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　ＦＤニュースレターの発行をお祝い申しあげます。

日本の大学は今、戦後に構築された理念や制度が大きく見直さ

れる、構造的ともいうべき転換を迫られております。この背景

にはいうまでもなく、社会のグローバル化や進学率のユニー

バーサル段階への到達などがありますが、こうした新しい段階

の高等教育の理念や制度を構築するために、文部省や中央教育

審議会は、1991 年の大学設置基準の大綱化以来、この 20 年

間にわたって様々な制度改正やそのための答申を発表してきま

した。そして、中央教育審議会の 2005 年の「我が国の高等教

育の将来像」答申や昨年 12 月の「学士課程教育の構築に向けて」

の答申などによって、ようやく政府が考える、この新しい段階

の高等教育の理念や制度が見えてきました。

　すなわち、これからの社会をグローバルな知識基盤社会とと

らえ、その中で大学は「21 世紀型市民」を幅広く育成する役割

があるとし、この役割を果たすために、大学教育の課程の修了

に関わる知識・能力を習得した証明としての学位及び、その学

位を与える課程（プログラム）に着目して、これまでの学部教

育に替わる、「学士課程教育」なる概念が打ち出されてきました。

　そして、この「学士課程教育」の充実を支える教員の「職能

開発」の問題として重要視されてきたのが、ＦＤ（ファカルティ・

ディベロップメント）であります。

　本学においても、たしかに、1991 年の大綱化に伴い教養教育

の改革や 1999 年の自己点検評価報告書の作成、また 2002 年か

らは「学生による授業評価アンケート」の実施、

また 2003 年からの工学部でのＪＡＢＥＥ（日

本技術者教育認定機構）の受審などを通じて、

このＦＤに部分的には対応してきましたが、全

学的に、本格的に取り組むようになったのは、

2008 年 10 月の「ＦＤ全学委員会」の発足か

らであります。

　狭義のＦＤに絞っても、大学の教員になるにあたって、授業

内容や方法の改善など、特別な訓練を受けたこともなく、また

大学就任にあたっては、心構えとしては教育の重視は説かれて

も、特別な客観的な資格は問われずに教員になった多くの教員

にとって、また自分の専門については、「一国一城の主」として

の責任と自負、プライドをもっている教員にとって、このＦＤ

を実践することはなかなか至難のことであります。

　しかし、他方で、近年入学して来た学生に対しては、これま

での教育のあり方ではダメで、何か工夫をしなければというこ

とも多くの教員の共通認識になりつつあります。

　大学の構造的転換の中で、全く新しく要請されてきた、この

ＦＤはそう一朝一夕にうまくいくものではなく、着実に、粘り

強く実践していくしかありません。その意味で、このニュース

レターが、ＦＤを実践しようとする私たちの背中を押してくれ

る、大きな役割を果してくれることを期待しています。
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各学部等 FD 委員会及び大学院 FD に関する活動報告

