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は じ め に

平成 15年度に「『進取の気風』を育む創造性教育の推進」が特色ある大学教育支援プログラムに採択され

たことを機会に平成16年度に創設された創成学習開発センターは,平成19年度から工学部に移管され,活

動を新たにしました。改組されたとは言つても,組織や活動方金十は設立当時の活動理念を変更することはなく,

学生の創造的学習手法の開発を大きな目的に掲げています。その理念は,「 自主」,「共創」そして「創造」を

柱とする学生の創造的活動を支援することにあります。「自主」は一人ひとりが確かな意見や考え方を持ち,自

ら行動してその成果を他者に表現できる能力を持つこと,「共創」は異なる分野の人々が集まり,互いに影響し

あい,それぞれの意見を邊かに超えるような大きいものをつくり上げること,そ して,「創造」は自主,共創の思

想に基づき,新しいものや考え方を生み出すことと捉えています。

このような精神を涵養する人材の育成のために,創成学習開発センターは学生の自主創造活動の場として,

イノベーションプラザを設けています。平成19年度は15の プロジェクトチームが活動しました。工学部の組織

にはなりましたが,プロジェクトメンバーはこれまでと同様に全学の学生から募っています。いろいろな考え方を

もつメンバーが集まることにより,大きな発想ができることを大切にしているからです。「共創」の精神はどのよう

な場においても大切にしたいと考えます。

学生プロジェクト活動を通していろいろな問題′点を抽出することができます。創成学習開発センターでは,そ

れらの問題点を解決するための新たな学習法を開発しています。平成19年 7月 に鳥取大学に移られた桐山

聰先生の考案になる計画力支援ツールおよび3機能分担 PDCサイクルの手法は本年度の大きな成果と言え

ます。

創成学習開発センターは,そのような活動成果を主として日本工学教育協会主催の工学。工業教育研究講

演会で報告しています。平成19年度の日本大学理工学部で行われた大会における成果報告は8件におよび

ました。その内訳は,センター教員による講演が5件,プロジェクト学生による講演が3件です。この講演会では,

桐山先生の発表による「思考支援ツールを使つた計画能力育成の試み」が,Best Presentation Awardを

受けました。そのほか,5大学連携教育シンポジウムなどへの報告が6件になります。また,日 本工学教育協会

の論文集「工学教育」への投稿に対して,論文3件および論説1件が採択され,大きな成果となりました。

現在,創成学習開発センターでは学部教育,大学院教育を通じて,体験型そして共倉中旬思考ができる学習

方法の開発に着手しています。その結果として,学生たちにとつてすばらしい創造空間ができることを願つてい

ます。

創成学習開発センター長

英 崇 夫



1創成学習開発センターの概要

1.1創成学習開発センターとその活動

創成学習開発センターは平成15年度の文部科学省の特色ある大学教育支援プログラム(通称特色 GP)の

採択を受けて平成16年4月 に全学組織として開設された。GPは good practiceの略称であり,工学部が平

成11年度から推進してきた新工学教育検討委員会の活動成果に基づき企画計画した「『進取の気風』を育む

創造性教育の推進」が採択されたテーマであった。このプログラムの目的は,創造性教育手法および学習達

成度評価法の開発とそれらの成果発信であり,特に,学部学生のための学習法を開発 目標の重点として捉え

た。

平成18年度をもつてこの特色 GPの支援が終了したことに伴い,当 センターは大学本部の意向により工学

部の所轄となった。その結果として,学部教育に加えて大学院ソシオテクノサイエンス研究部に対する創造性

教育手法の開発を活動方針に加えることになった。

創成学習開発センターには学生の自主創造活動の場としてのイノベーションプラザがある。このプラザで学

生プロジェクトが活動しており,工学部を主体とするさまざまな学生がチームを構成している。この学生プロジェ

クト活動の中から問題点を収集し,自 主創造的な学習手法を実践的に開発することが当センターの大きな課

題の一つである。

平成 17年度には,従来から工学部で行っている創成学習の手法を全学共通教育の中に取り入れ,体験的

グループ活動を基本とする学習方法を確立させた。韓国海洋大学校教育革新センターと教育研究交流協定

に基づいて行っている教員および学生の相互交流も,プロジェクトに対するモチベーションを高める役割を果

たしている。5大学連携の教育活動としての教育シンポジウムにも学生参加を促し,他大学の学生および教員

との意志交換の場を作り上げている。

これらの活動成果は毎年開かれる日本工学教育協会の工学。工業教育研究講演会を中心に種々の学会で

報告されており,平成16年度からの報告件数累計|ま 国内国外を含めて45件 ,査読論文数|ま 6件に上ってい

る。

1.2工学部創成学習開発センターとしての再出発  .
特色 GPのプログラムが平成18年度で終了したことに伴い,創成学習開発センターは平成19年度から工学

部創成学習開発センターとして新しい仕組みに位置づけられることになつた。それに合わせて,新しいセンタ

ーでは,学部教育と共に大学院における創造的な教育。学習手法の開発を目標の一つに追加した。

平成19年度はこれまでの活動を踏襲すると共に,新しい目標を目指してそのプランの検討を開始した。基盤

は共創の精神である。学生プロジェクトにおいて共創の効果が明らかにされたとき,共創をどのような手法で教

育に組み入れていくかを考えることが必要になる。体験的活動,少人数のグループ活動の手法を取り入れて

系統的な授業体系を組み上げたいと考えている。

大学問連携については,5大学連携シンポジウムに参加し,また,和歌山大学とのプロジェクト合同報告会を

開催した。韓国海洋大学校との連携については,学生プロジェクト間で交流ができる仕組み,および連携シン

ポジウムに向けての検討を開始した。

さらに,プロジェクト学生による県内の高校生や小中学校の児童・生徒に対するものづくり指導の活動も始ま

つている。高等学校への学生による出前講義と共同プロジェクト作業,また,あすたむらんど徳島との共催によ

るサイエンスファミリー教室の開催である。これらの活動をより広げて,小 中高生に対して科学技術をきちんと

理解させ,日 本を支える人材育成手法を作り上げることを目指している。創成学習開発センターの新しい目標

である。
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24部会の活動

2.1企画口運営部会                             ,
2.1.1企画・運営部会の活動概要

企画・運営部会は創成学習開発センターが実施する次の5項 目について,実現。実施部会などと連携しな

がら検討および実施を行つた。

a)安全講習会の企画。実施

b)機器講習会の企画・実現

c)プロジェクトの企画。募集

d)年 間および月間作業計画の策定 (講演会等含む)

e)予算案の策定

上記 a),b),c)に ついては昨年度までの業務を踏襲,d)について1封GNⅡ (」apan Giga‐ Bit Network)の

高画質映像通信機能を利用した遠隔講演等の企画を昨年に引き続き行つた。その他,17白 2日 でのプロジェク

トマネジメント研修会,アマチュア無線の公開運用,あすたむらんど徳島ファミリーサイエンス教室,企業相談

型学生研究事業を実施した。

なお,本年度から創成学習開発センターが全学の組織から工学部の組織に改組されたのに伴い,全学共

通教育「創成学習」科 目については,昨年度から継続している科 目について協力する形になつた。それに代

わり,大学院における「創成学習」科 日の新設についての検討等を行つた。

2.1.2安全講習会口機器講習会の企画・実施

イノベーションプラザでは機械工作や電子工作など「ものづくり」を行うための設備や場所を全学的に開放・

支援している。特にプラザ 2階の設備を利用する希望者には全員に安全講習の受講の上で,使用する機器・

工作機械についてそれぞれの機器講習 (A,B,C,D)を受講させることにしている。ブラザ 1階を講義室とし

て使用している授業の受講生,またはソフトウェア指向の「ものづくり_を行うプロジェクトの学生に対しても安

全講習の受講を原則義務付けているc表 2.1.11ま平成19年度の安全講習会・機器講習会の開催回数と受

講者数を表したものであるc

表2.1.1講習会開催回数と受講者数

安全講習 安全講習 (更 ) A講習 B講習 C講習 D講習 計

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

平成 18年度合計 102 1
９
４

９
４ 4 8 9

０
４ 81 249

平成 19年 4月 8 0 3 5 6 0 0 1 1 42

5月 3 8 0 2 4 4 0 0 0 0
０
４

6月 2 6 0 1 1 2 0 0 4 7

7月 6 0 0 1 1 6 6 0 0 0

8月 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

9月 1 1 0 0 0 0 l 1 0 0 2

10月 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 16

11月 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 11

12月 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

平成 20年 1月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2月 * * * * * * * * * * * * * *

3月 * * * * * * * * * * * * * *

平成 19年度合計
（
ソ 0 0 7 9 0 61

注 *は未集計
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::【成果】                                         ::
:: 昨年度 (平成18年度)の講習会回数,受講者数は前年(17年度)のほぼ2～4倍の増加であったが,本年度 :三

i:の
「安全講習会」については開催回数,受講者数ともに横ばい状況であつた。しかし,各機器講習の開催回数 :i

::や受講者数はいずれも減少した。とくに機械工作で加工の基礎になる「Bライセンス機器講習」や「Aライセン ::

::ス機器講習」の受講者数は半減している。センターの施設を利用するために「安全講習」は受けるが,「ものづ
ii

::く り」のために「Bライセンス講習」や「Aライセンス講習」を受ける意志が少なくなつていると思われる。新年度に |:i

::向 けて,学生たちの「ものづくり」への意欲発揚方法や啓発について当センターとして取り組まなければならな ::

::い課題の1つでもある。
             =::::=::=:=■

=‖ =■
■■

====::::::霊 =‖
::::===:|=::::::::::Itt=::∬

2.1.3プロジェクトの企画口募集

4月 6日 と7日 の新入生オリエンテーションにおいて,15分間の創成学習開発センターの理念および活動を

紹介した。内容は英教授による創成学習開発センターの理念の紹介,学生による同センターでの活動の紹介

およびアンケートである。アンケートは今回のセンター紹介でセンターの活動に興味を持つたのかどうかをその

場でメール返信させた。興味を持つたならY,持たなかったならNで回答し,その統計をとることで新入生にど

の程度の認知および活動への興味があるのかを調べた。

表2.1.2および図2.1.1にアンケート結果を示す。

表2.1.2アンケート結果

電気電子

知能情報

生物工学

光応用

(約 300人 )

機械

建設

化学応用

(約 300人 )

夜間

(約 60人 )

アンケートを提出した

(%)

48.0

(%)

56.3

(%)

58.3

アンケートで「興味有り」を選択していた 36.0 39.0 50.0

自由記述欄に質問等を書いていた 3.7 4.3 1.7

プレゼンテーション当日に質問に来た 1.0 2.0 0.0

-4-
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アンケートヘの反応の形態

図2.1.1アンケート結果

図2.1.2新入生オリエンテーションにおける創成学習開

(c)携帯メールによる調査

発センターの説明会

(a)センター長による説明 (b)学生による活動紹介
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プロジェクトの募集は,前期と後期に計2回行った。

動中である。平成19年度のプロジェクトー覧を表2.1.

ついては,第 3章で詳述する。

臨時の受付も含め,平成20年 2月 現在で計15件が活

3に示す。なお,プロジェクトの活動内容とその成果に

表2.1.3平成19年度 プロジェクトー覧表

H19年度プロジェクト名 活動の目的

1 ソーラーボートプロジェクト ソーラーボートの製作を通して,様々な技術を拾得する

2

3

ヒたらプロジェクト ものづくりを通して,計画力を身に付ける

デザインプロジェクト デザインの重要性を多くの人に知ってもらうこと

4 IgnitiOnプ ロジェクト 番組コンテンツ等の制作を通してマネージメントカをつけること

5
スポーツと音楽に関する運動の

“巧みさ"研究プロジェクト

人間のコオーディネーション能力開発のための学習,研究ならびに

現場における実践的展開を行いながら自らを研鑽する

6 ギター解析プロジェクト ギターの音色向上 (鳴りの良いギターの音色)を 目指す

7 エフエクター復元プロジェクト
電子工作をすることで,電子部品。電気回路についての知識を身に

付ける

8 礎行船製作プロジェクト
講義で学ぶことができなかったロボット製作のための技術と知識を修得

する

9 可AMプロジェクト

アマチュア無線を通じて,海外との交信を体験する(無線従事者免許の

取得と無線局の開局)

通信技術以外の無線技術に関する活動を行う

10
目指せ |1鳥 人間コンテストプロ

ジェクト
滑空機の製作を通して流体力学の理解を深める

建築デザイン企画プロジェクト
卒業設計日本一決定戦に出て入賞する

様々な課題の一般公募のコンペに参加し,コンペ提出作品製作の流ね

をつかみ,かつ,建築に関する知識を増やす

12 真空管アンププロジェクト
コンセントから電力を供給するアンプがどのような回路 になるか

,

プロジェクトを通じて理角翠を深める

13
色素増感型太陽電池プロ

ジェクト
効率の良い色素増感型太陽電池を作製する

14 第2ロボコンプロジェクト 講義で学ぶことを発展させたロボット技術を身に付ける

15
小 中学生向けロボット教室・

運営プロジェクト

Jヽ 中学生 向けロボット教室 (徳 島ロボットプログラミングクラブ)の

告動 内容について,企画・運営を行う

iil:II::::II:::::』
露II:::豊 :[::::食 l:::i::]]:::::::::::::::1::菫 ::::露 :::::::露 選:寵 :ll選 ::1,1::I::H:::::::::]:::::1::::::::::::::13:薔 霊::110[::::鷲 會:III:::會 ::選 ::[1:3.

:i【成果】                                         ::
:: 今年度の全体のプロジェクト数が前年度の13から15に増えたことは,PRの効果があり,学生への認知が前 |]

|:年度と同様に進んでいることを表していると考えられる。                        ::
～亀薔::露 ::::機 11:::翼 :11::尊 Hit驚奪:選 :壌 :輩 ::=:lil:::;:書 li:薔 :::貪 i會 :::薔機;試壼:導薔薔1,:::tti奏翼::::1:=:選 :::lil:懸 ::li霊 :ξ ::書 illit=悽 :驚壼:選 :機 111:懸 選:::i會 壼t:薔 ::=::翼 畿i驚 :::j∫
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2.1.4講演会の企画・開催

前年度と同様に熊本大学との間で 」GNⅡ による遠隔映像通信を行い,OB講演の中継を2件実施したほ

か,iChatを用いた講演の中継を1件 実施した。それら以外 に工学部構 内での講演を3件 実施 した。

概要と成果を以下に示す。

1

演題 等 「科学体験フェスティバル in徳 島」特別講演

講演者 関勉氏 (高 知県立芸西天文学習館講師 )

開催 日時 2007年 8月 4日 (土)13:00～ 14:00

開催 場 所 共通講 義棟 大会議 室

参加 人数 中学生 。学生 。教職員約 150名

概 要 科学体験フェスティバル実行委員会と本センターの共催で,彗 星探索の第一人

者である関勉先生による「彗星のなぞと彗星探し～星空 にロマンを求めて～」と題

する講演。中学生の聴講者の多さが印象的であったc

図2.1.3科学体験フェスティバルにおける特別講演の様子

2

演題 等 古庄地区 LED防犯灯説明会

LED Bright Night Proiect説 明会

講演者 本田義裕氏,松原可定氏,黒河祥一氏,岡崎博氏

開催 日時 2007年 10月 26日 (金 )18:30～ 20:00

開催 場 所 創成学習開発センターlF

参加 人数 学生・教職員約 20名

概 要 LED Bright Night Projectの 本田氏,松原氏,アワード社長の黒川氏,徳島県中小企業

団体中央会の岡崎氏から,徳島 LEDバレイ構想の一環として開発中である LED防犯

灯について,LEDの特性上生じる技術的な課題などについての説明。
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3

演題等 第19回熊本大学工学部プロジェクトX講演会

日本の未来を支えるものづくり技術 (その大切さ,面 白さ)

一産業用ロボットの研究。開発を通して一

講演者 上田澄広氏 (り |1崎重工閉技術開発本部副本部長兼システム技術開発センター長 )

開催 日時 2007年 12月 5日 (水)15:30～ 17:00

開催 場所 熊本大学工学部百周年記念館

参加人数 中学生。学生・教職員約30名 (徳 島側 )

概要

備 考

高度経済成長期後半における経験をふまえ,も のづくりの大切さ,面 白さについて,ロボッ

ト開発,制御技術開発,画像処理技術開発等の講演。

JGN Ⅱによる熊本大学から徳島大学への配信

4

演題 等 LED講演会 あしたのデザイン～あかりの変遷 ,これまでとこれから～

講 演者 松下美紀氏 (松下美紀照明設計事務所代表 ),郡 寿也氏 (徳 島県産業振興課 )

開催 日時 2008年 1り弓11日 (金)17:00～ 18:30

開催 場所 工学部知能情報工学科棟C10

参加人数 学生・教職員・県関係者など約100人

概要

備考

本センターと徳島県の共催で,松下氏から環境照明,民間。公共施設の照明,都市の照明

等の設計についての講演。その後,郡氏からLED製品の開発と利用について紹介。

」GNⅡ による徳島大学から熊本大学への配信

5

演題等 第 17回 和歌 山大学クリエ講演会 車椅子主婦から見た福祉環境

講演者 松上京子氏

開催 日時 2008年 1月 24日 (木)16:30～ 18:00

開催 場所 和歌 山大学基礎教育棟 G103講 義室

参加人数 学生・教職員約 20名 (徳 島側 )

概 要

備 考

交通事故で車椅子生活になった車椅子ユーザーの視′点からの体験談を交えた車椅子を

取り巻く環境についての講演。講演後,和歌山大学と徳島大学の双方による遠隔通信を

介した質疑応答。

iChatによる和歌山大学から徳島大学への配信

6

演題 等 太 陽光発 電 について

講演者 小西正暉氏 (徳 島大学工学部創成学習 開発センター客員教授 )

開催 日時 2008年 1り弓31日 (木)16:30～ 18:00

開催場所 創成学習開発センターlF

参加 人数 学生 。教職員 10名

概 要 本学 OBでもある小西氏より,産総研の太陽光発電研究センター研究顧間の立場からの

量子ドット構造を用いた新規な太陽電池の開発などを含む太陽電池についての講演
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7

演題等 MOTセミナー わかりやすいビジネス活動

講演者 小西正暉氏 (徳 島大学工学部創成学習開発センター客員教授 )

開催 日時 2008年 3月 5日 (水)13:00～ 17:00

開催場所 創成学習開発センターlF

参加 人数 学生 20名

概 要 本学 OBでもある小西氏による卒業して企業で働く学生のための MOT(Management of

Technology)の講演および実習

″ぶ:tititttiti:it:::=壼 :itittilit:こ ::::::I::tli壼 書:こ翼i::::::11::書 tttiti:it薔 :::驚 :::::::::::::::::::::::::=t::::::i ttt i葛 壼試t:ti露 ::ttiti::菫 1:1:::::ヒ tillll=:颯 111:::‖
:1

:|【成果】                                         ::
:: 遠隔画像通信を実施できたことは,前年度からの技術の継承ができていることを示している。徳島大学工学 :!

