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１．学長挨拶 

 

（１）大学学長 

                               北翔大学学長  相内 眞子 

 

「FD 活動報告集第 3 号」の刊行を心よりお慶び申し上げます。 

 

報告書には、FD 支援委員会と FD 支援オフィスによる多彩な活動がまんべんなく紹

介されており、本学教職員と学生諸君の教育改革に対する強い熱意を感じました。大

変嬉しく、また心強く、頼もしく思います。 

 

大学設置基準による義務化という大きな要因があったとはいえ、FD/SD が違和感な

く受け入れられるようになったのは、ごく最近になってからです。中教審答申「学士課程教育の構築に向け

て」は、大学に｢教育の質保証｣を強く求め、大学は、修得すべき学習成果を学生諸君に明確に示し、｢何がで

きるようになるか｣に力点を置く教育へと方向を定め、改革の舵をきることになりました。 

本年度は、FD/SD の学内へのいっそうの浸透とその実質化が課題であり、初の新任教員研修会が開催され、

参加者に好評であったことが報告されております。また、昨年度に引き続き実施された「公開授業」は、あ

るべき授業の原点に私たちを引き戻してくれました。さらに、FD/SD 研修会は、教員のテクニカルな能力開

発を目指す ICT の実技的な指導から、著作権など今日的課題に対する理解と対応を盛り込んだ講演まで、時

宜にかなったテーマをタイムリーに学習する良いチャンスとなりました。 

学生 FD は、昨年度からの取り組みですが、ステークホルダーとしての立場からいくつかの具体的な授業改

善策を提案し、学生自身が主体的に取り組む姿勢を明確に打ち出しました。本学のこうした FD/SD 活動の中

で何より注目すべきは、教員ばかりでなく、職員もそして学生諸君も、大学教育のアクター（当事者）とし

て、改革のための知恵と工夫を共に出し合う、「新たな連帯」が生まれたことです。 

 

山形大学や愛媛大学をはじめ、FD/SD が盛んな大学は元気で活力に溢れています。本学が、｢知の拠点｣と

して地域社会に発信し続けていくための活力の源も、FD/SD にあるといって過言ではないでしょう。 

まもなく新年度を迎えますが、FD/SD の大胆かつ新たな展開を期待したいと思います。 
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（２）短期大学部学長 

                         北翔大学短期大学部学長   齊藤  徹 

 

 本学の大学と短期大学部は、教育の質の充実に資するとともに、本学の授業の内容及

び方法の改善を図るため、全学的な研修及び研究（FD）を平成 16 年度から実施してい

ます。今年で 7年目です。その間、さまざまな活動が精力的に行われ着実に成果を収め

てきました。このことは関係者のご努力の賜物と敬意を表します。 

この報告集は、これまでの活動を振り返りながら、平成 22 年度のＦＤ活動をまとめ

たもので、さらに加えて、「本学の FD の歩み」や「今まで 5年間の授業評価の変化のま

とめ」など、FD の効果を検証した内容です。 

本学では FD の諸活動を全学的・組織的に実施するため、学長を委員長とする学部長、学科長などのメンバ

ーによる全学組織「FD 実施委員会」が置かれ、その責任の下、教育支援総合センター内に「FD 支援オフィス」

とその運営審議機関として、教員組織の「FD 支援委員会」が置かれています。 

この FD 支援オフィスと FD 支援委員会によって、他大学の実践例の紹介を中心に、授業改善に関わる講演

会や研修会が、外部講師を招聘して年数回開催されています。平成 21 年度には、「公開授業」とその後の「意

見交換会」を開催し、さらに「学生 FD」を導入するなど様々な活動が展開されています。 

FD 支援オフィスでは、わかりやすく質の高い授業を展開するため、様々な工夫や仕掛けのための情報や材

料を教員に提供しています。GPS 導入サポート、授業開発・教材開発支援、ICT の推進支援などの教職員の教

育活動、授業評価の実施と結果の活用、研修機会の提供及び情報システムの運用・管理等についてサポート

業務が進められています。 

この 7年の間、このような FD の諸活動を一層効果のあるものにするために、教職員の日常の努力が傾けら

れてきました。その努力とは、年を重ねるたびに教育改善の取り組みを進化させ、それを次年度の教育の質

の充実にフィードバックしてきた、いわば教育改善の PDCA サイクルの積み重ねであり、学生諸君に魅力ある

教育内容を提供するための大学自らの教育改善そのものと考えます。 

平成 20 年の大学設置基準改正により、「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」

が各大学に義務付けられ、大学教育をめぐる環境の変化と新たな課題の対応の中で、大学教育の質の充実が

さらに求められています。 

そうした中で高等教育機関として、これから求められる大学での教育力は、より進んだ新しい教育力です。

FD の道のりは、ゴールなき道のりであると言われています。たゆまぬ FD の努力が、日々の教育の現場で学

生が習得すべき学習成果に結びつくとともに、学生が自ら考える力を醸成し、自信と達成感を持って社会人

として羽ばたくことに繋がっていると確信しています。この報告集が、これまでの FD 活動をベンチマークと

して位置づけ、これからの本学の FD の取り組みの進化に役立つと期待しています。 
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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  山谷 敬三郎 

 

 大学の教員には4つの役割があると言われている。それは、教育、研究、学内の管理

運営への参加、そして各自の学識を通しての社会奉仕である。後者の二つの役割につい

ては、すべての教員に同じ様にその遂行を期待することは難しいが、教育と研究はすべ

ての教員にとってもっとも基本的な役割であり、義務であると言ってよいだろう。中で

も、教育は大学が組織として責任をもつべきものであることから、教員の教育に対する

責任もまた最も基本的なものと考えている。 

 教育は、教師と学生がいてはじめて成り立つものであることは言うまでもない。その

両者の間の知的相互作用の過程こそ大学における教育でなくてはならない。問題はどうやってその知的相互

作用を活発に形成するかである。そこに一人ひとりの教師の工夫と努力が求められる。大学における教育の

重要性については、観念的には理解されているものの、大学の教師の教育者としての資質を向上させること

については、これまで必ずしも熱心ではなかったし、実際に養成段階でも問題にされてはいなかった。 

 教師の教育者としての資質向上の営み、すなわちFaculty Developement（FD）については、1980年代から

アメリカの様子が活字で紹介されていたが、それが実践に結び付くには至らなかった。そのような状況が続

く中で、多様な背景をもつ学生を受け入れる最近の大学では、授業をどのように改善するかが多くの大学の

重要な課題となっている。首都圏の大学では、数校の大学が協力して新採用の教員に対して、授業改善に役

立つ教育方法の研修を義務づける事例が紹介され、GPを獲得している状況である。そして、その実践が大学

職員のSDと併せてよりよい大学づくりを目指すという動きとなりつつある。 

 本学のFDの活動は、平成12年の学生による授業評価を取り入れたときから始まり、早くも10年を経過して

いる。授業評価を取り入れた当初は手探りの状態であったが、徐々に本学独自のFDの輪郭が見えてきたと感

じている。単なる授業評価で終わることなく、学生の声を生かすこと、外部の専門家からの示唆を生かすこ

となどをとおして、一人ひとりの教員が自分の授業を改善しようとする動きになりつつあると感じている。

もちろん、究極の教授法は一人ひとりの教師の創意・工夫から作り上げられるべきものである。しかしなが

ら、教壇に立つ者が最低限知っておかなくてはならないこともある。また、最低限どういうことについて考

えなくてはならないかということもある。それらを学びあおうとする姿勢を醸成することがFDを進めること

の真意であると考えている。 

 今回の報告は、平成22年度に実施したFD活動の内容をまとめたものであり、第3号になる。昨年度からFD

ネットワーク“つばさ”に入会し、今年度からは本格的にこのネットワークの中で他大学の状況とも比較し

ながら本学の状況を検証することができるようになった。ここに至るまでの関係教職員、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．研修会概要 

 

（１）第１回ＦＤ／ＳＤ研修会 「初任者研修会」 

 

