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あ 愛知大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty Development ニュース 第2号 2001/10

愛知大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty Development ニュース 第3号 2002/2

愛知大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty Development ニュース 第4号 2002/6

愛知大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty Development ニュース 第5号 2002/10

愛知大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty Development ニュース 第6号 2003/2

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　教養部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　歯学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　商学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　経営学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　総合政策学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　文学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　薬学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 2007年度秋学期　心身科学部　「学生による授業アンケート」集計表 2007年度 2008/3

愛知学院大学 大学案内 大学案内2009 2009 2008/4

愛知教育大学 現代GP
外国人児童生徒のための教材開発と学習支援
平成17～18年度9月活動報告書

平成17～18年度 2006/10

愛知教育大学 特色GP
「科学教育出前授業等による学生自立支援事業」
2005～2008年度活動報告書

2005～2008年度

愛知教育大学 紀要 愛知教育大学教育創造開発機構紀要 創刊号 2011/3 2186-0793

愛知教育大学 紀要 【DVD】2011年度　教育創造開発機構紀要 第2号 2012/3

愛知教育大学 紀要 【DVD】2012年度　教育創造開発機構紀要 第3号 2013/3

愛知教育大学
教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育の展開
2011年度プロジェクト活動報告書

2012/5

愛知教育大学
教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育の展開
2012年度プロジェクト活動報告書

2013/3

愛知教育大学
「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム2011　報告書
教員養成系大学におけるリベラル・アーツ　－教養教育の在り方を考える－

2012/3

愛知教育大学
「リベラル・アーツ型教育の展開」シンポジウム2012　報告書
教員養成系大学におけるリベラル・アーツ　－教養教育の内容・方法・評価のあり方を考え
る

2013/2

愛知教育大学
教員養成系大学の特徴を活かしたリベラル・アーツ型教育の展開
2013年度プロジェクト活動報告書

2014/3

愛知教育大学 授業が育む学びの基礎力　～ジェネリック・スキル教育の充実に向けて～ 2012/3

愛知教育大学 国立大学法人愛知教育大学　教育創造開発機構
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青山学院大学 H19現代GP
ICT活用教育のFD/SDプログラム
2009年度成果報告書　最終年度成果報告書

2010/3

秋田大学 紀要 年報＆研究紀要 平成17年度

秋田大学 FD
秋田大学全学FDワークショップ
「授業デザイン－学生参加型授業を中心として－」報告書

平成16年度 2005/3

秋田大学 FD
秋田大学全学FDシンポジウム　－成績評価について―
”教養基礎教育の成績評価はどのように行われるべきか”報告書

平成16年度 2005/3

秋田大学 FD 全学的FD活動の経過と展望　・・・FDワークショップを中心に・・・ 2007 2007/9

秋田大学 FD
秋田大学全学FDワークショップ
－学生参加型授業をデザインする－　報告書

平成19年度 2008/2

秋田大学 FD
秋田大学全学FDワークショップ
―学生の学習意欲を促す共通教育のデザイン―　報告書

平成20年度 2009/1

秋田大学 授業評価による大学教育の改善　～3年間の取組を中心に～ 2008/3

秋田大学 年報 教養基礎教育研究年報 第11号 2009/3 1344-9311

秋田大学 「第2回教育成果の検証に関する調査」報告書 2009/3

秋田大学 「第3回教育成果の検証に関する調査」報告書 2012/3

秋田大学
平成20年度大学戦略推進経費支援事業・報告書
教養基礎教育における倫理学教育プログラムの提案

2009/3

秋田大学 9月（秋季）入学枠設定に関する調査検討報告書 2009/3

秋田県立大学 H19学生支援GP
薫風・満天フィールド交流塾　～遊びと農業の教育力が若者と社会を結ぶ～
平成19～21年度活動報告書

平成19～21年度 2010/3

秋田県立大学 H19学生支援GP
薫風・満天フィールド交流塾　～遊びと農業の教育力が若者と社会を結ぶ～
平成19～22年度活動報告書

平成19～22年度 2011/3

有明工業高等専門学校 H18現代GP
荒尾地域再生産学住共同プログラム
－まちなか研究室から食・酒造り、まちづくり－

2007/3

有明工業高等専門学校 H18現代GP
荒尾地域再生産学住共同プログラム
－まちなか研究室から食・酒造り、まちづくり－　平成19年度報告書

平成19年度 2008/3

い 飯田女子短期大学 公開講座 公開講座ご案内　後期 平成19年度

石川工業高等専門学校 H19現代GP 郷土愛育成による環境改善教育システム構築

茨城大学 平成19年度教員地域連携プロジェクト報告書

茨城大学 平成10年度学生地域参画プロジェクト報告書

茨城大学
総合英語プログラム　全学導入と新たなる挑戦
－茨城大学教養英語教育改革報告書－

vol.2 2006/3

茨城大学 大学教育センター年報 第17号 2013/3

茨城県立医療大学 H16特色GP
「自己発展性を備えた医療専門職業人の育成」
教育の質保証を目指す大学改革－茨城県立医療大学の取り組み－

2006/3

茨城県立医療大学 H16特色GP 「自己発展性を備えた医療専門職業人の育成」総括報告書 平成16～19年度

岩手大学 ｱﾝｹｰﾄ
2008年度実施「大学における自校教育の実施状況調査」
アンケート結果報告

2008年度 2009/3
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岩手大学 FD 平成17年度　ファカルティ・ディベロップメント合宿研究会　報告書 2008/3

岩手大学 H17現代GP 岩手大学　知的財産フォーラム　報告書「地域おこしと知的財産」 2007/12

岩手大学 平成18年度「知財ワークショップ」報告書 2006/12

岩手大学
シンポジウム開催報告書
持続可能な未来へ～環境保護・再生と知的財産制度を考える～

2006/1/13

岩手大学 第1回岩手大学全学共通教育シンポジウム　「21世紀型市民」の育成と質保証 2010/11/4 2010/11

岩手大学 GP 岩手大学GPフォーラム　21世紀型市民育成のための教育プログラム 2007/1/12 2008/3

岩手大学 H18現代GP
持続可能な社会のための共用教育の再構築
「学びの銀河」プロジェクト　最終報告書

平成18年10月
～平成21年3月

2009/12

岩手大学 評価報告書　学びの銀河 2010/3

岩手大学 ESD銀河リポート №1 2007/2

岩手大学 ESD銀河リポート №3 2007/5

岩手大学 erudio 5 2006/8

岩手大学 erudio 7 2007/11

岩手大学 erudio 8 2008/3

岩手大学 erudio 9 2008/11

岩手大学 erudio 12 2010/3

岩手大学 erudio 13 2010/11

岩手大学 erudio 14 2011/3

岩手大学 erudio 15 2011/10

岩手大学 erudio 17 2012/12

岩手大学 erudio 18 2013/3

岩手大学 erudio 19 2013/11

岩手大学 erudio 20 2014/3

岩手大学 年次報告 2007 2008/8

岩手大学 年次報告 2009 2010/10

岩手大学 年次報告 2011 2012/10

岩手大学
（いわて高等教育コンソーシアム）

いわて高等教育コンソーシアム　ニュースレター 第6号 2011/12
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う 宇都宮大学 公開講座 平成19年度宇都宮大学公開講座開催案内 平成19年度

え 愛媛大学 Ｓtudent Ｃampus Ｖolunteers 活動総括　2004-2007 2008/3

愛媛大学 学生リーダーズ読本2007 2007年度 2008/3

愛媛大学 学生リーダーズ読本2013 2013年度 2014/3

愛媛大学 もっと!!授業を良くする6つのコツ 2006年度

愛媛大学 もっと!!シラバスを良くする6つのコツ 2008年度

愛媛大学 もっと!!授業時間外学習を促す6つのコツ 2011年度

愛媛大学 もっと!!学習動機を高める6つのコツ 2012年度

愛媛大学 もっと!!効果的な授業設計の6つのコツ 2014年度

愛媛大学 FD
ＦＤ担当者必携マニュアル　第1巻
ＦＤプログラムの開発・実施・評価

第1巻 2006/3

愛媛大学 FD FD/TADガイドブック 2008 2008/3

愛媛大学 FD
Faculty Development Handbook
もっと!!授業を良くするために　シラバス作成から成績評価まで

Vol.1 2004/2

愛媛大学 FD
Faculty Development Handbook
もっと!!授業を良くするために　成功するスタディ・スキルの教え方

Vol.2 2005/3

愛媛大学 FD
Faculty Development Handbook
もっと!!学生を元気にするために　学生生活担当教員の手引

Vol.3 2006/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第7号 2009/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第8号 2010/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第9号 2011/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第10号 2012/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第11号 2013/3

愛媛大学 大学教育実践ジャーナル 第12号 2014/3

愛媛大学 全国の高等教育機関の組織力向上のための「教職員能力開発拠点」活動報告書 平成22年度 2011/3

愛媛大学 全国の高等教育機関の組織力向上のための「教職員能力開発拠点」活動報告書 平成25年度 2014/3

愛媛大学
愛媛大学　教育・学生支援機構　教育企画室　ニュースレター　Institutional Research
News

2014　創刊号

お 追手門学院大学 H19現代GP 追大型自主自立キャリア支援モデルの展開　-平成19年度報告集- 平成19年度 2008/3

追手門学院大学 H19現代GP 追大型自主自立キャリア支援モデルの展開　-平成20年度報告集- 平成20年度 2009/3

追手門学院大学 H19現代GP 追大型自主自立キャリア支援モデルの展開　-平成21年度（最終年度）報告集- 平成21年度 2010/3
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追手門学院大学 H19現代GP 地域と連携した起業家的人材の育成　-平成20年度報告集－ 平成20年度 2009/3

追手門学院大学 現代GP 地域と連携した起業家的人材育成　最終年度報告集 平成19～21年度 2010/3

桜美林大学 桜美林大学オープンカレッジ　2007秋期講座

桜美林大学 桜美林論考　心理・教育学研究 創刊号 2010/3 2185-0704

桜美林大学 桜美林論考　心理・教育学研究 第2号 2011/3 2185-0704

桜美林大学 桜美林論考　心理・教育学研究 第3号 2012/3 2185-0704

桜美林大学 桜美林論考　心理・教育学研究 第4号 2013/3 2185-0704

桜美林大学 大学アドミニストレーション研究 創刊号 2011/3 2185-968X

桜美林大学 大学アドミニストレーション研究 第2号 2012/3 2185-968X

桜美林大学 大学アドミニストレーション研究 第3号 2013/3 2185-968X

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第１号 2009/3 1884-2682

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第2号 2010/3 1884-2682

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第3号 2011/3 1884-2682

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第4号 2012/4 1884-2682

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第5号 2013/3

大分大学 紀要 高等教育開発センター紀要 第6号 2014/3

大分大学 高等教育開発センター報告書 平成20年度 2009/4

大分大学 高等教育開発センター報告書 平成21年度 2010/4

大分大学 高等教育開発センター報告書 平成22年度 2011/4

大分大学 家庭、学校、地域社会の「協育」ネットワーク構築の推進に関する調査報告 2010/3

大分大学
家庭、学校、地域社会の「教育の協働」に関する調査研究
～大分県佐伯市における「教育の協働」に係る意識調査から～　調査報告Ⅲ

2011/3

大分大学
家庭、学校、地域社会の「教育の協働」に関する調査研究
～「教育の協働」に係るコーディネート機能に関する調査から～

2013/3

大分大学 ＝「協育」事例集＝　教育の創造　～地域「協育」のススメ（第1巻）～ 第1巻 2012/3

大分大学 ＝「協育」事例集＝　教育の創造　～地域「協育」のススメ（第2巻）～ 第2巻 2013/3

大分大学 ＝「協育」事例集＝　教育の創造　～地域「協育」のススメ（第3巻）～ 第3巻 2014/3

大分工業高等専門学校 現代GP
異文化体験型国際技術者総合キャリア教育
－東南アジアからの卒業留学生を核とした実践的総合キャリア教育－　成果報告書

2007～2009 2010/3
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大分工業高等専門学校 地域水環境を活用した実践的環境技術者教育　平成20～22年度　成果報告書 平成20～22年度 2011/3

大垣女子短期大学 H20教育GP 地域の子育て施策を活用した教育方法の改善　取組報告書 平成20～22年度 2011/3

大阪大学 H17現代GP 異文化障壁を乗り越える対話と交渉能力の育成　最終報告書 2008/3

大阪大学 紀要 大阪大学大学教育実践センター紀要 第7号 2011/3 1880-0130

大阪大学 紀要 大阪大学大学教育実践センター紀要 第8号 2012/3 1881-0130

大阪大学 H19教育GP
「自ら学ぶ」力を育む　あなたの可能性にトライする。
－知的能動性をはぐくむ理学教育プログラム－

2011/3

大阪市立大学 大学教育 第2巻　1号 2005/3 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第6巻　第2号 2009/1 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第7巻　第1号 2009/9 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第7巻　第2号 2010/1 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第8巻　第1号 2010/9 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第8巻　第2号 2011/2 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第9巻　第1号 2011/9 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第9巻　第2号 2012/2 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第10巻　第1号 2012/9 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第10巻　第2号 2013/2 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第11巻　第1号 2013/9 1349-2152

大阪市立大学 大学教育 第11巻　第2号 2014/2 139-2152

大阪市立大学 大学教育だより №6 2009/3

大阪市立大学 大学教育だより №7 2010/3

大阪市立大学 大学教育だより №8 2011/3

大阪市立大学 大学教育だより №9 2012/3

大阪市立大学 大学教育だより №10 2013/3

大阪市立大学 大学教育だより №11 2014/3

大阪大谷大学 公開講座 平成19年度大阪大谷大学公開講座 平成19年度

大阪大谷大学 H21学生支援GP 免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援プログラム
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大阪大谷大学 H21学生支援GP
免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援
平成21年度事業成果報告書

平成21年度 2010/3

大阪大谷大学 H21学生支援GP
免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援
平成22年度事業成果報告書

平成22年度 2011/3

大阪大谷大学 H21学生支援GP 教室に立つ自分を思い描いて

大阪大谷大学 H21学生支援GP
タニスポってなぁ～に（・・　）？
タニスパって知ってる（・・　）？

大阪教育大学 公開講座 平成19年度大阪教育大学公開講座　受講生募集案内 平成19年度

大阪教育大学 現代GP 知財教育のできる教員養成システムの構築　平成18年度報告書 平成18年度 2007/3

大阪教育大学 現代GP 知財教育のできる教員養成システムの構築　平成19年度報告書 平成19年度 2008/3

大阪教育大学 知的財産教育実践事例集 2008/2

大阪教育大学 KIDS ART TOWN PROJECT 2008 「作品をもって街に出よう！」 2008年度 2009/2

大阪教育大学 現代GP 地域連携学校教育のできる教員養成　楽しいキッズ・ベンチャー 平成19年度 2008/3

大阪教育大学 現代GP
地域連携学校教育のできる教員養成
-地域に愛着を持ち地域に根ざした子どもを育成できる教員養成プロジェクト- 報告書

平成18年度 2007/3

大阪教育大学 現代GP
地域連携学校教育のできる教員養成
-地域に愛着を持ち地域に根ざした子どもを育成できる教員養成プロジェクト- 報告書

平成19年度 2008/3

大阪教育大学 現代GP
地域連携学校教育のできる教員養成
-地域に愛着を持ち地域に根ざした子どもを育成できる教員養成プロジェクト- 報告書

平成20年度 2009/3

大阪教育大学 学士力をベースにした教職の力量形成を目指す教育システムの開発 2012/3

大阪教育大学 教える「英語力」向上プログラムの構築　成果報告書 2012/3

大阪教育大学 大教大生のキャンパスライフレポート！’09　学生生活白書 2010/3

大阪教育大学 学生生活実態調査報告書 平成20年度 2010/1

大阪教育大学 科学教育プロジェクト　平成24年度報告書 平成24年度

大阪経済大学 H19現代GP
地域に開かれた体験型環境・まちづくり教育
「市民共同発電所」づくりとまちづくり産業振興プログラムの創造

2007 2008/3

大阪経済大学 H20現代GP
地域に開かれた体験型環境・まちづくり教育
「市民共同発電所」づくりとまちづくり産業振興プログラムの創造

2008 2009/3

大阪経済大学 H19現代GP
「地域に開かれた体験型環境・まちづくり教育」　成果報告書
新・温暖化防止と環境・まちづくりの展望　海外事情視察・フィールドワークをふまえて

2008/3

大阪経済大学 H20現代GP
「地域に開かれた体験型環境・まちづくり教育」　成果報告書
新々・温暖化防止と環境・まちづくりの展望　海外事情視察・フィールドワークをふまえて

2009/3

大阪工業大学 淀川学　持続可能な社会と技術者 2009/3

大阪商業大学 H16特色GP 地域や高校と連携した起業教育・起業家育成　成果報告書 平成16～19年度 2008/3

大阪商業大学 H20教育GP 実践教育による社会的問題解決能力の養成　平成20～22年度報告書 平成20～22年度 2011/3

大阪城南女子短期大学
H20新たな社会的ﾆｰｽﾞに
対応した学生支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

女子学生のための地域活動力育成プログラム　最終年度報告書 2010/3
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大阪城南女子短期大学 大阪ほっとコミ 第3号 2010/2

大阪人間科学大学 H18現代GP 個性的な地域を創生する人材育成プログラム　平成18年度活動報告書 平成18年度 2007/3

大阪人間科学大学 H18現代GP 個性的な地域を創生する人材育成プログラム　平成19年度活動報告書 平成19年度 2008/3

大阪人間科学大学 摂津コミュニティペーパー Vol.05 2008/8

大阪人間科学大学 正雀学生手帖　「摂津の鉄人」 Vol.2

大阪府立大学 H19特色GP 大学初年次数学教育の再構築　平成20年度報告書 平成20年度 2009/3

大阪府立大学 H19特色GP 大学初年次数学教育の再構築　成果報告書 2010/3

大阪府立大学 公開講座 大阪府立大学公開講座 平成18年度 2007/3

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.10 2008/8

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.11 2008/12

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.12 2009/3

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.13 2011/2

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.14 2011/3

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.15 2011/9

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.16 2011/12

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.17 2012/3

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.18 2012/8

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.19 2013/3

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.20 2013/8

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.21 2014/1

大阪府立大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FORUM Vol.22 2014/3

大阪府立工業高等専門学校 教育GP 平成22年度　教育GP活動報告書　総合的な科学技術力を育成する実験実習 平成22年度 2011/3

大島商船高等専門学校 現代GP 実学重視のe-ラーニングサイト構築と展開－即戦力となる実践技術者養成を目指して－ 2009/3

岡山大学 OU-Voice　教養教育magazine 2006 №8 2006/3

岡山大学 2007　岡山大学　教育・学生支援機構

岡山大学 GP 岡山大学GPフォーラム　大学維新from岡大　報告書 平成18年度
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岡山短期大学 H19学生支援GP
「人命尊重マインド」養成支援プログラム
～尊い人命を守るため自ら行動できる保育者を育成します～　平成19・20年度報告書

