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１．新学長挨拶 

FD 活動報告集第 10 号の刊行によせて 
 

                      北翔大学・北翔大学短期大学部 

                             学長 山谷 敬三郎 

 

 大学の教員には四つの役割があると言われています。それは、教育、研究、学

務分掌、地域貢献です。後者の二つは、それぞれの教員の経歴や専門性などから、

すべての教員に同じような役割を期待することは難しいのですが、教育と研究は

すべての教員にとって最も基本的な役割であり、義務でもあります。 
中でも、教育は大学が組織として責任をもつものであり、教員一人ひとりの教育

に対する責任もまた最も基本的なものであります。 
しかし、教育については、他の三つの役割と比べて、その成果の可視化が困難

なことから、教員の教育者としての資質向上については、どの大学にとっても課

題であったことは否めません。 
そうした中で、学生の授業評価を通して授業改善を図る FD 活動を教員の教育者としての資質向上の

営みと関連させる活動が多くの大学に普及しています。しかし、小学校、中学校、高等学校などで日常

的に行われている教員が互いの授業を見せ合いながら、相互に授業を改善する取り組みは一部の大学で

見られるようになってきましたが、まだ緒についたところです。 

 平成 28 年 3 月 18 日に、中央教育審議会（大学分科会）が「認証評価制度の充実に向けて（審議のま

とめ）」を公表しました。その中で、認証評価制度を「教育研究活動の質的改善を中心とした認証評価に

転換する観点から改善を図る。 

その際、大学の質保証においては多様な大学が自ら掲げる目標に向けて教育研究活動を行う中で、定

期的な自己点検・評価の取組を踏まえた各大学における自主的・自律的な質保証への取組（内部質保証）

が基本であることを踏まえ、各大学の自律的な改革サイクルとしての内部質保証機能を重視した評価制

度に転換する。」ことが謳われています。 

また、平成 29 年 4 月 1 日より施行された「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布につい

て」により、各大学では、３つのポリシーに基づく大学教育の質的転換や高大接続改革等において指摘

されている学修成果に係わる評価の充実など、評価項目・方法において、各大学の取組を促進するよう

な認証評価制度へと改善・発展させていくことが必要とされています。 

 こうした中で、各大学は、自校の教育活動の内部質保証に結び付く FD/SD 活動を充実することが求め

られています。本報告集は、本学における FD 活動の１年間の成果をまとめたものです。こうした地道

で、しかも継続した FD 活動が授業改善や教師の教育力の向上、ひいては学生の資質・能力の向上に貢

献するものと考えています。 
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２．前学長挨拶    

FD 活動報告第 10 号の刊行によせて 

                      北翔大学・北翔大学短期大学部 

                             前学長 西村 弘行 

 