::部構内での講演を多数実行できたことは,啓発活動や地域連携への貢献をも意味している。        i:
1奎

:書書を書::l::書 ]::::::]::I::EEl:書警::震 翼:::::::::::::量 書會書:lli::gI:::書 :書 1:IHll::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::H:ll:liti=:::II::11:::[::::::書 ::1111

2.1.5ソシオテクノサイエンス研究部 総合技術センター支援

平成19年 7月 17日 (火)17時から技術職員との懇談会を実施した。図2.1.4に懇談会の様子を示す。表2.

1.4に示す技術職員に平日夜間20時までイノベーシヨンプラザ1階に常駐してもらい,夜間の開館に協力を

あおぐことになった。

平成20年 2月 1日 (金)17日寺からイノベーションプラザ1階にて2回 目の技術職員とプロジエクトリーダーの懇

談会を実施した。半年間,総合技術センターの支援を受けてきたが,期待していた効果がほとんど得られてい

ない現状を打破する目的である。まずは,プロジェクトリーダーである学生から技術職員に要望を述べた。学

生の要望は,技術職員も自分たちのプロジェクト活動に顧間として参加してもらつて指導して欲しいというもの

であつた。これは,学生の自主活動を掲げている本センターの目的に反することであり,技術職員からも指摘

を受けることになつた。一方,技術職員から|ま ,どんな些細なことでも困つたことがあれば誰でもいいから相談し

てもらうと,即答はできないかもしれないが,回答できる技術職員を探してできるだけ対応すると言つていただ

けた。

本懇談会における最大の成果は,プロジェクト学生が技術職員に対して親近感を覚えたことである。本懇談

会で話し合つた結果,本年度実施した技術職員の夜間常駐システムは,本来の技術職員の職務を犠牲にし

てまで実施するまでの効果が得られないと考えられ,次年度は廃止する方向で検討することになった。

図2.1.4第 1回技術職員との懇談会
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表2.1.4協力いただいた技術職員名簿

氏名 技術支援内容 氏名 技術支援内容

設
計
・製
作
技
術
分
野

宗田和之 簡単な機械工作

情
報
シ
ろ
ア
ム
技
術
分
野

原田寛信 電気機器及び自動制御,計没1

機器関連,ハードウェア近藤正春 機械工作

来原稔 機械工作 久米川富夫 ハードウェア(アナログ・デジタ
ル回路),ソフウトェア梅岡秀博 簡単な機械工作

森本努 機械工作 菊地真美 C言語プログラム,Tex,Office
全般玉谷純二 機械工作

大崎貴之 機械工作 石井純也 ハードウェア (アナログ・デジタ

ル回路),ソフトウェア宮本康平 簡単な機械工作

島村豪敏 簡単な機械工作 辻明典 マイコン全般

計
測
・制
御
技
術
分
野

一宮正博 アナログ電子回路,デジタル

回路

木戸崇博 サーバーのインストール と設

定。土木関係

栗本政雄 メカトロニクス,機械工作 石田富士雄 デジタル,アナログ回路,マイ
コン関連山上善廣 電子 回路 ,PICプログラム

,

splce

富士正人 電子回路,H8プログラム

山中卓也 C言語プログラム

桑原明伸 電子回路,C言語プログラム
,

11lustratorヤ旨導

片岡由樹 C言語プログラム

三浦隆浩 アナログ電子回路,デジタル

回路

:i【 成果】                                         ::
:: センター専任教員の桐山聰講師が6月 末をもつて鳥駆大学へ転任したことに伴い,本センターの運営,とく i:

:|に学生の利用の多い夜間にlFが 開館できない問題が発生した。その問題を解決するために総合技術センタ ::

|:―の技術職員に協力を要請した。夜間20時まで開館することで,学生のプロジェクト活動が支障なく実施でき ::

:|たものの,学生と技術職員間のコミュニケーションはほとんどなかった。技術職員の勤務シフトを午後から夜間 |:

i:へ変更してまでしてセンターの夜間運営に協力いただいたが,学生からの積極的な接触は少なく,期待して ::

::いた学生への技術の伝承はほとんどできなかった。次年度は,常駐という形式を見直す必要があるが,今後と ::

::も協力は得られることを願う。
'電 機機c:::::10CH:驚 :le::::::,H:露 1:::]::1:::::::1::tlt::::H:H::::HH:翼 :01::::H:書 :薔 :】 ::[]:[=::::驚 E:::]霊 :

2.1.6平成19年度獲得予算

今年度の獲得予算は以下のとおりである。

1.工学部運営交付金 100万 円

2.平成19年度教育研究等支援事業 (学長裁量経費)100万円

(計画区分)教育

(事業計画の名称)「 自主・共創・創造」を育む教育プログラムの開発

～学生が主体となるクリーンエネルギーの普及～

3.平成19年度教育研究等支援事業 (学長裁量経費)200万円 (う ち,人件費100万 円)

(計画区分)教育

(事業計画の名称)大学院および学部におけるものづくり創成能力育成教育手法の開発
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4.

5.

平成19年度徳島大学パイロット事業支援プログラム(教育改革支援事業)200万円

(取組の名称)地 場産業の現場課題に基づく大学・産業界連携の教育プログラムの構築

地域科学技術理解増進活動推進事業 機関活動支援 100万円

2.1.7プロジェクトマネジメント研修会

プロジェクト活動を行うとき,目 的,日 標,進め方,結果の予測などをあらかじめ考え,時間および資金の制

約のもとで順序立てて行動しなければ,望む結果を得ることはできない。工学部においてプロジェクトマネジメ

ントの学習手法を展開するための手法を,教員と学生との共同で開発することを目指している。本プロジェクト

マネジメント研修会は,そのような方法を考え,また実習することにより,プロジェクトを円滑に運ぶ能力の養成

を行つた。

・研修 日時:9月 16日 (日 )。 17日 (月 )

。研修場所 :国立淡路青少年交流の家
。参加者 :徳島大学から教員5名 と学生15名 ,鳥取大学から教員2名 と学生2名

,

神戸市立高等専門学校から教員2名

表2.1.5に研修プログラムを示す。5つのグループに分かれて各テーマに沿つた授業の設計を行つた。与

えられたテーマは,(1)大学院コース横断型授業,(2)サイエンスクラブ,(3)機械工学科3年生対象の授業・

創造実習で実施するロボット競技会,(4)体験型授業 (フィールドワーク),(5)産学連携授業である。これを3

機能分担グループワークにより実施した。各班が表2.1.6に示すように異なるテーマの Plan班,Do班 ,

Check班それぞれを担当した。Plan班の作業はテーマに沿つた授業を最終的な評価を考慮しながら設計す

ることである。Do班の作業は引継ぎプレゼンテーションにおいてPlan班が設計した授業の問題点を発見して

指摘することである。Check班の作業は引継ぎプレゼンテーションにおいて Plan班の発表とDo lJIの 指摘を

総合的に評価して優劣を決めることである。表2.1.7に引継ぎプレゼンテーションにおいて使用した評価シ

ートを示す。判定結果は Plan班 に返却され,2回 目の授業設計 (プロジェクトマネジメント演習(4)Plan)に お

いて再検討に用いられた。

図2.1.5に研修会の様子を示す.思 考支援ツールを活用して熱心に作業していることが分かる。

図2.1.6に本研修に参加した電気電子工学科の池 田祐一君がまとめた報告書を示す。

表2.1.5プロジェクトマネジメント研修会プログラム

9月 16日 (日 )

10:30～ 11:50

プロジェクトマネジメント概説 <50分 >        “

計画の概念構造と計画立案時の留意点

結果の評価 に対する考え方

計画立案の概説,Plan→ Do→Checkグループワークの解説 <10分 >

グループ分け <20分 >
13:20～ 14:50 プロジェクトマネジメント演習(1)Plan<9o分 >

① 思考支援ツールの運用方法の解説

② 授業で何をするかの検討

15:10～ 17:00 プロジェクトマネジメント演習(2)Plan<90分>

③ 授業で何をどのように評価するかの明確化

④ 学習効果の測定・評価方法 (小テスト,アンケートの計画)の検討

第1回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション準備 <20分 >
19:00～ 21:00 プロジェクトマネジメント演習 (3)Presentation

第1回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション準備 <30分 >

第1回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション+討論 5班 <90分 >

Plan⇔ Doの攻防を Check班が判定する
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9月 17日 (月 )

9:00～ 10:50

プロジェクトマネジメント演習(4)Plan            ,
⑤ Check班の判定結果十計画修正上のポイント解説 <20分 >
⑥ Do班からの指摘事項を反映させてPlanを再検討 <90分 >

11:00～ 11:50 プロジェクトマネジメント演習(5)Presentation

第2回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション準備 <30分 >
第2回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション十討論 2班 <20分 >

Plan⇔ Doの攻防を Check班 が判定する

13:20～ 14:10 プロジェクトマネジメント演習 (6)Presentation

第2回 Plan→Do引継ぎプレゼンテーション十討論 3班 <50分 >
Plan⇔ Doの攻防を Check班 が判定する

14:20～ 16:00 プロジェクトマネジメント演習 (7)

⑦ 各人プレゼンテーション準備

③ 感想および意見の発表

⑨ 講評

Conclusion

<20分 >

表2.1.5プロジェクトマネジメント研修会プログラム(続き)

表2.1.63機能分担グループワークにおける作業分担

課題名 Plan Do Check

大学院コース横断型授業 1班 2班 3班

サイエンスクラブ 2班 31JI 4班

創造実習 3班 4班 5班

体験型授業 4班 5班 1班

産学連携授業 5班 1班 2班

表2.1.7ブレゼン評価シート

Planグループ(  班)

1.計画における目標は,はつきりしてい

ましたか?

OK やや OK やや NG NG

3.何を評価しようとしているか,はつきり

わかりわかりましたか?

OK やや OK やや NG NG

4.評価基準の設定は的確だと思います

か ?

OK やや OK やや NG NG

7.この計画は練り直したほうが良いと思

いますか?

OK やや OK やや NG NG
〔               〕

・ Doグ ループ(  班)

目標に対する指摘は適切だと思いましたか?

OK やや OK やや NG NG 指摘なし

〔

〔

評価方法に対する指摘は適切でしたか?

OK やや OK やや NG NG 指摘なし

〕

6.その他の指摘は適切でしたか。

OK やや OK やや NG NG 指摘なし

指摘内容:               〕

そう評価した理由:            〕

２

　

　

Ｌ́

５

　

　

　

‥
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(a)小テスト

(D発表準備

(h)Plan班 の発表

図2.1.5研 修会の様 子

【成果】

学生にとつては,センタープロジェクトに限らず,プロジェクトを進める中で経験すると思われる Planの甘さ

や引継ぎにおける困難さを事前に経験することができたと考えられる。教職員においては,学生が Planを 引

き継ぐ際に,実行 (Do)の 困難さが甘いまま Plan班の案を引き受けてしまう傾向を知ることができ,これもセン

タープロジェクトに限らず,学生を指導する際の留意点の一つを知ることができたと考えられる。また,3機能分

担型 PDC学習法自体を経験することも,教員にとつては FD(Faculty Development)の 一つとなつたことで

あろう。
″
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:壼 t霊 :,:痣 ::場 :::翼 lζ i霊 :::翼 翼il震 翼 :場 :A彎

(b)グループ協議 (c)思 考支援ツール

(d)授 業の設計 (e)授 業の設計

(g)Plan班 の発表 (i)Do班の指摘
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マネジメント研修会まとめ

20070916-17淡路島

池田祐―

評価に必要な3要素
一次に活かす静儘をするには一

。評価する枠組み(例 :試験範囲の設定)

。評価基準 (よくわかるもの、確からしいこと)

。しきい値

グループワーク(check班 )

T語蹴
=喘

讐3恥 .

グループワーク(check班 )

。結果

―自分の指摘とDo班の質問を記録する作業をした
。目線について   目的が不明確

・ 評価対摯について 情報収集力か、コミュニケーションカか
。評価譲準について 個人の経験は基準としてよいのか

。成果
―直接閲わつていない針露について 評価する経験をした
―評価するときに注意すべきホイントを理解
~°°

協第性な膚″欄ヨま含まれなかつたホイン輛

キーポイント

何をもつて成功とするか

―Checkがうまくいくように、終わりから考えて計画をたてる
―なぜこの問題なのか、本質をさぐる。

・ ―部をヽデル化し パラメータを抽出

辞饉により途中の選咸度をlB優 し、次の計画につなげる.

―途中の達成鷹―モチベーション滅持
―失敗の原因が分からなければ.同 じ過ちを繰り返す

贅画をたてるときのポイント

ー目標は1可 種頸か用意し、優先産と違咸度を設定
―日構と結築、目的と威栞の対応を確認
―Plan時にCheckの方差を定めておく

グループワーク(Phn班 )

16日 :初期目根から5WiHをスタート

‐WHYがたくさん出てきた
―HOWの対策に終止
―IT働 力tできず

17日
`Check班

の評価をフィードバック
ー評価対象.評価基準が不明だつた―評価ができてない

17日 :計画の見直し

―最初にイベントの成功を定義(WHYを 一つにしぼつた)

―評価対象の設定 評価基準の設定 だヽれがなにをなにで評価)

―評価譲準によつて目的 日様を評価できることを確認
-5WlHツールを埋めて計画の抜けをなくす

グループワーク(Pian班 )の成果

結果

―評価ができない状態を経験
―評価を受けてのフィードバックをした
―評価できるように計画の見直しをした

成果

―群価の必要性を認隻
―iF価できる計画のたてかたを理解した

まとめ

評価の必要性を認識

評価できる計画のたてかたを理解

―イベントの成功を定華

―評価対象 評価工準の設定 だれがなにをなにて)

―評価基準によって目的 目様を辞個できることを撻認
-5W`Hを埋めて計画の抜けをなくす

評価について注意すべきポイントを理解
―評価基準のしをい値を落たせばイベントの成功と書えるか
―評価対象は目的、日標に対して薔切か
‐lT価 基準の確からしさ(理論>事実>経験)

―評価データは次の計画に活用できるか

キーポイント

「検討するJは対策てない

―机上でできること、目的―課題(机上検討の餞界)

―実行すること、対策(机上検atできないこと,―お桑

藪饉化しづらい能力の評価基準|よ ?

^目 採は評価可能か,
―日的にかなつた評価ができるか,

評価するときのポイント

ー目的と目積は妥当か (自 分ならどうするか)

-5W,Hが抜けていないか(検計忘れ1まないか)

―Checkの評価基準は,

グループワーク(Do班 )

16日

―アンケート項目:よ何を評価しているのか
―イベントの成功と評価基準のつながりについて

17日

―評価の結果をどう活かせるのか

―しきい値の設定理由は

グループワーク(Do班 )の成果

結果
―評価の各ポイントについて指摘

・評価対象

・ イベントrt功 の定崚

・諄5結 果は活用できるか
。しきい饉の設定理由

成果

―鮮価するときに注意すべきポイントを理解

図2.1.6研究会に参加した学生による研修のまとめ

2.1.8アマチュア無線の公開運用

かつての科学技術入門の一つにラジオがあった。これの発展したものがアマチュア無線であり,大学の教
職員の中にも経験者が多数いる。この経験を大学生にも享受させたいと考え,アマチュア無線局の開局と科

学体験フェスティバルにおける公開運用 (H19,8.4～ 5)および第22回 国民文化祭 (おどる国文祭)特別局
の公開運用 H19.lo.14)を行った。

科学体験フェスティバルにおける公開運用は,ゼロから開局した「徳島大学工学部創成学習開発センター

無線クラブ」(呼出符号 JR5YBH)と「徳島大学防災無線研究会」(JR5YAU)の 運用を行った。JR5YBHの
開局は「ゼロから始めよう」のキャッチフレーズのもと,学生プロジェクトの一つである HAMプ ロジェクトの活動
の一環として行った。まさに,ゼロからアマチュア無線局を開局したことは,学生プロジェクトとしては目標を一
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つ達成したことになった訳だが,必然的に運用技術の未熟さを避けられなかつたため,科学体験フェスティバ

ルの対象とする小中学生に対する興味の喚起には及ばなかつた。            `
おどる国文際の特別局 (呼び出し符号 8J5A/5)は ,日 本アマチュア無線連盟のクラブ局の徳島大学工学

部構内での移動運用を行ったもので,8J5A運営委員会と徳島大学工学部創成学習センター無線クラブの主

催とし,運営委員会からは多大な支援を受けた。また,徳島 DXグループと徳島大学防災無線研究会から後

援を受け,HAMプ ロジェクトから協力を得た。電波伝搬の状況の悪さから,学生が通信技術を大幅に向上す

る場とすることにはならなかつたが,実際の交信の経験とはなつた。図2.1.7はアンテナ調整中の様子である。

チームワークが良くなければ人身事故に繋がりかねないような作業 (高所作業など)を経験したことが,学生の

今後の人生の糧となることを期待したい。なお,特別局の運用は徳島県の行事であり,地域貢献にもつながる

ことを付記する。

開局および2回の公開運用において,JR5YAUの会長である上野准教授 (建設工学科)の全面的な協力

を得た。また,科学体験フェスティバルでは,上野先生が「ハローCQ君も未来のレィデオ・ドクター」と題して,

公開運用を行う横で行われた電信の形態の通信術 (モールス符号)の実演。実習に共催の形で協力させても

らつた。

図2.1.7アンテナ調整の様子

2.1.9あすたむらんど徳島「ファミリーサイエンス教室」            “

独立行政法人科学技術振興機構 (」 ST)が行う平成19年度地域科学技術理解増進活動推進事業機関支

援 (機 関連携型)の採択を受け,徳島県立「あすたむらんど」(板野郡板野町)と徳島大学創成学習開発セン

ターの両機関が連携し,あすたむらんど「子ども科学館多目的ホール」を会場に平成19年 10月 から翌年 1月

までの各月1回 ,家族で体験できる科学教室『ファミリーサイエンス教室』を4回実施した。この4回シリーズの教

室では『量 (はか)る 。計 (はか)る 。沢1(はか)る !』をテーマに,「重さ」,「時」,「音」および「光」に関する工作を

行った(図 2.1.8)。

○ 第1回 10月 7日 13:30～ 15:00「重さ」を量る ～ いろいろな「はかり」をつくろう ～

○ 第2回 11月 4日 13i30～ 15:00「時」を計る ～ いろいろな「時計」をつくろう ～

○ 第3回 12月 9日 13:30～ 15:00「音」を測る ～ 「楽器」をつくつて ド・レ・ミ♪ ～

○ 第4回 1月 27日 13:30～ 15:00「光」を測る ～ 「光」の色を沢1るつて? ～

参加者数は回を重ねるごとに初回の50名から66名 (第 2回 ),71名 (第 3回 ),96名 (第 4回 )へと約2倍の

増加の一路をたどった。参加者の属性はいずれも小学生と同伴の保護者である。
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懸́遠:

図 2.1.8 あすたむらんど徳島
~フ

ァミジーサイエンス教室_第 1コ～第4コ の様子

2.1.10徳島大学パイロット事業 (地場産業の現場課題に基づく大学口産業界連携の教育プログラムの構築)