平成19・20年度 2009/2

岡山理科大学 H20教育GP 科学ボランティアリーダー養成プロジェクト　2009年度報告書（ダイジェスト版） 2009年度

岡山理科大学 教育GP 科学ボランティアリーダー養成プロジェクト　2010年度報告書（ダイジェスト版） 2010年度 2011/3

岡山理科大学 教育GP DVD　科学ボランティアリーダー養成プロジェクト 2011/3

沖縄大学 H19特色GP ﾉｰﾄテイクから広がる大学づくり　～小さな大学での新たなユイマールの創造をめざして～

沖縄大学 沖縄大学の4つの教育プログラムが「優れた教育活動」に選定されました！

沖縄県立看護大学 大学院GP 島嶼看護の高度実践指導者の育成　平成21年度成果報告書 平成21年度 2010/3

沖縄県立看護大学 大学院GP 島嶼看護の高度実践指導者の育成　平成22年度成果報告書 平成22年度 2011/3

沖縄県立看護大学 教育GP 島嶼環境を活かして学ぶ保健看護の教育実践　平成20～22年度成果報告書 平成20～22年度 2011/3

沖縄国際大学 特色GP DVD「英語科模擬授業」指導案 2007/3

沖縄国際大学 特色GP DVD　特色GPビデオ①　教育実習事前・中間・事後の指導１年 2008/12

沖縄国際大学 特色GP DVD　特色GPビデオ②　英語科模擬授業 2008/12

沖縄国際大学 特色GP DVD　特色GPビデオ③　国語科渡嘉敷島合宿 2008/12

沖縄国際大学 特色GP
DVD　特色GPビデオ④　子どもと響きあう実習生になるために
　　　　　　　　　　　　　　　　（第１回教育実習オリエンテーション）

2008/12

沖縄国際大学 特色GP DVD　特色GPビデオ⑤　特別活動演習 2008/12

小樽商科大学 FD ヘルメスの翼に－小樽商科大学FD活動報告書－ 第3集 2006/3

小樽商科大学 FD ヘルメスの翼に－小樽商科大学FD活動報告書－ 第4集 2007/3

小樽商科大学 FD ヘルメスの翼に－小樽商科大学FD活動報告書－ 第5集 2007/9

小樽商科大学 FD ヘルメスの翼に－小樽商科大学FD活動報告書－ 第6集 2008/11

お茶の水女子大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成16年度　学生による授業評価アンケート調査結果報告書 2006/3

お茶の水女子大学 FD
特別教育研究経費取組支援プログラム　国際規格のFD戦略事業
最終成果報告書

2010/3

お茶の水女子大学 特別経費採択事業
学生主体の新しい学士課程の創成　文理融合21世紀型リベラルアーツの評価　成果報告
書

2011/3

お茶の水女子大学 特別経費（H22～27） 「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」　平成22年度　成果報告書 平成22年度

お茶の水女子大学 紀要 高等教育と学生支援　-お茶の水女子大学教育機構紀要-
第1巻
2010

2011/3

お茶の水女子大学 紀要 高等教育と学生支援　-お茶の水女子大学教育機構紀要-
第2巻
2011

2012/3

お茶の水女子大学 紀要 高等教育と学生支援　-お茶の水女子大学教育機構紀要-
第3巻
2012

2013/3
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お茶の水女子大学 紀要 高等教育と学生支援　-お茶の水女子大学教育機構紀要-
第4巻
2013

2013/3

帯広畜産大学
H18「魅力ある大学院
教育」ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ

食の安全にかかわる高度専門家育成プログラム 2008/3

か 香川大学
6年一貫体制による保険医療福祉総合学習
～良医の養成を目指して、瀬戸内からの発言～

香川大学 教養教育研究 第8号 2003/3 1342-0771

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №10 2007/6

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №18 2010/3

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №19 2010/7

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №21 2011/3

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №22 2011/7

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №23 2011/11

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №25 2012/7

香川大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育開発センターニュース №26 2012/11

香川大学 香川大学教育研究 第7号 2010/3 1349-0001

香川大学 香川大学教育研究 第8号 2011/3 1349-0001

香川大学 教員養成GP
推進校との協働による教員養成の高度化
－公立校における先進的教育現場からの学びと大学院での研究省察を通して－
実施報告書

2007

香川大学 香川大学検定　2010 2010/1

香川大学 学生支援GP
主体性の段階的形成支援システム（CPS)　「支援される学生」から「支援する学生」へ
最終成果報告書

平成20～23年度 2012/3

香川大学 香大生の自主的活動紹介BOOK 2012/2

鹿児島大学 年報 教育センター　年報 第2号 2005/7

鹿児島大学 年報 教育センター　年報 第3号 2006/9

鹿児島大学 年報 教育センター　年報 第7号 2010/10

鹿児島大学 年報 教育センター　年報 第8号 2011/10

鹿児島大学 鹿児島の中に世界をみる　教養科目群の構築　平成19年度報告書 平成19年度 2008/3

鹿児島大学 鹿児島の中に世界をみる　教養科目群の構築　平成20年度報告書 平成20年度 2009/3

鹿児島大学 英語教育改革報告書Ⅱ 平成21～22年度 2011/3
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鹿児島大学 生涯学習講座案内 2007年度後期

鹿児島純心女子大学 H20教育GP 英語新時代を拓く教師養成モデルの構築　平成20～22年度事業報告書 平成20～22年度 2011/3

神奈川工科大学
教育開発センターニュース
特集「教育開発センター10年の歩み」

vol.7 2011/3

金沢大学 公開講座 金沢大学　公開講座・金沢MOT塾 2007年度

金沢大学 年報 センター通信　年報 2005年度 2006/3

金沢大学 年報 センター通信　年報 2007年度 2008/3

金沢大学 H19学生支援GP
心と体の育成による成長支援プログラム
　社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成　平成21年度報告書

平成21年度 2010/9

金沢大学 H19学生支援GP
心と体の育成による成長支援プログラム
　社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成　最終報告書

平成22年度 2011/3

金沢大学 産学官・知財関係レポート　2012 2012

金沢大学 金沢大学　イノベーションレポート　〈VBL年報2012〉 2012

金沢工業高等専門学校
大学教育推進
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

5年一貫の工学・英語協同学習とFD活動
第1回CLE2シンポジウム　報告書

2010/3

金沢工業大学 工学教育研究 №7 2001/12 1342-1662

鹿屋体育大学 H16現代GP 「学生のスポーツボランティア活動の支援事業」の取組報告書 2007/3

鹿屋体育大学 H18現代GP
「ニーズに基づく人材育成を目指したe-Learning Programの開発」
実戦的スポーツ指導者教育プログラム成果報告書

2009/3

関西大学 総合大学における標準型キャリア教育の展開　平成19年度報告書 平成19年度 2008/3

関西大学 総合大学における標準型キャリア教育の展開　平成20年度報告書 平成20年度 2009/3

関西大学 H20教育GP ICTを活用した教育の国際化プログラム　平成20年度成果報告書 平成20年度 2009/3

関西大学 H20教育GP ICTを活用した教育の国際化プログラム　平成21年度成果報告書 平成21年度 2010/3

関西大学 H20教育GP ICTを活用した教育の国際化プログラム　平成22年度成果報告書 平成22年度 2011/3

関西大学 H20教育GP 「英語に強いプロアクティブ・リーダーの育成」 2009/3

関西大学 H20教育GP 「英語に強いプロアクティブ・リーダーの育成」 平成21年度 2010/3

関西大学
大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ

「三者協働型　アクティブ・ラーニングの展開」－学生の「考動力」育成を目指して－

関西大学
大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ

「三者協働型　アクティブ・ラーニングの展開」　平成21年度　成果報告書 平成21年度 2010/3

関西大学
大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ

「三者協働型　アクティブ・ラーニングの展開」　平成22年度　成果報告書 平成22年度 2011/3

関西大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 関西大学　教育開発支援センター　ニュースレター 創刊号 2009/12

関西大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 関西大学　教育開発支援センター　ニュースレター vol.02 2010/3
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関西大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 関西大学　教育開発支援センター　ニュースレター vol.03 2010/6

関西大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 関西大学　教育開発支援センター　ニュースレター vol.06 2013/3

関西大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 関西大学　教育開発支援センター　ニュースレター vol.11 2013/3

関西大学 関西大学　高等教育研究 第2号 2011/6 2185-6389

関西大学 関西大学　高等教育研究 第4号 2013/3 2185-6389

関西大学 2011年　学部案内　関西大学文学部 2011年度

関西大学 教育GP 英語に強いプロアクティブ・リーダーの育成 平成22年度 2011/3

関西大学 大学教育支援GP 文学士を実質化する〈学びの環境リンク〉　2010年度報告書 2010年度 2011/3

関西大学 大学教育推進 文学士を実質化する〈学びの環境リンク〉　2011年度報告書 2011年度 2012/3

関西学院大学
平成17～18年度文部科学省
先導的大学改革推進委託　最終報告書

平成17～18年度

関西学院大学 H18現代GP 「教養教育としてのライフデザインプログラム」実施報告書 2009/3

関西学院大学
われわれの大学をよりよく理解するために
－第14回カレッジ・コミュニティ調査基本報告書－

2007年度 2008/3

関西学院大学
われわれの大学をよりよく理解するために
－第15回カレッジ・コミュニティ調査基本報告書－

2010/3

関西学院大学
われわれの大学をよりよく理解するために（ⅩⅥ）
－第16回（2010年）カレッジ・コミュニティ調査基本報告書－

2012年1月 2012/1

関西学院大学
われわれの大学をよりよく理解するために（ⅩⅦ）
－第17回（2012年）カレッジ・コミュニティ調査基本報告書－

2013年3月 2013/3

関西学院大学 関西学院大学卒業生調査報告書 2007/3

関西学院大学 第3回（2011年度）関西学院大学卒業生調査報告書 2012年3月 2012/3

関西学院大学
高等教育研究15年の軌跡（1992-2007）
授業調査・FDからCommunication Researchの深化へ

2009/3

関西学院大学
多人数講義における双方向的授業の工夫
－旗揚げ式クリッカー式方法の実践例－

2009/3

関西学院大学 総研ジャーナル №89 2007/3

関西学院大学 総研ジャーナル №90 2007/3

関西学院大学 総研ジャーナル №91 2008/3

関西学院大学 総研ジャーナル №92 2008/3

関西学院大学 総研ジャーナル №93 2008/12

関西学院大学 総研ジャーナル №94 2009/3

関西学院大学 総研ジャーナル №95 2009/11
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関西学院大学 総研ジャーナル №96 2010/3

関西学院大学 FD Newsletter vol.2 2011/3

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター 2011年12月1日号

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター
2012年3月15日

（2号）
2012/3

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター
2012年11月1日

（3号）
2012/11

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター
2013年3月30日

(4号）
2013/3

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター
2013年11月1日

（5号）
2013/11

関西学院大学 高等教育推進センター　ニュースレター
2014年3月31日

（6号）
2014/3

関西国際大学 高等教育研究叢書　一年次教育と学習支援 №4 2003/3

関西国際大学
平成20年度文部科学省〈扇動的大学改革推進委託〉調査研究報告書
学生の大学卒業程度の学力を認定する仕組みに関する調査研究

平成20年度 2009/1

関西国際大学
大学、住民及び行政等の協働と地域活性化　平成19年度報告書
～シニア学生受入モデルとサービスラーニングモデルの開発～

2008/3

関西国際大学 H20教育GP 初年次サービスラーニングの取組

関西国際大学 H20教育GP
初年次サービスラーニングの取組
-学士課程における複合的・重層的サービスラーニングの展開-　最終報告書

2011/3

関西国際大学 H20教育GP
2010　海外サービスラーニング活動レポート集
カンボジアの小学生の学力向上をめざして　－算数学習の支援を教材の提供－

2011/2

関西国際大学
H19～21科研
（基盤研究（B))

学士課程教育のアウトカム評価とジェネリックスキルの育成に関する国際比較研究 2010/3

関東学院大学 H19学生支援GP 学生支援プログラム　校訓に基づく入学前～卒業後までの総合支援 2008/1

関東学院大学 H20学生支援GP
学生支援プログラム　校訓に基づく入学前～卒業後までの総合支援
中間報告書

2009 2010/3

関東学院大学 高等教育研究・開発センター　News Letter
vol.1

創刊号
2013/12

関東学院大学 高等教育研究・開発センター　News Letter vol.2 2014/4

関東学院大学 高等教育研究・開発センター　News Letter vol.3 2014/7

き 畿央大学 H19学生支援GP
健康で規則正しい生活が勉強する学生を創る
－健康・運動・栄養・生活リズムを学び、創出する自律型学生支援プログラム－　成果報告

2011/3

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第1号 2008/2

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第2号 2008/12

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第4号 2009/3 1883-6739

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第5号 2010/3

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第7号 2010/9
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北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第10号 2011/3

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第11号 2011/12 1883-6739

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第13号 2012/8 1883-6739

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第15号 2013/3 1883-6739

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第17号 2013/12 1883-6739

北九州市立大学 紀要 基盤教育センター紀要 第18号 2014/4 1883-6739

北九州市立大学 H20　教育GP
地域密着型環境教育プログラムの戦略的展開
－人間力育成プログラムの深化と学外・国際連携の充実化－　活動報告書

2011/3

北九州市立大学 環境・ものづくり　見聞録 2010 2010/12

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№2　　北九州学 その1 2009/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№3　　北九州学 その2 2010/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№4　　北九州学 その3 2011/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№5　　北九州学 その4 2011/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№6　　北九州学 その5 2012/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№7　　北九州学 その6 2012/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№8　　北九州学 その7 2013/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№9　　北九州学 その8 2013/3 1883-7751

北九州市立大学 基盤教育センターブックレット№10　　北九州学 その9 2013/12 1883-7751

九州大学 平成23年度学生生活実態調査報告書 平成23年度 2012/8

京都大学 相互研修型FD　共同利用拠点　相互性にもとづいてFDのネットワークを創る

京都大学 叢書 相互研修型FD拠点活動報告2010 29号 2011/3

京都大学 叢書 FDネットワークの展開と大学教育改革の方向性を問う 30号 2011/3

京都大学 叢書 相互研修型FD拠点活動報告2011 31号 2012/3

京都大学 叢書 相互研修型FD拠点活動報告2012 32号 2013/1

京都大学 京都大学高等教育研究 第17号 2011/12 1341-4836

京都大学 京都大学高等教育研究 第18号 2012/12 1341-4836

京都華頂大学・華頂短期大学 教育開発センター研究報告書
創刊号

平成25年（2013）
2014/3 2188-3130
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京都外国語大学 H20　教育GP 多文化共生時代の協働による日本語教員養成

京都外国語大学 官学連携による観光振興－多言語で京都を発信する

京都外国語大学 現代アメリカ大学院の専門分野別評価　－2006年調査を中心にして－ 2011/7 978-4-89467-209-3

京都教育大学 FD FD活動報告書 平成15年度 2004/3

京都教育大学 教員養成GP 魅力ある教職生涯支援プロジェクトin京都

京都教育大学 KYOTO 第123号

京都教育大学 KYOTO 第124号

京都光華女子大学短期大学部 学生支援GP 短期大学士力養成のための具体的実践としてのキャリア教育の推進 最終報告書 2011/3

京都工芸繊維大学 FD 教育モニター・FD部会報告書2005 2006/3

京都女子大学 現代GP
「女子学生のキャリア教育の体系化と普及」報告書
（成果報告書・国際シンポジウム報告書・アンケート調査報告書）

平成18年度
平成19年度

京都精華大学 日本語リテラシー授業実践研究　－チューター・その役割と仕事内容－ 2006年度後期 2007/3

京都精華大学 日本語リテラシー授業実践研究 2006年度後期 2007/5

京都精華大学 日本語リテラシー授業実践研究　資料編 2006年度後期 2007/5

京都造形芸術大学 新ダイバーシティ戦略　アート・デザイン系人材を活かした組織づくり　実施報告書 2011/12

京都造形芸術大学 JOB&WORKS　芸術による産官学連携プロジェクト・ドキュメントブック 2011/3

京都橘大学
大学教育・学生支援推進事業【ﾃｰ
ﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（教育
GP)

オリターが養成する学習コミュニティの形成

京都橘大学
大学教育・学生支援推進事業【ﾃｰ
ﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（教育
GP)

オリターが養成する学習コミュニティの形成　2009年度年次報告書 2009年度 2010/3

京都ノートルダム女子大学 ｱﾝｹｰﾄ
学生による授業評価アンケート
大学院生による教育評価アンケート　実施報告書

2009年度 2010/5

京都府立大学 2008年4月新生京都府立大学スタート！

京都文教大学 H19特色GP
現場主義教育レポート　スパイラルアップ　-学生の可能性を育て、地域と大学をつなぐしく
み-

Vol.1 2010/3

京都文教大学 H20教育GP
文化コーディネーター養成プログラム　2008-2009年度活動報告書
-モノ・ひと・地域を活かす大学ミュージアムを活用した実践的人材育成教育-

京都文教大学 H20教育GP
平成20年度教育GP　2008-2010年度活動報告書
「文化コーディネーター養成プログラム－フィールドワークを活かした現場主義教育の軌跡

2008～2010年度 2011/3

岐阜大学 「学生による授業評価」報告書
平成12年度後学期
平成13年度前学期

2002/11

岐阜大学 広報誌　ディアロゴス 第10号 2006/11

岐阜大学 広報誌　ディアロゴス 第11号 2007/3

岐阜大学 広報誌　ディアロゴス 第19号 2011/12
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岐阜大学 広報誌　ディアロゴス 第20号 2013/7

