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１．学長挨拶 

ＦＤ活動報告第７号の刊行によせて 

                          北翔大学・北翔大学短期大学部 
                                 学長 西村 弘行 
 
 今日、高等教育機関に対し「学士力向上」と「社会人基礎力」の観点からの

教育が求められ、「大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考

える力を育成する大学へ～」（２０１２年中教育審答申）が提示され、より一

層の「教育の質保証」に向け組織的取り組みが課せられました。その解決のカ

ギを握るのは、正に実践的なＦＤ活動です。 
 本学はこれまで、ＦＤ支援オフィスが運営するＦＤ支援委員会で「公開授業」

「授業改善アンケート」「学生ＦＤ活動」を企画し、実践活動を展開して参り

ました。まず、数回のＦＤ／ＳＤ研修会（ＦＤ報告会）の中で、「学生のモチ

ベーションを高める教授法」の課題が取り上げられ、人を引き付ける話し方、視覚への訴求さらに

聴覚への訴求が重視されました。さらに、学生が主体的に問題を発見し、解を見出していく能動的

学修（アクティブ・ラーニング）が求められ、従来のような教師による一方向の「学習」ではなく、

教師と学生による双方向の学び、いわゆる「学修」が不可欠とされています。しかし、これもカリ

キュラムによって柔軟に工夫する必要があり、教授法の一方的押し付けでは、効果的な教育とはな

りません。 
 平成２６年度は、外部講師による「新しい授業改善」の講演会を含む４回のＦＤ／ＳＤ研修会が

開催され、本学教員による授業改善に役立つ情報交換ができました。一方、学生ＦＤについては、

平成２４年度に文科省「大学間連携共同教育推進事業」に採択された「東日本広域の大学間連携に

よる教育の質保証・向上システムの構築」の一環でＦＤネットワーク“つばさ”プロジェクト主催

で、大地連携（大学と地域との連携）ワークショップが、５つのプログラムごとに各地で開催され

ました。中でも、本学は、釧路市阿寒町で『阿寒湖周辺の森を活用した森の学校』を担当し、自然

生態系における動植物環境や食用野草の薬効や香りの調査などを通してアイヌの生き抜く力を参

加学生は感じ取ったに違いありません。本企画が、学生の積極性、コミュニケーション力などの育

成に大いに寄与したものと確信いたします。 
 以上の様々なＦＤ活動を通じて、授業改善に取り組まれている教員ならびに組織的にサポートさ

れているＦＤ支援オフィスの教職員の方々に、心より敬意を表したいと存じます。学生あっての大

学ですから、大切なＦＤ／ＳＤ活動のより一層の発展をご祈念申し上げ、挨拶に代えさせて頂きま

す。 
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２．教育支援総合センター長挨拶 

平成２６年度報告書刊行に寄せて 

                                                     教育支援総合センター長 小杉 直美 
 

文部科学省の調査結果「大学における教育内容等の改革状況について」による

と、ＦＤ実施大学は現在ほぼ１００％に達している。大学設置基準上の「ＦＤの

義務化」が背景にあるが、全てにおいて教育力の向上が実現しているとはいえな

いと指摘される。現在、ＦＤ活動は教員の一般的な活動として定着してきたとい

われる。「教育力の向上」「教育の改善」「教育の質の保証」といった目的に違い

はなく、大学教育の改革サイクルを確立する継続性が求められている。 
平成１８年度「ＦＤの義務化」以降、各大学においてＦＤ活動が実施されてき

たが、期待通りの改善や改革に直結しているわけではないとされる。「大学教育

改革」は、依然として課題と捉えられており、加えて新たな課題が生まれている

のが実情である。 
また、大学評価等においては「ＦＤ」は必須の評価観点である。ＦＤ活動を通して、教員に期待

されることは一層高まり、多様になると予想されている。漫然とＦＤ活動を行うのではなく、活動

を通して得られる改善や効果について、その可能性も含めて見極めることが求められている。 
自身が「ＦＤ」に関わったのは平成１２年である。本学で「学生による授業評価」に取り組むこ

とが決定され、評価シート原案作成に関わったことに始まる。当時は既に多くの大学で、学生によ

る授業評価が開始されており、他大学の例に倣って、原案作成したことを懐かしく思い出す。本学

においても、授業評価の捉え方は多様であった。ＦＤ活動が「教授の自由」に抵触し、「学生によ

る」授業評価を受けることへの抵抗も多く聞かれた。評価の目的や手法、効果、活用等、議論が重

ねられた。最近では、学生による授業評価の形骸化が論議されるまでになった。 
また、「ＦＤの義務化」以降、本学は「ＦＤ」にかかる組織を整えながら様々な形式の活動を進

めてきた。本学に見合ったＦＤ活動を組織的に行うには、他大学の先例にあたり、知恵を学ぶ必要

があった。東北北海道地区一般教育研究会(当時)において、山形大学の小田隆治先生のエネルギー

に溢れたＦＤ活動の発表を拝聴し圧倒された。今もその印象は変わらない。着実にＦＤによって大

学を良くしていこうという気概が感じられ、是非倣いたいと考えた。平成２１年には、当時、東日

本で最も活発な活動をし、その情報を惜しみなく公開していた山形大学のＦＤネットワーク“つば

さ”に加入することとなり、以後、本学は多くの示唆を得ながら、現在は大学間連携共同教育推進

事業に参画している。本学だけではなし得なかった多くのことが、ネットワークに加入し、他大学

と連携することにより可能となった。平成２４年に誕生した学生ＦＤ活動もその一つといえる。山

形大学との連携やＦＤ関係教職員の地道な努力によって活発化してきた。大いに期待が持たれてい

る学生参画型の活動である。本学のＦＤ活動の経緯を全てここに述べることには制限があるが、歩

幅は狭いながらも着実な歩みを続けてきたといえる。 
本報告書は、平成２６年度に実施した本学のＦＤ／ＳＤ活動をまとめたものである。本学に見合

った活動を目指して、全学的に活動が深化していくことを願っている。関係教職員、学生の皆様に

感謝申し上げ、刊行に当たっての寄せる言葉とする。 
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３．ＦＤ活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）他会修研（動活外学）他会修研（動活内学会員委各付日

　　４月　１日（火） 第１回FD支援委員会

　　４月２２日（火） 第２回FD支援委員会

学）金（日５２月４　　 FD　「翔タイム！」

」修研者任初「会修研DS/DF回１第）金（日９　月５　　

　　５月２７日（火） 第３回FD支援委員会

　　５月中旬 第1回FD推進会議

　　６月　７日（土） “つばさ”FD協議会(山形大)