平成 22年 5月 13日 16:30から 17:30、1時間の予定で、本学

初めての初任者研修会を開催した。初めての試みであることから、

今年度 4月 1日採用教員 6名と、過去 3年さかのぼって希望さ

れる教員を対象とした。当日今年度採用の 5 名の教職員の参加

を得た。最初に相内学長から『大学のあり方、本学の目指すもの』

というテーマでお話を頂き、その後菊地学習支援オフィス長から

「本学の教育支援の概要」、棟方研究協力課課長より「研究協力

支援について」、中出より「本学の FD支援オフィス活動の概要」

について順次説明を行った。短時間で多くの内容を聞くことにな

ったが、受講生からは満足していただいたようであった。以下感想のまとめを記述する。 

・現在の大学の状況、学生の質等について改めて理解することができた。授業について学生の理解度に応 

じ意識的に工夫することを心がけて行きたい。着任 1ヶ月目の慣れてきた時期の研修会がありがたかっ 

た。 

 ・着任 1ヶ月で学生対応、教員相互の連携に手厚い教育を実践 

している印象を持った。FDは前任校でも行っていたが、多 

くの情報を得て取り組んでいることが理解できた。今後多く 

の研修が予定されているようなので参加したい。研究支援も 

行き届いており心強く感じている。 

 ・コンパクトで貴重な話を聞くことができた。本学の目指す方 

向を的確に認識することができた。 

FD支援の必要性や方向性をしっかりと把握することができ 

た。各説明者の見識の高さと志を感じることができ、本学の 

教育改革の方向性に共感し自己の役割発揮に向け努力したい。 

 ・外部からの助成金獲得は大学として戦略的に取り組む必要が 

あるので、新任教員のみでなく学内で定期的にレクチャー等 

を開くと良いと思う。獲得された方のノウハウを公開するの 

も良いと思う。評価に関しても良い評価を得るだけでなく理 

解させることに重点を於いた多角的な評価があれば良いと思 

う。 

 ・建学精神及び学科ポリシーに則り授業を進めたいと考えてい 

る。実践的な PC操作や活用の研修を望んでいる。 

以上建設的な意見も見られ意義のある研修とすることができた。 

（中出 佳操） 
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（２）第２回～第５回ＦＤ／ＳＤ研修会 「公開授業」 

 

 「授業中に私語が多く、うるさい」など愚痴をこぼす先生は多い。

今年度のＦＤ委員会の「公開授業」のテーマは私語対策であった。 

６月から７月の２か月間で、人間福祉学部は「社会保障論Ⅰ」山

本麻由美先生、生涯スポーツ学部は「野外教育論」粥川道子先生、

生涯学習システム学部は「知的障害教育Ⅰ」佐藤満雄先生、短期大

学部「発達心理学Ⅰ」矢花先生の各学部から１名ずつ４人の先生方

にご協力を頂いた。公開授業の中でどのような私語対策をされてい

たのか、先生方の特徴を以下に述べる。 

山本先生は毎回配付すレジメに空欄を設けている。授業名の性格

上難しいと思われがちであるので、好奇心を持ってもらえるように

新聞記事を紹介する。レポートもその時期の新しい話題を取り上げ

るなど、社会で起きていることに関心を持ってもらうことが、授業

につながると考えておられた。粥川先生はガイダンス時に「学生に

求めるルールはただひとつ、私語厳禁です」「私語は学びたいと思

っている学生の権利を奪う行為」と伝え、授業中の私語では高圧的

にならず「何か質問ですか」「○○は質問と関係あることですか」

と語りかけ、私語対策を図っておられた。 

佐藤先生は学生に私語は人の時間を奪う時間泥棒であり、私語がもた

らす罪について話され、集中力が切れないように机間巡視、ほめる、

ほほえむなどの工夫をされていた。矢花先生は授業の体質改善策とし

て学生の司会による授業ガイドの取り組みが特徴的であった。この趣

旨は学生による学生のための自主的な学びの確立と子どもを動かす

実践的な指導力を身につけることである。 

このように先生方はどのようにしたら学生に授業を聞いてもらい、

学びに積極的になってもらえるかを様々に考え工夫をされ、授業改善

をされておられた。 

公開授業に参加された数を調査した結果は、ご自分が所属されてい

る学部学科の先生の授業には参加されるが、他学科の先生の時に参加

されない傾向がみられた。ＦＤ委員として強制できることではないが、

他の先生の授業参観を行うことで、身近に学びの機会を得ることがで

きるのである。 

大学の主役は学生であり、学生に授業料に見あうだけの知識や情報、

学びの姿勢などを提供するのは、教師の努めである。「わかりやすく

楽しく聞きたい」という学生のニーズに応えるために努力をしなけれ

ばならない。それは授業のレベルを下げることではない。教える側の見識で学生側の要望との妥協点を見つ

けながら、授業を展開しなければならないと改めて考えさせられた。 

                                         (高岡 朋子) 
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（３）第６回ＦＤ／ＳＤ研修会 「ワークショップ」 

 

平成 22年 8月 2日（月）13:00~16:00にかけて、第６回 FD/SD研修会が開催された。この FD/SD研修

会は、昨年度 2 月に実施された研修会を踏まえ、大学教員、職員、学生自治会の学生代表とともに、以下の

3つのテーマについて話し合うものであった。 

FD/SD研修プログラムのテーマ 

１） 授業改善に向けて大学の良いところ 

２） 授業改善に向けて改善すべきところ 

３） 授業改善に向けて各自ができること及びサポートできるこ

と（学生として、教員として、職員として） 

  

 まず、齊藤短期大学部学長の開会宣言から始まり、オリエンテ

ーション後、A~Dの 4グループに分かれ、各グループ内で上記の

3 つのテーマについて話し合い、最終的に各グループの代表が全

員の前で話し合われた内容を発表する形でプログラムが進められ

た。 

 1）の授業改善に向けて大学の良いところとしては、教員や職員

とのつながりの深さが挙げられ、その他、授業、施設の充実に対

する学生の高い満足度が伺えた。2）の授業改善に向けて改善すべ

きところとしては、授業の性質にもよるが、教員が一方的に話す

だけでなく、学生は学生参加型の授業形式を求めていることが報

告された。その他、私語がうるさいため、教員に私語対策をして

もらいたいという希望も多かった。その一方で、教員からの注意だけでなく学生の自己責任についても学生

から言及された。3）の授業改善に向けて各自ができること及びサポートできること（学生として、教員とし

て、職員として）については、学生側からは、私語を慎むなど学生同士の意識付け、教員側からは、学生の

ニーズも考慮したより質の高い授業内容と私語対策への努力、職員側からはサポート体制の強化についてな

どが意見として発表された。 

 以上、3 時間という長いプログラムであったが、教員、職員、学生がそれぞれ意見を出し合い、時間を感

じさせない充実した時間となった。今回話し合われた内容は、FD支援委員会でまとめられ、FD目標として

掲げられる予定である。 

（花井 篤子） 
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（４）第７回ＦＤ／ＳＤ研修会 「パワーポイントの基礎」 

 

 冒頭、相内学長、中出 FD 支援委員長からあいさつがあり、ほ

どなく松澤先生の講演に入った。以下講演内容の概略を紹介する。 

デジタル情報をどのように収集するかということを通じて、手

元にある資料を講義や研究の流れの中に組み込む一助となれば

幸いである。例えばデジカメや携帯カメラを用いて撮影したデー

タを多くの人はバラバラに保管している。それらを一元化して管

理する方法が登場している。インターネット上で情報を管理でき、

外部のパソコン端末からでもアクセス可能となり、ソフトを利用

できる時代（クラウド時代）が間もなくやって来る。 

 その代表的なものに EVERNOTE（エバーノート）が挙げられる。

これは Mac，Windows を問わず利用でき、文字・写真・音声・動

画といったデータを管理してくれる。少しエバーノートの具体的

な利用方法を紹介したい。 

 まず撮影した情報がGPS機能とリンクしてグーグルが立ち上が

り、撮影場所・撮影日時まで表記してくれる。これによって誤認

や記憶のあいまいさを避けることができる。さらに検索機能の中

には「映像検索」機能がある。特にこの映像検索は今後インター

ネット会社が開発に力を入れている分野でもあり、発展していくと考えられる。いずれにせよ、インターネ

ットに関する情報は、冊子よりも実際に体験して覚えていくことが重要であり、関心のある方はエバーノー

トにアクセスしてみていただきたい。 

次に画像の加工や補正について。まず、拡張子が jpg のものは開いた時点で劣化が始まるため、デジタル

一眼レフカメラで撮影したデータは、jpg ではなく、Raw データで保存するのが良い、画像補正としてのレベ

ル補正、トーンカーブ、ホワイトバランスに関する最新の技能も紹介しておく。さらに最近では手書きでま

とめたものをテキスト化してくれ、書き順も認識するという「エアペン」なるものが登場している（講師に

より実演された）。 

 最後に多くの人びとが利用する ppt（パワーポイント）につい

て伝えたい。直接その画面に打ち込むケースは多いが、ワード等

で作成した文書をパワーポイントに「持っていく」という発想で

利用することが効率的である。するとさほど時間をかけずに研究

論文をプレゼンテーション用の資料に加工することができる。 

 １時間では伝達できる事柄も限定され、また受講者も理解に時

間を要するであろうから、さらに知りたい人はぜひ研究室を訪ね

ていただくか、メールで気軽に問い合わせてほしい。 

 参加者のアンケート（45 名／48 名）によれば、開催時期や時間帯、講演内容は 9 割から好評を得ていた。

しかし、1時間では短いとする意見が 1／4 を占めており、自由記述でも後半のパワーポイントに関する講義

を詳しく聞きたい、あらかじめ長い時間枠を確保してほしいといった要望も聞かれた。パソコン操作のスキ

ルや知識には個人差があることを考慮して、次年度以降はより具体的なテーマ設定と、講演時間の確保が必

要かと思われる。                                （今井 博康） 
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（５）第８回ＦＤ／ＳＤ研修会 「著作権」 

