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はじめに

　平成 29 年 3 月 2 ・ 3 日に、 「学生ＦＤサミット

2017 春」 が山口大学で開催され、 本学からは

教員 1 名、 学生 2 名の計 3 名で参加してきた。

今回は、 「Ｂｏｒｄｌｅｓｓ Ｃａｍｐｕｓ～学びのフィール

ドはどこにある？～」 をテーマに、 学びの多様性

に焦点を当て、 「発見し・はぐくみ・かたちにする」

という活動を通して大学オリジナルの学生ＦＤを考

えることを目的としたものである。 参加者は 258

名だった。

１日目

　開会式の後、 学生

FD 第一世代トーク 「と

どけ、 熱き心！」 と題

し、 学生ＦＤ第一世代

として活躍し、 現在大

学の教職員である４名

から学生時代の学生

FD 活動を振り返り、

現在大学の教職員場

として、 現役学生への熱い思いが述べられた。

　午後では分科会セッション 「山大 春の陣」 と題

して、 下関市立大学、 岡山理科大学の学生 FD

団体の協力を得て、 山口大学を含めた３大学の

分科会が行われた。

2 日目

　午前はグループワー

クセッション 「学生 FD

サミットのビジョンをデ

ザインしよう！」 と題

し、 前日の参加者そ

れぞれの 「学び」 へ

の考察をもとに、 どん

な学生 FD サミットを

作り上げていくかとい

うグループワークが行われた。

　午後はプレゼンタイム 「未来のとびらをノックし

よう！」 と題し、 グループワークで考えたサミット

の構想を発表するというワークが行われた。 そし

て閉会式の際には、 ２日目に各グループが考え

た構想をもとに学生 FD サミットのエンブレムを創

るというサプライズ演出も行われた。

参加してみて

　学生 FD サミットを通し、 自分が学んでいる環

境について客観的に知ることができた。 他にもグ

ループワークで新たな自分の側面に気づくことが

できたなど、 得られるものがたくさんあった。

　そして特に学びになったのは、 なりたい自分に

なるためにはハードルを飛び越えることも重要だ

が、 そのハードルを自分で用意することがさらに

大切であるということことだった。

　今回学んだことを今後の北翔アンビエントの活

動に還元しつつ、 より自分を高めていきたい。

学生 FD サミットとは？

 　全国の大学から学生 FD 活動に取り組む学

生･教員･職員が一堂に会し、 各大学における

活動や成果を発表し合い、 大学教育における

課題等を共有し、 議論する場である。

　学生 FD 活動を行っている大学を会場 ( 主催 )

として、 2009 年 8 月から年に 1 ～ 2 回開催し

ており、 現在では約 50 大学、 約 500 人が参

加している。

過去の主な開催校　(開催順 )

・ 立命館大学 ・ 追手門学院大学 ・ 岡山大学
・ 東洋大学 ・ 京都産業大学 ・ 日本大学
・ 札幌大学 ・ 金沢星稜大学

開催日　平成 29 年 3 月 2 日・3日

場　所　山口大学　

文　責　教育学科４年　直江　隆志
芸術学科３年　大町　将太
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文　責　教育学科４年　直江　隆志
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開催日 平成 年 月 日 講目

場 所 北翔大学 教室

文 責 芸術学科 年 福澤 李緒

概要

芸術学科の新１年生のオリエンテーション内にて開催

された。

目的

・座ったままのオリエンテーションを変えたい

・オリエンテーションに積極的に参加してもらう

・大学についての不安を解消するきっかけ作り

内容

○アイスブレイク

緊張をほぐすために教室の後ろのスペースに学生

と先生、学生 メンバーが集まり、なまえ列車ゲー

ムをした。ルールは下の名前で五十順になるように最

初の「あ」から円になるように並ぶというもの。学生同

士の自己紹介ができ先生の名前を知る機会になった。

○グループディスカッション

テーマは「大学生活の不安」について。模造紙を使

い 法を用いてそれぞれの悩みをポストイットに出し

ていった。それぞれのグループに一人、先生か メ

ンバーが入った。自分が参加したグループには実家

暮らしと一人暮らしの学生がおり個々の悩みから一

人暮らしの不安、早く起きられるか、友達はできるの

か、サークルはどこにするか、単位が分からない等が

出た。悩みをグループ分けし、不安に対する解決案を

違う色のポストイットを使いディスカッションをして内容

を深めていった。最後にグループごとに全体発表をし

た。不安についての共有ができ、不安を抱えているの

はここにいる自分だけではないのだという安心感が

出来たと思う。

〇次回に向けて

参加した学生に感想を聞くと友達ができた、思った

より楽しかった、参加してよかったという声がある半面、

「自分の名前が「あ」から始まるため、並び終わるとあ

まり交流が出来なかった」

「ディスカッションのやり方（ 法）がわからなかった」

という声も聞こえた。そのため次に向けて

・わかりやすいワークシートを用意する

・全員が楽しめる企画

などを準備していきたい。

△ 法を用いたグループディスカッション
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月 日 木 に『趣味トーク 』を行った。 

