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　御承知のように、2010年 4月に、これまでの総合教育研究室と情報メディア教育センターが統合され、新しく高等

教育推進センターが発足し、それから１年半が経ちました。設置当初から、高等教育推進センターは、「教育力向上（ＦＤ）

に関する全学的方針の立案及びその方策の推進」と「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した教育の開発・支援及び教育環

境の整備・充実」を、重要な事業として掲げ、その活動をご理解いただくため、FD Newsletter、ICT Newsletter、をそ

れぞれ発行し、学内を中心に情報発信を行って参りました。

　そうした中で、例えば、調査をWebで行ったり、LUNAのアンケート機能を使って教育力向上に努める活動を通して、

FDと ICTとが、お互いに連携・協働することにより、本センターの目的である「教育力を強化し、教育の質を高める

ことにより、本学の教育の一層の充実・発展に寄与する」ことになるのではないか、という思いも、一層強くなりました。

　このような認識に立ち、このたびそれぞれのNewsletter を統合し、新たに「高等教育推進センター ニュースレター」

を発行する運びとなりました。今まで以上にみなさまにとって、より有機的で有益な情報発信を心がけていきたいと思

います。今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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新しいニュースレターの発行にあたって
高等教育推進センター副長　原田　剛
(高等教育推進センターニュースレター編集長)

新規情報

第１回ＳＤ講演会 を下記の通り開催しました。

日　時：11月 24日（木）17時 00分～19時 00分
場　所：関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス

大学図書館地下1階　図書館ホール　　

テーマ：「事務」職員から「大学」職員へ
講　師：福島　一政 氏（大学行政管理学

会元会長・愛媛大学監事・愛知東

邦大学理事他）

対　象：大学職員の未来や人材育成に関
心のある大学・短期大学の教職員

講演の概要については次号に掲載の予定です。

第２回FＤ講演会 を下記の通り開催します。

日　時：12月 8日（木）15時 10分～17時 00分
（受付：14時 40分～）

場　所：関西学院会館２階レセプションホール　風の間

テーマ：大学改革と教職協働
～教員はこれにどう関わるべきか～

講　師：山本　眞一 氏（広島大学高等教育研究開発センター
長・教授）

対　象：大学・短期大学の教職員

問い合わせ先：内線３１３１３（担当：中村、上田）

◆学生による秋学期の「授業に関する調査」について
全ての授業科目を対象とした、学生による「授業に関する調査」を秋学期は以下の日程で実施致しますので、ご協力
をよろしく御願いいたします。

実施日：12 月 6日（火）～ 12 月 12 日（月）　［予備日：12 月 13 日（火）～ 12 月 19 日（月）］

2011 年度春学期の「授業に関する調査」にご協力いただきましてありがとうございました。

秋学期も引き続き教職員のご理解とご協力をよろしく御願いいたします。
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◆ FDワークショップの開催

