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　FD 活動が私たち教員の日々の授業実践や改善、その努力や抱えている問
題とかけ離れたところで展開されるならば、宙に浮いたものになるのではな
いか ――高等教育の質保証や向上が叫ばれる中で、その有力な方法・活動
として FD 活動が強調され、その意義が「啓蒙」されればされるほど、そう
した一種の違和感を抱いている教員も多いと思います。私もその一人です。
　こうした違和感は簡単に拭いきれませんが、それでも個々の教員の授業
実践や抱えている問題などを出発点にして、同僚間の授業実践に関する交
流による授業改善の試みが重視されてもよいのではないでしょうか。もち
ろん、交流といっても、ある教員の授業への参観や学生も参加した授業実
践交流会、さらにもっと気楽なサロン的な雰囲気をもった集まりなど、多
様な形態がありうるでしょうから、画一的に考える必要はないでしょう。
こうした多様な同僚間の交流を通じて、授業改善が図られることこそ大切
なのではないかと思います。
　もちろん、授業改善は教員一人ひとりが行っているし、行うべきだ、とい
う意見もあるでしょう。私もこの意見に賛成です。けれども同時に、同僚間
の交流によって、自分の抱えている問題を話すだけで気が楽になるという場
合もあるし、改善のためのヒントをもらったり、共通の問題を共同で解決し
ていく、いうこともあるでしょう。いわば創発的効果とでも言うべき効果も
あると思います。そうした意味で、学生による授業アンケートの「組織的活用」
や FD の「組織的活動」などでも、とかく垂直的な関係をイメージしやすい

「組織」を水平的な「同僚間」と読み替えて、「同僚間交流」の一環として行
うことも可能ですし、また学部・学科などの FD 委員会も教員にとって一番
身近な「同僚間交流」の拠点になっていく必要があるように思います。
　しかし、同僚間交流がなされたとして、それが授業改善を自動的に進め
るわけではないのではないか――私もそのように考えます。このことは授
業改善をどのように捉えるかという問題に関わりますが、私は 2 つのこと

に注目しています。
　ひとつは、授業改善、というよりは個々の授業 ( 講義、ゼミ等 ) そのものが、
学生に身に付けてもらうべき能力、力量などを明確にして、その向上を目
指しているという点です。（2012 年度のシラバスから明記を徹底すること
になりました）もうひとつは、個々の授業（科目）は学部・学科等のカリ
キュラムの一環として設定されているという点です。いいかえれば、個々
の授業が神奈川大学の教育理念・目標や学部・学科等の研究教育上の目的、
3 つのポリシーの具現化を意味し、単独では設定されていないということ
になるでしょう。こうした 2 つのことは、学生に身に付けてもらう諸能力
を示すカリキュラムの体系化とその習得の道筋を示すカリキュラム・マッ
プの作成という問題につながるでしょう。（もっともその反面では、学習成
果とは何か、それを測る尺度をどのように設定するか、などの厄介な問題
が生じてきますが）せっかくの同僚間交流による授業改善という意図や努
力を漂流させないためには、いわば羅針盤ともいうべきこうした 2 つのこ
とと関連づけて交流していくことが、有効なのではないかと思います。
　そして、こうした授業改善の積み重ねの中から、神奈川大学としての教
育の質保証・向上が地に足のついたものとして、学生に対しても、また広
く社会に対しても示すことが出来れば、神奈川大学らしい FD 活動が展開
していると考えます。もちろん、何もかも FD 活動に背負わせることは無理、
というより理不尽です。教育の質保証には多くの要素の充実が不可欠であ
り、その充実と FD 活動とが相まってこそ、神奈川大学としての教育の質
保証が実現するからです。
　井の中の蛙にならず、しかも自前の同僚間交流による授業改善を展開し
ていくことこそ、FD 活動にふさわしいのではないかと考えて、このような
文を書きました。
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　2006 年度に初年次教育科目「ＦＹＳ ( ファースト・イヤー・セ
ミナー )」が導入され、今年で 6 年目を迎えました。これまでＦＹ
Ｓ授業の実践がどのように進められているのか。代表的な授業の実
践事例を報告するとともに、授業を受講した学生及び授業を支援（サ
ポート）したＳＡ（スチューデント・アシスタント）の意見を交え
ながら、より良いＦＹＳの授業の創造について協議することを目的
として本研修会は開催されました。
　これまでの外部から講師を招聘して開催する FD 研修会とは異な
り、本学の学生を交えて授業での実践的な取り組みを報告し、協議
するもので初めての試みでした。

