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１．学長挨拶 

FD 活動報告第６号の刊行に寄せて 

 
北翔大学・北翔大学短期大学部 

学長 西村 弘行 

 
この度、平成２６年２月１１日に本学学長に就任したばかりで、これま

での本学 FD 活動について全く把握しておりません。しかしながら、平成

２４年度第５号の FD 活動報告集を読む限り、「学士力向上」「社会人基礎

力」の観点から、およそ１０年間、「教育の質」向上のため様々な工夫や

改善に取り組まれて来たことが伺えます。 

 今日の高等教育機関では、入学前教育に始まり、基礎・教養教育、専

門教育、就業力養成教育が各学部学科のカリキュラムに編成され、教員

による講義に対して「学生による授業評価」が行われています。前職東海大学では、授業評価アン

ケートから点数化し、公開授業での複数教員による評価も参考にして「Teaching Award」を授与す

る制度を導入していました。 

 私が国立大学の教員（教官）になった昭和４４年（１９６９年）頃は、講義の仕方はすべて、教

員に任され、学生が内容を理解しようがしまいが、勝手で、他の教員はもとより大学運営責任者か

らの関与は全くない教育環境でした。「授業の分からないやつは出て行け」と出席学生にどなる教

員もいた程でした。その代り、学生は、予習と復習に自宅で時間を費やしていました。このような

状況は少なくとも２０年前まで続いていました。しかし、１９９０年代頃から１８歳人口が減少し、

全国私立大学は、学生確保には、在学生に一定の満足のゆく「教授法の改善」が、社会ニーズにな

りました。これが、今日のような FD（Faculty Development）組織を設けて、「教育効果を高める教

授法」について、様々な議論と実践の試みがなされてきました。 

 さて、古くから、教科書（理工系講義では一般的）やプリントを活用して、もっぱら黒板による

板書が主流でしたが、今日では、パワーポイント、ビデオなどの視聴覚機器の組み合わせによって、

講義の理解度を高め、学生と教員の双方向や学生間でのコミュニケーション時間を増やす工夫をさ

れている大学が増加してきました。ただ、視聴覚機器や電子機器による講義の比率を高めてゆくと、

受講生は、ノートに書いたりまとめたりする能力が失われ、漢字を正しく書けない事態に陥ること

が予想されます。私たち教職員でも、便利なパソコンを使用してから手書きすることが減り、加齢

原因もあり、漢字を忘れてきています。 

 道内大学連携で、本学は FD/SD 研修会に積極的に参加し、さらに公開授業の広がりのあることを

知り、大変嬉しく、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 

 
教育支援総合センター長 粥川 道子 

 
本学の FD/SD 活動は、本年度１０年目の節目の年を迎えました。活動開始以来

8 年間は、学長を委員長とする FD 実施委員会の活動方針のもと、FD 支援委員会

と FD 支援オフィスが、文字通り教職協働で教職員の能力開発のための研修会・講

演会、情報システム環境整備、学生 FD 活動などの支援業務を行ってきました。昨

年度からは、FD 実施委員会を FD 推進会議に改め教育支援総合センター長を議長

として、分掌を超えた横断的な FD/SD 活動の推進に努めています。 
本報告書は、北翔大学、北翔大学短期大学部の今年度の FD/SD 活動をまとめたものです。 
皆様に本報告書をご高覧いただき、ご指導ご鞭撻をいただければ幸いです。 
 
さて 2013 年度の特徴的な事業の取り組みとしては、従来からの FD 支援委員会主催の FD/SD 研修会

に加えて、学内の他の分掌、事業と連携して多様な研修会・講演会を共同で開催したことです。 
一つ目は「キャンパス・ハラスメント防止対策委員会（以下ハラスメント委員会）」と連携して行な

った FD/SD 研修会「学生指導とハラスメント」講演会の取り組みです。本講演会では、弁護士の秀嶋

ゆかり氏に体罰やハラスメントの定義、判例、防止にむけての取り組等を専門家の立場からお話いただ

きました。講演対象は教職員でしたが、部活動における体罰が新聞報道等で連日取り上げられた時期で

もあり、学生生活支援委員会から部活動の顧問や学内外コーチへ案内文を配付する等の協力を得ること

ができました。学生生活支援委員会との連携は FD/SD 活動を展開する上で大きな力となりました。 
二つ目は「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業（以下産業界ニーズ事業）」と共

同で FD/SD 研修会「学生のモチベーションを高める教授法」講演会を開催したことです。講師には人

事コンサルタントの櫻井照士氏をお招きし、企業や自治体のコーチング研修、大学生への講義や講演の

ご経験から学生のモチベーションを高める教授法についてお話をいただきました。 

以上、二つの講演会の詳細につきましては本報告書の本編に譲りますが、両事業から学内の組織が連

携して FD/SD 活動を展開することの重要性を再確認することができました。 
 FD/SD 活動は、全教職員が大学教育の当事者として自ら問題意識を持って取り組までなければ意

味がありません。今年度はハラスメント委員会や産業界のニーズ事業との連携、学生生活支援オフィ

スの協力を得て FD/SD 活動の広がりに弾みをつけることができました。 
次年度以降も FD 推進会議で各学部や分掌から FD/SD 活動に関する連携や事業案が出されることを

望むとともに、FD 支援委員会と FD 支援オフィスは、一丸となって実際の支援活動に更なる努力を積

み重ねていきたいと思います。 
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３．FD 活動計画 

日 付 各委員会 学内活動（研修会他） 学外活動（研修会他） 

4 月 1 日(月) 第 1 回 FD 支援委員会     

4 月 23 日(火) 第 2 回 FD 支援委員会     

4 月 24 日(水)   学生 FD 「翔タイム!」 大学でどんなことしたい?   

5 月 9 日(木)   第 1 回 FD/SD 研修会  「初任者研修」   

5 月 22 日(水) 第 1 回 FD 推進会議     

5 月 28 日(火) 第 3 回 FD 支援委員会     

6 月 8 日(日)     “つばさ"FD 協議会(山形大) 

6 月 25 日(火) 第 4 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 

7 月 30 日(火) 第 5 回 FD 支援委員会     

8 月 20 日(火)   “つばさ" 学生 FD 会議(北翔大学) 

8 月 24 日(土)･25 日(日)     学生 FD サミット(立命館大学) 

8 月上旬     山形大学教養教育 FD 合宿セミナー 

9 月 5 日(木）・6 日(金）     “つばさ"大学間連携 SD 研修会 

9 月 24(火) 第 6 回 FD 支援委員会     

9 月 26 日(木）   第 2 回 FD/SD 研修会 「学生支援とハラスメント」   

10 月 23 日（火)・24 日(木）     平成 25 年度北海道地区大学 SD 研修

10 月 29 日(火) 第 7 回 FD 支援委員会     

10 月 29 日（火）〜11 月 18 日(月）   第 3 回 FD/SD 研修会 (授業公開期間)   