 

第 8 回研修会としての講演会「教育機関における注意すべき著

作権と情報モラル」が、（社）コンピュータソフトウェア著作権協

会専務理事の久保田裕氏を講師として、9 月 21 日（火）3 講目、

822 教室において開催された。専任教員 40 名、事務職員 12 名、

非常勤講師 6名、学外 1 名の 58 名の参加を得た。 

 

相内学長による挨拶と講師紹介を受けて講演に入ったが、パワ

ーポイントを中心に、参加者への質問も交えながら迫力ある講演

が行われた。 

講師が所属する ACCS（コンピュータソフトウエア著作権協会）

のマークや取り組みを紹介したあと、 第一部：著作権制度の概

要：著作権とは何か？著作権を理解するためのポイント①著作権

の保護対象＝著作物、②著作権を持つ人・会社。法人著作とは、

③著作権とはどのような権利か？著作者人格権とは。具体的な著

作権（財産権 1～3）、④権利の発生と保護機関、⑤例外ルール、

制限規程の内容 1･2、著作権侵害の法的責任、 第二部：大学に

おける留意点：ソフトウエア-管理の必要性、①違法コピーの防止のために、②その他のメリット、ACCS が

提案するソフトウエア管理、ソフトウエア管理の概要、高等教育機関における特徴、ソフトウエア管理をめ

ぐる動向、 まとめ：教育機関において著作物を利用する際の留意点：具体的な制限規程、第三者の著作物

の利用。教育活動に関わる著作権の問題。 参考：肖像写真の利用の注意、肖像権とパブリシティ権、知識・

創造社会と情報モラル：情報モラル、情報モラルに含まれるもの、情報モラル宣言、創作の復興が地域活性

の鍵、などの内容で、一部早送りしながら、体系的で多岐に渡る説明が行われた。 

 質問を含む講演内容として強調されていたことは、以下の 5 点

であったと思われる。 

○コピー行為がすべて悪いわけではない。悩んだら相談してほし

い。 

○出典を明記すれば適法かどうか：出典の明記だけではだめなも

のがある。基本は承諾を得ること。 

○著作権法における違法とは何か：著作権者の利益を侵害する行

為。 

○授業での視聴のため購入し使用許可を販売元に問い合わせたら拒否された･･数十人程度までの授業なら可

能。 

○他人の物を盗むより、情報を盗む方が儲かる時代になっている。違法コピーはモラルというより犯罪であ

る。 

 講演後も数人の教員からの質問があるなど関心の高いテーマであったことが伺えた。  

参加者からのアンケート結果では、開催時期、時間、講演時間のいずれも「適当」の回答者が大半で、講演

内容についても、「良かった」「まあ良かった」が 40 名と有意義な講演会であった。 

（門脇 正俊） 
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（６）第９回ＦＤ／ＳＤ研修会 「ワークショップ」 

 

平成 23 年 2 月 1 日（火）13:00~15:00 にかけて、第 9 回 FD/SD 研修会が開催された。この FD/SD 研修会

は、昨年 8 月に実施された第 6 回 FD/SD 研修会を踏まえ掲げられた「平成 22 年度後期 FD 活動目標」につい

て、大学教員、職員、学生自治会学生、一般学生とともに、以下の３つのテーマについて話し合うものであ

った。参加者は、教員 14 名、職員 8 名、学生 35 名。 

FD/SD 研修プログラムのテーマ  

１）後期 FD 活動目標の確認「学習環境を整える」 

【学生】 

・私語及び遅刻者に関しては教員の指示に従う 

・お互いに学習しやすい環境づくりに配慮する 

【教員】 

・興味関心を高める授業の工夫に努める 

・私語及び遅刻者を放置せずに対応を行う 

【職員】 

・教室の備品、教具の点検を定期的に行う 

・冬期間の室温管理及び履修人数に見合った教室配置を可能な限り適切に行う 

・教員と同一姿勢（提出期限の厳守など）で指導する 

２） それぞれの立場からの実践報告 

３） 今後に向けて 

 まず、齊藤短期大学部学長の開会宣言から始まり、オリエンテ

ーション後、A～F の 6 グループに分かれ、各グループ内で上記

の 3つのテーマについて話し合い、最終的に各グループの代表が

全員の前で話し合われた内容を発表する形でプログラムが進め

られた。学生の立場からの実践報告および今後に向けたグループ

発表内容としては、①教員によっては私語があったが、学生は自

覚を持って講義に望むべきであるという意見が多数であった。教

員の立場からは、②学生が講義に集中できるよう授業内容や展開

方法（参加型など）に対して今後とも工夫を続けていく、職員か

らは、③今後とも学習環境に対する要望に対して対応をしていき

たいという発表内容が多かった。話し合いの時間が短いという意

見もあり、学生、教員、職員とも積極的に意見交換ができた研修

会であったといえる。ただ、現状として、FD 活動内容自体、充

分に認知されていないという指摘もあり、教職員、学生に FD の

存在とその活動内容についての周知と理解をいかに浸透させて                                

いくかが今後の活動の課題となってくると思われる。 

（花井 篤子） 
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４．学外研修会参加状況 

 

平成 22 年度学外研修会等参加状況 

  

５月２２日 

 

ＦＤネットワーク“つばさ” 第５回ＦＤ協議会 

（於：山形大学 〔教員１名・職員１名〕） 

８月 ２日･ ３日 第１０回山形大学基盤教育ＦＤ合宿セミナー 

「相互研鑽による基盤教育の飛躍をめざして」 

（於：山形大学 蔵王山寮 〔教員１名〕） 

８月１９日･２０日 ＩＤＥ大学協会北海道支部 ＩＤＥ大学セミナー 

「新時代の学習サポートを探る」 

（於：札幌ガーデンパレス 〔教員１名〕） 

８月２１日 

 

 

ＦＤネットワーク“つばさ” 学生ＦＤ会議 

「学生発信の大学改善～学生たちが出来ること～」 

（於：札幌大学 〔学生２名・教員１名〕） 

９月 ９日 

 

ＦＤネットワーク“つばさ” 大学間連携ＳＤ研修会 

（於：山形大学 〔職員１名〕） 

１０月２０日 

 

北海道地区ＦＤ・ＳＤ推進協議会総会 

（於：北海道大学 〔教員１名・職員１名〕） 

１２月 ４日 札幌学院大学総合研究所・ＦＤセンター合同シンポジウム 

「イギリスと日本における先進的なＦＤ事例に学ぶ」 

（於：札幌学院大学 〔教員２名・職員２名〕） 

１２月１９日 

 

山形大学ＦＤシンポジウム 

「学生主体型授業の冒険」 

（於：キャンパスイノベーションセンター東京 〔教員１名〕） 

２月１２日 

 

ＦＤネットワーク“つばさ” 第６回ＦＤ協議会 

（於：了徳寺大学 〔教員１名・職員１名〕） 

３月 ４日 

 

 

北海道情報大学 教育ＧＰ成果報告フォーラム 

「教職員の力の結集が学生を変える」 

（於：北海道情報大学 〔教員１名〕） 

３月 ５日･ ６日 大学コンソーシアム京都 

組織的ＦＤの取り組み～ＦＤ義務化から現在(いま)～ 

（於：京都外国語大学 〔教員１名・職員１名〕） 
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５．平成２２年度ＦＤ活動事例集 

 

