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１．学長挨拶

（１）大学学長

｢FD 活動報告第 4号｣の刊行に寄せて -平成 23 年度の FD 活動を顧みて-

 
北翔大学学長 相内 眞子 

 
平成 20 年に大学設置基準が改正され、先行した大学院に続いて、学士課程において

も FD が義務化されることになりました。大学進学率が 15％程度であった、いわゆる「エ

リート教育」の時代とは大きく異なり、同進学率が 50％を超える大衆化の時代を迎え

て、高等教育が再定義を迫られていることは間違いありません。

高等教育の再定義（新たな役割に基づく教育課程の再構築）の過程では、FD（Faculty

Development）ばかりでなく、SD（Staff Development）が求められています。学力に

おいても、自立・自律的な生活能力においても、レベルが一様とはいえない学生を受

け入れざるを得ない現代の大学においては、教員は教授法の改善に努め、職員は専門

性を高めて、教職協働で学生サービスに当たることが肝要であり、それこそが、大学という組織の潜在的な

力を活性化させる OD（Organizational Development）につながるという考え方が示されたのです。

多くの大学が FD・SD・OD に取り組み、優れた実践例に対しては、文科省が補助金を出すなど支援をしてき

ました。本学は、山形大学が推進する FD・SD の全国ネットワーク「つばさ」に加盟し、また「北海道地区

FD・SD 推進協議会」にも参加して、他大学の優れた取り組みを参考にしながら、積極的に FD・SD に取り組

んでまいりました。

FD・SD に対する全学的理解と受容には、なお少々の時間がかかるかもしれませんが、確実にその意義は浸

透してきています。この背景には、本学 FD 支援委員会とオフィスの、まさに教職協働による様々な工夫と努

力がありました。また、ICT 関連の機器は、授業改善のツールとして大変有用ですが、十分使いこなすには

まだまだハードルが高いものです。「FD・SD/ICT 交流サロン」と銘打った全 7 回の研修会に、助けられた教

職員は少なくなかったのではないでしょうか。さらに、参加者の確保が課題という悩みはあるものの、公開

授業に応じてくださる先生方が増えつつあることは、まことに喜ばしい限りです。

さて、学生諸君が FD・SD に一役買うのが「学生 FD」です。「学生による授業評価」はほぼ定着してきてい

ますが、一方でマンネリ化しつつあるとの批判もあり、それを補う意味からも、本学を含むいくつかの大学

が取り入れているのが「学生 FD」です。中でも「学生 FD 会議」は、全国の大学生が一堂に会し、相互交流

を通じて、自分たちが受ける授業を含む大学全体の環境改善に関わる意見や要望を発信する活動として、近

年注目されています。教員と職員に学生が加わることで、FD・SD は確実に OD に発展していくでしょう。こ

の「学生 FD」の力を得て、今後本学の FD・SD 活動がどのような発展を見せるのか、成功を期待し、応援し

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 FD 活動は、今年で 8年目になります。平成 16 年から FD 活動が始まり教育の

質の充実をテーマに、授業内容及び方法の改善が積み上げられてきました。このことは

関係者のご努力の賜物と感謝申し上げます。

本学が長く取り組んでいた FD 活動は、4 年前に全国の高等教育機関で義務化されま

した。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」をするようにと各大学に義務付けられたわけです。しかし、FD 義務化の状

況にあっても他大学の一部には FD の委員が学部でやりたくない仕事の一番であったり

するとの新聞報道を見ると、これでは FD を自分たちのものにすることはできないので

はないかと思わざるを得ません。主体的に FD をこれからの教育に通じる活動として FD 担当を引き受けてい

きたいとの共通認識が大学人すべてに求められてきています。本学ではこの認識に立って、長年 FD 活動に取

り組み年々その取り組みに工夫を重ねてきたことは、特筆されることと思います。

近年、FDを取り巻く状況には他大学と共通した課題があることから大学間で協調して情報交換が進められ、

年々、課題が拡大深化しています。FD 活動は、学生の視点を取り入れた学生 FD 活動とも連動して取り組ま

れ、カリキュラム開発のために教員職員が共に学び合う取り組みや教職協働の取り組みなど、その広がりは

大きくなっています。本学もその全国的に展開してきている主体的かつ組織的な FD 活動を取り組んでいます。

今年度も公開授業、講演会と研修会をはじめ、学生 FD 活動（学生 FD 会議、学外研修会参加）と授業改善

アンケート調査などを通して、「学生が求めている授業は何か。」を自問し、教育改善を行なってきています。

加えて、本年度は FD・SD/ICT 交流サロンが実施されました。これは IT 関連の操作説明及び学生交流を主体

した教職員、学生の双方向のやり取りを企画したユニークな取り組みでした。

また、本年度 12 月 20 日開催の第 4 回の FD/SD 研修会は、「多様な背景をもつ学生の支援について」のテー

マで開催され、「障害を持つ大学生を理解するハンドブック」の活用と合わせて、学生とどう教職員が向き合

うかについて外部講師の講演がありました。外部講師はカウンセラーとしての長い経験と本学の学生相談室

勤務の経験から、北翔大学の学生の状況を見てみると素晴らしいところがあると言及され、学生と教員に距

離が近いこと、学生と関わるのが好きで学生を支援して当然という北翔大学の風土があること、さらに道内

大学においては極めて高い水準の学生支援システムを持っていると評価されました。この講演の中で、多様

な背景を持つ学生の支援が上手な教員は、教育も上手だと話されたことが印象的であり、FD/SD の研修会で

外部の視点で評価を聞くことの意義を実感したところであります。

これらの充実かつ有意義な取り組みがまとめられたこの活動報告集が、これからの本学の FD の取り組みの

進化に役立つことと期待しています。
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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 粥川 道子 

