
湘南工科大学の現状と修学上の留意点 

工学部長 木枝暢夫 

平成30年度地区別懇談会全体説明（180916） 

・教育の方針とその成果 
・成績表の見方と対応 
・様々な学生支援の仕組み 



新入生アンケート：大学進学の理由 

回答は
３つまで
選択可 

回答率％ 

明確な目的意識を持たずに
大学に入学する学生が増え
ている． 



湘南工科大学の教育目標 

協働的な学び 
社会人基礎力 

技術力の基本 

社会に貢献する
新世代の技術者 

深める力 

つなげる
力 

伝える力 

高める力 進める力 

受けとる
力 

知識・理解 

技術・活用 

特に重視 

卒業までに、 
身につけるべき 
伸ばすべき力 

社会人基礎力を伸ばす授業
スタイルを積極的に取り入れ
ているところが特徴 



 主な内容 

• 教育方法の改善 

• 授業の出欠管理の厳格化・SAMSの活用 

• 授業外学修を促す取り組み・Moodleの活用 

• アクティブラーニングの積極的導入・教員研修 

• 学生生活環境の改善 

• 大学食堂のリニューアル・0円朝食 

• 共有スペースやトイレ等の改修 

• 学内完全禁煙 

• 学生支援施策の強化 

• 就職アドバイザー制度・学内企業説明会の充実 

• インターンシップ・資格取得支援 

• SITポートフォリオ導入・修学支援センター開設 

2013年度から実施してきた様々な改革 



授業出欠状況の把握と共有 

・教員には授業後1週間以内のデータ入力を求める． 

・各週の出席率が50%以下の学生を教職員に連絡． 

・CC教員・卒研指導教員による担当学生のフォロー． 

・保護者もWebからの確認が可能に． 

・IC学生証による出欠確認 

・Web上で出欠状況を随時
見ることができる 

※欠席が５回を超えると，
成績評価の対象外 



教員特別研修の概要 

・第1期2014：教員31名（新任1名）職員10名 

・第2期2015：教員11名（新任2名）職員5名 

・第3期2016：教員20名（新任4名）職員3名 
          附属高校教員7名 

・第4期2017：教員13名（新任5名）職員3名 

 ※年8日の全体研修＋授業参観＆振り返り2回 

 ※まず、教員自身がアクティブラーナーに 

 ※”teach”ではなく”coach” 傾聴  Yes, and･･･ 

 ※多種多様なアイスブレイクやチーム作りの手法も 

教職員の意識と学内の雰囲気が変わった 



2017年度からの新カリキュラム 

主体的な学びの基盤づくり 

専門的知識と技術の修得 

社会人の常識と基本技能の修得 

「何を学ぶか？」よりも 「どのように学ぶか？」 が大切 

・自分から意欲的に 

・他者と協働しながら 
学び続ける姿勢と習慣 



私が皆さんに望みたいこと 

常にメンバーシップを意識する 

・ただ、出席して、話を聴き、ノートを取る。 

・とにかく単位さえ取れればそれでよい。 

・自分なりの目的意識をもって授業に臨む。 

・他の学生と学び合い、共に成長する。 

・授業をよりよくする働きかけや行動ができる。 

たとえば、授業を受けるときの態度 

ではなくて・・・ 

新入生ガイダンスのスライドから 



共通基盤ワークショップ１A・１B 

※1年次全学科必修、月曜1・2時限目、各クラス40名 