（１）人間福祉学部 医療福祉学科 

 

私語対策として 

  准教授 山本 麻由美 

このたび、FD 活動の一環として私が担当している社会保障論Ⅰを教職員の方に公開しました。非常に静か 

な中で講義を進めることができましたが、どうやら学生の方も気を遣ってくれていたようで、ありがたいこ 

とだなと思っています。 

 私語対策につながることとしては、学生の集中力をつなぎとめるために配布するレジュメに空欄を設けて 

います。空欄があると埋めたくなるのが人情のようで、きちんとそこは埋めようという気持ちになっている

ように見受けられます。私の方で反省しなくてはいけないことですが、うっかり話に勢いが付いてきちんと

空欄を意識しないことがあると、講義の後に学生が空欄には何が入るのかけっこう尋ねてきます。しかし、

最後の空欄が埋まると、学生はそそくさと帰り支度を始めるので現金なものです。ささやかな抵抗として、

わざと最後の最後に空欄を一つ作ることもあります。心中複雑ですが、有効です。 

レジュメの分量は、ほぼ A3 の両面で収まるようにして、必要に応じて新聞記事のコピーをつけています。

社会保障は難しいというイメージがあるようですが、なんとかそのハードルがあっても「今、何が起きてい

るのか」という問題意識、良くいえば好奇心を持ってもらえるように、新聞記事を紹介するようにしていま

す。レポート課題も、その時期の新しい話題などを取り上げるようにしています。学生の授業評価アンケー

トに「レポートの課題が最近のことなので楽しく取り組めた」という記述があり、狙いどおりの効果があり

そうだと確認できました。学生の興味関心は自分の身の回りの世界にかなり限定されていると思いますので、

少しずつわかっていくことで社会で起きていることに関心を持つようになれば、講義を聞こうという気持ち

につながるのではないかと考えています。 

社会保障論Ⅰではもっぱら制度の説明をしています。少し興味のある人は、「そういう仕組みだったのか！」

とわかるので、それなりに発見があると思います。そのため、講義を聞いてくださった先生方にはわりと好

評をいただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。しかし、ほぼまっさらな状態で講義を聞く

学生にとっては、そのまま理解するしかないようなことが多く、私自身、つまらないだろうなと思うので、

学生に質問をして聞いて歩くこともしていました。そうすると、場面転換にもなり、学生とのコミュニケー

ションにもなり、話している学生には無言の圧力にもなるので、便利でした。授業評価アンケートを見ると

「ゆるい雰囲気が良かった」と数人に書かれていたので、私の意図とは違った印象を学生が受けていたよう

でもありますが、２年生の前期ではそれも許容範囲かと思います。ただ、後期の社会保障論Ⅱでは、一転し

て社会保障の歴史的展開について私が粛々としゃべっているにもかかわらず、学生は静かにしています。何

が良いのか結局は良くわかりません。前期で少なくない学生が単位を落としましたので、聞いていないとま

ずいという理解が広まったおかげかもしれませんが、私としては、聞かないともったいないとまで学生に思

ってもらえるような講義にできるように、これからも改良していきたいと思っています。  
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（２）生涯学習システム学部 学習コーチング学科 

 

  

教授 佐藤 満雄 

１  

  

  

戦後我が国の教育は、行き過ぎた個人主義を子ども達に醸成し、その結果が現状の私語社会になっていま

す。このことに対しては、戦後教育の一部を担当してきた私にとって忸怩たる思いがあります。 

電車の中の化粧、駅の階段での座り込み等々、人の迷惑を考えることの出来なくなった若者達の延長線上に

私語もあるのです。 

  

 

そのような中で、今の学生達の親の現状を私語に絞って紹介します。私が校長をしていた時、ある小学校

から学芸会のプログラムが送付されてきました。A4 折りたたみのプログラムでした。そのプログラムを開け

てびっくり。なんと 1 面にわたって、参観にあたっての注意事項が書かれているのです。もちろん、その中

に私語をしないというのも当然入っていました。そのような保護者に育てられてきたのが今の学生の姿です。

躾を強制ととらえ、自らマナー違反を犯しても気がつかないのが今の保護者の現状なのです。 

  

 

私が本学に勤めて一番始めの講義は、332 教室でした。そこでびっくりしたのは、果たしてこれが大学生

かと思われる学生が多くいたことです。私が話しても多くの学生は後部の座席で私語又は居眠り一部の学生

は携帯をかけたりひどい学生になると椅子を倒してその上に寝ている、もちろん帽子などはかぶりっぱなし。

注意しても聞かず惨憺たる状況ではじめの講義は終わりました。数回同じような授業が続いたある日のコメ

ント用紙に、「私語がうるさくて講義に集中できない。教員として何とかすべき」と書かれました。その時初

めて、私語を嫌っている学生がいることを知り、この学生のためにも何とかしなければと考え始めたのが私

の私語対策の始まりです。 

  

２  

  

 

そこでまず指導する際には実態把握が一番先であると考えました。先輩の先生方からも情報を集め、多く

の学生は次のような状態にあると抑えました。 

 1) 緊張感に欠ける。 

    2) 姿勢を維持できない学生もいる。 

    3) 日本語能力が低い。（読解力、表現力、判断力） 

    4) 夜遅くまでのアルバイトによる疲労感が蓄積している。 

    5) 授業より部活動に夢中になっている。 

    6) 小、中、高校の学業成績からセルフエスティームが低下している。 

    7) 目的意識が低い。 
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そのような実態を把握した上で講義中に学生に緊張感を保たせるために次のようなことに踏み切りました。 

1) 私語、携帯電話の使用、遅刻、着帽等の講義マナー違反は、決して許さない。また、方針は決し 

てぶれない。 

    2) 毎回終了後小テストを行う。 

    3) 私語、遅刻など講義マナー違反は当日の小テスト（10 点満点）から 5 点減点。 

    4) 教師は 20 分前に教室に入り学生を迎える。（健康状態確認・脱帽などの指導） 

    5) 本日の授業の目標確認。 

    6) 本日の授業の流れの確認。 

  

 

特に私語は、人の時間を奪う行為であり、時間泥棒である。 私語（講義マナー違反全て）は泥棒と同じで

ある。そして、盗んだものは決して帰すことができない。と説明し、私語のもたらす罪について、ことある

ごとに話しました。 

  

 

緊張感の無さ、姿勢の悪さ、目的意識の低さは前頭前野の劣化及びセロトニン神経が弱っている証拠です。

そのためセロトニンを講義中に出させることに努めています。行っていることは、机間巡視を重視し、ほめ

る、ほほえむ等の行為を多くする。 作業場面を重視する。（書かせる授業など）。学生が回答できる場面を多

くし、正答に対しては、「あっぱれポイント」を与えることでセロトニンを出させることはもちろん、セルフ

エスティーム向上も図るようにしています。 

  

 

コーチングは、マネジメントを最も効果的に行うためのプロセスです。講義でいえば、その日の目標が最

も身につくためのプロセスになります。そこでまず大切にしたいのは、本時は何を目標として学ぶのかとい

うことを学生が明確にすることです。そのため、目標について説明し、書かせることを通して目標に対して

エネルギーを集中させます。 

 次に、コミュニケーションの機会を出来るだけ多くします。（単なる講義は、極力避けます）。そのために

一人で考えさせる、集団で考えさせる、そして発表させる機会を持ちます。発表させるに際して気をつけて

いることは、本学の学生のセルフエスティームが低下しているために自信を持たせるということです。発表

の場面では、出来るだけ失敗体験を与えないように、個別に回答させる場面で答えられない学生には出来る

だけヒントを与え成功体験で終わるよう配慮しています。 

学生の回答に対しては「オウム返し」でコミュニケーションを豊かにしています。また学生の回答するス

ピードや視線、仕草等にペースに合わせる「ペーシング」で親密感をつくるようにしています。 

  

 

講義を分かりやすくする努力に限度はありません。学生が変われば講義スタイルも変えなければなりませ

ん。そのため私は次のようなことで授業の改善にあたっています。 

    1) 学生アンケートによる授業の改善。 

    2) 授業ノートの毎年改訂、授業スタイルの変更。 
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    3) 他校種のよい授業を本学の授業に生かす。 

  