 
本学の FD 活動は今年で 8年目となりますが、FD 支援オフィスは、平成 21 年に教

育支援総合センター内に学習支援オフィス・学生生活支援オフィスと並んで開設さ

れました。単一の分掌で活動していた時期と大きく異なる点は、文字通り 3 オフィ

スが情報を共有し、総合的に FD 支援を展開していることです。教育支援総合センタ

ー下の FD 支援オフィスは、学生の学習支援と生活支援の課題を共有し、これらの課

題解決のために教職員の能力開発や GPS 導入支援、情報システム環境整備等の充実

に向けたサポート業務を行っています。加えて FD ネットワーク「つばさ」への加盟や学生 FD 支援をとおし

て他大学との情報交換を積極的に推進しています。本報告書は平成 23 年度の活動内容を教員組織の FD 支援

委員会と FD 支援オフィスがまとめたものです。ご高覧いただき、ご指導いただければ幸いです。

さて、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なければ意味が

ありません。この点について平成 23 年度の「FD/SD 研修会『多様な背景をもつ学生の支援について』FD 講演

会」の取り組みを紹介し、教育支援総合センター長としてのご挨拶とさせていただきます。

多様な背景をもつ学生の支援は、年度初めの教育支援総合センター会議（構成員は先の 3 オフィス長・ア

ドミッションセンター長・キャリアセンター長・教職センター長・エクステンションセンター長・保健セン

ター長・同副センター長・教育支援総合センター部長）から議題にあげ、入学から就職まで各センターの支

援の実態を共有しました。並行して各学科長へ該当学生の支援について聞き取り調査を行いました。続いて

学習支援オフィス長や学生生活支援オフィス長、同課長とともに他大学の視察を重ねました。その結果、多

様な背景をもつ学生の支援は多くの教職員が必要と考えており、今こそ全教職員が共通の問題意識を持って

臨むべきと捉え、学長を委員長とする全学組織 FD 実施委員会主催の本講演会を開催しました。

実際、講演会の出席率は高く、本件の教職員対象のアンケート調査では、「実際に個人に合わせた配慮や支

援の必要がある学生がどのくらいいると感じているかと」の問いに回答者全員が「いる」と答え、「学生の抱

える多様な背景（身体的な障害、精神障害、発達障害など）をより理解できるように、積極的に学んでいく

か」との問いに「思わない 0％・あまり思わない 5％・そう思う 62％・とても思う 33％」との回答を得まし

た。この結果は、本学教職員が多様な背景をもつ学生の支援を今日的課題と捉え、対象理解を含め支援のあ

り方を学んでいこうとする姿勢を示しています。また、自由記述では「次年度はより具体的な支援法等の学

びの機会をつくってほしい」との声を多数得ました。これらの声に後押しされ FD 支援オフィスでは、次年度

の「多様な背景をもつ学生の支援について」の講演会を 3回計画しています。

「継続は力なり」次年度の FD/SD 活動が楽しみです。
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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」

〔１〕初任者研修会について

本年度は、4名の新任教員に対して、「本学の FD 支援活動の概要及び授業評価」について、簡単なスライ

ドを用いて、FD とは？、FD 支援オフィス及び、サポート内容について、本学での今までの FD 活動の取り組

みについて、平成 22 年度の取り組みについて、前期、後期の授業の最後に行う年 2回の授業改善アンケート

調査について、流れと結果の個別分析表について、説明した。

（生涯学習システム学部 松澤 衛）

〔２〕初任者研修会に参加して

5月 13 日（金）に初任者研修会が次のプログラムで実施された。

最初に、相内大学学長より「本学の建学の精神と教育の理念」について、

続いて小杉学習支援オフィス長より「本学の学習支援」について、最後に

松澤 FD 支援オフィス長から「本学の FD 支援活動の概要及び授業評価」に

ついての 3つのプログラムでした。

１ 「本学の建学の精神と教育の理念」について

私立大学の全国的な状況についての説明があり、本学は高等評価機構の

審査の中で高い評価を得ており、教職員一丸となった取り組みの成果であ

るとの紹介があった。続いて、建学の歴史の説明の後、教育活動を貫く理

念として「愛と和と英知」の説明がなされました。本学に奉職する者とし

て、培われた歴史とその精神を肝に銘じておく必要があると強く決意した

ところです。

「現代の大学と教育サポート」のテーマでは、大学進学を希望すること

によって、誰でも入学できる「ユニバーサル化の時代」に触れ、学生の多

様なニーズに応じるためには、大学人がそれを真摯に受け止め、「自立」「自

律」の 2 つについて指導していくことが求められているとの話をいただきました。さらに、学習サポートシ

ステムなどの話についても触れていただき、将来の日本を背負う若者の教育の最終段階の場である大学（生

涯学習の視点でなく、限定された教育の意味）での役割の大切さについて再認識しました。

着任早々の時期だけに、建学の精神に触れることにより、気持ちを改にし講義及び学生指導に向かう基本

となる講話を拝聴することができ大変有意義な内容でした。

２ 「本学の学習支援」について

中央教育審議会の「学士課程教育の構築に向けて」を基盤に、本学が取り組んでいる、「入学前学習支援プ

ログラム」「初年次教育」「リメディアル教育」「多様な学生に対する支援」「学習サポート教室」についての

説明がありました。

学生の学習レディネスが様々であり、一様な講義では学生に意欲をもたせるかができないと感じていただ

けに、様々な工夫がなされている事を学ぶ事が出来ました。個人的には「障がいのある学生の学習保障」を

どう進めるのかに関心があり、聴覚障がいのある学生への情報保障（ノートテ‐クや字幕情報の提供など）

の在り方、発達障がいを疑われる学生への学習保障の在り方について、今後学んでいく必要がある事を確認
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出来た実り多い内容でした。