　法学部と法学研究科は今のところ共同で FD 活動を行っていま

す。具体的には、毎月1回程度の予定でFD懇談会を行っています。

これは、法学部及び法学研究科の全教員に出席してもらい、その

都度の FD に関するテーマについて懇談し、率直な意見を集約し

ようとするものです。2007 年 11 月に発足しました。

　懇談会の実施回数は、2008 年度および 2009 年度はともに

6 回で、あと 2 回程度は増やしたいと思います。参加人数は当

初 10 人程度でしたが、最近は６～８人程度となっており、さ

らに多数の参加が望まれます。参加人数は少ないものの、参加

者から積極的に意見が寄せられ、活発な議論が行われます。扱っ

たテーマは、FYS、シラバス、定期試験の実施と採点、授業参観、

大学院における集団指導など多岐にわたっております。

　上記 FD 懇談会以外では、毎年 3 月に学部・研究科教員と非

常勤講師が会して、懇談会を行っています。こちらは参加者が

非常に多く、毎年活況です。また、毎年度はじめに、研究科教

員と大学院生が会して、懇談会を行っています。大学院生に研

究テーマの報告をさせて、集団指導を行うというものです。

　授業アンケートの結果の活用については、学部 FD 委員会

および上記 FD 懇談会でも検討したことがありますが、現在

まで具体化できておりません。ただ、学部内で結果を公開す

ることについては、教員の間で賛同が得られました。

　授業参観については、FD 懇談会では好意的な意見が多く寄

せられましたので、今後は実施に向けて具体化を進めていこう

と考えます。

法学部／法学研究科

　神奈川大学のＦＤ活動は、従来、各学部・研究科の教育目標

に基づいて各組織で個別に実施されてきましたが、本学全体と

しての教育理念に基づいた組織的なＦＤ活動には遅れがありま

した。そこで全学的なＦＤの義務化が定められた大学設置基準

の一部改正に伴い、2008 年 4 月、教学改革委員会 ｢ＦＤ全学

委員会設置準備委員会 ( 森 和亮委員長 )」が設置されました。

この委員会では、「本学らしい」ＦＤのあり方や進め方につい

ての検討が行われ、2008 年 10 月、本学のＦＤを担う初めて

の全学的組織「ＦＤ全学委員会」が発足しました。

　神奈川大学におけるＦＤの定義は、「本学の教育理念並びに各学

部及び各研究科の教育目標に基づき、教員の自主的 ･ 自律的な日

常的教育改善を実施する活動と、それを支援するため、教職員が

協働して組織的な研修及び研究を実施する活動」となっています。

　今後のＦＤ活動では、この定義に基づき、まず大学の理念・

目標を確認することから始め、各学部・研究科における教育理

念を再確認し、それぞれに適したＦＤ活動を推進することが重

要になります。ＦＤ全学委員会では、教員一

人ひとりの教育力向上にむけた自己研鑽を基

本としながらも、各学部・研究科ＦＤの組織

的な取り組みの現状を把握し、教育の質を保

証できるような全学的な FD の活動方針の策

定を心がけています。

　「ＦＤ全学委員会」は毎月 1 回開催され、各学部・研究科に

おけるＦＤ活動との連携を目指すとともに、「初年次教育のあ

り方の検討」や「形骸化した各種アンケート調査の調査項目、

集計方法等の再検討」など、全学的ＦＤ活動の実質化に向けた

新たな試みにも取り組んでいます。また、2009 年度はＦＤ関

