
第 1 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：2011 年 4 月 6 日（水）17:00～18:30 

場所：学科会議室 

出席者：清水，鵜飼，渡邉，半井，及川，伊藤，松本，金井．蔡，鵜﨑 

議事録担当：鵜﨑 

 

次回日時：2011 年 5 月 11 日（水）17:00 

 

議事 

■3 年次編入生単位個別認定について（松本） 

2011 年度 3 年次編入生の単位個別認定について審議され，了承された． 

 

■計画停電に関わる学年暦の選択について（鵜崎） 

・現段階では通常通りの（1）案に従うこととするが，夏季休暇が前倒しとなる（2）案に

移行する予定である．計画停電について，JABEE 関連で学生実験と計画停電が重なった場

合，土曜日に振替ることも認めるが，極力避けてほしい旨，学科に伝えた． 

 

■桐生高校 SSH について（金井） 

本年度は、流域研究室で担当することとなった． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■技術者像と学習・教育到達目標：前年度の取り組みで問題無く教育改善活動が実施でき

ていたことが確認され，本年度も前年度同様の取り組みを行っていくこととした（渡邉）． 

 

【Do】議題 

■3 年次編入生単位個別認定について（松本） 

2011 年度 3 年次編入生の単位個別認定について審議を行い，以下の通り決定した． 

・単位個別認定の対応について基本的な方針が了承された． 

・編入生に対する卒業要件について，「学科で取り決めた科目の履修を行わなければならな

い」旨の文言を追加することとした． 

■2，3 年生の自己診断シートの回収・点検と再配布を依頼した（伊藤）． 

■卒業予定者からの自己診断シートの回収・点検を依頼した（伊藤）． 

■新入生アンケートの実施・回収を依頼した（鵜﨑）． 



 

【Check】議題 

■前期シラバスの点検をシラバス担当教員に依頼した（鵜崎）． 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：2011 年 5 月 11 日（水）17:08～18:50 

場所：学科会議室 

出席者：清水，鵜飼，渡邉，半井，及川，伊藤，松本，李，鵜﨑 

議事録担当：鵜﨑 

 

次回日時：2011 年 6 月 1 日（水）17:00 

 

議事 

■編入生の単位認定に伴う科目代替え処置について（鵜崎） 

他学科では編入生の単位認定に伴って受講指導をした科目の履修が困難な場合，再履修

科目等で代替えする旨，新たに教務委員会に申請し，承認されることで単位認定を認める

ことができる旨，学科に周知した． 

 

■学業成績報告書の評価欄における「Ｄ」と「Ｘ」の取り扱いについて（鵜崎） 

平成 22 年度入学生から再試験制度が廃止となる．これにともなって D 評価と X 評価の

区別がなくなるが，X は成績報告書の評価欄の空白を避けるための記号とみなす旨，学科に

周知した． 

 

■大学院教務委員会報告（清水） 

○将来構想委員会報告 

 将来構想委員会の審議内容に関して報告をした． 

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

○第 1 回大学院教務委員会報告と審議                    

１．東北地方太平洋沖地震に伴う学生ボランティア活動のための修学上の配慮 

２．カレッジ TOEIC の実施（6/18 土） 

３．大学院前期定員と 大合格者数について確認を行った． 

４．推薦入試について 

 日程と面接者の確認を行った． 

５．一般入試について 

日程と問題作成者・監督者の確認を行った． 

 

■工学部後援会について（渡邉） 

6 月 11 日に実施される後援会について連絡と協力依頼なされた． 

 



■1 年生研修について（渡邉） 

6 月 18 日に実施予定の 1 年生研修の概要が報告された． 

 

■鍵の交換について（渡邉） 

7 号館の鍵交換に関して報告がなされた． 

 

■退学・休学届（渡邉） 

休学や退学届の書類作成に関する注意について報告された． 

 

■防災について（渡邉） 

加熱機器使用にあたっての注意喚起がなされた． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■特になし 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録 【外部用】 

 

日時：6 月 1 日（水） 17:00～19:00 

場所：学科会議室 

参加者：鵜飼，清水，渡邊，若井，半井，及川，伊藤，李，蔡，鵜崎 

 