３ 「本学の FD 支援オフィス活動の概要及び授業評価」について

活動内容については、報告集としてまとめられた創刊号から 3号までの沿った説明がありました。FD の幅

広い概念理解に始まり、授業改善のために講演会や研修会が実施されている事等が良く理解できました。ま

た、他大学とのネットワーク「つばさ」への参加によって、大いに FD の理解が前進している様子も紹介され

ました。

「授業評価」についても、学ぶ側の学生からの授業に対する評価情報を真摯に受け止め、授業改善に役立

てていることが理解できました。今後は学生の参加の工夫が求められており、FD 委員の一人としてのさらな

る責任を感じた実り多い研修でした。

（生涯学習システム学部 島津 彰）

（２）第２回 FD/SD 研修会「FD 講演会」-学生 FD について-

 
さる 10 月 15 日、本学 8 号棟において札幌大学教授梶浦桂司先生をお

迎えして「23 年度第 2 回目の FD/SD 研修会」が開催された。テーマは「札

幌大学における学生 FD の取り組みについて」である。梶浦先生は学生 FD

の執行部を、教職員の委員会にオブザーバーとしての参画を実現、今年度

より「学生 FD 委員会」の委員長 1名を正式な委員とした。さらに、「サツ

トーーーク」という札大のフォーラムの企画運営を実施し、日々学生・教

員・職員の協働、協調した札大の FD 活動に奔走しておられる。

講演内容は学生 FD の立ち上げの経緯と活動内容の紹介、今後の課題についてであった。立ち上げの経緯と

しては、20 年 11 月 FD ネットワーク「つばさ」の「学生 FD 会議」に学生 2 名が参加したことに始まり、こ

の 2 名の学生が中心になり、札幌大学に学生 FD 委員会を立ち上げた。この学生 FD 活動は建学の精神と教学

の理念を実現するために必要な改善を学生・教員・職員が協働し、組織的かつ継続的に推進していくことと

定義し以下のことを実施している。①授業アンケートの見直しを考慮した。

中間のアンケートでは授業の中でのレスポンスとして「よかった点」「悪か

った点」「改善してほしい点」「その他」として自由に記述してもらった。

②サツトーーークと称し、学生と教職員とで気楽に話し合いをし、より良

い大学にするため教職員との交流の場を設けている。③学生発案型授業と

して 2009、2010 年度に「かしこい消費者になろう」という教養教育科目 2

単位を実施した。授業案の公募から発案型授業の決定、シラバス作成まで

を学生が行った。④授業マナーの NG 集として授業内でのマナーの悪さの例として、私語、飲み物を飲む、居

眠り、携帯の使用、ノートを取らないなどをビデオで収録・編集をした。⑤Café プロジェクトとして学生と

教職員とが交流しやすい居心地のよい場所をと春学期と秋学期に学内に設置した。⑥サツナビとして学生委

員会（札大おこし隊）の広報活動をおこなう。⑦授業改善アンケート・キャンペーン、これは学生に対しア

ンケートを真剣に回答するように促し、アンケートの意見を授業改善に反映させてもらえるようにした。⑧

学生 FD 会議・サミットへの参加として法政大学、山形大学、立命館大学、岡山大学などで行われた FD 会議

やサミットに出席をした。今後の課題としてはメンバーの確保と学生企画の実現化への対応を挙げておられ

た。

このように札大では学生を巻き込み、学生 FD 活動に対して積極的、精力的にチャレンジされていたが、改
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めて学生と教員が共に協働でつくる授業・講義が本来の授業であること、学生の学習態度はどこの大学でも

大きな違いはないこと、さらに大学は学生の勉学に対してモチベーションが上がるように工夫をしなければ

ならない時代なのだということを痛感した。自主的とはいえ、学生をここまで引っ張ってこられたことへの

ご苦労が偲ばれる講演会であった。

（生涯スポーツ学部 高岡 朋子）

（３） 第 3回 FD/SD 研修会「平成 23 年度公開授業期間について」

〔１〕公開授業について

今年度の公開授業は、前年度までの企画と異なり、公開期間が長く、また対象授業の数も多く設定された

のが特色である。趣旨は、特別な“模擬授業”ではなく普段開講されている授業、自然な場面を参観しても

らおうとしたこと、また教員同士での授業時間の重複を配慮し、教員が出席できる時間帯・授業科目を増や

そうとしたことであった。

公開授業期間は、後期の科目履修が確定し学生の出席が安定した時期をねらい、平成 23 年 10 月 25 日(火)

～11 月 15 日(火)の約 4 週間、対象授業は各学科から 1科目（以上）を選出していただいた。なお、今年度

は特定のテーマは設定せず（昨年度の場合は「私語を考える」）、学科や専門領域の特色が見られるものとい

った依頼を添えた。

協力が得られた授業は11、延べ回数は22となり約4週間で１つの授業が1～3回公開されたことになる（表）。

参加（見学）教員は 25 人、延べ人数は 48 人となった。

表 平成 23 年度の公開授業名・教員（敬称略）・公開回数

公開授業名（担当者）（回数） 公開授業名（担当者）（回数）

1 英語と文化（水谷一郎）1 7 プログラミングによるCG（松澤衛）3

2 指揮法（菅原克弘）3 8 介護技術演習Ⅱ（藤原素子･佐藤郁子）2

3 現代社会と就職（湯沢直樹）3 9 重複障害教育総論（島津彰）1

4 健康管理論（沖田孝一）1 10 生涯学習展開論（谷川松芳）1

5 ３Dグラフィックス（松澤衛）3 11 相談援助演習Ⅲ（林恭裕）1

6 心理面接演習Ⅰ（小坂守孝･西山薫）3

参加教員には、（1）開催時期、（2）開催方法、（3）感想・コメントの内容でアンケートを行った。（1）で

は概ね適切、（2）については、自分の授業と調整でき参加機会が増える、自由に選択ができる等。授業数が

もう少し少なくても可、という意見もあった。（3）は、貴重な意見を多種記載いただき、設備・教材などに

関するもの（教室の温度、AV 機器・プリントの使い方）、授業進行に関するもの（時間の配分・コミュニケ

ーションの計り方・話題の質）等であった。

新しい試みであったが、以上のようにその趣旨はかなり達成され好評であったと考えられる。反省点を挙

げると、1 つは今回の方法では、従来授業に続いて設定できた意見交換会が難しい点である。アンケートを

施行したが、余韻が残る中で直接交流する場も貴重と思われる。また、教員の参加実数 25 名は多いとは言え

ない（全 116 名<H23．4 月現在> ）。学内においても担当授業数の多さ、加えて学外実習の巡回などの条件の

中、授業の安定度を考慮したこの時期は、つまりは自らの授業も本格的な展開の時期であり、なかなか足を

運べないという事情はあったと思われる。公開授業は教員間・科目間の情報開示を、よりオープンにしてい
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く試みとして地味ながら有効な方法である。長期間・一授業を複数回公開という企画はより工夫・改善され