※全14テーマ：ロボット、宇宙、エネルギー、自動車、
デザイン、社会、経済、教育、スポーツ、・・・ 

※目的は共通：湘南工大での学びの基盤をつくる 



学生は社会人基礎力の伸びを感じている 

1年生に実施した社会人基礎力自己評価(5段階)の平均値 



共通基盤ワークショップ2Ａ・2Ｂ 

※2年次全学科必修、月曜3・4時限目、各クラス約25名 

※社会と自身のキャリアを意識したPBL型の活動をおこなう 

※企業とコラボするテーマから基礎的なものまで多様な設定 

2018年度前学期開講テーマ例 2018年度後学期開講テーマ例 

機械創造設計製作プロジェクト 受動歩行ロボット設計製作プロジェクト 

IoTキッチンプロジェクト ものづくりプロジェクト 

ETロボコンプロジェクト 数学発見プロジェクト 

３Dゲーム制作プロジェクト ﾈｵ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄプロジェクト 

パソコン講座テキスト作成プロジェクト ふじさわ産官学連携アプリプロジェクト 

ガーデンプロジェクト 辻堂ランチマッププロジェクト 

光の表現プロジェクト 新商品開発プロジェクト 

健康〇〇プロジェクト 健康〇〇プロジェクト 

松稜祭イベント企画プロジェクト 松稜祭イベント企画プロジェクト 



本学の授業システムと履修方法 

• 各学年，前学期と後学期の２期制． 

• 各学期，16週の授業期間（試験等を含む）． 

• 授業は１時限90分，週1回が基本． 

※実験・実習は2時限連続が原則． 

• 1学期・1科目あたり2単位修得． 

※スポーツ、ICT基礎は1単位．他も例外あり． 

• １学期の履修科目数に上限（CAP）がある． 

※集中講義や教職科目を除き20単位まで． 

• 各学期に，学生が自分に必要な科目を選んで，
時間割を組む． 

  ※必修科目は指定年次・学期に履修する． 



１時限 ２時限 ３時限 ４時限 

月 共通基盤WS１A 人間環境学実験１ 

火 無機化学 ICT基礎 

水 文化をはぐくむ 修学基礎 中国文化言語 文章作成法 

木 データ解析 数理基礎 技術者倫理 英語 

金 
社会連携 
講座（１） 

社会連携 
講座（２） 

人間環境学
入門 

スポーツ 

たとえば人間環境学科１年生の前学期時間割 

赤字：全学科共通必修科目・黒字：学科専門必修科目 

青字：選択科目はCAP20の場合１つだけ履修できる 

※空き時間を、どう活用するかが大切 



なぜCAPを20単位にしたのか？ 

※卒業に必要な単位数＝124単位以上 

卒業 入学 

20 40 60 80 100 120 125 130 

1年前学期 2016年度 2017年度 

出席率 86% 93% 

20単位以上修得率 62% 82% 

 →低学年で授業外学修時間が十分にとれる 

 →余裕のある学生は各種の課外自主活動を 

 →学生は単位を落とせない気持ちが強くなる 

 →教員はしっかり学修させる必要性が高まる 



成績通知表をどう読むか？ 

• ポイントその１ 
• 修得単位数：右下部の別表，右列の数値 

 

• ポイントその２ 
• GPA：右一番下の３つの枠に示された数値 

• 最高点は4.0 3.0以上だとCAPの緩和措置も 

 