ワークショップ「大学教員のための『講義方法基礎の基礎』」

を、関西地区 FD連絡協議会と共催で以下の通り開催しま

した。

日時：2011 年 8月 8日（月）～ 10日（水）
場所：西宮上ケ原キャンパス　G号館 326 教室
講師：倉茂 好匡 氏（滋賀県立大学環境科学部教授・

教育実践支援室長）

【プログラム】
1日目：講義「授業の基本①－基本の基本」

ワークショップ「授業の基本技術を身につ

けよう」

2 日目：講義「授業の基本②－学生の興味をひきつ
けよう」

ワークショップ「教材研究」

講義「授業の基本③－視聴覚教材の効果的

利用法」

3 日目：講義「授業の基本④－発問と宿題」
グループワーク「授業の完成」

授業発表会

本学の教員、大学院生、関西地区 FD連絡協会加盟校か

ら計 14名の参加がありました。

また、3日間（16 時間 50 分）のワークショップ全日

程出席者には、本センターから修了証が授与されました。

受講者のアンケート結果は以下の通りです。

■ このワークショップを何で知りましたか。（複数解答

含む）

案内文書：7人、関西FD連絡協議会のホームページ：1人、

ポスター/掲示：2人、関西学院大学のホームページ：0人、

教員からの紹介：4人、知人等からの紹介：1人

■参加者からの声

・自分のしゃべりに対しての批判がうかがえた。

・「発問」が、学生の理解度、確認だけでなく、目的に

よって様々な役割を持つことに気づかされた。

・講義を聞くだけでなく、実際に自分たちで実践する

ことによって具体的な知識、スキルを身につけやす

かった。

・具体的な事例、実習を通して学べたのがよかった。

・一つひとつの項目について「何故、このように教え

るのか」という理由がわかった。

・授業をどのように展開するかということが一番参考

になった。

・発声、立ち位置、板書方法といった基本的なことから、

授業展開や発問の仕方など授業に関するすべてが勉

強になった。

◆２０１１年度秋学期　マルチメディア講習会◆

秋学期の開始を前にして、マルチメディア実習室の専

用機材を利用しながら、映像制作の基本的な流れや、撮影

のテクニックなどを習得することのできるマルチメディア

講習会を下記の通り開催いたしました。

【日　程】

① 9月 12日（月）13：00～ 17：00

② 9月 14日（水）13：00～ 17：00  （各回同内容）

【場　所】

西宮上ケ原キャンパス　情報メディア棟Ｂ１Ｆ  第

２ＰＣ教室（マルチメディア開発室）

【内　容】

・映像制作の流れ

・マルチメディア開発室の利用について

・スタジオ設備の概要と撮影テクニック

【講　師】水野五郎氏（映像テクニカル・プロデューサー）

【対象者】本学学生　（各回定員：８名）

教学WEB を通じて募集を開始した 8月 23 日より様々

な学部から学生の応募が多数寄せられ、すぐに予定してい

た定員に達するなど関心の高さが伺えました。

講習会では講師の実体験を交えたプロの現場での映像制

作の流れや、youtube やビデオカメラの進化など近年の映

像制作をとりまく環境の変化を踏まえた現状について、ま

た学生が製作した映像作品の紹介などがありました。

◆ FDワークショップの開催
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◆LUNA「教授者－学習者支援システム」操作講習会◆