■施設整備について（半井） 

■広報委からの連絡事項（若井） 

■卒業生への質問・授業改善アンケート（李） 

■FLC，国際協力・学生支援委からの報告事項（及川） 

■教務委からの報告事項（鵜崎） 

■金井先生からの連絡事項（及川） 

■後援会に関する連絡事項（渡邊） 

 

次回：6/10（金）午後（編入生入試後） 

 

議事 

■施設・防災環境安全小委員会（半井） 

・概算・営繕の順位について，学科としての考え方を整理した． 

 

■広報委からの連絡事項（若井） 

・夏季の群馬ちびっこ大学の担当研究室を決定した． 

・10 月の学園祭時期のテクノドリームツアーの担当研究室を決定した． 

・7 月 30 日および 31 日の工学部オープンキャンパスに関しては，例年と同様に，５研究

室すべてがその対応に当たることが確認された． 

 

■FLC 委からの報告事項（及川） 

・FLC 生の継続について 

現在の FLC 生４名について，今年度も「継続」の旨が確認・了承された． 

 

・研究テーママッチング講座の実施方法， 

 ２年 FLC 生のノルマである標記の件について，下記の方法で実施する旨が確認された． 

実施方法は以下の通りである． 

 6 つの研究室について，FLC 生が自ら教員にアポイントをとったうえでインタビューを

行うことにより研究内容を把握することのみならず，その研究室に所属する 4 年生や大学

院生へのインタビューによりその研究室の研究環境や雰囲気についても把握する．その結



果は，報告書として取りまとめ，FLC 担当教員へ提出する． 

 

・FLC３年生の研究室の仮配属と本配属について 

配属先教員および学生当人のモチベーションの観点，さらには広報戦略的な観点も踏ま

えた議論がなされ，具体のルールとしては「特段の問題が生じない限りは原則的には，２

年後期から卒業まで同じ研究室にそのまま配属される．ただし，FLC を途中で脱落した学

生は通常の仮配属および本配属のルールに従うことになる．」というルールとすることが確

認された． 

 

■国際協力・学生支援委員会（及川） 

・学部学生の異動 

今年３月末以降の退学者・休学者の情報を確認した． 

 

・欠席調査の科目 

前期２科目，後期２科目で実施する旨が確認された． 

 

・公募「平成 23 年度大学の世界展開力強化事業」 

詳細資料の必要な方は国際協力・学生支援委員へご連絡下さい． 

 

・学習支援ピアサポート 

学習に関するより手厚いケアが必要な学生に対して，この「学習支援ピアサポート」を

利用することができる旨を紹介． 

 

・カルト系団体に注意 

「ボランティア等への勧誘」を糸口にしたケースが多発しているとのことで，学生への

注意喚起をお願いします． 

 

・大学間および学部間交流協定に基づく交換留学生 

当学科は１名の受入となる． 

 

■教務委からの報告ならびに審議事項（鵜崎） 

・H22 年度入学生から再試験制度が廃止されることに伴って，学業成績報告書の「D」と「X」

評価の取扱いを確認した．「D」評価は原則再履修となることを確認した． 

 

・H24 年度の工学部英語の 1 年次移行に伴う開講時間帯調整案について，検討を行った． 

 



■入試委員会（金井）（代理：及川） 

（１）前期日程 2 次試験の科目について 

学務係より，標記の件の取扱について照会があり，これに対して広報・入試 WG での議

論を踏まえ返答した旨が報告された．（入試に関する内容のため詳細は非公開） 

 

（２）平成 25 年度入試の変更有無ついて 

学務係より，標記の件の取扱について照会があり，これに対して広報・入試 WG での議

論を踏まえ返答した旨が報告された．（入試に関する内容のため詳細は非公開） 

 

（３）H24 年度版学科パンフレットについて 

例年の使用状況に鑑みて，今年度は 4,000 部を印刷したい旨が提案され，これが了承され

た． 

 

（４）3 年次編入学試験の出願状況 

出願状況について報告が為された． 

 

■後援会に関する連絡事項（渡邊） 

6/11 に開催される後援会での学科見学会スケジュールと内容について報告があった．ま

た，出席予定者は事務へ予め申し出る旨の依頼があった． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■教育関係の外部資金申請計画を審議した（渡邉）． 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■授業評価アンケートを実施する旨，周知した（李）． 

■卒業生への質問・授業改善アンケート（李） 

・卒業生アンケートの実施および草案作成について報告をした． 

・授業改善アンケートの実施および対象科目について報告をした． 

 

