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Ⅰ 熊本大学教授システム学研究センターの現況及び特徴  

１  現況  
（１） 学部等名：熊本大学教授システム学研究センター 

（２） 学生数及び教員数（平成 30 年５月１日現在） 

学生数０人、専任教員数（現員数）７人、助手数０人、技術職員数０人 

 
２  特徴  

熊本大学 教授システム学研究センターは、平成 29 年４月に設立された組織であり、教

授システム学(Instructional Systems)の世界的な教育・研究拠点を目指し活動する３つ

の研究部門「インストラクショナルデザイン研究部門」「学習支援情報システム研究部門」

「地域連携システム研究部門」と事業部門である「e ラーニング推進室」から構成されて

いる。実践的なフィールドを学内外に有し、高等教育や職業人教育を対象とした教育・研

究実践を展開していることが本センターの特徴である。日本初の教授システム学の教育・

研究拠点として「教授システム学、インストラクショナルデザインなら熊本大学」という

イメージを発展的に具現化し、国内外の教育・研究機関との有機的な連携による共同研究、

本学大学院 教授システム学専攻修了生等からなる連携研究員との協働を通して、教授シ

ステム学の発展と教育・研究成果の社会への還元を行う。 

本センター設立の母体となった組織は、平成 18 年に開設されたいわゆる「インターネッ

ト型」大学院である教授システム学専攻である。同専攻では、教育活動やコース・教材開

発をシステムとしてとらえ、科学的・工学的にアプローチしようとする教育研究分野であ

る「教授システム学」を４つの分野(ID、IT、IM、IP)を柱に体系的に教授してきた。 

本センターでは、教育と研究を有機的に連携させた同専攻の取組と構想を発展させた研

究に取り組み、産学連携、社会人の学び直しをキーワードに、教授システム学についての

知見やノウハウを、外部の大学院等に導入可能な形で提供できるように、Certificate 

Program や副専攻パッケージに組み替える活動も進めている。それにより、全国の大学院

等における教育実質化や人材育成効果向上の実現に寄与するものである。 

 
３  組織の目的  

教授システム学研究センターの３つの研究部門ではそれぞれ次のような研究や活動を行

っている。 

「インストラクショナルデザイン研究部門」では、e ラーニングを開発・実施・評価で

きる高度専門職業員の養成に関する研究、教授システム学領域の研究者養成に取り組んで

いる。 

「学習支援情報システム研究部門」では、本学および高等教育機関一般での教育や、地

域における教育等での効果・効率の向上を目的とした、e ラーニング等の ICT 利用教育の

企画・推進、コンテンツ開発・開発支援、オンラインツールやアプリケーションの開発・

管理運営に関する研究を行っている。 

「地域連携システム研究部門」では、働く世代（主に若年・中年層の社会人）、医療職・

教員などの専門職など、従来の生涯学習とは異なった層が興味をもち、かつ参加が可能な

プログラム、および地域や企業における人材養成のニーズに対応した教育プログラムの開

発・展開に関する研究を行っている。 

実践的なフィールドを学内外に有して、高等教育や職業人教育を対象とした教育・研究

実践を展開していることを活かし、産学の連携、地域企業との連携を密に行い、教授シス

テム学分野研究を進め、その成果の還元をも行うことが本センターの目的である。
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Ⅱ 研究の領域に関する自己評価書  
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１．研究の目的と特徴  
 
熊本大学教授システム学研究センター規則では、その第３条に規定する当センター業務

の中にて「(1)e ラーニングを開発し、実施し、及び評価する高度専門職業人の養成に係る

研究に関すること。」「(2)教授システム学領域の研究者養成に係る研究に関すること。」「(3)

ｅラーニング等の ICT 利用教育の企画・推進、コンテンツ開発並びにオンラインツール及

びアプリケーションの開発及び管理運営に係る研究に関すること。」「(4)働く世代、専門職

などが参加可能な教育プログラムの開発・展開に係る研究に関すること。」「(5)地域や企業

における人材養成のニーズに対応した教育プログラムの開発・展開に係る研究に関するこ

と。」と述べている。 

すなわち、熊本大学教授システム学研究センターにおける研究の目的は、e ラーニング

専門家養成、教授システム学領域の研究者養成、ICT 利用教育コンテンツ・システム開発、

教育プログラム開発等を通じて、地域の人材育成、社会人の学び直しの充実を図り、熊本

大学の教育研究及び社会貢献活動の充実発展に寄与することにある。 

 
当センターは熊本大学教授システム学研究センター規則第４条で規定する通り、インス

トラクショナルデザイン研究部門、学習支援情報システム研究部門、地域連携システム研

究部門の３つの部門からなり、それぞれ次のような意図を持った研究活動を行っている。 

インストラクショナルデザイン研究部門では、e ラーニングを開発・実施・評価できる

高度専門職業人の養成、および教授システム学領域の研究者養成に関する研究を行う。 

学習支援情報システム研究部門では、本学及び高等教育機関一般での教育や、地域にお

ける教育等での効果・効率・質の向上を目的として、ｅラーニング等の ICT 利用教育の企

画・推進、コンテンツ開発・開発支援、オンラインツールやアプリケーションの開発・管

理運営に関する研究を行う。 

地域連携システム研究部門では、はたらく世代(主に若年・中年層の社会人)、医療職・

教員などの専門職のように、従来の生涯学習とは異なった層が興味をもち、かつ参加が可

能なプログラム、および地域や企業における人材養成のニーズに対応した教育プログラム

の開発・展開に関する研究を行う。  
 

また、大学院教授システム学専攻の博士前期課程学生、博士後期課程学生を対象として

行う研究指導や学生との共同研究も本センターの研究活動の一環であると位置づけられる。

さらに、大学院教授システム学専攻の修了生有志を当センターの連携研究員として受け入

れ、当センターのメンバーとの様々な共同研究プロジェクトが行われている。  
 
［想定する関係者とその期待］  

熊本大学教授システム学研究センターでの研究において想定する関係者は、日本教育工

学会、教育システム情報学会、情報処理学会、日本医療教授システム学会等の教育工学系

学会、情報系学会、医学教育系学会の関係者である。これらにおいて、教育プログラム設

計開発や e ラーニングシステムとその実践に関する研究領域の発展が期待されている。さ

らに、当センターの研究は、高等教育での ICT 利用を志向したものが多く、その意味では

大学 ICT 推進協議会、大学ｅラーニング協議会の関係者も想定され、また、研究で得られ

た知見を、一般人を対象とする公開講座、生涯学習講座等で紹介し広める活動も行ってお

り、その意味では、企業内教育担当者や教育に興味を持つ一般人も関係者として想定して

いる。
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２．優れた点及び改善を要する点  
【優れた点】  
 熊本大学学教授システム学研究センター規則にて、当センターの行うべき研究分野（第

３条）及び研究組織体制（第４条）が明記され、研究方針及び部門（研究体制）が明確に

定められており、論文発表数、外部資金獲得状況から活発な研究活動が行われている。ま

た、それらの研究実績は随時更新する当センターのウェブサイト 

（http://www.rcis.kumamoto-u.ac.jp/) に掲載され、学内外に周知されている。 

 
【改善を要する点】  
 特に見当たらない。  
 
３．観点ごとの分析及び判定  
分析項目Ⅰ研究活動の状況  
観点 研究活動の状況  
（観点に係る状況）熊本大学教授システム学研究センターにおける研究の目的は、e ラ

ーニング専門家養成、教授システム学領域の研究者養成、ICT 利用教育コンテンツ・シス

テム開発、教育プログラム開発等を通じて、地域の人材育成、社会人の学び直しの充実を

図り、熊本大学の教育研究及び社会貢献活動の充実発展に寄与することにある。 

当センターはインストラクショナルデザイン研究部門、学習支援情報システム研究部門、

地域連携システム研究部門の３つの部門からなり、それぞれ次のような意図を持った研究

活動を行っている。 

インストラクショナルデザイン研究部門は、教授１名、准教授３名からなり、 e ラーニ

ングを開発・実施・評価できる高度専門職業人の養成、および教授システム学領域の研究

者養成に関する研究を行う。 

学習支援情報システム研究部門は、教授１名、准教授１名からなり、本学及び高等教育

機関一般での教育や、地域における教育等での効果・効率・質の向上を目的として、ｅラ

ーニング等の ICT 利用教育の企画・推進、コンテンツ開発・開発支援、オンラインツール

やアプリケーションの開発・管理運営に関する研究を行う。 

地域連携システム研究部門は、教授１名からなり、はたらく世代(主に若年・中年層の社

会人)、医療職・教員などの専門職のように、従来の生涯学習とは異なった層が興味をもち、

かつ参加が可能なプログラム、および地域や企業における人材養成のニーズに対応した教

育プログラムの開発・展開に関する研究を行う。 

また、大学院教授システム学専攻の博士前期課程学生、博士後期課程学生を対象として

行う研究指導や学生との共同研究も本センターの研究活動の一環であると位置づけられる。

さらに、大学院教授システム学専攻の修了生有志を当センターの連携研究員として受け入

れ、当センターのメンバーとの様々な共同研究プロジェクトが行われている。以上のよう

な組織を基軸として、研究活動を実施している。 

 

評価期間内における、研究活動の状況として、外部研究資金獲得／受入に関する状況を

「科学研究費補助金（代表）」「科学研究費補助金（分担）」「共同研究費、受託研究費受入

等」の各件数について資料 B-1-1-1-1 にまとめる。また、「学術雑誌論文（査読あり）」「国

際学術会議発表（査読あり）」「国内学術会議発表（査読あり）」「国際・国内学会研究会及

び講演資料等（査読なし）」「学術著書及び総説（解説）」「受賞」「特許」の各件数について

資料 B-1-1-1-2 にまとめる。これらの実績に研究実績は当センター関連のウェブサイト

（http://www.rcis.kumamoto-u.ac.jp/ または http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/) に

おいて公開している。なお、外部研究資金獲得に関して、共同研究費、受託研究費受入は、

熊本大教授システム学研究センター運営委員会の審議事項であり、当センターの研究活動

が、その目的や方針を遵守しつつ、円滑に進めることができる体制を整えている（中期計
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画番号 K21、K44、K76、K82）。 