(1)事業概要                  ・

地元の中小企業と連携して,現場で発生する問題を収集し,問題事象のモデル化・解析・計画実行・評価

などの一連の過程を学習することを通して,大学。企業が共同で“ものづくり体系"の習得可能な実践的教育法

を開発する。また,産業界の現場課題の取り込みにより,学生の学習に対する動機と意欲を高度に持続させる

と共に,現場で行われている経験に基づく開発過程を工学的に検討することで工学部各学科の専門の授業と

有機的な接続を目指すための基本な考え方,手法を試行するものである。

(2)本事業の背景と特徴

こどもの理科離れが叫ばれる中,工学部で学ぶ学生においても実際のものづくりを経験する機会が減少し,

体験的なものづくり教育を新たに構築する必要に迫られている。徳島県は2010年を目標に LED(発光ダイ

オード)産業の集積化を目指した「LEDバレイ構想」を推進し,研究開発。地域ネットワーク体制の整備,人材

や関連産業の育成などを進めている。LED関連産業は機械,電気,制御などの技術の集積であり,多くの企

業から構成されるが,徳島県ではその多くは中小企業であり,その傘下にはさらに小さな企業が含まれる。こ

のような県内の企業にとって大学との連携の柱のひとつであるインターンシップ制度はあまりに負担が大きく,

これに参加することはほとんどなかった。また,このような企業の中で問題となる事柄は既存技術の組み合わせ

で対応できることが多く,研究にはなじまないためこれまで大学との連携がほとんどなかつた。

本パイロット事業では, “ものづくり体系"を「概念想起 ⇒ 設計 ⇒ 製作 ⇒ 評価」と定義し,ものづくりの

機会のない学生と地元企業を連携させながら,“ものづくり体系"を理解し,課題設定から課題解決までの過程

を設計し,学生自らが自律して行動できる能力を育成する教育プログラムの開発するための基本的な考え方

や方法を試行することを目的とする。
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本プロジェクトの特徴は,以下の点である。

①これまでに行われてこなかつた地元中小企業との連携を念頭に,財団法人とくしま産業振興機構と連携

することで,企業側に人的。経費的負担をかけない無理のない継続的な連携を構築し,大学・企業連携の

教育プログラムを構築する。

②LED関連産業を初めとする地元産業界から現場で発生する種々の基礎的な問題事項の収集を行い,も

のづくり現場の活きた教材を学生に与える。特に,多くの現場で行われている経験にもとづく試行錯誤によ

るものづくりに加えて,工学的手法を基盤とするものづくりの体系を学ぶ。

(3)実施状況と成果

今年度は,財団法人とくしま産業振興財団を通じて6月 に本プログラムの課題を募集したところ,3件の応募

があった。そのうち,「コンプレッサーの振動防止」を本プログラムで採用し,機械工学科夜間主コース1年生後

期の「創造演習」にて試験的に実施した。「創造演習」では,実際の企業で問題となつている本テーマに対す

る関心は高く多数の希望者があつたが,日 下助教の指導の下,11名 が1グループ3～4名 に分かれて本テー

マに取組んだ。振動の基本的知識を学習しながらPlan・ Do・ Checkの プロジェクトマネジメント手法に沿つて,

現象の理解。対策案作成・提示を行つた。学習の成果は創成学習開発センターにおいて発表会の形式で行

われ,センター教員による評価を受けた。受講者は当該テーマヘの発展的な取組みを希望しており,平成20

年度も引き続いて創成学習センターで取り組んでいく予定である。このように,本プログラムに参加した学生の

意識・意欲は大変高く,企業の抱える課題が学生にとり非常に興味あるものであることが確かめられた。こうし

たことから,学生の意欲を継続・向上させる上で,企業課題による初年次学生への学習の動機付け,高学年で

の発展学習という段階的な教育に意味があることを示しており,本取組の効果が確認できた。

その他,地域産業の課題として,阿南市古庄地区においてLEDの新規需要創出の一環として取り組まれて

いる「Bright Night Proiect」 に末山教授はじめ学生10名 が参加したc平成19年 12月 10日 (月 )に ,古庄地

区にてLEDを使った防犯灯の照度および効果の調査を行い,「 Bright Night Project_に 報告書を提出した。

LEDを使つた防犯灯という新製品の販路拡張についての社会調査。現場での実証試験の意義を学んだ。

センター利用学生への啓蒙や技術研修として,以 下のセミナーを開催したc

平成20年 1月 11日 (金 )に ,照 明デザイナーである松下美紀証明設計事務所代表取締役の松下美紀氏によ

る講演会「あしたのデザイン～あかりの変遷 ,これまでとこれから～」を実施し,LED照 明およびその応用・普

及に対する学生の理解を深めた。本セミナーは徳島県との共催であり,熊本大学へ」GN2を用いて配信を行

った。徳島大学側の参加者は,一般企業からの参加も含めて約100名 であつた。

また,平成20年 3月 3,4日 の2日 間に渡り,工学的な観点から電気的・機械的現象の理解と解析を行うた

めの支援ツールとして Matlabを導入。利用を促すために,サイバネットシステムによるMatlabと Simulink

に関する研修を行つた。受講者数は学生と教員を含め17名 であつた。未経験者が多かったが,大変刺激を

受け,プロジェクトヘの今後の応用など意識が高まるとともに,データ解析の手法を身につけた。
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2.2実現口実施部会

2.2.1実現口実施部会の活動概要

実現・実施部会は学生の自主的創造活動を通してグループ活動能力やプレゼンテーション能力を育成す

ることを目指し,センターの管理・運営に関わる以下の業務を実施した。

a)機器の管理および維持・保守

b)機器の貸出しや部品・材料の貸与

c)センター利用者登録と各種講習申込み業務と実施

dl学生からの創造活動に対する相談や指導・助言

e)プレゼンテーションに関する相談と指導

0必要な機器。消耗品などの選定と調達。導入

平成19年6月 末で桐山聰先生が転出された後,専任講師の補充ができなかったため,学生からの創造活

動に対する相談や指導・助言を充分に行えなくなつた。7月 25日 からは,総合技術センターの協力を得て,技

術職員にセンター1階に夜間常駐してもらい,学生のサポート体制を整えようとした。しかし,前章2.1.5で述
べたように,次年度は新たなサポート体制を構築しなければならない。

2.2.2イノベーションプラザの利用状況

平成19年 2月 から20年 2月 までのイノベーションプラザ利用は次のとおりである。

表2.2.1平成19年 2月 ～平成20年 2月

イノベーションプラザ利用のべ人数

年 月 のべ人数

平成 19年 2月 1125

3月 1057

4月 1562

5月 1761

6月 1696

7月 1528

8月 1429

9月 1110

10月 1768

11月 1749

12月 1400

平成 20年 1月 1165

2月 1188

合計 18538

プラザ利用人数

（く
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図2.2.1平成19年 2月 ～平成20年 2月

イノベーションプラザ利用のべ人数

膚J成学習開発センター膚J設以来センター3階にあつた電子工作スペースが,平成 19年 4月 から2階の機械
工作室へ移動することになり,3月 下旬には3階から電子機器,器材や部品ボックス,整理棚などが全て2階に

搬入された。機械工作と電子工作の2つのスペースが1フロアーに同居することになり,多少手狭ではあるが,

現在のところ学生たちが行うそれぞれの工作環境について支障はなく,概ね満足できる状況である。
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平成19年 12月 25日 (火 )には,図 2.2.2の 卓上旋盤が導入された (日 進機械 )。

ペックは1ランク以上で,トルクや精度などは大型旋盤に匹敵する。導入後は樹脂 ,

適に行つている。

Innovation Plaza 2階 /機械工作室2006年 3月 当時

Innovation Plaza 2階 /機械。電子工作室2007年4月 ～

それまでの旋盤に比ベス

金属などの切削加工を快

脚入口

図2.2.2卓上旋盤 L‐ 5200(コ スモキカイ製)

雇講:星 |ヨ

「
―‐‐__「 __‐ ‐1~~~|

1 部材最瘍l   l

工具箱  フライス盤

図2.2.3移転前 (上 )と移転後 (下)の 2階フロアー配置
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図2.2.42階 に移転した電子工作スペース

2.2.3平成 18年度プロジェクト活動最終報告会

平成 19年 3月 19日 (月 )13:00から工学部共通教育棟 K501

教室で平成18年度のプロジェクト活動についての最終報告会が

開催された。報告を行つたプロジェクトは以下のとおりである。

O Ignitionプロジェクト

O LEDプロジェクト

○ 治J's placebo

Oソーラーボートプロジェクト

○ たたらプロジェクト

○ ロボコンプロジェクト

○ 意匠デザインプロジェクト

○ 街路樹復活プロジェクト            .
○ ニューコメン大気圧機関復元プロジェクト

○ コォディネイション・トレーニングマシンプロジェクト

○ ゲーム製作プロジェクト

○ 南海地震防災プロジェクト

吻 平りf免島fm鼻響ξ
~′

開■催1日|:平成11痢彎月110日|(月う13100～
開催場所:工学部共通講彗練K‐6011数室 ||

ヒ字曹燿薩 調輌 重o ll,せ 行うとともに ,の 咸黒●字内外に,颯,信 し.

″ラ学生′主プ′ジェクた

図2.2.5平成18年度プロジェクト

活動最終報告会ポスター

次の1および2は,徳島大学と和歌山大学が連携し,遠隔交信システムのiChatを用いて行つた2大学合同

のプロジェクト活動最終報告会である。

1.第 1回報告会 平成19年 5月 28日 (月 )16:30～ 18:30

徳島大学側は創成学習開発センター1階のミーティング室,また和歌山大学側はシステムエ学部 A101教
室において,インターネットテレビ会議システム iChatを使ってプロジェクト成果の最終報告会を双方向同時

中継で行った。次のとおり,徳島大学からは4件 ,和歌山大学からは3件の報告があつた。

徳島大学 :Ignitionプロジェクト

LEDプロジェクト

たたらプロジェクト

意匠デザインPJ

和歌山大学:8m電波望遠鏡再生プロジェクト

いそべの図鑑プロジェクト

低公害車の研究開発プロジェクト

2.第 2回報告会 平成19年 6月 11日 (月 )16:30～ 18:30

第1回の報告会に続き,残りのプロジェクトの合同最終報告会を第1回と同様に iChatを介して徳島大学 ,
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和歌山大学間で行った。次のとおり,徳島大学からは2件,和歌山大学からは5件であつた。

徳島大学 :ソーラーボートプロジェクト

創's placebo

和歌山大学 :「無人ヘリの姿勢制御システムの構築」プロジェクト

「幼児の集団遊びを探る」プロジェクト

「和大生に和歌山を体験してもらおう」プロジェクト

「自然言語を用いたコンピュータとの会話」プロジェクト

「センサとマイコンを用いた自立型運機の製作」プロジェクト

図2.2.6 iChatによる和歌山大学との双方向プレゼンテーションの様子

2.2.4平成 19年度プロジェクト活動審査会

昨年度までは,ブラッシュアップを目的にほぼ無審査に近い形でプロジェクト活動を認可していたが,本年

度からは活動糸区続中のプロジェクトも含め,新規のプロジェクトについてブレゼンテーションによる審査を実施

した。審査後,担当のセンター教員間で協議の上,評価,査定し,プロジェクトの採否を決定した。なお承認さ

れたプロジェクトには予算が付与され,義務事項などが課せられる。

以下の1から5は平成19年度に実施した審査会である。

1.第 1回審査会 平成19年 6月 4日 (月 )

Self‐ Development Projectとソーラーボートプロジェクト(継続)の 2件の申請があつた。審査の結果,

前者は保留となったのちに辞退し,後者は7月 6日 (金)に再審査となった。

2.第 2回審査会 平成19年 6月 26日 (火 )

新規のプロジェクトを含め,以下のとおり11件のプロジェクトの申請があつた。審査の結果,すべてのプロ
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ジェクトが承認された。

OHAMプ ロジェクト

○飛行船製作プロジェクト

○建築デザイン企画プロジェクト

○ギター解析プロジェクト

○目指せ !!鳥人間プロジェクト

○エフェクター復元プロジェクト

○スポーツと音楽に関する“巧みさ"研究プロジェクト

OMOBILE DUIDANCE
OIgnitionプロジェクト係区続 )

○たたらプロジェクト(糸区続 )

○デザインプロジェクト(継続 )

3.第 3回審査会 平成19年 7月 6日 (金 )

ソーラーボートプロジェクトの再審査が行われ,承認された。

4.第4回審査会 平成19年 8月 27日 (月 )

真空管プロジェクトと色素増感型太陽電池プロジェクトの2件の申請があり,審査の結果,ともに承認された。
5.第 5回審査会 平成19年 10月 17日 (水 )

第2ロボコンプロジェクトとロボット教室企画・運営プロジェクトの2件の申請があり,審査の結果,ともに承認

された。

2.2.5平成19年度プロジェクト活動中間報告会

1.第 1回和歌山大学&徳島大学プロジェクト活動合同中開発表会開催

日時:平成19年 11月 17日 (土)11:00～ 15:45

場所:徳島大学共通講義棟 K201教室

参加者 :徳島大学から教員および学生約35名 ,和歌山大学から教員2名 と学生15名

和歌山大学学生自主創造科学センター「クリエ」でプロジェクト活動をしている学生が教員とともに来学し,

以下の12のプロジェクトチームがそれぞれの活動の中間報告をした。

徳島大学:建築デザイン企画プロジェクト

たたらプロジェクト

HAMプロジェクト                .
Ignitionプロジェクト

目指せ !!鳥人間コンテストプロジェクト

ギター解析プロジェクト

和歌山大学 :反射式望遠鏡製作プロジェクト

ガイドブック作成プロジェクト

ソーラーカープロジェクト

形態可変型ロボットプロジェクト

多脚歩行ロボットの開発研究プロジェクト

えひめ―AIによる皮の浄化と再生プロジェクト

各プロジェクト報告において非常に活発な意見交換がなされ,休憩時間にもいろいろな話を聞き合うなど,

学生にとって有意義な発表会であった。図2.2.7に発表会の様子を示す。
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図2.2.7和 歌山大学との合同発表会の様子

2.第 2回創成学習開発センタープロジェクト活動中間発表会

日時:平成19年 12月 7日 (金)16:00～ 18:30

場所:倉J成学習開発センター1階

参加者:学生・教員約40名

この発表会は,翌年3月 に開かれるプロジェクト活動の最終報告会に向けての方向性の確認と修正を目的

とした報告会でもある。以下の9件のプロジェクトの中間報告があつた。

①ソーラーボートプロジェクト

②エフェクター復元プロジェクト

③スポーツと音楽に関係する運動の“巧みさ"研究

④小中学生向けロボット教室企画・運営プロジェクト

⑤色素増感型太陽電池プロジェクト

⑥デザインプロジェクト

⑦飛行船製作プロジェクト

③真空管アンププロジェクト

⑨第2ロボコンプロジェクト

センター教員以外の教員や技術職員の参加もあり,各プロジェクトにおいて活発な質疑応答がなされた。

帯
鼈 鮮 僣秒

プ 配 た 夕 1磯 摯 申 岬 圏 }

鍮 蟻 日:利
=1●

■,と要
'E:資

11● だけ‐14:`ξ
‐曇爆嘔懸:き嬌幸F嘆穐,ラ,「 ,「

回

図2.2.8第 2回プロジェクト活動中間発表会の開催告知ポスター (左 )と発表会の様子 (右 )

鰊

躙
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2.3評価・改善部会

2.3.1評価・改善部会の活動概要                      ・

評価・改善部会では,学生のプロジェクト活動に対する下記業務について企画・設計部会および実現。実施

部会と連携して前年度を踏襲した。また,外部評価委員会設立のための規則を制定し,実施に向けた取り組

みを行った。

(1)学習報告会の計画と実施

(2)プレゼンテーション評価の実施

(3)遠隔通信講演会のアンケート実施

(4)外部評価委員会設立の準備と実施計画

2.3.2平成18年度プロジェクト活動最終報告会の評価

平成 18年度のプロジェクト活動最終報告会は平成 19年 3月 19日 (月 )に行つたが,こ のときは,アンケート

や評価は実施しなかつた。

2.3.3平成19年度プロジェクト活動中間報告会の評価

平成19年度プロジェクト活動中間発表会におけるプレゼンテーション評価を行った。プレゼンテーションの

評価方法やその結果について報告を行う。

(1)評価項目

プロジェクト活動中開発表会におけるプレゼンテーション成績評価表を作成し実施した。実施項目は以下の

とおりである。

判定する項目:

(1)課題の目的を十分に理解しており,それを明快に説明できる

(2)調査や実験など,研究の方法が適切に設計されており,それを道筋にそつて説明できる

(3)結果を課題と関連づけて説明し,結果のもつ意味合いを理解している

(4)発表の態度が堂々としており,相手に理解させようとする努力が感じられる

(5)質 問の意味を正確に把握して,的確な答えをスムーズに話をすることができる

評価基準 :

①H(high),M(middle),w(weak)の 記号に○をつける.評価の該当しない場合は,Xの記号に○をつける.

②H(high)=3点 ,M(middle)=2点 ,W(weak)=1点 ,該当なし=0点の換算とする.