〔第一部〕事例報告

　基調報告　「ＦＹＳの現状と課題」

FYS･ 副専攻教育小委員会
委員長　斎田　真也

　「アンケートからみえてくる現状」としてＦＹＳに対する学生と
教員アンケート結果に基づいてＦＹＳの現状を報告します。
ＦＹＳの良い面、悪い面を確認した後、ＦＹＳのシラバスに照らし
合わせ、その結果を読み解こうと思います（アンケート結果参照）。

「ＦＹＳの授業実践報告～教員・ＳＡ・学生による授業の創造」

　これらのアンケートの結果をみますと、ＦＹＳをうまく実践できて
いる教員とそうでない教員がいることが分かります。ＦＹＳの進め方
ですが、単にＦＹＳのシラバスに盛り込まれた一連のスキルだけを忠
実に教えることに終始して、本来大学教員が研究者として感じている

「学ぶことの喜び」を伝えることを忘れてはならないと思います。つま
り大学は単なる友人づくりの場でもなく、教員も単に知識の切り売り
をするのではなく、大学とは学生が生涯にわたり自分が夢中になれて
喜びを感じられる何かを良友とともに探すのに最も相応しい場である、
そのことを伝えるべきだと思います。FYS を進める上でこのことを常

2011 年度神奈川大学第１回 FD 研修会報告

日　時　2011 年 11 月 2 日 ( 水 )　15：00 ～ 17：00
場　所　横浜キャンパス  　　　 1 号館 804 会議室
　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 号館第 1 会議室 ＜ TV 会議システム＞

学生による授業アンケート（2011）
〔肯定的な意見〕
●先生が熱心で、将来の自分のためにも役に立つことを教

われた。
●大学生活を送る上で必要な知識や能力を身に付けること

ができた。
●社会にでても使えるようなプレゼンテーション能力を向

上できる授業だった。
●人と何かについて話し合うことや、自分の中で物事を考

えることによって、自分の考え方が分かったり、相手の
考え方に興味を持てたりした。

●こういう機会を与えられれば、友達を作りやすく、大学
生活を満喫できる。

〔否定的な意見〕
●授業の目的がよくわからない。
●一人ひとりが積極的に関わる必要がある。受動的な態度

が目立った。もう大学生であり中・高校生のように甘い
考えでは今後の生活乗り越えることはできないので、き
びしく社会人としての規律のようなことを伝える必要が
ある。

●各教員でやることが違うし、授業の大変なクラスと楽な
クラスの差が激しい。

●先生の話を聞いているだけで、何の役にも立たなかった。
レポートの練習も１回だけでなくたくさんやってほし
かった。

教員によるアンケート（2011）
〔肯定的な意見〕
●教育の本質を扱う授業である。
●本腰を入れると教材作りに相当の時間を要する。
●学生にとって必要なのは勉強の仕方を教えてもらうので

はなく自分で判断して行動できるようになることではな
いか。

●将来まともなレポートやプレゼンテーションが出来る
「下地」を形成する授業を考えている。

〔否定的な意見〕
●入学時のガイダンスとして。２～３回でやめるべき。
●廃止すべき。ＦＹＳの存続を見直すべき。
●専門家が大学外にいる。外注したらどうか。

　　学生による授業アンケート（2011）
　　　①友達が出来た　　　　　　　　　　　　79.9％　↑

　　　②授業の目的が理解できた　　　　　　　78.5％　↑

　　　③先生の熱意を感じた　　　　   　　　　77.3％　↑

　　　④総合的にみて満足した　　　　　   　　63.5％　↓

　　　⑤学生生活を考えるきっかけになった　　62.8％　↓

　　　⑥大学理解に役立った　　　　  　　　　 61.3％　↓

　　　⑦積極的に取り組んだ　　　　  　　　　 60.2％　↓
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に根底において、具体的には学問をする上でのスキルとして資料を収
集し、分析を行い、理論的な考察ができる思考力を身につけ、それら
をプレゼンできる表現力を学習する最初の場がＦＹＳであると位置づ
けて頂ければアンケートの否定的な意見は減少することと思います。