今回行った 回目の趣味トーク は 回目と同様に

北翔アンビエントのメンバーから 名、ゲスト１名のプ

レゼンターを用意し、おすすめの趣味についてプレゼ

ンを行うというものだった。

名の 年生がプレゼンターを務め、またプレゼン

以外も司会、ポスター、北翔アンビエントの活動紹介

など、今回は 年生が大活躍する場となった。

当日発表者として『趣味トーク 』に参加した 年生

の管野愛夏は、「私が北翔アンビエントに加入して初

めての企画だったため、緊張していたこともありうまく

発表できるか不安だった。」と話している。

事前に募集していた人数よりも実際の参加者は多

く、 名もの方が参加してくださった。外部からお越し

くださった方も多かったが、会場内は良い雰囲気に包

まれ、楽しげな声も上がっていた。

『趣味トーク 』を終えて管野愛夏は、『趣味トーク 』

を通して私は自分にもっと自信をつけることができ、

活動の楽しさを初めてあの場で実感した。この企

画によって、 活動に興味を持ってもらい、そしてア

ンビエントの仲間が増えて本当にこの企画をして良か

ったと思えた。」と語っている。

また、 年生の大町将太は、「今回私は裏方として

ポスターづくりとプレゼンの つのアドバイス役として

臨んだ。人に教えながら共にモノを作ることに慣れて

いなかったという反省点があったが、サポート役とし

て楽しみながら一生懸命にできたので、よかったと感

じた。」と話している。

参加者の声

参加してみて、当初は不安の気持ちでいっぱいで

あったが、徐々に打ち解けることができ、学生 スタ

ッフとの関わりのもと参加して良かったと充実した時

間を過ごすことができた。また、色々な参加者とのか

かわりの中で、自分以外の繋がり、世界観などに触

れ自分の知識を広げることができよかったと思った。 

 

 

 芸術学科 年

管野 愛夏

「ごはん」

 

 

芸術学科教員

松澤 衛教授

「カメラ」

 

 

教育学科４年

松井 亮太

「ルービックキューブ」

 

 

芸術学科 年

山田 帆乃香

「演劇」

 

 

開催日 平成 年 月 日（木） 講目

場 所 北翔大学図書館ラーニング・コモンズ

文 責 芸術学科 年 三上 和夏菜

芸術学科 年 管野 愛夏

教育学科 年 有働 和華

–– 

開催にあたって

昨年度までは、任意参加等で全学科の学生を対象

に翔タイムを行ってきた。４月６日に芸術学科の新１

年生を対象にオリエンテーションの時間で翔タイムを

行ったところ、企画前に比べ学生が徐々に打ち解け

合っていく感じが見られた。また、今回は教育学科の

中川先生のご厚意により、講義の中で初めて翔タイ

ムを開催することができた。

テーマ「今後の大学生活の不安」

テーマについてグループワークを行い、 法を用い

て一人一人不安を挙げていき、どうすれば不安を解

消できるのかを話し合った。その中で参加した学生の

不安が共通しているものが多かったため親近感が湧

き、最初は初対面で緊張していたが参加した学生の

ほとんどは楽しくグループワークを行うことができた。

発表の時間では、グループワークで共有した今後

の大学生活の不安についての解決策や、それぞれ

得たものを他のグループとも共有するために各グル

ープ発表した。参加した学生からは「友達が増えた」

「自分の意見を積極的に言えるきっかけとなった」「不

安や悩みはみんなと一緒だった」などの声が多数挙

がった。これからの大学生活を送るにあたって良いき

っかけとなったように感じた。

参加者として

翔タイムに参加した頃の私は積極性がなく、大勢

の前で話すことがとても苦手だった。しかし、私は発

表者となってしまったため、勇気をもって発表したが

思うようにうまく発表できなかった。教師を目指すには

このままではいけない、自分を変えたいと思った。

私はこの翔タイムで学生 を知り、また北翔アン

ビエントの存在を知ることができた。そして翔タイムを

きっかけに私を含め、２名が北翔アンビエントのメン

バーとして加わった。あくまできっかけに過ぎないが、

少しずつでも努力を積み重ねていけばそれが自身の

力となり、喜びとなることを実感できた。

これからは運営の立場として、新入生に何かきっ

かけを与えられるような企画を考えていきたい。

（教育学科 年 益山 璃々菜）

開催日 平成 年 月 日 金
講 義 教職概論

場 所 北翔大学 教室

教室内が笑いに

包まれスムーズに

グループワークへ！

文 責 教育学科 年 益山璃々菜

サングラスの怪しい

先輩がいる・・・
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 芸術学科 年

管野 愛夏

「ごはん」

 

 

芸術学科教員

松澤 衛教授

「カメラ」

 

 

教育学科４年

松井 亮太

「ルービックキューブ」

 

 

芸術学科 年

山田 帆乃香

「演劇」

 

 

開催日 平成 年 月 日（木） 講目

場 所 北翔大学図書館ラーニング・コモンズ

文 責 芸術学科 年 三上 和夏菜

芸術学科 年 管野 愛夏

教育学科 年 有働 和華
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当日の様子 
ネットワーク“つばさ”学生 会議を、北翔大