た企画と思う。並行して、従来のように行事として特に模擬授業形式をセッティングするなど、今後も柔軟

な発想、提案が期待される。

（人間福祉学部 西山 薫）

〔２〕公開授業に参加して  
FD 支援オフィス主催の公開授業に時間の許す限り参加させていただいた。今年度は、今までの反省を生か

して公開期間が設定されていたことから、参加しやすい体制となっていた。講義のみでなくパソコンを使っ

ての演習形式の授業も含まれるなど、講義形態も多様であり興味深いものが多かった。

参加していつも感じることは、授業展開の仕方や、内容にそれぞれ興味の引かれるものが多く、教育活動

に生かせるリソースが沢山存在しているということである。本学はいろいろな専門教育分野を有しているこ

とから、教員も多様な人材を抱えており、お互いに情報交換や助言等が日常的に行うことができれば、自己

の教育活動の幅を広げることができるばかりでなく、特色ある大学作りに貢献できるのではないかと考える。

公開授業は、本来の目的である授業改善はもとより、他の教員の専門内容を理解するための場としても大

いに役立っていると思う。

公開授業も回を重ねるごとに改善されてきているが、公開授業期間に行われる全授業を対象に公開してい

くことや、授業担当者が授業の主旨を説明したり、意見交換の場を設定するなど更なる改善を検討していた

だき、活動の定着と発展を期待しているところである。

（人間福祉学部 中出 佳操）

〔３〕公開授業について

本年度は、従来のテーマを絞り、各学部 1 教員の授業を公開するというスタイルをやめ、担当教員、科目

数を増やし、一人の担当教員の負担を減らし、他教職員の参加の機会を増やした。

私は、7 つの授業への参加と 2 科目 6 回の公開授業を行った。普段は、自分の専門ではない授業を聞くこ

とはほとんどないが、今回参加してみて、授業の方法など自分では考えないものを見ることができ、自分の

授業を客観的に見るいい機会になった。

また、授業公開の担当するものにとっては、特段公開授業用についての準備をする必要もなく普段通りの

授業を行う事で公開授業の緊張感もなく行えることで普段の授業を行うことが出来た。

（生涯学習システム学部 松澤 衛）

〔４〕「受けて良かった授業であったのか？」

講義のガイダンスでは、「授業中の居眠りは私と諸君の半々の責任であるが、私語は人に迷惑をかけるので

厳禁です。」との話をします。居眠りについては、重要な内容でも面白くない授業では、ついついウトウトし

てしまうのが人の常と考え、講義する側にも責任があると考えます。

人は本来好奇心があり、学ぶことに対してそんなに嫌いではないはずですが、過去の学習経験が積み重な

り、学ぶことの楽しさが経験できなかった言わば『誤学習』の延長上にあると考えています。学生の本来も

っている『学ぶ力』を信じ、それをどう引き出すかは、大学人に課せられた今日的な課題であると考えます。

この度上記の課題意識の基に、公開授業をとおして学んだ講義で必要なポイントを報告します。

１ 講義目標の明確化

講義のなかで何を学んで欲しいかを明確にすることは、言わば最初の岐路であると考えます。これは言い
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尽くされた動機付けに他ならず、私は「覚えて欲しいキーワードは○、○の 2 つである」とさらに絞り込み

をし、「2つ位であれば何とか付き合うか」と学生の持っている学習意欲に働きかける手だてを用います。さ

らに講義の展開（流れ）を示し、見通しを持たせることにより、興味の持続化を図ります。

２ 授業展開での工夫

（１）双方向のコミュニケーション

講義は概念の説明や解釈など、それまで蓄積された知の財産の一方向の提示に終止することが多

く見受けられますが、「無知の知を知る」の例にあるように、学生の既存の知識を揺るがし、「本当

に正しいのか」を考えさせるために質問や意見を問うための投げかけが必要と考えます。このこと

が講義への意欲的な参加につながると考えます。また、学生の発言に対しては、まずは発表したこ

とを肯定的にとらえて褒めることを第一に心がけています。賞賛される行為は学生の自信につなが

ると考えます。

（２）グループ内のコミュニケーション

学生は、自分の意見をもっていながらも、多数の前で発言することにためらうことが多く見られ

ます。そのためにも、グループ内でディスカッションをさせる事は他者との相違のなかで自己の考

えをさらに深め、考えの幅を広げることになると考えます。

（３）視覚化

「一見は百聞にしかず」の例のごとく、概念を視覚化することで、知識を構造化できることは、

我々の多く経験するところであります。「板書の工夫」は学生の知識を整理することにつながり、

「パワーポイントの活用」もしかりです。

「DVD、VTR の活用」は、口頭説明では時間のかかる内容を大量に情報提供ができ、講義時間の

なかで多くのことを伝えることが可能になります。

(４) 作業化

ア 操作教材の提示

教材を提示し授業に活用することは、より具体的な思考を展開出来ますが、それをどの

ように使用するかを明確に指示しないと、効果が半減します。私の公開授業研究でも、学

生に混乱が見られたことを指摘されました。十分な説明が必要なことを改めて学びました。

イ 穴埋めプリントの活用

授業の展開では、「穴埋めプリント」を用意し、学生に考えさせながら授業を進めるこ

とは、先輩諸先生の方法より とは、先輩諸先生の学び真似をさせていただいておりますが、講義への集中度合いが増し

に 自ら考える事に有効であると考えます。

有効であると考えますまます。 ３ 形成的な評価

（１）形成的な評価（「評価・感想、質問のプリント」の使用）

先輩諸先生の真似をさせていただきながら、「評価・感想、質問のプリント」を使用させていた

だいております。疑問・質問については、次の講義の冒頭に必ず答える事により、講義が一方向的

になることを避けることになります。今後は小テストの活用をどのように図るかが課題です。

４ 予習課題等について

（１）次回の授業内容の予告、予習課題

次回の講義内容を示し、併せて課題を提示することは次への授業の手掛かりになることは、シラ

バスの示している基本でありますが、実際に学生は、復習や予習をせずに講義に臨むことが多く見

受けられます。そのため課題を提示し、授業のなかで、予習した内容について回答を得たりレポー



 
  

北翔大学・北翔大学短期大学部 「ＦＤ活動報告集」 第４号

‐10‐ 

トを提出させることにより、知識をより確かなものとし、さらに授業に積極的に取り組む姿勢の育

成につながると考えます。

（生涯学習システム学部 島津 彰） 

 
（４）第 4回 FD/SD 研修会「FD 講演会」-多様な背景をもつ学生の支援について-

北海道大学保健センターの斉藤美香先生に多様な背景をもつ学生の支援について講演をお願いしました。

斉藤先生は、以前に本学の保健センターでカウンセラーとして勤務した経験に基づき、多様な背景を持つ

学生支援について講演をしました。2005 年の発達障害者支援法の施行に伴い、各大学は障害者に対応するセ

ンターを設置するようになり、障害者の学習環境に配慮し支援するようになった。さらに、2009 年に本学で

行われた教職員向けのアンケート調査の結果を紹介し、「要支援学生が良くいる」と「まれにいる」という回

答合わせて 90％であったことがわかった。調査結果から明らかになった問題点は、「課題提出期限が守れな

い」「論理的に話ができない」「自分で考えようという意識が薄い」「適切な言葉使いができない」「周囲から

孤立している」「簡単な読み書きができない」「友達が作れない」などであった。さらに、北翔大学の学生は、

グレーゾーンの学生が多い、身体的不調と精神的不調が重なっている等の傾向が指摘された。

学生相談室で面談した学生の問題は、家族関係が約 46％、発達障害が 23％であった。多様な学生に対して

注意するべき点は、具体的でわかりやすい指示や助言をすること、自尊心を低下させないように配慮するこ

と、普段から会話を大切にすることであった。特に、本学の学生は、自己肯定感が低い傾向にあることが指

摘された。また北翔大学では、学生と教職員の距離が近いことからサポート体制や情報の共有・連携体制が

構築しやすいということであった。本学の学生支援システムは、極めて高い水準にあるという評価をいただ

いた。

要支援学生と気づくためのチェックポイントとして、出席状況不良、学業不振、提出物の遅れや遅刻の多

さ、孤立していて友達が少ないなどの項目が指摘された。より良い支援のためには、気になる学生がいたら

話しかけて問題点を他の教員や保健センター職員などと共有し、支援の輪を広げていくことが大切であると

説明された。

（短期大学部 千葉 直樹）

４．FD･SD/ICT 交流サロン 

（１）第 1回「授業アンケートから見た教室の学習環境について」

6月28日（火）16：30から第1回FD・SD/ICT交流サロンが開催されまし

た。テーマは「授業アンケートから見た教室の学習環境について」。教

職員と学生が授業アンケートの自由記述に書かれた教室の物理的な不具

合などを確認し、改善点を探っていきました。松澤FD支援委員長のプレ

ゼンを基に活発な意見交換が行われ、参加者の「大学が少しでも良くな

れば」との強い思いを感じるものとなりました。参加者は教員4名、職員

2名、学生6名でした。また、サロン終了後、参加した学生より更に話し

合う機会を設けてほしいとの要望もあり、打合せを行い検討することと
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なりました。毎月テーマを替え開催する予定です。ひとりでも多くの学生・教職員の参加を期待していると

