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学部 研究科

学科 専攻

　准教授

（２）本学以外における非常勤講師担当科目

職名

氏名 　杉原　亨

学位 　修士（政策・メディア）

大学院における研究指導担当資格の有無 博士前期：　　　無　　　　　博士後期：　　　無

関東学院大学専任教員の教育・研究業績

所属
高等教育研究・開発センター

１．教育活動
（１）本学における担当授業科目

授業科目名 2018年度方針･計画

キャリアデザイン基礎Ⅰ

　人生100年時代を踏まえた「ライフキャリア」をデザインする。
　男女共同参画社会の形成や展開に加えて、パートナーシップ、ロールモデルの必要性を理解することで、
男女差だけでない多様性（ダイバーシティ）の観点を学ぶ。また、卒業生たちが社会でどのような体験を重
ねているかを知ることで、社会の実情を理解し、自らの目指すべき道を考察する。さらに、社会人で働くた
めに必要な業界・企業研究に取組み、労働に関する法律について学んでいく。このような社会情勢を踏ま
えて、人生100年時代を踏まえた「ライフキャリア」をデザインする。"

キャリアデザイン基礎Ⅱ
　本科目は、「社会の中の『私』「私たち』を知る」をテーマに、卒業後に社会へ出てから「自分はどうありた
いのか？」「どんな働き方をしていきたいのか？」を、現実社会の変化や実情に即した視点で、自分のキャ
リアをデザインできるようになるための授業科目である。

法学部キャリア形成（発展５）

　大学生活（正課：授業、正課外：部活サークル・ボランティア・アルバイトなど）で実践したことの振り返りを
通じて、自己の強みや課題を確認する。さらに、現場で活躍している社会人の講話から、社会で働くための
心構えやビジネススキルを学んでいくことで、卒業後の社会人生活をスムーズにスタートするための準備を
していく。

授業科目名 年月（西暦） 大学・その他教育機関等

論理コミュニケーションⅠ・Ⅱ 2012年～2014年 鈴鹿国際大学（現在、鈴鹿大学）　非常勤講師

キャリア実践Ⅰ 2014年 鈴鹿国際大学（現在、鈴鹿大学）　非常勤講師
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職業と人生 2018年～現在 拓殖大学　非常勤講師

ライフ・キャリア・デザインⅠ 2016年～2018年 青山学院女子短期大学　非常勤講師
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（３）その他

教育方法・教育実践に関する発表、講演等

授業以外の教育活動等 年月（西暦） 摘要

作成した教科書・教材・参考書

ディスカッションに活用するワークシートの作成。（論
理的文章力育成）

2012年～現在

文献や映像コンテンツを参考に、与えられたテーマ（IT技術はヒトの仕事を奪う
か？等）について、ワークシート（意見と根拠を記述）に記入した後、小グループで
議論する機会を設けた。これらを通じて、自分の意見を主張し、かつ人の意見を聴
く態度を修得させることができた。

文献を活用した読解教材の作成 2012年～現在
論理的な読解、すなわち要約するために、様々な学問分野の文献から、意見と根
拠に線を引かせる問題と解説をした教材を作成した。

調査研究の基礎（様々なデータにあたろう） 2018年～現在
養護教諭及び目指す学生向けの研究ガイドとして、共著で「健康を科学する実践
研究」を刊行し、そのうち「様々なデータにあたろう」を執筆担当した。

ルーブリックの作成と活用（ミニレポートや社会人イン
タビューなどの学習評価）

2015年～現在
キャリアデザイン基礎Ⅱで実施した社会人インタビューについて、レポートを評価
するために、ルーブリックを作成し、学習成果の評価の精度を向上させた。

鈴鹿短期大学 入学前準備講座　「大学基礎講座」講
師

2013年3月～2015年3月
短大入学前の学生を対象とした入学前教育プログラム。その中で論理的な文章の
書き方や、レポートの書くための文献・資料の調べ方などの講義を行った。

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所プラットフォームデザインラ
ボ　シンポジウム「就職必須実践力の見える化技術と
アジアの若者の人材力急成長」　パネリスト