■事例報告Ⅰ
　「私のＦＹＳ－経済学部のＦＹＳ－」

経済学部　岡村　勝義　教授
　2006 年度から毎年担当していますが、ＦＹＳは新入生の学修への
態度やスタンスを決定づける可能性があり、学ぶ意欲に大きな影響を
及ぼすため心の負担が最も大きい科目です。毎年度末 1 月頃から次年
度の計画を試行錯誤しながら思い悩んできました。ここでは私のＦＹ
Ｓの目標と運営上の工夫について報告します。
　私のＦＹＳの目標は、全員参加型＝「フリーライダーは一人もつく
らない」、そして「読み＋書き＋プレゼン」のそれぞれの要素に学生相
互のコミュニケーションと共同作業をすべて組み合わせることとして
います。学生は独りぼっちになると学修の意欲がそがれると同時に授
業に参加しづらくなるため、各 6 名× 4 グループを構成し、各グルー
プに１ペア 2 名× 3 ペアをつくり、ペアを活動単位としています。こ
うすることによりお互いがサボらなくなり、効果が上がっています。
また毎回の授業で何をするのか目的や留意点を明確に示しています。
　初回の授業で「大学でどう学びたいか」自己紹介 (1 名 ) をしてペア（2
名）で「神大探検（良いところ悪いところをさがす）」を行い、その結
果を 2 名から 6 名のグループで検討・発表させます（この１名→ 2 名
→ 6 名のコミュニケーション・共同作業はすべてのプログラムに適用
させます）。さらにその発表を聴き放しにはせず必ずメモをとって書取
り練習（ノートテイキング）させます。
　「書く」はラジオ番組（5分程度：10分を越えると学生は聴けなくなる）
のノート化と新聞記事（短いコラム記事：長文は学生が息切れしてし
まう）からのレジュメ・レポート作成、「読む」は新聞の長めのコラム
記事を読んで題名・レジュメ作成、「プレゼン」では第 4 回目からテー
マを決定し、独自の図書館ツアーを行い、情報収集、パソコン室での
資料作成、プレゼンを行います（プレゼンはペア、レポートは各自提出）。
　その他の工夫としては毎回の席替えを行い、レポートの添削指導ま
では限られた授業時間数では不可能なため省略しています。
　このＦＹＳで学んだことが 1 年次後期以降の他の科目や 2 年次以降
のゼミ活動での論理的思考力に密接に繫がればよいと考えています。

■事例報告Ⅱ
　「私のＦＹＳ－工学部のＦＹＳ－」

工学部　櫻井　忠光　教授
　2010 年度から工学部全学科混合クラスから各学科でのＦＹＳクラ
ス編成に変更になり、教える側としては大変楽になりました。ＦＹＳ
に対する物質生命化学科のコンセンサスは次のとおりです。
(1) 全学共通の授業内容に学科対応の授業内容を盛り込む。
(2) 学科の学生にとって取り組み易く、同時に大学（学科）での学習に

対する目的意識が高められる授業内容を目指す。
　その他の共通する事項として学科の卒業研究で配属される 14 の研
究室の紹介をプレゼンに取り入れることにしています。それ以外の授
業内容については各教員に委ねられています。
　私はＦＹＳの授業を行う場合、学生にとって「大学は知ること」、「学
科を知ること」、そして最後に「自分を知ること」の 3 つの点が大切で
あると考えています。

　第1 ～ 3 週　　大学で学ぶことの意味を理解する①～③
　　　　　　　　自己紹介、他己紹介
　　　　　　　　仲間・学科を知る
　　　　　　　　研究室・学生実験室見学
　　　　　　　　簡単な実験・考察 ( グループ単位 )
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　第4 ～ 9 週　　授業への取り組み①～⑥
　　　　　　　　大学・学科の沿革
　　　　　　　　セールスポイントのまとめ
　　　　　　　　発表←他の班による３段階評価
　　　　　　　　図書館ガイダンス
　　　　　　　　学生実験「ノートとレポートの書き方」科学的
　　　　　　　　な考察も書けるようにする。
　　　　　　　　実験レポートの書き方（表と図の添削）

　第10 ～11週　プレゼンテーションを準備する①②
　　　　　　　　発表原稿作成と発表練習

　第12 ～13週　プレゼンテーションを実施する①②
　　　　　　　　各６グループによる研究室紹介 ( 他のグループに
　　　　　　　　よる評価 )

