ることはできないかという事からテーマを作りました。 
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今では、毎日ガードボランティアを行っておりまして、昼休みにメンバーが交代で小学校の校庭で遊びながら、特

に自分たちが一緒に遊ぶことで、この小学校には、大人がいるんだということで、丌審者の侵入を防ぐというそう

いった考えを学生が作りだしまして、毎日、木曜日は昼で終わりなんですけれども、それ以外は毎日交代でやって

います。あと、武田山プロジェクトというのは、大学が山の中腹にありまして、この武田山という中腹にあるんで

すが、じつは、歴史的に由緒ある山でございまして、その山を元に、町づくりというか、地域活性化にならないか、

カフェ運営に関しては学生が、カフェを経営しております。それから、二つ目の公認プロジェクトですが、こちら

はですね、学生が自分の思いを提案して、そして、プロジェクトにしていくというものです。公認 A と公認 B とい

うものがありまして、公認 A は、50 名以上集めて企画が通ったら学校が 1,000 万円まで援助します。公認 B は、

20 名以上で、500 万円までという風に決まっております。現在学生が中国に植林に行きたいというもので立ち上

げまして、実際に中国植林に毎年行っているプロジェクト。それから、サクセスストーリー出版というのは、地元

の企業の会社の社長にインタビューをして、それから本を出版しました。そして、今第二弾を考えておりますけれ

ども、全国の女性社長を 10 名インタビューして、第二弾を考えております。そして、ダンスを中心にして、地域

の子ども達とともにダンスを教えて地域活性化にしていきたいという思いで、立ち上げたものが公認になっており

ます。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド 11 について＞ 

 準公認というのは、公認になりえないものですけども、

５名以上からプロジェクトを立ち上げることができまし

て、５名から 19 名までのプロジェクトが、これだけあり

ます。プロスポーツによる地域活性化、これは、広島には

広島カープ、サンフレッチェ広島、あと、ハンドボールで

いえば湧永製薬、バレーの JT サンダーズ。中堅の都市で

これほどのトップスポーツがある県というのはなかなか

ないんですけども、そういったスポーツを学生が盛り上げ

ていきたいという思いで立ち上がりました。２番目の中高

生の夢・笑顔実現というのは、自分が丌登校だった学生がですね、本学に入ってきて、その丌登校をサポートした

い、という思いで地元のこども教育支援財団とともに丌登校の中学生高校生と共に、一緒に遊んだりキャンプに行

ったりして、登校するきっかけを作っていくという思いで動いているプロジェクトです。様々ありまして、新しい

ものでいえば、最後、カンボジア国際交流ですね。現地の子ども達が教育があまり受けられていない、ということ

を大学の教員から聞いて、そして、自分たちが平和教育を中心とした参考書を現地に送りたいということで、活動

しています。去年、８月に初めて現地に行ってですね、アンケート調査を行って３カ年計画で、そういった参考書

を作りたい、という思いで活動をしております。 
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＜スライド 12 について＞ 

 こういった興動館教育プログラムなんですが、一応、組

織体制もご説明させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように、館長が理事長、教員８

名、職員３名、外部の学園理事２名の１３名で構成してお

ります。興動館の全ての運営に関する最高議決機関でござ

います。そして興動館科目を担当しておりますのが、科目

創造センター、本日の科目創造センター長の濱田をトップ

に教員１１名、職員１名の１２名で構成しております。興

動館科目における新たな科目の創造であるとか、フィール

ドの達成目標。授業方法の検討などの統括などを行っております。右側のプロジェクトセンターは、教員７名、職

員３名の１０名で構成しておりまして、主催プロジェクトの企画、公認準公認プロジェクトの審査。コーディネー

ターの統括。このコーディネーターというのはプロジェクトというのは必ず教職員が一人ずつ一人以上つくように

なっておりますが、そのコーディネーターが現在２１名担当しておりますけれども、このプロジェクトのサポート

に対するコーディネーターの役割などの指導をプロジェクトセンターの方で行っております。 

 スタッフの方は、先程言いましたように、職員専任で２名だったんですが、現在専任職員５名となっております。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド 13 について＞ 