評価シー トとは別に,コ メン トシー トに 「(プ ロジェク トの)内容」と「(発表)技術」の 2項 目に

ついて簡単なコメントの記入を実施した。

(2)プ レゼンテーションの実施結果

平成 19年 11月 17日 (土 )に 開催された和歌山大学&徳島大学プロジェクト活動合同中間発表会と12月 7

日(金 )に 開催された第2回創成学習開発センタープロジェクト活動中間発表会においてプレゼンテーション

評価を実施した。合同中間発表会では,両大学ともに6チームずつ発表し,第 2回プロジェクト活動中開発表

会では,徳島大学のみ9チームが発表を行つた。

合同中開発表会では,徳島大学教員6名 ,和歌山大学教員2名 ,徳島大学学生10名 ,和歌山大学学生 1

9名 の合計37名 の評価の回答を得た。各5項 目に対する評価点と5項 目を合わせた合計評点を付けた。また,

第2回プロジェクト活動中開発表会では,徳島大学の教員5名 ,学生11名 の合計16名 の評価の回答を得た。

実施したプレゼンテーション評価結果とコメントは各プロジェクトチームに後日直接知らせた。

(3)プレゼンテーション評価を実施した成果と問題点について

各プロジェクトチームにはチーム毎の結果 (絶対評価)を示したが,他のチームとの相対評価を判断する材

料や順位は提示しなかった。また,プロジェクト内容に対するコメントや発表技術に対するコメントも有用なコメ

ントが多くあつたが,そのまま提示したのみに終わり,今後のプロジェクト活動にどのように活かすのか,またど
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のように改善すれば良いかと言った道筋を指し示すフォローアップができなかつた。今後は,アンケート結果や

コメントを有効に活用するために,各チームに知らせると共に,そのアンケート結果を基に各チァムの指導を行

う指導体制を整える必要がある。

2.3.4遠隔通信による講演会アンケート                        `
1.遠隔通信による講演会のアンケート

平成19年 12月 5日 (水 )に 開催された熊本大学との遠隔通信による講演会,平成20年 1月 11日 (金 )に 開

催された LED講演会,2008年 1月 24日 (木 )に開催された和歌山大学学生自主創造科学センター「クリエ」

主催の講演会の配信に関するアンケートや講演内容に関するアンケートを実施した。

2.アンケート実施結果

熊本大学と和歌山大学から配信された遠隔通信の映像に関しては,概ね良好な結果が得られ,遠隔通信

による講演会が有効であることが分かつた。しかし,画面構成や音声などの問題点の指摘があり,改良の余地

が残された。講演内容については幅広い講演内容が期待されていることが分かつたが,講演会を知る機会が

限られており,今後さらに宣伝普及活動を強化する必要がある。

2.3.5創成学習開発センターの活動に関する評価と改善

プロジェクト報告会のプレゼンテーション評価や各種遠隔講演会のアンケートを実施した。今後は,特にプ

ロジェクト報告会のプレゼンテーション評価をどのような目的で実施するのかを明確にすることが重要である。

実施したプレゼンテーション評価結果を分析し,日 常の学生の活動に反映させる取り組みが必要であり,学生

からの相談にも対応している実現。実施部会との連携をいつそう強化していく必要がある.また,プロジェクトそ

のものの評価手法を確立するために,評価手法の開発に向けて調査・研究を行う予定である。

【成果】

プロジェクト報告会において工学部で開発されたブレゼンテーション評価法を用いて,ブレゼンテーション評

価を行つた。評価結果は各プロジェクトチームに公表し,今後の活動の改善などに活用された。また,徳島大

学で開催した和歌山大学との合同報告会では,相互にブレゼンテーション評価を行い,大学問の技術交流を

深めることができた。

熊本大学や和歌山大学との遠隔通信による講演会において,講演会に関するアンケートを実施した。回答

者からは概ね良好な回答を得たが,遠隔通信の問題′点や改良′気の指摘もあつた。今後の遠隔通信の講演会 :|

の改善に繋げたいと考えている。                                  ii
外部評価委員会の設立に向けて外部評価委員会規則の制定作業を行つた。規則案は平成20年 2月 1日 付

:|

けで,創成学習開発センター会議で承認された。
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2.4公開・連携部会

2.4.1公開口連携部会の活動概要

公開。連携部会では,創成学習開発センターの活動に関わる情報発信と学内外の諸機関との連携構築を

担当しており,以下の業務を実施した。

a)活動のWEB発信

b)学内向け月刊誌 (ポスター)の発行

c)年次活動報告書・パンフレット類の作成・配布

め 学会等における成果発信

e)小中高生向けイベントおよび連携

0他大学との連携

υ その他外部への情報発信

2.4.2活動の WEB発信

昨年に引き続いて創成学習開発センターの WEBサ イトの公開を行つている。ホームページの URLは
http:〃wwwip.tOkushima‐ u.ac.jp/～center/index.htmである。活動中のプロジェクトチームは15あるが,本

年度にプロジェクト活動のホームページを作成した学生はいなかった。1名 で活動しているプロジェクトもあり,

ホームページを作成する余裕がないように思われる。また,ホームページを閲覧する学生が少ないので,作成

しても報われないという意見もあつた。さらに,本年度から本センターが工学部に移管されたことにより,徳島大

学のホームページでは目に付きにくいという意見もあつた。したがって,本年度は機械工学科1年生70名 を対

象に創成学習開発センターの認知度のアンケート調査を行ったcアンケート質問内容を次に列挙する。

問1.あなたの所属と学年を教えてください
=

問2.あなたは,倉」成学習開発センターのホームベージを見たことがありますか ?

問3,あなたは,「月刊イノベーション_のポスターを見たことがありますか?

間4.あなたは,創成学習開発センターでプロジェクト活動をしていますか?

ある0ヽ は,したことがありますか?

問5,あなたは,イノベーションプラザに入館したことがありますか ?

<問 4で「はい_と答えた者を除く>

問6.あなたは,創成学習開発センターの存在をご存知ですか?

<問 4,5で「はい」と答えた者を除く>                  “

問7.あなたは,イノベーションプラザの場所をご存知ですか?

<問 4,5で 'は い」と答えた者を除く>
問8.あなたは,これから卒業するまでにイノベーションプラザを利用すると思いますか ?

あるいは,禾J用 したいと′思いますか?

図2.4.1にアンケート調査結果を示す。本センターのホームベージを見たことがある学生はわずか14%で
あつた。また,センターでプロジェクト活動している学生の中にもホームベージを見たことがない学生が存在す

ることも明らかとなった。次に月刊イノベーションを見たことがある学生は21%と予想外に少ないことが判明したc

機械工学科棟1階の掲示板にA2サイズのポスターとして掲載しているが,1年生の活動場所は共通講義棟で

あるために見る機会が少なかったのかも知れない。また,ポスターは目にしてはいるが,それが月刊イノベーシ

ョンであることを認識していないだけかもしれない。平成19年度にセンターで活動している1年生は9%であり,

日標値である10%をわずかに下回つている。また,他学科ではさらに低いと思われるので,全体的には大幅に

下回つていることが予想される。今後,新入生獲得方法について抜本的改革が必要と言える。創成学習開発

センタァの存在を知っている学生は77%もあつた。これは,4月 に開催された新入生のオリエンテーションの場
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間2あなたは、創成学習開発センターの
ホームページを見たことがありますか?

間3あなたは、「月刊イノベーション」の
ポスターを見たことがありますか?

□ いい

間4あなたは、創成学習開発センターで
プロジエクト活動をしていますか?
あるいは、したことがありますか?

間5あなたは、イノベーションプラザに
入館したことがありますか?

<間 4で「はい」と答えた者を除く>

間6あなたは、創成学習開発センターの

存在をご存知ですか ?
<間 4,5で「はい」と塔 えた者を除く>

出

間7あなたは、イノベーションプラザの

場所をご存知ですか?
<間 4,5で「はい」と答えた者を除く>

間8あなたは、これから卒業するまでに
イノベーションプラザを利用すると思いますか?

あるいは、利用したいと思いますか?

図2.4.1知名度アンケート調査結果 (平成20年 1月 実施 )

で実施したセンターの説明と学生によるプロジェクト紹介の効果であると言える。次にイノベーションプラザの

場所を知っている学生は37%と意外に少ない。これを増やすことが,新入生獲得につながると思われる。最後
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の質問で,卒業するまでにイノベーションプラザを利用すると思うと回答した学生は15%あつた。今はプロジェ

クト活動を行っていないが,将来的には活動に参加しようというと考えている学生がいることは喜ばしい。また,

わからないと回答した学生は予想通り77%と多くいることが明らかとなった。機会があれば参加しようと考えて

いる者が多く,この学生をいかに取り込むかがセンターを活性化するポイントと言えよう。

講習会やイベントの開催案内,外部への活動紹介などホームベージは非常に有効な情報伝達媒体である。

しかし,本年度はプロジェクト活動を紹介する学生によるホームベージ|ま 作成されていない。創成学習開発セ

ンターのホームベージ設立の目的は,センターで開発された創造性を育む学習法を外部に紹介することであ

る。しかし,現状ではできておらず,今後ホームページの活用について検討すべきであるc

2.4.3学内向け月刊誌の発行 (編集委員会 )

創成学習開発センターの活動を学内の教職員や学生に認知してもらうことを目的に学内向け月刊誌を発行

している。昨年度は,毎月 1,000部 印刷して工学部および総合科学部の教職員に配布した。学生への通知は

主に掲示板を利用したが,ほとんど効果が得られなかつた。本年度はサイズをA4からA2へ拡大してポスター

形式に変更した。11月 から毎月100部印刷して,工学部学科内の掲示板に掲示した。記事はプロジェクト7舌

動の紹介をメインに他の学生の興味をひくような内容にした。本章の巻末に発行した月刊誌 (ポスター)を添付

する。

編集委員会は毎月末に開催してポスターの校正と次号の担当者の決定を行つたこ平成20年 1月 末までに8

回開催した。昨年度の副委員長が大生責の委員長を蓄うること、こなって1ヽ たが,プ ロジェクト活動を継続しな

かつたために上半期は委員長不在のまま編集委員会 |ま 雪仁されなかった=し たがつて,公 詞・連携部門長が

本年度も委員長を務めることになった0第 2類 (平 成 20生質)編集委員会メンバーと役職を表2.4.1に示すc

継続を目指して1・ 2年次学生を役職に配置させた。また,継続性の高いプロジェクトである鳥人間プロジェクト

の時安委員を副委員長に任命した。編集委員会開催 日と議題を表2.4.2に まとめる。

夏休みを利用して,創成学習開発センターの宣伝用の野外掲示板の設計を試みた。設置場所と完成イ

メージは図2.4.2に示す。現存しない奇抜なアイデアを駆使したデザイン的な野外掲示板の案が学生から提

案された。ところが,本格的な設計を進めるに当たり大学の施設部に相談を行ったところ,設置場所は非常に

風が強く,背 面にガラスの壁があるので安全面を考慮して学生が設計した掲示板ではなく既存のフェンスを活

用することを勧められたcその結果,世の中に存在しない新しい掲示板を作ろうと頑張つてきた学生の気力を

損なうことになり,本年度の作製を断念するに至った。

図2.4.2野外掲示板完成イメージ像

Ii「

再
一
」
¨
聾
勲
鯖1渕 ‖ζ瑕
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編 集 委 員会 役 職 所 属 学 年 氏 名 プロジェクト

委員長
ソシオテクノサイエンス

研究部
日下一也

副委員長 機 械 工 学 科 lf「 時安一成 目指せ | 1鳥人間コンテストPJ
書 記 光応用光学科 2■

「
梶本和孝 HAWI P」

システム倉J生

工学専攻
M2年 竹内公紀 デザインPJ

知的力学システム
エ学専攻

Ml年 石田雄司 ソーラーボートPJ

機械工学科 4年 島村典尚 飛行船製作 P」

機械工学科 4年 谷り|1明 弘 たたらPJ
総合科学部
人間社会学科

4年 中田領樹
スポーツと音楽に関する
運動の“巧みさ"研究 PJ

機械 工学科 3年 |1端岡」史 Ignition P」

機械工学科 3年 佐藤旭 ギター解析 P」

建設工学科 3年 岩本祥一 建築デザイン企画 P」

機械工学科 1年 澁谷九輝 エフェクター復元 P」

知能情報工学科 1年 飯田裕介 第 2ロ ボコン PJ

知能情報工学科 2年 米本剛士
小学生向けロボット教室

企画・運営 PJ
光応用工学科 34F 山根啓資 色素増感型太陽電池 P」

電気 。電子工学科 3左F 山本真央 真空管アンプ作製 PJ

表2.4.1第 2期 (平成19年度)編集委員会メンバーと役職

表2.4.2編集委員会の開催

開催 日時 出席者 議 題

第1回 7月 20日 (ると)

17:00～ 18:00
日下,時安,梶本,竹内,石 田,

佐藤
平成19年度 編集委員長の承認
副委員長,書記の選出
編集委員会メンバーの承認
今後の活動について

第2回 7月 26日 (木 )

17:00～ 18:00
日下,寺安 ,梶太,竹へ,島ド ,

楠本 (中 田 代理),阿宅

野外掲示板の製作について

第 3回 8月 7日 しk)

17:00～ 18:00
日下,時安,梶本 ,竹内,島村 ,

谷川 ,中 田

野外掲示板の製作について

第4回 10月 26日 (金 )

16:30～ 17:30
日下,時安,梶本,島村,谷川 ,

中田,川 端,岩本 ,山 畑 (石 田
代理),飯 田

和歌山大学との合同中間発表会に

おける発表プロジェクトの決定

11月 号の原稿作成プロジェクトについて

第 5回 11月 9日 (金 )

17:00～ 18:00
日下,時安,梶本,石田,島村 ,

谷川,川 端 ,佐藤,岩本 ,三船
(飯 田代理)

前回議事録の承認
11月 号の内容について(校正)

12月 号の原稿作成プロジェクトについて

第 6回 12月 7日 (金 )

17:00～ 18:00
日下,時安,梶本,島村,谷川 ,

澁谷 ,佐藤 ,山 本 ,楠本 (中 田
代理),御船 (飯 田代理 ),岩
本,御手洗 (石 田代理),米本

前回議事録の承認
12月 号の内容について(校正)

1月 号の原稿作成プロジェクトについて

リーダー会議の発足について

第 7回 1月 11日 (金 )

16:00～ 17:00
日下,時安,梶本,石 田,谷り|

中田,飯田,米本
前回議事録の承認
1月 号の内容について (校正)

2月 号の原稿作成プロジェクトについて

教員・技術職員とPJリ ーダーとの

意見交換会の実施について

第8回 2月 1日 (金 )

16:00～ 17:00
前回議事録の承認
2月 号の内容について(校正)

3月 号の原稿作成プロジェクトについて

第9回 2月 27日 しК)

13:00～ 14:00
日下,時安,梶本,中 田,佐藤 ,

川端 ,亀谷 (岩本代理),土井
(竹内代理),吉村 (石 田代理),

(飯 田代0

3月 号の内容について (取りやめ)

新入生用パンフレット作成について
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|:【成果】                                          ::
|: 創成学習開発センターのプロジェクト活動を紹介するために昨年度に引き続いて月刊誌を発行した。昨年 ::

::度はA4サイズの月刊誌を発行して配布したものの,学生にも教員にも浸透されなかった。その理由として,作 |:

i:成側の都合により作り易さを重視したためにデザインが平凡でインパクトに乏しかったためと考えられる。そこ |:

::で,昨年度3月 号の作成はクラリスプラシーボ P」 (現デザインPJ)の 学生が中心となり,大きな写真を用いた斬 ::

::新なデザインが提案されて採用した。さらに,本年度はより効果的な情報の発信を目指して発行部数を減らし ::

|:てA4からA2ヘサイズの変更を行つた。その効果は大きく,ポスターの前で立ち止まって眺める学生の姿が確 ::

::認された。また,PJ学生が提案した新デザインはAdobe Photoshopを用いて作成されていたが,使いこなす ::

|:のに知識が必要となると思われたので,デザインを変更せずにPowerPointで 表現することにした。     ::
鸞ござ言fI″ギごrrFrrご rrFFrrfご rrfFrrrFifffrご rrr″ rrご rrf」 :ござごrfffrJ♂ごrFFfFfJrffrffギ ござrffI`:rfrf:::ござrrfF″ rrrffr::JJfrf=Jご r“ rffrFrrFfrFrrrFFFFrご ごrFFfF″ IIFff:お

2.4.4リーダー会議の設立

学生プロジェクトが抱える問題として,活動人員と物事を成し遂げるための能力が不足している。センター設

立当初はプロジェクト間の繋がりも活発で学生間で交流があった。一人で複数のプロジェクトを行う学生も多く

見られた。さらに,センター専任教員が学生の抱える問題を見抜いて適切な助言を与えるなどしてプロジェクト

活動が停滞しないように注意を払つてきた。ところが,平成19年 7月 から専任教員が転出されたことにより,プ
ロジェクト活動を注意深く観察する人材が不足した。さらに,同 学科,同学年で構成されるプロジェクトが増え

たためにプロジェクト間の交流がほとんど行われなくなつた。

和歌山大学との合同中間報告会を機に学生プロジェクトが抱える問題点が明確になり,プロジェクト間の連

携が希薄であることを再認識した。そこで12月 7日 (金 )に開催された第6回編集会議においてリーダー会議
の発足が提案された。リーダー会議を開くことに対して反対する学生はいなかった。次にリーダー会議で何を

行うかについて話し合つた結果,何をしたら良いか分からないという意見がほとんどであったc各プロジェクトが

抱える問題点を明確にし,その問題を他のプロジェクトと共有して解決することを目的としてリーダー会議では

各プロジェクトの活動報告を行うことになった。

ガFFFrFrttI絆 :1111譜 rfrF苦者rf`:111“ FffrfiffFffF:rffrfF言 :ご IFrrFIIIIrfr結 ご1lFFfFFFFF:ffr詰 結FF:ξ ttfffFrrご ざ1lFFf″ IIIお F:::書 言rrrirま ざFFfFir“ Iffri露 :frrF吉 ギ

“

IFrFfII:亀

|:【成果】                                          ゥ:

i: 毎月,プロジェクト活動の進捗状況を報告する機会を設けることで,各プロジェクトの活動の様子を把握する ::

::ことができるようになった。また,学生の立場から見ても,毎月の報告は自身のプロジェクトの目標となり計画的 :|

|:に活動できることが期待できる。また,学生の自主活動の一つとして,学生による企画・運営を目指している。 ::

|:そのためには学生中心の組織が必要とされるが,これまではきちんとした形では存在しなかった。今後はこの ::

|:リ
ーダー会が核となって,学生がセンターの企画や運営に積極的に関わつていくようになることを期待する。  ::

。:FfFFIIfrfrrFrrFfff`:`ざ FFfffffrfFFfffffFFF:::ざ fFFfFFrffFffF:ぎざざFrfFFFFFFFffFfifff・ ^'“
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●
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′
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2.4.5年次活動報告書・パンフレット類の作成日配布

平成19年度新入生勧誘のためのセンター紹介のパンフレットを作成した。構成,デザイン等をクラリスプラ
シーボ P」 (現デザインPJ)の 学生により作成された。図2.4.3に作成されたパンフレットを示す。写真付で各
プロジェクトの紹介が紹介されており,学生の目線で表現されているので親しみやすい内容となつている。

また,平成19年度の年次活動報告書 (本報告書)を作成した。

ジ濃 翼ギ
ざギドギおぶぶ ぶ 習ぶドドぶぶぶ ぶぶざ ぶぶぉど瀬高ぶ ギぶぶぶぶざ ざ浴 ざ ぶ ぶ

ド
ぶど

、

ミ: 学生が中心となって作成した初めてのセンター紹介のパンフレットである。以前は,組織の説明など文字に ミ:

ミ:よる表現が多く堅苦しい形式的なパンフレットであったが,今回は具体的な活動が分かる内容となっている。しミ|

ミ:かし,最終報告書として作成したために新入生勧誘のためのパンフレットとしては最適ではなかった。予算執 ミ:

ミ:行
上の問題ではあったが,目 的に合わせたパンフレットを作成すべきである。20年度の新入生勧誘のための ミ|

ミ:パンフレットもまた学生が中心となって作成する予定である。                      ミ:
1`ビざごゞドざざざビざごごfざざざゞざどドドざざざどごござござざざごfござござどざざゞござざざざざどドござゞざござざドござゞざざざゞざざざゞごどざざギごゞゞざざごどごドゞドざざざゞゞどゞFござござどごゞゞどざどざゞドドござざざゞゞごゞゞδざざざどざゞござざざざビドドごビざざざござビござざざごどどゞゞじざごごござゞゞござい:
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図2.4.3新入生紹介バンフレット

2.4.6学会等における成果発信

日本大学理工学部 (東京都千代田区)で開催された平成19年度工学・工業教育研究講演会において8件

の発表が行われた。そのうち3件は学生プロジェクトメンバーによる発表である。平成19年度の学会発表。論文

投稿の一覧を表2.4.3に示す。桐山聰先生の発表による「思考支援ツールを使つた計画能力育成の試み」

は,平成19年度工学。工業教育研究講演会 Best Presentation Awardを受賞 (図 2.4.4)。

表2.4.3平成19年度の活動成果公開一覧

学術論文

(査読論文)

藤澤正一郎,大橋員,英崇夫 :徳島大学全学共通「創成学習」科目における能力自己評価 ,

工学教育,55巻,4号 ,48-52頁 ,2007年 .

桐山聰,英崇夫 :思考支援ツールを使った学生自身によるプロジェクト活動の自己評価,工学

教育,55巻,4号,70-74頁 ,2007年 .

英崇夫 :学生のブロジェクト活動を通したノ、背力養戒,工学教育,56巻 ,1号 ,77-82頁 ,

2008年 .