• ポイントその３ 
• 各授業科目の評価と修得年度・学期 

• 評価は認・A・B・C・D・未のいずれか 

• Dと未は不合格で単位は修得できない 

• 「未」は多くの場合，出席不足によるもの 

GPAは2.0が標準的な評価 

5回以上の欠席 



前学期終了時点の修得単位数を確認 

0 20 40 60 80 100 120 

※１つの学期に履修できる授業は20単位まで 

１年前学期 

２年前学期 

※３年次終了までに100単位以上修得していないと，
卒業研究・演習が履修できず，留年となります． 

※卒業には，124単位以上が必要です． 

※その他、各分野に必修科目が多く設定されています． 

修得単位数 

３年前学期 



2018年度２年生前学期単位修得状況 

修得単位数 

人
数 

2年次前学期までの修得単位数が50単位に
満たないと，すでに4年間での卒業は難しい
状況となっている． 

早急に対策を話し合う必要がある． 



学生を支援・活性化する色々な仕組み 

CC制度 
（少人数担任制） 

修学支援 
センター 

ICT学修支援
システム 

SIT女子会 

0円朝食 

SITチャレンジ 

資格取得 
課外講座 学科横断型 

学修プログラム 

インターンシップ 学修に余裕のある学生は，積
極的に課外の活動に取り組
んでほしい 



コミュニケーションサークル（CC）制度 

・１年生を小グループにして，担当の教員を配置する． 

・履修などの相談や，各種連絡・指導をおこなう． 

  ※2016年度1年生からｅ－ポートフォリオを導入 

※保護者の皆様とのコミュニケーションも構築したい． 

卒業研究配属
されるまでは，
CC担当教員が
継続して 
フォローする． 



修学支援センター（SITガクラボ） 

• 高校までの学習に抜けているところがある 

• それが原因で大学の授業が十分に理解できていない 

 →その結果、落としてしまった単位がある 

 →何とか単位は取れていても、先々が不安 

• そういった学生には、ぜひ利用してほしい 

• 毎週月曜と水曜の10:40～17:40にオープン 

• 講師の吉田先生は学習支援専門塾からの派遣 

• いきなり行くことが難しければメールで連絡 

• 後学期ガイダンスで招待状を渡す予定です 



学科横断型学修プログラム（2018年度開始） 

学科の枠を超えて 

興味のある技術を 

より広く深く学ぶ 

意欲的な学生への 

特別なプログラム 

2年生38名が登録 

ロボティクス 先進ロボット研究センター 

次世代 
３Dメディア 

次世代３Dセンター 

※CAP外で4単位まで他学科専門科目の履修ができる 
※2年次から研究活動の指導を受けることができる 



資格講座などの実施状況 

  2015前 2015後 2016前 2016後 2017前 2017後 

ＩＴパスポート 41 21 10 17 18 7 

MOS:Word 26 19 6 11 11 5 

MOS:Excel 27 21 9 15 12 4 

簿記3級  - 18  - 6 - 0 

海外語学研修 5 2 5 5 2 - 

教職 1年次 2年次 3年次 4年次 免許取得 教職就職 

2014 96 33 24 12 13 6 

2015 62 27 17 20 15 5 

2016 55 30 14 13 12 5 

2017 58 25 13 11  11 5 

2018 58 22 12 12 

インターンシップ：2015年68名；2016年83名；2017年54名 



SITチャレンジ2017年度実績 

企 画 名 指導 助成 執行 

鳥人間コンテスト選手権大会出場 北洞 54 51 

マイコンカーラリー大会出場 高橋 61 61 

藤沢市アートスペース展示計画 中尾 50 50 

SITライトアッププロジェクト 森井 80 76 

                特別合計 245 238 

TRON SHOW2017への出展 HCGシンポジュ―ム2017での発表と参加 

国際会議ICCE-TWへの参加と発表I 国際会議ICCE-TWへの参加と発表II 

ACM国際大学対抗プログラミングコンテスト
参加 

湘南工科大学と湘南地域をつなぐ学生発
のファッションブランド 

インタラクションシステムを用いたエンタテイメ
ントの実施 

アーク放電加熱式ボイラー熱源部の研究・
開発 

ICD/CPSY/CAS研究会 学生・若手研
究会へ運営としての参加とポスター発表 

国際航空宇宙会議(IAC2017)での宇宙
エレベータ技術の講演発表 



キャリア支援のための仕組み 

• 3年次前学期必修科目：キャリア形成 

• 自己理解を深め，後学期の進路研究受講から実
際の進路決定に繋げるための準備をおこなう． 

• 3年次後学期必修科目：進路研究 

• 就職課が中心になり，企業研究，エントリー
シート対策，面接対策，などを実施する． 

手厚い就活サポート体制 

• 学内企業説明会の充実 

• 合同13回437社、単独118社（2017年度実績） 

• 全内定者のおよそ70%が学内説明会参加企業 

• 各学科専任の就職アドバイザー制度 

就職支援の体制は，他大学と
比較しても，とても充実したも
のといえる 



学内合同企業説明会の様子 



進路状況の年度別内訳 

卒
業
年
度 

人数 

卒業はしても就職活動をせず
に進路未定の学生が毎年必
ずでてしまうことが，大きな問
題になっている． 



学科別進路状況（職種別）2018.3卒 

人数 



卒業生アンケート：大学生時代に身についた力 

2014.4入学2018.3卒業者対象 



これらの力は主に何によって身についたか 

2014.4入学2018.3卒業者対象 



入学時と卒業時の比較から見る成長度 

必要な情報を集めることができる メモを取ることができる 

自分の意見をわかりやすく説明できる 文書を書くことが得意である 

2014.4入学2018.3卒業者対象 



入学時と卒業時の比較から見る成長度 

集団の中で自分の役割を見つけられる 積極的に自分の意見が言える 

計画を立てて実行することができる 失敗の原因を振り返ることができる 

2014.4入学2018.3卒業者対象 



おわりに 

せっかく，湘南工科大学に入学した以上は： 

 ・特色ある教育と学修支援の体制を上手に活用し 

 ・話し合える仲間や信頼できる教職員を増やし 

 ・目の前のやるべきことに主体的に取り組み 

 ・社会人基礎力と専門の知識と技術を身につけ 

 ・それらを生かして活躍できる場を見つけてほしい 

 

そのためには，皆様のご理解とサポートが大切です． 

 今後も大学教職員との間での 
  適切なコミュニケーションをお願いいたします 