３  

今回私が皆さんの前に講義を公開させていただいた理由は、私のゼミ生が私語で苦しんでおり相談された

ことにあります。廊下を通る度に、学生の私語が日常的に交わされ、マナー違反が堂々と行われている、ひ

どすぎる授業が散見されます。 

 そのような講義が行われていることに対して、毎年色々な取り組みがなされていますが、残念ながら、何

ら変わらないのが現状であり、私語で苦しむ学生は、諦めに似た視線で教員を見ているのです。 本当に私語

をなくしたいのであれば、  

  また、私が講義している教室には、視聴覚備品が少ないために講義がある度に、コンピュータ、プロジェ

クター、DVD プレイヤー、プリントなどを運び込まなければなりません。その教室で、過日の外部評価委員

視察の際、授業視察 5 分前にブレーカーが落ちるという事故が発生しました。視察中でなくてほっとしまし

た。このように、学生のための講義環境は、優れているとは言えません。 

私語のない授業が行われるためには、教師の授業力などのソフト面だけではなく、ハード面の充実も必要

であると考えています。 

 

 

（３）生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 

 

 

                                                  教授 粥川 道子 

１  

 

  

 今回 FD 研修として担当させていただいた公開授業は、スポーツ教育学科の学科必修科目「野外教育論」で

す。履修生は必修対象となるスポーツ教育学科 2 年生 193 名に加え、選択履修した健康プランニング学科生

ならびに他大学学生 11 名の計 204 名です。 

履修生の中には、他学年や他大学から「野外教育」を学びたいと積極的な思いから受講した学生がいる反

面、必修科目であるがゆえに科目そのものに全く興味のない学生もいます。また、選択履修生の中にも卒業

単位を満たすだけのために然程興味がなくても履修した学生もいます。つまり、全く興味のない、あるいは

それ程興味のない一部の学生の視点で捉えるならば、この「野外教育論」は、単位取得のために厭でも出席

しなければならない科目です。 

 

  

私は必修科目は各大学、学部、学科、コースがめざす教育の理念と専門分野に関する必要最小限の基礎知

識を教授するために設定されていると捉えています。しかしながら必修科目だから仕方なく出席している一

部の学生には、教員の思いがなかなか伝わらないのが現状です。必修科目を担当する教員としては、高等教

育機関としての教育レベルを保ちつつ開講科目への興味がない学生へ「この科目はおもしろいな」と思わせ

る教授法を工夫しなければなりません。 
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以下に私語対策に繋がるであろう幾つかの工夫を述べさせていただきますが、私はどのようなタイプの学

生がいたとしても、その学生を育てより良い授業環境をつくるのは教員の務めであると思っています。そう

でなければたとえ一人の学生であったとしても本当に学びたいと思って受講してきた学生に対して申し訳な

いと思うからです。 

なお、教員としての工夫は多い方が良いでしょうが、学生に対して求めるルールはシンプルなものが良い

と考えます。私の場合は、必修科目に限らずどの講義もガイダンス時に「

、 」と伝えています。 

  

２  

 

  

204 名の履修生の出欠ならびに成績評価を正確に行うには、それなりのシステムを持って臨まなければな

りません。本講義では、出席カードの配付・回収の代わりに当日の講義のキーワードを示した A4 サイズのプ

リント１枚を使用します。学生は講義開始時に配付されたプリントにその日の講義内容をキーワード毎に記

入します。教員は講義終了時にプリント回収し、評価をつけて次の講義時へ返却します。 

座席を学生番号順に指定しておくことでプリントの回収・返却がスムーズに行えます。学生には、ガイダ

ンス時に座席指定の理由を「多人数の出欠確認と成績評価（素点）の記入ミスを防ぐため」と説明し協力を

仰ぎます。座席指定は確かに私語対策に繋がりますが、大切なことは教員からの押しつけではなく、あくま 

でも受講者全員の同意を得、 こと

です。なお、学生には身体的理由や積極的な受講意志により前方座席を希望する場合は申し出るよう伝えて

います。 

座席の基本配列は、階段教室の場合は縦に 15 列目まで、階段教室以外は 8 列までとし、横は 1～2 座席分

空ける形をとります。縦の上限を決めた理由は、本学の使用教室の場合これ以上後ろになると最後列の学生

にとって板書が見えにくくなることと教員からの距離が遠のくことで前列に比べると集中力が保ちにくくな

るからです。講義中は座席指定を補完するため積極的に机間指導を取り入れています。 

 

  

ガイダンスは 15 コマの講義の中で最も重要と捉えています。ガイダンスでは、講義のねらいや最終目標を

伝えるだけでなく「この講義はおもしろそうだ」と思わせるよう努めています。また、出席確認を兼ねたプ

リントについて毎回評価をつける事などの説明を通して「単に受け身の姿勢で受講していたのでは、単位は

取得できない」という緊張感を伝えます。ガイダンスの最後に最も学生に理解してもらいたい「本講義のル

ールはひとつ、私語厳禁」であることを伝えます。その際に「 は、

こと」を丁寧に説明します。この説明は、その後の受講態度を左右するた

め、学生数に関係なく一人ひとりの目を見て話すように心掛けています。 

2 回目からの講義では、一言でも私語を行った学生には、教員から声をかけます。その際は強く注意する

のではなく「何か質問ですか？」とか、話の内容の一部を捉えて「○○は、質問と関係のある事柄ですか？」

と私語を発した学生にマイクを通して穏やかな口調で問いかけます。講義を中断する訳ですからその学生は、

全員の注目を受けることになります。本当に質問があった場合はこれに答え「次回からは、質問の際には挙

手して下さい」と伝えます。 

 このように 、 ことで私語はおのずと減っていきま
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す。これは学生に求めたルールに対して教員もこれを守り、全ての学生により良い授業環境を保証する姿勢

を一貫して見せることでもあります。 

 

  

  学生にとって 90 分間集中して私語なしに過ごすのは、かなりのエネルギーを要します。 

ですから本講義では、適度な緊張作業や集中しながらも楽しんで行う他学生との共同作業などを取り入れ、

5～6 しています。また、講義毎に展開方法も組み換えながら行ないます。

要は緩急のある講義で学生の集中力を途切れさせないことです。 

例えば教員から質問をして 10 名程の学生を指名します。学生にとっては、約 200 名の中で答えるわけです

からかなり緊張する場面です。その際に留意することは、正解・不正解のある質問ではなく学生の考え方を

問うものとし、教員は答えに対して肯定的なコメントをすることです。良い答え出した学生には、具体的に

良かった点をほめます。その意図は、該当学生の学習意欲を強化するだけでなく受講生全員の学習意欲向上

を目指すことにあります。適度な緊張とこれを成し遂げた時の達成感は学習意欲を高めると思うからです。 

プリントに記入する内容や方法も様々です。板書を写す・口述記筆記・ＤＶＤやスライドショウー、講義

内容を見聞きしながらメモをとり、その後 10 分程の時間でまとめを書くまたは自らの考えを記すなど織り交

ぜて指示します。私語は厳禁ですが、一度書いたものを周囲の学生と確認する、あるいは周囲の学生と相談

して答えを導き出し記入するといった場面を作り、他者と話す時間を適度に置きます。 

さらに、ガイダンス時に学生に重要な個所を説明する時は、関西出身の私は、関西弁を使うと伝えておき

ます。学生は関西弁を聞いた途端に笑いながらも集中しています。重要な個所とは、講義の到達目標を導き

だすキーワードであり、15 コマを通して 10 程度です。 

 

  

  受講態度ならびに講義毎に回収したプリントの評価では、できるだけ「ほめること」を心掛けています。 

例えば、講義開始時に私が話す前に学生がざわついている場合は、静かになるまで待つようにしています。

逆にいえば、静かになるまで講義を始めません。黙って待っていると学生自身は自分たちの態度に気づき、

お互いに注意しあい受講体制が整います。そこで、

講義回数が増えるにしたがって最初 5分程かかった待ち時間が講義

毎に減り、3 回目あたりで私がマイクを持ち全員を見渡すと 1 分以内に静かになります。大切なことは、学

生たちの力を信じて待つことです。 

 講義毎の評価で言えば約 200 名の回収プリントの評価作業は、毎回 6 時間程になります。やや労力がいり

ますが学生の良い所を見つけるように心掛けています。評価は 3 段階です。3 段階にした理由は、学生にと

って努力すれば比較的早く最高評価に繋がるからです。下位の評価をつけた場合は、できる限り記載の中に

良い点があればその個所にコメントをつけるようにしています。学生がプリントに質問や要望を書いた場合

は、これに答えやコメントをつけます。この方法は、健康プランニング学科の必修科目から続けて 10 年にな

ります。10 年の経験からいえることは、次の通りです。 

 小さなことでもほめていくことで、学生は集中して受講し良いノートテイクをするようになります。一段

階高い評価を受けた学生は、その評価を維持しつつさらに上を目指そうとする傾向があります。最高評価を

受けた後は、9割以上の学生がこれを維持します。 

座席の関係を調べると、最高評価を受け続けた学生を中心に前後左右に良いノートテイクをする学生が広

がっていく傾向がみられます。これらのことから私は、学生はほめられることで講義に集中し、その結果と

して全体的に私語の少ない講義に繋がっているのではないかと捉えています。 
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３  