学）水（日８１月６　　 FD　平成25年度活動報告会

　　６月２４日（火） 第４回FD支援委員会

　　７月２６日（土） 第１２回創価大学FDフォーラム

　　７月２９日（火） 第５回FD支援委員会

　　７月下旬 前学期授業改善アン ケート調査

　　８月５日〜９日 大学関連携ワークショップ（北海道）

　　８月１９日〜２２日 大学間連携ワークショップ（神奈川）

　　８月２３日〜２４日 学 FDサミット（京都 業大学）

　　８月２８日〜３１日 大学間連携ワークショップ（山形）

　　９月４日（木） 学 FD会議（札幌大学）

　　９月９日〜１０日 山形大学教養教育ＦＤ合宿セミナー

会演講　」善改業授いし新「会修研DS/DF回２第）火（日６１月９　　

　　９月３０日（火） 第６回FD支援委員会

　１０月２８日（火） 第７回FD支援委員会

　１１月８日（土） 神奈川大学FD研修会

　１１月１０日（月） 第２回FD推進会議

）間期開公業授（会修研DS/DF回３第日１２〜日０１月１１　

　１１月１５日（土） “つばさ”学 主体型授業合同課題構想発表会

　１１月２５日（火） 第８回FD支援委員会

　１１月上旬 “つばさ”プロジェクト学習成果アンケート（IR)

　１２月１０日（水） 北海道地区ＦＤ･ＳＤ協議会総会

　１２月１６日（火） 第９回FD支援委員会

（会修研DS/DF回４第）木（日５２月２１　 業 ニーズ事業）

　　1月２４日（土）
“つばさ”学 主体型授業合同課題成果発表会

及びシンポジウム

　　１月２７日（火） 第１０回FD支援委員会

　　１月下旬 後学期授業改善アン ケート調査

　　２月１４日（土） “つばさ”ＦＤ協議会

　　２月２２日（日） 創価大学FDフォーラム

　　２月２４日（火） 第１１回FD支援委員会

２月２８日〜３月１日 第２０回FDフォーラム（京都）

　　３月１０日（火） 第１２回FD支援委員会

　　３月３１日（火） FD活動報告第７号発行予定／学 FD活動報告書発行予定

平成２６年度　FD活動スケジュール
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４．研修会概要 

（１）第１回ＦＤ／ＳＤ研修会「初任者研修会」  

  日 時：平成２６年５月９日(金) １５：００〜１６：００ 

  場 所：会議室７Ｂ ７号棟５階 

１．学長挨拶 

２．学習支援オフィス長(小杉)  本学の学習支援について 

３．ＦＤ支援オフィス長(松澤)  本学のＦＤ活動について 

    

 ５月９日(金) １５時より約１時間、第１回ＦＤ／ＳＤ研修会「初

任者研修会」が行われました。 

 始めに西村学長より本学の沿革及び建学の精神、大学運営、平成２

７年度入試等について話があり「質問等がある人は、いつでも学長室

へ来て下さい。」と気軽に声をかけていました。次に小杉学習支援オ

フィス長より本学の学習支援について現状と課題の話があり、特に多

様な背景をもつ学生に対しての学習環境整備及び対応、学習サポート

教室についての話がありました。最後に松澤ＦＤ支援オフィス長より本学のＦＤ支援活動の概要及

び授業評価として、本学のＦＤ活動、学生ＦＤ活動についての話がありました。 

 また、年に２回実施される授業改善アンケート実施の説明と結果の

説明があり松澤ＦＤ支援オフィス長のアンケート結果と授業を例に具

体的な話がありました。 

 今回の研修で参加された教員は、本学の支援体制及びＦＤ活動の内

容が理解され興味を持って頂いたようである。時間に限りがあるため

十分な説明が出来ませんでしたが、不明確な点が、多少解決できたの

ではないかと思います。今後に役立つことを願います。 

 参加者は、今年度採用教員１１名のうち８名参加。 

 （教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 

（２）第２回ＦＤ／ＳＤ研修会「ＦＤ講演会」-新しい授業改善- 

  日 時：平成２６年９月１６日(火) １５：００〜１６：００ 

  場 所：８２２教室 ８号棟２階 

  講 師：追手門学院大学 副学長 秦 敬二先生 

 

 平成２６年９月１６日(火)１５時から１６時にわたり、８２２教室

にて、追手門学院大学の副学長、秦 敬二先生を招いての講演会が行

われた。出席者は、本学の教職員５３名、他大学より２名教職員の参

加があり計５５名の参加であった。 
 講演会では、前任校である愛媛大学で取り組んできた教育改革を推進

するための組織・制度や、授業改善のための事前準備であるシラバス

の改善、授業評価アンケートなどについて、具体的な事例を交えてお

話しをいただいた。 

 この中で印象深かったのは、「ＦＤとは、学生に焦点をあてて教育・

学習効果を最大限に高めること」とか、「シラバスは、映画の予告以
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上にワクワク感があるもの」との言い回し方や、授業改善アンケートを確かめるスチューデント・

フィードバック・シート（コメントシート）の取り組みである。 

 本講演会を通して、我が国のＦＤ研究の最先端の情報を得るとと

もに、この分野で活躍する先生の心意気や熱気を感じることができ

た。 

 特に、今日、大学の授業で求められている、学生が互いに学び、

互いに教える”互学互修型”に向けて悪戦苦闘している教員の問題

意識を大いに揺さぶる刺激的な研修会であった。 

                                              
  （短期大学部 こども学科 矢花 司） 

 

 

 

（３）第４回ＦＤ／ＳＤ研修会「平成２６年度産業界ニーズ事業  

                      ＦＤ支援委員会主催 講演会」 

  —組織活性！チーム力ＵＰマネジメント-  

        ～社会のニーズに対応できる学生を育てるために～ 

  日 時：平成２６年１２月２５日(木) １３：１０〜１４：４０ 

  場 所：８２２教室 ８号棟２階 

  講 師：株式会社Ｓ・ＰＬＡＮＥＴ代表取締役 人材育成ファシリィテーター 瀬川 弘恵氏 

   

平成２６年１２月２５日（木）１３:１０～１４:２０の間、本学８２２教室において、産業界ニ

ーズ事業事務局及びＦＤ支援委員会主催の講演会を開催した。産業界ニーズ事業（「産業界のニー

ズに対応した教育改善・充実体制整備事業」）とは、３年間の補助事業として平成２４年度に文部

科学省から採択を受け、本学就業力養成科目の内容充実に関する取組や教職員向けの研修会や講演

会等を実施している。今回は、外部講師として株式会社Ｓ・ＰＬＡＮＥＴ代表取締役の瀬川弘恵氏

を招いて講演会を開催した。出席者は本学教職員４６名、外部教職員３名、合わせて４９名の参加

であった。講師の瀬川弘恵氏は日本航空でのキャビンアテンダント業務を経て、株式会社Ｓ・ＰＬ

ＡＮＥＴを設立し現在は、人財育成ファシリテーターとして人間力をアップさせ個人と企業を元気

【自分に必要な知識スキルを身につけた】 

【研修 、全体的に満足できるも だった】 

【講師 要した教材 、わかりやすかった】 

【講師 言動 、学習意欲を高めた】 
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第２回　FD/SD研修会アンケート 

そう思う どちらかと言え そう思わない 無回答 未提出 

【自分に必要な知識スキルを身につけた】

【研修は、全体的に満足できるものだった】

【講師の要した教材は、わかりやすかった】

【講師の言動は、学習意欲を高めた】
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第２回 FD/SD研修会アンケート

そう思う どちらかと言えば そう思わない 無回答 未提出
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にすることをモットーに、自治体・企業向けのコーチングや研修にも数多く取り組んでいる。今回

