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１．学長挨拶	 

	 

ＦＤ活動報告第 8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 
 
 

	 今日の高等教育機関は、より一層の「教育の質保証」に向けた組

織的取り組みが課せられ、その解決のカギを握るのが、正に実践的

な FD 活動です。第２期教育振興基本計画（平成 25 年 6 月 14 日閣議

決定）において、「体系的な FD の受講と大学設置基準第 14 条（教授

の資格）に定める『大学における教育を担当するにふさわしい教育

上の能力』の関係の整理について検討を行う」と提言されています。	 

	 本学はこれまで、「公開授業」ならびに「授業評価アンケート」を

実施して参りましたが、一部の教員の授業改善がなされているにす

ぎず、組織的な改善が依然不足しています。	 

	 特に、教育活動の実態把握や教育能力の多面的評価を FD 活動との関係で、整備を図るこ

とが喫緊の課題です。このような状況下で、平成 28 年度より、本学の教学分野の議決機関

である「運営企画会議」に「FD 推進小委員会（仮称）」を設置し、教員の資質能力向上を

目指します。	 

	 さて、本学の FD 支援オフィスが運営する FD 支援委員会で、前述の「公開授業」や「授

業改善アンケート」のみならず「学生 FD 活動」を企画し、実践活動を展開して参りました。

学生 FD については平成 24 年度に採択された文科省「大学間連携共同教育推進事業」の FD

ネットワーク“つばさ”プロジェクト連携（19 の連携校,14 の連携機関で構成）の中で、

「学生主体型授業」や「学生と教職員で考える授業」（学生 FD 会議）を通じての「学生の

主体的学び」の在り方、さらに釧路市阿寒町で本学学生が、主体的に体験学習を通じた主

体的学びを目的に活動した大地連携ワークショップに参加して、「社会人基礎力」を育むこ

とができました。	 

	 これまで数回の FD/SD 研修会を通して「学生のモチベーションを高める教授法」や学生

が主体的に問題を発見し、解を見出していく「能動的学修法（アクティブ・ラーニング）」

について学ぶことができました。	 

結びになりますが、学生第一の大学の中で、FD 活動のより一層の発展を心よりご祈念申し

上げます。	 
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２．教育支援総合センター長挨拶	 

平成２７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 
 

本 1997 年大学審議会答申『高等教育の一層の改善について』がだされ、本格的

に FD が取り上げられた。大学教員の授業改善や教育能力の改善ならびに向上を意

味する概念として FD が捉えられる場合があるが、狭義と指摘されている。 
答申としては、2002 年大学教育の質保証が問われ、学士課程教育のあり方が議

論された。2008 年には改善の方策、2012 年には質的転換の必要性と具体的な方策

が示され、大学教育の質が問われ続けている。2007 年「大学は、当該大学の授業

の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」

と大学設置基準第 25 条の 3 に規定された。2008 年中央教育審議会答申『学士課程

教育の構築に向けて』において、三つの方針と学習成果の参考指針である「学士力」

が提示された。「学生に何を教えたか」ではなく、「学生が、何ができるようになっ

たか」が新たな教育の質の指針となった。この答申により、「大学教育のパラダイ

ム転換」が求められ、急速に大学教育改革の流れが迫ってきた。 
2008 年 FD の「義務化」により法制上の制約がなされた。個別的「授業改善」は既に行われてはい

たが、「義務化」によって大学教育の質の向上を目指した組織的な取組が求められた。個人の授業改善

や教育能力の改善にとどまらない、「学士課程教育の改革を目的とした、教員団の職能開発として幅広

く捉えること」として FD の概念変化があった。 
2008 年以降、本学では FD 組織を整備し、様々な活動を重ねた。しかしながら、「組織的な研修及び

研究」の運営、「教員団の職能開発」という視点においては、未だ課題を抱えており、FD にかかる全学