【Action】議題 

■特になし 



第 4 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：7 月 6 日（水） 17:00～18：30 

場所：学科会議室 

参加者：鵜飼，清水，渡邊，及川，伊藤，金井，松本，鵜崎 

 

■大学院教務委員より検討事項（清水）  

■広報委員より検討事項（金井） 

■7,8 月の JABEE 関連の教育改善活動についての確認（鵜崎） 

■学生支援委員より連絡事項（及川） 

■専攻長より連絡事項（渡邊） 

■将来構想委員（清水） 

 

議事 

■大学院教務委員より検討事項（清水）  

・推薦入試 

報告事項：大学院推薦入試において書類審査，面接試験を行った結果について確認を行っ

た． 

 

■広報委員より検討事項（金井） 

工学フォーラム 2011 に関して、安心・安全に関する研究の照会があり、本学科教員が行

っている防災・環境分野の研究テーマを報告することにした． 

 

■学生支援委員より連絡事項（及川） 

・ホームカミングデー 

本年も卒業生との交流を目的としたホームカミングデーが企画されている．例年と異なる

ポイントは，「開催日は 10 月 15 日（学園祭のなか日）」，「各研究室で 20 名ほど（教職員，

4 年生，卒業生）の人員確保と事前登録」とのこと． 

 

・ショートステイ・ショートビジットの追加募集 

７月中に追加募集がある見込み． 

 

・ベトナム国ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム 

本学から現在は機会システム工学科のみが参加している状況だが，従来通り本学科は本

プログラムへは参加しない旨が確認された． 

 



・過激派の団体への注意喚起 

群馬県警より「反原発」の名を借りた「過激派」と思われる集会が行われ，学生と思わ

れる若者の参加がみられるので，注意喚起の旨，連絡が入った．ついては，学生への注意

喚起をお願いしたい．なお，当該団体の勧誘活動は「オルグ」との呼称とのこと． 

 

■専攻長より連絡事項（渡邊） 

・屋上防水工事： 

屋上防水工事の実施予定と準備についてお願いと報告があった。 

 

・実験機器用経費の申請： 

実験用機器を申請したことを報告。 

 

・節電対策： 

節電についての協力要請と緊急時の対応方法について説明があった。 

 

・地デジ化への対応： 

地デジ化対応の TV へ更新したことが報告された。 

 

■将来構想委員（清水） 

これまで申請していた設備マスタープランのうち，すべてを工学研究科から学長裁量経

費として申請するとの話が研究科長からあり，社会環境工学実験設備（平成２４年度），大

規模自然災害可視化実験システム（平成２６年度）を専攻から提出した． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■前期期末試験の答案の保管を各担当教官にお願いした．対象については後日回答とした

（鵜崎）． 

 

【Check】議題 

■外部評価委員（科学技術論担当 OB）から，学科の教育や学生に対する意見聴取を行った

（伊藤）． 

 



【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：8 月 25 日（木） 17:30～19：00（学科判定会議後） 

場所：学科会議室 

参加者：渡邊，清水，若井，及川，伊藤，松本，蔡，鵜崎 

 

■屋上工事について（渡邊） 

■ぐんま産学官連携（渡邊） 

■改組について（渡邊） 

 

【外部用】 

■屋上工事について（渡邉） 

屋上の防水工事の開始時期と物品撤去についての確認がなされた． 

 

■ぐんま産学官連携（渡邉） 

 昨年度の産学官連携キャンパスを拡張する方向で「ぐんま産学官連携キャンパス」運営

協議会立ち上げの準備が群馬県県土整備部を中心として県内の土木系大学・高専を含めて

進められていることについて説明がなされた． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■特になし 

 

【Action】議題 

■授業評価アンケートの結果を踏まえた学科の教育システムについての検討は 12月以降に

行うことにした（李）． 

 

 

 



第 6 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：9 月 14 日（水） 17:05～19:15 

場所：学科会議室 

出席者（敬称略）：渡邊，鵜飼，清水，若井，半井，及川，蔡，金井，李，鵜崎 

 

次回 10 月 12 日（水）17:00～ 

 