連の第一人者を招き、３回に渡りＦＤ研修会やワークショップ

を開催して他大学の事例を研究し、本学の教育活動の参考とし

ています。さらに他大学との大学間連携にも積極的に参加して

おり、山形大学を中心とする東日本の約 40 校の大学等が連携

する「ＦＤネットワーク“つばさ”」や、立命館大学を中心と

する中規模以上 ( 総学生数が概ね１万人以上 ) の私立大学約 20

校が連携する ｢全国私立大学ＦＤ連携フォーラム｣ にも加盟し

ています。

　教育関連の学部・学科を持たない本学では、ＦＤ活動に関す

る学内外の調査とこれに基づく研究や評価も、ＦＤを実施する

組織がその役割を担わねばなりません。本委員会では今後、そ

のためのより効率的な組織として「大学教育支援センター ( 仮

称)」の早期設置に向けた設計図の検討を行うことにしています。

このセンターの設置により、本学の教育活動の更なる改善を図

りたいと考えております。　

　本学の実りあるＦＤ活動を推進するにあたり、ご意見、ご要

望がございましたら、是非ともＦＤ全学委員会または事務局ま

でご連絡頂きますようお願い申し上げます。

神奈川大学の FD 活動について 内藤　周弌
神奈川大学 FD全学委員会　委員長

2



　1 学年の学生定員 1100 名の経済学部には全学の 4 分の 1 の

学生が在籍し、教員一人あたりの学生数は 79 名を超える。こ

の劣悪な教育条件のもとで、300 名以上のクラスも少なくない

など固有の困難をかかえる経済学部のＦＤ活動の重点は、現在、

①初年次教育の重視、②学科コース制の充実、③ゼミの活性化、

におかれている。具体的には以下のとおりである。①初年次教育：

「ＦＹＳ」と「経済入門」のほか「経済情報処理」や「初等経済

数学」および「インテンシブ英語」をはじめとする語学科目の

重視とそれらの体系化。②学科コース制：経済学・商学・経営学・

民俗学など多様な分野の科目を配置する経済学部の特色を活か

した学科コース制の整備と充実。③ゼミナール：少人数教育の

中核に位置するゼミの活性化（卒論の単位化を検討中）。

以上の取り組みをすすめるために、カリキュラム委員会・初年

次教育委員会・経済学部将来構想委員会などで議論が積み重ね

られ、順次、可能なものから実施されている。また、多様性・

国際性・実用性・現代性を柱とする経済学部の将来像を描きな

がら、その独自性をカリキュラム改革や授業科目に反映させる

よう試みてもいる（たとえば英語中心の科目「現代の経済問題

Ⅰ・Ⅱ」の開設）。

　大学院では、カリキュラム検討委員会を設置し、コース制や

入試制度の改革、修士論文の指導体制やその制度づくりなどに

取り組んでいる。

　なお、学部・担当部署の利害をこえた協力体制の構築や優秀

な教職員の確保、多くの時間が費やされる会議の合理化、官僚

的・硬直的になりがちな学内組織の改革、研究・教育へ集中で

きるような学年暦や入試業務の工夫なども、学部だけでなく全

学のＦＤを前進させるために重要であろう。

　経営学部では、演習の必修制や海外での短期語学研修、実社

会体験研究という講座名のインターンシップ、母国語以外によ

る外国語スピーチコンテスト、ゼミ単位での共同研究を前提

としたインターゼミナール大会などは、主として経営学部が独

自に開発し、キャンパス全体への拡がりをみせたプログラムで

す。教員は企画、交渉、編集、引率、企業訪問、レポート評価

などで複数のプログラムに参画しています。事務職員もファ