的位置づけや人員配置等の検討が続けられている。 
「授業改善｣は教員の責務といえる。「学士力」の保証もまた同様である。「学士力」の保証には、教

員の職業的能力の開発が課題とされる。従前の FD の取組について「教員の教育力向上という成果に十

分につながっているとは言い切れない」として、FD の「実質化」が求められた。教員は教育と研究の

双方を役割としている。FD は教育を重視する方策とされた。個々の教育技術の問題では解決できない

様々な課題があるため、教育の効果を図るには組織的な仕組みづくりが必要とされた。教員の能力開発

は大学教員の責任であるとともに大学の責任でもある。FD の目的や活動は、組織の文化や状況によっ

て異なるとされるが、多岐にわたる大学教員の仕事を支援する制度や組織の形骸化は避けなければなら

ない。 
本学の組織的な FD/SD においては、IR が肝要と考える。2008 年答申にある「大学が教育情報を自

らの活動状況を把握・分析し、改革につなげる」IR を効果的に活用することが、教育改善には欠かせな

い。教務的データを含め、教育情報は多くある。それら情報をもとに分析を行い、教育や研究や学生支

援等に活用することが求められている。例えば、新入生の基礎学力を的確に捉え、シラバスや授業改善

に活用し、改善効果の計測や分析を行うことが可能である。IR には教職員の意識共有と支援が欠かせな

い。本学においては、教職協働による IR により、学士課程教育改善を目的とした組織的な FD/SD 活動

を深化させていく必要性があると考える次第である。 
本報告書は平成 27 年度に実施した FD/SD 活動をまとめたものである。刊行にあたり、本学の活動を

再考する機会とした。今後も活動の活性化に一層取り組んでまいりたい。	 
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３．ＦＤ活動計画 
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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２７年６月１６日(火)〜１９日（金）	 

	 	 場	 所：エディティングルーム、会議室７Ｂ、会議室７Ｄ	 	 

１．学習支援オフィス長(小杉)	 	 本学の学習支援について	 

２．ＦＤ支援オフィス長(松澤)	 	 本学のＦＤ活動について	 

	 	 	 	 

	 	 今年度は、新任教員と講師とのスケジュールが合わず、毎年1度の研修会を6月16日〜19日の4日間

で4回実施し新任教員8名全員が参加致しました。本学の建学精神と教育理念、沿革、本学の取り組み及

びFD活動などについて実施しました。	 

	 

【初任者研修会に参加して】 
6 月 18 日「初任者研修会」が開催され、大変学びの多い有意義な時間と

なりました。最初に、「本学の建学の精神と教育の理念」について説明し

て頂き、着任して 2 ヶ月の私にとって、本学の歴史と教育理念について深

く考えることのできる時間でありました。次に、小杉教育支援センター長

より「本学の学習支援」について説明して頂きました。入学前学習支援か

ら始まり、更には多様な背景を持つ学生への支援等の取り組みを知ること

が出来、北翔大学の教育フレームを理解できる内容となりました。また、

地域との連携に力を入れていることも知り、学生の将来を考え手厚い教育がなされていることを理解し

ました。最後に「本学のＦＤ活動」についてでは、授業改善に向けたアンケートや研修会が行われてい

ることも知り、ＦＤ委員の一員として責任と自覚を感じました。このような貴重な研修会を実施して頂 
けたことに深く感謝致しております。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （短期大学部	 こども学科	 小林美花） 

 
	 

	 

（２）第２回ＦＤ／ＳＤ研修会	 

―教育現場におけるスマートデバイスの活用＆プレゼンテーション資料作成テクニック―	 

	 	 日	 時：平成２７年１１月１８日(水)	 １６：３０〜１８：００	 

	 	 場	 所：１３５教室	 １号棟３階	 

	 	 講	 師：富士通エフ・オー・エム	 北海道支社	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 トレーニングアドバイザー	 	 館脇	 弘子氏	 
	 