■学科長からの連絡事項（渡邊） 

■入試委からの審議事項（金井） 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 

■工業力学演習について（若井） 

■空間情報学・設計製図担当人事について（半井） 

■JABEE 審査新基準への対応について（鵜崎） 

 

議事 

■学科長からの連絡事項（渡邊） 

・屋上防水工事 

屋上の防水工事実施に伴う物品の撤去について確認した． 

 

・学科事務室プリンタ 

プリンタを更新することとした． 

 

・ホームカミングデー 

10/15 のホームカミングデーへの協力要請があった． 

 

・電力使用制限の解除 

電力使用制限の解除後の節電への協力が依頼された． 

 

・秋期卒業式 

9/30 実施予定の 9 月期卒業式について説明があった． 

 

・修論・卒論発表日 

修士公聴会を 2/21（火）、卒研発表会を 2/27（月）に行うことを仮決定した． 

 

・群馬産官学連携キャンパス 



協議会設立と参加要請に協力していくことが了承された． 

 

■入試委からの審議事項（金井） 

平成 24 年度入学試験の合否判定基準について審議した． 

 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 

・H24 年度の教養教育科目について，該当教員に本年度からの変更の有無について確認依

頼をした． 

 

・H24 年度の科学技術論の担当教官について，本年度お願いしたお二方でいいか確認した

が，科学技術論自体の扱いも含めて回答期限が年内のため保留となった． 

 

・過年度生の休学への対応について，教務委員会で学務係からその妥当性に関して確認が

あった．本年度，本学科の過年度生に該当する案件なので学科に報告した．再試験制度に

纏わる問題なので，H22 年度以降は減少する案件ではあるものの，本学科の意見を集約し

た． 

 

■工業力学演習について（若井） 

若井が担当してきた「工業力学演習」の担当の交代について議論がなされた。 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■後期シラバスの記入を依頼した（半井）． 

 

【Check】議題 

■JABEE 審査新基準への対応について（鵜崎） 

技術者像と学習・教育到達目標： 

・JABEE の新基準へ対応するため，学習教育到達目標（E）を修正した． 

・JABEE の新基準へ対応するための新たな評価方法について提案し，意見を集約した． 

 

【Action】議題 

■特になし 



第 7 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：10 月 12 日（水） 17:00～19:10 

場所：学科会議室 

出席者：渡邊，鵜飼，清水，若井，及川，伊藤，蔡，金井，李，鵜崎 

 

次回：11/9（水）17:00～ 

 

■9 月 27 日の工学部評価委員会の会議内容について報告（李） 

■推薦入試について（金井） 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 

■2 年担任からの連絡事項（及川） 

■研究室配属に関して（松本） 

■JABEE 審査新基準への対応について（伊藤） 

■学科長からの報告事項（渡邉） 

 

議事 

■推薦入試について（金井） 

・推薦入試の実施方法について確認した． 

 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 

・1‐4 月教務・入試関係行事予定表について，確認依頼を行った． 

・期末試験の監督官の増員について，意見の集約を行った． 

 

■2 年担任からの連絡事項（及川） 

・学修原論の発表会における院生の協力学生の運用方法についての確認が行われた． 

・ＦＬＣ２年生後期からの研究室配属の方法について，昨年と同様に，原則として学生が

希望した研究室に配属される，ということが確認された． 

 

■研究室配属に関して（松本） 

・今年の研究室配属方法は，昨年の方法を踏襲することを確認した． 

 

■JABEE 審査新基準への対応について（伊藤） 

・JABEE の新基準へ対応するための今後の日程の計画を確認した． 

・JABEE の新基準へ対応するための方針を議論した． 

・前回の議論を受けて，学習教育到達目標を再確認した．また，評価方法について再提案



し，議論を行い，提案内容を改善，方針を明確にした． 

 

■学科長からの報告事項（渡邊） 

・研究科長の懇談会参加学生について学生の人選方法を決めた． 

 

・学位審査について 

審査担当者の選定に関して説明があった． 

 

・日本語リテラシー科目の導入 

表記科目の導入に向けた協力依頼があった． 

 

・教務システムの一元管理化 

表記システムの導入の予定について説明があった． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■9 月 27 日の工学部評価委員会の会議内容について報告（李） 

後期の授業改善のためのアンケート（11 月中），学生との懇談会（12 月中），公開授業（11

月中）の予定について報告した． 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 



第 8 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：2011 年 11 月 9 日(水)，17:00～18:15 