カルティ構成員としてかなりの程度協力しています。このダ

イナミックな動的教育・学習行動が自分の教育スタイルの見

直し機会や新奇な話題との遭遇、講義時とは異なった臨機応

変な協力体制を造り上げています。恒常的な教育方法の開拓

（development）を教員同士で誘発しているともいえます。

　経営学研究科博士前期課程で現在取組み中の主なテーマは、

複数指導制、修士論文中間発表の充実化、履修期間の短縮化で

す。これらは、教員同士のクロスチェックを軸にした異質性や

開放性の浸透及び専門の見直しを促すことになります。いわゆ

る高度な共時性の探求です。

　一方、博士後期課程では、論文審査にフィードバック機能を

もたせた、合計３つの報告会に大きな特徴があります。2 年次

の秋、3 年次の春、さらに論文審査・最終試験後と計 3 回の公

聴会が開かれます。これらの報告公聴会では、内部だけではな

く外部の専門家も参加します。一連の開放的で刺激的な切磋琢

磨の場をとおして、関係するファカルティ全員が高度な教育研

究や学習機会を開拓 (development) しています。

　外国語学部では、各学科が主体となって FD 活動を行ってい

るため、学科ごとに報告する。

　英語英文学科では、1・2 年次の専門基礎科目に科目リーダー

制を採用、具体的な指導目標や評価基準等の共通理解を図り、

導入教育の充実を中心に学科として統一した教育を行う一方、

２年次から始まる学科ゼミでは、３カ年一貫指導を通して英語

運用能力と共に学生の興味関心や進路に応じて専門性を高める

教育を目指している。

　スペイン語学科では、学科の教育方針については、2006 年

の新カリキュラム導入により具体化できた。現在はスペイン語

演習科目（1 ～ 4 年次）の授業内容、教材、教育方法、成績評

価などの統一を主要課題とし、非常勤講師を含め、メーリング

リストを通じて毎回、授業の問題点を報告するなど、常時、意

思疎通をはかっている。

　中国語学科では、外国語学部文化ウィークでの学生による語

劇上演、学生取材によるメディア教材作成、スピーチコンテス

ト、卒業生を講師に招いた就職懇談会など、従来から課外活動

を充実させてきた。今年度は、現行のコース分け制度に改良を

加えたカリキュラム改革案を準備し、2011 年度からの施行を

目指して検討を重ねた。

　国際文化交流学科では、学科 FD 委員がカリキュラム委員会

に参加することを通して学科の教育活動の充実を図った。カリ

キュラムの改訂に取り組み、学科の基本理念を実現するための

科目の拡充、多様な学生に対応するための履修方法の改善等を

行った。また、FYS 等の初年次教育の展開に関する活発な議論

も行った。さらに、3 年生を対象とした「カリキュラムに関す

るアンケート」も実施した。

　外国語学研究科では、年に数回の口頭発表等の日常的指導の

中で教育効果を測定し、学生の研究継続意欲を刺激している。

また、研究指導については、大学院生がより広い視野で問題を

捉えられるよう、指導教授のほかに、複数の教員によって共同

して指導なされるケースも少なくない。

経済学部／経済研究科

経営学部／経営学研究科

外国語学部／外国語研究科
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　人間科学部は、2006 年度から設置され、2008 年度から学部長