11 月 18 日(月） 第 2 回 FD 推進会議 
第 4 回 FD/SD 研修会 「聴覚・視覚障害学生の

修学環境向上のために－FD 研修会」報告 
  

11 月 25 日(月）     北海道地区 FD･SD 協議会総会 

11 月 26 日(火) 第 8 回 FD 支援委員会     

12 月 6 日（土)・7 日（日)     学生 FD の WA!!!!!（追手門学院大学）

12 月 12 日（木）   団体合同翔タイム！   

12 月 17 日(火) 第 9 回 FD 支援委員会     

１2 月 20 日(金)   
第 5 回 FD/SD 研修会  

「学生のモチベーションを高める教授法」 
  

1 月下旬     後学期授業改善アン ケート調査 

1 月 28 日(火) 第 10 回 FD 支援委員会     

2 月 15 日(土)     “つばさ"FD 協議会（明海大学） 

2 月 23 日（土)・24 日(日)     京都 FD フォーラム（龍谷大学） 

2 月 25 日(火) 第 11 回 FD 支援委員会 
第 6 回 FD/SD 研修会 

「マルチスクリーン時代に必要とされるツールと人材」 
  

3 月 11 日(火) 第 12 回 FD 支援委員会     

3 月 8 日（土)・9 日（日）     学生 FD サミット（東洋大学） 

3 月 18 日（火）     羽陽学園短期大学 第２回 FD フォーラム 

3 月 31 日(月)   FD 活動報告第 6 号発行予定   
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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」  

本年度は、８名の新規採用者のうち６名が参加し、5月9日(木) ９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。  昨年と同様に相内大学学長より「本学における建学の

精神と教育の理念」について、齊藤短期大学部学長より「短期大学部の歩み」小杉学習支援オフィ

ス長より「本学の学習支援について」、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」、短時間ですが、本学の教育についてのお話がありました。 本学に勤務され１ヶ月が

経ち、徐々に大学にも慣れ、不明確な所も見えてきたときの研修会でした。 参加者のアンケート

結果から今回の研修会で、本学の教育について改めて確認でき、不明確な所も明確になり満足でき

たようです。             (生涯学習システム学部 芸術メディア学科 松澤 衛) 

初任者研修会に参加して 

着任して１か月ほどたった５月９日、「初任者研修会」が開催され、 
大学運営の概要を知ることができ、大変有意義で心強いものでした。 
とりわけ、相内大学学長、齋藤短期大学長より「建学の精神と教育  
の理念」「短期大学の歩み」を伺い、本学が目指す教育、存在意義を 
理解することができたことは、初任者の私にとって、これから何を 
すべきか考える時間を与えてくださったと感じています。 
 「本学の学習支援について」では、現状と課題を踏まえた入学前教

育や多様な学生への支援等の取り組みから、学生の将来を見据えた

教育が行われていることを理解しました。また、「ＦＤ支援活動の

概要及び授業評価」では、講義内容の工夫はもちろんのこと学生

とともに作り上げる高等教育の魅力を感じました。お忙しい中、

研修会を開催していただき、ありがとうございました。          
(人間福祉学部 福祉心理学科 佐藤朱美) 

) 

 

５月９日（木）９時から約１時間に渡り、第１回 FD/SD 研修会「初 

任者研修会」が開催され、新任教員７名中、私を含め６名が参加し 

ました。 

最初に相内大学学長が、本学の「建学の精神と教育の理念」と題 

して、建学当初から現在に至るまで、脈々と受け継がれ、生き続け 

ている精神と理念について話されました。次に齊藤短期大学部学長 

が、「短期大学部の歩み」と題して、昭和 14 年の北海ドレスメーカ 

ー女学園の創立に始まる本学の歴史と短大を取り巻く環境について話 

されました。 

続いて、小杉学習支援委員長から本学の学習支援について、入学前教育、初年次教育を中心に現

状と課題についてお話があり、最後に松澤ＦＤ支援委員長から、本学のＦＤへの取り組みと学生Ｆ

Ｄスタッフ組織等について説明がありました。短い時間でしたが、内容の濃い研修会でした。 

(短期大学部 ライフデザイン学科 平井伸之) 
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（２）第２回 FD/SD 研修会「FD 講演会」-学生とハラスメント- 

９月２６日（木）に弁護士の秀嶋ゆかり氏を招いて平成 25 年度第２回 FD／SD 研修会として「学

生指導とハラスメント」講演会をキャンパス・ハラスメント防止対策

委員会との共催で開催しました。近年、社会問題となっている部活動

等の指導を含めた学生指導に対し、弁護士の立場から事例をまじえて

講演を頂きました。参加者からは、具体的

な事例と法との関係について学ぶことが

でき、今後の学生指導に役立つとの声が上

がっていました。今までの学生指導を見直す良いきっかけとなったと

思います。また、継続して研修を行う必要性と大学としての姿勢や予

防についての課題が明らかになった研修会となりました。 

                              (FD 支援オフィス 千葉道博) 

 

（３）第４回 FD/SD 研修会「FD 報告会」—聴覚・視覚障害学生の修学環境向上のために- 

   筑波技術大学でこのような先進的な取り組みを行っていることを初めて知った。 
特別支援学校教員養成の課程を持つ本学でもできる範囲の支援体制の

整備が必要であると感じた。 
筑波技術大学は国立大学法人であることから、財政支援等が十分な

されていると感じた。 
聴覚障害を持つ学生はスポーツ学部にも在学している。個人競技・チー

ムスポーツに関係なくコーチや選手たちとのコミュニケーション力が問

題となる。チーム作りの基本となるのは、まず個々の人間形成からである。

コミュニケーション能力は技術向上、人間形成のためには必要不可欠といっても良い。 
教員や学生たちも最低限度の手話能力を身に付けなくてはならないことを痛感させられた。 

支援を必要とする学生を本学が受け入れるには、支援機器を導入するだけではなく、教職員や学生

の理解も重要になってくる。そのためには多大な財政支援（施設整備・人的支援）が必要となるで

あろう。 
まずは、在学中の障害を抱えた学生に対し、今後どのような支援ができるのかを真剣に考え、取

り組むことが最も重要であると感じた。  (生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 大西 昌美) 
 

 

（４）第５回ＦＤ／ＳＤ研修会｢ＦＤ報告会｣－学生のモチベーションを高める教授法－ 

平成 25 年 12 月 20 日（金）16:30 から 18:00 にわたり 135 教室にて、第 5回ＦＤ／ＳＤ研修会が 

  開催された。この研修会は文部科学省から採択を受けている「産業界のニーズに対応した教育改

善・充実体制整備事業」との共同開催で行われ、外部講師としてソーシ

ャルデザイニング研究所の櫻井照士氏を招いての開催となった。出席者

は本学教員 24 名、職員 10 名合わせて 34 名の参加であった。講師の櫻

井氏は人事コンサルタントとしてこれまでに80校もの大学や大学院で

講演をするほか、自治体・企業向けのコーチングや研修にも数多く取

り組んでおり、今回はその経験から学生のモチベーションを高める方

法に関して講演をいただいた。 

講演会では、はじめにドコモの社長とスティーブジョブズのプレゼ  
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ンを映像で流し、二つの映像の比較した感想を近場に座っている参加  

者同士で話し合いを行った。二人とも同じようなことを話しているが、  

「人を引き付ける」「伝えたいことの強調の仕方」など、圧倒的にステ  

ィーブジョブズが優れているという観点から、プレゼンテーションを  

行う際に必要な要素や学生を引き付けてモチベーションを高める方法 

として、「目的と最終成果物の確認をする」、「プレゼンテーションの 3 
つの要を把握する」、「その 3 要素を細分化して考える」ことが重要と 
なると櫻井氏は述べた。 