 
（資料 B-1-1-1-1）外部資金受入状況  
年度  科学研究費補助金（代

表）  
科学研究費補助金（分担） 共同研究費、受託研究費

受入等  
件数  受入金額（円）  件数  受入金額（円）  件数  受入金額（円）  

28 年度  5 10,790,000  14 3,218,904 1 100,000 
29 年度  9 19,500,000 15 6,864,000 3 4,092,000 
計  14 30,290,000 29 10,082,904 4 4,192,000 

 
（資料 B-1-1-1-2）学術雑誌掲載数等、研究実績  

（単位：件）  
項目  28 年  29 年  計  
学術雑誌論文（査読あり）  8 11 19 
国際学術会議発表（査読あり）  8 16 24 
国内学術会議発表（査読あり）  0 0 0 
国際・国内学会研究会及び講演資料等（査読なし）  95 86 181 
学術著書及び総説（解説）  4 4 8 
受賞  0 0 0 

 
 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）研究の実施状況については、評価期間内の２年間において、科学研究費補助

金（代表）を 14 件、科学研究費補助金（分担）を 29 件獲得している（いずれも新規、継

続を含む）。特に、H29 年度は、１教員あたり１つ以上の科学研究費補助金を獲得している。

共同研究費、受託研究費等の受入状況も良好である。また、学術雑誌論文を 19 編公開して

いる。これは、平均すると各教員が毎年 1 編以上公開していることになる。同じく国際学

術会議での発表件数は 24 編（1.7 編／１教員・１年）、その他、国内学会と査読なし学会

等の発表件数は 181 編（12.9 編／１教員・１年）である。さらに、学術図書・総説（解説）

の実績も有する。以上より、当センターの研究目的に照らして、研究活動は活発に行われ

ており、期待される水準にあると評する。 

 
観点 大学の共同利用・共同研究拠点に認定された付置研究所及び研究施設においては、

共同利用・共同研究の実施状況  
 

観点該当なし。  
 
分析項目Ⅱ研究成果の状況  
観点 研究の成果（大学の共同利用・共同研究拠点に認定された付置研究所及び研究施

設においては、共同利用・共同研究の成果の状況を含めること。）  
（観点に係る状況）当センターは、インストラクショナルデザイン研究部門、学習支援

情報システム研究部門、地域連携システム研究部門の３つの部門を基軸として、e ラーニ

ング専門家養成、教授システム学領域の研究者養成、ICT 利用教育コンテンツ・システム

開発、教育プログラム開発等に関する研究を推進していることは前述の通りである。さら

に、研究活動の状況を定量的に示す指標として、外部資金獲得状況や、学術雑誌論文等の

公開状況についても、十分な実績を有し、研究活動が活発に行われていることは、資料 B-

1-1-1 および B-1-1-1-2 に示した通りである。 
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評価期間において特に顕著な研究事例としては「VUI 等でのインタラクションによる学

習の LMS への導入」と「ID を活用した生活習慣病、介護予防に資する介入プログラムの開

発」が挙げられる。 

「VUI 等でのインタラクションによる学習活動の LMS への導入」は、音声でコンピュー

タを操作できる VUI（Voice User Interface）を Moodle のような LMS で利用可能にするも

のであり、VUI を Moodle に導入する例として、小テストを VUI で受験できるプロトタイプ

を開発するなど、学習支援システム研究に分類される。当該研究は、多くの人にとって直

感的で認知負荷が少ないユーザーインターフェイスである VUI を e ラーニングでの学習活

動に導入する研究であり、学習者を学習コースに自然に導入する手段となり得るもので、

社会的意義が高い。 

「ID を活用した生活習慣病、介護予防に資する介入プログラムの開発」は、自体重を負

荷にした筋力トレーニングであっても、低速度で実施することで高齢者の筋肉量、筋力が

増加・向上し、内臓脂肪も減少することを明らかにした研究で、我が国の喫緊の課題であ

る高齢者の寝たきり予防（ロコモティブシンドローム）に寄与するものと考える。現在は、

本研究で得られた成果を社会・地域へ還元する目的で、インストラクショナルデザインの

手法を活用した指導方法の確立、指導者の育成、運動プログラムの開発・普及に取り組ん

でいる。某市では 150 カ所で 2000 人の高齢者が低速度筋力トレーニングに取り組み、生活

習慣病のリスク低減、医療費の削減も確認されており、社会的意義が高い。 

 
（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）研究活動の状況を定量的に示す指標として、外部資金獲得状況や、学術雑誌

論文等の公開状況について十分な実績を有する一方、評価期間において特に顕著な研究事

例は、当センターの研究の目的に合致したものであり、且つ、社会的意義が高い。以上よ

り、期待される水準にあると評する。 

 

４．質の向上度の分析及び判定  
（１）分析項目Ⅰ 研究活動の状況  
 
（水準）質を維持している。  
 
（判断理由）外部研究資金受入件数及び金額について、平成 27 年度と評価期間３年間の平

均を比較した表を以下に示す。科学研究費補助金の代表分については、伸びは顕著である。

科学研究費補助金の分担分は、評価期間中にて概ね平成 27 年度の水準を維持している。共

同研究費受入等については、伸びは顕著である。また、学術雑誌論文掲載数等、研究実績

について、平成 27 年度と評価期間３年間の平均を比較した表を以下に記載する。学術雑誌

論文の本数が伸びているとともに、全ての項目について、評価期間中にて概ね平成 27 年度

の水準を維持している。以上より、当該分析項目は、質を維持していると評する。 

 
外部資金受入件数及び金額に関する平成 27 年度と評価期間平均との比較  
年度  科学研究費補助金（代表） 科学研究費補助金（分担） 共同研究費、受託研究

費受入等  
件数  受入金額（円）  件数  受入金額（円）  件数  受入金額（円） 

平成 27 年

度  
3 6,240,000 16 4,754,204 1 20,000 

評 価 期 間

平均  
7 15,145,000 14.5 5,041,452 2 2,096,000 
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学術雑誌掲載数等、研究実績に関する平成 27 年度と評価期間平均との比較  

（単位：件）  
項目  平成 27 年度  評価期間平均  
学術雑誌論文（査読あり）  3 9.5 
国際学術会議発表（査読あり）  14 12 
国際学術会議発表（査読あり）  0 0 
国際・国内学会研究会及び講演資料等（査読なし）  106 90.5 
学術著書及び総説（解説）  7 4 
受賞  1 0 

 
 
（２） 分析項目Ⅱ 研究成果の状況  
 
（水準）質を維持している。  
 
（判断理由）分析項目Ⅰの結果に加え、評価期間において特に顕著な研究事例は、当セン

ターの研究の目的に合致したものであり、且つ、社会的意義が高い。以上より、当該分析

項目は、質を維持していると評する。  
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Ⅲ 社会貢献の領域に関する自己評価書  
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１． 社会貢献の目的と特徴  
教授システム学研究センター規則(平成 29 年２月 23 日規則第 28 号)では、第２条にお

いて「センターは、e ラーニングによる e ラーニング専門家養成を通じて、地域の人材育

成、社会人の学び直しの充実を図り、熊本大学(以下「本学」という。) の教育、研究及び

社会貢献活動の充実発展に寄与することを目的とする。」、第３条「センターは、次に掲げ

る業務を行う。」第 5 項において「地域や企業における人材養成のニーズに対応した教育

プログラムの開発・展開に係る研究に関すること。」と定めている。 

 

 上記規則に沿い、当センターは教授システム学（Instructional Systems) を教育・研究

実践し、対外的に成果を公表している国内唯一の教育・研究組織として、国内・海外での

教授システム学分野における研究動向､教育実践に関する最新情報の把握に努め、最新の

教育工学分野における実践、研究成果を、公開講座やセミナー並びに他大学への FD 講師派

遣等を通して、学内外に広く提供することで、国内の企業・教育機関等における実践と教

育改善に貢献している。また、センター内に「地域連携システム研究部門」を設置してい

る。 

 

当センターにおける社会貢献活動は、本学の社会貢献活動の柱の１つ「市民」への貢献

に沿う形で、次の４つの目的を定め実践している。 

1)研究及び専門的学識の社会への還元 

2)学会、学外委員会等の活動の充実 

3)公開講座、出張講演等の充実 

4)国内外に向けた情報発信(教育への教授システム学や ICT の活用に関する視察・訪問

者への応対も含む)。 

 

当センターが得た教授システム学や ICT 活用教育、e ラーニングに関する知見を広く社

会へ公開し還元するために、国内外におけるそれらの推進団体への加盟窓口、対外連携窓

口も当センターが勤めている。具体的には、日本イーラーニングコンソシアム(eLC)、日本

オープンコースウェア、大学 e ラーニング協議会、大学 ICT 推進協議会、EDUCAUSE へ正規

会員として加盟し、それらを通じた情報提供、発信を行っている。 

 

また、国内における教授システム学、ICT 活用教育、e ラーニング普及・促進への貢献の

一環として、当センターが実施母体となり年数回のセミナー(インストラクショナル・デザ

イン公開講座、熊本大学 e ラーニング連続セミナー、熊本大学 e ポートフォリオ国際セミ

ナー等)の開催、ID ポータル、教授システム学専攻公開科目といったインターネット経由

での情報提供、FD 研修講師・大学教育設計コンサルタント派遣による他大学の支援、企業

へのコンサルティングといった活動も当センターにおける社会貢献の特徴である。 

 

［想定する関係者とその期待］ 

 当センターにおける社会貢献の想定される関係者は、教育工学会、教育システム情報学

会、コンピュータ利用教育学会等の学会、国内外の高等教育機関において教育実践に携わ

る教職員及び教育行政の関係者、企業の経営者や人材育成・教育の担当者、省庁や地方自

治体、その関連団体の「公官庁等」、教授システム学や e ラーニングを研究・実学する研

究者・実践者・学生・留学生が挙げられ、また、本学が加盟する国際団体を通じた情報発

信により海外における研究・教育機関の研究者・実践者等も想定される。 

国内における教授システム学や e ラーニング実践校として、本学や当センターが得たノ

ウハウの提供、国内外の関係機関との連携、情報共有の場の提供等も期待される事項とし

て挙げられる。 
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２． 優れた点及び改善を要する点の抽出  
【優れた点】  
以下の点が挙げられる。  
第１に後述する具体的方針それぞれについて、資料の通り、学会、管区長、教育機関、企