岐阜大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教養教育ニュースレター　アンゲリア 20号 2012/3

岐阜大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 流域水環境リーダー養成プログラム №5 2011/6

岐阜大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 流域水環境リーダー養成プログラム №6 2011/9

岐阜女子大学 学生支援GP 「社会ニーズに対応した学士力と高い就職率・定着率を目指す教育」最終報告 平成24年2月 2012/2

岐阜工業高等専門学校 現代GP
ものづくりリテラシー教育フォーラム2007　概要集
－技術教育の現状と将来－

岐阜工業高等専門学校 現代GP
創発的なものづくりリテラシー教育活動
－マイコン教材によるロボット技術（RT)の啓発を目的とした地域貢献－活動成果報告書

岐阜聖徳学園大学
地域と密着した体験型教員養成プロジェクト
　－実践的指導力を育成するクリスタル・プラン　平成17年度報告書

平成17年度 2006/3

近畿大学
平成19年度文部科学省「教員養成改革モデル事業」近畿大学最終報告書
教員養成学部を有しない総合大学における教員養成カリキュラムの改善モデル構築

2008/3

近畿大学 紀要 近畿大学工学部　紀要40　人文・社会科学篇 2010 2010/12 0389-4606

く 熊本大学 H18現代GP 報告書　「elこころ学習プログラムの開発」 2007/3

熊本大学 H19現代GP 報告書　「elこころ学習プログラムの開発」 2008/3

熊本大学 H20現代GP 報告書　「elこころ学習プログラムの開発」 2009/3

熊本大学
文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ活動報告書
異分野融合能力をもつ未来開拓型人材育成

平成18年度-
平成19年度

2008/2

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 KSU　高等教育研究 第1号 2012/3 2186-8050

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 KSU　高等教育研究 第3号 2014/3 2186-8050

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KSU高等教育研究センター　ニューズレター №1 2012/2

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KSU高等教育研究センター　ニューズレター №2 2012/3

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KSU高等教育研究センター　ニューズレター №2 2013/3

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KSU高等教育研究センター　ニューズレター №3 2013/12

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KSU高等教育研究センター　ニューズレター №4 2014/3

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 全国高等教育研究所等協議会　News　Letter №3 2012/2

くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学 全国高等教育研究所等協議会　News　Letter №5 2014/3

久留米大学 公開講座 公開講座 2007

群馬大学 授業方法改善研究報告書 平成17年度 2008/3

け 慶応義塾大学 特色GP 「自立と総発の未来先導理工学教育」事業報告書
平成16年度～
平成19年度
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慶応義塾大学 特色GP
文系学生への実験を重視した自然科学教育
文系学生を対象とする自然科学教育に関するアンケート

2007/1

慶応義塾大学 教員養成GP 文部科学省　教員養成GPプロジェクト　報告書 2008/3

恵泉女学園大学 大学教育における海外体験学習の可能性と課題　危機管理事例を中心に 2007/9

恵泉女学園大学 国際シンポジウム「海外体験学習における受入側のインパクト」報告書 2008/2

恵泉女学園大学 特色GP 活動報告　専門性をもった教養教育としての体験学習　（DVD) 2009/3

恵泉女学園大学 特色GP
教養教育としての生活園芸-持続可能な環境等社会を担う市民の育成-
2007～2009年度　活動報告書

2007～2009年度 2010/3

県立広島大学 H18現代GP 経営情報実践的総合キャリア教育の推進

県立広島大学 現代GP
平成19年度（最終年度）現代GP成果報告書
経営情報実践的総合キャリア教育の推進

平成19年度 2008/3

県立広島大学 H20現代GP フォローアップ事業成果報告書 2009/3

こ 工学院大学 東日本大震災復興支援　300日の軌跡

工学院大学 学生支援GP いのち・つなぐ・ちから　－学生連携型地域防災拠点の構築－　最終報告書 2012/3

高地大学 Create vol.2 2005/6

高地大学 Create vol.6 2008/12

高地大学 年報 大学教育創造センター年報 vol.1 2005/10

高地大学 高知大学教育研究論集 第9巻 2005/3 1342-4343

高知学園短期大学 H18現代GP 食と健康　地域高齢者の食支援と地域活性化への貢献 第1号 2007/9

高知学園短期大学
大学教育・学生支援推進事
業（ﾃｰﾏA）大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

平成21年度健康教育　子供期の健康を支える職業人養成教育
成長期の子供に応じた口腔の健康指導ができる職業人の育成と地域貢献

平成21年度 2010/3

高知学園短期大学
大学教育・学生支援推進事
業（ﾃｰﾏA）大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

平成22年度健康教育　子供期の健康を支える職業人養成教育
成長期の子供に応じた口腔の健康指導ができる職業人の育成と地域貢献

平成22年度 2011/3

高知学園短期大学
大学教育・学生支援推進事
業（ﾃｰﾏA）大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

平成23年度健康教育　子供期の健康を支える職業人養成教育
成長期の子供に応じた口腔の健康指導ができる職業人の育成と地域貢献

平成23年度 2012/3

甲南大学 CUBE ICT GUIDE

甲南大学
CUBE 西宮
2009年4月開設　マネジメント創造学務

神戸大学
大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「拠点融合型プロフェッショナル臨床医教育」事業結果報告書 平成19～21年度

神戸市外国語大学 H18特色GP
修士課程　人文社会系の工夫改善を主とする取組
「4学期・週末利用型リカレント教育大学院」報告書

2009/3

神戸学院大学 教育開発センタージャーナル 創刊号 2010/3

神戸学院大学 教育開発センタージャーナル 第2号 2011/3

神戸学院大学 教育開発センタージャーナル 第3号 2012/3

17



　 発行機関 分類 報告書名 巻号数 発行年月 ISSN・ISBN

大学等刊行物所蔵リスト

神戸学院大学 教育開発センタージャーナル 第4号 2013/3

神戸学院大学 教育開発センタージャーナル 第5号 2014/3

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター 2009　№01 2009/7

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター 2009　№02 2009/11

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター 2009　№03 2010/3

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2010　№1
（通号№4）

2010/5

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2010　№2
（通号№5）

2010/7

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2010　№3
（通号№6）

2010/12

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2010　№4
（通号№7）

2011/2

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2010　№5
（通号№8）

2011/3

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2011　№1
（通号№9）

2011/9

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2011　№2

（通号№10）
2011/12

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2011　№3

（通号№11）
2012/3

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2012　№1

（通号№12）
2012/7

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2012　№2

（通号№13）
2012/9

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2012　№3

（通号№14）
2013/2

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2012　№4

（通号№15）
2013/3

神戸学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教育開発センター　ニューズレター
2012　№5

（通号№16）
2013/3

神戸学院大学 就業力育成事業 学生の自主性を重視した就業力育成プラン

神戸女学院大学 H19現代GP 活力ある地域社会を創る女性リーダーの養成　平成21年度活動レポート 平成21年度

神戸女学院大学 H19現代GP
活力ある地域社会を創る女性リーダーの養成
～西宮市・同窓会・NPO法人と連携した実践的人づくり～　最終報告書

2010/3

神戸常盤大学短期大学部
大学教育推進事業
GP

危機対応実践力養成プログラム

神戸常盤大学短期大学部
大学教育推進事業
GP

危機対応実践力養成プログラム　中間報告書 2010/9

神戸薬科大学 H18特色GP 平成18・19年度活動報告書「実践型薬学教育による臨床指導薬剤師養成」 平成18・19年度

神戸薬科大学 H18特色GP
最終報告書（平成18～20年度の活動）
「実践型薬学教育による臨床指導薬剤師養成」

平成18～20年度 2009/3
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神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №18 2008/3

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №19 2008/3

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №21 2008/6

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №22 2008/8

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №23 2008/9

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №25 2009/3

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №28 2009/11

神戸山手短期大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ C&Cニュース №29 2010/3

神戸山手短期大学 ・ 学生による『KOBE Wedding Miryoku Oshie MAP!』

神戸山手短期大学 H19現代GP
地域・大学インタラクション型の学習事業
～理論・実践一体型教育プログラム「ACT山手」の構築～　平成20年度成果報告

平成20年度

神戸山手短期大学 ブライダル・アンケート　日本・韓国比較集計結果報告書 2009/9

神戸山手短期大学 H19現代GP 行動して発見する授業「ACT山手」ガイドブック

神戸山手短期大学 H19現代GP 現代GP最終報告書　-理論・実践・一体型教育プログラム「ACT山手」の構築- 2010/3

公立はこだて未来大学 H18特色GP 解がない問題への自己組織的アプローチ－実社会で役立つ力の養成－ 2009/8

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.1 2009/11

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.2 2010/7

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.3 2011/1

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.4 2011/7

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.5 2012/1

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.6 2012/7

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.7 2013/1

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.8 2013/7

國學院大學 教育開発推進機構NEWSLETTER　教育開発ニュース Vol.9 2014/1

國學院大學 紀要 教育開発推進機構紀要 第1号 2010/3 1884-9415

國學院大學 紀要 教育開発推進機構紀要 第2号 2011/3 1884-9415

國學院大學 紀要 教育開発推進機構紀要 第3号 2012/3 1884-9415
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國學院大學 紀要 教育開発推進機構紀要 第4号 2013/3 1884-9415

國學院大學 紀要 教育開発推進機構紀要 第5号 2014/3 1884-9415

国士舘大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ FD　News letter vol.3 2013/5

駒沢女子大学 H18特色GP
自主自立を促すための面倒見ある教育
平成18年度～平成20年度特色GP　－総括報告書－

2009/1

駒沢女子大学 特色GP
自主自立を促すための面倒見ある教育「特色GP」選定記念
平成20年度特別シンポジウム 特色GPがもたらしたもの－「駒沢女子大学の場合」－
－シンポジウムの記録－

2009/2

湘北短期大学
H21【ﾃｰﾏA】大学
教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

現代型社会人育成を俯瞰する入学前教育構築

さ 佐賀大学 年報 大学教育年報 創刊号 2005/3 1880-2095

佐賀大学 年報 大学教育年報 第2号 2006/3 1880-2095

佐賀大学 年報 大学教育年報 第7号 2011/3 1880-2905

佐賀大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News　Letter №6 2005/10

佐賀大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News　Letter №7 2006/2

佐賀大学 「教育改善の基本方針に関する調査」から見えた授業改善のアイデア 2006/3

佐賀大学
大学教育のサテライトネットワーク構築による
地域創成型学生参画　教育プログラム

2005/9

佐賀大学
大学教育のサテライトネットワーク構築による
地域創成型学生参画　教育モデル開発事業　報告書

平成17年度
Vol.1

佐賀大学 現代GP 「ネット授業の展開」報告書
平成17年度

Vol.1
2006/3

佐賀大学
発達障害と心身症への支援に強い教員の養成
～文化教育学部・医学部附属病院連携による臨床教育実習導入とカリキュラム開発～
平成19年度報告書

平成19年度 2008/3

佐賀大学
発達障害と心身症への支援に強い教員の養成
～文化教育学部・医学部附属病院連携による臨床教育実習導入とカリキュラム開発～
最終報告書

2009/3

佐賀大学 教育養成改革フォーラム　「社会に信頼される高度教員養成の可能性を探る」報告書 2005/3

佐賀大学 平成17年度高度教育実習試行の成果と課題 平成17年度 2006/3

佐賀大学 H20教育GP デジタル　表現技術者　養成プログラム　成果報告書 2011/3

佐賀大学 年報 大学教育年報 第8号 2012/3 1880-2905

佐世保工業高等専門学校 現代GP 取組成果報告書　日中相互交流による実践的若年技術者の育成 2005～2008年度

佐世保工業高等専門学校
H21大学教育学生支援推
進事業【ﾃｰﾏA】大学教育
推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

国際的協業による実践的若年技術者の育成　2009年度　成果報告書 2009年度

佐世保工業高等専門学校
H21大学教育学生支援推
進事業【ﾃｰﾏA】大学教育
推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

国際的協業による実践的若年技術者の育成　2010年度　成果報告書 2010年度
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佐世保工業高等専門学校
Fostering Practical Engineers through Cooperative Problem-Based Learning with Students
from Oversesa Universities
2010 Achievement Report

2010年度

佐世保工業高等専門学校
H21大学教育学生支援推
進事業【ﾃｰﾏA】大学教育
推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

国際的協業による実践的若年技術者の育成　2011年度　成果報告書 2011年度

佐世保工業高等専門学校
Fostering Practical Engineers through Cooperative Problem-Based Learning with Students
from Oversesa Universities
2011 Achievement Report

2011年度

札幌医科大学 H20教育GP
死亡時画像診断による教育支援プログラム　～人間性豊かな意思の育成を目指して～
最終実績報告書

2011/3

し 滋賀大学 教育・研究水準の向上をめざして　50年の歴史の上に　1999　滋賀大学の現状と課題 1999 1999/3

滋賀大学 現代GP
「知識創造型ユビキタスな学びプロジェクト」
携帯電話対応コメントカードシステムを活用した知識想像力の育成　報告書

平成18年度 2007/3

滋賀大学 現代GP
「知識創造型ユビキタスな学びプロジェクト」
携帯電話対応コメントカードシステムを活用した知識想像力の育成　報告書

平成19年度 2007/10

滋賀大学 現代GP
「知識創造型ユビキタスな学びプロジェクト」
携帯電話対応コメントカードシステムを活用した知識想像力の育成　報告書

平成20年度 2009/3

滋賀大学 教員養成GP
「実践力診断講座」による教員の資質向上
―プレ講座からパーソナルロードマップの作成へ―　中間報告書

2007/3

滋賀大学 滋賀大学学生生活白書2010　平成22年度学生生活実態調査の概要 平成22年度 2011/3

滋賀大学 平成22年度学生生活実態調査報告書 平成22年度 2011/3

滋賀医科大学 学生支援GP 『地域「里親」による医学生支援プログラム』　報告書 2012/1

静岡大学 静岡大学教育研究 №1 2005/7

静岡大学 静岡大学教育研究 №3 2007/3

静岡大学 教育研究活動報告書 №2 2008/4

静岡大学 静岡大学教育研究 №7 2011/3

静岡大学 静岡大学教育研究 №8 2012/3

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2006年度　第1号 2007/3

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2007年度　第2号 2008/3

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2008年度　第3号 2009/3

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2009年度　第4号 2010/3

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2010年度　第5号 2011/9

島根大学 年報 島根大学教育開発センター　年報 2011年度　第6号 2013/3

島根大学
大学の秋季入学に関する実態調査研究
AO入試、入学前教育、短期海外研修の検討　報告書

2009/3

島根大学
島根の人と自然に学ぶフィールド学習教育プログラムの構築
―島根大学から世界が見える教育の展開―　最終成果報告書

2006～2008年度 2009/3
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島根大学 島根大学における一年次教育の実態と教育改善に関する調査研究報告書 2007/8

島根大学 FD 島根大学　ファカルティディベロップメント（FD)報告書 2005/3

島根大学 島根大学　卒業生・修了生に対する教育成果の検証に関する調査報告書 2003～2006年度版 2008/3

島根大学 教育のプロを育てる！　島根大学教育学部のススメ 2008

島根大学 1000時間体験学修

島根大学 より質の高い学びへのステップ

島根大学 より質の高い学びへのステップ 2009/8

島根大学 学生の学びを中心に据えた教職員ネットワークの構築とFDの組織化

島根大学 学生の学びを中心に据えた教職員ネットワークの構築とFDの組織化 最終報告書 2014/3

島根大学
H19社会人の学び直しﾆｰ
ｽﾞ対応教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

体験と協働を核として社会力を育むキャリア教育プログラム　最終成果報告書 2010/3

島根大学
2010年度　数学IRシンポジウム
島根大学における学生調査・数学データから探る教育の質保証・向上の方向性　報告書

20110年度 2010/3

島根大学 学生の自主的活動の評価と教育効果の向上 2010/3

島根大学 学生支援GP 学生の自主的活動の評価と教育効果の向上　最終成果報告書 平成19～22年度 2011/3

島根大学 島根大学　卒業生・修了生に対する教育正解の検証に関する調査 2011年度版 2012/12

島根大学 学びのセルフプロデュース　～自分でデザインする新しい学びの形～

島根大学 let's START TOGETHER　初年次教育プログラム

島根県立大学 21世紀地球講座　平成18年度春学期　開講科目

島根県立大学 21世紀地球講座　平成19年度秋学期　開講科目

島根県立大学 H21学生支援GP 情報教育におけるステップ式学修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

下関市立大学 現代GP 現代GP取組最終報告書 2010/2

順天堂大学
文部科学省　平成9年度「がんプロフェッショナル養成プラン採択事業」
順天堂大学　平成22年度　活動報告書

平成22年度

湘南工科大学 教育GP
社会と工学をつなぐ技術活用力の育成　あの人を笑顔にできるテクノロジー
2008～2010年度成果報告書

2008～2010年度 2011/3

昭和女子大学 善き教育者への道 2006年度 2007/3

昭和女子大学 教員養成GP 平成18年度報告書 2007/3

信州大学 新入生ハンドブック 2006 2005/4

信州大学 大学院GP 双方向ワークショップ型地域作り社会人教育　最終報告書 平成19～21年度年度 2010/3
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信州大学 高等教育研究センター　News Letter №1 2011/4

信州大学 信州大学全学教育機構 2012

信州大学 年報 信州大学　全学教育機構（SGE)　年報 平成23年度版 2012/9

上越教育大学
教職キャリア教育による実践的指導力の育成　―分離方式の初等教育実習を中核として
―

平成20年度 2009/3

上越教育大学 上越教育大学スタンダード 2009/3

上越教育大学
上越教育大学背門職大学院GP報告書
即応力を育成する教職大学院教育課程の構築

平成19年度 2009/2

上越教育大学 特色GP 「上越教育大学スタンダード」作成のための基礎調査報告書 平成19年度 2008/3

上越教育大学 上越教育大学特色GPシンポジウム報告書 H19.2.23 2007/3

上越教育大学 教員養成GP 「マルチコラボレーションによる実践力の形成」最終報告書 平成17年度 2007/3

城西大学 公開講座 城西大学公開講座 2007

上智大学 公開講座 上智大学公開講座　2007年秋季講座 2007年度

上智大学 キャンパスライフと大学の教育力　－14大学・学生調査の分析－　研究成果・中間報告書 H19～21年度 2009/3

上智大学
H19～21科研
（基盤研究（B))