桐山聰,池 田祐一,佐藤康弘,谷田弓磨,礫田英広,小谷亮介,小西正暉,英崇夫 :若者の

判断力を育成する新しいグループワーク,工学教育,56巻,1号,83-88頁,2008年 .

国際講演

発表

T Hanabusa:The Activity of The Center for lnnovation and Creativity Development,

Serninar on Engineering Education,Korea Wlaritilne Universit"2007.

NI. Ⅳliwa: Remote Control Support Systelln for Aerial Photograph, Seminar on

Engineering Education,Korea 1/1aritilne University 2007.

国内講演

発表

続木章三,英崇夫,桐 山聡 ,日 下一也 :プ ロジェクト活動における教育的効果について,

平成19年度工学・工業教育研究講演会講演論文集,144-145頁 ,2007年 8月 .

田中啓祐,桐山聰,英崇夫:3次元 CADを用いた自主的な設計学習,平成19年度工学。工

業教育研究講演会講演論文集,236-237頁 ,2007年 8月 .

桐山聰,英崇夫 :思考支援ツールを使つた計画能力育成の試み,平成 19年度工学・工業教

育研究講演会講演論文集,350-351頁 ,2007年 8月 .

桐山聰,英崇夫 :学生の学生による学生のためのe― learning教 材製作を通した計画能力の

育成,平成19年度工学。工業教育研究講演会講演論文集,422-423頁 ,2007年 8月 .

島村典尚,自 井祐太郎,四 宮龍一
,

たたら製鉄の e‐ ラーニング教材化 ,

424-425頁 ,2007年 8月 .

谷川明弘,桐 山聰,英崇夫 :プロジェクトチームによる

平成 19年度工学・工業教育研究講演会講演論文集 ,
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表2.4.3平成19年度の活動成果公開一覧 (続き)

国内講演

発表

(続き)

桐山聰,英崇夫:聴衆との情報共有の向上を狙つたプレゼンテーション方法の開発,平成

19年度工学。工業教育研究講演会講演論文集,472-473頁 ,2007年 8月 .

英崇夫,桐 山聰 :研究マネジメント能力を育成する教育方法の開発,平成19年度工学。工

業教育研究講演会講演論文集,486-487頁 ,2007年 8月 .

井上直人,池 田祐一,伊勢太祐,森智史,桐山聰,英崇夫 :LED

だこと―プロジェクト活動を通して計画,実行の重要性を学ぶ―
,

育研究講演会講演論文集,662-663頁 ,2007年 8月 .

プロジェクトを通して学ん

平成19年度工学・工業教

続木章三 :「ニューコメン大気圧機関」の復元模型製作について,日 本技術史教育学会総

会・研究発表講演論文集,10-13頁 ,2007年 6月 .

続木章三 :ワットの蒸気機関と特許について,日 本科学史学会四国支部総会,2007年 8月 .

下谷英司 (機械工学科学生):ものづくり自主創成活動 ～ソーラーボートの製作～,山 口大

学工学部ものづくり創成教育シンポジウム,2007年 10月 .

英崇夫 :徳島大学工学部創成学習開発センターの活動,山 口大学工学部ものづくり創成教

育シンポジウム,2007年 10月 .

続木章三 :ワ ットの特許制度に関わる功罪について,日 本技術史教育学会全国大会・研究

発表講演論文集,20-22頁 ,2007年 11月 .

その他 続木章三 :身の回りの技術史 レオナルド・ダ・ヴィンチの「振り子はかり」,技術教室 9月 号 ,

pp.56‐ 61,2007自「 9月 .

続木章三 :ワットの蒸気機関の特許について,徳島科学史雑誌 ,No.26,pp.13‐ 17,2007年

12月 .

英崇夫 :遠隔通信による大学問相互連携教育,徳島大学高度情報化基盤センター T広報二

Vol.14,pp.35‐ 37,2007年 12月 .

賞  状

桐曲聰 殿 英 崇夫 殿

あなたは 社団法人 日本工学教育窃18

苺次大会‖寧・工業数弯研究

て数ある講演発表の中で

価 されま L7た ので

します

13本工学黎竜協余

終 小嶋 勝衛|.■

菫蓋誉1轟IF苧酢二

図2.4.4平成19年度工学。工業教育研究講演会講演会において受賞した

Best Presentation Awardの表彰状

2.4.7小中高生向けイベントおよび連携

a)科学体験フェスティバルヘの参加

開催日:平成19年 8月 4日 (土 ),5日 (日 )

主催:徳島大学工学部

http:〃wwwe.tokushima‐ u.ac.jp/News/sci‐ fes/index.html

県内の子供たちが科学の楽しさや不思議さを体験することができる参加型科学イベント「第11回科学体験
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フェスティバル」に,センターから「聞いてみよう でんばでおはなし」と「楽器を作つて『ド・レ・ミ』♪♪ウクレレ
,

横笛,ウインドチャイムなど」の2つのブースを出展した。対象は小学生低学年以上で,イベント当日は親子連

れで賑わつた。また,「 聞いてみよう でんぱでおはなし」では,アマチュア無線の公開運用を実施した。この内

容については,2.1.8に説明した。「楽器を作つて『ド・レ・ミ』♪♪ウクレレ,横笛,ウインドチャイムなど」では,

楽器作りにツヒ戦した。手作りの楽器を使って音の出る仕組みを説明した。図2.4.5にイベントで配布された実

験ガイド集の原稿を示す。また,図 2.4.6に「楽器を作つて『ド・レ。ミ』♪♪ウクレレ,横笛,ウインドチャイムな

ど」の実施の様子を示す。各テーブルでは会場を訪れた保護者同伴の幼児や小学生に「アルミ棒のウインドチ

ャイム」,「 手作リウクレレ」,「カリンバ」,「塩ビ管の手作り横笛」,「ストローぶ―ぶ―笛」などの工作指導をボラ

ンティアで参加してくれた補助学生と共に行つた。両日,予想を|まるかに超える来場者で賑わつた。

)由いてみようでんばておはなし 桑轟を作つて『ド・レ・ミ』♪♪
46ウ
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図2.4.6「楽器を作って『ド・レ・ミ』♪

図2.4.5 科学体験フェスティバ′レへの当要テーマ 実験ガイド集

★ ウインドチヤイム作り 参加者 約●3名

★ ブープー笛作り1参旗者 約 2う 0名

0楽器作りを通して 音に欄する科学的な説明 (音の三要素や

伝霧 聞こえる仕組みなど,を行つた ,

O音について 十分に襲心をもつていただけたと思う

♪ウクレレ,横笛,ウインドチャイムなど」の実施の様子

::【 成果】

本イベントの目的は“青少年の科学する心の育成"であるが,同 時に“地域社会の科学技術振興への貢献"::

でもある。今回も2ブースに補助員として企画・運営に携わつた学生は,科学工作を通して「地域社会への貢 ::

献」ができた。さらに,大人から幼児に至る来場者との関わりや対応の中で,彼らに「コミュニケーション能力の
::

向上」などが見られ,センターの理念に沿つた教育活動であつたと言える。                l:
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b)貞光工業高校への出前授業および体験学習

開催 日:平成19年 10月 19日 (水),22日 (土 )

「たたらプロジェクト」のメンバー島村典尚君,谷り|1明 弘君 (いずれも工学部機械工学科4年 )と英崇夫教授 ,

続木章三助教の4名 が徳島県立貞光工業高等学校で機械科2年生を対象に出前授業を実施した。授業は,

プロジェクトの学生2名 がパワーポイントを用いて「たたら製鉄」の歴史や玉鋼 (たまはがね)の製法などについ

て分かり易く高校生に解説を行つた。授業後の質疑応答では予定時間を超過するほど高校生から活発な意

見や質問があり有意義な出前授業になった。授業を行つた学生にとつて高校生という異世代間のコミュニケー

ション能力や高等学校という異質空間でのプレゼンテーション能力を試す良い機会であり,それらの能力涵養

になったと思われる。

図2.4.7「 たたらプロジェクト_学生による貞光工業高等学校での出前授業

出前授業に引き続いて3日 後の9月 22日 には貞

光工業高校から機械科2年生11名 が授業の一環と

して徳島大学工学部を訪問し,「たたらプロジェクト」

の学生や大学教員の指導のもと,プロジェクトで製

作した炉を使い「たたら製鉄」の体験学習を約8時間

かけて行った。この操業で約6kgの鉄塊を得ること

ができ,向後高校ではこの鉄を用いた本格的な「日

本刀づくり」の実習を行う予定とのことであった。

彙斤    属

Fl

図2.4.8「 たたら」操業の「徳島新聞」掲載記事

(平成19年 9月 23日 )

c)大学祭 ポスターによるプロジェクト活動紹介

,3日 (土 )開催 日:平成19年 11月 2日 (金 )

ぅ各プロジェクトの紹介ポスターを展示した。図2.4.9大学祭を利用してイノベーションプラザ1階を開放し

に展示したポスターを示す。倉J成学習開発センターの活動を学内外に知らせることを目的とした学生メンバー

,約 30名 が見学に訪れた。企画の試みであり
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ソーラーボートプロジェクト
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ギター解析プロジェクト

図2.4.9各プロジェクト紹介ポスターin学園祭 (抜粋 )

d)近畿地区の工業高等学校産業視察団が訪問

開催 日:平成19年 11月 7日 (水 )

近畿工業高等学校長協会・科長連絡協議会主催の第44回工業教育教員研修の国内産業視察団10名

(団長 :久米 豊 兵庫県立尼崎工業高等学校 校長)が本センターを訪問した。視察団は近畿地区の工業高

校の教員によって編成され,毎年,工業技術や工業教育の現状を視察するために企業や大学を訪問してい

たたらプ疇ジェクト

二奪:軸 ,・
‐

）一一”， ］
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る。今年度は主に電気系の教員が,午後1時 30分から工学部創成学習開発センター1階ミーティング室で「も

のづくり教育」についての懇談会に参加した。センター側からは,英崇夫教授,藤澤正一郎准教授,続木章三

助教の3名 が出席した。工業。技術教育について双方から活発な意見交換があり,有意義な会であつた。

e)高松西高等学校生徒の見学

開催 日:平成19年 11月 20日 (火 )

高松西高等学校の生徒が引率教諭と共に徳島大学工学部,総合科学部,薬学部を見学に訪れた。この見

学は高松西高等学校が「総合的な学習の時間」に取り組んでいる生徒自らが将来について具体的に考え,学

びたい分野や興味ある事柄を見つけるための支援の一環として行われた。本センターには,工学部を見学す

る生徒10名 が引率教諭と共に訪れた。英崇夫教授が創成学習開発センターの理念等紹介したほか,生徒の

質問に答えた。その後,飛行船製作プロジェクトの中野直信君,島村典尚君 (共 に機会工学科4年 )が飛行船

ロボットの説明を行い,生徒に操縦体験をさせた。

図2.4.10高松西高等学校の生徒との懇談の様子

f)助任小学校3年児童の見学

開催 日:平成20年 1月 11日 (金 )

徳島市立助任小学校3年生6クラス144名 が6名 の引率教諭と共に徳島大学工学部機械工学科の主要な

研究室および創成学習開発センターを見学に訪れた。この見学は小学校の教科横断的・総合的な教育活動

である「総合的学習の時間」の一環として実施されたものである。本センターでは,続木章三助教が施設案内

とからくり人形実演を行つたほか,三輪昌史准教授が飛行船ロボットを演示した。

2.4.8他大学との連携

a)和歌山大学との連携

和歌山大学学生 自主創造科学センターとの連携として,今年度はプロジェクト活動合同中間発表会と

iChatを使つた和歌山大学からの講演配信を実施した。

(1)プロジェクト活動合同中間発表会

開催 日時:平成19年 11月 17日 (土)11:00～ 15:45

開催場所 :共通講義棟K201

本センターのプロジェクトメンバーと和歌山大学学生自主創造科学センター「クリエ」でプロジェクト活動をし

ている学生が徳島大学にてそれぞれの活動の中間報告を実施した。参加人数は約50名 であり,活発な意見

交換が行われた。これに関しては,2.2.5に詳述した。
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(2)iChatを使つた和歌山大学からの講演配信

開催 日時:平成20年 1月 24日 (木)16:30～ 18:00

開催場所 :イノベーションプラザ1階

講演題 目:車椅子主婦からみた福祉環境

講 演 者 :松上京子講師

和歌山大学学生自主創造科学センター「クリエ」で実施されたクリエ講演会を iChatにより創成学習開発セ

ンターに配信した。約20名 の学生および教職員が講演を聴講した。講演終了後,徳島大学の学生が講師の

松上氏に質問を行つた。図2.4.11に講演会の様子を示す。

図2.4.1l iChatを使つた和歌山大学からの講演配信

b)熊本大学との連携

熊本大学との連携として,今年度は」GNⅡ (Japan Gigabit Network Ⅱ)を利用した遠隔通信講演会を

2回実施した。双方の大学で1回ずつ配信し,多くの教職員および学生が聴講したcまた,講演終了後 ,」GN
Ⅱによる相互遠隔通信を利用して活発な質疑討論が行われたこ

講演会名 :熊本大学 第19回工学部プロジェクトX講演会

開催 日時:平成19年 12月 5日 (水)15:30～ 17:00

開催場所 :イノベーションプラザ1階 (受信 )

講演題 目:日 本の未来を支えるものづくり技術 (その大切さ,面 白さ)

～産業用ロボットの研究。開発を通じて～            “

講 演 者 :り |1崎重工業 (株 )執行役員 技術開発本部副本部長兼システム技術開発センター長

上田澄広講師 (昭和45年熊本大学工学部電気工学科卒業)

イノベーションプラザ1階にて熊本大学酉己信の第19回工学部プロジェクトX講演会が開催された。図2.4.

12に講演会の告知案内と徳島大学側の会場の様子を示す。

-37-



鶯率肉撃工攀簿プ

"篤
‐ク鰤 のご案饉

●鯰力撻場
`=^1ヽ

■ 薔く0瞑修澪A摯
=摯

薔メ。
=こ

,|ス 漱艤や

“

横苺

“

耐綸

`′
=,

諸鶴 錢 翻 酢I鑽鍍 朧 麟 鸞業筆轟賢嶽
"

ユ,議
`●

め,全珀鉢 崚■l‐ た,`す .■ ,‐

…
鎌0僕璽 奪薇

・
彗

=■
,■

`;,,"=ォ
キ|`

ふ●|ヽ やt.='ザ 0す ,

3●

苺
''コ

叢
=元

摯ユ摯お
'"y=今

Ⅲa凛競,■樹

口筆:,熾 1●●:2漏 いむ まヽ■,■0-1,"

場騎‐璃咸学爾露癸■ヽ ,■
"

粛鬱 :Sヽ熱摯苺遊:橿 ま‐を、い,く ¥績嬌
`,0メ

01奮月 |ヽ

― 瑠01R"■ャ■●麟
=彙

曼 颯ゞし● ― :

癬
=薔

:=菫薇箕苺1澪||“ ら摯毒ヽス学ユ■営電気工摯8革■|

Ⅲ鶴薫二●1韓 )は

"構
■ ●揉臓t=麟凛″継繰,,え■■

"夕
贄●ヤン, ■

ユTI樹 :審議齊

叢  :朧 浸 覆
「

1111::1聯二藤熱,1雌fi轟霧
=:1‐

lf器駐lビ:運電|:i

:懲t壼
:馨IIi:ll:i:袴 llli11lII弩

1薔::l轟|:IIttfttt黒‐1厳隠

図2.4.12熊本大学第19回 工学吉ζブロジェクトX講演会 (熊 太大学から徳島大学へ配信)

講演会名 :LED講演会

開催 日時:平成20年 1月 11日 (金)17:00～ 18:30

開催場所 :工学部知能情報工学科棟C10教室

講演題 目:あしたのデザイン～あかりの変遷,これまでとこれから～

講 演 者 :松下美紀講師

徳島県と共催で LED講演会を実施し,」GNⅡ を利用して熊本大学に配信した。図2.4.13に告知ポス

ターと講演の様子を示すG徳島大学では学内外から約100名 の出席者があり,また熊本大学では建設工学科
の授業の一コマとして約30名 の学生が聴講した。

(a)告知ポスター               (b)松 下講師

図2.4.13 LED講演会 (徳島大学から熊本大学へ配信)
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(c)配信先の熊本大学の様子           (d)徳 島大学側の聴講者

図2.4.13 LED講演会 (徳島大学から熊本大学へ配信)(続き)

c)5大学連携教育シンポジウム

山形大学,群馬大学,徳島大学,愛媛大学,熊本大学の工学部が連携で開催している5大学連携教育シン

ポジウムは,今年度が4回 目となる。群馬大学工学部で開かれた本シンポジウムに,徳島大学から英センター

長,機械工学科の重光亨助教,学生プロジェクトメンバーの谷川明宏君,および機械工学科の西澤孝平君が

参加した。他大学の学生および教員が集まつて話し合いの場をもつことで,新しいつながりができ,しかも,学
生の立場から見た教育のあり方を知ることができる。今年度のテーマは,「初年次導入教育」,「創造性学習法

の開発」,「教育における地域連携・貢献」そして「大学院教育の改善とこれからの大学院教育の在り方」であり,

活発な議論がなされた。また,今年度は,学生だけのワークショップが新しく設けられ,「こうすれば私たちの大

学はもつとよくなる」というテーマで討論がなされた。教員だけでなく学生たち自身が大学教育について考える

時間を共有できたことに,たいへん意義のある集まりになつた3

開催 日時 :平成19年月27日 (木 )・ 28日 (金 )

開催場所 :群馬大学工学部 (桐生吉)

徳島大学からの講演者と講演題目:

英 崇夫,石原国彦,谷川明宏,やる気養成プログラムー学生によるeラーニングコンテンツづくリー

重光 亨,徳島大学における初年次導入教育と学生の現状について

西澤孝平,自 主創造

:: 本活動は,期待どおり他大学の学生と本学の学生の交流促進につながった。とくに,和歌山大学との合同 ::

::中 間報告会は本学学生に多大な刺激を与えることになつた。たとえば1年生が主体のロボコンプロジェクトは,I:

::中 間報告会の後に和歌山大学のロボットプロジェクトと交流するようになり,新たな小日標としてレスキューコン :i

l:テストに出場することを目指して活動している。また,本来その場所に行かなければ聴講することができない他 ::

::大学で開催される講演会がインターネットを通じてリアルタイムに聴講できて,さらに講師にその場で質問でき :|

::るシステムは学習の機会が増えるので非常に良い。5大学連携教育シンポジウムは工学部間で組織として動 ::

::いており,教員と学生で工学教育を検討する場として,全国でも極めて特徴ある試みである。次年度の熊本大 ::

::学で一巡するので,次の方針を定める必要がある。                         |:
略ご」どぉざIJギ ∫ゞJどごrfどぉ:JギどlざどどどおどごござfF==Jぶどごギさ

=ざ

ござピおJおピござどどfごどおおどどご:JJJご JどおおJおピffござfJご :::ごギギギざざぼどどおJごどござJざギどfざ JざどどざどぎごJ絆:Jどお

2.4.9社会貢献およびマスコミ報道

本センターでプロジェクト活動をしている学生が主体となつた活動による社会貢献および新聞報道が2件

あった。 .

