
本学でのクリティカル・シンキング測定及び教授法の改善
Critical Thinking Assessment and the Improvement of Instruction at MIC

15：00～15：35
（含：質疑応答）

大学教育再生加速プログラム（AP）テーマⅠ・Ⅱ 複合型
Acceleration Program for University Education Rebuilding (AP) Themes I & II Combined
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宮崎国際大学アクティブ・ラーニングシンポジウム2017
MIYAZAKI INTERNATIONAL COLLEGE
ACTIVE LEARNING SYMPOSIUM 2017

13：00 受付開始　Reception

司会：学部長補佐　ロイド・ウォーカー
MC ： Assistant to the Dean of Faculty  Lloyd Walker

13：30 開会の挨拶　Opening Remarks 

学長　山下 恵子
President　Keiko Yamashita

プログラム/Program

休憩　Break14：45～15：00 情報交換会　Information Exchange Session17：00～18：00

 発表者：クリストファー・ジョンソン准教授
 Presenter ： Asst. Prof. Christopher Johnson

2016年の初めから、クリティカル・シンキング・ワーキンググループは、本学学生のクリティカル・シンキング・スキルを測定するテストを開発してきました。本
発表では、そのテストの開発及び実施、そして、アクティブ・ラーニング教授法をクリティカル・シンキング能力育成の観点から捉えるべく最近行っているアク
ティブ・ラーニング・ワーキンググループとの共同研究について発表します。
Since early 2016, the Critical Thinking Working Group has been developing a critical thinking test to assess the critical thinking skills of MIC students. This 
presentation will discuss the development and delivery of the critical thinking test, as well as our recent collaboration with the Active Learning Working Group to 
interpret active learning strategies (ALTS) in terms of critical thinking skills.

本学でのeポートフォリオの活用：これまでの取組及び展望
ePortfolio Utilization at MIC: So Far and Into the Future

16：10～16：45
（含：質疑応答）

  発表者：清水 勇吉講師
   Presenter ： Lecturer Yukichi Shimizu

eポートフォリオ・システムはAP事業を通じて本学に導入され、現在授業内外で利用されています。本発表では、そのシステムの内容を、授業での活用とア
セスメントにおける活用の具体例を通して説明します。さらに、eポートフォリオが学生の主体的学習を促進し、また、自身の成長の自覚を高めるための学修
成果の可視化に有効な手段となり得るかについて論じます。
Through the AP Grant, an ePortfolio system has been introduced at MIC and is being employed both inside and outside of course content.  This presentation will 
describe ways in which the system is being used at MIC through specific examples of pedagogy and assessment. In addition, the ePortfolio will be discussed as a 
means by which learning outcomes may be visualized to foster autonomous student learning and to promote a greater awareness of individual progress.

学修目標と学修成果測定のためのルーブリック
Rubrics for Assessment of Learning Objectives and Outcomes

15：35～16：10
（含：質疑応答）

The educational goals of MIC as an institution were redefined in 2017. The changes to these goals were reflected in our amended Diploma, Admission and Curriculum 
Policies. The Rubric-Based Syllabus Working Group has responded to the alterations to MIC's educational goals with an updated institutional rubric. This presentation 
will describe how the rubric and goals are working in tandem, discuss ongoing feedback from student and faculty surveys on rubric use, as well as cover strategies 
to continue to better both the implementation of and efficacy of rubrics.

   発表者：ロイド・ウォーカー学部長補佐
  Presenter : Assistant to the Dean of Faculty Lloyd Walker

本学の教育目標は2017年に改訂され、その変更内容は、本学の新しいディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに反映され
ました。ルーブリック・ベース・シラバス・ワーキンググループは、その教育目標の変更に伴い、これまで使用していたルーブリックを改定しました。本発表で
は、まず、ルーブリックと教育目標の相関関係について説明し、次にルーブリックの使用に関して現在教員ならびに学生に対して行っている調査から得られ
たフィードバックについて説明をし、最後に今後のルーブリックの活用とその有効性の改善を推進するにあたっての方策等について話をします。

本学におけるアクティブ・ラーニングの調査
Surveying Active Learning Activity at MIC

発表者：グレゴリー・ダン教授　カタリーナ・モーク準教授
Presenters ： Prof. Gregory Dunne　Asst. Prof. Cathrine-Mette Mork

13：50～14：45

本発表では、本学で実践されている様々なアクティブ・ラーニング教授法の中からベストプラクティスを特定する研究の進捗状況、及びアクティブ・ラーニン
グ調査（学生と教員に実施）から得た最新の結果について発表します。また、その調査結果が本学の個別の学問領域で、また、領域を越えて使われているア
クティブ・ラーニング教授法の理解の深化にどのように役立つかについて意見を述べます。
This presentation speaks to ongoing research into the identification of best practices in active learning at MIC and reports upon recent findings gathered from active 
learning surveys (student and teacher) and how those findings contribute to a fuller understanding of how active learning teaching strategies  (ALTS) are being used 
within and among the various disciplines at MIC.

（含：質疑応答）

本学のAP事業への取組概要　Overview of the MIC-AP project

副学長　ベンジャミン・ピーターズ
 Vice President　Benjamin Peters

13：35～13：50　

閉会の言葉　Closing Remarks 

APプロジェクトリーダー/学長補佐　西村 直樹
 AP Project Leader/Assistant to the President　Naoki Nishimura

16：45～16：50