【平成 27 年度	 第 2 回ＦＤ／ＳＤ研修会	 実施報告】 
	 北翔大学における本年度第 2 回目のＦＤ／ＳＤ研修会を、平成 27 年 11
月 18 日（水）の夕刻 16 時 30 分より実施した。会場は本学の 135 教室と

した。内容は「教育現場におけるスマートメディアの活用＆プレゼンテー

ション資料作成テクニック」と題したものであった。上記のような専門性

の高い研修内容であったため、本学内の教職員ではなく、広く学外の方々

を講師に迎えた。その中心となった人物が、富士通エフ・オー・エム北海

道支社のトレーニングアドバイザー館脇弘子氏である。 
研修内容としてはスマートデバイスの実例から始まり、全国的な範囲で導入実践例が紹介された。そ

の内容から、スマートデバイスが業務の効率化を内包している実態と、このためスマートデバイスが近
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未来社会において大きな有用性を示すであろうことも感じられた。 
さらに、教材ならびに資料映像を作成する際に必要となる具体的な注意事項の数々が指摘された。き

わめて有意義な教示であったと受け取った。ほんの一例をあげれば、見やすいレイアウトの仕方。見や

すい色彩の扱い方。イラストならびに写真ほかの映像を多用することによって、受け手の理解を促進す

るという手法などであった。 
	 当該分野の技術的な進歩は、日々、休まずに続けられている。想像以上の進みようだと表現すること

が許されよう。最終的には機器の性能の高低が問題なのではなく、むしろ課題となる点は往々にして金

銭面すなわち導入するための予算となる。ニーズに対して工学技術的側面が対応できないのではなく、

より安価な機器を社会の流れに遅れないようにして教育・職務空間へ導入し続けるには如何にするのか

という課題なのである。 
	 以上のような内容で研修を進めた。講師陣からの説明終了以後、情報分野の教員からは大学の会議に

おける端末機器の扱い方法・管理体制などに関する質問が出された。当研修への参加者は 29 名。 
	  （生涯スポーツ学部	 スポーツ教育学科	 水野	 信太郎） 

	 

	 

	 

（３）第３回ＦＤ／ＳＤ研修会	 

「学内クラウドサービスの決定版・Office 365 Education とは」 

	 	 日	 時：平成２８年２月１８日(木)	 １４：００〜１５：００	 

	 	 場	 所：８２２教室	 ８号棟２階	 

	 	 講	 師：日本マイクロソフト	 Office	 ビジネス本部	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 シニアプロダクトマネージャー	 	 冨士野	 光則氏	 

	 

【平成 27 年度	 第 3 回ＦＤ／ＳＤ研修会	 実施報告】                                            
 	 去る 2 月 18 日（木）14:00～15:00、本学 8 号棟 2 階 822 教室において、日本マイクロソフト	 Office	 

ビジネス本部	 シニアプロジェクトマネージャー	 冨士野	 光則氏を講師として、Office	 365	 Education	 

の概要について、校務・学習活動・授業設計などにどう活用していけるかを実際のデモを交えて講演さ

れました。ご多用の中、西村学長をはじめ多くの教職員の参加を得て、心から感謝申し上げます。本稿

では、その概要を報告したい。	 

1 マイクロソフト社の新戦略として、Mobile	 First,Cloud	 First へのシフトが推進されており、従

来型のソフトウェアからクラウドサービスとして、Office ビジネスも Cloud	 First へシフトして
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いるとのこと。	 