ころです。

（生涯学習システム学部 松澤 衛）

（２）第 2回「札幌大学“学生 FD 委員”との意見交換」

 
学生 FD 活動として 7月 27 日夕方より札幌大学の学生 FD 委員とスタッフの方 4名と担当の教職員 2名の 6

名をお招きし、本学人間福祉学部自治会の学生 7名と意見交換を行ないました。

札幌大学で行なわれている学生 FD 活動を伺い参考になったようです。他大学との交流については、初めて

の試みでありましたが、自由な意見交換を行ない有意義な時間を過ごしたようです。

（FD支援オフィス 千葉 道博） 
学生交流会感想

! 人間福祉学部 福祉心理学科 1年

札幌大学では、自治会が FD 活動をするのではなく、FD 委員会が、動き、実際に様々な活動内容が聞けた。

また、他大学との交流はとても有意義で、機会さえあれば何度でも参加したいと思いました。これからもっ

と交流の機会が増えるとお互いの大学に大きなメリットを及ぼすと思います。

! 人間福祉学部 福祉心理学科 3年

とても興味深い 1 日でした。もっとたくさん聞いてみたかったです。これから良いところは、積極的に取

り入れていけるように FD についての知識を深めていきたいです。

! 人間福祉学部 地域福祉学科 3年

他大学との交流は、ほとんどの学生は出来ないことだと思います。用事がない限り、他大学のキャンパス

に入るということもないです。なので、FD 交流会という名目のもと、他大学との交流は大変勉強になるし、

いい経験になりました。今後は私も札幌大学に行きたいです。

! 人間福祉学部 生活福祉学科 4年

具体的に、札ナビ、ブログ、ホームページを用いて、活動をしていると

いうことは、良い情報を得ることができました。交流という面では、後輩

たちが凄く頑張っていたので、楽しく参加して、交流を図ることができた

と思います。ケーキ、ゼリー美味しかったです。

! 人間福祉学部 生活福祉学科 4年

札幌大学で行われている FD の活動を聴くことができ、とても参考にな

ることや勉強になることが多くありました。他の大学の方とお話しする機

会があまりないためとても勉強になりました。

! 人間福祉学部 生活福祉学科 4年

札大の人と交流して、FD 支援委員がどんな活動をしているかを知るこ

とができました。すごく話しやすい人ばかりで、親しみやすかったですし、

とても勉強になることもわかりました。やはり、学生に興味を持ってもら

えるようなイベントや活動をしていく必要があると感じました。次は札大の方にも顔を出し、キャンパスの

様子や雰囲気を味わってみたいと思いました。

! 人間福祉学部 生活福祉学科 4年

大きな志をもつ学生が身近にいることに驚きました。運動会を学生全員巻き込んで行ってみてはどうかと
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いう提案も出た。時期、モチベーションなどについて話し合い、大きな行事を行うほど様々なことに神経を

注ぎ、多くに協力をお願いしなければならないと改めて確認しました。やはり、他大学との話し合いは専門

分野の違いからも学ぶことが多いと感じました。

! 札幌大学 法学部 法学科 3年

今回、このような交流の機会をもうけていただいたことを、大変嬉しく思います。短い時間ではありまし

たが、有意義な時間を過ごすことができました。

道内では FD 活動が進んでいるといわれる札幌大学で最初から活動しているわたしたちにとって、他大学の

FD の活動状況を知ることは必要だと思っていました。北翔大学さんは、今現在は自治会の学生が FD を担う

ことになるということで、自治会の活動も含め少しお話を聞くことができた中で、お互いがもっている課題

や分かりあえる部分があったことが良かったです。

FD という取り組み、学生の FD への関与がまだまだ浸透してないのが現状です。今回を機に、北翔大学さ

んでも FD への取り組みが活発になることを期待しています。さらにそれをきっかけとして、札幌圏内・道内

の大学に今より少しでも FD が広まることを目標に、わたしたち札幌大学の学生 FD スタッフも今以上に向上

心をもって取り組みたいです。同じ活動をしている仲間がいればネットワークを通じて、お互いの発展に役

立てることができると思います。このネットワークを利用して、札幌圏内の大学で「学生 FD サミット」が開

催できたらいいなと考えています。ありがとうございました。

! 札幌大学 文化学部 文化学科 3年

初対面だったということもあり、なかなか雑談から活動の話をする事が出来なかったのが残念でした。ま

た北翔大学の学生同士のコミュニケーションがすごく取れていることが素晴らしいと思いました。それを見

習って、おこし隊のメンバー間も、もっと時間を共有したり、ランチミーティングなどを行ってみるのはど

うかなと思いました。これからも、北翔大学の学生と交流を増やして行きたいです!

今度は是非札幌大学に来て頂いて、私達が学内を案内したり、グループディスカッションなどもしてみた

いなと思いました。

! 札幌大学 経営学部 経営学科 3年

交流会での話の中にあった、学生側の生の意見を聞くために、学生から学生へのアンケートを行い、それ

を取り入れているという事などを知って、とても活発的で効果的に活動しているのだと思いました。私達も

北翔大学のみなさんに負けない様に、今回受けた良い刺激を活かし、これからも頑張っていこうと思いまし

た。この交流会は私達にとっても良い機会となりました。ありがとうございました。

! 札幌大学 経営学部 経営学科 2年

今回北翔大学 FD の方々との交流で、とても有意義な時間を過ごすことができました。お互いが知りたい

事・疑問に感じたことなど、どんなに些細なことでも気兼ねなく楽しくお話しすることができたと思います。

それはすべて親切に迎えていただいた北翔 FD のみなさんのおかげだと思っています。

また、北翔大学のキャンパス内を案内していただきありがとうございました。普段は他大学を見学する機

会がないので、とても楽しめました。

今後もまた予定を合わせて今回のような交流会を行いたいと思います。その時は是非札幌大学へお越しく

ださい。今回は本当にありがとうございました。

（３）第 3回･第 4回･第 5回「夏休 IT なんでも相談室」「夏休 ICT 講習会」

8 月 10、11 日に、1 号館 2 階エディティングスタジオ 2において、第 3回 FD・SD/ICT 交流サロンを「夏休
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IT 何でも相談室」を開催しました。今回は、はじめて開催すること、また開催日の直前に告知ということで、