業・組織・産業界等に対して満遍なく、そして数多く活発に貢献活動がなされている点。 

第２にインターネットを活用し、広く情報を公開することで、熊本のみならず遠隔地の組

織・企業・個人に対する貢献を実現している点。 

第３に当センターが主催する公開講座やセミナー類については国内における教授システム

学、e ラーニング、ICT 活用教育の実践者間での情報交換の場の 1 つとして広く認識され、

定着している点。  
 
【改善を要する点】  
人員的な問題から、他大学や政府・自治体、企業・組織からの依頼に対応しきれていない

点が挙げられる。社会貢献活動を現在以上に行っていくためには、人員面などの組織力の

強化が必要と思われる。  
 
３． 観点ごとの分析及び判定  
 
分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  
観点 社会貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的

方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されているか。 
 
（観点に係る状況）  

前述したように、当センターにおける社会貢献活動の基本方針は、1)研究及び専門的学

識の社会への還元、2)学会、学外委員会等の活動の充実、3)公開講座、出張講演、コン

サルタント派遣等の充実、4)国内外に向けた情報発信(教育への教授システム学や ICT

の活用に関する視察・訪問者への応対も含む)であるが、具体的には  
（１） 学会等への貢献（各種委員会等）  
（２） 公官庁等への貢献（各種委員会等）  
（３） 教育機関等への貢献（客員、講演、研修、コンサルティング等）  
（４） 企業・産業界への貢献（連携研究、講演、研修、コンサルティング等）  
（５） その他（公開講座、 ID ポータル等）  
を柱に、社会貢献活動を推進している。  
 
これらの活動については、資料に示すように、学内や学外の関係者等に対して、本学もし

くは本センターのウェブサイト、パンフレット、フライヤー他の手段を用いて、活動目的の

掲載と、実施計画を周知・公開している。 

 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）  
熊本大学の目的に準拠し、具体的な社会貢献の方針を定めて社会貢献活動を推進し、それ

らについてはウェブサイトを中心に各種手段を駆使して公表・周知しており、セミナー等

の開催案内に関してもウェブサイト及び、メーリングリスト(セミナー等イベント案内メ

ーリングリスト登録者約 250、ID ポータルメールマガジン定期購読者約 600 名)を活用し積極的

に行っていることから、期待される水準にあると判断する。 
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資料：当センターホームページ（トップページ） 

 

http://www.rcis.kumamoto-u.ac.jp/ja/home/ 
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資料：教授システム学専攻ホームページ（トップページ） 

 

http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/ 
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資料：当センターパンフレット（表面） 
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資料：当センターパンフレット（裏面） 
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資料：当センター開催「熊本大学公開講座インストラクショナルデザイン入門編/応用編」フライヤー 
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資料：「ＩＤポータル」による情報提供並びに支援ツール・実力診断 

(メールマガジン定期購読者：600名) 

 

 
 

資料：「教授システム学専攻公開科目」による学修機会の提供（約500PV(ページビュー)/月） 
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資料：主催するICT活用教育推進イベントのウェブサイト 

   
http://el-lects.kumamoto-u.ac.jp/ 

(出典：熊本大学eラーニング連続セミナーウェブサイトより抜粋) 

 

     

https://www.ield.kumamoto-u.ac.jp/?event-category=eportfolio 

(出典：当センターeラーニング推進室ウェブサイト 熊本大学 eポートフォリオ国際セミナーより抜粋) 
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資料：連携研究組織に関するウェブページ 

 

http://www.rcis.kumamoto-

u.ac.jp/en/%E9%80%A3%E6%90%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E9%80%A3%E6%90%BA%E7%A0%94%E7%A9%

B6%E4%BC%81%E6%A5%AD/ 

（出典：当センターWeb サイト 連携研究組織） 
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観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

 
（観点に係る状況）本センターにおける社会貢献活動の目的とし、特に 2)学会、学外委員

会等の活動の充実、3)公開講座、出張講演、FD 研修講師・大学教育設計コンサルタント派

遣等の充実、4)国内外に向けた情報発信を展開している。 

 

（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）熊本大学の目的に準拠して定めた「学会等への貢献（各種委員会等）」「公官

庁等への貢献（各種委員会等）」「教育機関等への貢献（客員、講演、研修等）」「その他」

について、下記資料の通り満遍なく数多くの活動を推進しており、期待される水準にある

と評する。  
 
また、4)国内外に向けた情報発信については、前述のインターネットやメーリングリスト

を通じた情報発信を中心として行っており、登録者やページ閲覧者も多い。  
 

2）学会・学外委員会等への貢献（代表的なもの。H29～現在のみ） 

年度 学会・委員会名 担当・団体名 

H29 ～

現在 

大学 ICT 推進協議会 熊本大学 

 

EDUCAUSE 

日本イーラーニングコンソシアム(eLC) 

日本オープンコースウェア(JOCW) 

大学 e ラーニング協議会 

日本教育工学会 会長 

鈴木克明 

日本教育メディア学会 理事 

教育システム情報学会 外部理事 

日本医療教授システム学会 副代表理事 

大学連携 e-Learning 教育支援センター四国（主幹校：香川

大学）外部評価委員会・委員 

大学間連携共同教育推進事業「学士力養成のための共通基盤シス

テムを活用した主体的学びの促進」事業評価委員会・委員、  

大学教育イノベーション日本  幹事  
千歳科学技術大学大学教育再生加速プログラム「高大接続

改革推進事業」外部評価委員会・委員  
Advisory Board member of the School of e-Education (SEED)  
International Board of Standards for Training, Performance 
and Instruction  Fellow 

日本ムードル協会   研究開発担当理事  

喜多敏博 日本医療教授システム学会 理事 

電気学会 (A,B,C 部門 ) 論文査読委員 

日本教育工学会  論文査読委員 

CIEC（コンピュータ利用教育学会）副会長理事 

北村士朗 
文部科学省 高度専門職業人養成機能強化促進委託事業：経営系

専門職大学院（ビジネス分野）におけるコアカリキュラム等の実

証・改善に関する調査研究ワーキンググループ委員 
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日本 e ラーニングコンソーシアム e ラーニングプロフェ

ッショナル研修委員 
合田美子 

Ja Sakai Community2018 幹事 平岡斉士 

特定非営利活動法人くまもとＬＲネット   副理事長 中野裕司 

日本 IMS 協会   技術委員  
電子情報通信学会教育工学研究会 専門委員  戸田真志 

文部科学省  「ＩＣＴを活用した課題解決型教育の推進事

業」 企画開発委員会 
江川 良裕 

 

 (出典：センター員の Research Map 登録データを基に作成) 

 

3)公開講座、出張講演等（代表的なもののみ） 

 

①  公開講座・主催セミナー  
 
・インストラクショナル・デザイン公開講座  

 平成 27 年度～ 29 年度（鈴木克明、都竹茂樹、平岡斉士）  
参加者の利便性のため、東京、名古屋、大阪、福岡、熊本の 5 カ所 (全 8 回 )で開催 (入門

編  5 回 /年、応用編  3 回 /年 )  
 

参加者数平成 29 年度： 314 (490) (申込み者数 ) 
※参加者の約半数は、国内高等教育関係者（教職員及び大学院生）、残半数は企業内

教育、行政組織からの参加者  
 
参加者所属組織（高等教育関係のみ）：  
平成 29 年度（ 45 組織：うち、国立 6 校、公立 2 校、私立 27 校、その他 10 校）  
【国立】千葉大学、京都大学、徳島大学、九州大学、長崎大学、熊本大学、【公立】

県立広島大学、北九州市立大学、【私立】北海道薬科大学、慶應義塾大学、獨協医科

大学、日本医科大学、北里大学、東邦大学、浜松医科大学、関西大学、大阪経済大

学、千里金蘭大学、京都精華女子大学、園田学園女子大学、神戸常盤大学、甲南女子

大学、三育学院大学、大阪キリスト教短期大学、川崎医療福祉大学、広島女学院大

学、日本赤十字広島看護大学、国際医療福祉大学、久留米大学、福岡大学、福岡女学

院、日本赤十字九州国際看護大学、長崎外国語大学、活水女子大学、熊本保健科学大

学、【大学以外】津山高専、北九州工業高等専門学校、北海道リハビリテーション大

学校、東京 YMCA 医療福祉専門学校、大阪保健福祉専門学校、ＮＨＯ熊本医療セン

ター附属看護学校、熊本総合医療リハビリテーション学院、辻調理師専門学校、辻製

菓専門学校、関西学研医療福祉学院  
 

地域  大学名（上段：私立  他、下段：国公立・高専）  校数  
北海道・東北

(3) 
北海道薬科大学、国際医療福祉大学、北海道リハビリテーション

大学校  3 

 0 
関東 (9) 慶應義塾大学、川崎医療福祉大学、獨協医科大学、日本医科大学、

北里大学、東邦大学、東京 YMCA 医療福祉専門学校  7 

千葉大学、理化学研究所  2 
東海・北陸 (1) 浜松医科大学  1 

 0 
関西 (14) 関西大学、大阪経済大学、千里金蘭大学、京都精華女子大学、園

田学園女子大学、神戸常盤大学、甲南女子大学、三育学院大学、

大阪キリスト教短期大学、大阪保健福祉専門学校、辻調理師専門

13 



熊本大学教授システム学研究センター 

21 
 

学校、辻製菓専門学校、関西学研医療福祉学院  
京都大学  1 

中国・四国 (5) 日本赤十字広島看護大学、広島女学院大学  2 
徳島大学、県立広島大学、津山高専  3 

九州 (14) 福岡大学、福岡女学院大学、熊本保健科学大学、久留米大学、長

崎外国語大学、活水女子大学、日本赤十字九州国際看護大学、NHO
熊本医療センター附属看護学校、熊本総合医療リハビリテーショ

ン学院  

9 

九州大学、北九州市立大学、北九州高専、熊本大学、長崎大学  5 
 

・熊本大学  e ラーニング連続セミナー（H29 年度分のみ）  

第 29 回  熊本大学  e ラーニング連続セミナー（2018 年 2 月 1 日）  
「医療・看護分野での e ラーニングの新展開」  
地域包括ケアシステムのオペレーティング・システム「できる」ヘルスケアプロバイ

ダーの認知能力をインストールする次世代シミュレーション教育について、   
講師：池上敬一博士  (教授医療システム学会  代表理事 )、参加者 27 名  

 

②FD 研修講師・大学教育設計コンサルタント派遣（招待講演含む） 

 