 今日の高等教育機関において、教育に対する「資質能力の向上」が要求され、

2008 年（平成 20 年）に「授業改善」等の FD が義務化されました。 

さらに、大学教育の質の向上が個人の「授業改善」だけでなく、組織的な取り組

みとして 2017 年 4 月に、構成員である教職員すべてを包含した SD が義務化され

ました。              

 その流れは今日、「内部質保証」と「認証評価」が必須要件となっています。 

米国の高等教育機関でも、大学質保証システムである「アクレディテーション」

に関する法改正を通じ、学生の学力到達度が課題となっています。 

中央教育審議会が考える「内部質保証」は、①学位の質（ディプロマポリシー）

を保証すると共に「学力到達度の評価」を重視、②大学教育の質の向上を目的と

する PDCA サイクルに支えられた自己点検・評価、③大学教育の分野別質保証を重視、④同システムの機

能的有効性の確認は認証評価機関に委ねる、の４点にまとめられます。 

これらの方針は、高等教育機関に共通した「資質能力の向上」を目標に設定されています。 

 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。 

そこで、2016 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 推進事業」を位置づ

け、教員の資質能力向上について「授業コンサルテーション」を導入するなど授業改善の対策を試行し

ています。 

 一方、2012 年度に採択された文科省「大学間連携共同教育推進事業」の山形大学を中心とした FD ネ

ットワーク“つばさ”プロジェクト連携の中で、「学生の主体的学び」を推進する学生 FD 活動を本学は

積極的に展開し、本事業終了後の 2017 年度より、近傍の数大学との連携のもと、学生を中心に、教職員

とも協力して、「より良い大学」「より良い教育」「より良い地域」などのありかたについて学生独自の活

動を展開することになりました。 

 今年度顕著な活動として、FD ネットワーク“つばさ”学生 FD 会議が 2017 年 9 月 13 日（水）、「今と

未来～なりたい自分になるために～」をテーマに北翔大学で開催され、全国 11 大学 58 名の学生・教職

員が一堂に会し、学生によるプレゼンと共に熱のこもったグループ討議が行われました。 

本学の学生 FD グループ「アンビエント」の積極的運営力に感激しました。 

 

私事ですが、今年度任期満了で、学長を退任しますが、本学 FD 活動のより一層の発展をご祈念申し上

げ挨拶と致します。 
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３．教育支援総合センター長挨拶 

平成 29 年度報告集第 10 号刊行に寄せて 

教育支援総合センター長  

小杉 直美 

 

本報告集は平成 29 年度に実施した FD/SD 活動をまとめたものである。皆様にご高覧

いただき、ご示唆を賜れば幸いである。 

1980 年代前半、日本の大学において「FD」が語られはじめた。現在日常的に実践さ

れているとはいえ、多くの課題解決に向けた FD 研究が今なお進められている。教育の

質の向上を目指した FD 活動は決して容易ではない。当初は大学教授職に求められる広

範囲な資質の開発とされたが、1991 年「教員の教授内容・方法の改善・向上への取り

組み」(大学審議会答申 1991)として授業改善に特化した定義がなされた。2008 年には

「我が国の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

ことが適当である」(中央教育審議会答申 2008)とされた。個々の授業改善のみでは組

織的な教育の質の向上がはかれないことから広義の理解がみられた。また、SD は設置

基準改訂(2016)の留意事項にある「事務職員のほか、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員等

も含まれる」組織全体とされ、SD が義務化(2017)された。FD の概念は教授者中心の FD から教育システ

ムとしての FD/SD へ拡張し、組織的活動として取り組むことが求められている。 

本学では当初、教務委員会に FD を扱う小委員会が設けられた。その後、平成 16 年に委員会として独

立し、現在は教育支援総合センターに FD 支援オフィスが設置され、本学の FD/SD 活動を担っている。

この間、本学に見合った FD の在り方を模索し続け、本報告集が 10 号を迎えることは、感慨深いものが

ある。 

現在は、学長のリーダーシップの下で計画が組まれ、教職員の資質・能力の向上に努めている。授業

評価アンケート、FD 講演会、FD 研修会、公開授業などの教職員研修を目的として FD/SD 活動を行い、学

生 FD 活動(北翔アンビエント)の支援をも担っている。特筆すべきは、本年度より本格的に授業コンサ

ルテーションが導入されたことである。加えて、コンサルタントを担う教職員の養成に努めていること

は活動の一つの深化と捉えられる。授業評価アンケートによる効果はすでに検証されているが、当該年

度の改善に反映することが難しい。一方、授業コンサルテーションは講義中盤で実施するため、学生か

ら聴取される意見をもとに講義後半の授業改善に活かすことが可能となる。また、コンサルタントが介

在するため、ポイントを捉えたヒアリングが行われるとともに、聴取された意見の分析に基づいた示唆

が得られる等、その効果は既に研究検証されている。 

これら本学の FD 活動は、平成 29 年度大学機関別認証評価受審において肯定的評価を得た。今後は高

等教育機関として教育の質の向上を目指して、教職員が連携をして FD を包含した SD 活動に取り組むこ

とが期待される。 

以上、刊行にあたり本学の活動を再考する機会とするとともに、関係教職員、学生の皆様に感謝を申

し上げ、寄せる言葉とする。 
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４．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 3日(月) 第1回FD支援委員会   

4月 6日(木)  翔タイム！(北翔アンビエント)：芸術学科1年  

4月25日(火) 第2回FD支援委員会   

4月28日(金)  翔タイム！(北翔アンビエント)：教育学科1年  

5月27日(土)   “つばさ”FD協議会(山形大) 