　第14 週　　　 まとめ

〔第二部〕

　パネルディスカッション　　　［16：10 ～ 17：00］

　コーディネーター　齊藤　隆弘　教授
　　　　　　　　　　（ＦＤ全学委員会副委員長）
　◆ FYS･ 副専攻教育小委員会
　　委員長　斎田　真也　教授
　◆ＦＹＳ授業担当者
　　経済学部　岡村　勝義　教授
　　工学部　　櫻井　忠光　教授
　◆ＳＡ（スチューデント・アシスタント）
　　経済学部経済学科３年次　　　風見　北斗　さん
　　工学部物質生命化学科４年次　石田　陽佑　さん
　◆学生（1 年次受講者）
　　経済学部経済学科１年次　　　酒井　直斗　さん
　　工学部物質生命化学科１年次　西　真奈美　さん

齊藤：
最初に第Ⅰ部の事例報告を聴いてご質問があればお願いします。

新田：
人間科学部の新田です。学修に対する意識が低い学生をどこまで引
き上げるのかお二人の先生の考え方をお聞かせください。

櫻井：各学生の意識と力には大きな差があります。それぞれの学生
の力のひとつ上を目指しています。グループまたは個人による評価
を取り入れて自分で気づかせるようにしています。敢えて意識の低
い学生を引き上げるようなことはしていません。最後に学生が反省
して目的を理解してくれれば良いと思っています。友人づくりも大
事ですが学生の「気づき」が大事であり、あまり強制することなく
自然体での授業運営に心がけています。
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岡村：
教師の立場から言えば忍の一字であります。ペアを導入するように
なって発言の回数が増えています。4 つのグループの発言も相対的に
活発になります。ただし、テーマにより 4 つのグループでも静かな
ところがでてきます。そのときはイエローカードを出します。ペア
が基本であり、グループ 6 人でどういう発表になるかが大事で発表
者が入れ替えるようにしています。基本的には耐える。学生が何の
教材に興味を引くかわかりません。経済だからといって経済記事を
取り上げても反応がないことがあります。自分にとっての身近なテー
マが良いようです。

新田：
敢えて強制はしない。忍の一字。これを聞いただけでもよかったと
思います。ありがとうございました。

齊藤：
先生にはＳＡに期待すること。その後ＳＡの学生にはどういう働き
をしているのか聴いてみたいと思います。

櫻井：
ＳＡの導入は今年で 2 年目です。年齢が近い兄貴分としての相談相
手になります。その他マイク等の授業準備の機材運搬がありますが、
基本的にはパートナーとして授業運営に当たってもらい、たまには
評価の整理も手伝ってもらいました。またＳＡと 2 人で学生の質問
を受けました。和気藹々と授業運営できましたのでＳＡの役割は大
きいと思っています。

石田：
櫻井研究室の 4 年次生。一番難しかった指導は研究室紹介のプレゼ
ンでした。パソコンを教える時に間違った指導はできないので結構
難しかったです。

西：
パワーポイント等でわからないことがあった時、年齢が近いＳＡに
は聞きやすかったです。

岡村：
私とＳＡの関係では特にＳＡは学生目線に立てるため、1 年次生の質
問は私に聞く前にＳＡに聞いているようです。私はそこには立ち入ら
ないようにしています。評価項目としての意見・質問の回数の得点化
などＳＡに学生の動きをみてもらいました。授業準備には１コマを
使って意見を聞きました。事前打合せはとても大事なことだと感じま
した。私は授業運営だけに集中できることができました。

風見：
最初に感じたことは教員と学生の橋渡しの役割です。質問は授業外
に多かったです。また授業中はもっと雰囲気作りに取り組むべきだっ
たと思います。先生が授業運営に集中できるよう学生目線で授業に
取り組み、進行速度、発言回数、居眠りしていないか、雰囲気はど
うかなど学生の様子を見ていました。

齊藤：
1 年次生としてはどうでしたか。

酒井：
ＳＡが一員として参加しているように思いました。せっかく同学部・
同学科の先輩が授業にいてくれたのだから、もっとＳＡの先輩にい

ろいろと相談すればよかったと反省しています。

齊藤：
ＳＡ制度に改善を求めるポイントは何かありますか。

櫻井：
全学的なＳＡのためのガイダンス（研修）があってもいいと思います。
単なる手伝いでなく、ＳＡにしっかりとした仕事を任せてやりがい
をもたせると良いと思います。