の下で各コース選出の３委員による学部FD委員会を構成している。

　2008 年度、2009 年度は学部の完成後を見据えて、社会で必要

とされる人材を輩出する学部であるべく、現行カリキュラムの検討

を行った。まず、2008 年度後期までに講義科目の大部分が開講さ

れるので、学生目線による授業及びカリキュラムへの意見を求めて、

2008 年度 11 月から 1 月にかけ、Web を活用した学生任意の自由

記述アンケートを実施した。結果は各コース及び学部共通の 4 項目

に分けて集計し、維持すべきところ、発展させるべきところを検討

した。さらに学部学科、各コースの学生育成の目標を再確認及び精

緻化した新カリキュラムの方針を定め、2010 年度新入生から適用

される新カリキュラムを策定した。

　この他にも本学部では、学部独自の導入教育（初年次教育）とし

て第 2 セメスターに基礎ゼミナールを開講し、第 3 セメスターから

始まるコース選択、及び専門ゼミナールでの基礎作りを目指してい

る。また、各ゼミがゼミ誌を交換し合い、2009年度には人間社会コー

スで卒業研究発表会を行うなど、組織的に教員相互に教育指導の成

果を公開しあう試みも進めつつある。

　人間科学研究科は、2009年度に設置されたが、初年度の今年度は、

完成に向けて各研究分野で研究指導の体制作りを進め、FD 活動を順

次充実させるべく議論を重ねている。

　理学部及び理学研究科FD委員会は2008年度に設置され、各学科・

コース（大学院は各専攻）から選出された委員により構成されている。

理学部及び理学研究科の今年度の主な FD 活動の内容は以下の通り

である。

（1）　 各学科・コースの FYS について実施内容の確認を行った。

FYS に関しては、その精神を尊重し、共通の理念の下に各学科・

コースでそれぞれ独自の方法で比較的柔軟に対応しているが、

いずれもスチューデントスキル並びにアカデミックスキルの向

上を目指すものであった。また、入門科目をはじめとするその

他の初年次教育科目についても理学部の学生としてのアカデ

ミックスキルを向上させる上で適切なものであると判断した。

（2）　  授業評価アンケートの結果の活用について検討した。理学部

で開講している講義の難易度は本学学生に対して適切なレベル

であることを確認した。また、アンケートが非公開であるため

更なる検討は困難であり、各自がそれぞれの評価を確認し改善

に努める必要がある。

（3）　  理学部教務委員会および教職課程担当教員との合同会議を開

催し、理学部における教職教育について意見交換した。理学部

には教員を希望する学生が比較的多く、教員採用一次試験の合

格率も比較的高い。来年度は、二次試験の合格率を上げるよう

努力することを確認した。また、次年度に向けて研究授業の実

施についても検討した。

（4）　  理学研究科では全ての専攻で副指導教授制度が導入され、副

指導教授を交えての中間報告会が開催されるようになった。こ

の制度の導入により学生の学修・研究を多方面から支える体制

が整った。

　工学部では、2000 年度より各学科・教室、計 7 名の委員による

ＦＤ委員会を設置し、他委員会とも協力して活動している。この他、

各学科・教室でもそれぞれ独自にＦＤ活動を行っている。2009 年

度より大学院教育についても工学部ＦＤ委員会が所管することに

なった。工学部ＦＤ活動の主な内容は以下のとおりである。

（1）　  他大学の実践例に学ぶ講演会を年 2 回開催している。また、

京都コンソーシアム主催ＦＤフォーラムに委員が毎年参加し、

ＦＤについて教員が学習している。

（2）　  各学科・教室で毎学期 1 名ずつ、年間計 14 名が順番に担当

授業の公開 ( 研究授業 ) を行っている。

（3）　 ＦＤ活動内容を報告するＦＤニュースを年2回発行している。

（4）　 卒業生父母に対する ｢教育評価アンケート｣、卒業生に対す

る ｢教育評価アンケート｣、教員に対する「ＦＤに関するアン

ケート」を実施した。また教育貢献評価に学生の声を反映さ

せるためのアンケートを毎学期実施し、この結果を参考とし

て各学科・教室で評価の高かった講義の教員を推薦し、工学

部で毎学期「優秀講義賞」を授与している。

（5）　  専任教員昇任人事に、研究業績評価に加えて教育業績も評価

するシステム ｢教育業績に重点を置いた工学部昇任人事の申

し合わせ｣ を採択し、実行している。

（6）　 カリキュラムに関連する工学部共通の基礎科目及び関連科目

についての審議は工学部教育委員会が担当している。また、Ｆ

ＹＳや語学教育などの全学共通科目についての改善についても

教育委員会で審議・検討を行っている。

　学部の FD 活動をそのまま大学院に適用する事は難しく、私立大

学 FD 連携フォーラムで主導的な役割を果たす大学の FD 担当者で

さえも「FD はまず学部中心」と口をそろえる。半面、それに甘え

て大学院 FD 問題を放置することは許されず、今年度の認証評価で

も組織的取り組みの欠如について厳しい指摘を受けている。この様

な状況の下での大学院FDの現状と近い将来の方針について述べる。

　現在、大学院担当の全学 FD 委員会委員は大学院学務委員会選出

の委員一人である。伴って大学院学務委員会が大学院 FD の実質審

議を行う場所とされている。大学院学務委員会では、本年度は、取

掛りとして二つの学生アンケートの実施を決めた。一つは学生生活

実態調査アンケートで、これまで学部学生のみであった対象者に院

生を加えるよう働きかけ、実現した。いま一つは、学習環境満足度

調査で、これは「本学大学院の実態に即した大学院授業アンケート」

開発の第一段階と位置付けている。その他には、学部より対応が遅

れていたシラバス整備について、今年度初めて学務委員長名で作成

上の注意を喚起した。

　これらと並行して、大学院学務委員会では各研究科の FD 実施状

況について情報交換を行っている。研究指導に関しては、いずれの

研究科でも集団指導体制の確立と中間報告会の整備を目下の課題と

して挙げ、改善に取り組んでいる。授業評価についての足並みは揃っ

ていないが、法務研究科、工学研究科では既に先駆的な試みを実施

しており、情報交換の継続がそれぞれの研究科に適した授業評価方

法を創案する緒となろう。
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大学院 FD ／大学院学務委員会