 

公開授業は必修科目でしたが、私は必修科目に限らず選択科目であっても本当にその科目を学びたいと強

い意志で毎回の講義に臨んでいる学生は、残念ながらそれほど多くはいないと捉えています。それゆえに、

学習意欲が乏しく私語に無頓着な学生に対して学習意欲を伸ばしていく努力をしなければならないのは、大

半の講義で求められているであろうし授業環境を整えるのは、教育者としての教員の責務だと考えています。 

私が担当する履修生が 200 名前後の科目は現在三科目です。いずれも学生たちからは私語が少ないといわ

れています。しかし今回、私語対策の FD 公開授業の機会をいただき、自分では気づかない改善点を諸先生か

らご指摘いただきました。その際にただ指摘するだけではなく幾つかほめていただいたことが、次なる教授

意欲を高める原動力になりました。 

ほめられて成長するという点では、学生も教員も老いも若きも同じです。「野外教育論」では

、 点に注目していただきたいと思

います。 

 

タイトルに「ルールはひとつ」と言いましたが、正しくは「マナーはひとつ」です。 

受講するということは学ぶための一スタイルであることを知り、自分たちには学ぶ権利があり、受講形式

の講義では何人たりともその権利を侵してはいけないのだと学生自身が気づき「 」というマナ

ーです。学生自身が私語厳禁を守ることで携帯電話のメールを打つ動作や遅刻をして教室に入室することも

マナー違反であることに気づいて初めて授業環境は整います。これまでの本学での経験からですが「ルール

はひとつ、私語厳禁」を厳守することで、携帯メール打信や遅刻に対しても学生の気づきは広がるようです。 

 

私の理想は、学生同士で授業環境を整えた結果、 で

す。今回は私語対策として自らの工夫を書きましたが、まだまだ教授力は不足しています。単なるテクニッ

クや工夫ではなく、講義内容を厳選し最新の研究発表を取り入れ、かつ学生がイメージしやすい体験やメデ

ィアを活用した教授法は学びの段階です。今は学生がイメージしやすい体験やメディアを調査する絶好の機

会としてゼミナールや卒論指導を活用しています。少人数の学生と議論することや研究室で学生同士が好き

勝手に会話している中から現在の学生の興味や経験値を知ることができるからです。 

私たち教員の多くは、過去のどこかで学ぶことの楽しさに気づいたがゆえに研究や教育に携わっていると

思います。

この点では、私の教授力はまだまだ学生の知的好奇心を引き付けるには至っていません。 

最後に今回 FD 研修の公開授業をさせていただいたことで、自らの教授法の欠点や教授力の未熟さを改めて

認識できました。ありがとうございました。 

  

 

（４）短期大学部 こども学科 

   

私語に対する授業の工夫点 

教授 矢花  司 

今回、本学の教官となって日の浅い私の講義が、学生の受講数が多いということで公開授業を行うはめにな

りました。 
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でも、皆さんの参考になるような取り組みをしておりませんので、かえって、忙しい中、多くの先生方に参

観いただき、恐縮しているところです。 

 

さて、今年の 6月 5日の北海道新聞にも大きく取り上げられていましたが、東大のグループが全国の国公私

立大学で授業を担当する教員約 1万 7千人を抽出した調査結果によると、最近の大学生は、「授業には出るが、

携帯電話や私語が多く、家ではほとんど勉強しない」など、学生による授業評価や出席・成績評価の厳格化な

どの改善がクローズアップされていました。 

また、同日の新聞に、「気になる親の参観態度」というタイトルの囲み記事が載っており、教室や廊下での世

間話が学校の子どもの授業を妨害しているという世相を嘆いていました。 

ここまで来ると、こうした現象は単なる躾や基本的なマナーやモラルの問題を超えて、現代人の利己主義や

甘えの構造がもたらす一種の社会病理現象ではないかと受け止めているところです。 

 

ところで、各種調査によると、小中高大の校種に関係なく私語は確実に増えているといいます。 

おまけに、最近では、「教員に遠慮しながらの私語から遠慮のない私語」、「授業中盤の私語から授業開始からの

私語」など、一層、過激化や蔓延化の傾向を示し、マスプロの大教室であれば、否応なく私語は発生するとい

う法則が成り立つほどであると揶揄されています。 

 

当然のように、学びの真剣度の指標である私語の様相や受け止め方、対策などは、人によっても、場所によ

っても教材によってもことなり、実にイロイロです。 

 

私の私語に対する指導タイプは、本来は、団塊世代特有の「静かにせよ！」などとわめく「雷おやじ型」な

のですが、今の時代にはこうした指導の効果は薄く、おまけに無駄なエネルギーを使い、体力的にも精神的に

も疲れますので、途中からあきらめ、正攻法である授業の工夫に的を絞ってやってきました。 

  

 私の今の力量からは、こうすればこうなるといった特効薬は見当たりませんが、これまで体質改善策として

取り組んできたのは、 

      ①学び方を重視した具体的なシラバスの事前提供(予習課題) 

      ②ワークシート形式等を取り入れた講義資料の作成 

      ③学生の司会による授業ガイドの取り組みなどです 

 

特に、ゼミ形式など少人数指導などで効果をあげやすい「学生による授業ガイド」を本講義にとり入れてい

ます。 

この趣旨には大きく二つあり、学生による学生のための自主的な学びの確立と、子どもを動かす実践的な指

導力を身につけることにあります。 

 

学びのモデルとなるような素敵な学び方をしている学生は、本学にも沢山います。 

こうした学生に働きかけ、時には、進め方の打ち合わせをしながら行ってきました。 

最初は、授業のはじめや終わりの挨拶言葉からはじまり、授業内容紹介、質問、感想、意見などの司会進行

ができるようになればと思いながら進めています。 

 

このことが、必ずしも私語対策にはつながるものでもなく、また、なかなか思うようにはいかないものです
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が、これからも、学生とともに創り上げる大学生らしい授業を目指し、あせらず、気長に取り組みたいと思っ

ているところです。 

 

（５）アンケートに見た改善計画事例 ～教員コメント(H21 後学期・H22 前学期)より抜粋～ 

 

・『社会福祉士はカリキュラムの改変の影響もあって、難しい授業内容になってしまったことを反省していま

す。次回以降は、わかりやすい説明や双方向度を高めた授業に向け努力いたします。また私語への対応につ

いて、これまでは教員の強制的対応で受講生の気分を害さないよう、私語が静まるまで講義を中断する程度

にとどめておりましたが、こうした対応の限界を今年強く感じましたので、今後は座席指定や退室勧告等の

対応をいたします。』(「社会学」) 

 

・『今回提示された学生の皆さんの声を真摯に受け止め、次の様に改善をはかりたい。(1)私の実体験からで

しか語れない話をもっと盛り込んで、授業内容をより理解しやすい様努力したい。(2)実践的に学べる様、授

業の進め方の工夫をすると共に、学習効果を高めるため、視聴覚教材をこれからも適宜取り入れたい。(3)

説明の際には、簡潔に、明瞭にを常に心掛ける。(4)声が全学生に行き渡る様に、教室に備えて下さっている

マイクを有効活用したい。』(「教育相談論」) 

 

・『それぞれの種目の 1 回目には模範授業の受講、2 回目には指導案の作成、3 回目に模擬授業の実施を行っ

た。特に模擬授業は屋外で集団をまとめ、伝えることの難しさについて身をもって知り、とまどいながらも

指導者としての心構えを行うことができたものと考える。各回の模擬授業の感想を全員へ書かせ配布資料と

し、課題等を共有することをねらった。指導案作成資料がレポートのみであったため作成の手掛かり資料を

今後用意する。』(「生涯スポーツ指導演習(陸上競技)」) 

 