2013年7月
大学の就職担当の教職員、及び企業採用・人事担当者を対象としたシンポジウ
ム。パネリストとして、採用現場の現状報告及び、就職内定学生とコミュニケーショ
ン力との関係についての研究発表などを行った。

学校法人享栄学園SD(Staff Development)研修会
講師

2013年9月

学校法人享栄学園の職員を対象に実施した研修会。平成24年8月中央教育審議
会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」についての講演
と、今後の学園についてどのような施策をすべきかについて、ワークショップを行っ
た。

鈴鹿国際大学 初年次教育「プレゼミナール」ゲスト講師 2014年6月
1年生対象の必修科目「プレゼミナール」で、資料や論文の調べ方（CiNiiなど）を
テーマにして、グループワークを実施した。

第8回kotoken Coffee Hour「関東学院大学において
望ましいActine Learningは何か？」　講師

2015年6月
アクティブラーニングをテーマにしたワークショップを取り入れた講演を実施し、大
学において望ましいアクティブラーニングに関して参加者各自が検討し、発表し
た。
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鈴鹿大学（旧鈴鹿国際大学）初年次教育「プレゼミ
ナール」ゲスト講師

2015年11月
1年生対象の必修科目「プレゼミナール」で、キャリア教育に関する授業を実施し
た。

3大学FD合同懇談会「キャリア教育におけるアクティ
ブ・ラーニング」　オーガナイザー

2015年12月
横浜3大学（神奈川大学・関東学院大学・横浜国立大学）の合同懇親会で、「キャリ
ア教育におけるアクティブ・ラーニング」に関して話題提供とグループワークのとり
まとめを行った。

大学IR人材育成カリキュラム　京都集中講習会2016
講師

2016年1月
IR（Institutional Research）の手法の1つである学生調査についての実践と活用事
例について講演とワークショップを行った。

第4回大学コンソーシアム石川FD・SD研修会　第1回
MJIRワークショップ 「大学をどのように測り、評価し、
アピールするか」講師

2016年2月
ショートレクチャーとして、「文系学部または文系分野の本当の力」について、様々
な調査結果の紹介と考察を行った。

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部　FD研修会　講師 2016年2月
「鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部の魅力を伝えるデータ・エビデンスの活用法」を
テーマに、IRの基礎的概念の講演と、ワークショップを実施した。

ヨコハマFDフォーラム16　学生の学びのモチベーショ
ンを高める大学教育　総合司会

2016年2月
3大学における「FD活動の連携に関する包括協定」締結後、初めてのイベント「ヨコ
ハマFDフォーラム16」で総合司会を務めた。

関東学院大学 新任教職員研修「Active learning の
理解と導入」講師

2016年～現在（毎年）
関東学院大学の新任教員を対象に、アクティブラーニングについて基礎的概念の
講演と、アクティブラーニング型の授業を考えるワークショップを実施した。

FMICS　5月例会　「キャリア教育におけるアクティブ・
ラーニング」パネリスト

2016年5月
教育に関する研究集会FMICSで、「キャリア教育におけるアクティブ・ラーニング」
について話題提供を行った。

2016年度関東学院大学 新任教職員研修「反転授業
を活用した Active Learning 実践講座」講師

2016年7月
関東学院大学の新任教員を対象に、反転授業について基礎的概念の講演と、反
転授業の活用に関するワークショップを実施した。

関東学院大学　経済学部FD研修　カリキュラムマップ
作成支援

2016年9月
経済学部のFD研修にて、同僚の奈良講師（主担当）と共にグループワークによる
カリキュラムマップの作成支援を実施した。

関東学院大学　教員免許状更新講習　選択講習「主
体的な学習を引き出すアクティブラーニング実践講
座」講師

2016年～現在（毎年）
受講者が自身の担当する授業や教育活動にアクティブラーニングを導入できるよ
うになることを目指し、対象者を全教員・全学校種（幼・小・中・高・養護・栄養教諭）
で、アクティブラーニングの基礎理解と実践に向けたワークショップを行った。

2016年度　関東学院六浦中学校・高等学校　教員研
修会
「生徒の主体性をより引き出すアクティブラーニング
の導入・実践とその評価」講師

2016年8月
関東学院六浦中学校・高等学校の全教員を対象とし、アクティブラーニングについ
て基礎的概念の講演と、アクティブラーニング型の授業を考えるワークショップを実
施した。