(d)徳島大学側の聴講者
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表2.4.4社会貢献およびマスコミ報道

2.4.10受賞

本センターでプロジェクト活動をしている学生の受賞が5件およびセンター教員の受賞が3件であつた。

1  晨 彰 よ   |‐

12ヤ 各格 晟  |:

‐ あなたは頼書において ■

崚芳な瞬鬼嵐栞を傍あたと :|
1 餞ぬられました    11
1 ・

‐
'て

ここ:=漱 彰 tま す 11

野 IIf,||

図2.4.14徳 島大学長より受けた表彰状

年月 日 内 容 場 所

平成 19年 10月 11日 ～13日
徳島ビジネスチャレンジメッセ2007に前年度のLE
Dで未来のあかリプロジェクトが製作した「アースLE
D」 を出展

アスティ徳島

平成 19年 10月 19日・10月
22日

たたらプロジェクトのメンバーが貞光工業高校への

出前授業と体験学習を実施 (図 2.4.7)

貞光工業高校
徳島大学工学部
徳島新聞報道
(図 2,4.8)

表2.4.5学生および教員の受賞

年月 日 内 容 場 所

平成19年 3月 27日

竹内公紀 (システム創生工学専攻)

とくしま LEDアイデアコンテスト2006において,活用方法
部F弓 奨励賞を受賞
作品名 :光る楽器やステージによる野外コンサート
http:〃 led‐ valley.jp/history/index18.php

徳島県庁

平成19年 10月 19日

チームWEST
中野直信 (機械工学科),三輪昌史 他

第4回MDDロボットチャレンジ2007に おいて,飛行船プロ

ジェクトが総合第一位を受賞
http:〃wwwip.tokushima‐ u.ac.jp/～center/index.files

/HikousenProiect.htm

日本科学未来館

平成20年 3月 13日 徳島大学長表彰 竹内公紀 徳島大学本部

平成20年 3月 13日 徳島大学長表彰 中野直信 徳島大学本部

平成20年 3月 13日 徳島大学学表彰 田中啓祐 徳島大学本部

平成20年 3月 13日 2007年度優秀教員 藤澤正一郎 徳島大学工学部

平成 20年 3月 13日 2007年度優秀教員 寺田賢治 徳島大学工学部

平成20年 3月 13日 2007年度優秀教員 間世田英明 徳島大学工学部
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November

%
月刊イノベーション
は,自 主的に活動
する学生たちの成

果を報告します。私
たちの活動は,創成
学習開発センター
の支援によって行わ
れています。

月刊イノベ ヨ ンシ
‖|1薄

Ｏ

ｏ

２

ｖ

■1巡

フリーペーパー 【○マガジン】
を発刊します。

徳 島大学に新たな

ムープメントを起こすべ

く生協ラジオでおなじ

みのlgnlbnプ ロジェクト

が新たにフリーペー
パーを発千1し ました。

学生に密着した読み

やすい内容が売りで

す |! 何か告知し

たいことがある人や注

目することがあれば ,

スグに掲 載 します。

気軽に手をとっても

らってお昼休みにテン

ト下で読んでみてくださ

ヽヽ。

(文責:り ‖端剛史/工 機械)l                (文 責:飯田裕介/工 知能情報)

切 ギ

1靱蝋|
2007』 縮含優

i勝
!

夕掏鐸啄瘍15鑽

飛行船プロジェクトは、講義で学、Sヾことが出来なかったロボノト製作のための技術と知識を習得することを目的として活動しています。

具体的には、モデル駆動開発(Modd Dttven DeveЮpttenl:MDD)を 用いて、費行船自律桑行システムの胃発を行なっていますc活 動の成

果を試すため、10月 19日 に開催された『MDDウ ボットエィレレジ20C~1,1参 十しました,そ して、私たちの■―ム ‖ESTIま 総合優勝しました‖

(文責:中野直信/工 機械)

出るぞINHK大学ロボコン大会
僕たちロボコンプロジェクトは、NHK大 学ロボコン出場を目指して

立ち上がった最も新しいプロジェクトです。メンバーのほとんどが一

年生のため、先輩や先生方の協力を得ながら日々成長していま

す。このプロジェクHま 、学部学科など関係なくメンバーを募集してい

ますので、興味のある方はぜひ参カロしてください。

徳島大学 倉l成学習開発センター

イノベーションプラザ
htp ll-lp 10kush ma‐ u acip′

iOnt@p tokus‖ ma‐ u acip 舅
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月刊イノベ ション

December

;:P70
月刊イノベーション
は,自 主的に活動
する学生たちの成
果を報告します。私
たちの活動は,創成
学習開発センター
の支援によって行わ
れています。

「建築デザイン企画」は、建築に興味を持つ学生3人で始め

たプロジェクトです。さまざまなコンペに出場することでコンペに

作品を提 出するまでの流れを学 .Sヾとともに、設計知識の修得
や製作技術の向上を目指しています。
現在、一緒に活動してくれる人を募集しています。建築に興

味のある方、模型作りに興味のある方、歓迎いたします。興味
を持った方は気軽にイノベーションプラザに足を運んでくださぃ。

ソーラーボートプロジェクトは、太陽エネツレギーを重、く 日本 |ヽ ら韓国まで自律t行 する船を作ることを目標としています。今現在は
小型のミニチュア船を用いて自律制御の実験やソーラー六ス リの試験を行っています。ソーラーパネルや 自動制御に興味のある人
や船が好きな人、水遊びが好きな`人やとりあえずビング■`事がや.'た い人は、是非イノベーションプラザまで見学に来てください。

(文責:石 田雄司 /工・機械)

建築を知るために ギター調査中 |

(文責 :岩本祥―/工・建設)

このプロジェクHま 、アコースティックギターの解析を行って嗚りのよ
いギターを作ることを目指して活動しています。なにげなく弾いている

ギターも改めて調べてみると音程や音質を改善するための工夫が
いっばいで、先人の知恵を感じられます。
興味のある方は、イノベーションプラザ2階で活動しているので、是

リトお越しください。

いよ11よ書づくり憮1始■ !

(文責 :佐藤 旭/工・機械 )

徳島大学 倉」成学習開発センター

鴇靡 iよ黒ンプラザ
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月刊イノベ ション

Ｖａ

　

ｌ

ｕ

ｎ
ｙ
ｌ

ｎ

ｎ

ｒ

」

ａ

Ｏ
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Ｊ

Ｘ

∠

Ｖ

Co―ordination Training Projectは 、コオーディネイション能力とそのトレー

目指すとともに、学部 学年を超えて学び合える交流の場として運営していますc

制御研究室です。いつでも気軽に遊びに来て下さいc

―

l msec

各筋のポールリリース時における筋電図波形例

ニング方法について学びながら展開■旨導できることを

主な活動場所は総合科学部 1子 館中棟1階の運動

/ボ
→レリリース時

大胸筋

僧帽筋

広背筋

農直筋

三角筋

上腕二頭筋

上腕三頭筋

‖露量麟
左大□直筋

左大ロニ頭筋

月刊イノベーション
は,自 主的に活動
する学生たちの成
果を報告します。私
たちの活動は,創成
学習開発センター
の支援によって行わ
れています。

左前口■筋

左麟肛筋

右大■●筋

右大騒ニロ筋

右前E骨筋

右麟菫筋

海外との通信を目指して
HAMプロジェクトは昨年から始まったプロジェクトで、アマチュア

無線を使って海タトとの通信を試みることを目指しています。

琵琶湖の空を舞う
私逹は琵琶湖で行われているかの有名な『烏人間コンテスト』

に出場することを目指して頑張っています。昨年から始めたばかり

の新プロジェクトで、メンバー全 員が1年 生の5人組(≧ ∀≦)です。

知識も無い未熟者ですが、飛行の原理を学び、知恵の輪で頭

の体操をし、模型飛行機を作りながら、パズルを完成させつつ、

楽しく頑張っています。
いろいろなことに挑戦したいと思ったアナタ!烏人間コンテスHこ

挑戦してみたいと思ったアナタ1私逹と一緒に頑張りましょう‖

1中織 楊薇41 現在は電子工作技
術 向 上 のためにアマ

チュア無線用テレビ送

信機を製作中です。ア

マチュア無線に興味あ

る方、電波の仕組みを

実体験を通して理解し

たい方はもちろんのこと

携 帯 電 話 の 原 点

(ル ーツ)を 知りたい方

電子 工作に興 味ある

方は,学 部・学科・学

年に関係なく募集して

いますので、参加をお

待ちしております。

(文責:梶本和孝/工・光応用):                  (文 責:時安一成/ェ :機披L

(文責 :楠本朱香/

徳島大学 倉l成学習開発センター

イノベーションプラザ
hい J力酬 Vわ tOkuSh ma‐ u acJp′

front@"bkuS‖ ma_u ac"

開館時間 10:00～ 21:00
徳島大学工学部キャンパス K棟北

炒
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ション

企画・運営の能焼を育むチヤンス!lＶａ

Ｆｅｂｒｕ鵬
月刊イノベーション
は,自 主的に活動
する学生たちの成
果を報告します。私
たちの活動は,創成
学習開発センター
の支援によって行わ
れています。

Legoを使つた機構の
実践トレーニング中→

餃1警

′́~~~~二 ´″´T

ロボット教室プロジェクトでは、徳 島インターネノト市民塾の小中学生向 |十 ロボット教室(徳 島ロボントプログラミンググラブ)の 企画 運営
を学生が中だとなって行うプロジェクトです。活動内容は2,3ヶ 月に1度 スクーリングを行います。また、スクーリング以タトの活動としてe

Leor雨ngの作成も行っています。写真は12月 のスクーリングの様子です。ロボット教育 e― Learnngに 興味のある方は、浮田先生 (ukdo◎

me.lokushmo u oc.lp)か 下記欄タトに示した創戌学習開発センターまてメールにてご連絡ください。 (文責:米本剛士/工・知能情報)

ロボコン出場に向けて活動中 自分を磨<倉」造実践の場
私たちはHNKロボコン出場を目指して活動しています。現在

は8月 に行われるレスキューロボコンに向けてロボント作りをして
います。メンバーは5名 で工学部だけでなく総合科学部や医

菫
学部の学生も参加し

ています。プロジェク

ト活動は工学的知

識以タトにも学、Sヾ こと

現 が 多く、将 来始ず役

に立つものです。多く
の学 生 の参 カロをお

待ちしています。

↑作戦会議中

入

口

やりたもヽ事を
見つけよう!

現在活動中のプロジェクト

・ソーラーボート
.たたら
'デザイン
,lgnition

,スポーツと音楽に関する
運動の“巧みさ"研究

.ギター解析

.エフェクター復元
,飛行船製作
.HAM
,目 指せl!鳥人間コンテスト
,建築デザイン企画
・真空管
・色素増感型太陽電池
・ロボコンP」

・小中学生向けロボット教室
企画・運営

そして、…・
・君が作る新しいプロジェクト

(文責 :日 下―也/ソ シオテクノサイエンス研究部 )

ll劉りl11ぎ
1'11軍

磯機

製作したロボット

総
合
科
学
部

そ

(文責:飯田裕介/工・知能情報)

晰 り言覗考デ
~

front@ip lokushma‐u ac」p

開館時Fo5 10:00～ 21:00
徳島大学工学部キャンパス K棟北

閻
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3.韓国海洋大学校教育革新センターとの教育研究交流

韓国海洋大学校工学教育革新センターと徳島大学工学部創成学習開発センターとの間の教育研究交流

に関する協定書に基づき,両センター間の交流に関する協議およびソーラーボートプロジェクトの進捗状況報

告を行うため教員2名 およびソーラーボートプロジェクトメンバーの代表2名 が韓国海洋大学を訪問した。

特に,念願であつた両大学問での教育に関するシンポジウムの開催計画が一歩前進し,現実味を帯びてき

たことに大きな成果があつた。今回の訪間を機会に,学生を中心とする両センター間および両大学問の交流

がさらに深まることを期待したい。

訪問日時:2007年 12月 13日 ～15日

訪 問 先 :韓国海洋大学校

訪 問 者 :教員 英 崇夫,三輪昌史

学生 山畑隆史 (機械工学科3年),下谷英司 (機械工学科4年 )

韓国海洋大学校側:Kwang‐Hyun Bang工学部長,Young‐ Chae Song教育革新センター長 ,

金允海教授

3.1ソーラーボート成果報告会

まず,12月 13日 午後3時から金允海教授に面会し,ソーラーボートに関する成果報告会に参加した。徳島

大学から山畑,下谷両君が徳島大学創成学習開発センターにおけるソーラーボートプロジェクトの進捗状況

について英語による講演を行つた。

韓国海洋大学校側からは2名 の報告があつた。発表者はキャプストンデザインプロジェクトのメンバーの2名

で,1名 は2年の女子学生,他の1名 は3年の男子学生である。キャプストンデザインプロジェクトは教員がテー

マを与えて希望者がそれに参加する仕組みであり,学部の1年から4年までの学生が参加しているc2名 ともプ

レゼンテーションは初めての経験であるにもかかわらず,十分な準備がなされて内容,英語の発音とも自信あ

ふれる発表であった。韓国における英語教育のレベルの高さを垣間見ることができた3後述する学生プロジェ

クト間の交流を促進しようとすれば,徳島大学のメンバーも英会話力をつけないかぎり,対等な理解ができない

ことは明らかである。以下に講演会の発表タイト′レを記十
=

1.The techniques for composite mold for the development of environment‐ friendly technology:

Killn Yun‐ Hae,Park Keun‐ sil,Bae Sung‐ Yeol,Kiln Dong‐ hoon,Lee Sang‐ hoon,Kim Do‐wan

2.Fabrication ofship hull by GFRP: Seok Won‐ seok,Park Keun‐ sil,Kirn Yun‐ Hae

3.The introduction ofthe technologies for manufacturing RC Boat system: Seok Won‐ seok,Park

Keun‐ sil,Kim Yun‐ Hae                             “

4.Solar Boat Project,Takashi Yamahata

5.Evaluation of Solar Cell,Eiii Shil■ Otani

図3.1.1ソーラーボートに関する成果報告会の様子
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3.2工学教育連携に関する協議

12月 14日 の午前中は,Bang工学部長,Song教育改革センター長および金允海教授と共に両センター

間の交流促進のための協議をおこなつた。まず交流協定書についての確認をとり,続いて工学教育連携のあ

り方および学生プロジェクト間の交流について意見交換を行つた。検討の結果合意された内容を以下にまとめ

ておく。

(1)交流協定書について

i.両センター間の交流協定は2005年に締結しており,2010年まで有効であることを確認した。

五。両大学問の学術交流協定が2004年に締結されていることを確認した。

面.工学部間での交流協定の必要性について検討したが,大学問学術交流協定が存在するため必要がな

いとした。

(2)工学教育連携交流について

i.シンポジウムあるいはセミナー (以下,シンポジウムと呼ぶ。)を毎年 1回 開催することとし,徳島大学と韓

国海洋大学校が交互に主催する。

五.2008年 9月 に徳島大学で開催する。

五.シンポジウムの形式は発表件数にもよるが,日 頭発表とポスター発表の併用が有効である。

市.2008年のシンポジウムには,韓国海洋大学校から学生5名 程度,教員3名 程度が参加する予定であ

る。

v.シンポジウムの開催とは別に,工学教育の連携相談のために相互訪間の機会を設ける。

宙.シンポジウムおよび教員の訪間の形で年2回の定期的な交流を行う。

(3)学生プロジェクト間の交流促進について

i.両大学問の学生の交流の機会を増やすために,両大学のプロジェクトのテーマを相互交換する。

五.共通のプロジェクトテーマあるい|ま 相互に興味のあるテーマがあれば,プロジェクトチーム間での交流を

促進する。

Ё。そのために,まず徳島大学創成学習開発センターのプロジェクトテーマを韓国海洋大学校に提示する。

また,韓国海洋大学校のキャプストンデザインのプロジェクトテーマを徳島大学側に提示する。

(4)次回の打ち合わせ等

i.2008年 3月 下旬に徳島大学から再度韓国海洋大学校を訪問し,シンポジウムなど連携に関する詳細

の相談をする。

五.2008年 5月 頃,韓国海洋大学校から徳島大学への訪間を行い,両大学問の交流についての確認と促

進を行う。                            “

き課1勒鋤ll 11

図3.1.2工学教育連携に関する協議の様子
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3.3講演会

12月 14日 の午後には特別講演会が企画され,創成学習開発センターの活動紹介を兼ねて,英センター

長がセンター活動の全般について,また三輪委員が飛行船プロジェクトの活動とリモートコントロールサポート

システムの研究について下記の講演を行つた。

Takao Hanabusa,Activity of the Center for lnnovation and Creativity Development

ⅣIasafulni ⅣIiwa,Remote Control Support System for Aerial Photograph

図3.1.3特別講演会の様子
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4平成19年度プロジェクト活動最終報告会

創成学習開発センターの本年度の事業のまとめとして,プロジェクト報告会が下記の日程で開催された。

開催 日時:平成20年 3年 10日 (月 )13:00～ 18:00

開催場所 :共通講義棟 K302教室

今年度活動した15プロジェクトのうち13プロジェクトの発表があり,1年間の成果が報告された。当初の目標

がほぼ達成されたチームもあるが,そうでなかつたチームもある。参加者は,プロジェクトメンバーを含め延べ約

50名 であり,チームからの報告に対して,他のメンバー達から次年度のアドバイスや失敗原因の指摘などがな

され,熱心な討論の場となった。これは,メンバーが創成学習開発センターという活動の中で意見を共有して

いる証である。これらの議論をそれぞれのチームが深く吟味検討して,次年度にはさらに優れた活動成果が上

がることを期待したい。

なお,今回の報告会において,プレゼンテーション評価を行い,プロジェクト活動の内容 (1～ 3)および表現

技術 (4～ 6)について下記の項目を定め,3段階評価した。

【活動内容】

1。 発表したプロジェクトの目的がしっかりしており,達成するための目標も十分に定められ,明確に説明して

いる。

2.目 標へ到達するための計画がしつかりと練られ,計画に基づいてプロジェクトが実行されている。

3.目 的。日標に対応した成果・結果が出ている。

【表現技術】

4.発表の態度が堂々としており,発声もよく,相 手に伝えようとする努力が感じられる。

5.発表したスライドショーの見栄えがよく,各スライドで適切に説明しているc

6.質問をしっかりと理解して,スムーズに適切な回答を出している3

評価結果は直ちに集計され,総合得′点で1位と2位をそれぞれ最優秀発表賞と優秀発表賞とし,活動内容

および表現技術に対するそれぞれの最高得点者をプロジェクト賞およびブレゼンテクニカル賞として,報告会

後の懇親会の席上で表彰状がセンター長から授与された。この栄誉に輝いたメンバーは下記のとおりである。

最優秀発表賞

優秀発表賞

プロジェクト賞

プレゼンテクニカル賞

購 議 L,_

Ignitionプロジェクト  川端剛史君

デザインプロジェクト  竹内公紀君

第2ロボコンプロジェクト 飯田裕介君

竹内公紀君

興』』一

プロジェクト
最終報告会
H20年 3月 10日 続〕131∝ト

K■
=21助自由

饉
轟鼈 “
爾L靱 t、 .