大学の「教育力」育成に関する実証的研究
－学生のキャンパスライフからの考察－　研究成果・最終報告書

H19～21年度 2010/2

女子美術大学 特色GP 問題解決型美術教育の実践　アート＆デザイン・ファシリテータの養成 2007年度

女子美術大学 2006年ヒーリング・アーとプロジェクト背策の記録 2007/3

女子美術大学 大学案内 大学案内 2008年度 2007/7

す 椙山女学園大学 椙山オープンカレッジ
2007前期
4月～8月

駿河台大学 H19現代GP 地域とゼミによる総合的キャリア教育　報告書 2010/3

駿河台大学 H19現代GP 「駿台の森」百年協定に基づく飯能活性化　　「森林文化都市」構築支援プロジェクト 2010/3

せ 聖学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ GP推進室　Newsletter №1 2010/2

聖徳大学
研究成果報告書
生涯学習の観点に立った「少子・高齢社会の活性化」に関する総合的な研究

2008/3

聖徳大学 創年時代 2008　SPRING 2008/3

聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2004 2005/7

聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2005 2006/11

聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2007 2008/9

聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2010 2011/11
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聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2011 2013/2

聖徳大学 明日の教育を目指して　―学生による授業評価（アンケート調査）の結果の考察― 2012 2014/1

聖徳大学
自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成
－異学年共同コミュニティによる課題解決型学習－

聖徳大学
H21大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

自ら考え行動しチームに貢献できる保育者育成　テーマ学習成果報告書Ⅱ
－異学年共同コミュニティによる課題解決型学習－

2011/3

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所紀要 №7 2009/3

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所紀要　－生涯学習研究－ №9 2011/3 1348-1495

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所紀要　－生涯学習研究－ №10 2012/3 1348-1495

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所紀要　－生涯学習研究－ №11 2013/3 1348-1495

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所紀要　－生涯学習研究－ №12 2014/3 1348-1495

聖徳大学 聖徳大学生涯学習研究所のあゆみ 2011/3

聖徳大学短期大学部
大学教育・学生支援
推進事業

自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成　異学年共同コミュニティによる課題解決型
学習

聖徳大学短期大学部
大学教育・学生支援
推進事業

テーマ別学習成果報告書Ⅲ
自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成　異学年共同コミュニティによる課題解決型
学習

2012/3

そ 創価大学 創価大学キャンパスガイド 2008

創価大学 学生が協調的に作問可能なWBTシステム　ICTを活用した自律的学習の推進

創価大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ SEED 創刊号 2011/8

創価大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ SEED 第2号 2011/10

創価大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ SEED 第3号 2012/6

創価大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ SEED 第5号 2013/5

創価大学 学士課程教育機構研究誌 第1号 2012/5 2186-909X

創価大学 学士課程教育機構研究誌 第2号 2013/10 2186-909X

創価大学
大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ

CD-ROM
「初年次・導入教育を支える学習支援体制整備　－カリキュラム連携型学習スキル訓練を
柱とする複合的学習支援の試み－」　成果報告書

総合研究大学院大学 つながる学びひろがる学び 2010/3

総合研究大学院大学 研究のサード　プレイス 2011/3

総合研究大学院大学 研究者入門 20,112,012 2013/3

総合研究大学院大学 研究者入門 2013 2014/3
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総合研究大学院大学 Connect　総合研究大学院大学・学融合推進センター　活動報告書　2013 2013 2014/3

た 高崎経済大学 大学と連携した地域再生戦略 2007/3

大東文化大学 公開講座 オープンカレッジ　2007　秋期講座のご案内（全74講座） 2007

ち 千歳科学技術大学 学生支援GP 自ら成長する教養人の育成支援プログラム　学生支援GP成果報告書 2012/3

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №1 2008/8

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №2 2008/12

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №6 2010/6

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №7 2010/10

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №8 2011/2

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №9 2011/6

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №10 2012/3

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №11 2012/8

千葉大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 普遍ニュースレター №12 2013/2

千葉工業大学 現代GP 地域と連携による工科系キャリア学習支援　報告書 2008/3

千葉工業大学 ＣＤ　千葉工業大学現代ＧＰ最終報告書データ集

千葉商科大学 現代GP 地域課題の調査・分析に基づく政策実践教育　報告書 平成17年度 2006/3

千葉商科大学 現代GP 地域課題の調査・分析に基づく政策実践教育　　報告書（ダイジェスト版） 平成17年度 2006/3

千葉商科大学 現代GP 地域課題の調査・分析に基づく政策実践教育　平成18年度（最終年度）報告書 平成18年度 2007/3

中央大学 H19特色GP 「実地応用に基づく学際的な国際協力人材養成」報告書 2010/3

中京学院大学 現代GP キャリアポイント積立制度を活用したキャリア教育

中京学院大学 ネットビジネス　オンラインフリーマーケット実践レポート 2006年度版

中京学院大学 ネットビジネス　オンラインフリーマーケット実践レポート 2007年度版

中京学院大学 インターンシップ報告書 平成19年度 2008/3

中京学院大学 「現代産業研究」学生レポート集 平成19年度 2008/3

中京学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 卒業生および卒業生の就職先企業に対するアンケート調査報告書 平成18年度 2007/3

中京学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 卒業生および卒業生の就職先企業に対するアンケート調査報告書 平成19年度 2008/3
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中京学院大学 ｱﾝｹｰﾄ 卒業生および卒業生の就職先企業に対するアンケート調査報告書 平成20年度 2009/3

中京学院大学 現代GP 輝く「地域人」創生プログラム

中京学院大学 現代GP 輝く「地域人」を育てる。

中京学院大学 現代GP 「専門性と産業への理解を有する地域人の育成」 平成19年度 2008/3

中京学院大学 現代GP 輝く「地域人」創造プログラム　最終成果報告書

つ 筑波大学 FD 筑波大学におけるＦＤ活動と教育改善 平成15年度 2004/3

筑波大学
中等教育の多様化に柔軟に対応できる高大接続のための新しい大学入試に関する
実地研究　中間報告

平成16年度 2005/3

筑波大学
筑波ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに基づく教養教育の再構築
～世界水準の教養教育を目指す全学的取組～　中間報告書

2010/3

筑波大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ
Newsletter
教育GP「筑波ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに基づく教養教育の再構築」

vol.1 2010/3

筑波大学
大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

個性とキャリアを繋ぐ医科学教育ルネサンス　報告書

筑波大学 DVD
3Majors of Medical Sciences
Graduate School of Comprehensiveb Human Sciences University of Tsukuba

筑波学院大学 現代GP 「つくば市をキャンパスにした社会力育成」　報告書 平成18年度 2007/3

筑波学院大学 現代GP 「つくば市をキャンパスにした社会力育成」　最終報告書 平成20年度 2009/3

筑波学院大学 特色GP 地域を基盤とした教師教育プログラムの開発　報告書 平成19年度 2008/3

筑波学院大学 特色GP 地域を基盤にした教師教育改革　－フィンランドと日本 平成20年度

筑波技術大学
高等教育機関のアクセシビリティ向上を目指した筑波聴覚障害学生
高等教育テクニカルアシスタントセンター構築事業　報告書

平成19～23年度 2012/3

て 帝京大学
セルフラーニング型授業の試み
-LMS・ビデオ教材・評価支援システムによるプログラミング教材-

2003/11

と 東海大学短期大学部 中部圏の地域・産業界との連携を通した教育改革力の強化　取組報告書 平成25年度 2014/3

東海大学福岡短期大学 教育GP 地域活性化型人材育成プログラム

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №1号 2007/12

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №2号 2008/1

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №3号 2008/2

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №4号 2008/3

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №5号 2008/6

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №6号 2008/9

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №7号 2008/10

26



　 発行機関 分類 報告書名 巻号数 発行年月 ISSN・ISBN

大学等刊行物所蔵リスト

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №8号 2008/11

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №9号 2008/12

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №10号 2009/1

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №11号 2009/3

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №12号 2009/4

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №13号 2009/5

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №14号 2009/6

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №15号 2009/7

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №16号 2009/8

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №17号 2009/9

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №18号 2009/10

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №19号 2009/11

東海大学福岡短期大学 地総研通信 №20号 2009/12

東海学院大学 自己表現力を涵養する学士課程・キャリア支援プログラム　報告書 2012/3

東京大学 大総センターものぐらふ4　中国における高等教育改革の動向 №4 2005/3

東京大学 大総センターものぐらふ10　大学ベンチマーキングによる大学評価の実証的研究 №10 2011/4

東京大学 大総センターものぐらふ11　学生からみた東京大学　－3つの東大生調査から－ №11 2012/3

東京大学
東大－野村　大学経営ディスカッションペーパー
国立大学法人等における財務戦略

№14 2011/3

東京大学
東大－野村　大学経営ディスカッションペーパー
日本の大学における中長期計画の現状と課題　－全国大学アンケート結果－

№15 2011/7

東京大学
東大－野村　大学経営ディスカッションペーパー
大学の中長期計画を考える（2）　－ステークホルダーズと創る大学－

№16 2012/2

東京大学
東大－野村　大学経営ディスカッションペーパー
変化を先導する大学づくりを考える〈第5回東大－野村大学政経フォーラム講演録〉

№17 2012/8

東京大学 教育GP
「PISA対応の討議力養成プログラムの開発：日本における国際先端の教養教育の実現」
授業の中での討議力養成　HINTS10

2011/3

東京大学 言語・情報・テクストVOL.17　2010　Toward a Grammar of Discussion VOL.17　2010

東京大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大総センター　ニュースレター 第8号 2011/8

東京大学 CRDHEワーキングペーパー№3　大学におけるIRの役割 2011/10

東京大学 CRDHEワーキングペーパー№4　大学共同利用機関制度の成立 2012/4
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東京大学 大学等における効果的な安全教育プログラムに関する研究

東京大学

東京海洋大学 現代GP 食品流通の安全管理教育プログラムの開発　成果報告書 2004～2006年

東京海洋大学 現代GP 海事英語学習・評価プログラムの開発　成果報告書 2005～2007年度

東京海洋大学 海洋観測・生物資源調査の実践教育強化 2006年度

東京海洋大学 現代GP 水圏環境リテラシー教育推進プログラム　実施報告書

東京海洋大学
H19組織的な大学院教
育改革推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

研究・実務融合による食の高度職業人養成

東京家政大学 出身地域へのあとリーチによる自立支援　―地方の時代を支える人材育成プラン 平成19年度

東京家政大学 公開講座 オープンカレッジ　2007　講座のご案内 2007年度

東京外国語大学 平成10年度　点検評価報告書　-学部・大学院等- 1998年度 1999/6

東京学芸大学 大学案内 Gakugei 大学案内　2009 2009年度

東京学芸大学 学芸カフェテリア　Booklet Vol.1 2008/3

東京学芸大学 現代GP 持続可能な社会づくりのための環境学習活動　報告書 2005年度 2006/3

東京学芸大学 学校教育学研究論集 第13号 2006/3

東京学芸大学 H19学生支援GP
学芸カフェテリアによる学修・キャリア支援
－全学の援助資源の活用と最適化された学生支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発

Booklet Vol.3 20010/3

東京工業大学 東京工業大学プロフィール　2008/2009　2011年東京工業大学　創立130周年 2008/2009 2008/10

東京工業大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 外国語研究教育センター　NEWSLETTER №18 2012/3

東京歯科大学 特色GP 「IT環境でのグローバルエバリュエーション」報告書 平成18年度 2007/3

東京歯科大学 特色GP 「IT環境でのグローバルエバリュエーション」報告書 平成19年度 2008/3

東京歯科大学
東京歯科大学GPフォーラム　ICTを活用した教育改善　～歯学教育での取り組み～　報告
書

2008/3

東京女子大学 特色GP 女性学・ジェンダー的視点に立つ教育展開　取組報告書 平成15年度 2007/3

東京電機大学 特色GP 「[学生の自主・自立を支援する個別重視型教育」　成果報告書 平成17・18・19・20年度 2009/3

東京電機大学 教育GP 学習意欲向上のためのフィードバック型教育　-基礎教育の質の確保を目指して－

東京電機大学 教育GP
学習意欲向上のためのフィードバック型教育　-基礎教育の質の確保を目指して－
平成20・21・22年度　成果報告書

平成20・21・22年度 2011/2

東京電機大学 教育GP
学習意欲向上のためのフィードバック型教育　-基礎教育の質の確保を目指して－
情報環境学部の教育　平成20・21・22年度　成果報告書〈別冊〉

平成20・21・22年度

東京電機大学 ダイナミックシラバス
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東京農工大学 大学教育ジャーナル 第2号 2006/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第3号 2007/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第4号 2008/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第5号 2009/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第6号 2010/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第7号 2011/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第9号 2013/3

東京農工大学 大学教育ジャーナル 第10号 2014/3

東京農工大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育センターニュース 第5号 2005/6

東京農工大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育センターニュース 第6号 2005/9

東京農工大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育センターニュース 第7号 2006/1

東京農工大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 大学教育センターニュース 第8号 2006/7

東京農工大学 大学教育センター 2007年度版

東京農工大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ NEWS LETTER Vol.1 2009/3

東京農工大学
H19大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

ラボ・ボーダレス大学院教育の構築と展開

東京農工大学
大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「科学立国人材育成プログラム」　最終報告書
平成19年度

～平成21年度
2010/3

東京農工大学 H19特色GP
「興味と経験から学びを深化する基礎教育-4つの段階を踏む教育モデル-SEED」
成果報告書

平成19年度
～平成21年度

2010/3

東京農工大学 学生支援GP 新しい地球人養成プログラム　2007年度～2010年度　成果報告書 2007～2010年度 2011/3

東京農工大学
大学教育学会課題研
究

共通教育のデザインとマネジメント 2010～2012年度 2013/6

東京農工大学
科学研究費補助金
基盤研究（C)

ユニバーサル段階におけるヨーロッパの学部専門教育の変容　研究成果報告書
平成23年度～平成26年度科学研究費補助金　基盤研究（C)　研究課題番号：2350990

平成23年度
～平成26年度

2014/6

東京理科大学 特色GP 全寮制に基づく全人的教養教育～人と自然とのふれあいの中で～成果報告書 平成15～18年度 2007/6

東京理科大学 教員養成GP 理数教員養成におけるSTCプログラム開発　報告書 平成18・19年度 2008/3

東京理科大学 大学における教育研究活動の評価に関する調査研究　研究成果報告書 平成24年3月 2012/3

東海大学福岡短期大学 現代GP
報告書　「学びの自由化と個別教育の推進
－近未来コミュニティカレッジのためのe-Learningの開発－」

平成17年度

東北大学 紀要 高等教育開発推進センター　紀要 第3号 2008/3

東北大学 紀要 高等教育開発推進センター　紀要 第5号　2010 2010/3 1881-0853
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東北大学 紀要 高等教育開発推進センター　紀要 第6号　2011 2011/3 1881-0853

東北大学 紀要 高等教育開発推進センター　紀要 第7号　2012 2012/3 1881-0853

東北大学 紀要 高等教育開発推進センター　紀要 第8号　2013 2013/3 1881-0853

東北大学 PDブックレット　すてきな大学教員を目指すあなたに vol.1 2011/7

東北大学 PDブックレット　学生のための心理・教育的支援 vol.3 2012/6

東北大学 PDブックレット　ER@TU—多読のすすめ vol.4 2013/3

PDブックレット　高等教育における教育・学習のリーダーシップ vol.5 2014/3

東北大学 教育関係共同利用拠点　国際連携を活用した大学教育力開発の支援拠点

東北大学 PDP(Professional Development Program)　開講科目2011

東北大学 高等教育開発推進センター　要覧　2009 2009 2010/10 1883-8499

東北大学 高等教育開発推進センター　要覧　2010 2010 2011/10 1883-8499

東北大学 高等教育開発推進センター　要覧　2011 2011 2012/7 1883-8499

東北大学
科学研究費補助金基
盤研究（B）

平成20～22年報告書
アジア・太平洋地域における高等教育市場化政策の国際比較研究

2011/8

東北大学 2011年度教育関係共同利用拠点事業報告書 2011 2012/11

東北大学 2011年度東北大学大学教員準備プログラム報告書 2011 2012/12

東北大学 東北大学　高等教育開発推進センター　評価報告書 2012/9

東北大学
CAHE TOHOKU Report 48
「大学・短大教員のキャリア形成と能力開発に関する調査」報告書

2013/3

東北大学 2012年度教育関係共同利用拠点事業報告書 2012年度 2013/7

東北大学 東北大学大学教員準備プログラム/新任教員プログラム2012年度報告書 2012年度 2013/7

東北大学 2013年度プログラム案内 2013年度

東北大学 2013年度PDP開講科目一覧 2013年度

東北大学 大学教員の授業準備に関する調査報告書 2014/3

東北芸術工科大学 現代GP 芸術とデザインによる廃校活動と地域教育　タテキリズム　あとりえマサト 2007/3

東北芸術工科大学 現代GP [ゆい]芸術工房ネットワーク活動報告書 2009/3

東北公益文科大学 学生支援GP インクルージョン社会をめざした大学づくり 平成19年度

東北公益文科大学 公益大 2009
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東洋大学 現代GP
「持続型共生教育プログラム：川越学」の展開へ
平成19年度図形処理演習「まちなか発表会」成果報告書

平成19年度 2008/3

東洋大学 現代GP
 「持続型共生教育プログラム：川越学」の展開へ
平成20年度図形処理演習「まちなか発表会」成果報告書

平成20年度 2009/3

東洋大学 現代GP 平成20年度建築設計「まちかど講評会」報告書 2008/12

東洋大学 現代GP ものづくりから学生と地域を育てる共生教育

東洋大学 現代GP 平成20年度春季実施

東洋大学 現代GP 平成21年度秋季実施

東洋大学 小江戸川越検定認定問題集 2008/10

東横学園女子短期大学 現代GP
実践力ある保育者養成実現の教育プログラム　総合活動報告書
学内子育て支援センター「ぴっぴ」の効果的活用

平成17～19年 2008/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第2号 2005/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第3号 2006/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第4号 2007/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第5号 2008/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第6号 2009/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第7号 2010/3