2016年度人間環境学部・人間共生学部・栄養学部・
教育学部教員研修会　話題提供・ファシリテーター

2016年9月
アセスメントデータやインタビュー調査の結果から新入生の傾向を共有し、ワーク
ショップで教育力向上のための施策を話し合った。調査結果について話題提供を
行った。
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日本アクティブ・ラーニング学会　チャレンジ教育部会
第1回研究会「アクティブ・ラーニングの実践と課題」
講師

2017年8月
アクティブラーニング学会にて、アクティブラーニングの実践と課題について、講師
の経験を踏まえて共有した。

関東学院大学 新任教職員研修「模擬授業実践講
座」講師

2016年～現在（毎年）
新任教員を対象に、1人15分の模擬授業を実践させ、グループ内でのレビューを
行った。

大学・高校実践ソリューションセミナー 2016 東京　講
師

2016年11月

関東学院大学ではベネッセグループと「学生の成長支援に向けた共同研究」を実
施しており、本セミナーでは特に質的調査から見えてきた成長学生の特徴につい
て紹介し、ワークショップを通じて自校の学生の成長支援について振り返る機会を
設けた。

シラバスライティング講座（関東学院大学　小田原
キャンパス）講師

2017年1月
小田原キャンパスにて、教員のシラバス作成支援を目的としてシラバスライティン
グ講座の講習を行った。

2016　AIT（足利工業大学）-FD研修会
「アクティブ・ラーニングの体系的導入に向けて」　講
師

2017年3月
足利工業大学のFD研修会で、「アクティブ・ラーニングの体系的導入に向けて」に
向けてワークショップを実施した。

藤沢翔陵高等学校　総合的な学習の時間　「アクティ
ブラーニングの学習法」　講師

2017年～現在（毎年）
藤沢翔陵高等学校と出石稔ゼミが、「総合的な学習の時間」でごみ屋敷などをテー
マにプロジェクト学習を実施しているが、その一環として講師を担当した。

教育実践力向上セミナー(兼 新任教職員研修会）
「データから見た本学学生」　講師

2017年～現在（毎年）
関東学院大学の新任教員を対象に、初年次の教学を中心したデータについて解
説し、成長支援を題材としたワークショップを実施した。

外国語教育メディア学会（LET)　ワークショップ　アク
ティブラーニングⅡ　「アクティブラーニングと授業実
践のヒント」講師

2017年7月
外国語教育メディア学会（LET)　にて、アクティブラーニングの英語における授業実
践のヒントについて講演とワークショップを実施した。

MJIR2017 第6回 大学情報・機関調査研究集会
MJIR-WS1「IR業務を楽しく取り組むためには？〜パ
ターン･ランゲージの手法から考える～」講師

2017年8月
IR（Institutional Research）実務者の研究集会で、問題解決手法の１つであるパ
ターンランゲージを活用したワークショップを実施した。

日本アクティブ・ラーニング学会　チャレンジ教育部会
第1回研究会「アクティブ・ラーニングの実践と課題」
講師

2017年8月
アクティブラーニング学会にて、アクティブラーニングの実践と課題について、講師
の経験を踏まえて共有した。

2017年度　関東学院大学　経済学部研修教授会（第一部）
話題提供「大学生基礎力レポートのデータに見る経済学部
生の現状」-DP・カリキュラムマップ・シラバスの理解・取組
み状況、及び履修選択の考え方に着目して-

2017年9月
経済学部の研修教授会にてカリキュラム改革のワークショップの前に、新入生の
現状をDPやカリキュラムマップ、シラバスの理解度や学習の考え方についてを
データで示した。
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その他教育活動上特記すべき事項