岡村：
ＳＡのおかげで授業に注力できるので、もっと多くの先生にＳＡを採
用してもらいたい。ＳＡも授業の運営の担い手の一人となれば張り合
いも生まれ、賃金の課題もおのずと改善するのではないでしょうか。

斎田：
ＳＡの学生アンケート結果を見ると 1 年次生との間にまだ距離があ
るようです。ＳＡがもっと授業に入り込めるといいでしょう。
ＳＡの全学的な組織づくりが求められるところです。うまくいって
いるところと、そうでないところがあるが、ＳＡを導入することで
いい面は確実に出ていると思います。

齊藤：
1 年次生からはＦＹＳはどう見えているのか。どう役立っているの
か。入学してすぐ受講したＦＹＳはどのような印象を持ちましたか。

西：
4 月当初は「大学・学部学科を知ること」がメインで、高校までの「総
合学習の時間」のような授業という印象を強く受けました。

酒井：全員初対面なのですごく不安があったが、自己紹介やＦＹＳ
の趣旨の説明を聞いているうちに、ただ単位取得のためではなく、
自分自身のための授業であることを理解しました。

齊藤：
１年次生でのＦＹＳの学びを経て、何が役に立ち、何が役に立たな
かったでしょうか。

風見：
役に立たなかったことはありません。1 年次に受けたＦＹＳは全体的
な内容の授業が主なものだった。プレゼンも 1 人 1 分と少なかった。
図書館の情報検索方法などを教え、長い目で見てプレゼン準備をさ
せた方がより効果的であると思っています。時間が限られていて難
しいが、プレゼン等で自分の意見をまとめて発表する機会があるの
は、とても効果的だと思います。

石田：
人によってＦＹＳの受け止め方にはいろいろと個人差があるようで
す。個人的にはＦＹＳでやった内容は夏休みが終わると忘れてしま
いました（笑）。

風見：
何のためのＦＹＳであるのかを提示することで目的がはっきりする
のではないでしょうか。

齊藤：
1 年次生として受講して、確実に役に立つと思ったことは何ですか。

西：
レポートや考察の書き方だけでなく、自分の意見を簡潔にまとめて
相手に効果的にわかりやすく伝える方法などを身につける上で役に
立ったと思います。今こうしてこの場にいて意見を述べらるのも
FYS のおかげかもしれません（笑）。

酒井：
レポート課題にも動じなくなり迅速に対応できるようになりました。

齊藤：
先生が努力・工夫をすれば、学生にこのような教育成果が出るよう
です。先生としてはいかがですか。

櫻井：
褒め過ぎかも知れませんね。授業内容は 1 年経つと忘れてしまう状
況がある。繰り返しが大事です。大学の授業は先生の熱意があると
記憶に残ります。将来社会に出てもその記憶が残っていれば周りに
対して熱意を持って対応できる。教えた内容よりも熱意の方が学生
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に残ります。いろんな教員の姿勢から学んでほしい。反面教師もい
るからバランスが取れるのではないでしょうか（笑）。

岡村：
2006 年度から毎年ＦＹＳを担当していて毎年苦労を重ねてきまし
た。最初は悲惨だった。経験を積めば良くなる。どうすれば学生が
その授業に意欲を持って臨んでくれるのか、そういう姿勢で取り組
んできました。今でも十分にできているとはいえません。ＦＹＳの
授業内容があまりにも多すぎて拡散してしまう。レポート添削でも
それが繰り返されればそれで多くの効果が生まれる。プレゼン１回
だけでもそのきっかけを与えられれば良いと思います。受講後、何
かひとつ使ってもらえているのであればＦＹＳの効果があったとい
えるのではないでしょうか。

斎田：
ＦＹＳのシラバス全部をやらなくても、核になるものを先生の熱意で
伝えてもらえば、学生はそれを糧にして発展していくのではないで
しょうか。

齊藤：
シラバスどおりにやらなければならないと考える教員が多いが、根
本の部分を外さなければ、肩の荷を下ろしてやればいいのではない
でしょうか。

柴田：
法学部柴田です。ＦＹＳでは毎年苦労し、心を悩ませています。私は
これまでシラバスどおりの窮屈な授業をしてきました。ところで、課
題の小論文についてあるレベルにまで到達させるためには、添削して
書き直しをさせる必要があると思いますが、先生方は添削を繰り返し
ていらっしゃいますでしょうか。