111:麟覇諭'

,,■ 0 1=置務 鬱゙
"｀

図4.1最終報告会の開催告知ポスター (左 )と報告会の様子 (右 )
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(a)竹内公紀君 (b)飯 田裕介君 (中央)と P」 メンバー

(d)懇親会の様子(c)川端同1史君

図4.2懇親会での表彰および会の様子

最後に,14プロジェクトの最終報告書を以下にまとめて掲載する。
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2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書

プロジェクト名 建築デザイン企画プロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部建設工学科 3年 岩本祥一

メンバー 脇孝文 (建設 3年)亀谷友紀 (建設 2年 )

プロジェクトの目的
・2008年度「卒業設計 日本一決定戦」に向けて実力をつける

。それぞれの進路においてステータスとなるように実力をつける

プロジェクトの目標

shelter主催のコンペにおいて結果を残す

長谷エコンペにおいて結果を残す

活動の幅を広げる

目標に対する達成度

目標 1:達成度 20%

目標 2:達成度 30%

目標 3:達成度 30%

作品提出はできたが、つめが甘い

完成度は前回よりは上がった

様々な活動を提案しているが実現していない

活動の成果
。PCソフトの知識が上昇した。(CAD、 11lustrator etc.)

。コンペ作品提出までの一連の流れを把握した

来期の活動 目標 。今年度のものに同じ

活動の概要

主に,コ ンペ作品制作の活動を行った。今年度は,全体として「
『 shelter』 コ

ンペ」,「長谷エコンペ」に作品提出を行い,岩本は「9坪コンペ」にも参加し

た。参加傾 向は学生コンペが 中心である。作 品制作では,発 案 ,設 計

(CAD),模型製作 (主 にスチレンボードを加工),まとめ (イラストレーター等 )

の流れで作業を進めた。知識の向上 |ま ,各 自で学習することとしているこ
。「Shelter」 コンペ (テーマ :「 半透明の木箱 _)

亀谷の作品では,全体として |ま モダニズムと日本建築の融合を目標とし

た。開口部に日本建築の特徴であるコ廊を設け,モダニズムの特徴であるピ

ロティを取り入れることで視線をずらし,プライベートの保持を取りつつ開放的

か空間を表現し,半透明を表現したc

岩本の作品は,空間を構成する壁面を全て「ドア」にすることで,フ ァサード

の構成を利用者に完全に委ねる方法を取つた。壁面でありながら,開 口自由

とすることで半透明を表現。

脇の作品は,屋上を全て風呂とし,その床面を全てガラス張りとすることで

幻想的な雰囲気を表現し,非現実的で開放的な空間を表現することで半透明

を表現した。

。長谷エコンペ (テーマ :「 300人の住める集合住宅」)

提出作品(写真のみ)

(上から順に亀谷,岩本,脇 )

長谷エコンペ提出作品

(写真のみ)

亀谷の作品では,近年増加傾向にあるネットカフェ難民に対して,外部から完全に遮断された住環

境を与えることを目的とした。

岩本の作品では,退職後の一人の老人たちに都市での快適なセカンドライフを送れるような空間を

提供することを目的とした。

脇の作品では,シングルマザーが安心して生活できる環境を作ることを目的とした。
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2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書

プロジェクト名 飛行船製作プロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科 4年 中野 直信

メンバー 島村典尚(機械 4年)白石一哲 (機械 4年)余村正人 (機械 4年 )

プロジェクトの目的 講義で学ぶことのできなかつたロボット製作のための技術と知識の習得

プロジェクトの目標

MDDロボットチャレンジ 2007に参加し,上位入賞を目指す

ユースケース図,シーケンス図などのモデルの制作方法を習得する

MDD(モデル駆動開発)を習得する

目標に対する達成度

目標1:達成度 100%総合優勝という優秀な成績を収めた

目標2:達成度 70%クラス図の作成方法についてもう少し勉強する必要が

あると感じた

目標3:達成度 50%MDDに ついてある程度理解できたが,まだまだ勉強

する必要があると感じた

活動の成果
・制御システムのモデル製作技術・知識を習得した
。制御システムのプログラミング技術を習得した

その他,特記事項 。MDDロボットチャレンジ 2007総合優勝

活動の概要
。既存の飛行船ハードウェアに対して,そのハードウェア特性に合うシステムをMDD(MOdel Driven
Development)の手法でモデル化し,飛行船自律飛行システムの設計と実装を行つた。

・飛行船自律飛行システムの評価として,MDDロボットチャレンジ 2007に参加した。

・モデルの設計言語としてUML(Uni■ed Modeling Language)を用い,飛行船制御システムの要求モ

デル,分析モデル,設計モデルを作成した。

・作成したモデルを基に C++言語を用いてプログラムの設計を行つた。

・モデルを用いることによって,プログラムの青1作を担当していないメンバーでも,作成したモデルを見る

ことでソフトウェア製作者が要求する機能を効丞良く理解することができるc

・グループ内でのコミュニケーションを取るのに役立つ^

髯量
MDDロボット

チャレンジの様子

||111‐ 1田 |||||||
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表彰状 (総合優勝) 作成した要求モデル (システム全体のユースケース図)
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プロジェクト名 たたらプロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科4年 島村典尚

メンバ ー
白井祐太郎 (機械 Ml)谷川明弘 (機械4年)四宮龍一 (機械3年 )

原田紘輔 (機械1年)馬場博之 (機械1年 )

プロジェクトの目的 ものづくりを通して計画力を身に付ける

プロジェクトの目標

1年メンバーにたたら製鉄について教える

たたら製鉄に関するeラーニング教材の作成

貞光工業高校の生徒と共にたたら製鉄を行う

目標に対する達成度

目標1:達成度 50%たたら製鉄の実習は行つたが,勉強は不十分

目標2:達成度 15%フェライトの部分しかできていない

目標3:達成度 95%出前授業,たたら製鉄を行つたが計画が不十分

活動の成果

計画力の向上

eラーニング教材を作成する能力の向上

他人に物事を伝える能力の向上

来期の活動 目標
。たたら製鉄に関するeラーニング教材の作成

。たたら製鉄に関する知識を新メンバーに伝える

その他,特記事項 ・貞光工業高校とのたたら製鉄が徳島新聞に掲載された

活動の概要

。たたら製鉄ができない春から秋中ごろまで,新メンバーヘの計画立てに関する講義とたたら製鉄に関する

講義,炉の改修を行つたc

・9月 19日 に貞光工業高校で出前授業を行った:

。9月 22日 に徳島大学の中庭で貞光工業高校の生徒と共にたたら製鉄を行つた。
。たたら製鉄に関するeラーニング教材の一部 (フェライト)を作成した。

貞光工業高校とのたたら製鉄

目次
イント●ダクション  .