２．研究活動

2017年12月 学内の学生調査や授業改善アンケートの事例について講演を行った。

2017年度　第5回教育力実践力向上セミナー(兼 新
任教職員研修会）「ICTを活用した授業実践」講師

2017年10月
「Office　Mix」や授業支援BOXなどICTを活用した授業改善についてICT活用支援
課と連携してワークショップを行った。

ヨコハマFDフォーラム　「学生調査の現状と課題―学
生の声を基に調査結果の活用について考える―」
話題提供者・パネリスト

パターンランゲージ　イノベーターズサミット　話題提
供

2017年9月 パターンランゲージを活用した実践例について話題提供を行った。

高等教育研究・開発センター運営委員会　委員 2015年～現在
全学を対象とした教学施策に関して検討する高等教育研究・開発センター運営委
員会の委員として参画している。

学内の勉強会にて教職員を対象に、「ＳＤＧｓを活用した教育プログラム」に関する
ワークショップを行った。

2018年8月
第43回kotoken Coffee Hour「ＳＤＧｓを活用した教育
プログラム」講師

高等教育研究・開発センター「キャリア教育部会」部会 2015年～2016年
高等教育研究・開発センター内に設置された「キャリア教育部会」にて、部会員とし
て、全学的なキャリア教育の推進のための教育施策の企画・開発を行っている。

2015年～2017年
高等教育研究・開発センター内に設置された「SD推進部会」にて、部会員として、
全学のSD推進のための企画・開発を行っている。

授業改善アンケートに関する検討と推進 2015年～現在
高等教育研究・開発センター内に設置された「FD推進部会」の部会長として、授業
改善アンケートのWEB化及びアンケート項目、活用法に関して検討及び推進を
行っている。

未来ビジョンWG（同窓会との連携強化）　卒業生調査
PJグループリーダー

2016年
今後の関東学院大学の在り方を考える一つの方法として、卒業生から見た大学の
魅力について明らかにするための調査設計を行った。

高等教育研究・開発センター「SD推進部会」部会員

研究テーマ 研究概要 2018年度方針･計画

教育の質保証に関わる実践
的研究

高等教育における教育の質保証、とりわけ「学
習成果の可視化」に関わる調査を行う。

教育の質保証、特に「学習成果の可視化」に関して、国内外の研究動向や実践事
例を調査し、本学の教育の質向上に寄与する形を提案する。

ＳＤＧｓに関する教育プログラ
ムの開発と実践

ＳＤＧｓに関する教育プログラムを大学及び中
学・高校と連携して開発する。

生徒・学生に対して社会課題に対しての意識や行動を向上させるために、ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）に関する教育プログラムを開発し、検証を行う。
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クラッシック音楽の演奏に関
する教育実践と効果検証

クラッシック音楽の演奏に関するアクティブラー
ニングの実践と検証を行う。

クラッシック音楽の演奏に関するアクティブラーニングの教育プログラムを、プロの
音楽家と開発し検証を行う。

体育会学生に関する実態把
握

体育会学生に関して学習面や進路意識などに
ついて調査と分析を行う。

体育会学生について質問紙調査を実施した結果を分析することで、学習面や進路
意識などについての実態を明らかにし、教育プログラムについての検討を行う。
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2013年度以降に発表した著書・論文等