はその経験から教育力を高めるための「組織活性化」について実例を交えての講演であった。講演

内容のいくつかを以下に紹介する。 

・組織構成員一人ひとりの「コミュニケーション力」をアップすることが組織活性化につながる。 

・コミュニケーション力低下の原因のひとつに、メール等が普及し顔を合わせなくてもコミュニケ

ーションが取れてしまうと思われるツールを人々が多く利用し、人に関心を持つことが薄れてき

ていることが挙げられる。近年、多くの企業では、言われたことしたできない若手社員の増加に

悩んでいる。 

・企業風土の改革を行う上で必要だと感じることは、組織構成員の「育ってきた環境」や「価値観

の違い」を理解し、同じ目標を持って取り組むことの重要性である。 

・コミュニケーションとは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感を使って、外からの情報を感じ

取るものである。同じことを体験しても、経験という脳のフィルターを通して感じ取るのでそれ

ぞれの経験や価値観、育ってきた環境の違いで感じ取り方が変わってくる。 
・経験などにより染みついた自分の価値観や思い込みを変えるのは難しく、考え方を急に変えるこ

とには抵抗をしてしまう。 
・企業には表面に示され出てきているルールなどの顕在意識と、表には出ていない長年の運営の中

で染み付いている癖のような潜在意識とがある。組織内で新しいことをやろうとしても組織の潜

在意識が邪魔をしてしまい出来ないことが多い。潜在意識を変えることは難しいがそれが組織活

性に繋がる。 
・コミュニケーションアップの手段としては「オフサイトミーティング」が有効であり、気軽に真

面目な話をする場を作り立場や役職をいったん離れ他人の話をじっくり聴き合うことによって、

信頼関係を築き本音で語りあえるようになる。そしてそれが組織活性化につながる。 
講演終了には会場内から質問が複数あり、活発な意見交換が行われた。 

 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

9 16 10 3 2 2 7 

開催内容について 

とても良い 良い 普通 あまり良くない 良くない 無回答 未提出 
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５．公開授業 

（１）公開授業について 

 今年の公開授業は３学部１７科目の授業を公開しました。 

 今年は、告知のタイミングが遅れたために少し参加者が少なかったようです。 

今後は、公開する授業の時間設定など参加者が参加しやすい工夫や、公開授業についても開催方法

や授業方法の共有などを考える必要があります。 

公開授業を実施していただいた教員の方及び参加していただいた教職員の方には感謝申し上げ

ます。今回の公開授業が、今後の教育改善等に少しでもお役にたつことを望んでいます。 

                           （教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 

 

（２）公開授業日程 

 
 平成２６年度公開授業期間（平成２６年１１月１０日〜１１月１９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 時限 科目 教室 担当教員

２講目 教職概論 ７３３教室 西村貴之（ス）

３講目 ３ＤグラフィックスⅠ 第きょうしつ 松澤衛（芸）

１１月１０日 ３講目 プログラミングによるＣＧ 第１ＬL教室 松澤衛（芸）

２講目 モーショングラフィックスⅡ 第１ＬL教室 松澤衛（芸）

３講目 映像論 ７２３教室 松澤衛（芸）

４講目 健康福祉学概論 ５３９教室
小田史郎,本間美幸

山本麻由美,吉田修大

５講目 キャリアデザイン演習 ６４９教室 湯澤直樹（ラ）

２講目 心理アセスメント法 ７３４教室 飯田昭人(心）

３講目 ３ＤグラフィックスⅠ 第１LL教室 松澤衛（芸）

５講目 国語（書写含む） ７２２教室 高橋さおり（こ）

２講目 発達障害者等の教育課程及び指導法 ８２２教室 瀧澤聡（ス）

３講目 プログラミングによるＣＧ 第１LL教室 松澤衛（芸）

２講目 モーショングラフィックスⅡ 第１LL教室 松澤衛（芸）

理科概論 １３８教室 横山光（教）

社会的養護内容 １２９教室 勝井陽子（こ）

映像論 ７２３教室 松澤衛（芸）

５講目 キャリアデザイン演習 ６４９教室 湯澤（ラ）

３講目

１１月１０日

１１月１７日

１１月１８日

１１月１９日

１１月１２日

月日 時限 科目 教室 担当教員

２講目 教職概論 ７３３教室 西村貴之（ス）

３講目 ３ＤグラフィックスⅠ 第きょうしつ 松澤衛（芸）

１１月１０日 ３講目 プログラミングによるＣＧ 第１ＬL教室 松澤衛（芸）

２講目 モーショングラフィックスⅡ 第１ＬL教室 松澤衛（芸）

３講目 映像論 ７２３教室 松澤衛（芸）

４講目 健康福祉学概論 ５３９教室
小田史郎,本間美幸

山本麻由美,吉田修大

５講目 キャリアデザイン演習 ６４９教室 湯澤直樹（ラ）

２講目 心理アセスメント法 ７３４教室 飯田昭人(心）

３講目 ３ＤグラフィックスⅠ 第１LL教室 松澤衛（芸）

５講目 国語（書写含む） ７２２教室 高橋さおり（こ）

２講目 発達障害者等の教育課程及び指導法 ８２２教室 瀧澤聡（ス）

３講目 プログラミングによるＣＧ 第１LL教室 松澤衛（芸）

２講目 モーショングラフィックスⅡ 第１LL教室 松澤衛（芸）

理科概論 １３８教室 横山光（教）

社会的養護内容 １２９教室 勝井陽子（こ）

映像論 ７２３教室 松澤衛（芸）

５講目 キャリアデザイン演習 ６４９教室 湯澤（ラ）

３講目

平成２６年度　授業公開担当一覧

１１月１０日

１１月１７日

１１月１８日

１１月１９日

１１月１２日
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（３）公開授業を実施して 

この度、こども学科１年次対象「国語」の授業を公開させて頂きました。この授業は小学校国語

科の領域内容を学ぶことをねらいとしつつ、保育者・教育者を目指す学生が、各々自分の言葉を用

いて思考・表現する学修を行っています。また、本科目は、こども学科の教育理念にある「こども

を取りまく環境や社会的な課題に関する洞察力」や、教育目標にある「こどもの保育や教育及びこ

どもに関する諸課題に適切に対処できる」力の育成の一端を担っていると捉えられ、公開授業では、

学生のディベート実践をご覧頂きました。言葉を用いて思考・表現することが諸課題への問題解決

能力に繋がっていることを、学生自身に体感させることが目的です。 
この機会で得たことは「学生にどのような力を身に付けさせ、そのために、どのような授業を展

開する必要があるのか」という、授業担当者としての基本に立ち返ることでした。お越し下さった

先生方に授業を客観的にご覧頂き、ディベート実践の新たな意義や受講学生に今求められている力、

また、それを身に付けさせるための方法など、多くのことを学ばせて頂きました。学生一人ひとり

の持つ力を冷静に捉え、将来を見据えてその力を伸ばすことができるよう、常に自分の授業を振り

返り、改善に努めることの重要性を実感いたしました。大変貴重な機会を頂戴しましたことを、あ

らためてお礼申し上げます。 
                            (短期大学部 こども学科 高橋さおり) 

 