場所：専攻会議室 

出席：渡邉・鵜飼・清水・若井・伊藤・及川・李・松本・金井 

欠席：片田・半井・鵜崎・蔡 

 

次回：12/7（水）17:00～ 

 

■研究室配属（松本） 

■評価委員関連（李） 

■大学院教務（清水） 

■入試委員からの連絡事項（金井） 

■FLC（及川） 

■JABEE（伊藤） 

■教務委からの連絡・審議事項（鵜崎←渡邉先生が代理） 

 

議事 

■研究室配属（松本） 

研究室配属について配属方法を決定した． 

 

■大学院教務（清水） 

・教育用設備マスタープランは継続申請している「大規模自然災害可視化実験システム」

を提出． 

・平成 24 年度工学研究科要覧の作成（修正がある場合）について，メールおよび文書観覧

する．今年度から授業科目名の変更が可能であるが，改組に伴う変更もあるので，H24 は

対応しなくてもよい． 

・平成 24 年度非常勤講師の選定をメールにて通知する． 

・平成 24 年度大学院博士前期課程（留学生）と後期課程の冬季入学試験について，志願者

がいる場合は後日連絡するが（出願期日は 12 月始め），行う場合，問題作成と入試業務が

発生する． 

 

■入試委員からの連絡事項（金井） 

推薦入試の出願状況を報告した． 

 

■FLC（及川） 



・「FLC２年生の２年後期からの研究室配属」について，当該学生（２名）が配属を希望す

る研究室の意向を確認したところ，了承が得られたため，希望どおりの研究室へ配属され

ることが決定した． 

 

■JABEE（伊藤） 

卒業研究のシラバスの内容を確認した． 

 

■教務委からの連絡・審議事項（鵜崎←渡邉先生が代理） 

・技術者原論 

来年度の担当教官が学科で承認された． 

・科学技術論 

来年度の実施方法について連絡した． 

・時間割の確認 

来年度の時間割について確認を行った． 

・試験監督について 

試験監督の増員案について，当面の対応を連絡した． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■評価委員関連（李） 

授業改善のためのアンケートと公開授業の実施時期について報告． 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 



第 9 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

場所：学科会議室 

日時：12 月 7 日（水） 16:00～17:15 

出席者：渡邊，鵜飼，清水，若井，及川，蔡，金井，李，伊藤 

 

次回：1/11（水）17:00～ 

 

■設計製図の非常勤講師について（渡邊，教務委代理） 

■桐生タイムスの連載記事の企画（若井，広報） 

■専攻長からの諸連絡（渡邊） 

■入試関連の連絡事項（金井） 

■広報からの連絡事項（金井） 

■授業アンケートについて（李） 

 

議事 

■設計製図の非常勤講師について（渡邊，教務委代理） 

設計製図 I と II の非常勤講師の候補が決定して手続きを進めている旨の報告があった． 

 

■桐生タイムスの連載記事の企画（若井，広報） 

広報室より提案のあった桐生タイムスでの連載企画への執筆協力について一同の賛同を

得た． 

 

■専攻長からの諸連絡（渡邊） 

・工業会への教員への正会員としての参画依頼について説明があった． 

・改組の現状について報告があった． 

・水光熱費余剰金の分配分の用途について了承された． 

・複合コピー機を利用した電子化保存システムについて説明があり，必要に応じて検討を

進めることとした． 

・必要に応じて 12/14 に教室会議を開催する場合がある． 

 

■入試関連の連絡事項（金井） 

・入学試験に関するスケジュールを確認した． 

・1 月 28 日（土）午後に，推薦入試合格者懇談会を開催することを確認した． 

 

■広報からの連絡事項（金井） 



・来年度の工学部案内の内容について確認した． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■授業アンケートについて（李） 

・授業改善のためのアンケートの実施状況と今後の学生との懇談会の実施について報告 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 10 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

場所：学科会議室 

日時：1 月 10 日（火） 17:00～18:45 

出席者：渡邊，若井，半井，及川，松本，鵜崎（敬称略） 

 

次回：2 月 1 日（水）17:00～ 

 