単著共著
の別

編者・著者名
（共著の場合のみ） 該当頁

（著書）

共著

編者：川又俊則、久保
さつき。著者：川又俊
則、久保さつき、杉原
亨、他16名

59-75頁

共著

著者：関東地区IR研究
会 監修,松田岳士、森
雅生、相生芳晴、姉川
恭子 編著,著者、松田
岳士、杉原亨他18名

第1部第1
章「教育の
質保証」

46-51頁、
第3章「エ
ンロールメ
ント・マネ
ジメント」
124-127
頁、138-
141頁

共著

編者：大野泰子、川又
俊則。著者：大野泰
子、川又俊則、杉原
亨、他18名

第Ⅱ部第3
章、32-46

頁

（学術論文）

単著 13-23頁

共著
渋谷郁子、岩田昌子、
杉原亨、石川拓次、前
澤いすず

19-30頁

単著 186-190頁

著書・学術論文等の名称
発行又は発表の

年月（西暦）
発行所、発表雑誌又は

発表学会等の名称

生活コミュニケーション学を学ぶ（執筆担当「地方短
期大学のキャリア教育，及び進路支援に関する一考
察　～鈴鹿短期大学の事例より～」）

2014年2月 あるむ

健康を科学する実践研究　-読めばできる養護教諭
の研究ガイド-

2018年10月 大学教育出版

大学IRスタンダード指標集 教育の質保証から財務ま
で

2017年3月 玉川大学出版社

鈴鹿短期大学卒業生調査からの分析と考察－3つの
視点より－

2013年8月

生活コミュニケーション
学 第4号、鈴鹿短期大
学 生活コミュニケー
ション学研究所年報

学生の主体的参加を高める短期大学入学準備プロ
グラムの開発

2014年3月
鈴鹿短期大学紀要34
巻

地方私立大学における、入試形式別での学習動機と
大学進学動機に関する一考察

2014年7月
関西教育学会年報38
巻
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単著 1-11頁

共著

石川拓次、渋谷郁子、
前澤いすず、杉原亨、
岩田昌子、松本亜香
里

85-95頁

単著 27-39頁

単著 52-57頁

　 単著 91-95頁

単著 9-20頁

共著 杉原亨、奈良堂史 19-29頁

単著 33-43頁

単著 86-90頁

共著 杉原亨、奈良堂史 19-29頁

学習における消費者意識及び行動に関する一考察
-マーケティングの視点より-

2014年8月

生活コミュニケーション
学 第5号、鈴鹿短期大
学 生活コミュニケー
ション学研究所年報

短大入学生における生活習慣および身体症状と自尊
感情および学習に対する印象の関連

2015年3月
鈴鹿短期大学紀要35
巻

大学生の多文化共生志向に関する一考察 2015年3月
鈴鹿国際大学紀要
No.21.2014

国際系地方大学における多文化共生志向について
-学生調査からの分析と考察-

2015年7月
第4回大学情報・機関
調査研究集会　論文
集

入試形式別における大学生のコンピテンスに関する
一考察　-地方国際系大学の事例より-

2015年8月
関西教育学会年報39
巻

地方短期大学生のコミュニティ意識に関する一考察
-卒業生調査からの分析-

2015年9月

生活コミュニケーション
学 第6号、鈴鹿短期大
学 生活コミュニケー
ション学研究所年報

体育会学生の学習動機とキャリア観及び将来展望に
関する一考察

2015年10月
関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第1号

A study on the survey for actual condition of local
junior college graduates in Japan　（査読論文）

2016年4月

Information
Engineering Express
International Journal
Volume2,Number1

初年次キャリアデザイン科目におけるアセスメントの
実施と活用

2016年7月
第5回大学情報・機関
調査研究集会　論文
集

体育会学生の学習意識・行動や協調的問題解決力
に関する考察-カリキュラム開発に向けて-

2016年10月
関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第2号
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単著 17-24頁

共著
宇田美江、奈良堂史、
杉原亨

61-77頁

共著

Toru Sugihara、
Soichiro Aihara、
Sachio Hirokawa、
Takashi Nara

35-48頁

共著
渋谷郁子、岩田 昌
子、前澤いすず、石川
拓次、杉原亨

19-25頁

（その他）

共著
渋谷郁子、杉原亨、石
川拓次、前澤いすず、
岩田昌子

104-105頁

共著
杉原亨、大島禎、梅嶋
真樹

553-554頁

単著 50頁

単著 262-263頁

共著

石川拓次、渋谷郁子、
前澤いすず、杉原亨、
岩田昌子、松本亜香
里

727-728頁

2017年10月
関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第3号

Extraction of the Characteristic Attributes of
Student Athletes using a Questionnaire using the
Support Vector Machine　（査読論文）