 工学部／工学研究科

理学部／理学研究科

人間科学部／人間科学研究科
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　2009 年度ＦＤ全学委員会では、当面取り組む課題について

集中的に協議するために 2 つの小委員会を設置しました。

◆初年次教育小委員会　（委員長　鈴木　陽一）

　初年次教育（特にＦＹＳ）のあり方についての検討

◆授業アンケート等小委員会　（委員長　坂本　宏志）

　授業アンケート及び学生生活実態調査についての計画・実施

（1）2010 年度初年次教育科目「ＦＹＳ（ファースト・イヤー・
　　 セミナー）」の授業内容の見直し

　2006 年度から開設された ｢ＦＹＳ｣ (1 年次前期全学部共通必

修科目 ) が完成年度を迎えたことから、各週の授業内容及び到達目

標の見直しを行いました。

　各授業担当者の授業実施事例を収集して事例集としてまとめ、そ

れを参考に 2010 年度の授業が効果的かつ円滑に進められるよう

授業支援を行います。

　また、新入生の親近感の持てるＳＡ ( スチューデント・アシスタ

ント ) をＦＹＳの授業運営 ･ 学生補助に参加させることにより、教

員と学生の橋渡しを行い、学びへの意識を高める役割を担い授業改

善を行うこととしました。これによりＳＡ自身に対しては、主体的

に学ぶ姿勢や責任感、大学への帰属意識を身に付けさせ、自律的な

学修活動を行う主体として、大学の構成員として位置づけることも

目的としています。

（2）2009 年度 FYS 授業評価アンケートの実施

　①調査目的

　　授業に対する学生の意見・評価を聞き、本学の教育水準を高め、

　　授業改善に資するための基礎資料とする。

　②実施期間

　　2009 年 7 月 7 日～ 7 月 20 日

　③調査項目の構成

　(1) 学生自身の授業態度　全 4 項目（多項選択・単一回答）

　(2) 当該科目の評価　　　全 13 項目 (5 段階評価 )

　(3) 良かった点や改善すべき点（自由記述）

※「教育改革のための学生による授業アンケート」は隔年実施のため
　　2010年度実施予定。

（3）2009 年度学生生活実態調査の実施

　①調査目的

　　総合的な学生生活の実態及び意識調査を通じて、大学への満足

　　度（希望や不満）を分析・把握し、ＦＤの観点を考慮した本学

　　の学生サービスの改善に資する。

　②調査対象

　　大学院を含む全学部・全学年を対象（抽出学生 7,000 名に調査

　　票を送付）

　③調査時期

　　2009 年 12 月中旬～ 2010 年 1 月 31 日　

　④調査結果の分析と活用

　　ＦＤ全学委員会は、授業アンケート等小委員会を中心に、調査

　　結果に基づき、教育学生サービスの改善事項をまとめ、学長に

　　提言する。
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（４）本学主催のＦＤ研修会及びワークショップ

2009 年 6 月 29 日（月）開催　

　　　　　「FD の組織的な取り組みとその展望」

　①事例報告「工学部 FD 委員会の FD 活動」

　　～研究授業（授業参観）の取り組み～ 

　　工学部 FD 委員会委員長　櫻井　忠光　教授 

　②講演会「授業を開発し共有化する FD に関する一考察」　 

　　山形大学高等教育研究企画センター　小田　隆治 教授

・ＦＤネットワーク“つばさ”
・学生による授業評価／公開授業と検討会
・教養教育ワークショップ／ FD 合宿セミナー
・山形大学「学生主体型授業開発共有化 FD プロジェクト」
・ビデオ版授業改善ティップス集「あっとおどろく大学授業 NG 集」放映