・『履修者が 200 名を超える為、大教室を使用し座席を指定している。学生には、視力等の関係で前方座席を

希望する場合は、申し出てもらうようにしているが、本調査で 2 名の学生から板書の文字が小さいとの意見

が出された。教員としては、最後列の 18 列目から見た場合の文字を確認して講義に臨んではいるが、再度、

筆圧、文字の大きさ、行間等を考え、より見やすい板書を心掛けたいと思う。』(「野外教育論」) 

 

・『教職必修科目であるが欠席目立つ。登録者 198 名中 48 名は評価不可で、調査日の出席者は 127 名、用紙

提出者は 99 名であった。対策として今年度は、毎回最初に前回のまとめを行い、最後にその日のまとめを小

テスト形式で提出させた。遅刻も多く、私語対策から座席指定を行ったが、遅刻者の着席で集中力が途切れ

た可能性がある。遅刻者入室を不可とした場合、全学的に徹底できなければかえって不満が募るものと考え

られる。』(「衛生学及び公衆衛生学」) 

 

・『自己評価も授業評価も特に目立って評価が低い項目がなく、各担当教員が工夫して授業を進めた成果と思

われる。一方、自由記述欄の回答には各講師の話が面白いという意見もあるが、15 回の授業としてのまとま

りや、一人 5回の講義では説明が不足など、オムニバス展開の難しい面が指摘された。今後の課題としたい。』 

(「総合科学Ｃ」) 

 

・『目標を持った学生であり、授業の取り組みは積極的であり意欲的であった。不満な学生がいなかったのも

その理由によると思われる。授業評価の中「知的好奇心」にやや工夫が必要であることは、今後の授業の進
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め方に参考になる意見である。教育については、時々の話題や課題の具体的提示が大切であるので重点を置

いて資料収集や提示方法に努力したい。』(「教育経営学」) 

 

・『計算や数学に対して抵抗を持たれやすい科目であるため、「わかりやすさ」を重視したが、ある程度の成

果はあったかと思われる。一方で、進行のスピードが遅いと感じられたり、内容がやや容易過ぎて統計学の

本質から離れてしまうといった弊害もある。毎回出席票で、学生に「理解度」をパーセンテージで質問し、

様子に合わせて内容・進行の調整を図る必要がある。私語への対応や計算の精緻化などには留意したい。』 

(「基礎統計学」) 

 

・『目標を持った学生であり、授業の取り組みは積極的であり意欲的であった。不満な学生がいなかったのも

その理由によると思われる。授業評価の中「知的好奇心」にやや工夫が必要であることは、今後の授業の進

め方に参考になる意見である。教育については、時々の話題や課題の具体的提示が大切であるので重点を置

いて資料収集や提示方法に努力したい。』(「教育経営学」) 

 

・『建築というものに興味を持ってもらうのを狙いとして授業の計画を立てています。全授業の半分以上を占

める模型制作について、完成モデルをまねするのではなく、良くマニュアルを読んで自分なりの工夫で造り

上げることを指導したつもりでしたが、時間に追われる学生が多かった。又、グループ作業での協力度が十

分に引き出せず、時間に追われて完成度が不十分な学生も散見されたのは残念。次回は、この点に留意して

指導を充実させたい。』(「建築材料・構法」) 

 

・『受講生の満足度が概ね高く、安心しました。評価項目毎にみると、担当教員の講義の工夫について相対的

に評価が低いので、受講生の理解がより進むように、次回以降はこの項目について改善を中心に、引き続き

講義内容の充実と教授方法の技術向上に努める所存です。』(「地域施設論」) 

 

・『評価の集計結果は概ね良好で、最後まで出席した学生に対しては授業の目的や内容がしっかり伝わったと

思われます。その一方で履修登録者数と実質出席者数（授業評価アンケートに回答した学生数）のギャップ

が大きく、その点に次年度改善すべき課題がありそうです。また、使用している教室の室温管理が手動でで

きないことについても改善を望む声が出てきています。』(「画像合成処理」) 

 

・『学生の出席状況は各自低めの自己評価をつけておりますが、欠席した学生も空き時間で遅れを取り戻す等、

熱心に課題をこなしてくれました。授業内容への興味の持ち方にはやはりそれぞれ差があるのですが、興味

の薄い学生に対して自ら進んで授業に取り組める程モチベーションを引き上げていくことができなかったこ

とが反省点です。今後は一人一人の学生がより興味を持って学べるような授業展開を行おうと考えていま

す。』(「グラフィックデザインⅡ」) 

 

・『昨年度に比して、学生の日本語能力の差異は広がった。このことは受講意欲や態度に如実に表れるため、

留意をした。1 年生対象科目であるが、編入生等、深化した内容を求める学生が混在しており、展開は難し

かった。事前学習課題の設定と活用を徹底した。話し合う時間や考える時間の設定を心がけた。編入生が受

講生割合の多くを占めることは今後も変わらないが、結果を真摯に受け止め、授業設計等研鑽に努めたい。』 

(「国語科概論(書写を含む)Ⅰ」) 
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・『学生からの積極的な意見や感想については、今後とも指導に役立てていきたい。一方で、1年と 3 年の学

生が混合する為の課題もあるので、一層工夫を考えたいと思います。』(「社会科概論Ⅰ」) 

 

・『本科目の評価は、ある程度の予想した範囲であるが、少数意見にも耳を傾ける必要があろう。主体的な学

習活動を意識しすぎたため、講義の目的がやや分かりづらいと評価されたようである。次年度は、この点に

ついて修正を検討したい。』(「社会科指導法Ⅰ」) 

 

・『4 年生後期の授業であり、4 年間の生涯学習関連の科目での学習の総括となるよう授業を展開した。学生

は熱心に受講し、担当者としてはやりがいのある授業であったと思っている。しかし、就職活動での欠席や

担当者の公的会議出席のための休講(2 回)があり、その補充として資料配布をしたが、学生にとっては補講

を実施することの方がより理解を深められたと思う。次年度は改善したい。』(「生涯学習と学校教育」) 

 

・『後学期は冬になると暖房はついているのですが、室温調整ができず暑すぎたり、寒かったりと授業に支障

がでる時も多いです。毎年この授業評価で学生からも改善要望として挙がっています。また、ホワイトボー

ド用のマーカーが無かったり（あってもインクが無い場合が多いです）、マイクの電池が切れていたりと非

常勤講師からも問い合わせがありました。私からも授業環境の改善を要望します。』(「デジタルイメージⅡ」) 

 

・『昨年度、唯一評価 4を下回った「授業内容をよく理解できましたか。」が 4以上となり、具体的な実験を

多く取り入れたことがよかったものと考えている。一方、昨年同様に授業環境において「教室の大きさ」に

対して改善要望が多いことから、実験環境も含めた実験室の整備が望まれる。』(「理科概論Ⅰ」) 

 

・『明確に教師を志望している学生とそうでない学生が混在しているなかで、興味・関心づけに一層の工夫が

必要と感じました。今年度は、さまざまな事例を紹介し、事例研究を基盤とした講義展開を工夫しようと考

えております。』(「教職概論」) 

 

・『音楽室の環境の面で室温に対する記述が多く寄せられた。要望があった暖房の改善をお願いしたい。授業

の目的、内容の理解と実践は、大半の学生ができていた事をアンケート調査から理解できた。演習を行うた

めのプログラム作成、資料や情報の説明、レポート提出に対して、座学が多いという意見があった。授業で

展開されている事がどのようにつながるのか、理解できていない学生もいることを把握し、今後の授業展開

を考えたい。』(「音楽療法演習」) 

 

・『前期の反省を生かし、少人数の利点を生かした授業改善に取り組んだ。学び方を重視したシラバスの作成、

学習課題に応じた学生全員による 1 分間スピーチ、多様な方法による研究テーマの発表会、パワーポイント

と文書資料を組み合わせた授業展開などである。学生の乗りもよく、久しぶりに手応えを感じる授業ができ

たと思う。』(「発達心理学Ⅱ」) 

 

・『学生の皆さんが興味を持って授業を受けていただいたこと、とても嬉しく思いました。服装の歴史は人間

の歴史でもあるわけです。時代の権力者や富裕階級の絶大な力が反映され、時々身体を変形させる衣服の登

場も面白いものです。これからもパワポや映像を組み入れた、ビジュアルな授業を展開します。』(「服装史」) 
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６．本学のＦＤ活動経過 

   

〔平成１６年度〕 

１０月 ５日 

 

ＦＤ講演会「ＦＤの理念概要について」 

東海大学 教授 安岡 高志 先生 

１１月 ９日 ＦＤ講演会「授業を「知」へ！ＦＤの現状と課題」 

メディア教育開発センター 教授 吉田 文 先生 

 