学を会場に開催した。今回は、「今と未来～なりたい

自分になるために～」をメインテーマとし、未来のなり

たい自分になるために現在の自分はどのようなことを

考え、どのような行動を取れば良いのかを考える議

論が行われた。参加者の募集に当たっては“つばさ”

加盟校や北海道を中心とした高等教育機関、また以

前から親交のあった江別市役所の職員の方にも参加

していただき、学生 名、教員 名の計 名が参

加して行われた。

まず、全体会場で行われたオープニングは北翔ア

ンビエント 名の息の合った司会で始まり、北翔アン

ビエント副代表の大町将太、北翔大学の西村弘行学

長から挨拶をいただいた。その後、参加者の緊張を

解きほぐすために「指キャッチ」というアイスブレイクを

行った。各班のディスカッション会場に移動してからは

ワークシートを用いて各々が考える「なりたい自分」を

出し合い、その中から自身の考える「なりたい自分」を

選んでもらうというところで昼休みに入った。

昼休みを終えた参加者は班のメンバーとの交流も

深まった様子で、長丁場となる午後のプログラムを迎

えた。午前中に各々が考えた「なりたい自分」になる

ための方策を一人一人にスポットを当て、一人当たり

分から 分の時間を設けて話し合った。ここまで

でグループ内での交流は深まったが、他のグループ

との交流を図る機会がなかった。そこで とい

う休憩時間を設けて他のグループとの交流を図るき

っかけを作った。 で羽を伸ばした後はグルー

プ発表に向けた準備を進めた。

発表は全体会場で行われ、各班思い思いの「なり

たい自分」になるための方策やまとめを行った。その

後エンディングに移り、北翔アンビエント代表の直江

隆志の挨拶、続いて山形大学の小田隆治先生から

講評をいただいた。その後はアンケート記入、記念撮

影を行い、閉会式を終了した。

FDネットワーク “つばさ” 

学生 FD会議 in北翔大学 

 

受付をする参加者の方々↑ 

元気にワークを進める参加者の方々↑ 

グループ発表をする参加者の方々↑ 

開催日 平成 年 月 日【水】

場 所 北翔大学

文 責 芸術学科 年 山田 帆乃香

教育学科 年 直江 隆志

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸術学科１年 福澤 李緒 

 
良い経験になったと思います。企画の段階でもっと

積極的に会議に参加できていたら、達成感がもっとあ

っただろうと思い次への反省点です。悪い点ばかり書

いてしまいましたが、なんとなく最後にはグループの

人たちがニコニコしていたのでファシリテーターとして

は未熟ながら上手くディスカッション、コミュニケーショ

ンが出来たのかな、と思いました。正直グループの教

職員のお二方が沢山お話をしてくれたので助かりまし

た。札幌学院大学の方の質問が的確で会話が止まら

ず円滑に議論できたのも大きいと思います。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育学科１年 益山 璃々菜 

 
初めの頃はできないことが多く、ただその場にいる

だけで他の人より「何もできていない自分」と感じてい

ました。それがとても悔しかったですが、何もできない

と思うから出来ないのであって、そう思うから成長でき

ないことにみなさんから気づかされました。準備段階

も含め今回の学生 FD会議で、積極的に自分なりに

行動し、努力をすれば自分にもできることがまだまだ

たくさんあるんだと実感しました。自信を持ち、自ら行

動し、これからもっともっと成長し続けます！                                                                                  

大活躍だった１年生より 

 

24

7

4

参 加 者 数

学生 教員 職員

アンケートより(N＝３５) 

 
0 1 2 3 4 5

アイスブレイク

Tea tim

ワークシート

グループディスカッション

グループの発表

満 足 度 平 均

「今と未来」というテーマから何か得たものはありましたか？(一部抜粋) 

・今の自分に足りないもの、これからやるべき事を自分でも考え直すことが出来たし他のグループの発表をきい

て参考にしたい要素がたくさんありとても充実したグループディスカッションだった。 

・既成概念に捉われずにチャレンジしていく事が大切だと認識した。 

・自分のこれからの将来やるべきことを整理できたし、自分のやるべきことも見つかった。 

・人生どんなステージにも成長や夢はあり、それを意識して行動し続けていくことが重要だと学びました。 

・紆余曲折するのは当たり前で、悩んだり、挫けたりすることもあるけれど、周りのアドバイスを元に「なりたい自

分」へと、未来を繋いでいく姿勢そのものが大事なんだなと改めて思えた。また、こう言った機会で普段話さない

人とも話すと面白い発見があったり、心が震えたりするような経験ができることが分かった。 

・自分以外で考え方の異なる人からその人なりの考えや感じた事を聞けたのは良かったと思います。 

・学生さんの未来はこれから。ノビシロがあるってすばらしい！私は人生半ば過ぎましたが、残された時間を有

意義に過ごしたいと思いました。 

・今の自分に自信を持っていることを改めて確認できたので明日からも胸を張って生きていこうと思えた。 
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