2018年5月

International Journal
of Institutional
Research and
Management　2018,
Vol.2, No.1

入学までに形成された学習観が専門職養成系短期
大学への適応に与える影響　（査読論文）

2018年7月
リメディア教育研究第
12巻（2018）

女子学生の理想のライフコースと進路選択に対する
自己効力の変化～青山学院女子短期大学のキャリ
ア科目におけるアンケート調査から～

2017年12月
青山學院女子短期大
學紀要第七十一輯

高等教育の質保証に関する枠組み及び政策的動向
への視点

日本リメディアル教育
学会 第9回全国大会

（学会発表）
就職内定獲得学生のモデル化とコミュニケーション力
の比較（試論）

2013年9月
日本教育工学会第29
回大会

（学会発表）
入試形式別における学習動機と大学進学動機に関
する一考察　一般入試と推薦AO入試における比較

2013年11月
関西教育学会第65回
大会

（学会発表）
地方短期大学における学生の主体的参加を高める
入学準備プログラムの開発

2013年8月

（学会発表）
学習における消費者意識と学習成績との関係性につ
いて
-地方短期大学の卒業生調査より

2014年5月
大学教育学会第36回
大会

（学会発表）
短期大学入学者における生活習慣が学習観および
進学動機に及ぼす影響

2014年9月
日本教育工学会第30
回大会
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単著 113頁

単著 35頁

単著 176-177頁

単著 50頁

共著
石川 拓次、渋谷 郁
子、前澤 いすず、杉原
亨、岩田 昌子

96-97頁

共著 杉原亨、奈良堂史 103-104頁

共著
杉原亨、柴田ゆき、柴
田元広

317-318頁

共著
山田昭子、杉原亨、千
葉隆行

31-35頁

単著 27頁

共著 奈良堂史、杉原亨 48頁

（学会発表）
大学生の多文化共生志向に関する一考察

2014年9月
日本社会教育学会第
61回研究大会

（学会発表）
入試形式別における大学生の資質能力に関する一
考察　―地方国際系大学の事例より―

2014年11月
関西教育学会第66回
大会

（学会発表）
地方短期大学生のコミュニティ意識について
-卒業生調査からの分析より-

2015年6月
大学教育学会第37回
大会

（国際学会ポスター発表）
Examining the result of a survey conducted from five
viewpoints with Junior College graduates

2015年7月

2015 IIAI 4th
International Congress
on Advanced Applied
Informatics IIAI-AAI
2015

（学会発表）
短期大学入学前に行う準備講座の有効性について
の検討（―仲間づくり・主体性を高めるプログラムの
有効性を中心に―）

2015年8月
日本リメディアル教育
学会 第11回全国大会

（学会発表）
体育会学生のキャリア観と将来展望に関する一考察

2015年9月
日本教育工学会第31
回大会

（学会発表）
音楽による教育活動や社会貢献を試みる「kyoumei」
の設立

2015年9月
日本教育工学会第31
回大会

（実践報告）
学院改革推進5カ年計画支援事業、自校史授業開講
に向けて 1

2015年10月
関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第1号

（学会発表）
大学生の多文化共生志向と学習動機及びコンピテン
スとの関係性

2015年11月
関西教育学会第67回
大会

（学会発表）
体育会学生の学習動機とキャリア形成に関する調査
研究-支援プログラムの開発を目指して-

2015年12月
日本スポーツマネジメ
ント学会第8回大会号
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共著

高橋真義、中村拓昭、
十河功一、菊池勇次、
郷原正好、杉原亨、田
尻慎太郎、米田敬子

46-47頁

単著 183-185頁

単著 28-29頁

単著

共著
山田昭子、杉原亨、千
葉隆行

23-30頁

単著 27頁

共著

企画者：岡田佐織、佐
藤昭宏
話題提供者：杉原亨、
志村知美、岡田佐織
指定討論者：池田輝
政、奈良堂史、木村治
生

448-449頁

共著

杉原亨、岡田佐織、奈
良堂史、佐藤昭宏、山
田昭子、松尾洋希、影
山裕介

346-347頁

（ラウンドテーブル：企画者、報告者）
学生の目を輝かせる大学教育の可能性Ⅷ

2016年5月
大学教育学会第38回
大会

（書評）
編者：中井俊樹「シリーズ　大学の教授法3　アクティ
ブラーニング」

2016年5月
大学教育学会誌第38
巻第1号

（雑誌記事）
連載　大学IRの今第11回　地方短期大学におけるIR
～卒業生調査の実践より～

2016年6月
文部科学通信教育
No.391　2016 7月11日
号

（国際学会ポスター発表）
A study on the survey for consumer awareness and
behaviors of local junior college graduates in Japan