「目的と最終成果物の確認」とは、相手の心に響くプレゼンテーションの基本を理解し体現するた

めに必要で、プレゼンテーションとは、話し手が聞き手に対してプレゼン

トし、対手が受け取って具体的なアクションを起こさせることをいう。

「プレゼンテーションの３つの要素」とは、「プレゼンス：存在自体」、

「シナリオ：内容や構成」、「デリバリー：表現と伝達」のことであり、

その 3 要素を細分化して考えることが重要で、  
プレゼンスの向上として重要なのは知名度とノンバーバルな部分（表情  

や声質など言葉によらないもの）であるとした。知名度を上げるこ  
とはなかなか難しいが、容姿・姿勢・目つきなどに注意して存在をアピールすること、そして学生が

何を要望しているか何をどのようにして伝えるのかなど、シナリオの準備や伝えるために何から話し

たらいいのか、オープニングの切り口など、シナリオの構成をまとめることが重要であると述べた。

最後に表現方法と伝達方法として、話しの切り口、視覚への訴求、聴覚への訴求が重要となると話し

た。 
授業等を担当する教員自体の存在を容姿や姿勢、目つきを含めてアピールし、伝え方・伝いたい 

内容を戦略的に考えストーリーを構築し、おもしろおかしい授業の展開というよりは、学生に意図 
を持たせながら授業を展開することが重要になってくるとの講演内容であった。 

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 小室晴陽) 
 

 

５．公開授業 

（１）公開授業について 

今年度の公開授業は、昨年度より公開する科目数が増え、教員が所属している学科の科目が基本

的に毎週公開されているため参加しやすくなっている。そのため昨年度より若干であるが、参加者

数が増えた。また、今年度の特徴として、学生も履修していない科目の公開授業に参加を許可し、

幅広く授業に興味を持ちなおかつ、履修していない学生の生の感想を確認できるとして行ってみた。

広報活動も少なかったためか、結果的に学生の参加者は少なかったが、学生の生の声が聞けるため、

参加しやすいように改善していく必要はあると思う。 

また、公開授業終了後、実施者、参加者との意見交換を予定していたが、日程調整がつかず今年

度は断念した。 

来年度に関しては、今年度の数々の課題検討及びもう少し参加しやすく実施できるように考えた

い。 

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。 

                               (FD 支援オフィス 千葉 道博） 
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（２）公開授業日程 
平成２５年度公開授業期間（平成２５年１０月２９日〜１１月１８日） 

月日 時限 科目 教室 担当教員 

10月 29日 １講目 総合科学Ｃ 649 教室 佐々木浩子(福) 

10月 30日 ５講目 道徳指導法 722 教室 佐々木雅史(こ) 

10月 31日 
２講目 相談援助演習Ⅴ 731 教室 寺田 香(医) 

４講目 絵画Ⅳ 絵画スタジオ(１) 林  亨(芸) 

11 月 1 日 １講目 算数科概論 649 教室 松村憲治(学) 

11 月 4 日 ３講目 算数 138 教室 佐々木雅史(こ) 

11 月 5 日 ３講目 プログラミングによる CG 第１LL 教室 松澤 衛(芸) 

11 月 6 日 
１講目 教育実習講義 619 教室 伏見千悦子、末次弘明(学)

２講目 相談援助実習指導Ⅱ 724 教室 吉田修大(地) 

11 月 7 日 
２講目 

コミュニケーションデザイン 多目的教室 浅井貴也(芸) 

相談援助演習Ⅴ 731 教室 寺田 香(医) 

スポーツ栄養学 135 教室 花井篤子(ラ) 

３講目 養護実習講義 724 教室 今野洋子、佐藤朱美(福)

11 月 8 日 
１講目 

介護基礎演習 734 教室 本間美幸(地) 

機能解剖学 135 教室 吉田 真(ス) 

３講目 社会保障論Ⅱ 322 教室 山本麻由美(医) 

11月 11日 
１講目 生徒指導論 723 教室 酒井周文(ス) 

３講目 算数 138 教室 佐々木雅史(こ) 

11月 12日 ３講目 プログラミングによる CG 第１LL 教室 松澤 衛(芸) 

11月 13日 
３講目 生涯スポーツ(器械運動) ジムナスホール 廣田修平(ス) 

４講目 インテリアデザイン インテリアスタジオ(１) 千里政文(芸) 

11月 14日 
１講目 相談援助演習Ⅰ 731 教室 尾形良子(地) 

２講目 スポーツ栄養学 135 教室 花井篤子(ラ) 

11月 15日 ４講目 現代社会と臨床心理学 734 教室 小坂守孝(福) 

11月 18日 ４講目 特別支援教育研究Ⅱ 736 教室 神田英治(学) 

学生参加可能な公開授業

（３）公開授業を実施して 

   今年の公開講座は、学生にも公開ということで、私が公開した「プログラミングによるCG」に

は、二人の他学科の学生が参加しました。 

今回の授業では、サイボウズLiveというサービスを利用して、授業の記録を行い、復習や休んだ

学生に対してのフォーローなどを行いました。 

サイボウズLiveで授業の記録等を取ることで、ネット上で課題の提出やレポートの提出、質問が

可能で、また、学生同士がお互いの課題を見ることで刺激を受けたようです。プログラムと言う知

らない人には難しい分野をいかにわかりやすくするかということを考えて、教材や進め方を常に考

えて行きました。 

SNS等で授業を共有するというのは、これからの授業でもやっていこうと思っています。 

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 松澤 衛) 
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（２）公開授業日程 
平成２５年度公開授業期間（平成２５年１０月２９日〜１１月１８日） 

月日 時限 科目 教室 担当教員 

10月 29日 １講目 総合科学Ｃ 649 教室 佐々木浩子(福) 

10月 30日 ５講目 道徳指導法 722 教室 佐々木雅史(こ) 

10月 31日 
２講目 相談援助演習Ⅴ 731 教室 寺田 香(医) 

４講目 絵画Ⅳ 絵画スタジオ(１) 林  亨(芸) 

11 月 1 日 １講目 算数科概論 649 教室 松村憲治(学) 

11 月 4 日 ３講目 算数 138 教室 佐々木雅史(こ) 

11 月 5 日 ３講目 プログラミングによる CG 第１LL 教室 松澤 衛(芸) 

11 月 6 日 
１講目 教育実習講義 619 教室 伏見千悦子、末次弘明(学)

２講目 相談援助実習指導Ⅱ 724 教室 吉田修大(地) 

11 月 7 日 
２講目 

コミュニケーションデザイン 多目的教室 浅井貴也(芸) 

相談援助演習Ⅴ 731 教室 寺田 香(医) 

スポーツ栄養学 135 教室 花井篤子(ラ) 

３講目 養護実習講義 724 教室 今野洋子、佐藤朱美(福)

11 月 8 日 
１講目 

介護基礎演習 734 教室 本間美幸(地) 

機能解剖学 135 教室 吉田 真(ス) 

３講目 社会保障論Ⅱ 322 教室 山本麻由美(医) 

11月 11日 
１講目 生徒指導論 723 教室 酒井周文(ス) 

３講目 算数 138 教室 佐々木雅史(こ) 

11月 12日 ３講目 プログラミングによる CG 第１LL 教室 松澤 衛(芸) 

11月 13日 
３講目 生涯スポーツ(器械運動) ジムナスホール 廣田修平(ス) 

４講目 インテリアデザイン インテリアスタジオ(１) 千里政文(芸) 

11月 14日 
１講目 相談援助演習Ⅰ 731 教室 尾形良子(地) 

