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摂南大学CEI NEWSLETTERは、2018年４月に立ち上げられた教育イノベーションセンター
（Center for Educational Innovation; CEI）に関するさまざまな情報をお届けする広報紙で
す。第４号では、ミッションごとの取り組みの状況と2021年度のおもな活動実績等につい
て紹介します。

教育イノベーションセンターへの期待（副学長 久保 廣正）

教育イノベーションセンターの概要（教務部長 伊藤 譲）

コロナ禍という危機のなかにあっても、教育イノベーションセンターは、本学における教
育改革を実現し、質の高い教育を実現するために様々な活動を展開してまいりました。

さて、大学を取り巻く社会環境の変化について、一言申し上げます。なかでも指摘したい
点は「いまや企業は学校ではない」ことです。これまで、日本の企業は自社の社内教育に強
い自信を持っており、新卒の学生をじっくりと教育し、定年まで育て上げるという方式を
採ってきました。その際に要求される新卒の資質とは潜在力があるということであり、具体
的には有名大学に入学した学生になりました。

ただ、いまや企業には⻑期にわたって⼈材を育成するという余裕がなくなりつつあります。
終⾝あるいは⻑期雇⽤という慣習が失われつつあり、また、DXを始めとするビジネス・モ
デルが刻々と変化しており、それらを教育する社内⼈材が不足しているからでもあります。
このため、企業は新卒採⽤に当たって、潜在力をみるという方式から、十分な教育を受け、
DXを始めとする様々な能力を現に⾝に付けている⼈材採⽤へと変化しつつあります。教育
イノベーションセンターへの期待は一層高まっていると申せましょう。

教育イノベーションセンター（CEI）は、⽯井三恵センター⻑、鶴坂貴恵・熊野知司・大
塚正⼈副センター⻑をはじめとする18名のスタッフからなる組織です。各学部から選出され
た運営委員、センター教育職員およびセンター員等が共に活動を行っています。これらのス
タッフが、ほぼ毎月開催される運営委員会において、①全学共通教育の策定・運営、 ②PBL
の企画・運営、③副専攻課程の企画・運営、④高大連携教育の企画・運営、⑤キャリア教育
の企画・運営、⑥TAおよびSAの養成、⑦FD・SD研修会の策定・運営、⑧アセスメントお
よび教学IRの推進、⑨対外広報およびイベント等の開催を行っています。今年度は、４年目
となり、教務委員会およびFD委員会等と密接に連携を取り、全学の視点から委員会活動等
にも貢献しています。
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ミッションごとの取り組み目標と実施状況

 共通教育の策定・運営
取り組み目標：昨年度統一化した初年次科目（情
報リテラシー、キャリア系科目）の運⽤とその確
認。
実施状況：：Covid-19の感染状況に鑑み、オンラ
イン授業での対応、解除されれば感染対策をした
対面授業を行いました。教員側がオンライン、ハ
イブリッド等の授業体制に慣れてきたとはいえ、
１年生は初めて受ける授業ばかりであるため、非
常勤講師を含んだ担当教員との密な連携を図りな
がら進めました。概ねトラブルもなく、授業展開
をすることができました。

 PBLプロジェクトの企画・運営
取り組み目標：Covid-19禍において活動が制限さ
れる中、Webを⽤いるなど、可能な限り学修を促
進し、本科目を継続させることを目標とした。
実施状況：：2021年度は７つのプロジェクトが開
講し、前期はCovid-19の影響を受けたものの、後
期より本格稼働することができました。
また、「PBL基礎講座」を全履修者を対象に開講
しました。

 副専攻課程の企画・運営
取り組み目標：教育効果の調査、運営方法の見直
し、履修者状況の改善、新カリキュラムの開始、
新型コロナウイルス対策の検討を行う。
実施状況：教育効果の調査は、 Covid-19の影響に
よる経年変化の比較が困難なため実施していませ
ん。履修者はCovid-19拡大前と比べれば少ないた
め、広報活動の見直しが必要となります。また、
新規科目の実施はほぼ順調であり、運営の効率化
が今後の課題と考えられます。

 高大連携（接続）教育の企画・運営
取り組み目標：中高大連携プログラムの教育内
容・方法の工夫と改善、中高生とその保護者に理
解しやすい取り組みを目指す。
実施状況：保護者を対象とした学園内の大学説明
会の開催および中高大連携プログラムの内容改善
と講師派遣への協力に取り組んでいます。

 キャリア教育の企画・運営
取り組み目標：Covid-19禍においても「学びを守
る」を念頭に、Teamsを⽤いてグループワーク・
発表を行うことなどに取り組む。
実施状況：Teamsによる双方向型講義、ハイフ
レックス型講義、対面講義など状況に応じた講義
形態を⽤いることで、授業環境による差が生じな
い講義の進行ができました。今後も学生の社会化
促進のために取り組んでいきます。