平成 29 年度（ 28 件：うち、国立 6、公立 1、私立 5、その他 16 件）  
(1) コメンテータ、日本医療教授システム学会中四国支部教育事例検討会、山口大学

（2017/4/15）  
(2) セミナー講師「司法研修所における裁判官研修と課題」、司法研修所（和光市）

（2017/4/28）  
(3) 招待講演「他者の実践を自分のチカラに変換するインストラクショナル  デザイン」フ

ァシリテーション・シンポジウム 2017in 福岡（日本ファシリテーション協会） (福岡

市 ) （ 2017/5/27）  
(4) 招待講演「もう一度考えよう。やる気を引き出す授業って？−インストラクショナル  デ

ザインと授業改善−」 2017 年度日本語教育学会第 1 回支部集会 [九州・沖縄支部 ]、大分

大学（ 2017/6/10）  
(5) 九州産業大学 FD 研修講師「授業設計とインストラクショナル  デザイン理論」

（2017/6/20）  
(6) セミナー講師「人材教育にインストラクショナル  デザインをインストールする」日経

ＢＰ社主催「ラーニングイノベーション 2017」、東京国際フォーラム（2017/6/30）  
(7) 研修会講師、日本私立大学連盟創発思考研修、38 名 (30 校、 38 名 ) (2017/7/21-22) 
(8) セミナー講師「インストラクショナル・デザインを活用した行動変容」社会教育主事研

修会、熊本大学（ 2017/7/24）  
(9) 「看護教員看護教育学研修会」講師、愛知県看護研修センター（ 2017/8/7-8 & 28-30）  
(10) 北海道内 5 大学による大学院連携事業関連の FD 研修講師（札幌医療大学）

（2017/9/8）  
(11) 特別講演「ＫＫＤ（経験と勘と度胸）からＩＤ（インストラクショナル  デザイ

ン）へ  − 教育の効果・効率・魅力を高めよう！− 」第 19 回日本褥瘡学会学術集会、

マリオス（盛岡地域交流センター）（2017/9/14）  
(12) 東都医療大学 FD 講師「インストラクショナル  デザインの評価」、幕張国際研修

センター（ 2017/9/21）  
(13) 岐阜聖徳大学 FD 講師「学生の学習意欲を促進する授業をつくろう」

（2017/9/28）  
(14) 特別講演「インストラクショナル  デザインを用いた学修支援の可能性」千葉大学

アカデミックリンクセンターALPS セミナー、千葉大学（ 2017/10/6）  
(15) 山梨大学 FD 講師（ 2017/10/20）  
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(16) IMS One Roster 等による標準化を学習関連システムの連携にどう取り入れるか ? - 
事例紹介と今後の展望  -、  e ラーニングアワード 2017 フォーラム、  ソラシティ、  東
京  (2017/10/27) 

(17)  熊本大学における学習支援システムの連携と学修データの集積・分析の取り組み

と今後の展望、情報処理学会第 16 回情報科学技術フォーラム、東京大学、  東京  
(2017/10/27) 

(18) 研修会講師「インストラクショナルデザインを活用したプレゼンテーション術」熊

本県健康運動指導士研修会、熊本市（2017/10/29）  
(19) 招待講演「その気にさせる保健指導  -ARCS 動機づけモデル -」日本栄養改善学会

九州地方会、熊本県立大学（ 2017/11/25）  
(20) 第１回日本医療教授システム学会中四国支部事例研究会  アドバイザー、高知県立

大学（ 2017/10/29）  
(21) 5 大学連携事業（札幌医大、小樽商科大学、千歳科技大、室蘭工大、北海道医

療大学）FD 講師、北海道医療大学（2017/11/27）  
(22) 「インストラクショナルデザイン (ID)に基づく教育開発」第 2 回大学教育イノベー

ションフォーラム「大学教育開発の専門性を探る」、Conference Branch 銀座、東京

（2017/12/11）  
(23) 招待講演「知プラ e 事業の成果と大学連携 e-Learning の将来展望について」大学

連携 e-Learning 教育支援センター四国シンポジウム、香川大学（ 2018/1/15）  
(24) 小倉記念病院看護部教育担当者研修講師（ 2018/1/21）  
(25) 招待講演「インストラクショナル・デザインとムードル」Moodle Moot Japan 

2018、武蔵大学（2018/2/23）  
(26) 金沢大学 FD 講師「インストラクショナル  デザイン入門」（2018/2/27）  
(27) （監修）日本教育工学会主催「大学教員のための FD 研修会 (ワークショップ） : 大

学授業デザインの方法   
− 1 コマの授業からシラバスまで  −」  （東京工業大学、定員 30 名）（2018/3/5）  

(28) インストラクショナル  デザインを活用した授業改善（佐賀大学 ICT 活用教育共同

利用拠点ワークショップ講師）（ 2018/3/15-16）  
 
②  その他の実績  
平成 29 年度  
(1) 熊本経済同友会  教育研修会、 3 回 /年で開催  参加者数：  84 名  
(2) 大学連携 e-Learning 教育支援センター四国（主幹校：香川大学）外部評価委員会・委員

（H27-29）  
(3) 佐賀大学  大学間教育共同利用拠点（ ICT 活用）運営委員会・委員（H28-29）  
(4) 日本医療教授システム学会 ARCS/ISD セミナー、主任ファシリテータ（年 1 回開催、

定員 30 名）  
(5) 日本医療教授システム学会 ISD 事例検討会、コーディネータ  
(6) 日本医療教授システム学会  ID 事例検討会、コメンテータ（年 5 回開催）  
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観点 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して活動の成果が上がって

いるか。  
 
（観点に係る状況）評価期間内における社会貢献活動の実績については、上述の通りであ

る。  
 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）資料の通り、活動の実績は量・質ともに十分なものであり、参加者の満足度

の高さから公開講座は常にほぼ満席が続いている。また、それぞれの活動については継続

依頼も多く、依頼側の満足度も高いと判断される。  
 
観点 改善のための取組が行われているか。  

 
（観点に係る状況）改善の取り組みは、熊本大学教授システム学研究センター規則第９条

にて定める熊本大学教授システム学研究センター運営委員会がその役割を負っている。当

センターで行う社会貢献活動は兼業申請を伴うものが多いが、熊本大学職員兼業規則第６

条に基づいて熊本大学教授システム学研究センター運営委員会にて審議あるいは報告が為

され、必要に応じた適切な意見交換が為されている。  
また、公開講座やセミナー等の運営に関しては、終了後の反省会を通して、問題点の洗

い出し、その結果に基づき以降の実施において改善を励行している。  
 
（水準）期待される水準にある。  

 
（判断理由）当センターの社会貢献活動は、当センター運営委員会にて審議あるいは報告

されており、改善への取り組みが適切に為されている。セミナー等の実施運営に関して

は、毎月第２水曜日（教授システム学専攻代議員会の後）に開催される教授システム学セ

ンター戦略会議において、実施前の企画・計画、実施後に関する議論や確認、実施後の評

価や省察、次回に向けての改善点を議論・確認し、PDCA サイクルを回している。 
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分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  
観点 大学の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されて

いるか。  
 

（観点に係る状況）当センターにおいて地域貢献活動の基本方針は社会貢献活動の基本方

針や具体的方針とは明確には区分していない。そのため、前述の  
（１） 学会等への貢献（各種委員会等）  
（２） 公官庁等への貢献（各種委員会等）教育機関等への貢献（客員、講演、研修、コン

サルティング等）  
（３） 企業・産業界への貢献（連携研究、講演、研修、コンサルティング等）  
（４） その他（公開講座、ID ポータル等） 

といった諸活動の中で地域貢献活動を推進している。  
 
熊本地域に関しては、地域貢献活動の中心は、当センターと熊本企業人材育成に関する

協定を結んでいる熊本経済同友会やその所属企業・組織に対する（３）の活動、および（4）
としての熊本開催の公開講座が中心となる。これらの活動はパンフレットやインターネッ

トを通じて公開・広報されている。  
 

（水準）期待される水準にある。  
 

（判断理由）熊本大学の目的に準拠し、地域貢献活動の目的と具体的な方針が定められ、

それがパンフレットやインターネットを通じて公表・周知されている。  
 
観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

 
（観点に係る状況）活動の基本方針や具体的方針に基づき活動を実施している。具体的に

は、公開講座（熊本開催分）への研修コース提供、熊本経済同友会教育研修会への講師派

遣（年３回開催 平成 29 年度の参加者数：84 名）、熊本経済同友会所属企業との連携研究

を実施し、連携研究の成果についての内覧会も開催している。 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）熊本大学の目的に準拠して定めた「学会等への貢献（各種委員会等）」「公官

庁等への貢献（各種委員会等）」「教育機関等への貢献（客員、講演、研修等）」「企業・産

業界への貢献」「その他」のうち、特に「企業・産業界への貢献」「その他」について積極

的な活動を推進しており、加えて、熊本経済同友会との連携により、地域経済への貢献と、

熊本産業界に対する本学のプレゼンス向上が実現していることから、期待される水準にあ

ると評する。   
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観点 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上がっ

ているか。  
 

（観点に係る状況）地域貢献として行っている諸活動について、公開講座（熊本開催分）

や熊本経済同友会教育研修会は参加者から好評を得ており、継続開催されることとなって

いる。連携研究についても連携先企業が４社を数え、研究が継続されることとなっている。 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）上述の通り講座・研修会・連携研究ともに継続されていることから、活動成

果が地域企業・組織等から評価されているものと考えられる。 

 
観点 改善のための取組が行われているか。  

 
（観点に係る状況）改善の取り組みは、熊本大学教授システム学研究センター規則第９条

にて定める熊本大学教授システム学研究センター運営委員会がその役割を負っている。当

センターで行う社会貢献活動は兼業申請を伴うものが多いが、熊本大学職員兼業規則第６

条に基づいて熊本大学教授システム学研究センター運営委員会にて審議あるいは報告が為

され、必要に応じた適切な意見交換が為されている。  
また、公開講座やセミナー等の運営に関しては、終了後の反省会を通して、問題点の洗

い出し、その結果に基づき以降の実施において改善を励行している。  
 
（水準）期待される水準にある。  

 
（判断理由）当センターの社会貢献活動は、当センター運営委員会にて審議あるいは報告

されており、改善への取り組みが適切に為されている。セミナー等の実施運営に関して

は、毎月第 2 水曜日（教授システム学専攻代議員会の後）に開催される教授システム学セ

ンター戦略会議において、実施前の企画・計画、実施後に関する議論や確認、実施後の評

価や省察、次回に向けての改善点を議論・確認し、PDCA サイクルを回している。 
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４． 質の向上度の分析及び判定  
 