２講目 スポーツ栄養学 135 教室 花井篤子(ラ) 

11月 15日 ４講目 現代社会と臨床心理学 734 教室 小坂守孝(福) 

11月 18日 ４講目 特別支援教育研究Ⅱ 736 教室 神田英治(学) 

学生参加可能な公開授業

（３）公開授業を実施して 

   今年の公開講座は、学生にも公開ということで、私が公開した「プログラミングによるCG」に

は、二人の他学科の学生が参加しました。 

今回の授業では、サイボウズLiveというサービスを利用して、授業の記録を行い、復習や休んだ

学生に対してのフォーローなどを行いました。 

サイボウズLiveで授業の記録等を取ることで、ネット上で課題の提出やレポートの提出、質問が

可能で、また、学生同士がお互いの課題を見ることで刺激を受けたようです。プログラムと言う知

らない人には難しい分野をいかにわかりやすくするかということを考えて、教材や進め方を常に考

えて行きました。 

SNS等で授業を共有するというのは、これからの授業でもやっていこうと思っています。 

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 松澤 衛) 
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昨年秋実施した２科目３回の授業公開では、斎藤徹短大学長はじめ FD 担当者、単数の教職員の

皆様にご参観をいただく貴重な場となった。以下、お礼の意味を込めての雑感である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

学生に望ましい授業像を尋ねると、概ね次の通りの回答がもどってくる。 

○先生の話が面白くて飽きない授業   ○新しい知識が手に入る授業 

○作業や活動が伴う授業展開      ○難解な理論ではなく実践的ですぐ役立つ内容 

 ○効率的な時間の使い方のなされる授業 

顧客満足の時代だからと彼らに迎合するわけではないが、私自身のめざす授業像と合致する。「彼

らの期待に沿う授業改善を！」と編み出した私の授業スタイルは「３部構成」。これは、 

授業の 90 分間を指導内容・授業形態の異なった３つのコーナーに分割して展開するというもので

ある。テレビ番組を例にとると、「大河ドラマ（NHK）」は、今回放送分→次回予告→人物・名跡紹

介であり、民放の人気 60 分番組「開運！なんでも鑑定団」では、芸能人のお宝紹介→一般視聴者

のお宝紹介→出張鑑定団というように、いくつかのコーナーを設け、視聴者にチャンネルを変えさ

せない工夫をしている。「３部構成」の授業は、まさにこの発想である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

公開授業を例に解説してみよう。 

＜第1部＞  学生が主体となって授業を進める場（20 分程度） 

「算数チャレンジ問題集」を使っての学びの場である。学生が教師役となって教壇に立ち、実際

の授業のごとく進行した。事前に教具や板書の構造化、説明方法の工夫などが準備されており、教

師はその都度助言・評価した。人前で説明することは、教職を目指す者にとって貴重な経験の場で

ある。 

＜第2部＞ 「学習指導要領」を使っての講義（40 分程度） 

シラバス記載の本講義の中核内容である。算数科の目標や算数的活動について、パワーポイント

や書画カメラ等を活用した講義と並行して、プリントへの書き込み活動を行った。 

＜第3部＞ 「算数おもしろ教材」の紹介と演習(30 分程度) 

「直径２㎝の１円玉を 20㎝×20㎝の正方形の中にいくつ並ぶか」

が問題である。ぱっと見、100 個しか並ばないように思えるが、実

は、１円玉同士の隙間を狭める方法（右図）で並べていくと 106 個

も入ることとなる。√も登場するが、この算数的活動は意欲面・数

理面ともに味わい深い問題解決となった。 

本授業後のＦＤアンケートからは、ほとんどの学生がこの「３部

構成」を好意的に捉えているようだった。 

○3 部構成の授業展開は配分がちょうどよく、講義に飽きたり、集中力が切れることはありません

でした。 

○学習指導要領を使った授業も大切ですが、教材を使った勉強もまた楽しく学べて自分もさらに頑

張ろうと思いました。 

○同じことを長時間聴いていると、飽きてしまったり寝てしまったりするので、三部構成は良いア

イデアだと思います。 

参観の先生方からは、次のような声を頂戴した。 

○学生が前に出て答え合わせをする手法は、指導力を身に付ける良い機会である。①算数の問題⇒

解答・答え合わせ、②学習指導要領、③算数の教材の工夫、という３部構成により学生が集中し

て取り組むことができる。自分の教科においてもこの手法を参考にしたい。 
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○何よりも 90 分間の展開のバラエティの多さで、全く退屈に感じさせてませんでした。学生を積

極的に授業に参加させ、また個人として褒めたり、認めている所もすごいと感じました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

やがて彼らが教員採用試験を突破し私の後輩となった時、「学生時代の学びが今生きている」と

言ってくれるよう、私自身、今後も授業改善に向けて更なる自己研鑽に励んでいきたいと考えてい

る。                        (短期大学部 こども学科 佐々木雅史) 

 

 

（４）公開授業に参加して 

パワーポイント資料や動画だけではなく、理解に直結するようなユニークなアイディア教材を活

用し、学生の力量／理解度に合わせたポジティブなアドバイスを適宜ちりばめた授業が多く、学生

の集中度が高いように思えました。笑いや集中するときのメリハリを大切にし、飽きさせない工夫

を随所に感じました。 

グループディスカッションやプレゼンテーションの機会では、発表の緊張感／達成感が受講生目線

で共有できました。補足的に『聞いてもらうための発声方法』『間違ったときのリカバリ方法』と

いったテクニックを解説される場面もあり、私自身も大変勉強になりました。 

若手／中堅教職員に是非参観してもらいたいモデル授業が多々有り、教育の幅を広げるヒントにな

るのではと思います。                  (FD支援オフィス 田村友一) 

 
   今年度の公開授業では、実技授業と講義の 2 コマを見学させて頂いた。 

実技授業では学生たちが技を習得するために真剣に取り組んでいる様子がストレートに伝わって

きた。危険を回避するための準備も十分になされており、技術習得のための「コツ」に関する説明

も理解し易いものであった。 
学生の前で見せた教員の「見本演技」では学生たちからは「おう」という唸り声と同時に拍手が

自然に起こっていた。技術指導を教える上で最も大切な専門技術を習得した教員の力の大切さを改

めて確認することができた。 
また、講義ではパワーポイントを有効に使用した講義であった。３D 画像を駆使し、あらゆる角

度からの映像は学生たちの興味をそそり、非常に分かり易いものであったと思われる。また、配布

されたプリントには、あらかじめ箇条書き程度のポイントとなる文言が印刷されており、学生たち

は説明を聞き、書き込む作業を熱心に行っていた。 
  説明した部分を理解しているかどうかを確認するために、学生に質問を投げかけ答えさせるといっ

た場面も多くみられ、常に緊張感のある講義であった。 
それぞれの先生方が独自のアイデアをもって取り組んでいる授業を見学するということは、とても

大切な事だと感じた。今後は専門外の公開授業にも積極的に参加し、新しいアイデアを身に付けて

行きたいと思う。             (生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 大西昌美) 
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６．FD ネットワーク“つばさ”学生 FD 会議 2013 

日 時：平成 25 年 8 月 20 日(火)  10:30～17:00 

場 所：北翔大学 

テーマ：企業が求める社会人になるために大学生活で学べること 

 