2 Office	 365	 Education	 のコンセプトは、社会・教育環境の劇的な変化に対応して、学内統合クラ	 	 

ウドプラットフォームであり、コラボレーティブな学習環境＜コラボレーション＞、いつでもど

こからでもタスクを遂行＜モビリティ＞、完全な情報保護＜セキュリティ＞、柔軟な展開・拡張

＜テクノロジー＞において様々なデバイスで快適な利用と様々なニーズに対応したクラウドの実

装された優れた機能を発揮できるものである。すなわち、メッセージング、リアルタイム	 コミ

ュニケーション、ポータル	 コンテンツ管理、学内ソーシャル、レポート＆分析	 	 などである。3

年単位のバージョンアップは、適応が大変のため、普段の機能にクラ

ウドとして 184 機能を追加した。	 

3 Office	 365 を構成する製品群について、Yammer	 Enterprise(学内ソ

ーシャルネットワーク)を中心として、Office	 365	 ProPlus(クラウド

配信の Office)	 	 Skype	 for	 Business	 (プレゼンスから始まる即時

情報共有)	 	 SharePoint	 Online	 (会社・部門・個人・社外の情報共有)	 

Exchange	 Online(メールと予定表・施設予約連携)の機能を要説された。	 

	 	 	 特に、統合ビジネスプラットフォームの SharePoint	 Online は、学内外のメンバーとセキュアに	 

	 	 	 	 	 情報共有できることや本学の外部向けインターネットの Web サイトテンプレートで簡単に公開で	 

	 	 	 	 	 きることなどが注目された。外部ユーザーとのコンテンツ共有では、SharePoint	 Online と	 

	 	 	 	 	 	 OneDrive	 for	 Business	 の機能について、様々な活用シナリオを紹介されていた。	 

4 動画の学内活用に対応した配信システムとして、Office	 365	 Video

が紹介され、活用例として、学長からの計画発表や授業録画の公開、

各種研究会等の記録などが挙げられていた。特に、パワーポイントス

ライドを対話型のオンライン	 セッションやオンライン	 プレゼンテ

ーションへと変える Office	 Mix の機能は、新しい対話型の教材作成

ツールとして注目されるものであった。	 

	 	 	 	 すなわち、「教える」「学ぶ」を加速させるリアルタイムコラボレ	 

	 	 	 ーション基盤の OneNote	 Class	 Notebook	 Creator	 の機能や簡単にコンテンツ作成できるツール	 	 	 	 	 

	 	 	 としての Sway は、従来のパワーポイントよりも作成しやすいとのことであった。	 

	 	 	 	 当研修への参加者は 31 名。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 教育学科	 神田	 英治）	 
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５．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２７年８月２５日(火)〜８月２８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	 	 

	 概 要：阿寒湖周辺の森を見学し、森が持つ魅力を自分たちで体験し、本当の豊かさとは何か？人が	 

	 	 	 	 	 生きていくには何が必要か？を肌で感じてもらいます。そして、自分たちが森での経験を通	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 して得たものを知ってもらうために、映像化しプロモーションビデオを作り発表します。	 

	 

「大地連携ワークショップin阿寒に参加して」	 

	 釧路市阿寒でのワークショップに参加しました。今回がＷＳへ初めての参

加で、人付き合いが苦手こともあり、何週間も前から緊張していました。で

すが、参加していた本大学、他大学の学生、教職員の方々、阿寒の関係者の

方々が、とても意欲的で、楽しい方達だったので、それに引っ張られる形で、

置いてかれることなく、参加できました。このＷＳで自分が変われたとは思いませんが、人との関わり

が重要なことに、今更ではありますが、気づけました。ＷＳは阿寒の森に入り、森で感じたことを動画

に起こし、発表する内容でした。実際、動画内容よりかは、上記のように、人と関わり、なにかを作る

ことがとても良い経験になれたのかなと思います。	 

（生涯学習システム学部	 芸術メディア学科	 ３年	 佐野	 勇樹）	 

	 