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第8号 2011/3 1881-1256

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第9号 2012/3 1881-1256

徳島大学 大学教育研究ジャーナル 第10号 2013/3 1881-1256

徳島大学 FD 徳島大学FDの歴史 2008/4

徳島大学 ティーチングライフ　第1回教員の教育に対する意識調査 2009/3

徳島大学 現代GP  医療系学生の保育所実習による子育て支援　取組成果報告書 平成18～20年度 2009/3

徳島大学 第3回大学院生生活実態調査報告書　キャンパスライフ 2011/3

徳島大学 第25回学生生活実態調査報告書　キャンパスライフ 2012/3

鳥取大学 鳥取大学における教育方法改善の取り組み報告書　わかりやすい講義をめざして（5） 2003/3

鳥取大学 とっとりキャンパスライフ2010　平成22年度学生生活実態調査報告書 平成22年度 2010/12

富山短期大学 学生支援GP 報告書 2007・2008年度

豊田工業大学
H20大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

実学の積極的導入による先端的工学教育 平成20～22年度
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豊田工業大学
H20大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

実学の積極的導入による先端的工学教育　平成20年度結果報告書 2008年度

豊田工業大学
H20大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「実学の積極的導入による先端的工学教育」成果中間報告シンポジウム 2009/12

豊橋技術科学大学 特色GP 社会のダイナミズムに連動する高等技術教育　報告書 平成15年度 2007/2

豊橋技術科学大学 現代GP 技科大発　共同型地域づくり貢献モデル 2004～2006年

豊橋技術科学大学 社会環境即応型リーダー技術者育成プラン　成果報告書 2011/3

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.3 2005/10

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.4 2006/3

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.5 2006/10

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.11 2009/10

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.13 2010/10

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.15

同志社大学 同志社大学教育開発センター　レポート Vol.16 1905/7

同志社大学 年報 同志社大学教育開発センター年報　《2009年度センター活動報告》 第1号 2010/6

同志社大学 年報 同志社大学教育開発センター年報　《2010年度センター活動報告》 第2号 2011/6

同志社大学 年報 同志社大学教育開発センター年報　《2011年度センター活動報告》 第3号 012/6

同志社大学 同志社大学通信　One Purpose 157 2008/12

同志社大学 現代GP PBL研究会報告書

同志社大学 現代GP 公募制のプロジェクト科目による地域活性化取組報告書 2009/3

同志社大学 新しい教養教育のかたち

同志社大学
PROJECT BASED LEARNING 自ら学ぶ　育てる　行動する
未来を切り拓く同支社発PBLの挑戦！

同志社大学 大学案内 大学案内2009 2008/6

同志社大学 H18特色GP
情報環境の整備と成績評価の厳格化
－学修支援システムDUETとGPA得点分布公表－　成果報告書

2009/3

同志社大学
H19大学院教育改革
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「研究センター連携型オープンフィールド教育プログラム」実施成果報告書（最終版） 2010/6

同志社大学 センター通信　 Vol.3 2011/3

同志社大学 ブックレット　PBLにおける学びのサポート vol.2 2011/3

同志社大学 2010年度　プロジェクト科目　学生成果報告書 2011/3
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同志社大学
2010年度第2回シンポジウム報告書
PBL教育における多面的評価－PBLは社会で役に立つか－

2011/3

同志社大学 H20教育GP 文理融合型教育による課題解決能力の育成　成果報告書 2011/3

同志社大学 PBL推進支援センター通信 Vol.5 2012/3

同志社大学 PBL推進支援センター通信 Vol.6

同志社大学 PBL推進支援センター通信 Vol.7 2013/3

同志社大学 自律的学習意欲を引き出す！　PBL Guidebook　PBL導入のための手引き

同志社大学 2011年度　プロジェクト科目　学生成果報告書　PROJECT　WORKS　2011 2012/3

同志社大学 2012年度　プロジェクト科目　学生成果報告書　PROJECT　WORKS　2012 2013/3

同志社大学
プロジェクト・リテラシーと新しい教養教育
～課題探究能力を育成するPBL教育の方法論的整備～　取組報告書

2012/3

同志社大学 誰が何をいかに評価するのか？　シンポジウム・レポート 2012/2

同志社女子大学 H20教育GP 一年間の留学を基軸にした高度総合英語教育

同志社女子大学 H20教育GP 一年間の留学を基軸にした高度総合英語教育　平成21年度事業報告 平成21年度

同志社女子大学 H20教育GP 一年間の留学を基軸にした高度総合英語教育

同志社女子大学 H20教育GP 一年間の留学を基軸にした高度総合英語教育　平成22年度事業報告 平成22年度

な 長岡技術科学大学 研究レビュー 1995 1996/1

長岡技術科学大学 特色GP 「実務訓練（長期実践型実習）と教育効果」実績報告書 2003～2006年度 2007/3

長岡技術科学大学 一貫コース型３Gマインド先導的研究者養成　実施報告書 平成18～19年度 2008/3

長岡技術科学大学 H20教育GP 実践的技術教育マイスター制度　成果報告書 平成20～22年度 2011/3

長岡技術科学大学
産学連携による実践
型人材育成事業

産学連携ものづくりフロー実践に基づく設計教育プログラムの開発 2011/3

長岡工業高等専門学校 長岡高専「地球ラボ室」がオープンしました！ 2008/1

長岡工業高等専門学校 学生支援GP 長岡高専「地球ラボ」によるキャンパスの国際化　中間報告書 平成19年度

長岡工業高等専門学校 学生支援GP 長岡高専「地球ラボ」によるキャンパスの国際化　最終報告書 平成19年度

長崎大学 長崎大学概要 平成14年度

長崎大学 学生募集要項　アドミッションオフィス入試 平成15年度

長崎大学 特色GP 特色ある初年次養育の実践と改善　教育マネジメントサイクルの構築　事業報告書 平成15年度

長崎大学 長崎大学大学教育機能開発センター紀要 第2号 2011/3 2185-6281
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長崎大学 紀要 長崎大学大学教育機能開発センター紀要 第3号 2012/3 2185-6281

長崎大学 紀要 長崎大学　大学教育イノベーションセンター紀要（旧大学教育機能開発センター紀要） 第5号 2014/3 2188-3467

長崎大学 紀要 長崎大学　言語教育研究センター紀要 第2号 2014/3 2187-6096

長崎県立大学 大学案内 大学案内　平成20年4月開学予定 2008

長崎女子短期大学 H22教育GP 長崎　食育学　　長崎食育学を活かした食文化伝承と情報発信

長野県短期大学 年報 地域連携センター年報 2006年度　創刊号 2007/5

長浜バイオ大学
大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ【ﾃｰﾏA】

志向性を加味した双方向性学習の場の構築 2012/3

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成6年度 1995/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成7年度 1996/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成8年度 1997/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成9年度 1998/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成11年度 2000/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成12年度 2001/7

名古屋大学 ｱﾝｹｰﾄ 名古屋大学における授業アンケート調査報告書（全学共通科目） 平成13年度 2002/7

名古屋大学 全学教育棟における情報機器に関する案内書　2004 2004年度 2004/4

名古屋大学 1994　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1994年度

名古屋大学 1995　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1995年度

名古屋大学 1996　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1996年度

名古屋大学 1997　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1997年度

名古屋大学 1998　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1998年度

名古屋大学 1999　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 1999年度

名古屋大学 2000　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 2000年度

名古屋大学 2001　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 2001年度

名古屋大学 2003　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引　平成15年度入学生用 2003年度

名古屋大学 2004　STUDENTS' GUIDE　全学教育科目履修の手引 2004年度

名古屋大学 2004　SYLLABAS　全学教育科目授業要覧 2004年度　下巻
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名古屋大学 学生便覧 平成15年度

名古屋大学 学生便覧 平成17年度

名古屋大学 学修案内 2005～2006

名古屋大学 PROFILE　2002-2003 2002～2003

名古屋大学 PROFILE　2004-2005 2004～2005

名古屋大学 GUIDE TO 2004 2004

名古屋大学 Conference on the Past and Future of Asian Higher Education 2002/12

名古屋大学 平成17年度第42回国立大学教養教育実施組織会議　全体会議議事要旨 2005/5

名古屋大学 名古屋大学における教育改革〈四年一貫教育を目指して〉 平成5年2月

名古屋大学
名古屋大学における四年一貫教育計画委員会の活動の現状と今後の課題
平成10年度報告書

平成10年度 1999/3

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-共通教育の方針・事例集- 平成10年度

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-共通教育の方針・事例集- 平成11年度

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-共通教育の方針・事例集- 平成12年度

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-共通教育の方針・事例集- 平成13年度

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-共通教育の方針・事例集- 平成16年度

名古屋大学
基礎セミナー・事例集　-新たに担当を予定される先生に向けて-
「豊かな教養教育を目指して-共通教育の方針・事例集」抜き刷り

名古屋大学 豊かな教養教育をめざして　-全学教育事例集- 2004/3

名古屋大学 名古屋大学における全学教育　-その現状と課題- 2004/3

名古屋大学 大学における教養教育カリキュラムの比較研究 2006/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（C)（２））

大学新入生の実態に即した教授技法の開発に関する調査研究　研究成果報告書 平成11～12年度 2001/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（C)（２））

学士課程における初年次教育ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの有効性に関する調査研究　研究成果報告書 平成13～14年度 2003/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（B）（1））

アジア諸国におけるグローバリゼーション対応の高等教育改革戦略に関する比較研究 平成14～15年度 2004/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（A））

地域学術ｺﾝｿｰｼｱﾑにおけるe-Learning地域ﾊﾌﾞに関する研究　研究成果報告書 平成15～17年度 2006/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（B）（2））

学生・教師の満足度を高めるためのFD組織化の方法論に関する調査研究　中間報告書 平成16～17年度 2005/3

名古屋大学
科研
（基盤研究（B)（２））

学生・教師の満足度を高めるためのFD組織化の方法論に関する調査研究 平成16～17年度 2006/3

名古屋大学 科研（萌芽研究） 「大学から社会への情報発信の研究」　第2回研究会報告書 平成16年度 2004/12
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名古屋大学 科研（萌芽研究） 大学院博士課程における大学教員の養成機能形成に関する日米仏比較研究 平成18～19年度 2008/3

名古屋大学 FD
名古屋大学教養教育院　FDリーダー研修会報告書
「カリキュラム設計力の基本を身につける」

2002/3

名古屋大学 FD 名古屋大学全学教育FD活動報告書 2004/3

名古屋大学 名古屋大学における男女共同参画報告書　-男女共同参画社会の実現に向けて- 2002年度 2003/3

名古屋大学 名古屋大学における男女共同参画報告書 2004年度 2005/3

名古屋大学 学生の成績評価に関する組織的支援　-ミネソタ大学の事例からの示唆- 　 2005/3

名古屋大学 平成17年度　名古屋大学教育学部　大学院教育発達科学研究科　授業科目表 平成17年度

名古屋大学
大学教育改善推進
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

「成長するティップス先生」の記録 2001/4～2002/3 2002/5

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ①
実践的大学教授法の開発を目指して　『成長するティップス先生』の記録

2004/8～2005/3 2005/5

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ②
「第1回ランチタイムFD」の実践記録

2005/9

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ③
『ティップス先生からの7つの提案』の開発

2005/10

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ④
大学院生のための大学教員準備プログラムの開発　大学教授法研修会の記録

2006/3

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ⑤
大学生の学習・発達を支える教務学生担当職員
『ティップス先生からの7つの提案〈教務学生担当職員編〉』の開発

2007/10

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ⑥
『名古屋大学新入生のためのスタディティップス』の開発

2007/10

名古屋大学 特色GP
特色GPシリーズ⑦
『ティップス先生のカリキュラムデザイン』の開発

2008/1

名古屋大学
H16教育研究改革・
改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ経費

文系コアカリキュラムの研究開発　報告書 2006/4

名古屋大学
文部科学省研究
委託事業

知的資産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築
ユビキタス環境下での高等教育機関向けコース管理システム　平成16年度成果報告書

平成16年度 2005/3

名古屋大学 われらかく飲みかく語りき名大サロンの一年 2004/3

名古屋大学 名古屋高等商業学校　-新制名古屋大学の包括学校②- 名大史ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ10 2004/3

名古屋大学
平成19年度　名古屋大学公開講座ﾃｷｽﾄ　「豊かな生活のために」-学問に何ができるのか
-

平成19年度 2007/8

名古屋大学 ゴーイングシラバスの開発　プロジェクト報告書 2001/6

名古屋大学 Going Syllabus 操作マニュアル

名古屋大学 Going Syllabus 利用の手引き

名古屋大学 英語で教える秘訣　大学教員のための教室英語ハンドブック 2008/3 9784757413054

名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　大学編 2005/9 4901730657

名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　教員編 2005/9 4901730630
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名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　学生編 2005/9 4901730649

名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　IT活用授業編 2006/7 4901730789

名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　教務学生担当職員編 2007/5 9784901730983

名古屋大学 ティップス先生から7つの提案　大学院生編 2011/3 9784862930637

名古屋大学 名古屋大学新入生のためのスタディティップス①　「学識ある市民」をめざして 2008 2008/3 9784862930149

名古屋大学 名古屋大学新入生のためのスタディティップス②　学問をはじめよう！ 2008 2008/3 9784862930156

名古屋大学 研究者のための化学コミュニケーション　Stater's　Kit

名古屋大学 初年次教育の充実に向けた名古屋大学の取組 2002年2月

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第5号 2005/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第7号 2007/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第8号 2008/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第9号 2009/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第10号 2010/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第11号 2011/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第13号 2013/3

名古屋大学 名古屋高等教育研究 第14号 2014/3

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第12号 2005

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第14号 2006/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第15号 2006/8

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第17号 2007/2

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第19号 2007/7

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第20号 2007/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第21号 2008/2

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第23号 2008/7

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第24号 2008/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第25号 2009/1
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名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第26号 2009/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第28号 2009/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第29号 2010/1

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第30号 2010/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第31号 2010/7

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第32号 2010/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第33号 2011/1

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第34号 2011/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第35号 2011/7

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第36号 2011/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第37号 2012/1

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第38号 2012/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第40号 2012/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第41号 2013/1

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第42号 2013/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第43号 2013/7

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 秋号　第44号 2013/10

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 冬号　第45号 2014/1

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 春号　第46号 2014/4

名古屋大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ かわらばん　名古屋大学高等教育研究センターニューズレター 夏号　第47号 2014/7

名古屋大学 学生支援GP
名古屋大学学生支援GPフォーラム
教職員の支援力を結集した学生支援報告書

2010/3

名古屋大学 リーフレット 名古屋大学高等教育センターリーフレット

名古屋大学 教務のQ&A 2011/3 9784862930644

名古屋大学 留学生受け入れハンドブック 2011/3

名古屋大学 FD・SD教育改善支援拠点の活動（1）　平成23年度総合報告書 2012/3

名古屋大学 FD・SD教育改善支援拠点の活動（2）　平成24年度総合報告書 2013/3

38



　 発行機関 分類 報告書名 巻号数 発行年月 ISSN・ISBN

大学等刊行物所蔵リスト

名古屋大学 FD・SD教育改善支援拠点の活動（3）　平成25年度総合報告書 2014/3

名古屋大学
科学研究費補助金基
盤研究（B）

大学経営高度化を実現するアカデミック・リーダーシップ形成・継承・発展に関する研究 2013/3

名古屋市立大学 現代GP バナナ・ペーパーを利用した環境教育　報告書 平成18年度 2009/3

名古屋市立大学 現代GP
DVD　バナナ・ペーパーを利用した環境教育
多面的環境教育による、持続可能な社会形成主体の自己形成へ-スリランカ研修報告

平成18年度 2009/3

名古屋市立大学
社会人の学び直しニーズ
対応教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「医療・保健分野における復帰と能力向上を支援する自己研鑽プログラム」委託業務成果
報告書

平成22年度

名古屋学院大学 H18特色GP 「ITによる経済学部教育の標準化と質保証」 2006年度

名古屋学院大学 特色GP 教育の情報化シンポジウム　実施報告書 2006年度 2007/3

名古屋学院大学 特色GP 「ITによる経済学部教育の標準化と質保証」　公開講演会2007　実施報告書 2006年度 2008/3

名古屋学院大学 H19現代GP 「地域創成プログラム」の実践　　～「もの・まちづくり」をテーマとした地域間交流へ～

名古屋学院大学 H19現代GP
「地域創成プログラム」の実践　～「もの・まちづくり」をテーマとした地域間交流へ～　報告
書

2007年度 2008/3

名古屋学院大学 経済学部　地域創成プログラム　企業研究2　報告書 2007年度 2008/3

名古屋学院大学 H19学生支援GP 自分発見型学生支援ネットの構築に向けて 2007年度

名古屋学院大学 学生支援GP 自分発見型学生支援ネットの構築に向けて　2007年度～2010年度　報告書 2007～2010年度 2011/3

名古屋学院大学 特色GP 「ITによる経済学部教育の標準化と質保証」事業報告書 2006年度 2009/3

名古屋学院大学
GP採択シンポジウム　「現代の若者気質を活かす教育」
－IT利用、フィールドワーク、学生ケアのあり方－　実施報告書

2009/3

名古屋学院大学 現代GP 「地域創成プログラム」の実践　報告書 2008年度 2009/3

名古屋学院大学 現代GP 「地域創成プログラム」の実践　2007～2009年度　報告書 2010/3

名古屋学院大学 Earthenware Visual Town Guide 陶磁器産地ガイドブック

名古屋学院大学 大学案内 2009大学案内

名古屋学院大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News　Letter 2008 2009/3

名古屋学院大学 経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準

名古屋学院大学
大学教育・学生支援推進事
業【ﾃｰﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準

名古屋学院大学
大学教育・学生支援推進事
業【ﾃｰﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

経済学部生のための基礎知識300題 Ver.2 2012/3

名古屋工業大学 現代GP 「仕事で英語が使える日本人の育成」　EGST教育　活動報告書 平成17～19年度 2007/3

名古屋工業大学 現代GP 「仕事で英語が使える日本人の育成」　EGST教育　活動報告書　別冊 平成17～19年度 2007/3

名古屋工業大学
H21社会人の学び直しﾆｰ
ｽﾞ対応教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「製品の機能・製造工程がわかる3D-CAD設計技術者の育成と評価システムの構築」
委託業務成果報告書

2010/3
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奈良大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業改善アンケート報告書 2007年度 2008/4