5月30日(火) 第3回FD支援委員会   

6月7日(水)  第1回FD/SD研修会「初任者研修会」  

6月27日(火) 第4回FD支援委員会   

6月29日(木)  趣味トーク(北翔アンビエント)  

7月25日(火) 第5回FD支援委員会   

6月中旬〜7月下旬  前学期授業改善アン ケート調査  

7月から8月  授業コンサルタント(仮称)募集  

8月下旬  授業コンサルタント(仮称)研修会  

7月から9月下旬  授業コンサルテーション募集  

8月31日(木),9月1日(金) 
  学生FDサミット2017夏(金沢星陵大学) 

9月1日(金)   
北海道地区ＦＤ･ＳＤ協議会総会(北海道大学) 

9月13日(水)  “つばさ” 学生FD会議(北翔大学)  

9月26日(火) 第6回FD支援委員会   

10月31日(火) 第7回FD支援委員会   

11月28日(火) 第8回FD支援委員会   

11月22日(水)  授業コンサルテーション実施(教育学科）  

12月9日(土)   山形大学シンポジウム 

12月14日(木)  学生FD活動報告会(北翔アンビエント）  

12月19日(火) 第9回FD支援委員会   

1月30日(火) 第10回FD支援委員会   

12月中旬〜1月下旬  後学期授業改善アン ケート調査  

2月6日(火）  第２回FD/SD研修会「教職員のためのPDF」  

2月17日(土）   “つばさ”FD協議会(山形大学) 

2月27日(火) 第11回FD支援委員会   

3月6日(火)  第3回FD/SD研修会「特色のある授業について」  

3月8日(木),9日(金)   学生FDサミット2017春(法政大学) 

3月20日(火) 第12回FD支援委員会   

3月中旬  FD活動報告第10号発行予定／学生FD活動報告集Vol6発行予定  
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５．ＦＤ活動取り組み 

 

（１）第1回ＦＤ／ＳＤ研修会「初任者研修会」 

短期大学部 こども学科 石田 敏明 

6 月 7 日（水）「初任者研修会」が行われた。 

内容は以下の 3点である。 

教育支援総合センター長の小杉先生より、本学

の建学の精神と教育理念、沿革、大学の役割及び

目的に適う質の保証、学士課程教育の現状の認識

などのお話をいただいた。大学教員として知って

おくべき原点から実践的なことまで幅広い内容

に及んだ。 

次に、学習支援オフィス長の西川先生より、本

学の教育課程と学習支援における取り組み、各学

科のポリシー、カリキュラムマップの説明があっ

た。大学の仕組みを知る、大切な時間であった。 

最後に、FD 支援

オフィス長の松

澤先生より、本学

の FD 支援活動の

概要、学生 FD 活

動、授業アンケー

ト、そして今年度

から実施される授業コンサルテーションについ

ての説明があった。 

FD 活動では、大学の「いま」と「これから」を

知ることに始まり、教育能力向上のために積極的

な取り組みが求められている。初任者として気持

ちの引き締まる思いであった。 

 

（２）授業コンサルテーション 

「授業コンサルテーションを好機として」 

教育文化学部 教育学科 小杉 直美 

講義の変革を目的にして、後期開講の「国語科

概論（書写を含む）」を対象に授業コンサルテーシ

ョンを受けた。 

はじめにコンサルタントからフォーカス･ポイ

ントのヒアリングがあった。コンサルテーション

の利点は、コンサルタントを介して履修者の声を

収集、分析、解釈されることにある。 

授業者と履修者の意志疎通が滑らかになるこ

とと、講義後半に向けた授業改善効果を期待した。

結果、学習動機に関連する履修者の生きた声がカ

テゴリー別に整理され、授業改善に向けた有益な

示唆が得られた。 

コンサルテーションによって履修者の授業へ

の関心が高まり、授業者側からの一方通行は回避

され、授業改善につながることを実感した。従前

より複数の FD 手法を用いて授業改善を継続して

きた。 

履修者が毎時自己評価を行い、メッセージを記

載可能としたコミュニケーションシート『大福帳』

もその一つである。確認後押印もしくはコメント

記載後、次時にフィードバックするが、100 名に

近い履修者と双方向かつアクティブな学びを恒

常的にデザインすることに腐心している。 

今回の授業コンサルテーションを好機として、

授業改善を継続していきたい。 

機会をくださったコンサルタントの松澤衛准

教授、千葉道博課長に改めて感謝を申し上げたい。 

 

