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資料１－１－１ 共通教育の改革

改革後の英語教育の構成

共通教育英語改革に関する教育企画会議

共通教育英語担当教員配置
(本学ＨＰより抜粋）

「浴びる英語」による教育効果改善

共通教育に関する教育企画会議

あらたな「共通教育」の骨子（案）抜粋

－1－



宇都宮大学

資料１－１－２ キャリア教育・就職支援の充実

キャリアデザインノート
キャリアカフェ

UU Career Navi（キャリアナビ）

JUST（宇大就活応援団）

学部でのキャリア科目の例 国際キャリア合宿セミナー

－2－
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資料１－１－３ 大学院教育課程の充実

大学院工学研究科部局化の概要

里山野生鳥獣管理技術者養成プログラムの概要（大学院生参加）

－3－



宇都宮大学

資料１－１－４ 博士後期課程に対する外部の評価

国際学部・国際学研究科外部評価報告書

工学研究科外部評価報告書

－4－



宇都宮大学

資料１－１－５ 修士課程、博士前期課程に対する外部の評価

就職先へのアンケート

「農学部顧問会議」資料

創立６０周年記念シンポジウム

ホームカミングデー

－5－
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資料１－２－１ あらたな｢共通教育｣の骨子(案) ＜抜粋＞

あらたな「共通教育」の構成（１）

あらたな「共通教育」の構成 ４年一貫のキャリア教

－6－
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資料１－２－２ 教育プログラムの見える化

教育プログラムシラバス（森林科学科）

カリキュラムツリー（応用化学科）

－7－
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資料１－２－３ シラバスやカリキュラム整備による学習支援

共通教育英語のカリキュラムツリー（「共通教育英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2009年4月」より）

シラバス（応用数学）

－8－
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資料１－２－４ 実践的なキャリア教育の充実

外国人留学生へのインターンシップ

地域と一体となったキャリア教育組織

－9－
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資料１－２－５ 学習・教育目標に対する達成度の総合的評価方法

学習・教育目標に対する達成度の総合的評価方法の例
（工学部建設工学コースJABEE委員会資料から一部抜粋）

－10－
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資料１－２－６ 創造性と問題解決能力を高めるＰＢＬ教育

大学院工学研究科部局化の概要

ＰＢＬ教育の例（創成工学プロジェクト）

地域と一体となったＰＢＬ教育（里山プロジェクト）

－11－
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資料１－２－７ 英語による授業と英語基礎力の充実

独自開発した専門英語テキスト（応用化学科）

大学院における英語による講義の例

理系英語の基礎力をつける英語学習強調週間時間割

(平成20年度シラバス)

－12－
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資料１－２－８ 学生にわかりやすい教務情報

教務情報サービスネットワークの全体像（平成２１年６月３０日 CIO、CSO、教育･学生担当理事等による
教務情報システム再構築に関するキックオフミーティング資料)

シラバス（ラテンアメリカ社会論） シラバス（医用工学特論）

－13－
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資料１－２－９ シンポジウムによる専門英語力の養成

－14－



宇都宮大学

資料１－２－１０ 国際的視点に立ったインターンシップの例

外国人留学生へのインターンシップ 地域と一体となったキャリア教育組織

国際的視点に立ったインターンシップの例

－15－
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資料１－２－１１ 大学院シラバスの改善

－16－



宇都宮大学

資料１－２－１２ 大学院でのＧＰＡ評価

教務委員会資料(抜粋)

大学院でのＧＰＡ試行結

果

論文審査の客観性を高める工夫

－17－



宇都宮大学

資料１－２－１３ 全学的ＦＤ活動

教員相互の授業参観実施状況報告書の例（教育学部）

全学ＦＤ活動の資料

学部レベルでのＦＤ活動の例（国際学部）

－18－



宇都宮大学

資料１－３－１ 教育目標に対応した教員の適正な配置

共通教育英語担当教員配置(本学ＨＰより抜粋）

里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム担当教員配置(本学ＨＰより抜粋）

－19－
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資料１－３－２ 利用者の目線に立った教務情報サービスネットワークの再構築

（平成２１年６月３０日 CIO、CSO、教育･学生担当理事等による教務情報システム再構築に関する

キックオフミーティング資料)

全学生向け携帯Ｗｅｂサイトの構

教務情報サービスネットワークの全体像

－20－
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資料１－３－３ 実践的教育のための新たな施設設備

共通教育英語の様々な教育設備

生殖工学技術者育成システム（農学部） 最先端林業機械技術者育成システム（農学部）

－21－



宇都宮大学

資料１－３－４ アクティブラーニング環境の整備

工学部学生メディアルーム EPUUクリニック＆ラーニングコモンズルーム

キャリアカフェ

－22－



宇都宮大学

資料１－３－５ 課外活動施設・設備の充実

グランド改修工事 テニスコート 改修後

テニスコート 改修前

－23－



宇都宮大学

資料１－３－６ 教育企画会議による教育改善の推進

(２１年度 第１０回 教育企画会議資料抜粋) 