（１）分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  
 
①  質の向上度の判定：高い質を維持している 

②  分析： 

当センターは設立以来、前述の通り「学会等への貢献」「公官庁等への貢献（各

種委員会等）」「教育機関等への貢献（講演、研修、コンサルティング等）」「企

業・産業界への貢献（連携研究、講演、研修、コンサルティング等）」「その他

（公開講座、ID ポータル等）」といった貢献活動を数多く、そして定期的・継

続的に行われており、社会貢献活動は活発であり、継続依頼も多いことから成

果を挙げていると判断できる。平成 29 年度設立であるため向上の比較対象が

無いが、「高い質を維持している」と判定できる。 

 
 
（２） 分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げて  

いること。  
 

①  質の向上度の判定：高い質を維持している  
②  分析：  

熊本に関しては、公開講座（熊本開催）、熊本経済同友会教育研修会への講師

派遣、熊本経済同友会所属企業との連携研究といった社会貢献活動がかつ定

期的・継続的に行われており、地域貢献活動も活発であり、継続依頼も多いこ

とから、成果を挙げていると判断できる。平成 29 年度設立であるため向上の

比較対象が無いが、「高い質を維持している」と判定できる。 
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Ⅳ 国際化の領域に関する自己評価書  
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１． 国際化の目的と特徴  
熊本大学はその目的にて「世界に開かれた情報拠点として、各国の大学や研究機関と学

術的・文化的交流を積極的に推進するとともに、本学学生を国際社会に送り出し、留学生

教育とその支援体制を充実することによって、学術文化の国際的発展に貢献する。」と述べ

ている。 

また、国立大学法人熊本大学中期目標では、「（２）国際化に関する目標」にて「３」教

育・研究の国際化を支える環境の基盤整備を進めるとともに、大学情報の海外への発信等

を充実させる」と謳っている。 

さらにそれに対応した中期計画として「（２）国際化に関する目標を達成するための措置」

にて「①第一期に設置された「国際化推進機構」が中心となり、学内文書の英語・中国語・

韓国語等への多言語化やワンストップサービスをはじめとする国際化に対応した留学生・

外国人研究者への支援環境の整備を強化とする」と定めている。 

 

熊本大学教授システム学研究センターは教育担当部局ではないが、熊本大学大学院社会

文化科学研究科教授システム学専攻とｅラーニング推進機構を母体として設立された経緯

があり、また専任教員全員がフル e ラーニングの大学院である教授システム学専攻の専任

教員を兼任していることにより、教授システム学の教育成果をインストラクショナルデザ

イン部門、学習支援情報システム研究部門、地域連携システム研究部門の各部門における

研究に活かしている。当研究センターの国際化活動の目的は、教授システム学研究の側面

から熊本大学の国際化活動を支えることにある。上述した目的及び中期目標・中期計画に

沿って、当研究センターの国際化は以下の２点を基軸として活動を推し進めている。 

 

(1) 教授システム学研究の成果の世界への発信 

(2) 教授システム学研究に携わる外国人研究者との連携研究 

 

［想定する関係者とその期待］ 

 教授システム学研究センターでの国際化において想定する関係者は、本学での教育・研

究を望んで来日する外国人研究者である。研究活動を円滑に進める上での環境提供は不可

欠であるが、これらが日本人研究者と同じレベルにて利用可能とするための整備が期待さ

れている。 

 

２．優れた点及び改善を要する点の抽出  
 
【優れた点】  
 研究成果の国際論文誌への投稿、国際学会で発表を積極的に行っている。また、海外の

研究者とのネットワークが活かして、定期的に外国人研究者を招聘してセミナーを開催し

ている。  
 
【改善を要する点】  
 当研究センターは、教授システム学専攻ならびに e ラーニング推進機構を母体として設

立されたため、現在、当研究センター、教授システム学専攻、e ラーニング推進室（センタ

ー設立に伴った名称変更）の３つのウェブサイトが存在している。そのため、情報の重複

がある点、利便性が十分でない点、e ラーニング推進室ウェブサイトの多言語化が行われ

ていない点が課題である。現在、３つのウェブサイトの統合を推進中であり、統合後はそ

れらの問題は解決する予定である。 
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３．観点ごとの分析及び判定  
分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  
観点 国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が

定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  
（観点に係る状況）国際化に関する基本方針は、前述した国立大学法人熊本大学中期目標・

中期計画が該当する。この基本方針を受けて、当研究センターでは後述する様々な活動を

実施している。当研究センターの主業務は研究であるため、研究を推進することを目的と

することは自明であるが、国際化の目的に照らして研究成果を積極的に国際論文誌へ投稿

する、国際会議で発表することを重視している。目的を達成するための計画は、当研究セ

ンターの３つの部門ごとに定めており、当研究センターのウェブサイトで公表している。

研究成果の公表は、当研究センターのウェブサイトならびに当研究センターの母体となっ

た教授システム学専攻のウェブサイトで行っている。両ウェブサイトとも日本語・英語の

切り替えが可能である（資料 D-1-1-1-1）。現在、当研究センターならびに教授システム学

専攻のウェブサイトの統合化を進めており、統合完了後の新ウェブサイトでは当研究セン

ターの研究業績ならびに教授システム学専攻の研究業績を公表する（中期計画番号 K53、

K55）。 

 
資料 D-1-1-1-1 当研究センターならびに教授システム学専攻の英語版ウェブサイト  
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（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）国立大学法人熊本大学中期目標・中期計画に基づき、国際化に向けた活動を

推進している。以上より、期待される水準にあると評する。 

 
観点 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  
（観点に係る状況）前述したように、当研究センターでは（１）教授システム学研究の

成果の世界への発信、（２）教授システム学研究に携わる外国人研究者との連携研究という

観点から国際化の活動を推進している。 

「（１）教授システム学研究の成果の世界への発信」はウェブサイトで研究成果を公表す

ることに加え、国際論文誌への投稿ならびに国際学会での発表を積極的に行っている。た

とえば、2017 年度の国際論文誌への掲載ならびに国際学会での発表件数は併せて 14 件で

ある。（資料 D-1-1-2-1）。「（２）教授システム学研究に携わる外国人研究者との連携研究」

は、「e ラーニング連続セミナー」ならびに「国際 e ポートフォリオセミナー」において、

外国人研究者による講演の実施をしてきている。e ラーニング連続セミナーではのべ 13 名

（2010 年以降）、国際 e ポートフォリオセミナーはのべ９名（2011 年以降）の外国人研究

者を招聘している（資料 D-1-1-2-2）。また、（1）（2）の両方に関連して、当研究センター

の教員は国際学会等における役員や委員を多く担っている（資料 D-1-1-2-3）。 

なお、当研究センターが教育担当部局ではないため、留学生等受入の積極的な推進活動

を展開しているわけではないが、当研究センターの母体であり、当研究センターの専任教

員の全員が兼任している教授システム学専攻では、外国人社会人学生を受け入れており、

現在も２名が博士後期課程に在籍している（中期計画番号 K53、K55）。 

 
（資料 D-1-1-2-1）当研究センターの教員が関わった研究の国際論文誌・国際学会での業

績一覧（2017 年度のみ）  
EAI Endorsed Transactions on e-Learning 17(16) 

(3)  Nakayama, M.,  Suzuki , K. , Kogo, C. , & Ueno, M.（2017）Curr iculum development for Educational 

Technology based on comparisons of course syl labi resources using lexical analysis．Research 

Article in EAI Endorsed Transactions on e-Learning 17(16): e3 
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International Journal for Educational Media and Technology volume11, No1 

 Nemoto, J .,  Takahashi , A.,  Takeoka, A. , Nakano, H.,  & Suzuki , K. (2017) . Design ing and evaluating 

“Portfol io Practice I ,” a course for onl ine graduate students . International Journal for 

Educational Media and Technology,11(1),  25-33.  

ICoME2017 ( International Conference for Media in Education) 

 Suzuki , K. , Ichimura, Y. , & Peter , W. Roux.（2017.8）What should we teach in higher education for 

MOOC era? Taxonomies as design guide．A paper presented at ICoME 2017(International 

Conference on Media in Education) , Univers ity of Hawaii at Manoa, Honolulu , Hawaii .   

World Conference on Educational Media and Technology 2017 (EdMedia 2017) 

 Matsuba R. , Hiraoka N. , Kubota S.,  Makoto M. , & Suzuki Y.（2017, June）An Approach for Bui ld ing 

a Learning Style with ePortfol ios. A paper presented at World Conference on Educational Media 

and Technology 2017 (EdMedia 2017) , Washington DC, USA.  

International Journal for Educational Media and Technology volume11, No1 

 Peter W. Roux, Suzuki ,  K. (2017). Design ing online instruction for developing cultural 

intel l igence (CQ): a report from a classroom-based workshop, International Journal for 

Educational Media and Technology,11(1),  87-96.  

 Ichimura, Y. & Suzuki ,  K. (2017). Dimensions of MOOCs for quali ty design: analys is and 

synthesis of the l i terature . International Journal for Educational Media and Technology,11(1), 

42-49.  

 Nakamichi , M.,  Nemoto, J. , Kita, T. , Nakano, H. , & Suzuki , K. (2017) . A Case study of the 

university-wide effects of e-learning promotion activ ities . International Journal for Educational 

Media and Technology,11(1), 34-41.  

7thWorld Engineering Education Forum 2017 (WEEF2017) 

 Gil let D. , Rodríguez-Triana M.J. , Holzer A. , Vozniuk A. , Farah J.C. & Matsuba R.（2017, 

November）Beyond ePortfol ios - Creating , Exploiting , and Archiving Activities , Learning 

Outcomes,and Learning Analytics as Personal Shareable Online Spaces - . A paper presented at 

7thWorld Engineering Education Forum 2017 (WEEF2017), Kuala Lumpur, Malaysia,  

The 20th International Conference on Network Based Information Systems(NBiS2017) 

 Tende I .G. , Kubota S. , Aburada K. & Okazaki N.（2017, August）Evaluation and Improvement of 

Farmers Market Information System to Connect with Some Socia l Stakeholders . A paper 

presented at The 20th International Conference on Network Based Information 

Systems(NBiS2017) , Toronto, Canada. 