 

（３）第２回ＦＤ／ＳＤ研修会 

「大学教職員のためのＰＤＦ」 

日時： 平成 30 年 2 月 6日（火） 

13 時 30 分から 15 時 00 分 

場所：  8 号棟 822 教室 

 

「大学教職員のためのＰＤＦ」と題してアドビシ

ステムズの冨崎様をお迎

えして、日ごろ Acrobat

で使用していない編集方

法やセキュリティに関し

てデモを交えて講演して

いただきました。 

短い時間でしたが、今

後に役立つ興味のあるお

話が聞けました。 

（学生への質問用紙） 
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５．ＦＤ活動取り組み 

 

（１）第1回ＦＤ／ＳＤ研修会「初任者研修会」 

短期大学部 こども学科 石田 敏明 

6 月 7 日（水）「初任者研修会」が行われた。 

内容は以下の 3点である。 

教育支援総合センター長の小杉先生より、本学

の建学の精神と教育理念、沿革、大学の役割及び

目的に適う質の保証、学士課程教育の現状の認識

などのお話をいただいた。大学教員として知って

おくべき原点から実践的なことまで幅広い内容

に及んだ。 

次に、学習支援オフィス長の西川先生より、本

学の教育課程と学習支援における取り組み、各学

科のポリシー、カリキュラムマップの説明があっ

た。大学の仕組みを知る、大切な時間であった。 

最後に、FD 支援

オフィス長の松

澤先生より、本学

の FD 支援活動の

概要、学生 FD 活

動、授業アンケー

ト、そして今年度

から実施される授業コンサルテーションについ

ての説明があった。 

FD 活動では、大学の「いま」と「これから」を

知ることに始まり、教育能力向上のために積極的

な取り組みが求められている。初任者として気持

ちの引き締まる思いであった。 

 

（２）授業コンサルテーション 

「授業コンサルテーションを好機として」 

教育文化学部 教育学科 小杉 直美 

講義の変革を目的にして、後期開講の「国語科

概論（書写を含む）」を対象に授業コンサルテーシ

ョンを受けた。 

はじめにコンサルタントからフォーカス･ポイ

ントのヒアリングがあった。コンサルテーション

の利点は、コンサルタントを介して履修者の声を

収集、分析、解釈されることにある。 

授業者と履修者の意志疎通が滑らかになるこ

とと、講義後半に向けた授業改善効果を期待した。

結果、学習動機に関連する履修者の生きた声がカ

テゴリー別に整理され、授業改善に向けた有益な

示唆が得られた。 

コンサルテーションによって履修者の授業へ

の関心が高まり、授業者側からの一方通行は回避

され、授業改善につながることを実感した。従前

より複数の FD 手法を用いて授業改善を継続して

きた。 

履修者が毎時自己評価を行い、メッセージを記

載可能としたコミュニケーションシート『大福帳』

もその一つである。確認後押印もしくはコメント

記載後、次時にフィードバックするが、100 名に

近い履修者と双方向かつアクティブな学びを恒

常的にデザインすることに腐心している。 

今回の授業コンサルテーションを好機として、

授業改善を継続していきたい。 

機会をくださったコンサルタントの松澤衛准

教授、千葉道博課長に改めて感謝を申し上げたい。 

 

 

（３）第２回ＦＤ／ＳＤ研修会 

「大学教職員のためのＰＤＦ」 

日時： 平成 30 年 2 月 6日（火） 

13 時 30 分から 15 時 00 分 

場所：  8 号棟 822 教室 

 

「大学教職員のためのＰＤＦ」と題してアドビシ

ステムズの冨崎様をお迎

えして、日ごろ Acrobat

で使用していない編集方

法やセキュリティに関し

てデモを交えて講演して

いただきました。 

短い時間でしたが、今

後に役立つ興味のあるお

話が聞けました。 

（学生への質問用紙） 
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（４）第３回ＦＤ／ＳＤ研修会 

「特色のある授業について」 

日時： 平成 30 年 3 月 6日（火） 

13 時 10 分から 14 時 40 分 

場所：  8 号棟 822 教室 

 