2009 年１１月 6 日 ( 金 ) 開催

　　　　 「ＦＤの現状と課題」― 工学部との主催 ―　

京都大学高等教育研究開発推進センター長　田中　毎実 教授

・神奈川大学の教育改善－工学部の授業改善－
・高等教育改革の現状－ＦＤの義務化 その意義と課題－
・京都大学のＦＤの現状－相互研修型ＦＤ支援システム－
・全国大学のＦＤの現状－分散化・組織化・定型化－
・ＦＤの大学間連携の事例－関西地区ＦＤ連絡協議会－

2009 年 12 月 18 日（金）開催

　 「ＦＤワークショップ“アサーション ･ トレーニング”」　

立命館大学教育開発推進機構　井上　史子 講師

・初年次教育を取り巻く概況説明
・実践的ＦＤプログラムの紹介
・立命館大学におけるピア・サポート
・演習：アサーション・トレーニング
「相手の気持ちに立って話をする力」を「同僚や学生への対応」を題材して、
自分の気持ちも相手の気持ちも大切にした話し方の技法をトレーニング。

2009 年度神奈川大学のＦＤ活動の主な取り組み



2009 年度ＦＤ全学委員会委員
〔委 員〕

委員長　内藤 周弌、副委員長　鈴木 陽一、法学部　坂本 宏志、経済学部　出雲 雅志、経営学部　海老澤 栄一、外国語学部　坪井 雅史、人間
科学部　杉山 崇、理学部　泉 進、工学部　渡邉 良男、学修進路支援委員会　細田 由利、学生生活支援委員会　Ｔ．アサモア、メディア ･ 情報
システム委員会　日比野 欣也、入試管理委員会　八ッ橋 治郎、学務委員会　小谷 享 ( 以上 14 名 )

〔オブザーバー〕
学生生活支援部事務部長　村川 浩幸、学部 ･ 大学院事務課課長　田島 和久、学部 ･ 大学院事務課課長補佐　木内 由美子、情報化推進本部事務
部長　金丸 壽男、入試センター事務部長　明比 卓 ( 以上 5 名 )

〔事務局〕
学長室室長　佐藤 武、学長室課長　新倉 一禎、学長室課長　相良 秀生、学長室課長補佐　旭 馨、学長室　梅香家 睦子 ( 以上 5 名 )