 Usuzaki S. , Arikawa Y. , Yamaba H. , Aburada K. , Kubota S.,  Park M. & Okazaki .N （2017, August）

Highly Responsive Distr ibuted Denial-of-Service Attacks Detection by Using Real-Time Burst 

Detection Method. A paper presented at The 20th International Conference on Network Based 

Information Systems(NBiS2017), Toronto, Canada. 
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ICoME2017 ( International Conference for Media in Education) 

 Inoue, K. , Nakashima, H. , Otsuka, K. , & Suzuki ,  K. (2017) Development and practical use of the 

e-Learning system to support the students learn the fieldwork in the local community. A paper 

presented at ICoME 2017(International Conference on Media in Education) , University of Hawaii 

at Manoa, Honolulu , Hawai i .   

 Amano, K. , Suzuki ,  K. , Tsuzuku.,  S. , & Hiraoka, N.（2017.8）Three Stage Design of a Question 

Making Activity for a Preparation in a Blended Train ing Program．A paper presented at ICoME 

2017(International Conference on Media in Education) , Univers ity of Hawai i at Manoa, Honolulu , 

Hawai i .  

 Ichimura, Y. & Suzuki ,  K.（2017.8）Deconstructing Design of MOOCs: Using 10 Dimensions Model．

A paper presented at ICoME 2017(International Conference on Media in Education), University 

of Hawai i at Manoa, Honolu lu, Hawai i .   

 Peter, W. Roux. & Suzuki ,  K.（2017.8）Designing Online Instruction of Developing Cultural 

Intel l igence (CQ): Intercultural Journeys in a Blended Learning Environment．A paper presented 

at ICoME 2016 ( International Conference on Media in Education),  University of Hawaii at Manoa, 

Honolulu , Hawaii .  

（出典 教授システム学専攻ウェブサイトより抜粋）  
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（資料 D-1-1-2-2）当研究センター主催の外国人研究者による講演の実施状況  

（教授システム学研究センター・e ラーニング推進室ウェブサイトより抜粋） 
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（資料 D-1-1-2-3）当研究センターの教員が担った国際学会等の役員等業（抜粋）  
鈴木克明 

Board of Directors (2007-2015), The International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction 

Adviser to Editor-in-Chief （ 2013- ), Co-Editor-in-Chief (2007-2012), 

International Jounal for Educational Media and Technology, jointly published by 

Japan Association for Educational Media Studies (JAEMS) and Korean Association 

for Educational Information and Media (KAEIM) 

International Board of Standards for Training, Performance, and Instruction 

(ibstpi)  (2007- 2015) 

 

喜多敏博 

JICA プロジェクト「デジタル教材開発による総合的職業訓練」 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/6b17ef20fa4d2dc649256bf300087d0a/9a

72b9f4f4fbed0a49257e2a0079e060?OpenDocument 

の一環として、2017 年 4 月にテヘラン大学およびイラン教育文化研究学術センター

(ACECR)において、講演を行った。 

 

合田美子 

International Board of Standards for Training, Performance, and Instruction 

(ibstpi)  (2015- ) 

JSET 国際交流委員(2016- ) 

 

以下、国際学会でのプログラム委員 

ICCE2018,  PC member (C6: ICCE Sub-Conference on Technology Enhanced Language 

Learning (TELL)) 

ISET 2018, PC member 

ICBL 2018, PC member 

DLSA2018, PC member 

ICALT 2017,author  PC member (Track 9. Technology Enhanced Language Learning) 

TELL,SETE2016, PC member 

ICCE2016, PC member (C6: ICCE Conference on Technology Enhanced Language 

Learning (TELL)) 

ICALT-2016, PC member (9. Technology Enhanced Language Learning) 

ICCE2015, PC member (C6: ICCE Conference on Technology Enhanced Language 

Learning (TELL)) 

ICALT 2015, PC member (Track 9: Technology Enhanced Language Learning) 

ICCE 2014, PC member (C6:TELL) 

ICALT 2014, PC member (Technology Enhanced Language Learning) 

AECT-ICFER 2013, PC member (Track 5: Other Technology-Enhanced Learning Studies 

or Applications) 
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（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）研究成果を積極的に国際論文誌・国際学会で発表している。また、外国人研

究者との研究ネットワークを構築し、継続的に国際セミナーを開催している。以上より、

期待される水準にあると評する。 

 
観点 活動の実績及び学生・研究者の満足度から判断して活動の成果があがっているか。 

（観点に係る状況）上述したように、当研究センターの研究成果を国際論文誌・国際学会

で発表しており、外国人研究者との連携も精力的に行い、その成果は国際セミナーを開催

するなどして社会に還元している。当研究センターの母体となった教授システム学専攻は

外国人の社会人学生が入学しているだけでなく、海外在住の日本人学生が在籍していた実

績（サウジアラビア、サンクトペテルブルク、台湾など）もあり、日本人・外国人を問わ

ず、また日本在住・海外在住を問わずに受け入れる体制が整っている。 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）。学生・研究者の満足度調査は特に行っていないが、上述の状況を踏まえて、

期待される水準にあると評する。  
 
観点 改善のための取り組みが行われているか。  

（観点に係る状況）前述したように、当研究センターでは（１）教授システム学研究の成

果の世界への発信、（２）教授システム学研究に携わる外国人研究者との連携研究という観

点から国際化の活動を推進している。前述したように、現時点で（１）、（２）ともに順調

に推進しており、喫緊の改善を必要とする状況にはないが、現状で満足することなく、さ

らに国際化を推進する方針である。 

 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）国際化に関する活動は着実に実施している。以上より、期待される水準にあ

ると評する。  
 
４．質の向上度の分析及び判定  
 
（１）分析項目Ⅰ 目的に照らして、国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。 

 

（水準）質を維持している。 

 

（判断理由）国際化に関する活動は着実に実施している。当研究センターは 2017 年４月に

設立されたため、当センターとしての計画は遂行中であるが、母体である教授システム学

専攻・e ラーニング推進室のこれまでの活動を踏まえると、着実に進展していると言える。

以上より、期待される水準にあると評する。 
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Ⅴ 男女共同参画に関する自己評価書  
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１．男女共同参画（その他の領域）の目的と特徴  
 

熊本大学では、第３期中期目標・中期計画一覧（平成 28 年度～平成 33 年度 ※１）を作

成し、「全学的に人材の多様性を高めて、質の高い教育研究等の活動を活発に行うために、

男女共同参画を推進する体制 並びに環境整備を強化する。【目標 19】」ことを目標として

いる。これに関連し、第２期国立大学法人熊本大学男女共同参画推進基本計画（平成 29 年

から平成 33 年までの５カ年 ※2）を作成し、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同

参画社会」の実現を目指している。 

 本研究センターでは、第３期中期目標・中期計画、および、男女共同参画の基本計画に

述べられた目標に沿い、平成 29 年４月に設立以来、性別に関係なく、個々人の能力発揮を

促進している。 

※1  

https://www.kumamoto-

u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/hyouka/mokuhyou_keikaku_file/H29/H30ichirannhyou

.pdf 

※2 

http://gender.kumamoto-u.ac.jp/about/file/h29-h33_kihonhoushin.pdf 

 

［想定する関係者とその期待］ 

 教授システム学研究センターにおける教職員および連携研究員が想定される関係者であ

る。その関係者にとって、男女区別なく成長できる機会および能力を発揮できる機会の提

供が期待されている。 

 

２．優れた点及び改善を要する点の抽出  
 
【優れた点】  

本センターでは、専任教員、有期雇用職員、連携研究者を含めると、女性の占める割合

は 52.24%(e ラーニング推進室を６名として計算, 重複なし; 資料 F-1-1-1)に達している。

これは、熊本大学大学評価(平成 27 年, ※1, p.25, 資料 3-1-4-E 教員数、女性教員数及

び女性比率の推移)で報告されている、平成 27 年度の女性教員比率 16.2%を大幅に上まっ

ている。また、平成 29 年５月１日時点における熊本大学の部局毎男女別雇用者データ(※

2)で示されている、教育学研究科(修士)24.74%(24/97)、社会文化科学研究科(博士前

期)19.83%(24/121)、自然科学研究科(博士前期)8.30%(20/241)も超えており、男女機会均

等化の成果が見られる。また、内閣府男女共同参画局第 4 次男女共同参画基本計画（平成

27 年 12 月 25 日決定, ※3）中の、科学技術・学術における男女共同参画の推進の項、研

究者の採用に占める女性の割合(平成 24 年)では、自然科学系 25.4%、理学系 11.2%、工学

系 8.0%、農学系 13.8%、医師薬学部系 24.3%と報告がある。また、熊本大学では第３期中

期目標期間に女性教育の割合を概ね 18% に増加させるとしている(【計画番号 54】)。本

研究センターの女性雇用率は、これらの割合を大きく上回っている。教授システム学研究

分野は学際的な分野であり、他分野と数値を一概に比較するのは難しいが、本センターに

おける女性の高割合は、優秀な女性を雇用する努力の成果であると考える。 

平成 29 年４月にセンターが設立されてからは、教員公募を行っていないが、公募する際に

は、熊本大学の男女共同参画の取り組みについて注記し、熊本大学の基本計画に沿って行

う。 

※1 
https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/hyouka/index_file/h27-03.pdf 
※2 
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https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/senninkyoin/danjo_daigakuin 
※3 
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html 
 
【改善を要する点】  
 専任教員の男女比を見ると、女性の割合は、14.30%であり、さらに専任教員の女性の割

合を増やすことが望ましい。そのために、今後も熊本大学男女共同参画の取り組みに沿っ

た専任教員の公募を進める予定である。 

 
資料 F-1-1-1 研究センター構成員の男女数と女性雇用率(平成 30 年 6 月時点) 

区分 雇用者数 女性数 男性数 女性雇用率 

専任教員 7 1 6 1/7(14.30%) 

有期

雇用

職員 

 

研究センタ

ー事務 

1 1 0 1/1(100.00%) 

eラーニング

推進室 

6(H29年12月まで) 

5(H30年1月~3月) 

6(H29年12月まで) 

5(H30年1月~3月) 

0 6/6(100.00%) 

5/5(100.00%) 

プロジェク

ト研究員 

1 1 0 1/1(100.00%) 

連携

研究

員 

一般 28 16 12 16/28(57.14%) 