櫻井：
学生の持っている力に応じて添削を繰り返し、少しずつ前に進むよ
うにしています。それでも前向きに取り組んでくれる学生は多くい
ません。結果が見えてくるようになるには時間がかかります。

岡村：
これは、極めて難しい問題で下手に添削して返すと意欲をなくす学
生が出てくる。私はレジュメを要領よくまとめられていると、レポー
トも筋道をたててまとめられると思っている。学生が書いた見やす
いレジュメを配付し参考にさせている。駄目なものは紹介しません。

「知の作法」にも参考レジュメが紹介されている。できるだけ読んで
もらいたいので一度だけテストをやっています。最初に読ませ、レ
ポートを書かせる。最初に読んでもらえればいいわけです。なるべ
く執拗に追わないことが肝心です。

齊藤：
長年の経験が生み出したノウハウですね。学生は先生から駄目だと
指導されるとダメージが大きいものですね。

櫻井：
上手に褒めることは容易ですが、上手に非難することは難しい。下
手に非難すると学生は傷ついてしまいます。

石積：
副学長の石積です。ＦＹＳが友人作りの場として機能してきたかど
うかお聞きしたい。

酒井：
発表のグループだけに留まり、自分はクラス全員とは仲良くなれま
せんでした。

風見：
グループ内に留まりやすいが、クラスが同じだった友人とは、今で
も挨拶したり、サークルが同じだったりして関係が続いている。交
流のきっかけにはなったと思います。

西：
日常生活での仲間には直結しませんでしたが、一度何かを一緒にやっ
た友人とは顔見知りになるので話しかけやすくなりました。

石田：
自分の時は、学科が混ざっていたので他の学科の友人ができて新鮮
で良かったです。

新田：
感想として、教員・学生にとってＦＹＳに過大の期待をしすぎない
ことが実感できました。スリム化して何かひとつ残ればよい。もう
一方で現実は、初年度に担当した学生は悲惨だったと改めて思いま
す。こういう共通理解をＦＤ全学委員会がもつことが大切で、特に
新任教員に対してＦＹＳの柔軟度や幅をきちんと伝えるべきで、新
任教員が来るたびにこの悲惨さを続けていては、学生・教員にとっ
ても不幸を招きます。ＦＹＳに対して学生と教員のモチベーション
が高くなることが大事、教員が決められたシラバスをやるのではモ
チベーションがあがらない、画一的なものより、それぞれの教員が
多様化して燃えてこそ、学生にも伝わる。スリム化すると同時に多
様な部分をもたせる。教員の裁量にどこまで委ねるか。バランスの
問題。学生のモチベーションを上げることも教師にとっては大きな
課題。今日この研修会は盛り上がったが、同時に厳しい現実がある。
ＦＹＳが過剰にならずより良い授業になるとよいと思いました。

斎田：
教員にはＦＹＳ授業マニュアルが渡っています。授業内容・形態な
どは担当教員の裁量に任されています。逸脱しない程度で創意工夫
をして実施していただければよいのです。残念ながら熱意をもてな
くて挫折してしまった教員がいたことも事実です。

齊藤：
本学の場合、新任教員を放置してしまう傾向があります。新任教員が
ＦＹＳを担当することは荷が重過ぎます。授業マニュアルに書いてあ
るといっても厳しいところです。新任教員研修等についてもＦＤ全学
委員会で今後取り組んでいかなければならないと思います。

閉会の挨拶
学生が参加する自発的なＦＤ研修会は、本学始まって以来、初めての
開催でした。参加いただいたことに感謝申し上げます。皆様には今後
のＦＤ研修会にもぜひ積極的にご参加くださるようお願いします。
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［課題は多様な学生の学修意欲向上］
　外国語学部では 10 月 26 日（水）に第１回 FD 実践交換会