奈良教育大学 教員養成GP 「鍵的場面での「対応力」を備えた教員の養成」

奈良教育大学 教員養成GP 「鍵的場面での「対応力」を備えた教員の養成」　教育実践事例集 2006/3

奈良教育大学 教員養成GP 「鍵的場面での「対応力」を備えた教員の養成」　教育実践事例集 2007/3

奈良教育大学 教員養成GP 「鍵的場面での「対応力」を備えた教員の養成」　プロジェクト報告書 平成17年度 2007/3

奈良教育大学 教育GP
教員養成大学による地域食育推進プログラム－食育オフィスの開設と食育リーダーの養成
－

2011/3

奈良教育大学 CD-ROM
「学生の職能成長過程と一体化した統合的教職実践演習のモデル開発」
最終報告書（CD－ROM)

2012/3

奈良女子大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」実施報告書 平成17年度 2006/3

奈良女子大学 「教員による授業見学」実施報告書 2006/5

奈良女子大学 FD FD活動実施報告書 平成19年度 2008/3

奈良女子大学 FD FD活動実施報告書 平成22年度 2011/11

奈良女子大学 現代GP 地域の変革を促す女性人材育成プログラム 2005～2007 2008/3

奈良女子大学 現代GP 現代GP 2006

奈良女子大学 現代GP
古都奈良における生活観光
地域資源を活用した全学的教育プログラム　シラバス＆奈良ガイド付き

2008/3

奈良女子大学 現代GP 古都奈良における生活観光　地域資源を活用した全学的教育プログラム　活動報告書 平成19年度 2008/3

奈良女子大学 成果を上げるキャリア教育　報告書 平成19年度 2008/3

奈良女子大学 生活環境の課題発見・解決型　女性研究者養成 平成17～20年度

奈良女子大学 古都ラボ通信 vol.5 2007/2

奈良女子大学 古都ラボ通信 vol.8 2008/2

奈良女子大学 ナラブ vol.1 2007/10

奈良女子大学 ナラブ vol.2 2008/3

奈良女子大学 ナラブ vol.3 2008/6

奈良女子大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News Letter 3 2007/3

奈良女子大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News Letter 4 2007/9

奈良女子大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News Letter 6 2008/9

奈良女子大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News Letter 7 2009/3
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鳴門教育大学 鳴門教育大学授業実践研究　－学部・大学院の授業改善をめざして－ 第6号 2007/3 1347-1120

鳴門教育大学 鳴門教育大学授業実践研究　－学部・大学院の授業改善をめざして－ 第7号 2008/3 1347-1120

鳴門教育大学 鳴門教育大学授業実践研究　－学部・大学院の授業改善をめざして－ 第10号 2011/5 1347-1120

鳴門教育大学 遍路文化を活かした地域人間力の育成　報告書 2010/3

南山大学 カカ・ワリ vol.1

に 新潟大学 新潟大学全学教育機構事業報告書 平成17年度

新潟大学 大学教育研究年報 第11号 2006/3

新潟大学 大学教育研究年報 第12号 2007/3

新潟大学 特色GP 米国・南カリフォルニア大学（USC)におけるPBL研修　報告書 平成18年度 2007/3

新潟大学 特色GP 報告書 平成18年度 2007/3

新潟大学 特色GP 新潟大学シンポジウム報告書 平成18年度 2007/3

新潟大学 特色GP 報告書 平成19年度 2008/3

新潟大学 特色GP 新潟大学シンポジウム報告書 平成19年度 2008/3

新潟大学 特色GP 総五大学における外国語教育の新しいモデル 平成19年度

新潟大学 特色GP 総五大学における外国語教育の新しいモデル　平成19年度経過報告書 平成19年度 2008/3

新潟大学 特色GP 総五大学における外国語教育の新しいモデル　平成20年度経過報告書 平成20年度 2009/3

新潟大学 FD FDニュース 2006　vol.15 2006/3

新潟大学 FD FDニュース 2006　vol.16 2006/11

新潟大学 FD FDニュース 2007　vol.17 2007/3

新潟大学 FD FDニュース 2008　vol.18 2008/3

新潟国際情報大学 現代GP 地域の国際化を推進する参加型実践教育

新潟国際情報大学 大学案内 大学案内 2008

日本大学 FD 日本大学FD研究 創刊号（第1号） 2013/3 2187-4468

日本大学 FD 日本大学　FD　NEWSLETTER vol.3 2013/4

日本大学 FD 日本大学　FD　NEWSLETTER vol.4 2013/9

日本大学 FD 日本大学　FD　NEWSLETTER vol.5 2014/4
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日本大学 FD 日本大学　FD　NEWSLETTER vol.6 2014/6

日本女子大学 「学生による授業評価」報告書 2004年度

日本女子大学 「学生による授業評価」報告書 2007年度 2008/7

ひ 比治山大学 比治山高等教育研究　2008年 第1号 2008/3 1883-0366

比治山大学 比治山高等教育研究　2009年 第2号 2009/3 1883-0366

比治山大学 比治山高等教育研究　2010年 第3号 2010/3 1883-0366

比治山大学 比治山高等教育研究　2011年 第4号 2011/3 1883-0366

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第3号 2008/11

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第4号 2009/3

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第5号 2009/10

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第6号 2010/3

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第7号 2010/10

比治山大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ ニューズレター 第8号 2011/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2004年度 2005/7

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2006年度 2007/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2007年度 2008/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2008年度 2009/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2009年度 2010/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2010年度 2011/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2011年度 2012/3

一橋大学 年報 一橋大学　大学教育研究開発センター年報 2012年度 2013/3

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2005年度第2回シンポジウム　一橋大学における教育プロジェクトの取組み

第4号 2006/7

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2006年度第1回シンポジウム　大学評価と教育改善

第5号 2006/11

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2007年度第1回シンポジウム　教育プロジェクト成果報告会

第7号 2007/12

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2007年度第2回シンポジウム　大学教育における競争的資金の活用

第8号 2008/5

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2008年度第1回シンポジウム　教育プロジェクト成果報告会

第9号 2008/11
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一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2008年度第2回シンポジウム　学士課程教育の改善と学生調査

第10号 2009/1

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2009年度第1回シンポジウム　教育プロジェクト成果報告会

第11号 2009/11

一橋大学 FD
全学FDｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ報告書
2009年度第2回シンポジウム　レポート剽窃問題を考える

第12号 2010/6

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2010年度第1回シンポジウム　GPA制度本格導入後の成績評価を考える

第13号 2010/12

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2010年度第2回シンポジウム　教育プロジェクト成果報告会－2009年度採択分－

第14号 2011/6

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2011年度第1回シンポジウム　大学の災害対応を考える

第15号 2011/11

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2011年度第2回シンポジウム　大学の国際化と英語教育

第16号 2012/6

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2012年度第1回シンポジウム　能動的教育手法への挑戦－heuristicな学習経験のために

第17号 2012/11

一橋大学 FD
全学FDシンポジウム報告書
2012年度第2回シンポジウム　男女共同参画と大学教育

第18号 2013/6

一橋大学 Agora №13 2006/12

一橋大学 Agora №14 2007/9

一橋大学 Agora №16 2008/10

一橋大学 Agora №17 2009/2

一橋大学 Agora №19号 2010/4

一橋大学 Agora №20号 2010/10

一橋大学 Agora №21号 2011/4

一橋大学 Agora №22号 2011/11

一橋大学 留学生教育を支える基盤　特殊要因経費（政策課題経費）研究報告 2009/10

一橋大学 IRからKMへ　教育調査研究から知の共有と活用へ 2009/7

一橋大学 H19現代GP 「同窓会と連携する先駆的キャリア教育モデル」報告書 2010/3

一橋大学 2008年度海外語学研修　@Stanford/@UC Davis　報告書 2009/3

一橋大学 2009年度海外語学研修　@Stanford　報告書 2010/3

一橋大学 2009年度海外語学研修　@UC Davis　報告書 2010/3

一橋大学 講義＝演習連結型授業の創出、実践、普及　－単位の実質化の試み－　報告書 2009年度 2010/3

一橋大学
単位実質化マキシマムモデルの実践と普及　－評価、教育、支援をつなぐカタリストとして
のIR－

平成23年度 2012/3

広島大学 高等教育研究叢書 88 2006/10
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広島大学 高等教育研究開発センター　30年の歩み　1972～2002

広島大学 大学におけるFD・SD（教員職員資質開発）の制度化と質的保証に関する総合的研究 2005/3

広島大学 TRYACT 2008 2008/3

広島大学 TRYACT 2009 2009/2

広島大学 特色GP 高等教育のユニバーサルデザイン化　報告書 平成16～19年度 2008/3

広島大学 現代GP 学生提案型キャリア形成システム基盤構築　報告書 平成18～20年度 2009/3

広島大学 現代GP 子供の心と学び支援プログラムの展開 2010/3

広島大学 教育GP
CD-ROM
「新世代到達目標型教育プログラムの構築」　報告書

広島大学
授業研究による数学及び理科教師の教授能力向上に関する東アジア4か国国際会議
PISA型リテラシーの育成を目指す樹魚うの分析を通して　事業報告書

2012/3

広島大学
授業研究による数学及び理科教師の教授能力向上に関する東アジア5か国国際会議
PISA型リテラシーの育成を目指す樹魚うの分析を通して　国際シンポジウム論文集

2012/3

広島工業大学 技術系辞し学生の継続的なキャリアデザイン

広島工業大学 JCD/PRESS 創刊号 2008/1

広島修道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty development NEWS LETTER 2008　№2 2008/6

広島修道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty development NEWS LETTER 2009　№3 2009/6

広島修道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty development NEWS LETTER 2010　№4 2010/6

広島修道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty development NEWS LETTER 2012　№6 2012/10

広島修道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Faculty development NEWS LETTER 2013　№7 2014/3

弘前大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業方法改善のための「学生による授業表化に関するアンケート調査」報告書
平成19年度
（前・後期）

2008/7

弘前大学 21世紀教育活動・評価報告書 平成19年度

弘前大学 21世紀教育活動・評価報告書 平成21年度

弘前大学 21世紀教育活動・評価報告書 平成22年度

弘前大学 21世紀教育活動・評価報告書 平成23年度

弘前大学 21seiki kyouiku forum 第3号　2008 2008/3

弘前大学 21seiki kyouiku forum 第5号　2010 2010/3

弘前大学 21seiki kyouiku forum 第6号　2011

弘前大学 21seiki kyouiku forum 第7号　2012
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弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第7号 2005/9

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第12号 2008/3

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第13号 2008/9

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第15号 2009/9

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第16号 2010/3

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第19号 2011/9

弘前大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 21世紀教育センターニュース 第20号 2012/3

兵庫教育大学 教育子午線 vol.13 2007/2

兵庫教育大学 教育子午線 vol.15 2007/10

ふ 福井大学 H17特色GP より高い現代的な教養教育をめざして　成果報告書 2009/3

福井県立大学 教育GP 海と湖を舞台とするやる気触発プログラム

福井県立大学 教育GP 海と湖を舞台とするやる気触発プログラム　平成20～22年度活動報告書 2008～2011 2011/3

福岡工業大学 FD Annual Report vol.2 2011 2012/7 2185-890x

福岡工業大学 FD Annual Report vol.3 2012 2013/7 2185-890x

福井工業高等専門学校 H17現代GP 越の国人づくりまちづくりコミュニティ　実施報告書 2008/3

福岡女学院大学 公開講座 公開講座のご案内 2007年度

福岡女子大学 第3回キャリア教育シンポジウム「グローバル化時代の人材育成」　報告書

福岡女子大学 H19現代GP 男女協同参画社会をめざすキャリア教育　報告書 2010/3

福島大学
H20教育GP
（ホームページ掲載）

産直屋台いな　GO　街と農村を繋ぐ地域企業
報告書URL：http://www.fukushima-u.ac.jp/gp/index.html

2011/4

福島大学
マルシェ・エフ
コミュニティビジネス　福大まちづくり株式会社

2011/4

福島大学 地域政策科学 第6号　2009 2010/3

福島大学 地域政策科学 第7号　2010 2011/3

福島大学 平成22年度　学生生活実態調査報告書 平成22年度 2011/9

プール学院大学 学生支援GP 発達障害を有する学生に対する支援活動

佛教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教授法開発室だより vol.19 2011/6

佛教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 教授法開発室だより vol.20 2012/3
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佛教大学 FD　Review　2010年度の総括 vol.6 2011/12 1882-0816

佛教大学 FD　Review　2011年度の総括 vol.7 2013/3 1882-0816

ほ 法政大学 地域の中小企業活性化と実践的体験教育　成果報告書 2006年度 2007/3

法政大学 社会貢献・課題解決教育　成果報告書 2007年度 2008/5

法政大学 現代GP 2006-2008　キャリアデザイン学部　現代GP総括集 2009/3

法政大学 法政大学教育研究 第2号 2011/3

法政大学 法政大学教育研究 第3号 2012/3

宝仙学園短期大学 H19特色GP 韓国保育研修

宝仙学園短期大学 H19特色GP 平和と保育フォーラム

宝仙学園短期大学 GP 韓国保育研修GPフォーラム

宝仙学園短期大学 韓国保育研修　レポート　それぞれの気づき・学び

宝仙学園短期大学 FD 事前授業の試み　FDフォーラム報告

放送大学 公開講座 期待される大学開放　公開講座の取組 平成18年度

放送大学 FD ICT活用のためのFDガイドブック 2010/3

放送大学
国際シンポジウム2010（2010年2月18日（木））
～学生中心主義教育の実践と課題～　報告書

北海道大学 高等教育ジャーナル 第13号 2005/9 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル 第14号 2006/7 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル 第15号 2007/12 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル 第17号 2010/1 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル 第18号 2011/1 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル №20 2013/3 1341-9374

北海道大学 高等教育ジャーナル №21 2014/3 1341-9374

北海道大学 ティーチング・アシスタントマニュアル 2008年度改訂版 2008/3

北海道大学 外部評価委員会の記録 2002～2006年度 2009/2

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №80 2009/9

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №81 2009/12
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北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №82 20010/3

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №83 2010/6

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №84 2010/10

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №85 2010/12

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №86 2011/3

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №87 2011/7

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №88 2011/10

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №89 2012/1

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №90 2012/3

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №91 2012/7

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №92 2012/11

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №93 2013/3

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №95 2013/7

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №96 2013/11

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №97 2014/1

北海道大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ Newsletter №98 2014/4

北海道大学 International Symposium on Professional Development in Higher Education (Proceedings)

北海道大学 ｱﾝｹｰﾄ
平成19～20年度全学教育改革に関する第3～6回学生アンケート調査
（2007年度9,2月、2008年度9,2月実施）　報告書

2010/3

北海道大学 平成18年度新教育課程の実施状況　中間評価報告書 2006～2009年度 2010/3

北海道大学 北海道大学　倫理カード

北海道大学 「次世代FDの研究」報告書 2011 2011/3

北海道大学 教学評価体制（IRネットワーク）による学士課程教育の質保証

北海道大学 学生調査2012年報告書 2013/3

北海道大学 IRキックオフシンポジウム報告書 2013/3

北海道大学 IRネットワーク　報告書　2013 2013 2014/3

北海道大学
IRネットワーク　報告書　2013（別冊）
「学生調査2012年」のデータを用いた比較分析報告書　-北海道大学と連携大学との相互

2013 2014/3
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北海道大学 教育改革サポートシステムの研究開発　報告書 2014 2014/3

北海道医療大学 H16現代GP 地域への健康支援と融合・連携した学生教育　実績報告書Ⅰ 2007/3

北海道医療大学 H16現代GP 地域への健康支援と融合・連携した学生教育　実績報告書Ⅱ 2007/3

北海道情報大学 現代GP
ITによるIT人材育成フレームの構築
-学習者適応型e-Learningシステムの開発-　最終成果報告書

2008/3

北海道情報大学 現代GP
CD　ITによるIT人材育成フレームの構築
-学習者適応型e-Learningシステムの開発-　最終成果報告書

2008/3

北海道情報大学 H20教育GP ICTによる自律的FD推進モデルの構築　最終成果報告書 2011/3

北海道情報大学 教育GP ニューズレター Vol.1 2009/6

北海道情報大学 教育GP ニューズレター Vol.2 2009/9

北海道情報大学 教育GP ニューズレター Vol.8 2011/3

北海道情報大学 FDニューズレター 第10号 2012/3

北海道情報大学 FDニューズレター 第11号 2012/10

北陸先端科学技術大学院大学 概要 2006

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル研究者の自立支援型育成　報告書 2007/3

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №1 2010/10

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №2 2011/1

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №3 2011/4

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №4 2011/7

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №5 2011/10

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №6 2012/1

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №7 2012/4

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №8 2012/7

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №9 2012/10

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №10 2013/1

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №11 2013/4

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №12 2013/7

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №13 2013/10
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北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №14 2014/1

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI NEWS №15 2014/4

北陸先端科学技術大学院大学 JAIST NOW №7 2010/12

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI アニュアルレポート　2010 2011/7

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI アニュアルレポート　2011 2012/7

北陸先端科学技術大学院大学 CGEI アニュアルレポート　2012 2013/9

北陸先端科学技術大学院大学
大学院教育における世界のリーダーを目指して
北陸先端科学技術大学院大学　大学院教育イニシアティブセンター

北星学園大学 特色GP 実績報告集 2004～2007年度

北星学園大学 H16特色GP 「ソーシャルワーク実習教育のあり方に関する共同研究報告書」 2008/2

ま 松本大学 学生支援GP
若者の地元定着につなげる地域活動の支援
－地域丸ごとキャンパス「地域づくり考房『ゆめ』の実践－

平成20～23年度 2012/3

み 宮城教育大学 公開講座 公開講座の案内 平成19年度 2007/5

宮城教育大学 聴覚しょうがい学生支援　教職員のための手引き

宮城教育大学 聴覚しょうがい学生支援の基礎知識

宮城教育大学 H19学生支援GP 『障害学生も共に学べる総合的学生支援』最終報告書 2011/3

宮城工業高等専門学校 H20教育GP 教学パーティーによる学習コンダクター育成　平成20年度報告書 平成20年度 2009/3

宮崎大学 FD 共通教育　「学生による授業評価」ならびに「教員のFD活動レポート」　報告書
平成18年度
（後学期）

2007/9

宮崎大学 FD 共通教育　「学生による授業評価」ならびに「教員のFD活動レポート」　報告書
平成19年度
（前学期）

2008/3

宮崎大学 紀要 教育研究・地域連携センター紀要 第1号 2008/6 1883-1281

む 武蔵大学 H21教育GP 三学部横断型ゼミナール・プロジェクト

武蔵大学
学部横断　「横のつながり」育成プロジェクト
～CSRを課題とする実践型学士力育成スキームの構築～　報告書

2012/3

め 明治大学 明大商學論叢 第89巻　特別号 2007/3 0389-5955

明治大学 Chain　～3年間の軌跡～ 2008/3

明治大学 現代GP 広域連携支援プログラム　活動報告集 2005～2008年度 2009/3

明治大学 現代GP 広域連携支援プログラム　成果報告論文集 2008年度

名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成20年度前期授業満足度アンケート　調査結果報告書 2008/10