（４）公開授業に参加して 

 本学の「公開授業の実施」の趣旨は、学生により良い講義を展開するために、「他の先生の工夫

を見習う」、また「改善点を提示する」ことに尽きる。この度も公開授業を参観することができ、

学生の主体的な参加を促すために発信だけでなく、「前の時間の復習」「学習に作業を取り入れる」

「学生の理解度を把握できる」などの活動が展開されており、大変参考になる参観であった。 
ただ残念なのは、参加者が私一名と少なく、多くの方々に参加してもらえるためには、「テーマ」

（例：活動を伴う授業の展開など）を設定（授業者が設定するか、ＦＤ支援委員会が設定するかは

今後の課題）し、その後話合いの時間を設定することも、打開策の一つと考えます。 
（教育文化学部 教育学科 島津 彰） 

 
 

６．ＦＤネットワーク“つばさ”大地連携ワークショップ in 阿寒 

日 時：平成２６年８月５日(火)〜８月８日(金)   

場 所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉 

対象者：ＦＤネットワーク“つばさ”プロジェクト連携校の学生  

 目 的：森には景色として眺めるだけでなく、いろいろな利用の仕方があることを体験から理解す 

     る。学習の場として森を理解したうえで、阿寒の森から情報発信する方法を考える。 
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【教職員】 