2016年7月

2016 IIAI 5th
International Congress
on Advanced Applied
Informatics IIAI-AAI
2016

（実践報告）
自校史授業開講へ向けて2 2016年10月

関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第2号

（口頭発表）
クラッシック音楽の演奏に関するルーブリックの作成

2016年12月
関西教育学会第68回
発表要旨集録

（ラウンドテーブル）
学生の成長を可視化し、教育の質保証へつなげるた
めに必要なこと

2017年3月
第23回大学教育研究
フォーラム発表論文集

（口頭発表）
初年次学生における成長要因の可視化に関する研
究
-多面的な分析手法を通じて

2017年3月
第23回大学教育研究
フォーラム発表論文集
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共著

共著

共著
編集チーム：奥聡一
郎、山田昭子、千葉隆
行、杉原亨、淡路治子

共著

企画者：高橋真義、中
村拓昭、十河功一、菊
池勇次、郷原正好、杉
原亨、田尻慎太郎、米
田敬子

38-39頁

共著
杉原亨、相原総一郎、
野口和久、廣川佐千
男、奈良堂史

25-28頁

共著

Toru Sugihara、
Soichiro Aihara、
Sachio Hirokawa、
Takashi Nara

共著
山田昭子、杉原亨、千
葉隆行、淡路治子

25-28頁

共著

奈良堂史、杉原亨、小
山嚴也、林昌宏、木村
剛美、藤本敏浩、宮田
和幸

共著

高橋真義、中村拓昭、
十河功一、菊池勇次、
郷原正好、杉原亨、田
尻慎太郎、米田敬子

115-118頁

（口頭発表）
顔検出技術を活用した授業撮影による受講者の学習
意欲・興味の可視化に関する研究

2017年10月
第24回日本教育メディ
ア学会年次大会

（ラウンドテーブル報告）
学生の目を輝かせる大学教育の可能性Ⅸ－「主体
的・対話的で深い学び」を見える化する

2017年11月
大学教育学会誌、第
39巻第2号

（共同研究報告書）
学生の成長プロセスを可視化する実践的研究─成長
軌道に乗せる〝仕掛け〟の多い教育を目指して─

2017年3月

関東学院大学、（株）ベ
ネッセホールディング
ス、（株）ベネッセi-キャ
リア

（ラウンドテーブル）
チャレンジ教育部会「学ぶ責任、教える責任」パネリ
スト

2017年3月
日本アクティブ・ラーニ
ング学会第1回全国大
会

（自校史テキスト）
関東学院大学のあゆみ

2017年3月 関東学院大学

（ラウンドテーブル）
学生の目を輝かせる大学教育の可能性Ⅸ　－「主体
的・対話的で深い学び」を見える化する－

2017年6月
大学教育学会第39回
大会　発表要旨集録

（実践報告）
自校史授業開講へ向けて3

2017年10月
関東学院大学高等教
育・研究開発センター
年報第3号

（口頭発表）
質問紙調査の記録分析による体育会学生の実態把
握
－テキストマイニングの手法を用いて－

2017年6月
記録管理学会2017年
研究大会予稿集

（口頭発表：国際学会）
An Anaysis of Characteristics of　Student-Athletes
from Questionnaire by SVM

2017年7月

2017 IIAI 5th
International Congress
on Advanced Applied
Informatics IIAI-AAI
2017
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共著
杉原亨、出石稔、山本
富士雄、橋本哲也

共著

小柏香穂理、杉原亨、
金川久美子、北中佑
樹、野口和久、相原総
一郎、森雅生、廣川左
千男

187頁

共著

奈良堂史、杉原亨、小
山嚴也、林昌宏、木村
剛美、藤本敏浩、宮田
和幸

198頁

共著

企画者：岡田佐織
話題提供者：塩崎俊
彦、松本留奈、志村知
美、木村治生、杉原
亨、奈良堂史、友滝歩

234頁

共著

企画者：高橋真義、橋
本勝、中村拓昭、十河
功一、菊池勇次、郷原
正好、杉原亨、米田敬
子

共著

Kahori Ogashiwa、
Toru Sugihara、
Kumiko Kanekawa、
Yuki Kitanakaなど計8
名

共著
Toru Sugihara、
Takuya Honda

共著
奥聡一郎、杉原亨、奈
良堂史など計13名

16-17頁

（ラウンドテーブル）
学生の目を輝かせる大学教育の可能性Ⅹ　－「主体
的・対話的で深い学び」を深めるために－

2018年6月
大学教育学会第40回
大会

（国際学会ポスター発表）
Quality Assurance in Education Through the Diploma
Policy and President’s Message
An Analysis Focused on Local Community