 TA/SAの養成（LSTを含む）
〈寝屋川キャンパス〉
取り組み目標：新規メンバー確保、学生と教職員と
の密な連携、ファシリテーション能力の向上、主体
的な新事業の立ち上げ。
実施状況：新入生対象の学修キックオフ・セミナー
を2年ぶりに開催したほか、学生主体のイベント
「学科別交流会」を企画、運営するなど、学生たち
が多方面で活躍する１年となりました。

〈枚方キャンパス〉
取り組み目標：学生のチームビルディングや多様な
学びに挑戦する力を高め、３学部の活性化と協働促
進を目指す。
実施状況：看護学部・農学部の必修科目である大学
教養入門のStudent Assistantとして、学修キックオ
フ・セミナーに続き、オンラインリアルタイム型の
通常授業のなかで力を発揮してくれました。

 Faculty Development (FD)・
Staff Development (SD)研修会の企画・運営

取り組み目標：全学FD研修として、新任教員対象
の「オリエンテーション」「座談会」「授業デザイ
ン研修ワークショップ」を実施する。
実施状況：主に新任教員を対象とした全学FD研修
は、5月に「オリエンテーション」を、７・９月に
「座談会」を実施しました。また、11・12月に４回
のラーニングとシラバス作成ワークショップからな
る「授業デザイン研修ワークショップ」を実施しま
した。Covid-19の感染状況を考慮し、ほとんどの研
修をオンラインで実施しました。

 アセスメントおよび教学IRの推進
取り組み目標：アセスメントの実施と学生への
フィードバック、アセスメント結果の教学IRとして
の利⽤。
実施状況：CEI運営委員をはじめ、各学部の教員の
ご協力のもと、アセスメントの継続実施が行われま
した。２年生以上のアセスメント受検ではゼミ担当
の先生方にもご尽力いただいたことに感謝申し上げ
ます。

 対外広報およびイベント等の開催
取り組み目標：CEIおよび各ミッションの成果に関
する広報を行う。
実施状況：イベントの開催などは困難な状況にあり
ますが、ニュースレターの発行を通じて、各ミッ
ションで取り組んできた活動の周知を行いました。
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2021年度のおもな活動実績

● 学修キックオフ・セミナー（寝屋川キャンパス）
2021年４月５・６日、２年ぶりに学修キックオフ・セミナーを開催しました。寝屋川キャン
パスでは、計1,461⼈の新入生が参加し、チームビルディング、大学での学び方を体験するグ
ループワークに取り組みました。感染対策を講じながらの実施で上級生ファシリテーター、
参加者ともに手探りでの運営となりましたが、参加者対象の事後アンケートでは、94.1％が
満足（「満足」「おおむね満足」）という回答が得られました。

● 学修キックオフ・セミナー（枚方キャンパス）
2021年４月10日、枚方キャンパス新入生を対象に学修キックオフ・セミナーを開催しました。
当日は、3学部合計603名が参加し、チーム・ビルディング等のグループワークを通した協働
学習を体験しました。参加者からは、「楽しく参加できた」「コミュニケーションの重要性
がわかった」「他学部ならではの苦悩や楽しさを知ることができた」など、楽しさと気づき
に対する肯定的な意見が寄せられました。

● 全学FD研修：「オリエンテーション」「座談会」「授業デザイン研修ワークショップ」
2021年度の全学FD研修を前期と後期に分けて実施しました。前期は、オリエンテーション、
ABD(Active Book Dialogue)体験、反転授業体験とアクティブ・ラーニングの手法を体験する
座談会を実施しました。後期には、シラバス作成をテーマとした授業デザイン研修ワーク
ショップを４回にわたって実施しました。後期は新任教員だけでなく、FD委員会のメンバー
にも参加いただき、活発な意見交換を行いました。前期のABD体験を除き、オンラインでの
開催となりましたが、新しい教育手法を体験し、シラバスの意義や重要性といった基本を認
識する研修となりました。

●大学教養入門・大学教養実践・SDGsに学ぶ世界の課題
「大学教養入門」は開講４年目となりました。今年度は昨年度に引き続き、オンライン授業
となりました。従来は対面で実施してきたABDやプレゼンテーションをTeamsのチャネルを
利⽤したオンラインで進めました。「大学教養実践」は約半分の回数を対面で実施すること
ができました。「SDGsに学ぶ世界の課題」は、新しいタイプの教養科目です。
事前学習としてミニポスターを作成、授業では知識の共有と定着のためにプレゼンテーショ
ンを行い、後半部では専門分野の教員による課題の提示とグループワークを実施しました。