【学 生】 

参加者名簿 

日本女子大学 人間社会学部 心理学科 3 渡邉　瑞生

日本女子大学 人間社会学部 心理学科 3 小泉　麻貴

日本女子大学 人間社会学部 文化学科 3 細川　由香里

青森中央学院大学 地域マネジメント 1 林　　景芃

山形大学 工学部 応用生命システム工学科 2 佐藤　清志郎

山形大学 工学部 物質科学工学科 2 平井　裕士

札幌大学 外国語学部 英語学科 3 今野　真紀

札幌大学 地域共創学群 地域創生専攻 2 小幡　堯之

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 3 村上　大岳

東北芸術工科大学 芸術学部 美術学科 2 日向　大智

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 1 中田　晃子

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 1 丹下　未菜

北翔大学 生涯学習システム学部 芸術メディア学科 4 乾　俊英

北翔大学 人間福祉学部 地域福祉学科 2 小笠原　あゆみ

北翔大学 教育文化学部 心理カウンセリング学科 1 国田　真結

大　学　名 学　部 学　科 学　年 氏　名

日本女子大学 人間社会学部 　　現代社会学科 教授（学部長補佐） 遠藤　知巳

青森中央学院大学 経営法学部 准教授 丸山　愛博

青森中央学院大学 教育開発推進課 リーダー 葛西　崇文

山形大学 教育開発連携支援センター 講師 橋爪　孝夫

山形大学 教育開発連携支援センター 教授 小田　隆治

山形大学 教務課 課長 齋藤　秀昭

東京家政学院大学 児童学科 教授 金子　和正

北翔大学 教育文化学部 芸術学科 准教授 松澤　衛

北翔大学 教育文化学部 教育学科 教授 島津　彰

北翔大学 教育支援総合センター FD支援オフィス 課長 千葉　道博

北翔大学 教育支援総合センター FD支援オフィス 高田　尚樹

大　学　名 所　属 役 職 等 氏　名

大地連携ワークショップin阿寒　平成26年8月5日〜8日

日本女子大学 人間社会学部 心理学科 3 渡邉　瑞生

日本女子大学 人間社会学部 心理学科 3 小泉　麻貴

日本女子大学 人間社会学部 文化学科 3 細川　由香里

青森中央学院大学 地域マネジメント 1 林　　景芃

山形大学 工学部 応用生命システム工学科 2 佐藤　清志郎

山形大学 工学部 物質科学工学科 2 平井　裕士

札幌大学 外国語学部 英語学科 3 今野　真紀

札幌大学 地域共創学群 地域創生専攻 2 小幡　堯之

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 3 村上　大岳

東北芸術工科大学 芸術学部 美術学科 2 日向　大智

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 1 中田　晃子

東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 1 丹下　未菜

北翔大学 生涯学習システム学部 芸術メディア学科 4 乾　俊英

北翔大学 人間福祉学部 地域福祉学科 2 小笠原　あゆみ

北翔大学 教育文化学部 心理カウンセリング学科 1 国田　真結

大　学　名 学　部 学　科 学　年 氏　名

日本女子大学 人間社会学部 　　現代社会学科 教授（学部長補佐） 遠藤　知巳

青森中央学院大学 経営法学部 准教授 丸山　愛博

青森中央学院大学 教育開発推進課 リーダー 葛西　崇文

山形大学 教育開発連携支援センター 講師 橋爪　孝夫

山形大学 教育開発連携支援センター 教授 小田　隆治

山形大学 教務課 課長 齋藤　秀昭

東京家政学院大学 児童学科 教授 金子　和正

北翔大学 教育文化学部 芸術学科 准教授 松澤　衛

北翔大学 教育文化学部 教育学科 教授 島津　彰

北翔大学 教育支援総合センター FD支援オフィス 課長 千葉　道博

北翔大学 教育支援総合センター FD支援オフィス 高田　尚樹

大　学　名 所　属 役 職 等 氏　名
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チューニング

8:45 発 赤いベレー（学生） 9:00 まりむ館（１Fホール）

9:30 着 スキー場展望台駐車場 9:15 発 まりむ館

　（徒歩５分） 9:30 着 中学校の先にある森で木を伐採

9:35 着 　阿寒湖の概要説明 トドマツの枝、集め

全体像を俯瞰する

（地図とコンパス）阿寒の森の話し
10:30 発

10:10 発 スキー場展望台駐車場 10:45 着 まりむ館（ぱくぱく）＆前庭or１Fロビー

10:30 着 まりむ館（開校式） 　枝を細かくする作業

10:45 オリエンテーション 11:15 蒸留作業

アイスブレイク（デートゲーム） 12:00 終了

スライドショー 昼食

12:00 昼食（まりむ館 or 湖畔園地） 13:00 発 まりむ館

13:00 前田一歩園の森林について 13:30 着 湖北の森

13:30 発 まりむ館 　湖北の森＆チュウルイ湾

13:45 着 光の森での自然体験 　まりもセミナー（まりも研究室）

　　　・五感を研ぎ澄ます 15:45 発 チュウルイ湾

　　　・感じたことを表現する 16:15 着 まりむ館（会議室）　　※蒸留結果

      ・ソロ体験（自分の場所）

16:00 発 光の森 17:00 終了

16:15 着 まりむ館　ワークショップ 18:00 夕食

　・阿寒湖の森で感じたことを整理する 19:30 着 まりむ館　レポート整理

17:00 終了 20:00 　（平取　交流）

　ホテルチェックイン 21:30 （終了）

18:00 夕食（懇親会）

19:30 着 まりむ館

20:00 　　平取とネットで交流

20:30 　　レポート整理

21:00 　（終了）

現代のスピード感ある暮らしは人間が本来持っていた感覚を置き去りにし、短絡的で、衝動的な傾

向になっている。阿寒の森に流れる時間や空間という場にチューニングを合わせ、自身のセンス・オ

ブ・ワンダーを呼び覚ます。

テーマ

目　的

８月５日（火曜日）

１）自然のリズムにチューニングを合わせ、普段気にしていない感覚に気づく。

２）参加者同士のリズムを作る

３）阿寒の場を感じる

８月６日（水曜日）

目　標

9:00 発 まりむ館　会議室　 9:00 まりむ館　　発表会＆報告会

9:30 着 光の森＆ボッケ 11:00 表彰式

10:00 　（素材撮影＆自分の木探し） 11:30 閉校式

11:30 発 12:00 昼食

12:00 着 13:00 阿寒湖→釧路駅

昼食　

　（広大の桟橋前orまりむ館ぱくぱく）

13:00 まりむ館　会議室　

13:30 　各班で映像作成

18:00 夕食

19:00

19:30 まりむ館　制作スライド（映像）チェック

20:00

20:30 プレ発表会（平取と交流）

21:00 映像編集纏め

発信・表現

自然とじっくり向き合うことで見えてくるものを写真というフレームで切り取ることで、自分の自然を際

立たせ、自身の自然観に気づいていく。その上で、他のメンバーと写真を共有、共感しながら多様な

自然観、その人そのものを受け入れることで多様な価値観を認め、尚且つ一つのものにまとめてい

くダイナミクスから学ぶ。

１）阿寒の森の特徴を切り出す。

２）グループの合意形成のプロセスから学ぶ。

３）阿寒の森の特徴を活かしたスライドショーを作る。

８月７日（木曜日） ８月８日（金曜日）

テーマ

目　的

目　標

【プログラムスケジュール】 
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「大地連携ワークショップを実施して」 

 １年間準備してきた、阿寒湖での大地連携ワークショップを無事に

終えることが出来ました。８月４日の前泊を含めて、８月８日まで

の５日間のワークショップは、初めてのことばかりでとても勉強に

なりました。東日本各地から１２名の学生とワークショップのサポ

ートとして本学学生ＦＤの３人が参加し、計１５名でのスタートで

した。 

 ８月４日の火熾しで始まったバーベキュー、５日小雨の中の「光の

森」での活動、自分の木の探索、帰ってからのまりむ館でのグループワーク、６日の木の伐採見学、

枝の採取、香り抽出、お昼のザリガニ、午後からのマリモ見

学、７日、スケジュールを少し変更しての映像講習会、森で

の撮影、自分の木の撮影、午後のグループワーク、平取との

ネット交流、プレ発表、８日の自分の木写真展、発表。今、

思うととても充実した５日間でした。 

（教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 

 

「大地連携ワークショップ（阿寒湖周辺・森の学校）に参加して」                      

                              平成２６年８月に開催された、「阿寒湖周辺の森を活用した森の学校」に２日間

参加した感想を報告します。参加学生は東京、山形などから参集し、阿寒湖の

森を維持管理している「前田一歩園財団」や「NPO 法人・阿寒観光協会」の全

面的な支援の基に開催されました。目的は将来の困難な時代の中でも、社会に

柔軟に適応できる人材を育成することにあります。そのために専門分野が違う

学生が、地域にエキスパートの指導の基に様々な体

験学習をとおして、現代社会の問題を発見し探究す

る活動を行います。 
私が参加した中で一番印象に残ったのは、樹齢が数百年の原生林の

なかで自分の樹木を見つけ、その木と対話する活動と、目前で実際に

木を伐採する様子を見学し、その枝から樹液を抽出する過程を体験す

る学習でした。都会暮らしの学生には、自然を守り育てることの大切さ、また人間がいかに多くの

恩恵を自然より得ているかを、阿寒湖の周辺から学んだ学習であったと思います。 
（教育文化学部 教育学科 島津 彰） 

 

 

「ワークショップを終えて」 

 平成２６年度大地連携ワークショップ in 阿寒が無事終了して胸を

撫で下ろしています。 
 今回のワークショップは、何を準備してよいか、各大学統一して行

うものは何か、全体としてのスケジュールどうなのか、個人的に全く

分からない疑問だらけの状態でした。その中で３月に山形へ行き、内

容と全体スケジュール特にチラシ作成、募集期間を聞いて唖然としたことを覚えています。 
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その後、東京で事務連絡会議が行われ、関東開催の各大学の進み具合を

聞いて、また驚きと焦りを感じ帰路しました。まだ担当者との面識もな

く、何も進んでいない状態であったため焦りと不安がより一層強まった

感じでした。 
 ４月末に初めて阿寒へ行き担当者の打ち合わせと前田一歩園財団の事

務所で常務にお会いし森について貴重なお話を聞かせて頂きました。 
６月の山形大学で行った協議会で、釧路市・阿寒観光協会・北翔大学

の実施担当者の顔合わせ及びスケジュール、内容など概要を打ち合わ

せ、7 月に阿寒湖で最終打ち合わせ。ワークショップ実施前に、顔を

会わせて打ち合わせ出来たのは３回だけでした。 
普段は、メールやサイボウズ Live を利用し、内容等の調整を行い、

ワークショップを迎えました。 
 全体的に計画通りに進み問題も無く終了しましたが、やはり不慣れと準備、

コミュニケーション不足が目立つワークショップだったと感じています。

今回が、無事問題も無く終了できたのは、釧路市を始め阿寒観光協会、前

田一歩園財団など関係者の方々のおかげだと思います。本当に感謝してお

ります。 
 来年度、北海道のワークショップは、阿寒湖で行うことになり本学が実施校です。 
今回のことを参考に、より良いワークシップにしたいと思います。 

 (教育支援総合センター ＦＤ支援オフィス 千葉 道博) 
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７．学外研修参加状況 

（１）「ラーニング・コモンズ”SPACe”見学会 

                  及び第１２回創価大学ＦＤフォーラム」参加報告 

日 時：平成２６年７月２６日(土) 
   場 所：創価大学 大教室棟 S２０１教室 
 

 第１２回 創価大学ＦＤフォーラムに参加しました。 
 午前中は、昨年９月にオープンしたラーニング・コモンズ”SPACe”を見学。 
学生スタッフによる案内で施設を見ましたが、非常に広く、いくつかのブースに分かれ、グループ

ディスカッション、アクティブラーニング等教員とコミュニケーションをとれる場、学生間等フレ

キシブルでくつろぐスペース、語学の勉強のため留学生と話をするスペース、ＤＶＤ等見るスペー

ス等よく考えられ、おしゃれな場であった。中でも留学生が常に常駐し、会話や異文化を知ること

が出来ることは、羨ましく感じた。 
 午後は、基調講演「今求められている大学改革とＩＲ」と題して文部科学省の秋山氏より大学教

育の現状と課題、大学教育の質的転換、改革状況の可視化、ＩＲについての取組状況について講演

された。二つ目の基調講演として愛媛大学の秦先生より「新しい授業改善の試み」と題して愛媛大

学で行われてきた事例と授業改善に必要なＣＰとＧＰ達成等について話された。 
 今回のフォーラムに参加して、北海道では、なかなか聞けない貴重な話を聞いて参考となりまし 
た。今後に役に立つ講演でした。   (教育支援総合センター ＦＤ支援オフィス 千葉 道博) 

 

 

（２）「学生ＦＤサミット ２０１４夏」参加報告 

   日 時：平成２６年８月２３日(土)～２４日(日) 