博士後期課

程 

25 11 14 11/25(44.00%) 

 
３．観点ごとの分析及び判定  
分析項目Ⅰ 目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  
 

本分析項目に対し、「男女共同参画推進の方針等に照らして、当該方針等に基づいた活動

が適切に実施されているか。」を観点とした。本観点をさらに、(1)目的達成のための計画

と方針の設定、(2)適切な実施、(3)活動の成果、および(4)改善への取り組みの４点に整理

し分析、考察した。 

 
観点(1) 目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定めら

れているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 本研究センターにおける男女共同参画への取り組みは、熊本大学男

女共同参画推進基本計画(※)に沿って行っている。センター独自の目的は設定していない

が、熊本大学の男女共同参画の目的をセンターでも達成を目指している。熊本大学男女共

同参画推進基本計画は本研究センターの専任教職員および有期職員に周知されている。 

※ http://gender.kumamoto-u.ac.jp/about/file/h29-h33_kihonhoushin.pdf 
 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）  研究センター独自の計画と方針は定められてはいないが、熊本大学の基本

計画にそって取り組んでおり、構成員にも周知されている。よって、期待される水準にあ

ると判断できる。  
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観点(2) 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 有期雇用も含む教職員 (男女を問わず )が、育児・介護等のライフイ

ベントに従事しているかを把握し、職員の業績評価に当たっては、出産、育児・介護等へ

の従事を最大限考慮し、それらの休業制度を利用しやすい職場環境を整えている。  
センター設立後１年あまりであり、専任および有期雇用教職員公募を行っていないが、教

職員公募に際しては、男女の区別に関係なく、当該分野の最も有能な研究者を選考する。  
また、研究センター独自で男女共同参画の活動は行っていないが、全学開催の男女共同参

画の講演会などの案内を周知し参加を奨励している。  
 
（水準）  期待される水準にある。  
 
（判断理由）  研究センターにおいて、ライフイベントを把握し、大学の休業制度などの

利用を推奨している。また、全学開催の男女共同参画の講演会などの案内を周知し参加を

奨励している。  
 よって、期待される水準にあると判断できる。  
 
観点(3) 活動の実績及び学生・研究者の満足度から判断して、活動の成果があがってい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

男女比の実績について、本センターでは、女性の占める割合は、専任教員のみでは、13.40%

であるが、専任教員、有期雇用職員、連携研究者を含めると、52.24%(e ラーニング推進室

を６名として計算, 重複なし; 資料 F-1-1-1)に達している。 

また、大学のライフイベントへの支援制度を推奨した成果として、本センターが設立した

平成 29 年度では、３名（有期雇用職員）が産前産後休暇および育児休暇を取得している

(資料 F-1-1-2)。また、女性専任教員 1 名が、平成 28 年度の産前産後育児休暇を終えて復

職し、病児支援制度を活用している 

 

資料 F-1-1-2 平成 29 年および 30 年度 専任教員および有期雇用職員における男女共同

参画支援制度の利用状況 (平成 30 年 8 月時点) 
区分 産前産後休暇取得

者数(各区分におけ

る割合) 

育児休暇取得者数

(各区分における割

合) 

病児支援制度利用

者数(各区分におけ

る割合) 

専任教員 0 0 1(1/7, 14.30%) 

有期雇用

職員 

 

研究センター

事務 

0 0 0 

eラーニング

推進室 

1(1/6, 16.67%) 1(1/6, 16.67%) 0 

プロジェクト

研究員 

1(1/1, 100%) 1(1/1, 100%) 0 

注. 男女共同参画支援制度の利用者数と全教職員における割合：3 名(3/15, 20.00%) 

 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）専任教員における女性の割合をさらに増やすことが望ましいが、専任教員以

外を含めた比率では、大学および国の基本計画で示された比率を超えており成果がでてい
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ると考える。また、大学のライフイベントに際する支援制度を利用している教職員が 3 名

おり、専任、有期雇用職員全体の 20％となっており、男女共同参画を推進する体制並びに

環境整備の強化に対する成果が上がっていると考える。  
 よって、期待される水準にあると判断できる。  
 
観点 改善のための取組が行われているか。  

 

（観点に係る状況）先述のように、熊本大学全体や各研究科と比較しても、内閣府男女共

同参画局の記述と比較しても、大きく上回っている。しかし、専任教員だけでみると割合

は 14.30%と改善の余地がある。 

 

研究センターの教員公募では男女の区別に関係なく、当該分野の最も有能な研究者を選考

する。そのため、今後も性別を限定した教員公募は行う予定は無いが、上述したように、

熊本大学の男女共同参画の取り組みについて注記し、熊本大学の基本計画に沿った活動を

続ける。 

 
（水準）期待される水準にある。  
 
（判断理由）研究センターの教員公募要領において、熊本大学の男女共同参画の取り組み

について注記する予定である。  
 よって、期待される水準にあると判断できる。  
 
４．質の向上度の分析及び判定  
 
分析項目Ⅰ 目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  
 

全学的に人材の多様性を高めるために、研究センターでは、男女の区別なく優秀な人材

の積極的な参加を推奨している。そのため、女性の割合も高くなっている。今後も本方針

を保持し、教職員および研究員公募の際には、熊本大学男女共同参画推進基本計画に沿っ

た公募を行っていく。  
よって、質を維持していると判定できる。  
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Ⅵ 管理運営に関する自己評価書  
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１．管理運営の目的と特徴 

 改組にともない、教授システム学研究センター e ラーニング推進室は、旧 eラーニング

推進機構を解消・再編する形で組織された。本章においては、旧 eラーニング推進機構にお

ける管理運営に関する状況を記す。 

e ラーニング推進機構の管理運営における目的は、学内共同教育研究施設として、部局

独自の意見を、適宜、反映し、技術的、教育支援的な両面において、適切に全学サポートを

実施することにある。そのために、管理運営のための組織として、熊本大学 eラーニング推

進機構運営委員会を最高議決機関と位置付け活動し、次の６事項の遂行が活動目的である。 

1) e ラーニング化の企画・推進への貢献 

2) e ラーニングコンテンツの制作・保守 

3) 教職員が eラーニングコンテンツを制作・保守する際の支援 

4) e ラーニングによる授業設計支援 

5) e ラーニングシステムの管理運営 

6) e ラーニングアプリケーションの制作・保守 

なお、その目標を果たすために、eラーニング推進室、アプリケーション開発室、eラ

ーニング授業設計支援室、システム管理運営室の４室を置き、各々に関係する専任教員、

専任技術職員、兼務教員、兼務技術職員、兼務事務職員を配置している。さらに、４つの

ワーキンググループ；コンテンツ評価、システム評価、カリキュラム検討、著作権検討ワ

ーキンググループを設置し、本学の eラーニング推進、本機構の円滑な業務推進にあたっ

ている。また、日常的な業務実施体制については、eラーニング推進室内の eラーニング

サポートステーションミーティング、企画調整会議がその中心的な役割を果たし、担当事

務組織である情報企画ユニットと密接な連携を取ることにより、業務の円滑化を図ってい

る。 

［想定する関係者とその期待］ 

 本機構における教育研究支援の想定される関係者は、狭義には、全学構成員(教職員及び

学生)が上げられ、広義には、卒業･修了生を含む本学に係わるすべての関係者が上げられ

る。なお、関係者から期待される事項としては、本学における eラーニング推進、ICT を活

用した教育改善のための人的サポート及び、システム的サポートが上げられる。 

 

２．優れた点及び改善を要する点の抽出 

【優れた点】 

 適切な全学サポートを実現するために、eラーニングサポートステーションを核とし、総

合情報基盤センター、情報企画ユニット、工学部技術部等関連する各部局から全学横断的な

組織人員構成を成している点及び、関連部局との有機的な連携を保ちつつ業務・組織運営を

行っている点が上げられる。 
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【改善を要する点】 

 ワーキンググループでの活用が十分にできておらず、今後、機能的かつ、実践的な活動

を行うための検討が必要である。 

 

３．観点ごとの分析及び判定 

分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること 

観点 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、

危機管理等に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）熊本大学 eラーニング推進機構規則(第９条)に定める熊本大学 eラー

ニング推進機構運営委員会を最高議決機関と位置付け、関係部局の代表者である教授等か

らなる運営委員会により組織全体としての運用、意思決定を行う。 

また、組織の目標達成のための実質的な業務は、資料 Z-1-1-1 に示す４室、４ワーキン

ググループが担っており、４室の運用他、日常業務に関わる意思決定は、eラーニング推

進室内の eラーニングサポートステーションミーティング、企画調整会議を中心的に行っ

ている (資料 Z-1-1-2)。 

さらに、本機構の担当事務組織である情報企画ユニットと適切な情報共有を図ることで

業務の円滑化に従事している。 

危機管理に関しては、消防訓練への参加、緊急連絡網の整備を通して、組織構成員の安

全確保に努め、さらに、情報管理体制として、本学情報セキュリティポリシーの遵守の徹

底と情報及び情報機器の管理を行い適切に対応している。 

                                             (中期計画番号 82) 
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（水準）期待される水準にある。 

（判断理由）組織の適切な管理・運営のために、必要規模での組織運用、実施体制を整備し、

担当事務組織との連携も十分に機能し、また、危機管理等に係る各体制整備も適切に対応し

ていることから、期待される水準にあると判断される。 

 

観点 構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが

把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

(資料Z-1-1-1)eラーニング推進機構 組織構成図  

 

http://www.ield.kumamoto-u.ac.jp/01_about/outline.html 

eラーニング推進機構ウェブサイトより転載 

(資料Z-1-1-2)組織運用・業務推進のためのミーティング議事録、情報セキュリティ管理体制 

 e ラーニング推進機構企画調整連絡会 

https://confluence.kumamoto-u.ac.jp/pages/viewpage.action?pageId=43649984 

 e ラーニングサポートステーション スタッフミーティング 

https://confluence.kumamoto-u.ac.jp/pages/viewpage.action?pageId=22807798 

 eラーニング推進機構 情報セキュリティ管理体制 

https://confluence.kumamoto-u.ac.jp/pages/viewpage.action?pageId=44959494 

(出典：全学グループウェアからの登録データを基に作成) 