LUNAの基本的な利用の流れや操作方法、簡単な教材の

掲載方法を習得することのできる LUNAの操作講習会（入

門編）を下記の通り開催いたしました。講習会では初めに

講師より LUNA 全体の画面構成や利用についての注意事

項等、基本的な事柄について説明があった後、学生の立場

での画面操作やテストや課題の体験、教員の立場での課題

の掲載方法について実習を行いました。実施後のアンケー

トでは受講者から、学生の立場からの画面操作を体験する

ことができてよかった、様々な機能についてもっと知りた

いと思ったといった感想が寄せられました。

【日　程】
① 9月 7日（水）13：30～ 15：00　　

② 9月 13日（火）9：00～ 10：30　

③ 9月 14日（水）9：00～ 10：30

【場　所】

①、②西宮上ケ原キャンパス メディア・研究棟　

第５PC教室

③神戸三田キャンパス Ⅵ号館２階２０３教室

【内　容】

・LUNA利用の流れ

・科目ページなどの基本的な操作

・利用上の基本的な注意事項

・基本的な教材の掲載方法

【対象者】教職員

◆卒業生調査の実施について

関西学院大学では、今後の関西学院大学が進むべき

道筋を考える重要なヒントを得たい、同窓生からのヒ

アリングを通して在学生教育の有り方やスクールモッ

トーの建設的検証を常時行うべきである、という観点

から、1999 年、2005 年と、卒業生に対する調査を行っ

ており、2011 年度は第 3回の実施となりました。

今回の質問項目については、過去２回の質問項目を

ベースに見直しを行い、次の３つの観点でまとめまし

た。

①教育効果を測定する

②卒業生による大学の評価を把握する

③同窓向けサービスの改善点を把握する

調査は、８～９月に実施し、6,815 名の卒業生に調査

票を送付し、約 2,000 名の方から、コメントも含めて

回答を頂きました。回答いただいた内容を分析し、今

後の関西学院大学の施策検討等に活用できるようまと

める予定です。

報告書は来年４月頃の発行となる予定ですが、分析結

果については、学外にも発信する予定としております。

◆ iPhone/iPad アプリ「K.G.U.」の配付再開◆

高等教育推進センターは、iTunes Store/App Store に

て iPhone/iPad アプリ「K.G.U.」の配付を 9月 28 日よ

り再開しました。

「K.G.U.」は、もともと本学卒業生の耿志臣（こいし

おみ）さんが 2010 年の在学中に開発したものです。

2011 年 6月末で開発・配布ライセンスが期限を迎えて

いましたが、利用者が多く、これまで 6,000 件に及ぶ

ダウンロードが記録されていることから、耿さんの善意

で高等教育推進センターが開発・配布ライセンスを引き

継ぐこととなりました。

※「K.G.U.」は学生教職員が関西学院大学のメール、

LUNAや事務室からのお知らせ（休講や補講など）などに

容易にアクセスできるように開発された iPhone/iPad アプ

リです。 

◆ iPhone アプリ「KGPortal」の開発・配布◆

高等教育推進センターは、センター指定研究で開発

した独自の iPhone アプリ「KGPotal」を 10 月 8 日か

ら iTunes Store/App Store で無償配布を始めました。

今回リリースした「KGPortal」は、個人の時間割の確

認や、休講・補講・教室変更の確認、成績の参照といっ

た教学Web の情報や、キャンパスマップやバスの時刻

表 ( シャトルバス・阪急バス・神姫バス ) が一目でわか

るようになっているほか、教学Web や LUNA、Web メー

ルへアクセスも容易に行えます。

また、センターの指定研究として取り組んでいるた

め、ソフトウェアパッケージの購入では対応が難しい

機能や情報を、学生・利用者の視点で盛り込んだアプ

◆卒業生調査の実施について

◆ iPhone/iPad アプリ「K.G.U.」の配付再開◆

◆ iPhone アプリ「KGPortal」の開発・配布◆
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発行：関西学院大学高等教育推進センター

〒 662-8501　西宮市上ケ原一番町 1-155

TEL：0798-54-7420

FAX：0798-54-7421

http://www.kwansei.ac.jp/cerphe/index.html

リとなっています。
なお、公開開始から 1ヶ月半で、3,000 ダウンロー
ドが記録されています。
今後は、iPad や Android への対応や更なる機能追加
などバージョンアップも予定しています。

主な機能は次の通りです。
・時間割の確認
・成績の確認
・休講、補講、教室変更の確認
・キャンパスマップや大学へのアクセス
・登下校に使用するバスの時刻表
・大学ホームページのニュース・お知らせ一覧
・LUNA・教学Web・Web メールへの自動ログイン

ご意見、ご感想、情報等をお寄せ下さい。寄稿も歓迎致し

ます。☞ HighEdu@kwansei.ac.jp

◆ LUNAのバージョンアップについて
８月２０日より SP(サービスパック）６が適用されて

おります。この適用に伴い変更された主な点は、以下の

通りです。

①推奨環境の変更

新たに InternetExplorer9 と Google の Chrome に対

応しました。

②時間制限付きテスト機能の追加

テストを作成する際にタイマーを設定すると時間を

制限した形での実施が可能になりました。

学生が受ける際にはテスト終了までの残り時間が表

示されます。

③不具合の解消

なお、ご迷惑をおかけしておりました「お知らせの

通知メールが送信されない」不具合については９月

１９日に解消されました。

★高等教育推進センター事務室移転しました★
8 月 23 日から第 4別館の２Ｆに移転しました。以前よ

り事務室のスペースは狭くなりましたが、センター長以

下、「教育力を強化し、教育の質を高めることにより、

本学の教育の一層の充実・発展に寄与する」ことを目的

として、日々業務に邁進しています。

　　⇧新設のＬＵＮＡに関する相談のスペース⇧

ＬＵＮＡの操作方法等についてわからないことがあれ

ば、お気軽にお立ち寄り下さい。
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