学生ＦＤ会議２０１３に参加して 

  平成２５年８月２０日（火）に、本学で開催された「ＦＤネットワーク“つばさ” 学生ＦＤ会議

２０１３」に参加しました。北は北海道から南は熊本まで、全国から 78 名の学生・教職員が本学に

集い、「企業が求める社会人になるために大学生活で学べること」をテーマにアイデアの交換が行わ

れました。タイムテーブルは、午前中が学生・教職員別のグループディスカッション、午後の学生・

教職員合同のグループディスカッションを経て、最後にグループ発表が行われ、講評後の情報交換会

では、学生が盛んに交流する様子が見られました。 

  午前中に私の属した教職員グループでは、今回のテーマが「企業が求める社会人になるために大学 

生活で学べること」であることから、就職面に偏った議論になるのではと危惧していました。しかし、

学生達はどのような学生生活を送れば、魅力的な社会人になれるかという観点で活発に議論していて、

頼もしく感じました。              (短期大学部 ライフデザイン学科 平井伸之) 

 

学生FD会議2013を終えて 

  8月20日（火）ＦＤネットワーク“つばさ”学生FD会議2013が終わり 

ました。思えば、約一年半前、山形大学小田先生から「来年は北翔大学  

でやりましょう！」というお話をいただき嬉しかった反面、できるのか 

な？と不安がありましたが、無事に終わることが出来ました。 

 この1年で、北翔大学の学生FDスタッフ「北翔アンビエント」の学生が 

ものすごく成長したのが、嬉しかったです。学生は、問題を見つけ、解  

決をして、また問題を見つけて解決をするということが自然にできるようになっていました。教職員

と しては特に指導をしたというつもりはないのですが、目的を持って行動をすれば、

自然に身につくものだなと思って関心しました。 

 今回のテーマも学生が様々なアイディアの中から山形大学の杉原先生と

やりとりを行い、杉原先生からの質問や宿題をこなしていくことで決定し

たものです。アンケート結果を見るとテーマについては、少し難しいという

結果が出ましたが、これも今後に生かしたいと思います。 

 準備の段階で印象に残っているのは、杉原先生とのテレビ会議です。夜18時過ぎころからはじめて1 

時間位、学生FD会議についての話し合いをメンバーで出来たのは、とても良い経験でした。 

 本番は、私がバタバタしてしまい、学生の方が冷静だった気がします。 

アイスブレイクでの顔写真スライドショーの準備に時間がかかり、なおか 

つ準備したもので、できなかったのが大変心残りです。参加者の皆様にも  

ご迷惑をお掛けしました。 

  学生FD会議後の情報交換会が終了後も会場の片付けなど積極的に手伝っ 

てもらい、今回は、本当に学生に助けてもらいました。学生には、少し高  

い壁でも、チャンスを与えると自分たちで乗り越えられるんだなとつくづく思いました。これからも 

あまり手を出し過ぎです。見守って行きたいと思いました。 

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 松澤 衛) 
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７．学外研修参加状況 

（１）「筑波技術大学障害者高等教育研究支援センターFD 研修会」参加報告 

-聴覚・視覚障害者の修学環境向上のために-  

日 時：平成 25 年 7 月 5日(金) 
   場 所：第１部  筑波技術大学 春日キャンパス 
       第２部         天久保キャンパス 

 

2013 年 7 月 5 日、筑波技術大学において開催された平成 25 年度 筑波技術大学障害者高等教育研

究支援センターFD 研修会（「聴覚・視覚障害学生の修学環境向上のために」）に参加した。研修会は

3部構成からなり、第 1部春日キャンパス(視覚障害)、第 2部天久保キ

ャンパス（聴覚障害） 、第 3部全体説明であった。春日キャンパス

では、拡大ルーペ、携帯用点訳機器、PC 点訳ソフト等、200 製品以上

の支援機器を体験、また体育館や校内等の

バリアフリー環境を見学した。音の出るボ

ール、ラインの引き方（精選、色や材質）、

床材質を変更することなど、ほんの少しの工夫

で視覚障害学生でも学習環境が整い、スポーツができることを理解した。

天久保キャンパス（聴覚障害）では、学習教

材として、聴覚障害の文化も含めた聴覚障

害を知るためのコンテンツがすでに教材として用意されていること、

英語教育コンテンツとして、神田外国大学が作成したサービスを利

用できること、支援技術として、パソコン要約筆記の仕方、ノート

テイカー養成カリキュラムを学んだ。ま

た体育・スポーツ活動への教育的支援と

して、聴覚に障害がある学生の場合、スポーツ活動に支障があるわけ

ではなく、学生への指示等のコミュニケーションに工夫が必要である

こと、教える教員が最低 30 ほどの手話を使えることが基本となること

を理解した。 

 研修会に参加して、本学で適用可能な教育的支援として、以下の支援が考えられる。視覚障害：

各支援機器は他大学に貸出可能とのこと。入学時等、当面は必要に応じ、機器を借りることにより

情報保障が可能、バリアフリー環境については安価な製品を導入するこ

とによる支援が可能となる。聴覚障害：各種の英語教材は筑波技術大

学より貸出可能、パソコン要約筆記の講習会は出張して開催すること

も可能とのこと。「モバイル型遠隔情報保証システム」なども、今後活

用できる可能性はある。筑波技術大学は支援技術として、これまで聴

覚障害と視覚障害に特化した支援が中心であったが、発達障害学生に

も応用可能な支援があるとのこと。さまざまな障害学生への支援に関す

るノウハウを蓄積していることから、修学ならびに教育上の相談窓口として、ぜひ利用活用しても

らいたいとのことであった。            (人間福祉学部 福祉心理学科 佐藤至英) 
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（２）「大学間連携 SD 研修会（FD ネットワーク“つばさ”）」参加報告 

   日 時：平成 25 年 9 月 5日(木)～6日(金) 
   場 所：山形大学小白川大学キャンパス 基盤教育１号館 

 

平成２５年９月５日～６日 山形大学にて行われた研修で、全

国各地の大学関係者（２７大学／３７名）が６班に分かれ、『大地

（大学－地域）連携を通して何ができるか』のアイディアをまとめ、

プレゼンテーションするというものでした。 

年齢／職歴／職種が様々なメンバーではありましたが、『コミュニ

ケーション能力』『人間観察力』『企画／演出力』『情報機器操作

能力』をフル稼働し、早々に打ち解け、結果、自班が最優秀賞をい

ただきました。 

この研修会では、自己啓発だけでは無く、他大学の情報収集（参考にすべき点、問題点、地域特色

等）もでき、『他部署理解』や『職場環境の改善』に繋がると思います。 

職歴／職種を問わず、多くの教職員に参加して欲しい研修会であると感じました。 

（教育支援総合センター FD 支援オフィス 田村 友一） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会」参加報告   

期 日：平成 25 年 8 月 29 日(木)・30 日(金) 

場 所：福島大学 

全体テーマ：「高等教育における主体的な学びを求めて」 

 