   場 所：京都産業大学 
 

 大学で意欲的、主体的に学んでいる学生の活躍を、学生自身による

工夫を凝らしたポスターセッションや、しゃべり場などを通して参観

することは、実に楽しく嬉しいものである。 

  平成２６年８月２３日、２４日に盛夏の京都、京都産業大学で開催

された「学生ＦＤサミット ２０１４夏」～あなたがキヅク未来～に

参加する機会に恵まれ、大学の授業改善のために行われているＦＤ研

究のプログラムに参画し、最前線の情報を知るとともに体験的に学ん

だ。 

 このサミットは、大学教育の改善について、学生が主体に取り組むイベント

であり、参加大学は５０校、参加者は、学生、教職員あわせて約５００名であ

った。 

 １日目の恒例の「ポスターセッション」は、各大学の特色ある学生ＦＤ活動

を紹介する内容である。３０程度の大学を駆け足で参観した。それぞれが工夫

されており、面白かったが、特に、私の興味をひいたのは、日本大学文理学部

の「こんな授業が欲しかった」という提案型コンセプトであり、今時の学生が

求める授業像が絵図を通して分かりやすく、くっきりと描かれていた。 

 次のメイン企画の「しゃべり場」では、学生、教職員が６～７名の小グレープにわかれ、「大学

 

2014 年 8月 

23 日(Sat)・24 日(Sun) 

[主催]  京都産業大学 学生 FD スタッフ「AC 燦(SAN)」 
京都産業大学 教育支援研究開発センター 

[申込方法]学生 FD サミット 2014 夏の HP 参照 

[申込締切] 2014 年 7 月 11 日(Fri) 

[お問い合わせ先] 京都産業大学 学生 FD スタッフ「AC 燦(SAN)」 

学生ＦＤサミット2014夏 

―あなたがキヅク未来― 

Student-Initiated Faculty Development SUMMIT 

kyosan.san.fds.info@gmail.com 

学生 FD の未来とは？ 

学生が描く 

大学の未来とは？ 

in 京都都産大 学 
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をよくするために何ができるか」をテーマにワーキングを行いました。ファシリテーター役の学生

の進行に基づき、付箋と模造紙を使用しながら、９０分間自由闊達に意見交換した。私も、参加学

生の意欲を引き出したり、多様な問題意識をもたせたいとの気持ちから様々な論戦を仕掛けたもの

だが、ＦＤ活動で鍛えられた学生だけに同質の意見だけでなく多様な考え方が楽しく交流され面白

かった。 

 この学生ＦＤサミットを契機に、全国各地でも学生ＦＤの交流活動が行われるようになっている

ことを関係者からお聞きしたが、本研修会を通して、今日、大学の授業で求められている、学生が

互いに学び、互いに教える”互学互修型”の授業を目指す学生ＦＤ活動の今日的意義を再確認する

ことができました。                  （短期大学部 こども学科 矢花 司） 

                            

 

（３）「第１4回山形大学ＦＤ合宿セミナー」参加報告 

期 日：平成２６年９月９日(火)・１０日(水) 

場 所： 山形大学蔵王山寮 

 

 平成１３年度より山形大学で行われている今年で１４回目となる合宿セミナーに、初めて参加し

て来ました。 

 このセミナーの目的は、「個人個人の教員が教育者としての自己認識の深まりと学生の学びを大

切にする授業、および授業改善の方法を具体的なケースを交

えて考察・議論し、学生を中心とする教育・授業を発展させ

ること」です。 

 １日目は、オリエンテーション後、北星学園大学の田実先

生のプログラム１「学生のニーズに応える授業とは？−大学教

員の美しき誤解とインタラクティブな授業の工夫」、このプ

ログラムでは、教員がいいと

感じている授業と学生が理解できる授業とのギャップを紹介し、そ

のギャップを埋めるためには、どのような工夫が必要かを、実例を

通して、話をされた後、グループ内で現在行っている工夫などを共

有しました。 

プログラム２では、「学生の学

修を支援する授業とは？−発達障害等の配慮を必要とする学生

が受講している授業の工夫」、自閉症と言った障害の特徴をわ

かりやすく解説をして頂き、各障害によってどのような注意を

し、配慮すればいいのかを具体的に話していただきました。特

に印象に残っているのは、口だけではなく紙などを参照し、耳

と目からの情報で学生に伝える必要があるということです。                      

２日目は、東京工芸大学の大島先生から「授業力の向上−わかりや

すい授業を実現するために−」のプログラムで、授業開始目、授業、

授業終了後、授業準備の大切さ、学生にどのように伝えるかの重要

性をご自身の体験を通してわかりやすく話していただきました。授

業の初めに関して、授業内容を、シラバスを参照で済ますのではな

く、紙にしてもう一度確認作業を行うことが重要だと話して頂き、

私が普段行っている方向性の確認が出来ました。 
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また、他人から自分がどのように見えているかということをわかるイメージ交換ゲームなど、客観

的に自分をどう捉えるかを学びました。 

２日間は、あっという間に過ぎ、全国には、熱意のある教員がいることを再認識しました。この出

張の成果を本学の教育にも取り入れてより良い授業・教育を目指していきます。 

（教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 
 
（４）「２０１４年度 第１回 神奈川大学ＦＤ研修会」参加報告 

     大学教育の再構築 —学生を成長させる大学へ—   

期 日：平成２６年１１月８日(土)１３:００〜１６:３０ 

場 所：神奈川大学 横浜キャンパス 

 

 神奈川大学の横浜キャンパス３号館３０５講義室で１１月８日に行われました。 

 第一部は、金子 元久 氏（筑波大学教授、東京大学名誉教授、日本高等教育学会会長）による基

調講演で「大学教育の再構築―学生を成長させる大学へ―」という題目で９０分話されました。 

如何に大学は、学生を成長させられるかというテーマで、最古の大学の成立ちや、教育の歴史を話

され、これからのあるべき大学の姿を例に出しながらわかりやすく話をされました。特に最古の大

学等の歴史の話は今まで聞いたことがないことでした。やはり昔から教育は、国にとって重要な課

題何だということを再認識しました。 

 第二部は、グループに別れてのワークショップで、「学生の意欲を引き出す授業とは？」という

題目で、教員、職員、学生、マスコミという立場が違う人達とそれぞれが考える授業のあり方をデ

ィスカッションしました。 

参加者が、学生の意欲を引き出す授業の理想や実際に行っている事例をそれぞれが話をして、私は、

最近行っているサイボウズLiveによる授業での学生とのコミュニケーション等について話しまし

た。各参加者の意識が高く活発な意見が出され、実際に学生の意欲を出すには、授業内でのコミュ

ニケーションや進め方等を今とは違う工夫が必要という話にまとまりました。 

 第三部は、それぞれのグループで話した結果を各グループ代表者が学生を交えて発表をし、研修

会参加者との情報共有を行いました。どのグループも同じ様な意見でまとまっていました。学生や

教育に対して思いは一つ何だということを再認識しました。 

（教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 

 