	 今回のこのワークショップを通して、私はなんだか一皮剥けたなと感じて

おります。初めて行く場所で初めて会う人たちと協働で一つの事をするとい

う事は	 難しかったです。同時にとても新鮮で	 充実した時間になりました。	 

	 チームの中では年長者という事で「こういう時はこんな感じだよ」だとか	 

「君はどう思う？」だとか	 普段先生に言われてるような事を思い出しながら	 

進行の手助けをしてみました。なかなかこんな事もないし、そういった意味

でもとても勉強になりました。しかし、チームの子たちはみんないい子でしっかりしていて、私は考え

もしなかったような思いをたくさん話してくれました。おかげで、たくさん

の感性をもらえスムーズに物事が進む事ができました。一つ作業を始めてし

まうと、もっともっととなって、とめる班員を無理に寝かし徹夜をしてしま

いました…。案の定	 同室の子を巻き込んでまで寝坊し最後の朝食を食べ損

ねました。それはもうほんと悔いですね。最後の発表で大きなスクリーンに

作品が映った時は	 実は少しホロリしそうになってました…！みんなでたく

さん話あったからこそ達成感がすごかったのです。	 

	 最後に。初日の森での迷子はもうほんと森怖いの一言ですね。いろんな意味で貴重な経験をさせてい

ただきました！！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （生涯学習システム学部	 芸術メディア学科	 林	 夏実） 
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この阿寒でのワークショップは、今までのワークショップの中で考え過ぎてしまう自分にとってとて

も難しいものに感じました。というのも、今までのワークショップの発表会には、王道パターンのよう

なものがありましたが、今回の発表会では自分達の考えを幅広く自由に表現できるようなものでした。

改めて自分が普段から枠にハマった考え方、生き方をしているんだなと思い知らされました。	  
また、今回のワークショップは森の中で過ごす時間が多くあり、余計なことを考えずに、普段は気に

しない音や視点があることに気がつきました。普段の生活の中でもこのような日常で気にしないような

音や視点に気づけたらいいなと思いました。	 	 	 	 	 (教育文化学部	 教育学科	 ２年	 直江	 隆志) 
	   

	 

	 

	 

６．学外研修参加状況	 

	 

（１）「学生ＦＤサミット	 ２０１５夏」参加報告	 

	 	 	 日	 時：平成２７年９月２日(水)～３日(木)	 

	 	 	 場	 所：追手門学院大学 
	 

	 9月2日（水）3日（木）に追手門学院大学で行われた学生ＦＤサミット

2015	 夏に参加してきました。 
今年は、北は北海道から南は鹿児島まで約50大学から400名以上の学生や

教職員が集まるサミットです。 
テーマは、『学生FDしていますか?―本当に大学が“よく"なっている!?
―』で、学生FD活動をしている学生が常に考えている、自分たちが何が

できるのかを改めて考えさせるテーマになっています。 
	 1日目は、全体会議で、今までの学生FDの振り返り、また、パネルディ

スカッションが行われ、学生FDという言葉や、FDというものについて再

考する場面があり、会場はかなり緊張感のある雰囲気で今までの学生FD
サミットは違ったものになっていました。 
	 2日目は、グループディスカッションを行い、参加者が色々な大学の学

生、教職員と学校をよくする方法を共有し、午後、各校に分かれて、自分

たちの大学で、今すぐにでもできる具体的な行動を考え発表を行いました。参加した学生は、1年生で

すが、自分の大学のことを一生懸命考え、30名近い人の中で発表をしていました。学生FDサミットの

変革になるようなサミットでした。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 芸術学科	 松澤	 衛） 
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（２）「第７回大学間連携ＳＤ研修会」参加報告	 

	 	 	 日	 時：平成２７年９月４日(金)	 

	 	 	 場	 所：山形大学 
 
	 ＦＤネットワーク”つばさ”主催の『第７回大学間連携ＳＤ研修会』が９月４日（金）に山形大学小

白川キャンパスで開催され、本学事務局代表として参加しました。	 

『大学職員のリーダシップの醸成』をテーマに、研修会に参加した全国各地の大学関係者（３４大学／

５２名）が７班に分かれ、『職場環境を良くするためのリーダーシップとは何か』のアイディアをまと

め、プレゼンテーションを行うものでした。	 

職種／職歴／年齢層の垣根を超えた様々な意見や考え方を聞くことで『新しい気付き』を覚え、意見を

集約することで『自分の考えを整理』する良い機会になりました。	 

	 また、他大学のざっくばらんな実情（地域特色、参考にすべき点、問題点など）にふれ、本学を俯瞰

して『他部署理解』や『職場環境の改善』につながるヒント／アイディアが湧き出てきました。	 

是非、多くの事務局スタッフ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）「第１５回山形大学ＦＤ合宿セミナー」参加報告	 