① 生涯スポーツ学部  スポーツ教育学科 

発表者：竹田 唯史 

平成 28 年度に授業コンサルテーションを受け

た「保健体育科教育法Ⅱ」において、平成 29 年度

は、毎時間、学生からの授業評価を実施した。授

業終了後に無記名で、「本日の授業で学びを深め

ることができましたか？」という質問に対し、「ま

ったくできなかった」「あまりできなかった」「ど

ちらともいえない」「少しできた」「とてもできた」

の五件法で回答を求めた。自由記述として、「学び

を深めることができた内容や教員の働きかけ」

「学びを深めることができなかった点・問題点・

課題点・意見など」「その他、何かあれば記載くだ

さい。質問も OK です」と 3 項目を設定した。 
学生から授業に関する多くの意見を得ること

ができ、毎時間の授業改善に役立った。また、学

期末に行われる授業評価においては、過去と比較

し、高評価であった。 
 

② 生涯スポーツ学部  健康福祉学科 

発表者：尾形 良子 

「レポート内容の工夫」  

本科目のねらいでもある地域を理解し、将来い

ずれかの居住地で地域福祉に貢献できる人材を

輩出することをねらい、「子どもの頃住んでいた

地域を調べる」レポートを課している。 

「地域アセスメント」という分析の要素を取り

入れ地形、気象、人口、高齢化率や地域の人間関

係の有無を調べる。さらに祖父母など地域のこと

をよく知っている人から現在までの地域の変遷

を聞きとるものとなっている。 

なお「地元の話題」1 点も紹介することで、家

族や親族との交流も生まれ、レポートをもとに授

業内で 3 名ずつ相互に発表も行うためいわゆる”

地元愛”が深まり、授業への関心も高まると考え

られる。 

 

③ 教育文化学部  教育学科 

発表者：中川 洋一 
「ウラガク（浦河町学力向上推進事業）」への参加      

 浦河町教育委員会主催行事として、年２回（夏・

冬）二泊三日で実施される事業に、本学の中川ゼ

ミ学生（昨年度までは福田ゼミ）を中心に参加し

ています。内容は、小中学生への学習指導、魚裁

き体験、乗馬体験、調理体験など多彩です。 
また、３月には、浦河町の小中学生が本学を訪

問し、学内見学や学食体験を行い、中には、「自分

は、絶対に大学生になりたいと思った。 
「勉強する！」と決意する子もいるということ

で、学生が、学力向上に貢献していることの意義

が大きいと考えます。 
教育委員会からも感謝と絶賛の声があがって

います。 
今後も継続していきたいと考えています。 

 

④ 教育文化学部  芸術学科 

発表者：松澤 衛 

芸術学科では、学科教員、各学年、全学年に対

応したサイボウズ Live のグループを作成してお

り、連絡等をこのサイボウズ Live を通して行っ

ています。 

学科教員のグループは、各分野、分掌からの報

告等をアップし、チラシやパンフレット等のデザ

インや校正などにも利用しています。 

また、各教員もサイボウズ Live を使用した授

業での活用をしています。 

林先生の美術概論では、学生へのフィードバッ

クをプレゼンにまとめて発表をし、松澤は、操作

画面の動画をアップしています。 

しかし、来年でサイボウズ Live が終了してし

まうために来年度からは、Microsoft teams を使

用していく予定です。 

 

⑤ 教育文化学部  心理カウンセリング学科 

発表者：風間 雅江 

心理カウンセリング学科 3 年次対象『コミュニ

ケーション心理学』の授業展開について、概要、

実際に実践した具体的内容、アクティブラーニン

グの工夫等について報告した。 
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本授業では、『コミュニケーション』をさまざま