■推薦合格者のガイダンスについて（若井代理←金井） 

■授業改善アンケートの集計結果への対応について（渡邊代理←李） 

■大学院教務委からの連絡事項（渡邊代理←清水） 

■新カリキュラム案について 

■専攻長からの連絡事項（渡邊） 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 

■学務委員からの連絡事項（鵜崎） 

 

議事 

■推薦合格者のガイダンスについて（若井代理←金井） 

 1 月 28 日(土)午後の推薦合格者の入学前ガイダンスの実施にあたり，当日の担当者の人

選方法等について意見交換を行った． 

 

■大学院教務委からの連絡事項（渡邊代理←清水） 

・修士論文の主査/副査一覧を確認した．また，次年度からの主査/副査の選定方法を変更す

ることとした． 

 

・TA 推薦依頼について説明があった． 

 

■新カリキュラム案について 

新カリキュラム案の状況に関して専攻長から報告がなされた． 

 

■専攻長からの連絡事項（渡邊） 

・コピー機の機能利用による電子化について紹介がなされた． 

 

・個人調書の作成と期限までの提出について説明と依頼がなされた． 

 

■教務委員からの連絡事項（鵜崎） 



 日本語リテラシー（学士力育成）授業科目について，平成２５年度から全学で開講する

こと，ならびに現段階で決定されている内容について連絡した． 

 

■学務委員からの連絡事項（鵜崎） 

 JABEE 継続審査への対応について，今後各教員に作業分担などの依頼がある旨，連絡を

行なった． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■卒業生アンケート（渡邊代理←李） 

・卒業生アンケートの実施内容について審議した． 

 

■授業改善アンケートの集計結果への対応について（渡邊代理←李） 

・学生との懇談会は例年どおりの形式で行うこととした． 

 

【Action】議題 

■特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 11 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：2/1（水） 17:00～18:30 

場所：学科会議室 

出席者：渡邊，鵜飼，清水，若井，松本，蔡，李，鵜﨑 

 

次回：2 月 8 日（水）17：00～ 

 

■JABEE 審査に関する審議事項（伊藤） 

■専攻長からの審議・連絡事項（渡邊） 

■学生との懇談会（李） 

 

議事 

■JABEE 審査に関する審議事項（伊藤） 

・学習教育到達目標の A～C の評価を再確認し，目標水準がシラバスへ明記され 

ていることを全教員が再確認すること，これを改めて全教員に周知すること，明 

記されていることを教員等で確認すること，とした． 

 

・学習教育到達目標の A～C の評価に関連し，全教員は改めて２級試験のレベル 

を確認すること，シラバスの記載内容とは別に，各科目の水準を客観的かつ簡潔 

に示す内容を（従来の口頭説明に加えて）文書化しておくこと，とした． 

 

・学習教育到達目標の D～G の評価方法を改めて確認し，審議した．次回，継続 

審議．新しい評価方法は順次試行しながら改善をはかっていく． 

 

■専攻長からの審議・連絡事項（渡邊） 

・留学生に関する審議事項 

マレーシア政府派遣留学生について審議した． 

 

・卒論・修論発表会に関する連絡事項 

卒論発表会および修論発表会における部外者の扱いについて説明がなされ了承された． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■特になし 



 

【Do】議題 

■JABEE 審査に関する審議事項（伊藤） 

・自己診断シートを回収し，点検する． 

 

【Check】議題 

■後期期末試験の答案等の回収と保管を指示した（鵜崎）． 

 

【Action】議題 

■学生との懇談会（李） 

・2 月 6 日 12 時から会議室で懇談会を開催する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 12 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

場所：学科会議室 

日時： 2 月 8 日（水） 17：00～19：55 

出席者：渡邊，及川，李，松本，蔡，金井，鵜崎（敬称略） 

 

次回：3/7（水）17：00～ 

 

■学生との懇談会について（李） 

■入試に関する連絡事項（渡邊代理） 

■専攻長からの事項（渡邊） 

■教務委からの連絡事項（鵜崎） 

■教務委からの連絡事項（鵜崎） 

■JABEE 審査に向けての学習教育目標の到達度評価法について（鵜崎） 

 

議事 

■入試に関する連絡事項（渡邊代理） 

・入試応募状況について報告があった． 

・各試験に関する担当者について検討した． 

 

■専攻長からの事項（渡邊） 

・学科等組織について説明がなされた． 

・JABEE 関連業務の体制について検討し，了承された． 

 