 この興動館教育プログラムの拠点の興動館なんですけ

れども、４階建ての建物でございまして、開館時間は午前

１０時から基本的に夜９時まで開いております。土日祝日

は閉館なんですけれども、申請すれば、２４時間利用でき

ます。現在はですね、学生の利用が多くなって事前から申

請がありまして、ほとんど土日は開いております。一階に

は職員が５名、スタッフ常駐しておりまして、先ほど映像

でご覧いただいた、学生が経営するカフェがあります。２

階はこちらの写真のとおりですね、こういったモノづくり

をやったりあるいは、このようにプロジェクトごとに仕切ったブースで会議をしたりしております。３階は興動館

科目を実施する教室があります。４階は宿泊可能な研修室ということで、畳の部屋がありまして、プロジェクト活

動が佳境に入ってくると、泊まり込みで学生はやりますので、布団貸し出しで借りるお金、500 円、あるいは、600

円程度で泊まれるようになっております。学生の利用はもちろんなんですけれども、地域社会との密着も視野に入

れまして、近隣の幼稚園とか小学校とか町内会、子供会、福祉施設などの公的団体にですね、会議室や教室を無料

で貸し出しております。 
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＜スライド 14 について＞ 

 これが、平成 18 年度から 20 年度、昨年度までの実績

になります。学生のプロジェクト活動が非常にマスコミに

取り上げられまして、３年間で 200 件、延べ 200 件ほ

どローカルのテレビ新聞等に掲載されました。他大学から

も見学に来ていただきまして、昨年度までに 12 件、今年

度でもう 20 件は超えていると思います。それから外部で

のこのような事例報告、講演なども昨年度までに７件で、

今年合わせて 10 件は超えています。最後なんですが、地

域住民のイベント参加、延べ約１万人となっておりますけ

れども、これは学生が企画したお祭りをやったりすると、地域の方 1500 人くらい来たりですね、あるいは、広島

市が主催する子どもの子育て支援のイベントなんかにも貸し出しておりますが、それがまだ 3000 人くらい来てい

ますので、そういうのを足すと１万人ということでご理解いただければと思っております。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

＜スライド 15 について＞ 

 では、興動館教育プログラムの教育効果ということで、

定性評価になってしまうんですが、特に、プロジェクトに

かかわっている学生を見て感じたことということを述べ

させていただきます。これは、プロジェクトにかかわって

いる学生全員ではございません。これだけご了承ください。

私が何人か見て感じたことです。まず１つ目は、行動する

ことによって、自らが必要な学問に対しての興味が生まれ

ている学生というのが出てきました。カフェで活動してい

る広報部の学生が、お客さんをどのように呼んだらいいの

か、ということでマーケティング論を勉強したり、会計、経理をやっている学生が、一年生の時、簿記をやったけ

ど、全然頭に入ってない。しかし、もう一度やってみたいと考えた学生もいます。インドネシアに行った学生が、

インドネシア語はそこまで必要ではないかもしれないけれども、英語の重要性を感じて英語を勉強しだしたことも

あります。先ほど申し上げましたビジネス支援をした場合に、現地の作ったものを輸入して日本で売ろうとすると

どうしても税関に引っかかってしまって結局輸入できなかったものもあるんですね、食品とかそういったものもで

きなかった。食品といってもお椀とかも引っかかっています。そういうことも全く知らずにやってしまって、それ

はもう、貿易のことを勉強しないといけないということで、勉強をした学生もいます。こういったように足りない

ものがみつかって学ぶ心に火がついた、と私たちはよく言いますけれども、そういう風な学生も出てきております。 

それから２番目、多人数で活動することによって、リーダーシップの意識が育まれるということが書いてあります 
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が、リーダーはリーダーシップをいつの間にか身に着けることもあると思うんですけど、リーダーだけが身に着く