な観点から検討していく中で、幅広い心理学の専

門知識を確実に習得すること、ペアないしグルー

プでのワークを通して自分を活かし他者に配慮

したコミュニケーションのスキルを高めること、

および、実験的な体験を通してコミュニケーショ

ンの不思議についての新たな発見を楽しみなが

ら見出すことをめざした。 
「言語」と「非言語」双方の重要性と相補性に

ついてもペアワークやグループワークの体験を

通して洞察を深めた。授業の回数を重ねていく経

過において、コミュニケーションを苦手と感じて

いた受講生が、適度な自己開示やアサーションの

スキルを身に付けていく様子が確認された。 
 

⑥ 短期大学部  ライフデザイン学科 

発表者：田口 智子 

「主体性を意識した講義展開〜部分から全体

へ」 

 私の講義運営のキーワードは、「学生の主体性

を導く」ことです。 
私は、講義を通じて専門知識を指導するだけで

はなく、学ぶ過程に人財育成・資質開発を意識

した指導を展開しています。 
特に重視していることは、学生自己点検評価票

による出席・目標管理です。そして、学生の

「聞く－考える－書く－話す」の循環性を講義

全てに導入して、学生の主体性を導いていま

す。 
学生が受講するにあたって重要なことは、「評

価は教員にされるものではなく、自らを評価す

る・自分づくり」、「就職活動は企業に選ばれるの

ではなく、企業を選ぶ自分づくり」を前提にして

いることです。そして、グループワークはパーソ

ナルワークを基底に展開し、学生個々が最小規模

の組織運営での役割機能を果たすよう導いてい

ます。 
 

⑦ 短期大学部  こども学科  

発表者：菊地 達夫 

「授業における参加意欲を高めるための工夫に

ついて」 

 授業では、参加意欲を高めるために、ほぼ

毎回、作業課題（プリント学習）を導入して

いる。プリントには、作業意欲と作業理解の 2
つの観点からなる固定評価欄を設けている。

実施後、次回の授業時で、講評した後に評価

返却している。また、前回の授業内容につい

て、補足できる欄を設けている。この欄は、

授業後に自主的に調べた内容や自身の体験な

どを反映できるようにして、自宅学習を促す

役割をしている。加え、学習記録を事後にし

っかり活かすように、受け取りの可否につい

ても評価するようにしている。 
 作業課題の内容は、概ね思考・判断を問う

ものが大半を占める。学習過程では、個人の

学習活動後に、グループ（3 名以内）活動を交

え、情報交換・交流する場面をつくり、知識

の再構成につながるような工夫をしている。  

また、学習記録を発表共有する手法も実施し

ている。具体的には、板書発表またはプリン

ト提出発表という形態を織り交えて実施して

いる。 
 

６．学生 FD 活動 

(１)ＦＤネットワーク“つばさ”学生 FD 会議 

教育文化学部 芸術学科 3 年 大町 将太 

平成 29 年 9 月 13 日（水）に FD ネットワーク

“つばさ”の学生ＦＤ会議 in 北翔大学を開催し

ました。「今と未

来」～なりたい

自分になるため

に～というテー

マのもと、将来

自分が思い描く

目標を得るため

にどう行動すべ

きかを、ワーク

シートを用いて

他者からの意見

をもらいながら

考えるという内容でした。 

本学で開催することは４年ぶりのことであり、

我々現在の北翔アンビエントのメンバーにとっ

ては初めての挑戦でしたので、運営準備はとても

苦労しましたが、 
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当日想定以上の数の参加者に来ていただき、そ

して大きな失敗も全くなく、そして参加してくだ

さった多くの方々に喜んでいただくことができ

ました。  

 そして今回の学生 FD 会議を通し、我々北翔ア

ンビエントもまた一つ大きく成長することがで

きたことを参加者とご協力いただいた皆様に感

謝しております。 

 

(２)北翔アンビエント(学生 FD)活動報告会 

教育文化学部 芸術学科 3 年 大町 将太 

 平成 29 年 12 月 14 日（木）に昨年度の大地連

携ワークショップ、学生 FD の WA と今年度活動

した、翔タイム！、趣味トーク！、となどの活

動報告会を行いました。 
今回の活動報

告会には本学の

学生の他、学外

の学生、教職員

の方々そして江

別市役所の方に

も来ていただく

など、前回に比

べ多くの方々に

来ていただきま

した。 
報告会を通

し、我々の学生

FD 活動がより広く認められてきていることを強

く実感することができました。今後とも活動を

重ねより多くの方々に報告していきたいと思い

ます。 
 

 