(２１年度 第８回 教育企画会議資料)
教育改善の推進組織

あらたな教育・充実経費の支援

－24－
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資料１－３－７ 授業改善のための中間アンケート

中間授業評価に対する回答の例

－25－



宇都宮大学

資料１－３－８ 国際学研究科の特色ある取組

国際キャリア合宿セミナー

多文化公共圏センター開設記念オープニングセレモニー

多文化公共圏センターによる
外国人児童生徒教育のセミナー

－26－
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資料１－３－９ 工学研究科の特色ある講義

授業（共創コーチング特論）で用いた資料 シラバス（共創コーチング特論）

創成工学プロジェクト
20・21年度試行

（22年度新規開講）

「創成工学実践」
（学部１年生の必修科目）

「創成プロジェクト実践Ⅰ,Ⅱ」
（学部３，４年生の選択科目）

子ども向け体験講座

出前授業や
地域の問題解決など

大学院

博士前期課程

学 部

問題発見 テーマ企画 指導／実践 評価

社 会

●全専攻必修

●専攻横断あるいは研究室

横断グループでの活動

●学生自身がテーマ設定

●PDCAの実践

ものづくり実践特論
（内容改善）

大学院インターンシップ
（内容改善）

実践PBL教育プロ
グラム開発

創成工学プロジェクトの対象

●全専攻共通

●実社会での問題解決事例

●企業人の講義／講演

●全専攻共通

●実社会での問題解決事例

●企業での課題解決挑戦

創成工学プロジェクトの例(21年6月作成･22年度概算要求資料を一部訂正)

－27－
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資料１－３－１０ 農学部の新たな特色ある教育

専攻とは異なる柔軟なＰＢＬ教育

里山をベースにした分野横断的ＰＢＬ教育

毎日新聞(H21.8.10)

下野新聞(H21.7.4)

－28－
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資料１－４－１ きめ細かな学生支援１

学生相談員連絡会研修会資料
平成21年度宇都宮大学FD・SD講演会ポスター

－平成２１年４月１６日下野新聞及びオンラインニュー

学生による就活支援（ＪＵＳＴ広報資料より）

学生による自主的な環境改善サポート

－29－



宇都宮大学

資料１－４－２ 留学生に対する経済支援について

(寄付者への感謝状)

－30－



宇都宮大学

資料１－４－３ きめ細かな学生支援２

キャリアカフェ UU Career Navi（キャリアナビ）

キャリアカウンセラーの増員 CDA（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）資格認定証

外国人留学生へのインターンシップ 地域と一体となったキャリア教育組織

1名増員

－31－
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資料２－１－１ 関連新聞記事

下野新聞 H21/12/５読売新聞 H22/２/20

日経新聞 地方版 H21/７/４ 下野新聞 H22/６/１

下野新聞 H22/２/５

日経新聞 地方版 H21/７/９

－32－
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資料２－１－２ 概算要求資料等

平成22年度概算要求資料 平成22年度概算要求資料

平成21年度宇都宮大学重点推進研究発表会資料
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資料２－１－３ 企業交流会開催のポスター

－34－
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資料２－１－４ 日経グローカルによる地域貢献度ランキング等の新聞記事
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資料２－２－１ 競争的資金獲得チーム構成員名簿及び取組内容

平成21年11月現在
備 考

取組内容
○全学的な視野に立って大型外部資金導入のための研究プロジェクトに関する企画戦略立案を行う。
○社会的な状況・学内の研究状況を把握し，大型外部資金と学内シーズとのマッチングを図る。
○大型外部資金獲得に向けた学内プロジェクトの構築を学長に提言する。

競争的資金獲得チーム構成員名簿
学 部 等 氏 名 内線番号

理 事 馬場敬信

農学部 羽生直人

国際学部 清水奈名子
教育学部 牧原成征

工学研究科
入江晃亘

(工学部)

地共センター 荘司弘樹
バイオセンター 松田 勝
研究国際課長 市川清治
財務課長 川田耕二

メールアドレス

－36－
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資料２－２－２ ゆうだい21（イネ）の新品種登録された新聞記事
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宇都宮大学

資料３－１－１ ものづくり中小企業の開発等の新聞記事等

－38－



宇都宮大学

資料３－１－２ 産学連携コーディネータ・４U活動の新聞記事等

下野新聞 H22/６/１

－39－
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資料３－１－３ 宇都宮大学地域共生研究開発センター機器の学外者利用に関する規程

学外者利用料金表（実施細則から）

地域共生研究開発センター機器の学外者利用に関する規程
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資料３－１－４ 光学技術者育成関連
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資料３－１－５ 地域社会との連携

2008年７月31日付 毎日新聞より

連続シンポジウム[グローバル化する世界の諸問題」Vol.2

『The Philippine Crisis, the Challenge of Peacebuilding, and

the Japanese ODA』 Dr.Mario Joyo Aguja

2010年『多文化公共圏センター年報２号』
特集：宇都宮市民意識調査広告

2009年11月4日

－42－
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資料３－１－６ 国際キャリア合宿セミナー関連新聞記事

日経新聞 地方版 H21/10/15

－43－