〔平成１７年度〕 

１０月１４日 第１回ＦＤ研修会「学ぶ意欲を引き出す授業デザインとは何か」 

北海道大学 教授 鈴木 誠 先生 

１１月２１日 第２回ＦＤ研修会（公開授業･懇談会）「日本語力の向上」 

岡山大学 教授 塚本 真也 先生 

２月２１日 人間福祉学部 ＦＤに関する卒業予定者と教員との懇談会 

２月２１日 短期大学部 ＦＤに関する卒業予定者と教員との懇談会 

 ２月２２日 生涯学習システム学部 ＦＤに関する卒業予定者と教員との懇談会 

 ３月 平成１７年度「授業改善のための事例集」発行 

 

〔平成１８年度〕 

７月１１日  第１回ＦＤ研修会「授業改善事例発表会」 

・「政治学」人間福祉学部 相内 眞子 先生 

・「健康プランニング論」生涯学習システム学部 小田 史郎 先生 

・「こどもと遊び」短期大学部 晴山 紫恵子 先生／梅垣 明美 先生 

・「現代社会の課題と学校教育」人間福祉学部 今野 洋子 先生 

１１月 平成１８年度第１回ＦＤ研修会「授業改善事例発表会」記録集発行 

１月 平成１８年度「授業改善のための事例集」発行 

２月２０日 短期大学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 

２月２０日 生涯学習システム学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 

 ２月２３日 人間福祉学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 

 

〔平成１９年度〕 

７月１０日 第１回ＦＤ研修会「授業改善事例発表会」 

・「英語コミュニケーション」人間福祉学部 Ｊ．Ｊ．フランク 先生 

・「秘書概論」短期大学部 田口 智子 先生 

・「バイオメカニクス論」生涯学習システム学部 山本 敬三 先生 

２月１９日 短期大学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 

 ２月２２日 人間福祉学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 
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 ２月 平成１９年度「授業改善のための事例集」発行 

３月１４日 生涯学習システム学部 ＦＤに関する卒業予定者との懇談会 

 

〔平成２０年度〕 

６月１０日 第１回ＦＤ研修会 ＧＰＡ制度（５段階評価とＧＰ／ＧＰＡの算出方法） 

 ９月 ２日 第２回ＦＤ研修会 ＧＰＡ制度（制度の運用方法） 

１０月 ９日 ＦＤ勉強会 講演「山形大学のＦＤとＦＤネットワーク“つばさ”の取り組み」 

山形大学 教授 小田 隆治 先生 

１０月３１日 第３回ＦＤ研修会 公開授業 意見交換会 

「心理学」人間福祉学部 佐藤 至英 先生 

１２月 ９日 

 

ＦＤ講演会「単位の実質化‐小レポートと学習の記録を用いた一つの試み」 

北海道大学大学院 教授 新田 孝彦 先生 

１月 ＦＤネットワーク“つばさ” 加盟 

２月 ９日 人間福祉学部 卒業予定者と教員との懇談会 

 ２月１７日 短期大学部 卒業予定者と教員との懇談会 

２月１９日 生涯学習システム学部 卒業予定者と教員との懇談会 

３月３１日 ＦＤ活動報告創刊号発行 

 

〔平成２１年度〕 

６月３０日 第１回ＦＤ研修会（ＦＤ講演会）「相互研鑽としての公開授業と検討会」 

山形大学 教授 小田 隆治 先生 

１０月 北海道地区ＦＤ／ＳＤ推進協議会（設立）加盟 

１０月２１日 第２回ＦＤ研修会（人間福祉学部公開授業・意見交換会） 

「健康相談活動の理論及び方法」「養護実践学Ⅱ」今野 洋子 先生 

１０月２２日 第３回ＦＤ研修会（生涯スポーツ学部公開授業・意見交換会） 

「障害児教育指導論Ｂ」和 史朗 先生 

１１月１８日 第４回ＦＤ研修会（生涯学習システム学部公開授業・意見交換会） 

「合奏Ⅱ」千葉 圭説 先生 

１１月２０日 第５回ＦＤ研修会（短期大学部公開授業・意見交換会） 

「服装史」泉山 幸代 先生 

 ２月 ３日 第６回ＦＤ研修会（学生ＦＤ会議） 

テーマ「大学生らしい授業のあり方」 

２月２３日 第７回ＦＤ研修会（“つばさ”大学間連携ＳＤ研修会参加報告） 

ＦＤ支援オフィス 藤田 肇 

 ３月３１日 ＦＤ活動報告第２号発行 

 

〔平成２２年度〕 

５月１３日 第１回ＦＤ／ＳＤ研修会（初任者研修会） 

 ６月１５日 第２回ＦＤ／ＳＤ研修会（人間福祉学部公開授業・意見交換会） 

「社会保障論Ⅰ」山本 麻由美 先生 
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６月２１日 第３回ＦＤ／ＳＤ研修会（生涯スポーツ学部公開授業・意見交換会） 

「野外教育論」粥川 道子 先生 

 ６月２３日 第４回ＦＤ／ＳＤ研修会（生涯学習システム学部公開授業・意見交換会） 

「知的障害児教育Ⅰ」佐藤 満雄 先生 

 ７月 ５日 第５回ＦＤ／ＳＤ研修会（短期大学部公開授業・意見交換会） 

「発達心理学Ⅰ」矢花 司 先生 

 ８月 ２日 第６回ＦＤ／ＳＤ研修会（ワークショップ） 

テーマ 授業に関し「本学の良い点」「改善すべき点」「各自ができること」 

９月１４日  第７回ＦＤ／ＳＤ研修会（ＩＣＴ研修会）「情報収集とプレゼンテーション」 

‐集めたデジタル情報をパワーポイントで活かすには？‐ 

生涯学習システム学部 松澤 衛 先生 

９月２１日 第８回ＦＤ／ＳＤ研修会（ＦＤ講演会） 

「教育機関において注意すべき著作権と情報モラル」 

(社)コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田 裕 氏 

 ２月 １日 第９回ＦＤ／ＳＤ研修会（ワークシッョプ） 

テーマ 後期ＦＤ活動の振り返り 

 ３月３１日 ＦＤ活動報告集第３号発行 
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７．平成１７年度～平成２１年度授業評価アンケート集計結果 

 

過去 5 年間の授業評価アンケートの結果で、授業の満足を中心にその推移をみるとすべての学部、すべて

の年度で、「そう思う」「ややそう思う」と答えた学生の割合は高く、しかもその割合が年度ごとに高くなっ

ていることがわかる。 

 更に、入学年度別に見ると同様に年度ごとに評価が高くなり満足度が高くなっていることがわかる。 

 履修者別満足度より履修者が多いと評価が悪いという認識があったが、結果を見ると差がないことがわか

った。各教員が履修者数に応じての授業を行っていることが伺える。 

 全体的に授業能力の向上を図る FD 活動に取組み重ねた成果がこうした結果に表れていると思われる。 

（千葉 道博） 

 

【履修者別満足度(平均点)】 
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【年度別学部別評価(平均点)】 
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【学部別満足度】 
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【人間福祉学部／学年別満足度】 
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【生涯学習システム学部／学年別満足度】 
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【生涯スポーツ学部／学年別満足度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【短期大学部／学年別満足度】 
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【入学年度別満足度／人間福祉学部】 
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【入学年度別満足度／生涯学習システム学部】 
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【入学年度別満足度／短期大学部】 
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８．編集後記 

 

北翔大学・北翔大学短期大学部の FD活動報告を、今年度は「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 7 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。今年度は特に「学

習環境を整える」という FD 活動目標を設定し、教職員並びに学生全てに呼びかけ、全学を挙げての取り組

みができましたことは、FD実施を担当するものとして感謝しているところです。 

しかし、同時に FD 本来の活動とは何か。どのように展開することが望ましいのかという、原点に立ち返

る疑問も常にあるところであり、他大学から情報を得ながら検討しているところです。 

そこで、次へのステップに進む上で、これまでの活動の歩みを振り返り、現在の活動をまとめてみること

が大切と考え、今年度は報告集を作成いたしました。この中で、特に 7 年間実施してきた授業評価の一部を

取り上げ、FD活動の効果が客観的に見ることができるような試みもいたしました。 

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 中出 佳操 

 

 

 

 

 

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。 

【HP→学生サポート→教育支援総合センター→FD支援オフィス→FD活動について】 
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