 

 

 

（３）北翔アンビエント(学生 FD)活動について 

 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 3 年 

藤澤 壮太 

  北翔アンビエントは現在、4 年生が 4 名、3

年生が 4名、1年生が 8名の計 16 名で活動してお

り、普段は週 2回、127 研究室（通称 FD 室）で昼

会議を行い、イベ

ントの企画など

について話し合

っています。 

今年度、北翔ア

ンビエントは 4

月に開催した「翔タイム」を皮切りに計 5つのイ

ベントを行いました。中でも 9月に開催した「学

生 FD 会議」は北翔アンビエントが今年度行って

きたイベントの中で最も規模が大きく、加えて北

翔大学では 4年ぶりの開催ということもあり、準

備期間では手探りの状態が続き作業が進まなか

ったこともありました。ですが、当日は多くの学

生・教職員の方々に参加していただけたので、こ

のイベントを開催でき非常に良かったです。 

来年度はさらに北翔アンビエントと学生 FD 活

動に興味を持っていただけるように、北翔大学や

他の江別市内の大学、企業、江別市役所と連携し

て、たくさんの方々に学生 FD 活動の魅力を伝え

られるイベントを開催したいと思っています。 
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７．編集後記 

教育文化学部 芸術学科 松澤 衛 

 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 14年が経過し、

私が FD 支援委員会の委員長になってから丸 7 年

が経ちました。 

 昨年度、テスト的に導入された授業コンサルテ

ーションを、今年、テスト段階から一歩進めて、

学内の人だけで行いました。科目数はまだ少ない

ですが、大きな一歩だと感じ出ています。 

 また、今年度は、学生 FD 組織「北翔アンビエン

ト」が、FD ネットワークつばさの学生 FD 会議を

成功させ、自分たちオリジナルの企画にも挑戦し

た 1年でした。 

 しかし、同時に組織的な FD 活動とは何か。仲間

をどのように増やし、展開すれば、大学の教育、

大学全体が良くなるのか。悩み続けた 1年間でし

た。 
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当日想定以上の数の参加者に来ていただき、そ

して大きな失敗も全くなく、そして参加してくだ

さった多くの方々に喜んでいただくことができ

ました。  

 そして今回の学生 FD 会議を通し、我々北翔ア

ンビエントもまた一つ大きく成長することがで

きたことを参加者とご協力いただいた皆様に感

謝しております。 

 

(２)北翔アンビエント(学生 FD)活動報告会 

教育文化学部 芸術学科 3 年 大町 将太 

 平成 29 年 12 月 14 日（木）に昨年度の大地連

携ワークショップ、学生 FD の WA と今年度活動

した、翔タイム！、趣味トーク！、となどの活

動報告会を行いました。 
今回の活動報

告会には本学の

学生の他、学外

の学生、教職員

の方々そして江

別市役所の方に

も来ていただく

など、前回に比

べ多くの方々に

来ていただきま

した。 
報告会を通

し、我々の学生

FD 活動がより広く認められてきていることを強

く実感することができました。今後とも活動を

重ねより多くの方々に報告していきたいと思い

ます。 
 

 

 

 

 

（３）北翔アンビエント(学生 FD)活動について 

 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 3 年 

藤澤 壮太 

  北翔アンビエントは現在、4 年生が 4 名、3

年生が 4名、1年生が 8名の計 16 名で活動してお

り、普段は週 2回、127 研究室（通称 FD 室）で昼

会議を行い、イベ

ントの企画など

について話し合

っています。 

今年度、北翔ア

ンビエントは 4

月に開催した「翔タイム」を皮切りに計 5つのイ

ベントを行いました。中でも 9月に開催した「学

生 FD 会議」は北翔アンビエントが今年度行って

きたイベントの中で最も規模が大きく、加えて北

翔大学では 4年ぶりの開催ということもあり、準

備期間では手探りの状態が続き作業が進まなか

ったこともありました。ですが、当日は多くの学

生・教職員の方々に参加していただけたので、こ

のイベントを開催でき非常に良かったです。 

来年度はさらに北翔アンビエントと学生 FD 活

動に興味を持っていただけるように、北翔大学や

他の江別市内の大学、企業、江別市役所と連携し

て、たくさんの方々に学生 FD 活動の魅力を伝え

られるイベントを開催したいと思っています。 
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当日想定以上の数の参加者に来ていただき、そ