日本力について   |
平衡状態図について |

`織 化  J階 与 特殊な地 凱

|1毛131)ト
i・ オーステナイト

′く―ライト
マルテンサイト

「
―
∃

懲
~~~~~

巨■:I二_I
eラーニング教材 たたら製鉄

貞光工業高校への出前授業

2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書
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2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書

プロジェクト名 HAMプロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部光応用工学科 2年 梶本和孝

メンバ ー
松井健 (電電。Ml)/1ヽ 城智顕 (知情 Ml)石本晃士 (建設 Ml)

橋本力 (光応用 M2)

プロジェクトの目的 。アマチュア無線を使用して,海外と無線交信をする

プロジェクトの目標
目標1:ア マチュア無線の免許を取得

目標2:アマチュア無線の設置法と無線交信の練習

目標3:学部生の募集

目標に対する達成度

目標1:達成度 100%

目標2:達成度 70%

目標3:達成度 0%

全員 4級アマ従事者免許以上を取得した

報告書提出寺ATV送信機未完成。未調整

1ノ、も誘えなかつた

活動の成果

。全員無線の経験が無かったが,特別記念局運用で無線交信の方法を学んだ

。無線局の設置の仕方を学んだ

来期の活動 目標 ・無線交信する日の回数を増やす,通信範囲の改善

その他,特記事項 ・科学体験フェスティバル,踊る国文祭特別記念局運用に協力

活動の概要
。このプロジェクトは,アマチュア無線を使って無線交信を体験したい人や電波について学びたい人を対象

にしたプロジェクトである。
・リーダーは知識や経験が無かったため,まず,アマチュア無線従事者免許を取得した。その後,この免許

を持っていなかった他のメンバーも取得することができたc

。無線の練習については,科学体験フェスティバルおよび踊る国文祭特別記念局運用の味にアンテナの設

置をし,設置の仕方や無線交信の仕方を学んだ:ブ、員上の都合で管理し切れない等の理由により,常設

はしていないc

。現在は,電子工作の練習も兼ねて,ATV送信機 Dキ ットを彗フ、し,組み立てている。回路 |ま 完成しており,

配線を取り付けて調整を行うことで完哉十る=完哉後,千フ、生歓迎時にデモをする予定であるc

。メンバー募集については,文イヒ祭で参t]を呼びかけたが,1人も入ることはなかつた。設置等が困難にな

ケこ鰺 箕璽墨嬰t質毅脱 1認」「

一割
蔦
．文

1勒|

糀

霰

―
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2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書

プロジェクト名 スポーツと音楽に関する運動の“巧みさ"研究プロジェクト

プロジェクトリーダー 総合科学部人間社会学科4年 中田領樹

メンバー

楠本朱香 (総科4年 )樫原枝梨花 (総科3年 )F弓 田茜 (総科3年)杉本多余

(総科3年)穴吹俊樹 (電気3年)宗兼麻美 (医学2年)西岡祐希 (医学1年 )

良元俊昭 (総科1年)松村亮 (総科1年)大久保卓也 (総科1年)斎藤有里子

(総科 1年)室田昌美 (総科1年)廣岡美幸 (総科1年)吉成亜紀 (総科1年 )

プロジェクトの目的

・コオーディネーション能力とそのトレーニング方法について理解を深め,応用

すること

。学部・学年を超えて学びあえる交流の場とすること

プロジェクトの目標

運動や音楽の分野における実験的研究を行う

指導者研修会にスタッフとして参加し,普及活動を行う

トレーニングを実践し,各 自が目標とする行動能力を向上させる

コオーディネーション能力とトレーニングの原理を理解する

目標に対する達成度

目標1:達成度 80%運動と音楽に関する研究を行った

目標2:達成度 80%研修会にスタッフとして参加した,指導力不足を感じた

目標3:達成度 50%実践はできたが,数値としては出ていない

目標4:達成度 40%少人数で学習会を行つたが,全体的には不足した

活動の成果
・実験を通して人の運動・動作について分析,理解する能力が深まつた

。普及活動を通してコオーディネーションについての理解が深まつた

来期の活動目標
・実験活動に加え,勉強会やトレーニングも行う
。個人の興味に合わせ幅広く実験を行う

その他,特記事項 。次年度も活動は継続する

活動の概要

本年度は学習会・トレーニング・研究活動・普及活動の4つを柱に

活動してきた。その中で,今年度は主に普及活動と研究活動を

行った。               "

普及活動…「健康・体力づくり事業財団」による健康運動指導士

研修会に指導者スタッフとして参加し,実技を通してコオーディネー

ショントレーニングの普及活動に貢献した。

研究活動…投動作におけるコオーディネーション能力に関する実

験的研究および楽器演奏中の筋活動に関する実験を行つた。
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プロジェクト名 ギター解析プロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科3年 佐藤旭

メンバー

プロジェクトの目的
・ギター製作を通して力木と音質の関係を解明し,数値的に評価する

。ギター音色を向上させる

プロジェクトの目標

・市販ギターについて,音質を調査する

。ギターモデルを製作する

。ギターモデルを用いて最適な条件を見いだす

目標に対する達成度

目標1:達成度 40%良いと感じる音の傾向が把握できた

目標2:達成度 100%予 定通リモデルを製作できた

目標3:達成度 50%音質の変化|ま見られたが,最適条件は見いだせな

かった

活動の成果
・力木によるギター音色の違いに関する知識を得ることが出来た

。音質変化の傾向を把握できた

来期の活動目標
・力木剛性を調整し,最適な条件を探る

。裏板,側板を製作する

その他,特記事項 月刊イノベーション12月 号に記事掲載

活動の概要

1.市販ギター調査

市販ギターの周波数・減衰特性について調査を行った。全体的に減衰が遅い,各周波数での減衰

が一様,共振周波数での振幅が比較的小さいなどの特徴が見られたc

2.試験機製作

表板の振動についての調査を行うため,表板のみが振動するモデ′レが必要であるこそのため,試験

ギターを製作した。表板に|ま 一般にギターに使

われるスプルース(松科トウヒ属,日 本名 :米 唐

檜)を用い,ブレースと呼ばれるX形の骨組を貼

付。また,箱の共鳴による影響を無くすため,裏

板はなく,吸音スポンジ上で試験を行う。試験

は,以下の方法により行う。ギターブリッジ付近

でマイクを用いて録音し,PCで FFT解析した波

形および,耳 による主観的判断の双方により音

質を評価する。

3.試験結果

図2集音風景

試験の結果を以下に記す。ブレースが少なく,振動が抑制されない場合,減衰が遅くまとまりのない

音となる。逆にブレースを増して剛性を高めると,高音成分が増え硬い音になることがわかつた。また,

ブレース高さを減じ,剛性を下げると低音成分が増加し,音に丸みが出てくることがわかつた。つまり,

目指す音質により音づくりの方向性が全く異なるといえる。

図1試験ギター
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プロジェクト名 目指せ !!鳥人間コンテストプロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科 1年 時安一成

メンバー
大日向竜二 (機械 1年)寺馬康裕 (機械 1年)中松将太 (機械 1年 )

飯田裕介 (知情 1年 )

プロジェクトの目的

鳥人間コンテストに出場する

航空力学を研究する

材料力日工の技能向上をはかる

プロジェクトの目標

模型グライダーの作成。試行

飛行原理についての知識向上

メンバーの拡大

目標に対する達成度

目標1:達成度 80%形は完成したが,飛行に至っていない

目標21達成度 20%インターネット,本などで調べたが難しくあまり身に付か

ない状況である

目標3:達成度 10%一人増えた。アピールが足らなかった

活動の成果
・加工技術 (ハンダ・糸鋸。フィルム張り等)の向上

・飛行機についての知識が向上

来期の活動 目標

鳥人間コンテストに出場するための技術・知能向上

模型グライダーの試行,オリジナル飛行機の作成。試行

航空力学の研究,材料加工の技能向上,メンバー集め

活動の概要

模型飛行機のキットを注文し,夏休みから模型

飛行機の製作を始めた。翼を接着剤で張り合わ

せて組んでいき,サーボモーターを装着し,翼の

形はできあがった。尾翼のフラップを糸鋸で加工

し,ヤスリで形を整えて完成した。その後,三輪先

生の協力により翼の表面にフィルムをアイロンで貼

り付けた。主翼と尾翼にヒンジテープでフラップを

取り付けた。11月 に翼が完成し,胴体内の受信機

とモーターやアンプ,バッテリーなどをつなぐコネ

クタを各々のコードの先にハンダで取り付けたが,

受信機に必要な部品を購入していなかったのでその部品が来るまで進まなかった。注文していた部品

が 12月 に届いたので受信機に装着してみた。しかし,バッテリーの充電ができなかつた。試行錯誤の

末,充電することができた。1月 に入り,三輪先生の指導の下,モーターを試行してみると右翼のサーボ

モーターが稼働しなかった。原因は翼内でコードが外れていたことであった。だから,翼の一部を切り抜

いてコードを繋ぎ直した。また,翼とフラップを繋ぐピアノ線の長さが不適切だつたので調整した。その

後,送信機により主翼と尾翼の左右のフラップを合わせて,飛ばせる状態になつた。現在は,飛行場の

都合が合わないので 3月 中旬まで飛ばすことができない。

2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書
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プロジェクト名 第2ロボコンプロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部知能情報工学科1年 飯田裕介

メンバー
長島孝弥 (知情1年)西岡祐希 (医学1年)谷 口博紀 (総科1年 )

御船正樹 (知情2年 )

プロジェクトの目的 。講義で学ぶことを発展させたロボット技術を身に付ける

プロジェクトの目標

ロボコン参加経験のある高専,大学への研修

PJ内でのレゴマインドストームを使つたロボコン

レスキューロボコンヘの参加

目標に対する達成度

目標1:達成度 50%

目標2:達成度 50%

目標3:達成度 10%

NHK大 学ロボコン用には行つていない

5回行う予定がまだ 3回である

現在進行中で書類審査には通過した

活動の成果
。次年度も活動は継続する

。阿南高専,和歌山大学,高知工科大学と技術交流をしている

来期の活動 目標
・レスキューロボコン優勝

。NHKロボコン書類選考通過

活動の概要

第2ロボコンプロジェクトはNHK大学ロボコンで優勝することを目標として,去年 9月 から活動を始め

た。活動を始める前にプロジェクトを運営

していく上で有効なプロジェクトマネジメ

ントを学び,NHK高専ロボコン参加経験

のある阿南高専に研修へ行き,製作過

程や役割分担の仕方など,ロボット作り

の流れを学んだ。実際の活動として|ま ,

ますはじめに,ロボットに使われる基本的

な機構を学ぶため,レゴマインドストーム

を使用したプロジェクト内ロボコンを催

し,段差上りやライントレースをするロボッ

トを作成し,機構やプログラムの理解を

深めた。

次ステップとしてレスキューロボコンに参加することを決め,まずレスキューロボコン参加経験のある和

歌山大学へ行き,レスキューロボコンでのアドバイスを聞いた。次に,ロボットのアイデアを出し合い,先

輩や先生方の意見を反映させながら書類を完成させ,書類選考に通過し出場が決定した。現在は,ロ

ボットに必要なスペックを割り出し必要な材料を集めるために模型を制作している。

今期は引退した先輩にプロジェクト運営の仕方についてアドバイスをもらつたり,他のPJからは手伝つ

てもらつたりしたので,来期は後輩への技術伝承(縦の繋がり)や ,他の P」 との横の繋がりなどを意識し

て活動していきたい。
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プロジェクト名 ソーラーボートプロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科 Ml石 田雄司

メンバ ー
石田雄司 (機械 Ml)

山畑隆史 (機械3年 )

下谷英司 (機械4年 )

吉村祟 (機械3年 )

御手洗義宏 (機械4年 )

プロジェクトの目的 ・外洋を航行する無人自律制御ソーラーボートの製作

プロジェクトの目標

自律航行の構築

ソーラーパネルの特性試験

実験船によるひょうたん島一周

目標に対する達成度

目標1:達成度 50%

目標2:達成度 30%

目標3:達成度 30%

方位制御完成したが GPSは組み込めていない

充電試験を行ったが必要なデータが取れていない

船体が完成しているのみ

活動の成果
。自ら計画し実行する能力

・各種の専門知識 (C言語,ソーラーパネル,電子回路など)

来期の活動目標
。実験船によるひょうたん島一周

・プロジェクトマネジメントの本格的な導入

その他,特記事項 ・徳島新間に小さく掲載された

活動の概要

今年度は鳴門競艇用ボートを用いて無人自律制御でのひょうたん島1週航行を目標とした。

前年度までに鳴門競艇用ボートの船体の改造|ますんでおり,今年度|まモータードライブ機構,ソー

ラーパネル特性試験,自 律制御プログラムの製作を行うことにしたc

結果,制御プログラムでは方位制御は完成したもののGPS制御の構築はいまだできていない。ソー

ラーパネルの試験では数回の試験を行うもの必要な成果が得られなかった。そしてモータードライブ機

構は完成したがいまだに実際の航行試験は行つていない。

ソーラーボートプロジェクト
中間報告会発表

ひょうたん島と1ま

発 表 者

機 械 工学 科 4年 llp手 滉 薇 宏

4年   下 谷案 ヨ

三綸二史、日●■夫、野村二人

目裸
o無人で外洋を自体航行するツーラーボートのための お本

モー ター ドライバー の 作 成 (結果 )

Ｌ

Ｔ
ソ̈―ラー パネル試験

目標

o発電二、特定条件下での効率の洟:定

oパネル‐′`ッテリーの接続 く充電回路 )
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プロジェクト名 Ignition‐ proiect

プロジェクトリーダー 工学部機械工学科3年 り|1端 岡J史

メンバー

石破利彦 (総科4年)吉田さおり(総科4年 )

恵美由香里 (総科3年)前田健吾 (知情3年 )

西藤美由紀 (生物3年)石川智裕 (建設3年 )

中野仁人 (総科3年 )

塚本佳那 (生物3年 )

プロジェクトの目的 放送コンテンツを利用したプロジェクトマネージメントの学習と活用

プロジェクトの目標
・試聴者、知名度の向上

。新しいプロジェクト運営体制を用いたプロジェクト運営

目標に対する達成度

。日標1:達成度 80%昼の利用者約 100人に対し広報誌の配布部数が 80

部となった

。目標2:達成度 50%運用初めの頃は上手く動くことができたが,その後 ,

コミュニケーション不足を発生させる結果となってしまった

活動の成果
。評価において調査などで得た数字を用いるようになつた

。計画および初期設定にしたがつて活動できた

来期の活動 目標

。これまでの活動やメンバーを一新して,さ らにプロジェクトマネージメントの

学習にとりくむ

活動の概要

今期の目標である知名度の向上に対応し,番組宣伝のためのフリーペーパーを作成した。紙面の

中で徳島大生の日常生活や課外活動を積極的に取材し掲載することによつて,発行部数以上の広告

効果があつた。

また,今学期初めより採用したプロジェクト運用体制を用いた番組制作を年間を通して行つた。

↑誌面内の大学生企画

オリジナル広報誌(Omaga)

巫

鋼電減・一Ｐ掛弩”Ю出議議
綱

癬
鶏
一堪
識秘
甕
“

濠
一議
一躍
鞭
額
一

鱚
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プロジェクト名 デザインプロジェクト(創 s'placebo)

プロジェクトリーダー 工学部知能情報工学科M2竹 内公紀

メンバー
武藤雅幸 (知情M2)
渋谷隼人 (知情 4年 )

山本麻由 (知情M2)土井真樹 (総科M2)
藤田寛子 (光応用4年 )

プロジェクトの目的
・デザインの方法論を理解すること
。デザインの重要性を周りの人に理解してもらうこと

プロジェクトの目標

デザインの発表を積極的に行う

デザインの重要性を理解してもらうため,DTLの運営

グループで一つの作品を作る

目標に対する達成度

目標1:達成度 100%
目標2:達成度 40%
目標3:達成度 60%

今年もデザイン製作を行い,積極的に発表した

去年に比べて,イベントなどを行わなかった

卒業研究で忙しく,スケジュールが合わなかった

活動の成果
・デザイン能力,交渉力,プレゼン能力
・デザイン作品を作つた経験と,作品を交渉や発表に利用

来期の活動目標 ・抜けたメンバーの穴埋め

その他,特記事項 。徳島県LEDアイディアコンテスト奨励賞 受賞(竹内)

`■ 'ンA til.(
||`||
兼|● メイメ

13●

活動の概要
・デザインの重要性を理解してもらうための活動として,デザインテンプレートライブラリ

(DTL:http1//ww‐ ip.tokushima‐ u.ac.ip/～claricenlacebΩ

`dty)の

企画・運営を行ったc

。前年度に引き続き,webベージやポスター,バンフレットなどのデザイン活動を行い,作品を発表する
ことによつてデザインの理解を深めたこ
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プロジェクト名 小中学生向けロボット教室企画・運営プロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部知能情報工学科2年 米本剛士

メンバー

プロジェクトの目的 ロボット教室の運営

プロジェクトの目標

スクーリングの企画

スクーリングの実地

イーラーニングの実地

ノウハウの蓄積

目標に対する達成度

目標1:達成度 70%

目標2:達成度 80%

目標3:達成度 500/0

日標4:達成度 10%

企画を行うこと|まできたが内容が勉強不足

実施は行えたが予定時間をオーバーした

開発中である

始まつてすぐであるため,外部発信していない

活動の成果
・スクーリングを2回行つた (11月

・e‐Learningの 開発

11日 ,12月 16日 )

活動の概要

大道芸ロボットのモデル

。2007年 11月 頃にプロジェクトを開始した

。2007年 11月 11日 スクーリング

・2007年 12月 16日 スクーリング

・e‐Learningの 開発を行つた

。学年の違う生徒に対する教え方の協議

・メンバー募集についての協議

スクーリングの競技会での様子
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プロジェクト名 真空管アンププロジェクト

プロジェクトリーダー 工学部電気電子工学科 3年 山本真央

メンバー

プロジェクトの目的

。講義のように「こうしたい時に使う」だけでなく,「どうやつて使う。作るか」等を

通して様々な知識・テクニックを得る

。プロジェクトを通じて,好奇心を持つて物を観察したりする習慣をつける

プロジェクトの目標

各々の製品の特徴,性質を理解する(今回使用する製品に限る)

アンプを作る上で必要な知識を身につける(利得等の計算)

他の回路を見ても何をしているか理解できるようになる

目標に対する達成度

目標1:達成度

目標2:達成度

目標3:達成度

％

％

％

０

　

０

　

０

５

　

１

　

７

設計中で少ししか部品が決まつていないため

設計終了後に考えるとしたため

シングル回路のみの達成度

活動の成果
。真空管に対する知識の向上 (無知から始めたので)

・増幅回路。電源周りの回路の作り方

来期の活動 目標

引き続き設計を進める

欲しい出力等を満たしているか確認する

部品を決定し,実際に組み立てる

周波数応答等を確認し,出来上がったアンプの良し悪しを見て悪い箇所は

修正していく

活動の概要

活動内容が分かるように記述し,必要に応じて写真等を貼り付けるc

右図の本を使い,基本的な回路の作り方・負帰還・真空管について勉強し,

わからない所や間違っている所を一宮先生に教えてもらいながら,下図の

回路を作つた。                 ・
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プロジェクト名 色素増感型太陽電池 PJ

プロジェクトリーダー 工学部光応用工学科3年 山根啓資

メンバー
中田智康 (光応用3年)岡 田昌也 (光応用3年)渋谷厚志 (光応用3年 )

向所明里 (光応用3年)任何 (光応用3年 )

プロジェクトの目的
・効率のよい色素増感型太陽電池の作成を通じてメンバーと問題処理能力

やコミュニケーション能力の向上を図る

プロジェクトの目標
・効率1～ 2パーセントの太陽電池の作成

・イベント等に参加して太陽電池を広める活動を行う

目標に対する達成度
目標1:達成度 40%

目標2:達成度 0%
効率が目標値までいかなかった

イベントなどの活動をすることができなかつた

活動の成果 。活動を通じて問題に対する取り組み方など見直しがかなり必要だと感じた

活動の概要

以前のプロジェクトを引き継ぐ形で始め,色素増感型太陽電池のことを調べることから行つた。

また一通り調べ終わると実際に試作品の作製に入つた。試作品を作製した後効率が上がらない理由

についての考察とその対策について考えて試作品の作成といつたことを繰り返して行つてきた。

1月 頃にイベントヘ参加するという予定を立てていたがそれを行うことができなかつた。

以下は試作品の作成中の様子の写真。

酸化チタンをベースト状にするために

容器の中ですりつぶしている様子

写真2試作品の電流電圧特性のガラス

測定中の様子。

(左 )ライトの量の調整中

(右 )実際の測定中の様子

写真 1

2007年度 創成学習開発センタープロジェクト活動報告書
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お わ り に

平成16年度に創設された創成学習開発センターは,「 自主」,「共創」および「創造」を理念とし,学生の自

主参加の創造教育の場として年ごとに活発になってきています。平成19年度は15のプロジェクトチームが活

動しました。センター創設以来の「ソーラーボートプロジェクト」は海に囲まれた徳島ならではのもので,韓国海

洋大学校のチームとの国際連携により活動しようとするものです。また,今年度から始まつた「鳥人間コンテス

ト」や「第2ロボコン」プロジェクトはこれから長期に続くものとして発展が期待されます。

プロジェクトに参加するのは,所属学部が工学部,総合科学部,医学部など,また,学年が学部1年から博

士前期課2年までの多岐にわたる学生たちです。異分野の学生達が競争的環境の中で活動し,多様な思考

力を学び取ることを期待しています。プロジェクト内およびプロジェクト間でコミュニケーションをとる方法につい

て,学生達が新たに議論を始めました。学生達自身からの発案で,いろいろな事柄を検討することが大事なこ

とだと′思います。

一方,創成学習開発センターでは,各々のプロジェクト活動を横断的に見ることにより,学習手法の上での

問題点を見つけることができます。そして,その問題′気を解決するための新たな学習手法を開発することが大

きな目的の一つになっています。今年度は,計画立案力および評価力の向上を目指したプロジェクトマネジメ

ント手法の開発を目標に設定しました。そのためのプロジェクトマネジメント研修会には鳥取大学および神戸

高等専門学校の教員および学生を含み,多くのプロジェクトメンバーが参加して,教員と学生の合同で学習手

法を検討しました。プロジェクトマネジメント手法を身につけた上で
~も

のづくり_を実践した学生たちが,論理的

な思考力をつけて社会に巣立っていけば,これ|ま社会に出て大いに役立つものと確信しています。

創成学習開発センターの運営は,期 限付きの人および予算に頼らざるを得ません。このような状況の中で

最大限の成果を出すよう努めていますが,今後は恒久的な人材配置と予算配分が望まれるところです。本年

度は,総合技術センターの技術職員の方々に創成学習センターの運営上の協力をいただきました。技術職員

による支援体制をどのように構築するかということも,今後の問題点として上がってきました。学生の自主創造

であることを念頭に置いた上で,教員および技術職員が適切に支援する方法を学生と共に考えていきたいと

思つています。

最終報告会でのプレゼンテーションを聞いて,メンバーが 1年間を真倹1に活動して成長した様子を見ること

ができました。

創成学習開発センター副センター長

末山征士



【運営委員会委員】

役職

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

【センター教職員】

部会名等
センター長

副センター長

企画 0運営部会

実現。実施部会

所属

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部。准教授

高度情報化基盤センター・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部。講師

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・講師

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・講師

所属

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・講師

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部。准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部。准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・助教

創成学習開発センター・専任講師

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・助教

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・講師

高度情報化基盤センター・准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部・技術補佐員

氏名 `
英崇夫

末山征士

金崎英二

寺田賢治

藤澤正一郎

間世田英明

三神厚

上田哲史

森篤史

三輪昌史

中村浩一

氏名

英崇夫

来山征士

○森篤史

外輪健一郎

寺田賢治

○間世田英明

末山征士

続木章三

桐山聰 (～ 2007.6)

○藤澤正一郎

三神厚

○日下一也

中村浩一

上田哲史

岡村恵子(2007.2～ )

○は部会長

評価・改善部会

公開・連携部会

センター職員

【連 絡先 】

徳島大学工学部創成学習開発センター(イノベーションプラザ)

住所 :

電話 :

Fax:

E―mail:

URL:

T770-8506

徳島県徳島市南常三島町2-1
088(656)8236

088(656)8236

■ont@ip.tokushima― u.ac.jp

http://― .ipotokushilna―u.acojp/～ center/index.htm



徳島大学工学部創成学習開発センター規貝J

(設置)

第1条 徳島大学工学部 (以下「工学部」という。)及び徳島大学大学院先端技術科学教育部 (以下「教育部」

という。)に ,徳島大学工学部倉り成学習開発センター (以下「センター」という。)を置く。

(目 的)

第2条 センターは,創造性豊かな質の高い人材の育成を図るため,学生の創造性を育成する学習法の開発

と学習達成度評価法の開発を行うとともに,その成果を学内外に情報発信し,創造性教育の推進を

支援することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。

(1)創成学習の実施に伴う企画。運営に関すること。

(2)創成学習の実施及び創成学習法の開発に関すること。

(3)創成学習の評価方法の開発及び継続的な改善に関すること。

(41創成学習の成果の公表及び学外との連携に関すること。

(5)そ の他センターの目的を達成するために必要な業務

餓 員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1)センター長

(2)副センター長

③ センター教員

(0その他センター長が必要と認める者

(センター長)

第5条 センター長は,徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 (以下「研究部」という。)専任の教授を

もつて充て,センターの業務を掌理する。

2センター長の選考について必要な事項は,別に定める。

(副センター長)

第6条 冨1センター長は,研究部専任の教授をもつて充て,センター長の職務を補佐する。

2副センター長は,センター長が命じる。

(センター教員)                             ・

第7条 センター教員は,研究部専任の教員から次の各号に掲げる者をもつて充て,センターの業務を行う。

(1)各コースから選出された教員 各1人

(2)工学基礎教育センターから選出された教員 1人

③ 高度情報化基盤センターから選出された教員 1人

(4)そ の他センター長が必要と認める者

2センター教員は,センター長が命じる。

(任期)

第8条 冨1センター長及びセンター教員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じたときの後任

者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,徳島大学工学部創成学習開発

センター運営委員会 (以下「運営委員会」という。)を置く。

2運営委員会について必要な事項は,別に定める。

(部会)



第10条 センターに,第3条の業務を遂行するための部会を置き,部会には部会長を置く。

2部会について必要な事項は,センター長が別に定める。              .
(評価委員会)

第11条 センターに,センターの活動を評価する徳島大学工学部倉J成学習開発センター評価委員会 (以下
「評価委員会」という。)を置く。

2評価委員会について必要な事項は,センター長が別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は,工学部事務部において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,センターについて必要な事項は,センター長が別に定める。

附 則

この規則は,平成19年4月 1日 から施行する。



徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター運営委員会規則

(趣 旨)

第1条 この規則は,徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター規則 (以 下「センター規

則」という。)第 9条第2項の規定に基づき,徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発セン

ター運営委員会 (以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1)徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター (以下「センター」という。)の管理運営の

基本方針に関すること。

(2)センター長候補者の推薦に関すること。

(3)センターの予算・決算に関すること。

(4)センターの人事に関すること。

(5)その他センターの管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

(1)センター長

(2)副センター長

(3)センター規則第10条に規定する部会長

(4)各コースから選出された教授 各1人

(5)工学基礎教育センター及び高度情報化基盤センターから選出された教授 各1人

(6)その他運営委員会が必要と認める者

2前項第4号から第6号までの委員は,教育部長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第6号までの委員の任期 |ま 2年とし,再任を妨|ザないcただし,委員に欠員が生

じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とするこ

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもつて充てる。

2委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3運営委員会に副委員長を置き,副センター長をもつて充てる。

4副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。  “
(会議)

第6条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第4号及び第5号の委員が会議に出席できないときは,代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 運営委員会が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

2教務委員長,博士後期課程運営委員会委員長及び学生委員長は,必要に応じて会議に出席することが

できる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は,学務部教務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,運営委員会について必要な事項は,運営委員会が別に定める。

附 則

この規則は,平成19年 4月 1日 から施行する



徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター長選考規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター規則第5条第2項の規定

に基づき,徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター長 (以 下「センター長」とい

う。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 センター長の選考は,徳島大学大学院先端技術科学教育部創成学習開発センター運営委員会 (以

下「運営委員会」という。)の推薦に基づき,研究部長が行う。

2研究部長は,センター長の選考に関し,運営委員会に意見を述べることができる。

(資格)

第3条  センター長の資格は,徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部の専任教授とする。

2センター長は,学識が優れ,教育研究に関し識見を有し,かつ,管理運営能力を有する者とする。

(選考の時期)

第4条 センター長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1)センター長の任期が満了するとき。

(2)センター長が辞任を申し出たとき。

(3)センター長が欠員となつたとき。

2選考の時期は,前項第1号に該当する場合は任期満了日の1月 前までに,同項第2号又は第3号に該当

する場合は速やかに行うものとする。

(候補者の選出)

第5条 運営委員会は,センター長候補者を選出し,研究部長に推薦する。

2前項の選挙は,運営委員会において単記無記名投票により行い,有効投票の過半数を得た者をセンター

長候補者とする。

3過半数を得た者がないときは,得票順に上位2位までの者についてさらに投票を行い,得票多数の者をセ

ンター長候補者とする。この場合において,得票が同数であるときは,運営委員会委員長が運営委員会の

議により決定する。

(候補適任者の周知)

(任期)

第6条 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。

(糸田貝1)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

(規則の改正)

第8条 この規則の改正は,運営委員会の議に基づき,研究部長が行う。

附 則

1この規則は,平成19年4月 1日 から施行する。

2この規則施行の日にセンター長に命ぜられる者は,この規則により選考されたものとみなす。



徳島大学工学部創成学習開発センター外部評価委員会規則

平成20年 2月 1日

工学部泊J成学習開発センター長制定

(目 的)

第1条 徳島大学工学部創成学習開発センター (以下「センター」という。)は,社会の期待や要望に応え,優

れた人材を養成するとともに,センター業務の質的な向上をはかるため,創成学習に関する外部評価

を受けるための組織として,センターに徳島大学工学部創成学習開発センター外部評価委員会 (以下

「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について,徳島大学工学部創成学習開発センター長 (以 下「センター長」

という。)の依頼に応じて評価し,センター長にその結果を報告するものとする。

(1)創成学習の実施に伴う企画・運営に関すること

(2)創成学習の実施及び創成学習法の開発に関すること

(3)創成学習の評価方法の開発及び継続的な改善に関すること

(4)創成学習の成果の公表及び学外との連携に関すること

(5)そ の他センターに関連する業務

(組織 )

第3条 委員会は,徳島大学の職員以外の者で,大学に関する高い識見を有する次の各号に掲げる者のうち

から,3人程度の委員をもつて組織する。

(1)教育。研究分野で優れた業績のある者

(2)技術開発に対して優れた業績のある者

(3)大学運営に対して優れた指導力のある者

(4)地域連携。国際交流の発展に対して協力的な者

(5)他大学の職員及び本学部の元職員

(6)そ の他が必要と認める者            ・

2前項の委員は,センター長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任

者の残任期間とする。                         .
(評価方法)

第5条 委員は,資料による調査,ヒアリング及び実地調査等で現状を検証し,評価を行う。

(会議)

第6条 外部評価会議は,必要に応じて以下のように行う。

(1)外部評価会議は,評価事項に応じて,委員全員の中から適切な委員を選出し,開催することができる。

(2)議長は,委員の互選とする。

(雑則 )

第7条 この規則に定めるもののほか,外部評価に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

附 則

1この規則は,平成20年 2月 1日 から施行する。

2この規則施行後,最初に選任される委員の任期は,第 3条の規定にかかわらず,平成21年 3月 31日 までと

する。
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