   平成２５年８月２９日（木）・３０日（金）に、福島大学で開催された「東北・北海道地区大学 

等高等・共通教育研究会」に参加しました。研究会は、全体会と３つの分科会で構成されていまし 

た。 

全体会基調講演では、福島においては震災被害、津波被害、原発事故とその風評被害の他に、原 

発事故を主要因とした地域のコミュニティ崩壊の危機を抱えていることが指摘され、福島大学の学 

生による次代の復興の担い手である中高生への支援事例が報告されました。 

私が参加した第１分科会では、『～学生が「自ら学ぶ授業」～』をテーマに、演習授業を用いて

基礎的学力を向上させ学習意欲を向上させる試み、Ｗｅｂ演習システムを補完教材として利用した

数学リメディアル教育の試み、日本人学生と外国人留学生が共に履修するゼミを開講し学生が意見

交換することにより知見を深める試み等が発表されました。学生の主体性を引き出すための仕組み

や仕掛けを工夫した授業の事例は、今後、自身が授業を行う上で参考になることが数多くあり、有

意義な研究会参加でした。           (短期大学部 ライフデザイン学科 平井伸之) 
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（４）「大学コンソーシアム八王子」参加報告 

期 日：平成 25 年 8 月 30 日(金）・31 日(土） 

場 所：八王子市学園都市センターイベントホール・セミナー室 

 

   ８月 30・31 日の２日間、「大学コンソーシアム八王子」の主催でフォーラムが開催され参加しま 
したのでその報告を記します。まず主催者の活動は「八王子地域にある２３の大学・短大・高専、

そして市民・経済団体・行政が加わり重層的に連携し、魅力ある学園都市を目指した様々な取り組

みを展開する。」を目標にしており、本フォーラムもその一環です。 
発表のなかでは、学生が中心となり、「合同学園祭」「子供交流教室」「国際交流フェスティバル」

などを企画・運営している様子が報告され、江別市内にも４つの大学があるだけに、今後の SD 活

動のヒントになる報告でした。印象に残った基調講演は「読売新聞社編集委員：松本美奈氏：未来

を開くのは誰？」で、大学の真の実力とは｢学生の可能性を引き出す大学｣との提言であり、聞きな

れた言葉であるが、本学の目指す在り方に、一石を投ずる言葉である。 
（生涯学習システム学部 学習コーチング学科：島津 彰） 

 

 

（５）「最先端の ICT を活用したアクティブラーニング公開」参加報告 

日 時：平成 25 年 10 月 18 日(金) 13:30～16:30 
場 所：小樽商科大学 

 
    小樽商科大学でアクティブラーニングの教室及び AL(アクティブ

ラーニング)サポートセンターの公開があり参

加しました。 
 主となる教室に各大学関係者及び業者の

方約 100 人以上の人が集まり、オープニング

セレモニー、アクティブラアーニングの成果報告会が行われました。 
教室のホワイトボードにプロジェクターからの映像を映すため、スクリー 

ンの設置がなく、教室の前と両サイドに設置され、7 か所のプロジェクタ  
ーから映されます。 
また、そのプロジェクターに映しだすデータを制御するシステムとビ  

デオ会議システムが整備され、天井に数か所のカメラも設置されていま  
した。机も可動式でグループディスカッションができるようになってお 
り、授業では、グループに ipad を貸して利用するそうです。教員と学生  
のコミュニケーションがとれるようになっていました。 
また、AL サポートセンターが、教員に対して教室設備の説明や運用のサポートをします。今後の

小樽商科大学の運用を参考にしてみたいです。 
(FD 支援オフィス 千葉道博) 
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（６）「“つばさ”プロジェクト東京家政学院大学シンポジウム in 千代田」参加報告 

大学と地域連携による学生主体型学習 -都市型アクティ・ブラーニング- 
日 時：平成 25 年 11 月 8 日(金)   13:00〜17:00 

場 所：東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス 階段教室・ローズホール 
 

基調講演では「 大学間連携共同教育推進事業に期待すること」の演題で」  
文部科学省 高等教局 大学振興課長の里見氏が講演され、教育改革に関す  

る動きとして、教育再生実行会議の第三次提言、第２期教育振興計画と説明  

があり、その中で大学自らの強みをもつ分野に集中し、強化しながら他大学 

との連携を深めて大学として多様かつ高度な教育を

展開していくことを重要であると話されていたの

には印象的であった。今回大学間連携の補助採択が

全国で 25 件あり、その中に山形大学を中心とした”

つばさ“プロジェクトがあるとも話されていた。 

 

 

次に特別講演では、『千代田学』による千代田区と大学間連携の演題で千代田区長の石川氏が登

壇され、千代田区は、大学を含め学校が多く学生数は全国でも多い。その利点を生かし学生の発想

を生かして区内の活性化を狙っている。若い人の発想を生かしたいと話しており、今後も大学や学

生との連携を図り「学生のちから」を地域活性化に生かしていく考えを持っていることを話されて

いた。 

シンポジウムでは「地域に密着した金融機関と大学の連携」西武信 
用金庫 常勤理事 高橋氏が銀行と信用金庫との違いを話され、地域  
密着した様々な活動として販路開拓、技術開発を行っている。 
次に「生協共同組合との連携」生活共同組合パルシステム神奈川ゆ  

めコープ理事長 吉中氏が、生協とは何かの説明があり、生協で行わ  
れている地域貢献とイベントについての説明と大学との連携について  
話された。 
今回は、都会における地域連携に興味が有り参加したが、企業とのつながり、各大学間とのつな

がりがあり各大学の得意分野を生かし連携を行っている強く感じられた。その点について、地方の

大学との差があるように思えた。                (FD 支援オフィス 千葉道博) 
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（７）「札幌大学 FD 講演会」参加報告 
日 時：平成 25 年 11 月 1 日(金)   16:30〜19:00 

場 所：札幌大学  
 

2013 年 11 月 1 日、FD 支援オフィス課長とともに札幌大学 FD 講演会に参加した。テーマは、帝 

京大学高等教育開発センター 土持ゲーリー法一教授による「ラーニング・ポートフォリオの意義 

と授業への導入」ならびに同センター 井上史子准教授による「大学教育の質保証～学生による授 

業コンサルティング(SCOT)プログラムの導入」であった。 

2012 年 8 月 28 日に「新たな未来を築くための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～」（中教審答申）が出されて以降、学士課程教育の質的転換に

向けて、「相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見

いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換」が求められ、多くの大学がアクテ

ィブ・ラーニング手法とそのプログラム導入について研究を進めている。大学での学びは「学習」

から「学修」へと転換され、学生主体の能動的な学修が不可欠とされている。そのような状況下で

の講演会であった。 

   帝京大学の実践例に触れるのは、一昨年、帝京大学によるシラバス作成に関する講習会に参加し

たことに始まる。学生による授業コンサルティングを受ける「SCOT プログラム」の体験であった。    

この他、大学教育学会等で「ラーニングポートフォリオの導入」や「帝京大学の Educational 

Development」に関する講演をうかがう機会があった。帝京大学では、組織的 FD 活動（大学として

の教育の質の保証）の一環として学生を参画させることにより、教育の質保証に向けた組織的な FD

推進が実践されている。 

   本学においても、「能動的学修」の環境整備に向けて、次年度より「生涯学習サポート教室」が

開設される。当環境の十分な活用に加えて、主体的に考える力を持った人材育成を目的に、教育方

法の転換と「能動的学修」を設計する力量が求められていることを改めて認識する機会となった。 

（生涯学習システム学部 学習コーチング学科 小杉直美） 

 

 

（８）「学生 FD の WA!!!!!」参加報告 
～強いチーム作りのために、土台から見直したらドウダイ？？～ 

日 時：平成 25 年 12 月 7 日(土),8 日(日)   

場 所：追手門学院大学(追手門学院小学校 スカイホール)  
 