●ソーシャル・イノベーション副専攻課程
2021年度、本副専攻課程では、１年次に「地域実習」を新設し、地域をフィールドとする面
白さや重要性に気付くための導入教育が実現しました。２年次では「まちづくり入門」をオ
ムニバス形式で新たに開講し、地域をテーマとする本学の先生方の熱い講義に学生が大いに
刺激を受けました。さらに３年次の「地域貢献実践演習」を理論と実践が融合する形にリ
ニューアルし、より実践的な社会貢献につながる活動、学修の場と発展しています。今年度
の取り組みにご協力いただいた学外の団体および教職員の皆様に深く感謝申し上げます。

●グローバル・シチズンシップ副専攻課程
本副専攻課程は、 Covid-19禍のなかで実質的な船出の年を迎えました。この副専攻では、国
内外の社会課題を自分事として捉え、課題解決に向けて積極的に行動できるグローバル・シ
チズン（地球市⺠）の育成を目指し、学生が学部の垣根を越えて共に学びます。今年度は、
グローバル・シチズンシップの基礎と応⽤を学ぶ理論科目をアクティブラーニング形式で開
講しました。また、海外渡航が困難ななか、海外協定校の学生とSDGsを学ぶ国際共修型学習
や、英語学習+貧困問題をテーマにしたプロジェクト学習をオンライン形式で実施しました。
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教育イノベーションセンターの４年目の取り組みについて
（教育イノベーションセンター長 石井 三恵）

摂南大学 CEI NEWSLETTER Issue.4 2022.3
発行元：摂南大学教務部教育イノベーションセンター
Webサイト： https://www.setsunan.ac.jp/kenkyu/cei.html
メールアドレス： cei@atf.setsunan.ac.jp

編集後記
大変な時期が続くなか、本センターの運営に関わる皆様のお力添えをいただき、「摂南大学CEI
NEWSLETTER」第４号を無事に発行することができました。心よりの御礼を申し上げます。世
の中が落ち着き、皆様とまた、楽しく対話、交流できる日がくることを切に願っております。

（文責：教育イノベーションセンター 上野山 裕士）

2018年度に設置されたCEIは４年間、高等教育が抱える問題に焦点を当てながら、本学の取
り組むべき課題に一つひとつ真摯に取り組んでまいりました。後半の２年間はCovid-19に翻弄
される教育の在り方に対処する日々でもありました。ステークホルダーとの協働においての学
び、オフキャンパスに活動の場を求めた学び、それが中止、延期、中断といった状況に迫られ、
学生への良質の学びを追究し、実行に移しました。

地域に出ることができない現状において、履修者のために2020年度末よりオンライン授業で
「プレ地域貢献実践演習」を行ったことは昨年のニュースレターでご報告いたしました。ご担
当いただきました先生方の知見はそのまま2021年度「地域貢献実践演習」において移行され、
この知見は本学の財産となり、年度が変わっても猛威を振うCovid-19禍における学びを遂行す
ることができました。また、PBLにおいてもオンライン移行を想定したシラバスを準備し、学
生と共に学びを追求できました。

対面授業、⼈との交わりの重要性を教職員は改めて理解しつつもDXの到来において教育の可
能性を模索し、新たな高等教育を求めてまいります。

● PBLプロジェクト・地域貢献実践演習
両科目とも学外の団体様と連携をし、協働で課題に取り組むという科目の性質上、 Covid-19
の影響を大きく受ける科目ですが、その状況においても「できる範囲で活動し、学びを止め
ない」ことを念頭に推進してまいりました。両科目とも前期期間中は主にTeamsを⽤いた講
義およびミーティングを、後期を中心としてそれぞれの連携先様のフィールドでの活動を通
じて学ばせていただくことができました。また、2021年12月27日にはそれぞれの最終報告会
を開催し、履修学生には年間を通じての学びの成果を発表していただきました。

● インターンシップ
授業申込者164名、受講生111名であり、例年と比較すると減少傾向にありました。Covid-19
禍でありながらも、前期はハイブリッド型授業で真剣に座学に取り組み、オンライン上にい
る学生と対面授業に来ている学生とのグループワークも順調に行うことができました。しか
しながら、Covid-19禍は実習先様にも影響を及ぼし、中止、延期、短縮、あるいはオンライ
ンのみと形を変えざるを得ず、残念ながら実習参加は58名のみとなりました。後期の振り返
りの授業においては、各学生が堂々とした姿でプレゼンに挑み、グループワークを自ら主導
している姿を見ることができました。先輩たちと変わらない成⻑ぶりに指導教員は逞しさを
感じつつ安堵いたしました。
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