のではなくて、もし、自分がリーダーだったら、どうしただろうか？ということも周りで考えている学生もいます。

こういうこともありますし、あと、何人かいましたが、リーダーをすると人がついて来なくて苦悩するんですね。

ほとんどの学生は苦悩します。私達に相談に来て、どうやったら人がついてくるんですか、とか、本当に真剣に悩

んでくる学生が涙を流しながら、なんでついて来ないんでしょうか、というような相談をしにきた学生もいます。

それから、３番目、知識だけでない感情レベル表現レベルの暗黙値と言いますけれども、これはいつの間にか、身

についている力という風に私たちは暗黙値というのを理解しておりますが、最初は下を向いて歩いている、とか、

目を見て話さない、挨拶もしないというような学生が、メンバー同士の会話、とか、私たちと話しをする、という

ことで、いつの間にか改善されているなぁということも見受けられます。そして、一般的な社会常識。これは学生

が主体で行いますので、電話も企業なんかには全部かけさせますし、ビジネス文書も作ることになります。それか

ら、名刺交換とかですね、そういうこともしますので、やってみて、そういうところをやってみると、自分は何も

できないというのがわかるんですよね。ファックスのやり方もわからない。コピーの仕方もわからない。そういう

ところも出てきますので、その辺を私たちが、わからないんだったら聴きに来いよという風に教えてあげる、とか。

そういうことがいつの間にか身についていく。あと、メンバーが多い所も尐ないところも、ホウレンソウ、報告・

連絡・相談が必要になってきます。それの重要性が解ってきたり、あとレベルの高い数名の学生ですが、Plan・Do・

Check・Action を意識して動いている学生もいます。このように学生が失敗しないようにやってしまいますと、学

生に経験させるということが、尐なくなってしまうので、私たちは失敗覚悟で学生に最初から全部やらせています。

そういった事によって、多くの失敗があります。本当に毎日失敗の連続で、失敗して企業に迷惑をかけると一緒に

学生を連れて謝りに行ったり、ということもありますし、そういった姿を見て、学生は初めて気がつくこともあり

ます。こういった事が大事なんではないかな、という風に思ってますし、わたくし自身は学生と接する時に、学生

と思わず、部下と思ってやってます。本当にいけないことをしたら怒りますし、分からない事はわからないと聞い

てこいよ、と説明をしたりなんかはしております。 
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＜スライド１６～19 について＞ 

 ここで尐し話は変わりますが、先ほどご紹介いただきました、社会人基礎力の話なんですが、皆さんもご存じだ

とは思いますが、平成 18 年２月にですね、経済産業省がこのように社会人基礎力というものを整理して、発表し

ております。これを見た私たちはですね、これ、マッチしているではないか、と。私たちが考えている、この元気

力から共生力の４つの力と 12 の社会人基礎力の能力要素がこのようにマッチしているな、ということがわかりま

した。この社会人基礎力は、平成 18 年２月に公表されたわけですが、私たちが平成 16 年からですね、構想して

おりましたものと、これは必要なんだ、ということがその時にわかりまして、このことを見た時に、私たちは本当

に自信になりました。そういった経緯もありまして、平成 20 年度、経済産業省の体系的な社会人基礎力育成評価

システム構築事業に採択されまして、今年度も二年連続でですね、採択をさせていただきまして、この採択校の一

つの中にはいらさせていただきました。この、システムはですね、育成プログラムというものは、興動館科目、興

動館プロジェクト、ということでやっていたんですが、評価システムが本学には足りなかったんですね。この評価

システムをこれを機に、考えていかないといけないなということで新たな評価システムを構築したわけなんですが、

具体的に言いますと、このような流れになっています。 
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＜スライド 19～22 について＞ 

 一人一冊のプログレスシートというのを作成しまして、事前・中間・事後の自己評価、そして、中間と事後にお

いては、他者評価を行います。これは担当教職員が他者評価を行います。事前・中間・事後ですね。そして、評価

をしたものを最後の活動記録シートというものに、纏めていきます。その評価の基盤となるものが、人間力マップ

というものがありまして、後ほど濵田の方からも説明があると思いますが、主体性からストレスコントロール力ま

での 12 の能力要素をですね、レベル０からレベル３まで、具体的に記述しました。主体性であれば、生きる意味

がわからない、とかですね、これがレベル０です。レベル１であれば、自分の長所は理解している。レベル２にな

ると、その長所をいかして、その力を発揮している、とか言う風にそれぞれの能力要素をですね、そのようにレベ

ル分けをして、それを見て、評価を自分で付けていきます。で、中間と事後においては、教職員と面談をして、３

をつけていたら、本当に３か？とかですね、あるいは、レベル０を付けてたら、もっとあるんじゃないの？とか言

いながらですね、他者評価をしていく、ということになります。昨年は、後期の 18 科目、そして、プロジェクト

２つで実証しまして、今年度は、全プロジェクト、全科目で実施しました。来年度以降はですね、この興動館教育

プログラムの枠をこえて、どのように全学的にやっていくかということを考えております。事前・中間・事後の詳

細についてはですね、そちらの方にも印刷しておりますので、ご覧いただければと思います。 
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＜スライド 23 について＞ 

 スライド番号 23 番、ですが、これが、事前・中間・事後全て纏めた活動記録シートということになりまして、

事前・中間・事後ですね。学生が書いたそれぞれのコメントもここに記述されます。そして、それに対する教員の

コメントがこちらに記述されます。そして、事前・中間・事後の数値がこのようなレーダーチャートに表されて、

これを学生にですね、エクセルシートに纏めるんですが、これを学校の大学のポータルサイトを使ってですね、デ

ータを学生に一人一人送るということをやっています。ということで、経緯と全体的な内容について私の方からご

説明させていただきました。これから、科目について科目創造センター長の濵田からご説明いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