（口頭発表）
高大協働による地域の課題解決に向けたプロジェク
ト学習の試み

2018年3月
日本アクティブ・ラーニ
ング学会　第2回全国
大会

（ラウンドテーブル）
学生の成長を可視化し、教育の質保証へつなげるた
めに必要なこと

2018年3月
第24回大学教育研究
フォーラム発表論文集

（口頭発表）
ディプロマ・ポリシーと学長・学部長訓示に見る教育
の質保証―地域に着目した分析―

2018年3月

2018年3月
第24回大学教育研究
フォーラム発表論文集

第24回大学教育研究
フォーラム発表論文集

（口頭発表）
 顔検出技術による受講者の学習意欲・興味の可視
化に関する試み-大人数授業の質向上と効果的なFD
活動の探求-

（国際学会口頭発表）
Analysis of Institutional Research in Japan using a
Pattern　Language Workshop

2018年7月

2018 IIAI 5th
International Congress
on Advanced Applied
Informatics IIAI-AAI
2018

（事例集）
関東学院大学版「授業実践事例集」

2018年9月
関東学院大学 高等教
育研究・開発センター

2018年7月

2018 IIAI 5th
International Congress
on Advanced Applied
Informatics IIAI-AAI
2018
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３．社会活動等

テーマ 概要

大学情報・機関調査研究集会　（MJIR. Meeting on
Japanese Institutional Research）運営幹事　（2016年
～現在、主幹事は2016年～2017年）

大学情報・機関調査の事例紹介や研究発表を通じて、日本における機関調査を推進し、高等教育のみな
らず経営学や統計学、情報科学など、関連する分野の研究者や実務家、および大学の現場で活躍する教
育者の方々を対象とした人的交流の促進とネットワーク形成を行っている。

DSIR　プログラム委員会委員 program committee
(paper reviewer) (2016年～現在）

国際会議DSIR（Data Science and Institutional Research）のプログラム委員としてpaper reviewを行った。

日本アクティブ・ラーニング学会誌編集委員（2018年
10月～現在）

日本アクティブ・ラーニング学会誌の編集委員として、編集会議への参加及び論文のレビュー等を行った。

大学教育学会誌編集委員（2018年6月～現在） 大学教育学会誌の編集委員として、編集会議への参加及び論文のレビュー等を行った。

横浜市内４大学におけるＦＤ活動に関する大学間連
携（2016年～現在）

横浜市内に立地する４大学（横浜国立大学、横浜市立大学、神奈川大学、関東学院大学）の大学教育セン
ター等の組織が連携して、「ＦＤ活動合同連絡会議」や各種セミナー等を開催・共催している。また、ヨコハ
マFDフォーラム１６では実行委員を務めた。

神奈川県ライフキャリア教育検討委員(2016年）
神奈川県が主催する若年層を対象としたライフキャリアに関して、特にアクティブラーニングを導入した教
育内容に関する情報提供と議論を行った。
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４．管理運営等

音楽による教育活動や社会貢献を軸に活動する任
意団体「kyoumei」　首席研究員　(2016年～現在）

2015年3月に設立した、音楽による教育活動や社会貢献を軸に活動する任意団体「kyoumei（きょうめい）」
へ、教育施策、事業運営に関する調査研究を実施している。

高等教育研究・開発センター「FD推進部会」　部会長 2015年4月～現在

FM横浜「ヨコハマウォーカーラジオ」出演
FM横浜「ヨコハマウォーカーラジオ」（関東学院　提供）で、大学生のキャリアについて話題を提供した。
（2016年2月6日放送）

高等教育専門誌Between記事掲載（WEB版）
ベネッセグループの共同研究に関して、高等教育専門誌BetweenのWEB版で記事として掲載された。
http://between.shinken-ad.co.jp/univ/2016/04/kyodokenkyu.html

名称等 期間（西暦）
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