期	 日：平成２７年９月８日(火)・９日(水)	 

場	 所：協同の杜 JA 研修所	 

 
	 平成13年度より山形大学で行われている今年で15回目となる合宿セミナーに去年に引き続き参加、し

てきました。このセミナーは、個々の教員のFDに対する姿勢と大学での教育の姿勢を考える機会を与

えるものです。 
	 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で、学生のニーズに応える

授業とは何かを実例を交え、教員の誤解と学生の感じ方などについて話され、グループワークで、参加

者との共有を図り具体的な例や改善などを共有しました。 
プログラム2は、発達障害等の配慮が必要な学生に対してのコミュニケーションの工夫等を簡単な道具

を使って、発達障害の学生の感じ方などを具体的に話され、それぞれの学生にあった接し方が必要なこ

とを感じました。 
	 2日目は、東京工芸大学の大島先生によるわかりやすい授業について、実例を通して、客観的なもの

の捉え方について学びました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 芸術学科	 松澤	 衛）	 
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（４）「ＦＤネットワーク”つばさ”学生ＦＤ会議」参加報告	 

期	 日：平成２９年９月１１日(金)１３:３０〜１８:２０	 

場	 所：札幌大学	 

 
平成 27 年 9 月 11 日（金）、札幌大学にて FD ネットワーク“つばさ”による「学生 FD 会議 2015」

が行われた。４つの班に分かれ、テーマについてディスカッションし、最後に班ごとに発表した。討論

のテーマは、「学生と教職員で考える講義」であり、私の班では「触れ合いのある授業」が理想の授業

となり、教員からの一方的な授業ではなく学生同士のディスカッションの時間を設け、触れ合いの時間

を積極的に導入しようというものになった。各班の発表が終わると講評をいただき、最後に情報交換会

で親睦を深めながら、互いの活動について話し合った。とても有意義な学生 FD 会議にすることができ

たと感じた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 教育学科	 2 年	 松井	 亮太） 
 

	 

	 

	 

（５）「２０１５年度	 第１回	 神奈川大学ＦＤ研修会」参加報告	 

期	 日：平成２７年１１月７日(土)１３:００〜１６:３０	 

場	 所：神奈川大学	 横浜キャンパス	 

	 

	 11月7日（土）2015年度第1回神奈川大学FD研修会に参加していきました。 
第I部基調講演「アクティブ･ラーニングとしての反転授業―」個人技に頼ら

ぬ効果的な授業デザインという題目で、関西大学教育推進部 准教授 森 朋子

先生が講演されました。かなり実践的な講演で、学生のわかったつもりから

わかったを導くためにという内容でした。 
学習者の目線から学生は、どういった点に困っていて、どのように導くことで、深い学びが出来るのか？	  
今、トレンドの反転授業における学習者の学修における姿勢などの観察結果など実例を交え、学生主体

的学びを引き出すテクニックが満載でした。 
基調講演後は、グループワークで、良い授業デザインとは何か？学生に興味を持たせる工夫など、授業

運営に大変参考になる研修会でした。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 芸術学科	 松澤	 衛）	 

 
	 

（６）「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２７年１１月１４日(土)	 １３:３０～１８:３０	 

場	 所：山形大学 
 

	 山形大学で行われた授業構想発表会では、奈井江町の移住促進ＰＲとして、

プロモーションビデオの製作発表をしました。発表会は、各々の大学・グル

ープがプレゼンをした後に、参加者などが質問する時間があります。今回の

２７
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発表は、自分一人で参加しました。グループと言うだけ、他の大学はプレゼ