（５）「つばさプロジェクト 学生主体型授業 合同課題構想発表会」参加報告 

日 時：平２６年１１月１５日(土) １３:３０～１８:３０ 
場 所：山形大学 小白川キャンパス 
発表順： 
  １．山形大学「社会理解(キャリアデザイン)」 
  ２．北翔大学「映像論・モーショングラフィックスⅡ」 
  ３．山形大学「地域の中の大学−学生主体型授業の展開—」 
  ４．札幌大学「メディア表現演習応用Ⅱ」 
  ５．山形大学「グローバス社会を勝ち抜く(Y−M 大学間連携授業)」 
  ６．北翔大学短期大学部「こどもと地域」 
  ７．明海大学「新聞購読セミナー」 
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  ８．山形大学「体感する科学(教養セミナー)」 
  ９．東北芸術工科大学「洋画演習４「教員ゼミ」コミッションアートのシミュレーション」 
  １0．山形大学「サイエンス・コミュニケーションⅡ(教養セミナー)」 

 
「映像論・モーショングラフィックスⅡ」 

 この日は、各学校の各学科がグループごとに なんの授業で何を学び、

次回の報告会までに何をしてくるのかをプレゼンし合いました。当たり前

ながら自分の知らない学科ばかりで、どのグループもわかりやすくまとめ

プレゼンしていました。 

自分は、松澤先生の映像論とモーショングラフィックスⅡについてのプレ

ゼンでした。 

これをするにあたって、先生と話をしたり、自分で考えたり、先生の発

言に注意しながら改めて授業を受け、こんなことをやっていたのだと 客

観的に授業を復習できていい機会でした。 

 プレゼン自体は 緊張しましたが 勉強になるいい経験でした。北海道

に帰り、制作地獄の日々が始まります。           

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 ２年 林 夏実) 

 

  「こどもと地域」 

 発表者遅刻から始まった、合同課題発表会はとても楽しいものでした。

各学校で学びの内容を聞いて、自分の勉強している分野とは全然違う世

界があり、地域、大学によって様々な特色があることを知ることができ

ました。 
この別の分野を自分の分野にどう生かすことができるかなど考えるだけ

でわくわくしました。自分達の発表も「こども学科を知ってもらいたい」という気持ちから手遊び

から始まり、こどもと地域の授業への導入となりました。 
 今学んでいることを、全く違う分野の勉強している人にどう分かりやすく伝えるかなど考え、伝

えることの難しさも感じました。 
 各大学の発表を見て、次回はこんなこともしてみたいなど期待の膨らんだ１日でした。 

（短期大学部 こども学科 ２年 黒岩 良美） 
 

 初めての他の大学での発表ということもあり、なにをしていいかもわか

らず、一人では不安ということもあり黒岩さんを誘いました。一人ではま

とまらないこともサクサク決まりプレゼンも内容

の濃いものができて山形大学に持っていくことが

出来ました。当日は普段関わりのない学科の発表

を聴く機会もあり全然知らない世界に視野を広が

ることが出来ました。山形大学の各学科の発表のなかでも、自分が実際に

学んでいる分野にも近い「中学校への出前授業」をこのあとしていくとい

う授業の発表が特に印象的でした。 
その後は、昼食を取りながらの各大学の交流会を開き普段は他にどのような授業をしているのかを

お互いに聞きあいとても充実した一日になりました。 
 （短期大学部 こども学科 ２年 柴田 裕子） 
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（６）「国内先進大学調査視察 追手門学院大学」報告 

日 時：平成２６年１２月４日(木)，５日（金）   

場 所：追手門学院大学 
 

昨年、１２月 4 日・5 日の２日間、追手門学院大学を訪問させていただきました。 
副学長の秦先生には、ご多忙の中、昨年 9 月に本学においてＦＤ研修会講師としてお迎えし、愛

媛大学及び追手門大学でのＦＤを柱とした大学改革の実例をお聞かせいただいていたこともあり、

大きな期待を持って訪問させていただきました。 
この訪問では、米澤部長、岸岡研究員、院生の黒田氏を中心に具体的な事例を含めてＦＤ／ＳＤ

及び大学改革を進めるスタッフの育成と改革を支え推進する執行部体制の重要性についてご教示

いただくとともに、本学での改革推進に向けた多くの貴重なアドバイスもいただきました。 
本来的なディプロマポリシーの構築・策定を目指し、ＤＰの実質化を図るカリキュラム再編とシ

ラバス整備による教育展開を図ることが大学改革の基幹であり最重要課題であることを改めて思

い知らされ、これらの経験を経てＦＤ／ＳＤが実質的なものになるのだとの思いを新たにさせられ

ました。 
訪問時のヒアリングや意見交換を終えてキャンパス内も見学させていただいた。そこでは、学生

が利用するさまざまな施設やそこに在籍する職員やスタッフ（学生を含む）、事務局内の配置や職

員の対応等々、隅々にいたるまで職員の育成や資質向上がなされていると感じました。大学改革と

いうプロセスを経て職員も育ち、さらに改善・改革が進み、こうしたことの繰り返しがＦＤ／ＳＤ

をより効果的に推進していくのだろうと感じています。 
今回の訪問で得たもの、感じたものを学内で共有し、本学でのＦＤ／ＳＤ、大学改革に活かして行

きたいと考えています。 
２日間にわたり、懇切丁寧にご対応いただいた皆様、本当にありがとうございました。 

  （短期大学部長 大関 慎、事務局長 芝田 浩二） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）「つばさプロジェクト 学生主体型授業 合同課題成果発表コンテスト」参加報告 
日 時：平成２７年１月２４日(土)   ９:３０〜１２:００ 

場 所：山形大学 小白川キャンパス 
発表順：合同課題構想発表会と同じ 
 

  「映像論・モーショングラフィックスⅡ」 

 この日は、前回の集まりで宣言したことを持ってきての報告会です。 

各グループとも綺麗に仕上がっていました。前回よりもどのグループもプレゼンのクオリティが上

がっていて驚き、緊張しました。 

この報告会は、いちおうコンテストという形なので グループごとに点数をつけていくのですが、
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これをすることによってプレゼンをきっちりじっくり見れたと思います。 

 評価するにあたって、分析するのは、発表者の良いところと悪いと

ころがわかり、それが今後のプレゼンに活かされると思うので勉強に

なりました。 

 今回このプレゼンをするのに、いつもはあまりしない先生、先輩方

に質問できたり、授業外にも自ら制作していったり、ただ単に課題を

するよりも 自分のやりたいこと、作りたいことができ、とてもあり

がたい機会でした。 

 先生と話すことで先生の真意なども垣間見えて良かったと思います。 

 最後は、泣きそうになりながら作業をしていましたが、いろいろ収穫できたのでやって良かった

と思います。          (生涯学習システム学部 芸術メディア学科 ２年 林 夏実) 

 