熊本大学教授システム学研究センター 

45 
 

（観点に係る状況）学内構成員からの意見、ニーズは、日々、eメール、電話連絡等により

寄せられる。すべての内容は、業務連絡掲示板等において管理・共有している(資料 Z-1-2-

1)。電子的な情報管理により蓄積された情報は、基本的には、e ラーニングサポートステー

ションスタッフミーティングにより、その内容、重要性を検討・応対している。 

(中期計画番号 72) 

 
 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）本機構の業務に関するすべての意見や要望は電子的に一元管理しており、組織

内での情報共有を図っている。寄せられた情報への応対は、小規模組織のメリットを活か

し、スタッフミーティング等を経て意思決定し、可能な限り迅速な応対を行えていることか

ら、期待される水準にあると判断する。 

 

観点 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研

修等、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取り組みが組織的に行われているか。 

（観点に係る状況）各職員へ学内における各種講習会への積極的な参加を促すだけでな

く、各人の意識とスキルの向上を目的として、学外の関連組織・団体が主催する研修会へ

も、職員を派遣し、情報収集と、資質の向上に努めている。                                

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、

(資料 Z-1-2-1)質問掲示板 

 

(出典：eラーニングサポートステーション業務掲示板から抜粋) 
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学内外の講習会へ積極的に参加し、また、管理運営に関わる教職員の資質の向上のための取

り組みを組織的に行っていることから、期待される水準にあると判断する。 

 

分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに継続

的に改善するための体制が整備され、機能していること。 

観点 活動の総合的な状況について、根拠となる資料・データ等に基づいて、自己点検・

評価が行われているか。 

（観点に係る状況）本機構の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価は「e ラーニング

推進機構活動報告書」（資料 Z-2-1-1）として作成、毎年度 e ラーニング推進機構運営委員

会へ報告を行っている。                    （中期計画番号 71） 

 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）これまでの活動内容（状況）等を取りまとめし、e ラーニング推進機構運営委

員会へ報告しており、適切な形で管理運営に反映していることから、期待される水準にある

と判断する。 

 

 

(資料Z-2-1-1) eラーニング推進機構活動報告書 

    

 (出典：eラーニング推進機構運営委員会資料より抜粋) 
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（観点に係る状況）本機構独自の外部評価規定を定めていない。 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）本機構独自の外部評価規定を定めていないため、外部者による検証は実施して

いない。 

 

観点 評価結果がフィードバックされ、改善のための取り組みが行われているか。 

（観点に係る状況）外部者による評価は実施していないが、活動の総合的な状況に関する自

己点検・評価として毎年度「eラーニング推進機構活動報告書」（資料 Z-2-1-1）を作成し、

eラーニング推進機構運営委員会へ報告を行うことにより、当該委員会からの意見等を踏ま

え改善に向けた取り組みを行っている。                          

（中期計画番号 71） 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）自己点検・評価は「e ラーニング推進機構活動報告書」により、eラーニング

推進機構運営委員会へ報告し、当該委員会からの意見を踏まえ改善を図っていることから、

期待される水準にあると判断する。 

 

分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明責任が

果たされていること。（教育情報の公表） 

 

観点 目的（学士課程であれば学部、学科または課程ごと、大学院であれば研究科または

専攻等ごとを含む。）が適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知さ

れているか。 

（観点に係る状況）目的および広報は、本機構のウェブページにより、社会に向けて公開し、

また、構成員（教職員）へ周知している(資料 Z-3-1-1)。    

                               (中期計画番号 72) 

観点 活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行われて

いるか。 
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（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）本機構の目的及び活動広報は、本機構のウェブページにより、社会に向けて広

く公開し、構成員（教職員）へ周知していることから期待される水準にあると判断する 

 

観点 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表・周知

されているか。 

 

観点は該当しない。 

 

観点 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条に規定される事項

を含む。）が公表されているか。 

（観点に係る状況）平成 26 年度から平成 29 年度までの学会や研究会等への参加による活

動報告状況は、前掲資料 B-1-1-1-2（P6）のとおりであり、発表論文リスト等、教育研究活

動に関する情報は、関連組織のウェブサイト(資料 Z-3-3-1)にて、随時、公開している。 

また、本機構としての活動報告は運営委員会資料の一部(添付資料)としても公表してい

る。                            (中期計画番号 82) 

(資料 Z-3-1-1)e ラーニング推進室（前 eラーニング推進機構)ウェブサイト 

  

http://www.ield.kumamoto-u.ac.jp/01_about/index.html 

(出典：eラーニング推進機構ウェブサイトから抜粋) 
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（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）教育研究活動報告及び、組織としての活動報告は、国内外の ICT 活用教育関連

組織において公表すると共に、運営委員会資料やウェブサイト経由にて公開していること

から、期待される水準にあると判断する。 

 

分析項目Ⅳ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用さ

れていること。（施設・設備） 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されている

か。また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞ

れ配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）本機構は保健センター2階にある共用スペースを使用しており、基準面

積は 192 ㎡ある。専任教職員が教材開発サポートステーションの管理・運営の役割も担って

いることから、eラーニング推進室と教材開発サポートステーションの専任教職員、非常勤

職員は全員 1 室に配置されている。また、その 1 室には防音設備のあるスタジオを常設し

ており、e ラーニングコンテンツとなる講演動画等の収録も可能である。(資料 Z-4-1-1)。 

なお、施設・設備のバリアフリー化については、2階フロア内の段差はなく、階段にも手

摺が設置されているので、障害のある学生等の利用者も円滑に利用できる。安全・防犯面へ

の配慮については、外灯が設置、電子錠システムによる施錠・解錠も行うなど、本機構業務

活動を行う上での十分な施設環境は整備されている(資料 Z-4-1-2)。  

(中期計画番号 75) 

(資料Z-3-3-1)社会文化科学研究科教授システム学専攻所属教員研究活動 

  

http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/research_info/ 

(出典：社会文化科学研究科教授システム学専攻ウェブサイトから抜粋) 
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（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面についての配慮を

行った上で、本機構の業務推進において十分な施設・設備の確保はできていることから、期

待される水準にあると判断する。 

 

観点 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されている

か。 

（観点に係る状況）ICT 環境の整備として、LAN 構成図を基にした配線を行い本機構内の教

職員および非常勤職員の教育研究・コンテンツ作成等に有効に活用している。一方、整備状

況について管理者を設け、機械および人員の増減に伴う配線を随時更新している。 

また、メンテナンスやセキュリティ管理については、部局情報セキュリティ責任者である

(資料Z-4-1-1)eラーニング推進機構平面図 

  

(出典：全学施設平面図から抜粋) 

(資料 Z-4-1-2)電子錠マニュアル 

https://confluence.kumamoto-u.ac.jp/pages/viewpage.action?pageId=44958315 

(出典：全学グループウェアに登録) 
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本機構長のもと、情報システム運用・管理者の技術職員により、本機構で管理しているウェ

ブ・メールサーバ、動画配信用サーバ、業務記録用サーバのアップデートおよびメンテナン

スを随時行い、その都度、全学グループウェア及び連絡掲示板に記載し、業務管理を行って

いる(資料 Z-4-2-1)。                            (中期計画番号 82) 

 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）本機構内における ICT 環境は、教職員及び有期雇用職員の教育研究等に有効に

活用している。整備状況については、管理担当者を設け、機器及び人員の増減に伴い随時更

新している。 

また、メンテナンス、セキュリティ管理の面でも、管理マニュアル等を整備し、適切な運

用できていることから、期待される水準にあると判断する。 

 

観点 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の教育研究上必要な資料

が系統的に収集、整理されており、有効に活用されているか。 

 

観点は該当しない 

 

観点 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）本機構の本務と密接に関係するウェブ技術等を含む様々な技術は、日々、

進化しており、最新技術の動向調査、技術と知識の習得は本機構職員の職務の一つである。

自主調査、学習のための機材環境、関連書籍、ウェブ教材、ソフトウェアを含む必要資料の

収集・整備(資料 Z-4-2-1)を常に進めており、職員の業務並びに、自己学習に役立っている。 

 

（水準）期待される水準にある。 

 

（判断理由）本機構職員の職務の一つに、本機構本務と関連する技術動向の調査と、知識・

技術の習得がある。自己研鑽のための環境整備と提供はできており、各職員による自己学習

の実践も行えていることから、期待される水準にあると判断する。 

４．質の向上度の分析及び判定 

（１）分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること。 

(資料 Z-4-2-1)e ラーニング推進機構 保有機材等管理台帳 

https://confluence.kumamoto-u.ac.jp/pages/viewpage.action?pageId=13570720 

 (出典：全学グループウェアに登録) 
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(質の向上度) 質を維持している。 

 

(判定理由) 管理運用体制として、e ラーニング推進機構運営委員会、e ラーニング推進機

構企画調整連絡会、eラーニングサポートステーションミーティングを組織することで、状

況に応じた機動的な意思決定と組織管理を実践できている。 

また、担当事務組織である情報企画ユニットと綿密に連絡をとり、業務の円滑化も行えて

いることから、質を維持していると判断する。 

 

（２）分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が実施されているとともに

継続的に改善するための体制が整備され、機能していること。 

 

(質の向上度) 質を維持している。 

 

 (判定理由) 外部者による評価は実施していないが、活動の総合的な状況に関する自己点

検・評価として毎年度「eラーニング推進機構活動報告書」（資料 Z-2-1-1）を作成し、eラ

ーニング推進機構運営委員会へ報告を行う等の継続的に改善するための体制は整備されて

いることから、質を維持していると判断する。  

 

（３）分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明

責任が果たされていること。（教育情報の公表） 

 

(質の向上度) 質を維持している。 

 

(判定理由) 教育研究活動等の報告に関しては、関連ウェブサイトにて、随時、公開してお

り、閲覧可能である。また、本活動報告は、本機構運営委員会資料を通しても公表している

ことから、質を維持していると判断する。 

 

（４）分析項目Ⅳ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に

活用されていること。（施設・設備） 

 

(質の向上度) 質を維持している。 

 

(判定理由) 当推進機構の本務：「教育における情報通信技術(ICT)の利用を広い意味でのｅラ

ーニング化の促進、すなわち、教育内容や研究成果のデジタルコンテンツ化と捉え、効率的

で教育効果の高い再利用可能な大学の資産として蓄積することを実践する」ために必要な機
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材及び、施設環境の整備・提供は実践できており、有効活用されている。 

さらに、各職員が自己研鑽し、職務遂行にあたるために十分な教育環境を提供し、日々の自

己学習も進んでいることから、質を維持していると判断する。 