ンを複数人で分担していたので、少し心もとなく感じました。	 

	 自分は人付き合いが苦手な方で、人前に出ることも得意ではなく、内容を

伝えきれるか、不安でした。ですが、その時はまだ動画の内容も決まってい

ない段階で、奈井江町の紹介がほとんどだったので、難しいと感じませんで

した。交流の場もあって、次はもう少し他の方達と関われたらと思いました。	 

（生涯学習システム学部	 芸術メディア学科	 ３年	 佐野	 勇樹） 
 

（７）「学生ＦＤのＷＡ!!!!!!!」参加報告	 
日	 時：平成２７年１２月１２日(土)	 	 	 ９:３０〜１２:００	 

場	 所：追手門学院大学 
 

	 私は、12 月 12 日に追手門学院大学で行われた学生 FD の WA!!!!!!!に参

加してきました。今回で 7 回目になる学生 FD の WA!!!!!!!では「ロジカ

ルシンキング〜整いました、伝える方法〜」というテーマのもとロジカル

シンキングについて学んできました。	 

	 ロジカルシンキングとは会議や人との対話の際、「話のすれ違い」や「間

違った解釈」のせいで伝えたかったことと別の意味で捉えられてしまうと

いった「コミュニケーションエラー」を防ぐために物事を論理的に考え、整理する方法論のことを指し

ます。私は今回の学生 FD の WA!!!!!!!でロジカルシンキングを学んだ事によって相手の目線に立って論

理的に物事を考えて話すことの重要性を再確認する事ができました。	 

	 また、今回の WA!!!!!!!では学生が企画・運営をしていたということを聞いて大変驚きました。さらに

他大学の学生と交流した事によって、今後の FD 活動の参考になるような話も出来たので私自身さらに

活動の幅を広げたいと思うようになりました。	 

(生涯スポーツ学部	 スポーツ教育学科	 １年	 藤沢	 壮太)	 

	  
	 今回、参加した学生FDのWAを通して、知らない者同士が協力してロジカルシ

ンキングをしてみることで、これまで知らなかった自分の一面を発見できたよ

うでとてもいい経験ができました。あまり自覚はしていませんが、仲間たちや、

先生方から学生FDのWAに参加する以前よりも雰囲気が変わったと言われるなど、

自分が予想していた以上に得られたものが大きかったようで、大変いい体験が

できました。 
	 そして、今回学んだロジカルシンキングを今後の我々の活動の際、会議をするときや、問題解決をす

るときなど、我々の活動に還元することはもちろん、友達やほかの学生たちなど、みんなにも私が経験

してきた問題なく相手に自分の意見、考えを伝える方法と、それによって得られた感動を広められたら

なと思いました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （教育文化学部	 芸術学科	 1年	 大町	 将太） 
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（８）「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２８年１月２３日(土)	 	 	 ９:３０〜１１:４５	 

場	 所：キャンパス・イノベーションセンター東京 
 

	 東京では、前回の授業構想発表会(11月14日	 山形大)で発表した内容の成

果発表が行われました。前回では、奈井江町移住促進ＰＲプロモーションビ

デオの製作の発表をしました。奈井江町役場の方と、私たち松澤ゼミの5人

で、連絡を取り合い、活動していました。	 

こちらの活動への意識の低さなどもあり、動画は完成しませんでした。その

かわり、まず奈井江町の紹介をする動画を作りました。映像は使わず、絵な

どシンプルで分かりやすく作りました。ですが、発表会では、プレゼンで伝えたい事があまり伝わらず、

動画自体もシンプルなので、簡単なものだと見られてしまい、上手くはいかなかったです。次、このよ

うな機会があれば、それらを改善したいと思います。	 	 

（生涯学習システム学部	 芸術メディア学科	 ３年	 佐野	 勇樹）	 

	 