相談者が来るか心配でしたが、2 日間で、延べ 13 名の教員が訪れました。 相談内容は、教員でそれぞれ違

い、エクセル等の使用方法、無線 LAN での不具合、プレゼン等に使用するための iPad について、またホーム

ページ立ち上げの相談等でした。小さな事ですが、困っている教員がいることがわかりました。

8 月 25、26 日には、第 4 回 FD・SD/ICT 交流サロン「夏休 ICT 講習会」を開催しました。夏休とあって、

事前の申し込みがなかったため、急遽、場所を変更して、自由に来ていただいて、ワードやエクセル、パワ

ーポイント等の使い方についての個別相談という形にしました。直前の変更メールにもかかわらず、5 名の

教職員の方が相談に来られました。質問はパワーポイントの使い方や、ワードを使ったアウトラインの使用

方法、また、ワードで作ったアウトラインのパワーポイントへの読み込み等です。

9月 7、8 日に第 5 回 FD・SD/ICT 交流サロン「夏休 ICT 講習会その 2」を開催しました。今回も夏休中とあ

って、事前の申し込みがなかったため、急遽、場所を変更し自由に来ていただいて、コンピュータ全般の質

問についての個別相談という形にしました。直前の変更メールにもかかわらず、3 名の教員、1 名の職員、2

名の学生が相談に来られました。質問はパワーポイントの使い方や、エクセルでのグラフ作成、クロス集計

等、また、デジタルカメラからの写真の取り込み等です。

夏休の交流会を通して、IT について、質問や疑問が教職員の中に少なからずあり、解決をしたいと考えて

いることがわかりました。

（生涯学習システム学部 松澤 衛）

（４）第 6回「学生 FD 交流会」-今の大学生のあり方･積極性と大学との関わりについて-

●10 月 15 日(土)に 2 回目となる他大学との交流会を開催しました。今回は、前回と異なり 2 部構成で考え

ています。第一部として第 2回 FD／SD 研修会として札幌大学の梶浦教授をお招きして「札幌大学における学

生 FD の取り組みについて」講演していただき、学生参画型の FD を理解した上で後半に学生だけによる交流

会を実施しました。また、この交流会では「今の大学生のあり方・積極性と大学との関わりについて」をテ

ーマとして意見交換を行ない、その後発表をしていただきました。参加していただいた札幌大学の学生さん、

札幌学院大学の学生さんと本学の学生と活発な意見交換があり今後の活動に期待が持てそうです。

（FD 支援オフィス 千葉 道博）

第 6回交流サロン（アンケートコメント）

＜教員＞

・発言内容によっては、各大学からごく少数の“代表”としての発

言になる。個人的発言とだけは受けとってもらえない場合もあり、

自分の大学の現状の認識、知識がとても必要になると思います。自

学での、普段の活動が、反映されますね。継続したメンバーの参加

を期待する。

・継続的な取り組みにしていただければと思います。

＜職員＞

・もう少し、テーマを限定した方が良いと思う。今回のテーマが少し広すぎた感があった。

・今後、発展していければよいと感じた。
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＜学生＞

・今回、初めて人前で話し合ったことを発表するということをしました。その経験の中で、悪かった点、

良かった点などを見直し、今後の活動に活かしていきます。

・他大学の状況や実情が話し合えてよかった。

・もっと FD が広まればいいなと感じました。他大学と交流する時がもっとあればと思います。

・北翔大学以外の大学のイベントや自治会の様子を知ることができとても参考になりました。今度もこ

のような交流会をしてほしいと思います。ありがとうございました。

・皆さん、とても協力的でお話をしていて、とても為になりました。良い勉強になりました。また、FD

交流会に出席したいと思いました。今回は参加させていただき、ありがとうございました。

・結局 FD の必要性が、よくわからないまま終わったように感じた。

・テーマがとても良かったです。今度は参加人数が多くなると良いなと思います。ありがとうございま

した。

・講演会のあとのグループディスカッションだったので、FD を意識してディスカッションができた。

・大学をまたいだ交流の機会を設けていただき嬉しかったです。今後はもっと深い話し合いの時間を取

りたいですね。次回もぜひ参加させていただきます。

・テーマが少し難しかったですが、他大学のみなさんと話せて、とてもいい経験になりました。ありが

とうございました。

●H23 年 10 月 5 日（土）13:10～15:00 の時間帯で「学生 FD 交流会」が行われた。この日は、午前中に梶浦

桂司先生（札幌大学・FD 推進委員会委員長）の講演会が行われており、それに引き続き、午後の部としての

開催であった。先だって 7 月 27 日（水）には、本学と札幌大学の学生による「札幌大学“学生 FD 委員との

意見交換”」（第 2 回 FD･SD/ICT 交流サロン）が行われているが、今回はそれに札幌学院大学の学生の協力も

得て、また交流を広げることが出来たといえる。 
参加学生は、北翔大学 10 名（男性 6、女性 4）、札幌大学 2 名（同 1、1）、札幌学院大学 2 名（同 1、1）、

計 14 名である。所属大学を考慮しながら 2グループでワークショップを行った。

（13:10～ 開会、全体説明）

13:15～ ワークショップ（Agr.,Bgr.）。テーマに基づく意見交換、および討議のまとめ

テーマ「今の大学生のあり方・積極性と大学との関わりについて」

14:45～ 各グループからの発表

（～15:00 閉会）

教員スタッフは、グループワークの進行を補助するために同席・巡回するのみで、時間内はすべて学生参

加者の自主的な進行で討議・発表準備が行われたことを付記しておく。今回のテーマは敢えてやや広めに提

案し、出席者の発想や討議の展開が柔軟に行われることを期待したものである。ディスカッションでは、盛

り上がりや沈黙を交えつつ、「学生同士でも感じる就学態度・問題意識の差」「学生の立場で大学に如何に意

見を取り上げてもらうか？」といった（教員としても時に衿を正すような）真剣な話題から、「大学をアピー

ルできる特ダネ」など大笑いを誘うトピックスまで様々であった。

話題が多岐に渡り、またグループによっても全く展開が異なったため、まとめおよび発表がどのようにな

るのか、聴衆としては期待と多少の不安が入り交じったが、討議後の限られた時間の中で数枚の PowerPoint

資料を完成し、それぞれに個性的なプレゼンテーションが行われた。最後に、本学 FD 支援委員長の松澤衛、

札幌大学の梶浦桂司先生から感想をいただき終了となった。
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学生の側から、教育環境への意見や働きかけを行うという活動は、まだ先駆的・革新的と受けとられるか