　FD が進むにつれて、いろいろなことが見えてきた。以下、ランダ

ムに挙げてみる。

　第一に、この十年間、学習面だけでなく、大学での学生生活に適応

できない学生が年々増大している。その結果として、これまでの教育

スタイルでは学生を引きつけることができず、ベテランの教員であっ

ても苦労するケースが目立ってきた。

　第二に、定員の実質増と登校者数の増大に対して、教育環境の改善、整

備が追いつかず、日進月歩する教材とメディアの改革にも施設・設備が対

応できていない。そのため、教員の負担が一層大きなものになっている。

　第三に、教職員が仕事に追いまくられ、新しいことを学んだり、教

育について語り合ったりする余裕が極端に減っている。このため、教

職員一人一人が孤立し、問題解決の手がかりを見つけることができず、

心理的負担が一層増している。FD に対して消極的な教員が多いのも

不思議ではない。

　忘れてならないのは、我々が抱えるこうした問題点を放置しておけば、

FD を通じてみえてきたものFDを通じてみえてきたもの

大学コンソーシアム京都主催 第 15 回 FD フォーラム　2010 年 3 月 6・7 日　同志社大学学外 FD研修会参加報告学外 FD研修会参加報告

学生の学びを支える ― つなぐ FD の展開 ―

　ＦＤの義務化の下、単なる教員の授業内容や方法の改善だけでなく、

学生の学びの活性化に結びつく「実質的なＦＤ」が求められている。単

に「より良い」教育環境を整備し、教員が「より良い」授業を行うだけ

では学生の学びが活性化するとは限らない。教育や学びは、そこに参加

する者の双方向的なやりとりのなかで創り上げられていくものである。

本シンポジウムは、学生・職員・教員・大学のいくつかの相における「つ

なぐ」試みと可能性について議論され、学生の学びを支える実質的なＦ

Ｄのあり方に考える機会となった。

　「学生をつなぐＦＤ」（岡山大学教育開発センター教授橋本勝氏）で

は、岡山大学の「学生 ･ 教職員教育改善委員会」の紹介が行われた。

この委員会は、１･ ２年生を中心とした学部から推薦された３０名の

学生委員と各学部及び教育開発センター教員委員１５名＋職員委員数

名によって構成されている（しかも委員長は学部２年生）。委員会の

主な活動実績として学生発案授業（学生がプランを練り教員を募集 ･

決定する正式科目）の立ち上げ、学生側に立ったシラバス改善、授業

評価アンケートの提案 ･ 試行などが行われている。

　「職員をつなぐＦＤ」（名城大学大学教育開発センター職員神保啓子

氏）では、職員の大学教育へのかかわりについて触れられ、学生に直

接的にかかわっている職員は、授業を担当していないものの、学生の

実状、実態を一番知っていおり、全学的な視点で大学を捉えられる職

員は、ＦＤにおける役割として重要であると説明された。また、教員

と職員が一体となって実践するＦＤでは、ＳＤ（スタッフ・ディベロッ

プメント）の充実が重要であり、大学にいるすべての人が大学教育に

ついて考えることが大切であると締めくくられた。

　また、「教員をつなぐＦＤ」（同志社大学教育支援機構長圓月勝博氏）

では、ＦＤに対する教員の意識について、いわゆる「２・６・２の法則」

を例にして説明された。「とにかく賛成２割」「できるなら協力する ･

よくわからない６割」「とにかく反対２割（＝深海魚）」に区分したとき、

中間層である６割に対しての粘り強い説明が必要であるとされた（深

海魚は放っておくしかないとも…というフロアからの意見もあった）。

　さらに、「大学をつなぐＦＤ」( 山形大学高等教員研究企画センター小

田隆治氏 ) では、大学間競争だけをしていては、良い高等教育を生み出

さない。大学は、研究と同様、ＦＤとＳＤの部門でも知の共有化が大切

であり、他大学の取り組みを参考にしつつも、自分の大学に相応しいＦ

Ｄに加工して実践していくこと忘れてはならないことが強調された。

　本学ＦＤ活動においても、「本学らしいつなぐＦＤ」を展開し、「いか

に学生の成長を楽しむ文化を醸成できるか」が今後の課題であることを

再認識することのできる有意義なシンポジウムであった。（事務局 旭）

FD 全学委員会 副委員長（学長補佐）　鈴木　陽一

Column

最後には学生の教育にしわよせされていくことである。我々は愚痴れば

事が済むが、本当に困るのは学生なのだ。そうなれば、18 歳人口減少

が続く日本社会では、入学者を確保することも難しくなるだろう。

　しかも、どうあろうとも私たちは研究を放棄してはならないのだか

ら、芳しからざる環境のもと目の前の教育改革に取り組みながら、研

究と教育の両立を目指さすという隘路を通り抜け、未来に向かって進

んでいかねばならないのだ。

　さて、そのために何が必要かと言えば、結局は素朴な結論が出てく

る。一人ひとりの教職員が教育・研究について広い視野でものを見、

お互いに率直に語り合って問題のありかと改革の方向性について共通

の認識を形成していくことでのみ私たちは未来へつながる隘路を抜け

ることができるのであり、それこそが FD の根幹だと私は思う。後は、

指導的役割にある人が、教職員一人ひとりの個性を尊重し、それぞれ

が最も力を発揮できるところに配置することだ。その時、FD は本物

の改革に向かって動き出すはずである。
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