「こどもと地域」 

 こどもと地域の学びの集大成を報告する合同成果発表。 
前回色々とやってみたいことも浮かんだのに、忙しい日々に追われ

前回よりも何も考えずに発表をしました。結果は、思ったとおり何

を言うか、浮かばなかったりなど失敗に終わりました。 
とても悔しかったです。ですが、その失敗のおかげで色々なことが、

見えたり、学ぶことができました。各大学の発表でも「こうだった

から、こうすればもっといい！」「ここがよかった。 
自分も見習おう！」など学ぶことが多くありました。そして、自分の触れてこなかった分野に触れ、

視野広げることが出来たのではないかと思います。 
 次回のようにプレゼンをする機会があれば、今回学んだことを生かしていきたいです。 

（短期大学部 こども学科 ２年 黒岩 良美） 
 

前回の構想発表を踏まえての成果発表会でした。前回とは違い午

前中からの会となり、発表内容も成果発表ということで、前回の反

省点なども生かされた発表内容となりました。今回の私たちの発表

はパワーポイント中心ではなく、授業中に作成した防犯マップを中

心の発表内容となりました。他の発表の同じ大学からでた林さんの

ＭＶや、芸工大の個展発表の成果発表、外国人留学生のアルバイト

についてのアンケート結果などの前回よりも一段階以上も上の発表をしたチームがとても印象に

残りました。その後は、前回と同じように昼食をとり交流会をしたあとに山形大学の学生と山形観

光もでき、前回は体験できなかったことも体験することが出来ました。 
 今回は、大会形式で、点数で順位もつくのですが、そっちの方ではあまりよろしい順位を残すこ

とができませんでしたが、あまり後悔はしていません。  
（短期大学部 こども学科 ２年 柴田 裕子） 
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（８）「つばさシンポジウム 大学教育と地域活性化のコラボレーション」参加報告 
～東日本に咲いた多様な「大地連携ワークショップ」の花～ 

日 時：平成２７年１月２４日(土)   

場 所：山形大学 小白川キャンパス  
 

 １月２４日のつばさプロジェクトシンポジウム「大学教育と地域活

性化のコラボレーション～東日本に咲いた多様な「大地連携ワークシ

ョップ」の花～」に話題提供者として参加して来ました。 

今年度行われたワークショップを振り返るという意味のシンポジウム

で、５組のワークショップの発表者が、それぞれのワークショップに

ついて、１０～１５分程度で発表を行いました。ワークショップを行

う上での苦労などが語られました。 

私は、主に１年間の準備期間での苦労を発表しました。 

 発表後は、グループに分かれて、地域でワークショップを行う上での苦労や成功の共有を行いま

した。各参加者から参考になったとの意見が聞かれ、今後の地域と連携したワークショップ等がよ

り良い方向に進むのではないかという期待が膨らみディスカッションは終了しました。 

（教育文化学部 芸術学科 松澤 衛） 

 

 

（９）平成２６年度２月以降予定 

 

   ・創価大学ＦＤフォーラム「ＡＰ採択記念ＦＤフォーラム」 

    日 時：平成２７年２月２２日(日) １０:３０〜１６:００ 

    場 所：創価大学 中央教育棟 ＡＥ４５２教室   

    参加者：教育文化学部     芸術学科     松澤 衛 

        教育支援総合センター ＦＤ支援オフィス 千葉 道博 

 

   ・２０１４年度第２０回ＦＤフォーラム 

         「学修支援を問う〜何のために、何をどこまでやるべきか〜」 

    日 時：平成２７年２月２８日(土)〜３月１日(日) 

    場 所：同志社大学 室町キャンパス、今出川キャンパス 

    参加者：教育文化学部     教育学科     島津 彰 

        教育文化学部     芸術学科     松澤 衛 

        キャリア支援センター          小川 美夏 

        図書館                 滑川 友紅 

        教育支援総合センター ＦＤ支援オフィス 千葉 道博 

 

     ・第５回ＦＤ／ＳＤ研修会「発達障がい学生への支援の仕方 ～より効率よく支援するために～」 
    日 時：平成２７年３月３日(火) １５：００〜１６：００ 

    場 所：８２２教室 ８号棟２階 

    講 師：学生相談室 入江 智也 
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８．学生ＦＤ活動 

 今年度は「新入生歓迎翔タイム」への参加、スタッフによる勧誘で１年生３名、４年生１名が新

メンバーとして加わり、計１１名のスタッフで活動をしてきました。 
学外で開催されたイベントや大地連携ワークショップに積極的に参加し、それぞれ成長した点が

多くみられました。大学内での北翔アンビエント独自の活動は、「新入生歓迎翔タイム」、「活動報

告会の実施」、「活動報告書の作成」、新たな試みとして「目安箱の設置」、「授業に関するアンケー

ト調査」の４つでした。これらのうち、「新入生歓迎翔タイム」と「活動報告会」はスタッフにと

って納得のいくものではありませんでした。スタッフ自身で行った広報が不十分であり、参加者は

僅かであり、私たちの活動をより多くの学生に知ってもらうということに繋がらなかったと感じて

いるからです。 
この春４年生と短大２年生計６名が卒業し、スタッフの数は激減します。北翔アンビエントとし

ての活動を継続していくためにも、残された期間でしっかりと引き継ぎを行う、そして残ったスタ

ッフ同士で今後の在り方等の考えを共有し、新入生を迎える体制を整えていきたいです。 
   (人間福祉学部 地域福祉学科 ２年 小笠原 あゆみ) 

 

 

  ４月２５日(金)         学生ＦＤ「翔タイム!」  

  ８月５ 日(火)〜 ８日(金)  大地連携ワークショップ（北海道阿寒・平取） 

  ８月１９日(火)〜２２日(金)  大地連携ワークショップ（神奈川川崎） 

  ８月２３日(土)〜２４日(日) 学生ＦＤサミット(京都産業大学) 

  ８月２８日(木)〜３１日(日)  大地連携ワークショップ（山形戸沢） 

  ９月 ３日（水）      学生ＦＤ会議（札幌大学） 

 １１月１５日(土)       学生主体型授業「合同課題構想発表会」（山形大学） 

  １月２４日(土)            学生主体型授業「合同課題成果発表コンテスト」（山形大学） 

  ３月末日          学生ＦＤ活動報告書発行 
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９．編集後記 

 北翔大学・北翔大学短期大学部のＦＤ活動報告を、今年度も「活動報告集」として発行いたしま

した。本学がＦＤ活動に取り組み始めて１１年が経過し、私がＦＤ支援委員会の委員長になってか

ら丸４年が経ちました。 

 今年度は、文部科学省の大学間連携共同教育推進事業「東日本広域の大学間連携による教育の質

保証・向上システムの構築」の加盟校として、３年目を迎え本学主催の阿寒での大地連携ワークシ

ョップを行い、各地で大地連携ワークショップが開催されました。 

 学生ＦＤ組織「北翔アンビエント」による、学生へのアンケートを行いました。つばさプロジェ

クトによる外部でのイベントも多数開催されプロジェクトが大きく動いている１年でした。 

 しかし、同時にＦＤ本来の活動とは何か。どのように展開すれば、大学の教育が良くなるのか。

常に原点に立ち返る疑問もあるところであり、他大学から情報を得ながら、本学独自の取り組みを

検討しています。また、他の組織の方と同じ事業を行う難しさを痛感した１年でした。 

 

  投稿くださった教員の皆様に感謝申し上げますと共に、報告集をご覧いただき、学びを共有し合

い、更により良い大学作りの為に活用ください。       

                               （ＦＤ支援オフィス長 松澤 衛） 

 
 
 

ＦＤ活動へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。 
E-mail:fdoffice@hokusho-u.ac.jp 

 
本学のＦＤ活動についてはホームページ http://www.hokusho-u.ac.jp でご覧になれます。 
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