名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成21年度後期授業満足度アンケート　調査結果報告書 平成21年度 2010/3
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名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成22年度後期授業満足度アンケート　調査結果報告書 平成22年度 2011/3

名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成23年度後期授業満足度アンケート　調査結果報告書 平成23年度 2012/3

名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成24年度授業改善アンケート　調査結果報告書 平成24年度 2013/3

名城大学 ｱﾝｹｰﾄ 平成25年度授業改善アンケート　調査結果報告書 平成25年度 2014/3

名城大学 年報 名城大学教育年報　創刊に向けて 2006/5

名城大学 年報 名城大学教育年報 創刊号 2007/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第2号 2008/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第3号 2009/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第4号 2010/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第5号 2011/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第6号 2012/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第7号 2013/3

名城大学 年報 名城大学教育年報 第8号 2014/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成20年度 2009/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成21年度 2010/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成22年度 2011/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成23年度 2012/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成24年度 2013/3

名城大学 FD 名城大学FD活動報告書 平成25年度 2014/3

名城大学 FD Meijo　FD　NEWS Vol.5 2006/2

名城大学 FD Meijo　FD　NEWS Vol.7 2008/3

名城大学 FD Meijo　FD　NEWS Vol.8 2009/3

名城大学 FD FD　NEWS Vol.9 2010/3

名城大学 FD FD　NEWS Vol.10 2011/3

名城大学 FD FD　NEWS Vol.11 2012/3

名城大学 大学院教育の底力
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名城大学 大学院教育の底力 第2号 2013/3

名城大学
平成24年度「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」活動報告書
～地域・産業界との連携による現場に根づく「実践企業研究・調査」～

平成24年度

名城大学
平成24年度「産業界のニーズに対応した教育改善、充実体制整備事業」シンポジウム2012
報告書　～『インターンシップに結び付ける産学の連携』～

平成24年度

名城大学附属高等学校 スーパーサイエンスハイスクール　平成18年度　研究開発実施報告書 平成18年度 2007/3

や 山形大学
「自己点検・評価報告書-魅力ある大学をめざして-」に関する諸課題等の検討状況等
報告書

1999 1999/1

山形大学 年報 エリアキャンパスもがみ　研究年報 2006 2007/3

山形大学
H19社会人の学び直しﾆｰ
ｽﾞ対応教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

里地里山活動プランナー　実践養成講座　研究報告集Ⅲ2009 2010/3

山形大学 山大マインド　－先輩の話を聞いてみよう！－講義録 平成17年度前期 2006/2

山形大学 山大マインド　－先輩の話を聞いてみよう！－講義録 平成18年度前期 2007/3

山形大学 教養教育　授業改善の研究と実践　山形大学教養教育改善充実特別事業報告書 平成17年度 2006/3

山形大学 教養教育　授業改善の研究と実践　山形大学教養教育改善充実特別事業報告書 平成18年度 2007/3

山形大学 教養教育　授業改善の研究と実践　山形大学教養教育改善充実特別事業報告書 平成19年度 2008/3

山形大学 教養教育　授業改善の研究と実践　山形大学教養教育改善充実特別事業報告書 平成21年度 2010/3

山形大学 基盤教育　授業改善の研究と実践　山形大学基盤教育改善充実特別事業報告書 平成22年度 2011/3

山形大学 山形大学基盤教育実践報告書 平成22年度 2011/3

山形大学 スタートアップセミナーの改善・充実をめざして　－平成22年度　導入科目実施報告書－ 平成22年度 2011/3

山形大学 紀要 山形大学高等教育研究年報　山形大学高等教育研究企画センター紀要 創刊号 2007/3

山形大学 紀要 山形大学高等教育研究年報　山形大学高等教育研究企画センター紀要 第2号 2008/3

山形大学 紀要 山形大学高等教育研究年報　山形大学高等教育研究企画センター紀要 第5号 2011/3

山形大学 年報・紀要 山形大学高等教育研究年報　山形大学教育開発連携支援センター紀要 第7号 2013/3

山形大学 FD FDネットワーク”つばさ”

山形大学 FD FDネットワーク”つばさ”

山形大学 FD・年報 FDネットワーク”つばさ”　研究年報 2008 2009/3

山形大学 “つばさ”プロジェクト報告書2012 vol.1 2013/3

山形大学 “つばさ”プロジェクト報告書2013 vol.2 2014/3

山形大学 FDネットワーク“つばさ”プロジェクト　大学生の主体性を引き出す授業実践 2014/3
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山形大学 ポスター FDネットワーク“つばさ”プロジェクト　平成26年度大地連携ワークショップ　ポスター 平成26年度

山形大学 ハンドブック FDネットワーク“つばさ”プロジェクト　平成27年度大地連携ワークショップ　ハンドブック 平成26年度

山形大学 FD 学生主体型授業開発共有化　FDプロジェクト 2008

山形大学 FD 学生主体型授業開発共有化　FDプロジェクト

山形大学 DVD 学生主体型授業へのアプローチ

山形大学 DVD 学生主体型授業の展開

山形大学 到達目標を明確にした自己実現学習システム　報告書 2012/3

山形短期大学 H20教育GP 「動ける・話せる」学生の実践的育成

山形短期大学
大学教育推進
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

生活関連図による地域体験活動と授業の統合

山形短期大学 ほいくる！　こども王国

山形短期大学
H21大学教育推進ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ

生活関連図による地域体験活動と授業の統合　平成21年度報告書 平成21年度 2010/3

山口大学 公開講座 山口大学公開講座　2007年度受講生募集のご案内

山口大学 H17現代GP 「理工学系学生向け実践的知的財産教育」報告書

山口大学 H18現代GP 「理工学系学生向け実践的知的財産教育」報告書

山口大学 H17現代GP 「理工学系学生向け実践的知的財産教育」報告書 2008/3

山口大学 H20現代GP 「教職を目指す学生への実践型知財教育の展開」報告書 2009/3

山口大学 H19現代GP 知的財産　教育教本　「教職を目指す学生への実践型知財教育の展開」 第1版

山口大学 H20現代GP 知的財産　教育教本　「教職を目指す学生への実践型知財教育の展開」 第2版 2010/1

山口大学 現代GP 「教職を目指す学生への実践型知財教育の展開」　報告書 2010/2

山口大学 大学教育 第3号 2006/3 1349-4163

山口大学 大学教育 第5号 2008/3 1349-4163

山口大学 大学教育 第6号 2009/3 1349-4163

山口大学 大学教育 第7号 2010/3 1349-4163

山口大学 大学教育機構だより
第5号

2005　autumn
2005/10

山口大学 大学教育機構だより
第6号

2006 spring
2006/4

山口大学 大学教育機構だより
第7号

2006 autumn
2006/10
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山口大学 FD 平成15年度第7回山口大学　FD研修会報告書 2004/3

山口大学 FD 平成16年度「山口大学のFD活動」 2005/5

山口大学 FD 平成17年度「山口大学のFD活動」 2006/8

山口大学 CD　おもしろプロジェクト’07　報告書

山口大学 H20教育GP
目標達成型　大学教育改善プログラム
－ラーニングアウトカムズを重視した大学教育改革の組織的取り組み－　取組成果報告書

平成20～22年度 2011/3

山口大学 第16回学生生活実態調査報告書 平成22年度 2011/3

山口県立大学 山口県立大学　生涯学習・リカレント教育情報 2007　春号

山口県立大学 県大生の韓国ジャーナル №2 2008/10

山口県立大学 県大生の韓国ジャーナル №3 2009/3

山口県立大学 H20教育GP ひとに優しい大学をめざして　報告書

山口県立大学
大学を生かした地域づくり
若者をまきこむ達人塾方式のすすめ

山口県立大学 とくぢの味

山口県立大学 とくぢの味　保存食編

山口県立大学 徳地づくり　達人塾

山口県立大学 カワラケツメイをめぐる徳地とチョウの物語

山口県立大学 DVD　地域が学校・地元が先生

山口県立大学
DVD　地域共生演習ドキュメンタリー2009年度作品
地域が学校・地元が先生　ムラの笑い・マチの笑顔

山口県立大学 地域が学校・地元が先生 大学の地域貢献ハンドブック 2010/3

山口県立大学
初年次教育学会誌　抜き刷り
持続発展教育（ESD)を基盤とした初年次教育の効果測定

第3巻第1号 2010/12

山口県立大学
大学教育学会誌　抜刷
データ・テキストマイニングを用いた初年次教育の試行的効果測定

第33巻第1号
（通巻第63号）

2011/5

山梨学院短期大学 H19現代GP
県や栄養士会と連携した地域食育推進の取組
－食育推進ボランティアを通じた学生の食育実践力の育成と地域貢献－
平成19年度～21年度　事業報告書

2010/3

山梨学院短期大学 H20教育GP 専門基礎を支えるリテラシーの可視化

山梨学院短期大学 H20教育GP 専門基礎を支えるリテラシーの可視化　平成20年度～22年度事業報告書 平成20～22年度 2011/3

山梨県立大学 H20～22教育GP 学際統合型専門職連携教育開発プロジェクト　－最終報告書－ 2011/3

よ 横浜国立大学 地域交流科目　授業概要 平成19年度

横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成15年度 2004/3
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横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成16年度 2005/3

横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成17年度 2006/3

横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成18年度 2007/3

横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成19年度 2008/3

横浜国立大学 FD 横浜国立大学FD活動報告書 平成20年度 2009/3

横浜国立大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業改善に向けて　「学生による授業評価アンケート結果」　「授業改善計画書集録」 平成16年度後期 2005/3

横浜国立大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業改善に向けて　「学生による授業評価アンケート結果」　「授業改善計画書集録」 平成17年度 2006/3

横浜国立大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業改善に向けて　「学生による授業評価アンケート結果」　「授業改善計画書集録」 平成18年度 2007/3

横浜国立大学 ｱﾝｹｰﾄ 授業改善に向けて　「学生による授業評価アンケート結果」　「授業改善計画書集録」 平成19年度 2008/11

横浜国立大学 現代GP 「横浜・協働方式による実践的キャリア教育」（平成19-21年度）最終報告書 2010/3

ら 酪農学園大学 酪農場での長期実習を組み込んだ新教育方式 2009/3

酪農学園大学
大学教育・学生支援推進事業【ﾃｰ
ﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 北海道における実践的な自然環境教育と評価

酪農学園大学
大学教育・学生支援推進事業【ﾃｰ
ﾏA】大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 北海道における実践的な自然環境教育と評価

り 立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2004年度 2005/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2005年度 2006/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2006年度 2007/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2007年度 2008/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2008年度 2009/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2009年度 2010/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2010年度 2011/10

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2011年度 2012/9

立教大学 ｱﾝｹｰﾄ 「学生による授業評価アンケート」報告書 2012年度 2013/9

立教大学 立教
第195号

Winter 2005
2005/12

立教大学 大学教育研究フォーラム　全カリ9年
11

Spring 2006
2006/3

立教大学 大学教育研究フォーラム　全カリ10年
12

Spring 2007
2007/3

立教大学 大学教育研究フォーラム　大学と現代社会
13

Spring 2008
2008/3
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立教大学 大学教育研究フォーラム　自校教育の到達点と今後の課題
14

Spring 2009
2009/3 1342-7156

立教大学 大学教育研究フォーラム　“今どき”の授業を考える
15

Spring 2010
2010/3 1342-7156

立教大学 大学教育研究フォーラム　立教大学における学習支援を考える
16

Spring 2011
2011/4 1342-7156

立教大学 大学教育研究フォーラム　学習ツールいまむかし
17

Spring 2012
2012/3 1342-7156

立教大学 大学教育研究フォーラム　立教大学生の学修時間
18

Spring 2013
2013/3 1342-7156

立教大学 大学教育研究フォーラム　立教のグローバル教育を考える
19

Spring 2014
2014/3 1342-7156

立教大学 紀要 立教大学言語人文紀要　ことばと人間 2007　vol.9 2007/12 1342-7156

立教大学 立教学院が歩いてきた道 2008/3

立教大学 立教大学の歴史 2007/1

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　わが大学・わが学部の教育改革を語る
№4

May　2007
2007/5 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
立教大学の初年次教育のその展開　－〈勉強〉から〈課題探求型学習〉への道－

№5
Dec.　2007

2007/12 1881-1035

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　学生が見た立教大学の初年次教育
№6

June　2008
2008/6 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
立教大学の今後と中教審の審議　－学士課程教育の再検討と将来を考える－

№7
June　2008

2009/3 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
バージニア工科大学　視察報告　－米国における先進的な教育改革の事例に学ぶ－

№8 2009/7 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
立教大学における学習支援と図書館

№9
Oct.　2009

2009/10 1881-1035

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　立教大学におけるアドミッション・ポリシー
№10

Feb.2010
2010/2 1881-1035

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　アクティブな学びをデザインする　4つの授業をえぐる対話 №11 2010/4 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ　グローバル化に対応する大学教育の在り方
－東アジアの高等教育における質改善への散り組に学ぶ－

№12
Oct.2010

2010/10 1881-1035

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　大学生の社会的・職業的自立に向けた教養教育の在り方
№13

Feb.2011
2011/2 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
アクティブな学びをデザインする　vol.2　学生の気づきを促す3つの対話

№14 2011/3 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
学位取得へ導く大学院教育のあり方－博士後期課程を中心として－

№15
Feb.2012

2012/2 1881-1035

立教大学 大学教育開発研究シリーズ　日本の大学に求められている国際通用力とは
№16

Oct.2012
2012/10 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
学びが高まる学習環境とは　－ハード、ソフト、コミュニティ－

№17
Feb.2013

2013/2 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
大学院研究指導への誘い　—海外マニュアルの紹介—

№18
May.2013

2013/5 1881-1035

立教大学
大学教育開発研究シリーズ
「読む」学生が育つ大学教育を求めて　—若者の読書実態と授業実践を始点として—

№19
Oct.2013

2013/10 1881-1035

立教大学
大学教育開発・支援センター　調査報告シリーズ3
立教大学における初年次教育

2010/3
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立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第1号 2005/12

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第2号 2006/7

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第3号 2007/2

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第4号 2009/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第5号 2010/1

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第6号 2010/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第7号 2011/1

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第8号 2011/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第9号 2012/2

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第10号 2012/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第11号 2013/2

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ MOVE 第12号 2013/10

立教大学 SQUARE vol.14 2005/11

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №21 2006/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №24 2008/12

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №25 2009/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №26 2009/10

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №27 2010/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №28 2010/10

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №29 2011/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №30 2011/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №31 2012/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №32 2013/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №33 2013/3

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №34 2013/9

立教大学 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 全カリ　News Letter №35 2014/3
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立教大学 特色GP [立教科目」報告書　2005-2008 2009/3

立教大学 GP GP報告書　ビジネス・リーダーシップ・プログラム 2011/3

立教大学 教育GP 調査報告書　企業のリーダーシップ開発に関する調査報告書 2008～2010年度 2010/11

立教大学 MASATER of PRESENTATION 2013/6

立命館アジア太平洋大学
教職員のエンリッチメント・プログラムの構築
～g買う生を成長させる「教職協働シナジーモデル」の開発～　報告書

2012/3

琉球大学 大学教育センター報 10周年記念号 2006/12

琉球大学 大学教育センター報 第11号 2008/3

琉球大学 大学教育センター報 第12号 2009/3

琉球大学 大学教育センター報　琉球大学の教育改善のための学生調査 第13号 2010/2 1346-5651

琉球大学 大学教育センター報　琉大グローバルシティズン・カリキュラム 第14号 2011/12 1346-5651

龍谷大学 龍谷大学 2003/1

龍谷大学 Ryukoku Extension Center　information

流通科学大学 Open College Autumn 2007

わ 和歌山大学 2007年度活動報告書　若者の自主性や創造性を育てるために

和歌山大学 FD 平成17年度　和歌山大学UD（FD）報告書

和光大学 公開講座 オープン・カレッジ　ぱいでいあ2007　講座のご案内 2007

早稲田大学 早稲田教育評論 第22巻　第1号 2008/2

早稲田大学
大学の教育機能の改善に資する　Institutional Research　に関する基礎的研究
中間報告書

2008/1

和洋女子大学
健康寿命の延伸を知己の共生
生活習慣病リスクの低減と障害者就労支援による地域活性化への取組

共同

京都教育大学
京都産業大学
京都女子大学
同志社女子大学
佛教大学
立命館大学

H18教員養成GP 「連合大学院による教員養成高度化京都モデル」

京都教育大学
京都産業大学
京都女子大学
同志社女子大学
佛教大学
立命館大学

H18教員養成GP 「連合大学院による教員養成高度化京都モデル」　最終報告書 平成19年度 2008/3
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東京学芸大学大学院
千葉大学
埼玉大学
横浜国立大学

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）広報誌　FORUM 第10号 2006/3 1344-7076