■教務委からの連絡事項（鵜崎） 

・学位記授与式等の詳細について連絡した． 

・次年度，総研棟での一部の講義が講義室変更となる旨，連絡した．改めて該当する教員

にメールで連絡する旨伝えた． 

・卒業論文の要旨の締め切りは 24 日正午まで，タイトルの連絡は 20 日 17：00 までについ

て連絡した． 

 

■JABEE 審査に向けての学習教育目標の到達度評価法について（鵜崎） 

・次年度の JABEE 審査に向けて，学習教育目標の到達度評価方法として，卒業論文発表お

よび卒業研究の評価方法の改善案を検討し，出席者から出された意見を踏まえて学務委員

が再検討することとなった． 

・次年度以降の取り組みとして，各期の講義から抜粋して到達度評価を行う方法について



検討し，出席者から出された意見を踏まえて学務委員が再検討することとなった． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■教務委からの連絡事項（鵜崎） 

・シラバス入力期間は 2/16～3/16．JABEE 審査に関連した必要項目も含めた入力を依頼し

た． 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■特になし 

 

【Action】議題 

■学生との懇談会について（李） 

・学生との懇談会の実施状況について報告した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 13 回 社会環境デザイン工学科 教室会議議事録【外部用】 

 

日時：3 月 12 日（月） 進級判定会議（16：00）後～19：00 

場所：学科会議室 

出席者：渡邊，鵜飼，清水，若井，半井，及川，伊藤，松本，蔡，李，金井，鵜崎 

 

■学科長からの連絡事項（渡邉） 

■仮配属に関する調整について（渡邉） 

■卒論発表表彰規定について（渡邉） 

■就職に関する推薦書について（若井） 

■技術者原論担当者の変更について（鵜崎） 

■卒研シラバスの確認と JABEE 新基準の新１年生適用の確認（伊藤） 

■JABEE 関連事項の定例スケジュールと PDCA 各部会の確認（鵜崎） 

■JABEE 審査申請書の確認ならびに自己点検書の執筆分担（鵜飼） 

 

議事 

■学科長からの連絡事項（渡邉） 

・電気料金値上げに伴う予測について報告があった． 

 

■仮配属に関する調整について（渡邉） 

・本配属にあたっての特例について説明があり了承された． 

 

■卒論発表表彰規定について（渡邉） 

・規定の一部を廃止する等の変更が了承された． 

 

■就職に関する推薦書について（若井） 

・適切な発行方法について確認がなされた． 

 

■技術者原論担当者の変更について（鵜崎） 

・及川先生転出につき，次年度の技術者原論の担当は，慣例により前年度教務委員が担当

することが承認された． 

 

■卒研シラバスの確認と JABEE 新基準の新１年生適用の確認（伊藤） 

・卒研の授業内容と出席簿に相当するものを確認した．授業内容はこれまでシラバスに掲

載している内容であり，各研究室教員は内容を再確認し，必要であれば修正する．出席簿

はその授業内容を実施したということの集約であるゼミ資料と卒業論文である． 



 

・自己診断シートは４月からは電子化する．達成度を評価する．達成度は必修科目で評価

されることが基本であることを確認．学習時間の計算はしない． 

 

・新基準として一部微修正した学習教育到達目標は 24 年度１年生から適用する． 

 

■JABEE 審査申請書の確認ならびに自己点検書の執筆分担（鵜飼） 

・JABEE 審査申請書の記入例を提示し，了承を得た．今後は，工学部事務局，JABEE 事

務局に確認したうえで，正式な申請書を早めに提出する．自己点検書の分担を，教授，学

務委員を中心に記述することにした．必要に応じて、教授に教員の補佐を置くこととした． 

 

******************************************************************************** 

【JABEE 年間スケジュール関連議題】 

【Plan】議題 

■新年度のシラバス記入を依頼した（鵜崎）． 

■教育関係の外部資金申請計画を審議した（若井）． 

 

【Do】議題 

■特になし 

 

【Check】議題 

■学生の成績を確認した（進級判定会議：鵜崎）． 

■地域貢献諮問委員会の審議内容について報告した（若井）． 

 

【Action】議題 

■教育関係の外部資金申請計画の履行を報告した． 

・A1 と A2 教室への天井固定プロジェクタの設置について説明があった（渡邉）． 

 

 