	 今回、成果発表のコンテストということで	 ゼミの佐野と東京へ向かいま

した。私たちは	 奈井江町とのPVについての発表でした。PVを2本作って	 そ

れができるまでの奈井江町側とのやりとりなどについて発表したのですが、

…やはりプレゼンはなかなか思ったようにいかず…。うまく伝えたいこと

が伝えられませんでした。それに	 映像はなかなか理解してもらえず、おそ

らく簡単にできると思われているのかなと思いました。	 

悔しいです…。ですが、それをわかってもらえるようにプレゼンする力があれば	 きっともっといいプ

レゼンで、さらにみなさんに評価してもらえたはず…。まだまだ勉強しなくちゃいけないことばっかり

です。やはり、他のグループの発表を見てみると勉強になることばかりです。これからはいかに完結的

にしっかりと伝えれるか、それを追求していきます。	 

	 	 （生涯学習システム学部	 芸術メディア学科	 ３年	 林	 夏実） 
	 

（９）「つばさシンポジウム	 	 

	 	 	 	 	 大学間連携は地域に開かれたアクティブ・ラーニングを創出する」参加報告	 
日	 時：平成２８年１月２３日(土)	 	 	 	 １３:３０〜１６:３０	 

場	 所：キャンパス・イノベーションセンター東京	  
	 

	 第1部の基調講演は、山形大学の小田隆治教授よりFDネットワーク“つばさ”

の歴史とつばさプロジェクトの発足、取り組み内容、2015年の活動について

話されました。	 

	 第2部は、大地連携ワークショップを実施した阿寒（北翔大学）、相模原（東

京家政学院大学）、山形県最上町（山形大学）、ニューヨーク（山形大学）

の担当教員が、実施内容と成果等について報告がありました。	 

また、単独開催した北海道平取町の役場の方も、実施内容及び成果等につい

て報告がありました。	 

	 第3部パネルディスカッションでは、第2部の質問を座長が、各大学へ苦労

した点などを問いかけ、平取町は、参加者集めに苦労し不安があったと報告

され、ニューヨークは、プログラム通りに行かず臨機応変に対応する必要性

があると伝えられました。	 
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どのプログラムに置いて、安易な考えで参加していた学生も、最後は、意欲向上と意識の変化、地域に

対する意識など変化が大きく見られ、大学生活の中で大事な出来事になっていると思います。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（教育支援総合センター	 FD支援オフィス	 千葉	 道博）	 

	 

８．平成２年度３月活動予定	 

	 ＊平成28年3月8日(火)	 第4回FD/SD研修会「本学教員による特色ある授業報告」	 

	 ＊平成28年3月12日(土)，13日(日)	 学生FDサミット2016春	 （日本大学）	 

	 ＊平成28年3月23日(水)	 国内先進大学視察	 （帝京大学）	 

	  
９．学生ＦＤ活動	 

	 北翔アンビエントは、2012 年 4 月の発足から 4 年目を迎えますが、今年の学生 FD 活動を振り返ると

内向的であったのではないかと考えています。というのも、学生 FD 会議や学生 FD サミットなどの学外

事業には積極的に参加させていただき、参加したスタッフは各々多くのことを学び、身につけ戻って来

ます。	 

	 しかし、それを大学全体や学生 FD 組織に属さない学生へフィードバックするに至っていない為であ

ると私たちはひとつの課題として捉えています。その要因をスタッフ 1 人ひとりがしっかりと把握し、

大学全体に拡散するだけではなく、より多くの学生に学生 FD 活動に興味を示してもらえるよう、学生

FD スタッフとしての自覚を持って日々精進していきたいと思います。	 

（人間福祉学部	 地域福祉学科	 ３年	 小笠原	 あゆみ）	 

	 

10．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12年が経過し、私がFD支援委員会の委員長になってから丸5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、4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」は、つばさプロジェクトを始めとする他大学でのイベントに積極的

に参加し、自己研鑽をつみ、自大学の学生へどのように波及させるかを悩んだ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

点に立ち返り悩み続けた1年間でした。	 

	 

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）	 
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