   今回の学生ＦＤのＷＡは 12 月 7 日、12 月 8 日の二日間で行われた。私たちは、時間の都合

で初日しか参加することが出来なかった。そのため、主催者側が伝えた

かった学びを完全に学べたとは言えないが一日の間で、私なりに学べ

たことを書いていこうと思う。 
   今回の研修テーマは「プロジェクトアドベンチャー 強いチーム作り

のために、土台から見直したらドウダイ？？」であった。だが、一日

目ではアイスブレイクと人の巻き込み方、自己分析を行ったためこのテ

ーマに関する直接的な学びはあまりなかった。しかし、アイスブレイク

の際に人との触れ合いを行うことや、イベントに人数を巻き込むために

司会が、参加者個人に質問を行うなどで、大人数のイベントでありがち 
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になる司会者の独白のような進行にせず、一対多数で行っていることを意識させない方法を学ぶ

ことが出来た。次から今回の研修の流れを書いていく。 
   今回の研修では、机に座り話を聞くという時間はほとんどなく広い教室で体を動かすことが多

かった。それにより、アイスブレイクを通し参加者同士の絆をつくりあげていった。簡単な連携

性のあるゲームを行うことで、初対面同士の緊張感を解していき、お互いの

遠慮や気まずさが薄まってきたころを見図り、次の段階に進んでいった。

講師から指定された条件のもとで自己分析を参加者全員が行った。それを

参加者内で作られたグループで共有することで、今までの自分が思ってい

た自分と第三者から見た時の自分のイメージ

を知ること、また、緊張感が薄れたとはいえ、まだ、お互いのこと

を知らないという状況をここで変化させお互いの自己分析という

胸の内を晒し合うことでお互いに信頼関係にも似た感情を作り上

げた。 
   私は、この初対面の参加者にある程度の信頼感を持たせる流れを

自然に作り上げる技術に驚いた。ここからは、私の憶測でしかないが、この一日目で行った信頼

関係を作り上げる流れを、二日目で、今回の研修のテーマである「強いチーム作り」に繋げ、団

体内での信頼関係の築き上げ方に絡めていったのではないだろうかと考えた。講師

の方が、大学も違う初対面の者同士に対して、あそこまで自然に信頼関係を

作り上げることが出来たことを考えると、同じ大学内で同じ団体に所属して

いるメンバーに対してアプローチの仕方を変え信頼関係を作ろうと働きかけ

たら相当な成果を生むことが出来るのではないだろうかと感じた。 
今回の研修の落とし所を見る前に時間の関係で帰らなければならないのがす 

ごく残念であったが、一日しかいられなかったものの学べること自体は多かった。 
今回の研修が私にとって最後の参加できる研修会であったが、第五回学生ＦＤのＷＡが最後の研

修会で良かったと思える会であった。(人間福祉学部 地域福祉学科 社会福祉コース 太田圭介) 

 

 

（９）「“つばさ”プロジェクトシンポジウム 

 日本広域「FDネットワーク”つばさ”」の冒険」参加報告 

-大学と地域の連携による「大地連携ワークショップ」を中心として- 
日 時：平成 25 年 1 月 25 日(土) 13:00～16:30  

場 所：キャンパス・イノベーションセンター東京 

 

１月１５日に東京のキャンパス・イノベーションセンター東京にてFDネットワーク”つばさ”の”

つばさ”プロジェクトシンポジウムが開催されました。 

去年１年間の大学と地域の連携によるワークショップの成果の報告  

が行われました。 

冒頭、山形大学の小田先生が、現在のつばさプロジェクトの進行状況    

を説明され、今、何かが始まっている予感を感じました。 

第２部は、話題提供という形で５組が報告を行いました。 

１番目は、日本女子大による「地域連携活動およびプロジェクト型演 

  習の理想と現実」というタイトルの報告で、地域の人々と学生との関わりの中で見えてきた温度差 
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   今回の研修では、机に座り話を聞くという時間はほとんどなく広い教室で体を動かすことが多

かった。それにより、アイスブレイクを通し参加者同士の絆をつくりあげていった。簡単な連携

性のあるゲームを行うことで、初対面同士の緊張感を解していき、お互いの

遠慮や気まずさが薄まってきたころを見図り、次の段階に進んでいった。

講師から指定された条件のもとで自己分析を参加者全員が行った。それを

参加者内で作られたグループで共有することで、今までの自分が思ってい

た自分と第三者から見た時の自分のイメージ

を知ること、また、緊張感が薄れたとはいえ、まだ、お互いのこと

を知らないという状況をここで変化させお互いの自己分析という

胸の内を晒し合うことでお互いに信頼関係にも似た感情を作り上

げた。 
   私は、この初対面の参加者にある程度の信頼感を持たせる流れを

自然に作り上げる技術に驚いた。ここからは、私の憶測でしかないが、この一日目で行った信頼

関係を作り上げる流れを、二日目で、今回の研修のテーマである「強いチーム作り」に繋げ、団

体内での信頼関係の築き上げ方に絡めていったのではないだろうかと考えた。講師

の方が、大学も違う初対面の者同士に対して、あそこまで自然に信頼関係を

作り上げることが出来たことを考えると、同じ大学内で同じ団体に所属して

いるメンバーに対してアプローチの仕方を変え信頼関係を作ろうと働きかけ

たら相当な成果を生むことが出来るのではないだろうかと感じた。 
今回の研修の落とし所を見る前に時間の関係で帰らなければならないのがす 

ごく残念であったが、一日しかいられなかったものの学べること自体は多かった。 
今回の研修が私にとって最後の参加できる研修会であったが、第五回学生ＦＤのＷＡが最後の研

修会で良かったと思える会であった。(人間福祉学部 地域福祉学科 社会福祉コース 太田圭介) 

 

 

（９）「“つばさ”プロジェクトシンポジウム 

 日本広域「FDネットワーク”つばさ”」の冒険」参加報告 

-大学と地域の連携による「大地連携ワークショップ」を中心として- 
日 時：平成 25 年 1 月 25 日(土) 13:00～16:30  

場 所：キャンパス・イノベーションセンター東京 

 

１月１５日に東京のキャンパス・イノベーションセンター東京にてFDネットワーク”つばさ”の”

つばさ”プロジェクトシンポジウムが開催されました。 

去年１年間の大学と地域の連携によるワークショップの成果の報

告  

が行われました。 

冒頭、山形大学の小田先生が、現在のつばさプロジェクトの進行状況    

を説明され、今、何かが始まっている予感を感じました。 

第２部は、話題提供という形で５組が報告を行いました。 

１番目は、日本女子大による「地域連携活動およびプロジェクト型演 
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や問題点について報告を行っていました。 

２番目は、東京造形大学の越村先生による北海道平取町でのアイヌの暮らしの体験についてで、

参加学生は、アーティスト志向の大学院生ということで、地域と学生との間のイメージのギャップ

があったようです。 

３番目は、東京造形大学を受け入れた平取町の木下さんが、受け入れ側としての苦労について語

りました。地元の思いをどのように学生に伝えるかが難しかったようです。 

４番目は、山形の金山町で行われたワークショップで、山形大学の杉原先生からの報告で、学生

は、いかに地元に溶け込み、地元を理解しようとしたのかを報告しました。 

５番目は、金山町で学生を受け入れ側の沼澤さんから受け入れ側としての苦労を話していました。

学生時間と地域時間が違うということを話していました。 

休憩を挟み、報告者とのパネルディスカッションでは、大学での単位認定に関する質問が多く、ど

のような評価を付けるのかという事に話が集中しました。それぞれの大学での基準に合わせるとい

うことで結論は出なかったのですが、学生の成長をどう評価するかの難しさがあるようです。 

本学でも、今年、８月に阿寒湖で行われる大地連携ワークショップを企画することになっていま

す。今回のシンポジウムは、企画を考える上でも刺激になったシンポジウムでした。 

(生涯学習システム学部 芸術メディア学科 松澤 衛) 