東京学芸大学大学院
千葉大学
埼玉大学
横浜国立大学

紀要 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科　2006概要 2006

地域ネットワークFD”樹氷”
　山形大学
　山形県立保健医療大学
　東北公益文科大学
　山形県立米沢女子短期大学
　羽陽学園短期大学

FD・年報 地域ねっとわーくFD”樹氷”　FD研究年報やまがた2005 2005 2006/3

地域ネットワークFD”樹氷”
　山形大学
　山形県立保健医療大学
　東北公益文科大学
　山形県立米沢女子短期大学
　羽陽学園短期大学

FD・年報 地域ねっとわーくFD”樹氷”　FD研究年報やまがた2006 2006 2007/3

地域ネットワークFD”樹氷”
　山形大学
　山形県立保健医療大学
　東北公益文科大学
　山形県立米沢女子短期大学
　羽陽学園短期大学

樹氷　ICT教育ハンドブック 2007/3

北海道大学
大阪大学
神戸大学
名古屋大学

全学共通教育改革の現状と課題 1997

九州共立大学
九州女子大学
九州女子短期大学
資格取得支援室

資格取得支援プログラム案内 2007年度

九州共立大学
九州女子大学
九州女子短期大学
生涯学習研究センター

LIFELONGLEARNING 2007年度

いわて高等教育コンソーシアム
　岩手大学
　岩手県立大学
　岩手医科大学
　富士大学
　盛岡大学

NEWS LETTER 創刊号 2009/7

いわて高等教育コンソーシアム
　岩手大学
　岩手県立大学
　岩手医科大学
　富士大学
　盛岡大学

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ NEWS LETTER 第3号 2010/3
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いわて高等教育コンソーシアム
　岩手大学
　岩手県立大学
　岩手医科大学
　富士大学
　盛岡大学

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ NEWS LETTER 第７号 2012/3

いわて高等教育コンソーシアム
　岩手大学
　岩手県立大学
　岩手医科大学
　富士大学
　盛岡大学

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ NEWS LETTER 第10号 2013/11

広域大学間教員養成・研修ｺﾝｿｰｼｱﾑ
　宮城教育大学
　茨城大学
　筑波大学
　千葉大学
　東京学芸大学
　玉川大学
　大阪教育大学
　独立行政法人教員研修センター

教員養成GP
「教育の今日的課題解決」に向けた教師力アップシステムの実現　報告書
　（Ⅰ）連携講座の実施等
　（Ⅱ）点検・評価

2007/4

愛知教育大学
名古屋大学
名城大学
愛知淑徳大学

H20専門職大学院等にお
ける高度専門職職業人養
成教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

高い実践力を育てる教員養成プログラム開発
学部と教職大学院の養成プログラムの連続性の向上をめざして

産業技術大学院大学
神戸情報大学院大学

専門職大学院における高度専門
職業人養成教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 教育の質を保証するための効果的なFDの取組　報告書 2010/3

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

「一年生調査2009年」調査報告書
「相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出
-国公私立4大学IRネットワーク」

2010/3

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

「一年生調査2010年」調査報告書 2011/3

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

IRシンポジウム報告書 2011/3

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

H21～23大学教育充実の
ための戦略的大学連携支
援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「一年生調査2009年」北海道大学を中心とした比較分析報告書
相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出－国公私立4大学IRネットワーク

2011/2

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

大学IRコンソーシアム

同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

「一年生調査2011年」調査報告書 2012/3
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同志社大学
北海道大学
大阪府立大学
甲南大学

相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出　国公私立4大学IRネットワーク
最終年度事業成果報告書

2012/2

医工薬連関科学教育研究機構
　関西大学
　大阪医科大学
　大阪薬科大学

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

「医工薬連環科学」教育システムの構築と社会還元
～分子から社会までの人間理解～　平成２１年度成果報告書

2009年度 2010/3

医工薬連関科学教育研究機構
　関西大学
　大阪医科大学
　大阪薬科大学

「医工薬連環科学」教育システムの構築と社会還元
～分子から社会までの人間理解～　平成22年度成果報告書

2010年度 2011/3

医工薬連関科学教育研究機構
　関西大学
　大阪医科大学
　大阪薬科大学

「医工薬連環科学」教育システムの構築と社会還元
～分子から社会までの人間理解～　平成23年度成果報告書

2011年度 2012/3

医工薬連関科学教育研究機構
　関西大学
　大阪医科大学
　大阪薬科大学

「医工薬連環科学」教育システムの構築と社会還元
～分子から社会までの人間理解～　平成21-23年度成果報告書

2012/3

人間環境大学
鳥取環境大学
京都学園大学
豊橋技術科学大学

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

大学学部教育における「環境教育」共通カリキュラム開発のための戦略的大学連携事業 2010/3

関西国際大学
神戸親和女子大学
比治山大学
比治山大学短期大学部

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

データ主導による自律する学生の学び支援型教育プログラムの構築と学習成果の測定

関西国際大学
神戸親和女子大学
比治山大学
比治山大学短期大学部

H21大学教育充実のため
の戦略的大学連携支援ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ

データ主導による自律する学生の学び支援型教育プログラムの構築と学習成果の測定
最終報告書

2012/3

佐賀大学文化教育学部と佐賀県教育
委員会との連携・協力協議会
教育課題研究専門部会

「総合的環境教育佐賀プラン」の開発研究 2006/3

三大学連携推進オフィス
　山口県立大学
　山口東京理科大学
　山口学芸大学

個性的小規模大学連携による地域活性型e-quality仮想的大学の創成
2009～2011年度成果報告書

三大学連携推進オフィス
　山口県立大学
　山口東京理科大学
　山口学芸大学

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ EQ-U.News №4 2011/9

三大学連携推進オフィス
　山口県立大学
　山口東京理科大学
　山口学芸大学

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ EQ-U.News №5 2012/3

ﾕﾈｽｺ･ｽｸｰﾙ支援大学間ﾈｯﾄﾜｰｸ ダブルネット（ASPUnivNet & ASPnet)ワークショップ　モデル・カリキュラム＆実践事例集 2010/3

ﾕﾈｽｺ･ｽｸｰﾙ支援大学間ﾈｯﾄﾜｰｸ
DVD　ダブルネット（ASPUnivNet & ASPnet)ワークショップ
モデル・カリキュラム＆実践事例集

2010/3
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e-Knouledgeコンソーシアム四国
　徳島大学
　鳴門教育大学
　香川大学
　愛媛大学
　高知大学
　四国大学
　徳島文理大学
　高知工科大学

H20戦略的大学連携
支援事業

eK4 News Ltter 2010/3

e-Knouledgeコンソーシアム四国
　徳島大学
　鳴門教育大学
　香川大学
　愛媛大学
　高知大学
　四国大学
　徳島文理大学
　高知工科大学

H20戦略的大学連携
支援事業

e-Knouledge Consortium Shikoku

金沢大学
富山大学
福井大学
北陸先端科学技術大学院大学

大学共創プロジェクト　2011　報告書 2011年度 2012/3

山梨大学
愛媛大学
佐賀大学
千歳科学技術大学
北星学園大学
創価大学
愛知大学
桜の聖母短期大学

大学間連携協同教育
推進事業

学士力養成のための共通基盤システムを活用した主体的学びの促進
平成24年度　事業実施報告書

平成24年度 2013/3

Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ

かわらばん 創刊号
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

かわらばん 第2号 2010/9
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

かわらばん vol.3
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

かわらばん vol.4
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

かわらばん vol.5
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

Q-Links　STUDIES　2009 2009年度 2010/7
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

Q-Links　STUDIES　2010 2010年度 2011/6
Q-Links
　九州地域大学教育改善FD・SDﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

ウェブサイト
Q-Links　STUDIES　2013　　2013年度活動概要報告書
http://www.qlinks.kyushu-u.ac.jp/

2013年度

その他 岩手県立総合教育センター 平成18年度　教育研究162 平成18年度

岩手県立総合教育センター 平成18年度　長期研修生　研究集録 2007/3

（独）科学技術振興機構 JST news 2012/May 2012/5
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京都FD開発推進センター 2008年度事業報告書　－海外視察調査報告を中心に－ 2008年度 2009/3

京都FD開発推進センター 2009年度事業報告書 2009年度 2010/3

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER 創刊号

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №02

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №03

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №04 2010/3

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №05 2010/8

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №06 2010/11

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №07 2011/1

京都FD開発推進センター ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ KYOTO FDC NEWSLETTER №08 2011/3

京都FD開発推進センター FD まんが　おしえて！FDマン　FDハンドブック　新任教員編 vol.1 2010/2

京都FD開発推進センター FD まんが　おしえて！FDマン　FDハンドブック　成績評価編 vol.2 2010/11

京都FD開発推進センター
H20戦略的大学連携
支援事業

2009年度夏季　海外視察報告書 2009年度

京都FD開発推進センター
H20戦略的大学連携
支援事業

2010年度夏季　研修・調査報告書 2010年度 2010/12

京都FD開発推進センター 2010年度　事業報告書 2010年度 2011/3

京都FD開発推進センター
H20戦略的大学連携
支援事業

「地域内大学連携によるFD包括研究と共通プログラム開発・組織的運用システムの確立」
京都FD開発推進センター『最終事業報告書』

2011/3

国立教育政策研究所 FD実質化のための提案～「FDマップ」「基準枠組」の活用による教育改善～ 高等教育-005 2009/12

国立教育政策研究所
平成21年度　教育改革国際シンポジウム
"質の高い学校”をもとめて　-日本と東アジア諸国、米国の国際対話-

2009/12/2

国立教育政策研究所 大学における新任教員研修のための基準枠組

（独）国立大学財務・経営センター 大学の活力を育てるもの　－大学支援機関の役割と課題－ 2011/3

四国地区大学教職員
能力開発ネットワーク

戦略的大学連携
支援事業

「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」による大学の教育力向上
平成21年度活動報告書

2009年度 2010/3

四国地区大学教職員
能力開発ネットワーク

戦略的大学連携
支援事業

「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」による大学の教育力向上
平成22年度活動報告書

2010年度 2010/3

初年次教育学会 初年次教育学会誌
2008

第1巻第1号
2008/11 1883-2962

初年次教育学会 初年次教育学会誌
2009

第2巻第1号
2009/12 1883-2962

初年次教育学会 初年次教育学会誌
2010

第3巻第1号
2010/12 1883-2962

初年次教育学会 初年次教育学会誌
2013

第5巻第1号
2013/2 1883-2962
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㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報
Vol.18 №4
2009年度

（通巻129号）
2010/3 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報
Vol.19　No.1
2010年度

2010/6 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報
Vol.19　No.2
2010年度

2010/9 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報
Vol.19　No.4
2010年度

（通巻133号）
2011/3 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報 2011年度　№3 2011/12 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報 2011年度　№4 2012/3 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報 2013年度　№2 2013/10 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 大学教育と情報 2013年度　№3 2013/12 1346-3772

㈳私立大学情報教育協会 2007　大学通信教育ガイド　大学・短大編 2007

㈳私立大学情報教育協会 論文誌 ICT活用教育方法研究 第13巻第1号 2010/11 2185-6478

㈳私立大学情報教育協会 論文誌 ICT活用教育方法研究 第14巻第1号 2011/11

㈶自治総合センター 「大学と連携した地域づくり」研究会報告書 2006/3

全国高等教育研究所等協議会 ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ News　Letter №2 2010/8

全国体育系大学学長・学部長会事務局 体育・スポーツ学分野における教育の質保証　－参照基準と教育関連調査結果－ 2011/10

全日本教育工学研究協議会 CD　第34回　全国大会・三重大会
2008/11/21

～11/22

全労災協会
公募研究シリーズ⑫
社会的排除と高等教育政策に関する国際比較研究　～高等教育の経済効果の視点から
～

2010/9

㈱丹青研究所 学芸員養成カリキュラムに係る調査研究報告書 平成19年度 2008/3

㈶大学基準協会 H16特色GP 文部科学省　特色ある大学教育支援プログラム　事例集 平成16年度 2005/2

㈶大学基準協会 H17特色GP 文部科学省　特色ある大学教育支援プログラム　事例集 平成17年度 2006/2

㈶大学基準協会 H18特色GP 文部科学省　特色ある大学教育支援プログラム　事例集 平成18年度 2007/2

㈶大学基準協会 H19特色GP 文部科学省　特色ある大学教育支援プログラム　事例集 平成19年度 2007/12

㈶大学基準協会
文部科学省　大学改革推進等補助金
「特色ある大学教育支援プログラム」全申請取組一覧

平成15～19年度 2008/3

㈶大学基準協会 特色GP 「特色ある大学教育支援プログラム」ポスターセッション 平成19年度

㈶大学基準協会 じゅあ 2007　№39 2007/10

大学教育学会 大学教育学会誌
第30巻　第1号
（通巻第57号）

2008/5 1344-2449
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大学教育学会 大学教育学会誌
第31巻　第1号
（通巻第59号）

2009/5 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
第31巻　第2号
（通巻第60号）

2009/11 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
第32巻　第2号
（通巻第62号）

2010/11 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
第33巻　第1号
（通巻第63号）

2011/5 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
第33巻　第2号
（通巻第64号）

2011/11 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
第34巻　第1号
（通巻第65号）

2012/5 1344-2449

大学教育学会 大学教育学会誌
題34巻　第2号
（通巻第66号）

2012/11 1344-2449

㈶大学コンソーシアム京都 UNIVERSITY CONSORTIUM PROFILE 2002

㈶大学コンソーシアム京都 大学コンソーシアム京都　2002　京都でみつける、私の未来。

㈶大学コンソーシアム京都 京都高等教育研究センター　2008年度プロジェクト研究報告書 2008年度 2009/3

㈶大学コンソーシアム京都 京都高等教育研究センター　2009年度プロジェクト研究報告書 2009年度 2010/4

㈶大学コンソーシアム京都 京都高等教育研究センター　2010年度プロジェクト研究報告書 2010年度 2011/4

大学入試センター研究開発部 高等学校における新しい教育課程の編成 2004/3

（独）大学評価・学位授与機構 諸外国の高等教育分野における質保証システムの概要　オランダ 2011/3

（独）大学評価・学位授与機構 新しい学士への途　学位授与申請案内　平成24年度版 2012/2

（独）大学評価・学位授与機構 大学評価・学位授与機構から授与される学位を広く理解して頂くために 2011/2

（独）大学評価・学位授与機構 学位授与の20年 1991-2011 2012/3

㈶電通育英会 IKUEI NEWS vol.35 2006/7

日本学術会議 大学教育の分野別質保証の在り方について 2010/7

（独）日本学術振興会 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ　採択教育プログラムの概要 平成18年度 2006/11

（独）日本学術振興会
大学院教育改革支援プログラム　審査結果報告　別冊
－教育プログラムの概要及び採択理由－

平成19年度 2007/8

（独）日本学術振興会 大学院教育改革支援プログラム　採択教育プログラムの概要 平成19年度 2008/1

（独）日本学術振興会 大学院教育改革支援プログラム　採択教育プログラムの概要概要 平成20年度 2009/1

（独）日本学術振興会 大学院教育改革支援プログラム 平成20年度

（独）日本学術振興会 JSPS Jul-06

（独）日本学術振興会 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ　事後評価結果報告 平成18年度 2008/11
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（独）日本学術振興会 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ　事後評価結果報告 平成18年度 2008/11

（独）日本学術振興会 平成21年度　組織的な大学院教育改革推進プログラム 2009/12

（独）日本学術振興会 平成22年度　組織的な大学院教育改革推進プログラム　採択教育プログラムの概要 2009/12

（独）日本学術振興会 質の高い大学教育推進プログラム〈平成20年度採択教育プログラム〉状況調査結果報告書 2011/12

（独）日本学術振興会
質の高い大学教育推進プログラム〈平成21年度採択教育プログラム〉状況調査結果報告書
別冊

2011/12

（独）日本学術振興会
組織的な大学院教育改革推進プログラム〈平成20年度採択教育プログラム〉
事後評価結果報告書

平成24年1月

（独）日本学術振興会
組織的な大学院教育改革推進プログラム〈平成20年度採択教育プログラム〉
事後評価結果報告書　（別冊）医療系

平成24年1月

（独）日本学術振興会
組織的な大学院教育改革推進プログラム〈平成20年度採択教育プログラム〉
事後評価結果報告書　（別冊）人社系

平成24年1月

（独）日本学術振興会
組織的な大学院教育改革推進プログラム〈平成20年度採択教育プログラム〉
事後評価結果報告書　（別冊）理工農系

平成24年1月

（独）日本学術振興会
大学教育・学生支援推進事業
【テーマA】大学教育推進プログラム　〈平成21年度選定取組〉　状況調査結果報告書

平成24年12月

（独）日本学術振興会
大学教育・学生支援推進事業
【テーマA】大学教育推進プログラム　〈平成22年度選定取組〉　状況調査結果報告書　（別

平成24年12月

（独）日本学生支援機構 部科学省「大学教育・学生支援推進事業」学生支援推進プログラム　事例集 2010/3

（独）日本学生支援機構
大学教育・学生支援
推進事業

学生支援推進プログラム　事例集 2010/3

（独）日本学生支援機構 教職員ための障害学生修学支援ガイド 平成23年度改訂版 2012/3

㈶日本視聴覚教育協会 生涯を通じた職業能力向上のためのeラーニングシステムに関する調査研究　報告書 平成16年度 2005/3

日本総研 Japan Reseatch Review 2003年7月号 2003/6

日本リメディアル教育学会 リメディアル教育研究
2006

第1巻第1号
2006/3 1881-0470

日本リメディアル教育学会 リメディアル教育研究
2007

第2巻第1号
2007/3 1881-0470

FUJI　xerox CD 教育改革としての教材制作 2010

㈶文教協会
文部科学省支援事業
大学教育改革支援プログラム　採択取組み一覧

2008/2

㈶文教協会 大学教育改革プログラム　合同フォーラム記録集 平成18年度 2007/2

㈶文教協会 大学教育改革プログラム　合同フォーラム記録集 平成19年度 2008/8

㈶文教協会 大学教育改革プログラム　合同フォーラム　1　基調講演・パネルディスカッション・分科会 平成19年度 2008/2

㈶文教協会 大学教育改革プログラム　合同フォーラム　2　ポスターセッション 平成19年度 2008/2

(株)フロムページ 教育人会議 2013年秋号

(株)フロムページ 教育人会議 2014年春号 2014/4
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ベネッセコーポレーション VIEW21　高校版 2005　vol.5 2005/12

ベネッセコーポレーション VIEW21　大学版 2014　vol.1 2014/3

ベネッセコーポレーション 学力向上のための基本調査2006

ベネッセコーポレーション 学生満足度と大学教育の問題点 2004年度版

ベネッセコーポレーション Between 2006 夏号　№219 2006/7

（独）メディア教育開発センタ― 国際シンポジウム　2005　報告書　高等教育におけるeラーニングの質保証 2006/3

（独）メディア教育開発センタ―
国際シンポジウム　2007　報告書
高等教育における教員のCT活用による教育力向上に向けて

2008/3
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