して大きな失敗も全くなく、そして参加してくだ

さった多くの方々に喜んでいただくことができ

ました。  

 そして今回の学生 FD 会議を通し、我々北翔ア

ンビエントもまた一つ大きく成長することがで

きたことを参加者とご協力いただいた皆様に感

謝しております。 

 

(２)北翔アンビエント(学生 FD)活動報告会 

教育文化学部 芸術学科 3 年 大町 将太 

 平成 29 年 12 月 14 日（木）に昨年度の大地連

携ワークショップ、学生 FD の WA と今年度活動

した、翔タイム！、趣味トーク！、となどの活

動報告会を行いました。 
今回の活動報

告会には本学の

学生の他、学外

の学生、教職員

の方々そして江

別市役所の方に

も来ていただく

など、前回に比

べ多くの方々に

来ていただきま

した。 
報告会を通

し、我々の学生

FD 活動がより広く認められてきていることを強

く実感することができました。今後とも活動を

重ねより多くの方々に報告していきたいと思い

ます。 
 

 

 

 

 

（３）北翔アンビエント(学生 FD)活動について 

 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 3 年 

藤澤 壮太 
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年生が 4名、1年生が 8名の計 16 名で活動してお

り、普段は週 2回、127 研究室（通称 FD 室）で昼

会議を行い、イベ

ントの企画など

について話し合

っています。 

今年度、北翔ア

ンビエントは 4

月に開催した「翔タイム」を皮切りに計 5つのイ

ベントを行いました。中でも 9月に開催した「学

生 FD 会議」は北翔アンビエントが今年度行って

きたイベントの中で最も規模が大きく、加えて北

翔大学では 4年ぶりの開催ということもあり、準

備期間では手探りの状態が続き作業が進まなか

ったこともありました。ですが、当日は多くの学

生・教職員の方々に参加していただけたので、こ

のイベントを開催でき非常に良かったです。 

来年度はさらに北翔アンビエントと学生 FD 活

動に興味を持っていただけるように、北翔大学や

他の江別市内の大学、企業、江別市役所と連携し

て、たくさんの方々に学生 FD 活動の魅力を伝え

られるイベントを開催したいと思っています。 
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７．編集後記 

教育文化学部 芸術学科 松澤 衛 

 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 14年が経過し、

私が FD 支援委員会の委員長になってから丸 7 年

が経ちました。 

 昨年度、テスト的に導入された授業コンサルテ

ーションを、今年、テスト段階から一歩進めて、

学内の人だけで行いました。科目数はまだ少ない

ですが、大きな一歩だと感じ出ています。 

 また、今年度は、学生 FD 組織「北翔アンビエン

ト」が、FD ネットワークつばさの学生 FD 会議を

成功させ、自分たちオリジナルの企画にも挑戦し

た 1年でした。 

 しかし、同時に組織的な FD 活動とは何か。仲間

をどのように増やし、展開すれば、大学の教育、

大学全体が良くなるのか。悩み続けた 1年間でし

た。 

 

発 行 日：平成 30 年 3月 31 日 

編集・発行：北翔大学・北翔大学短期大学部 

FD 支援委員会／FD 支援オフィス 

〒069-8511 北海道江別市文京台 23 番地 

        TEL:011-386-8011(代) 

   FAX:011-387-6260 

URL: http://www.hokusho-u.ac.jp 

E-mail:fdoffice@hokusho-u.ac.jp 

委 員 長：教育文化学部   芸術学科     松澤  衛 

副委員長：教育支援総合センター FD 支援オフィス  

千葉 道博 

委   員：生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 大西 昌美 

      生涯スポーツ学部 健康福祉学科   尾形 良子 

教育文化学部   教育学科     中川 洋一 

教育文化学部   心理カウンセリング学科 

風間 雅江 

短期大学部    こども学科    石田 敏明 

 

表紙写真撮影：教育文化学部 芸術学科 松澤 衛 

北翔大学・北翔大学短期大学部 　「FD活動報告集」　 第10号

－10－