 

 

（10）「第１９回 FD フォーラム」参加報告 

        社会を生き抜く力を育てるために 
日 時：平成 26 年 2 月 22 日(土),23 日(日)   

場 所：龍谷大学 深草キャンパス 

 
２０１３年度 第１９回 ＦＤフオーラム 「社会を生き抜く力を育てるために」参加し  

てこのフォーラムでは、将来の予測が困難な時代において、大学はどのよう

に「社会を生き抜く力」を育成することがでるのか、「社会」と「学生」と

いう二つの観点から考えられた。－挨拶 龍谷大学学長－  
以下、参加した内容等について報告いたします。 
 

 
１．シンポジュームⅠ  
「京都発！地域社会まるごと学習コミュニティ～共に育ち、共に学び合う社会を創る～」をテーマ 

に、４人のシンポジストから発表をお聞きした。地域社会全体で、学生の力を伸ばし、共に学び合

うコミュニティを地域で創り出すには、大学と地域社会、行政などの教育機関が連携し －シンポ

ジュームの様子－ て、学生が学びやすい環境を整えていくことが、今、求められているというこ

とで進められた。 

２．分科会 
大学がどのようにして企業と連携しながらグローバル人材を育成で  

きるのか。更に海外インターンシップの在り方や

その可能性などについて、５つのグループに分か

れてブレーンストーミングにより議論を進め、考

察を深めていった。全国３５大学より５４名参加 
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されていると紹介されたあと、「産学協働でグローバル人材を育成するには」のテーマに基づき、

４名から発表をお聞きした。 
・「グローバル人材とは何か」「グローバル教育とは何か」について、ワークショップ、チームプレ

ゼンを行った。付箋にコメントを書き入れて、それを紹介しながらブレインストーミング・自己

紹介を行った。 
・このグループ協議をとおして、どの大学も産学連携によるグローバル人材

を育成するためのインターンシップを早くから積極的に取り組まれてい

ることがわかった。 
・産学間連携教育において、期間の決定をどうするかという問題がある双 
方（大学・企業）が決定の段階で話し合うことが大事。 
それには大学側はそれなりの覚悟が必要とのこと。特に、大学側はシラ 
バス作成から企業とパートーナーシップを組んでいくことが大事である。 

３．まとめ 
    はじめてＦＤフォーラムに参加させていただいた。北海道から九州・沖縄まで１，５００名の

方が、ここ京都に集まられた。フオーラムは２つのシンポジューム、１３の分科会、ポスターセ

ッションにわかれて協議が行われた。シンポジューム、分科会ともに学生発表があったが、一言

で素晴らしいと思った。学生自身、プレゼンション能力が身についたと話されていたが、確かに、

発表を聞いて、コミュニケーン能力や交渉力の素晴らしさを感じた。何れの学生も精力的で堂々

たるものでした。感動的であった。分科会はパネリストもワークショップに参加されて活発な意

見交流であった。 
    この２日間の研修参加をとおして、これからの大学の在り方や授業構築の在り方などで大いに

勉強させていただいた。深まった学習でありました。この貴重な経験をさせていただきましたこ

とに感謝申し上げて報告とさせていただきます。 

(生涯学習システム学部 学習コーチング学科 髙田 茂) 

 

１日目はシンポジウムⅠの「京都発！地域社会まるごと学習コミュニティ－共に育ち、ともに学び

合う社会を創る－ 」に参加した。 

ここでは京都市が大学を積極的に支援しており、学生のまち京都をア

ピールしていること、学生が中心となり京都学生祭が企画されている

ことなどが発表された。 

本学においても参考にできる箇所もあるように思えたが、同時に京都

と江別の地域の特性や規模の違い、学生の質の違いなどもあり本学にお

いて参考にすることには難しい面もあると感じられた。 

２日目の分科会は第５分科会の「教育活動に果たす理想的環境とは」に参加した。 

参加する前にはアクティブラーニングが可能な教室など大学の物理的環境に関する分科会である

と想像していた。 

しかし実際に大谷大学の短期大学部仏教科一般研究室、龍谷大学こども教育多目的室、大阪青山大

学学習支援室の実践の報告を聞くと、重要な役割を果たすとされる「場所」は単純に物理的環境を意

味するのではないと思われた。 
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それぞれ「場所」には専任助教や実習担当講師、学習支援室員などの教育職員が必ず「人」として

配置されていた。やはり「人」が重要な役割を果たした結果として、その「場所」におけるきめ細や

かな教育が実現しているのと感じた分科会であった。(人間福祉学部 福祉心理学科 新川貴紀) 

 

 

 

８．学生 FD 活動 

  北翔アンビエント発足から 2 年目を迎え、学生の視点での大学の改善を目標に 9 名で活動していま

す。今年度は企画の計画、運営を学生 FD スタッフが中心となって「新入生歓迎翔タイム」、「団体合

同翔タイム」を実施しました。また、他大学開催の FD サミットへ参加し多くのことを吸収すること

ができました。しかしその一方で、1 年の活動を通していくつかの課題が上がりました。1 つは FD
スタッフの所属学部、学年に偏りがあり、短大生も少ないため大学全体の改善に繋がっていないとい

うことです。  
特に人間福祉学部の学生が 6 名と多く、学年では新 3 年生が 1 名しかいない状況です。もう 1 つの

課題は活動が翔タイムの実施と年度末の報告書の作成であり幅が狭いということです。今後は、新入

生向けの企画の充実や履修登録の参考書として、学生目線のシラバス作成や、様々な学部の学生や短

大生に学生 FD に少しでも興味を持ってもらえるよう参加しやすい企画を考え、北翔アンビエントの

課題の解決にも繋げて行きたいです。   (人間福祉学部 地域福祉学科 1 年 小笠原 あゆみ) 

 

 

 

  4 月 24 日(水)       学生 FD「翔タイム!」 大学でどんなことしたい? 

  8 月 6 日(火)〜9日(金)  大地連携ワークショップ（山形 金山町） 

  8 月 20 日(火)      “つばさ" 学生 FD 会議(北翔大学) 

  8 月 24 日(土)･25 日(日)  学生 FD サミット(立命館大学) 

 12 月 12 日(木)       団体合同翔タイム！ 

 12 月 6 日(土)・7日(日)  学生 FD の WA!!!!!（追手門学院大学） 

  3 月 8 日(土)・9日(日)  学生 FD サミット（東洋大学） 

  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。

FD活動に取り組み始めて１０年が経過し、本学のFD活動が定着してきたことを実感します。 

  今年度は、「公開授業」、「授業改善アンケート」「学生FD」という大きな柱を更に太くするため 

の１年でした。また、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、２年目を迎えて責任の大きさを感じているとこ

ろです。 

  本年度の公開授業は、昨年度と同様、担当教員、科目数を増やすことで教職員の参加機会を多くす

る取り組みを行いました。また、学生FD組織「北翔アンビエント」による、学生FD会議「翔タイム」

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

ているところです。 

 

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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