もしれない。しかし全国レベルとしても活発と評価される札幌大学を近隣にして、ハード・ソフト両面から

様々な示唆を得られると思われる。地方圏とはいえこれからも複数大学で交流を深め、将来的には「北海道

発信“学生 FD 活動”」を期待させてくれる半日であった。

（人間福祉学部 西山 薫）

（５）第７回「e-learning 講習会」

11 月 30 日（水）16:30 より e-learning の操作説明会を行ないました。

教員 1名、学生 5 名が参加し演習問題に挑戦しました。この e-learning

のシステムは、本年度より「大学 eラーニング協議会」に本学も加盟し、

千歳科学技術大学のシステムとコンテンツを利用しています。

本学において本格的に行なう準備段階ですが、実際に触れてみて問題

を解いていくうちに操作方法にもなれ、いろいろな意見も飛び出て今後

の運用に参考となりました。将来的には、利用だけでなく、本学独自の

コンテンツ作成も考えています。

（FD 支援オフィス 千葉 道博） 

 
５．学外研修会参加状況

（１）「第 11 回山形大学 FD 合宿セミナー」参加報告

 
１ 期日 平成 23 年 8 月 30 日～31 日

場所 山形大学蔵王山寮

主催 山形大学教育開発連携支援センター（ネットワーク「つばさ」）

２ セミナー内容

セミナーには抜群な環境（山頂直下の原生林の真ん中で、他に建物無し。温泉街まで山道を一時間。蔵王

と言っても温泉無し。山小屋なので大広間に布団。女性のみ小部屋。ひたすら勉強するのに最高の環境。）で、

14 大学（南は京都）から 38 名の参加による 2日間のセミナーが開催されました。

プログラム１「学生が求める授業とは？‐大学教員の美しき誤解」

学生参加型の構成要素を分析し、大学教員とのズレを検証し、それを基に各自の授業実践との比較を行い

ました。大学人は「授業のなかでコミュニケーションや学生に配慮する人格を重要視しているが、学生は『人

となりは』は重要でないと考えている。」などは、現在の学生の思考様式からくるものなのか、自分の学生時

代には、恩師の人格からの影響が大きかっただけに、世代間のギャップに驚くことがあった。結果は、望ま

しい授業とはインターラクティブな双方向の授業が必要であるとの結論で結んだ。

プログラム２「学生のニーズに応える授業力とは？‐インターラクティブな授業」

インターラクティブな双方向の授業づくりについての講義であった。授業課題に基づき参加者が模擬授業

を行い、学生役の反応を無視、参加型などに分け、授業者が感想を述べ、双方向の授業の可能性や必要性に

ついて学ぶ内容であった。学生の反応を見ながらの授業の重要性を学ぶ事ができた。
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プログラム３「授業力の向上‐分かりやすい授業を実現するために」

分かりやすい授業の構成要素についての講義であった。「90 分を 3 つ分けて講義」「効果的な表現技術」「教

科書の使い方」「板書の仕方」「評価の仕方」など、示唆に富む内容の講義であった。

プログラム４「研修のふりかえりとまとめ」

3回の講義を基に、6グループに分かれ、学生を引き付ける授業の構成内容についてのまとめを行った。な

かでも「学生のバックグランドの違いに対応すること」の話合いでは、「学生の要求を調査することが大切で

ある」との意見が多く、やはり全国的に大きな悩みであることが理解できた。

交流会では他の大学人と情報交換をする機会に恵まれ、現代の学生の課題が全国共通している事が浮き彫

りになり、そのために大学人が格闘している姿を学ぶことができた。新任の大学人は是非受講することをお

勧めする収穫の多い、充実したセミナーであった。

（生涯学習システム学部 島津 彰）

（２）「愛媛大学ファカルティ・ディベロッパー養成研修」参加報告

標題研修（平成 23 年 11 月 11 日～13 日、於東京）への受講機会を戴いた。

FD への知見を得、本学ならびに自身の FD 活動を振り返る絶好の機会となっ

た。FD 実質化のため、大学が独自の FD 活動を展開するために有用な「FD

マップ」（国立教育政策研究所）を活用し、FD 活動分析を行った。また、「3

つのポリシーの策定とそのアセスメントにつながるカリキュラム評価」、FD

活動により発展的に進化していく「学習する組織づくり」等、有益な示唆を

得た。最終日「この後挑戦したい FD 活動は」との問いに、参加者全てが前

向きな発言をした事は印象深かった。終了時に渡された「修了証」は FD 啓

蒙活動への後押しと捉えたい。「まずは明日から一歩ずつ」と背中を押されて研修を終えた。継続的な FD 活

動には支援者が必要である。知見に富んだ「愛媛大学教育企画室」の FDer 育成姿勢に力を得た。一成果とし

て来学講演の確約を得た。早期実現を図ることから始めたい。

（生涯学習システム学部 小杉 直美）

６．学生 FD 活動

FDネットワーク“つばさ”学生FD会議  
 
平成23年9月3日山形大学において「東日本大震災とわたしたち」というテーマで学生FD会議が行なわれ学

生3名と教職員2名が会議に参加した。 
今回のテーマについては、北海道に住んでいると今回の震災については、分からない部分が多く、会議に

参加しにくい面があったが、実際に震災を体験した人の話やボランティア活動について話を聞き、改めて震 
災について考える機会を与えられた。また、他大学の学生と意見交換により学生の意識変化が見られ今後の 
今後の大学生活に役立ちそうである。 

（FD 支援オフィス 千葉 道博）
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＜学生 FD 会議参加感想＞

‐学生 FD 会議を終えて‐ 人間福祉学部 福祉心理学科 1年

9 月 3 日、山形大学で学生 FD 会議が行われた。この学生 FD 会議では東

日本大震災について、既に決められたグループで話し合う。話し合いは、

各大学の学生同士で話し合い、途中、教職員がグループに入り、最後、参

加者全員の前で発表をする。

最初、私のグループでは、自己紹介を行った。自己紹介が終わるといよ

いよ本題である東日本大震災についての話し合いが始まった。被災地出身

の学生や付近に住んでいる学生が話し始めた。震災時は何をしていました

かという質問に対する話だった。福島の女子大学に通っている学生は震災時、卒業式の練習をしていたので、

8～9 割の学生が学校に居たという。地震時は皆、騒然としていて中には泣き出してしまう子も居たらしい。

スーパーには食糧や、飲み物を確保するために行列ができていて、3，5 人制限で入ったそうだ。戻るのに

1カ月かかったそうである。

他の学生は、ガソリンスタンドは行列で何時間待ち、というところが多くありそんな時に、ネットで人と

繋がることで、空いている所を教えてくれたそうだ。しかし、中にはガソリンスタンドの車に落書きで悪口

をする人も居たそうである。

また、メディアの放送は間違った情報も流れることがあるので、正しい知識を小学校のうちから身につけ

ることが必要であるという意見もでた。

私の感想

学生 FD 会議を終えて私が思ったことは、人との繋がりコミュニケーションをとることが大切なことである

と改めて考えさせられました。そのコミュニケーションは直接でなくても、ネットなど間接的なコミュニケ

ーションでも今回のような災害が起きた時にいかに周りの人やネットで人と繋がるかが大切で、上の文のよ

うにこのようなときに車に落書きをする人も居るので 1 人 1 人が今自分に出来ることを考える必要があると

感じました。

‐山形 FD 会議報告書‐ 人間福祉学部 福祉心理学科 1年

今回の FD 会議のテーマは「東日本大震災とわたしたち」であり、自分は、今回のテーマは FD 会議の趣旨

とは脱線していると最初に思った。

そもそも FD の定義とは「教員が授業内容､方法を改善し、向上させるための組織的な取組みの総称、その

意味するところは極めて広範にわたるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法につ

いての研究会の開催､新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる。」とある。今回の「東日本

大震災とわたしたち」では FD 本来の意味を発揮できないのではと考えたためである。

自分は前に一度、札幌大学のFD委員会の皆さんとFDについて交流会をし、そこで初めてFDの意味を知り、

大学で行っている活動や記録を交換し合い､大変勉強になった。

山形 FD 会議では、その時の経験を活かしたく、また、札幌大学だけではなく、全国の学生との意見交換な

どをし自分の考えや視野を広げる良い機会だと思い、今回参加した。

9月 2 日、千歳空港を出発し仙台空港に到着。この空港も震災の影響を受けたと聞き、ニュースなどでも
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見たがやはり実際に見るのとでは大きな違いが多々見受けられた。

まず震災から半年以上も経過しているのに未だ修理不完全の管制塔や舗装が全て津波や地震で引きはがさ

れた橋、グシャグシャに折り曲がった街灯、乗用車。人の住んでいたであろう薄汚れた家屋には窓ガラスや

扉は無かった。今も人が住んでいる家にすら屋根にブルーシートがかけられていた。自分は今まで震災とは

映画やドラマなど画面の向こうの話程度にしか感じなかったが、これらを見て､他人事では無いと感じるよう

になった。

9 月 3 日、山形大学に到着、会議が始まり最初は学生同士による意見交換をし、山形に住んでいる学生に

話を聞いてみると震災が起き電気などが山形に行かず福島にしか供給されなかったという。他には学生ボラ

ンティアをしようとしたら大学側からストップが入ったなど興味深い話が聞けた。その後先生方も交えた意

見交換会を行い、先生の貴重な意見も聞くことができた、最後に各グループごとの発表を行い、充実した FD

会議であった。

山形 FD 会議はとても意義のある三日間であり、自分にはプラスに働いた。

これからの学校生活に是非とも役立てたいと思った。被災地の皆様の一日でも早い復興を願います。

‐FD 会議を終えて‐ 人間福祉学部 福祉心理学科 3年

仙台空港に降り立ち、移動のバスから見た景色に初めて『震災』を実感した気がします。

テレビなど報道で悲惨な状況にあるのは理解していたつもりだった｡ただ自分の周りに被害がほとんどなか

ったせいか、同じ日本であるにもかかわらず遠く感じていたのかもしれません。しかし今、目の前に広がる

のは倒れた松の木と荒れ放題の土地、ボロボロの廃嘘と化した建物、波打つ道だった。震災から半年たった

今でも傷痕は至る所にありました。他人事のように感じてしまった自分が恐ろしくなったと同時に、今ここ

にいることの感謝と今回の FD 会議から多く学び生かす重要性を強く感じた瞬間でもありました。

この度山形大学で行われた FD 会議での総合テーマは『東日本大震災とわたしたち』で、今回の震災で私た

ちが何を学び、どう考え、どう今後に生かせるのかを他大学の学生と教員で話し合いをすることになりまし

た。まず震災当日、自分たちは何をしていたかをそれぞれ話しました。家を流された者、交通機関が麻痺し

家に帰ることができなかった者、地震の恐怖で気力をなくしてしまった者など東北の大学の学生たちから語

られる体験談はあまりにも生々しく、私から遠かった震災を近づけていきました。そして震災に対して大学

でどのような取り組みをしたかも報告し合いました｡募金活動や物資の援助、ボランティア活動への参加など

がメインにあがりましたが、ボランティア活動で学業がおろそかになるなどの問題が起きる可能性もあり、

大学側の対応もそれぞれだったようです。また単独ではなく他大学と合同で独自の支援活動をする大学もあ

りました。

他大学と連携すれば錯綜する情報から正しい情報をくみ取り共有・発信もできる。複数の大学で協力すれ

ば可能になる活動も増えます｡連携の重要性を強く感じました。

また、大学間だけでなく、地域との連携も大切であると感じました。大学で防災の講習会を開き地域の人々

にも関心を促す、地域の施設や自治会等とも情報のやり取りや緊急時にどのような対応をするかなど確認も

大切だと思いました。震災はいつ起こるかわかりません。大きなつながり（地域と大学）と小さなつながり

（大学間、学生同士）を構築し日頃から大切にしていくことが急務であると感じました。

今回 FD 会議に参加してたくさんの学生の意見や考えに触れることができました。自分の視野の狭さや考え

の浅さを痛感したと同時に、『学校や地域の為に私ができることはなんだろう？』と考えるきっかけになりま

した。今回の経験を多くのことに生かすことができるよう頑張ろうと思います。
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７．本学の FD 活動経過
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８．平成 22 年度～平成 23 年度(前学期)授業改善アンケート調査集計結果

平成 22年度より FDネットワーク“つばさ”のアンケート用に変わり以前のアンケート結果と比較はでき
ないが変更後の集計を行なった。全体的に評価点としては、以前の評価とあまり遜色はないが、全体的に評

価点は、下がってきている。この原因についてアンケート内容の変更に寄るものか不明であるが、この内容

のアンケートに変えて日が浅いため今後のデータ収集により分析を行なう必要がある。また、アンケートに

対して適正な回答がされているか、アンケート結果が利用され活用されているのか疑問が見え始めてきてい

る。アンケート自体の運用、活用方法を含め検討する時期になってきた。 
（FD支援オフィス 千葉 道博） 
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【アンケート集計結果】 
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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 8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」という大きな柱に、「FD･SD/ICT 交流サロン」、「学生 FD」

など新しい取り組みを行いました。

本年度の公開授業は、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 の組織化の準備などを行いました。

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。 
【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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