を実施した。キーワードは「多様な学生」への対応策である。

　外国語学部の問題は、学力格差の拡大や「大学生らしくない

ダメな学生」の増加というよりも、むしろ学生の「関心の多様

性」、言い換えれば「関心の拡散」にある。一方では外国語学

部生らしい学修意欲を持った学生も少なくないが、他方では外

国人のお友達とおしゃべりをしたい、料理やサッカーなどに興

味があるといった理由で入学してくる学生から、語学苦手派、

「学修への無関心派」に至るまで、実に様々である。

　「スマホ」の普及により「情報下層民」や「消費者人間」の

増加が懸念されているが、「スマホ時代」と言われる今、社会

も人間も変化し、「優秀な学生」も「古い尺度」では測れなくなっ

ている。「新人類」というレッテルすら当てはまらなくなった「い

まどきの学生」の学修意欲を掻き立て学力の向上を図るために

は、こうした「多様性」を踏まえ、対応する必要がある。

　これに加え、今、大学に対して「大学生らしい学生の養成」

が求められていると言われる。外国語学部は語学と地域研究と

のいわば「二層」のカリキュラム構成をもつが、こうした社会

の要請に対し、どのような内容の科目を、「どの程度」教育す

べきか。たとえば「本当の語学力」を身に着けるには数十年の

歳月がかかるが、もし「基礎的語学力の修得」と言うのであれ

ば、４年間（就職活動期間を考えれば２年半）の到達目標をど

こに設定すべきか。第２外国語や街の語学学校との違いは何か

等々、問題は尽きない。

 

［第 1 回 FD 実践交換会］
　第１回 FD 実践交換会では 4 学科が「多様な学生への対応策」

についてそれぞれの取り組みを発表し、多数の教員の参加のも

とで、予定時間を超え活発な議論が繰り広げられた。このとき

に明らかになったのは、すべての学科がカリキュラムの再編や

その柔軟な運用を通じて学修意欲や学力の向上のために多大な

努力を払っていること、また学生の状況を把握し、細かな配慮

がなされていることであった。たとえば、

⑴　学生の関心の所在や学習上の問題点を考慮した新しい科目

の設置や科目の授業内容の変更。このうち初修外国語を専

修科目とするスペイン語学科と中国語学科は必修科目が多

いが、前者では必修科目を減らして選択必修科目を増やす

ことにより、また後者では言語コースと社会文化コースの

２コース制をとることにより、学生がそれぞれの関心に従

い、できるだけ自由に４年間の学修計画を立てられるよう

にしている。

⑵　習熟度別クラス編成の採用（語学演習科目）。これにより

学科活性化の鍵となる能力や意欲のある学生の学力をさら

に伸ばし、一般の学生は学力に即した授業によって基礎学

外国語学部の FD に関する活動

力を身に着け、上位の段階に進むことができている。

⑶　少人数クラス制の確立。語学演習科目では少人数教育が不

可欠であり、この実現のため各学科とも大きな努力を払っ

ている。しかし、教員の加重負担（英語英文学科を中心に

学生数が過大である）、教員や教室の不足等々による時間

割編成の困難など、課題は多い。

⑷　アルバイト等を理由とする学生の予習復習時間減少への

対応。スペイン語学科では１年次の文法授業週３回のうち

１回を学習事項の定着と応用の時間に充てている。また、

１年次から４年次の演習科目では担当教員がメーリング

リストを通じてその日の学習内容や問題点（個々の学生

の状況を含む）について情報交換を行っている。

⑸　このほか、各学科とも学修上の問題を抱える学生が立て直

しを図れるよう、早期に個別面談を実施している。このよ

うな努力に加え、外国語学部では語学の必修科目が多いこ

ともあり、個々の学生の学修状況を把握することが可能で

あり、本学部卒業生としての最低限の学力を身に着けさせ

学生を社会に送り出すことができる。

⑹　地域研究科目については、予備知識を持たない学生が多い

現状を踏まえた授業の試み（スペイン語学科『ラテンアメ

リカを知らない学生のための現代ラテンアメリカ史講座』）

について発表が行われた。スペイン語を公用語とする国は

スペインだけと考えて入学してくる学生が少なくないので

ある。

[ 今後の課題 ]
　第 1 回研修会で明らかになった課題と FYS の改革を検討す

る。後者については「多様な学生」の学修意欲向上のために

は FYS と各学科の初年度教育との有機的結合が不可欠であり、

FYS の内容や実施方法も含め見直していく。

外国語学部第 1 回 FD 実践交換会
～キーワードは多様な学生～
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　経済学部では４月以降、毎月１度 FD 実施委員会を開き、全

学的検討課題である授業アンケートの組織的活用、多人数科目

における双方向的授業、並びに経済学部における FD の基本理

念などについて議論するとともに、FD に関する他大学視察を

行ってきた。

　まず、他大学視察について述べたい。視察の対象として立命

館大学経営学部と龍谷大学文学部を選び、10 月 5 日、6 日に、

上沼克徳教授（経済学部 FD 実施委員会委員長）とともに両大

学を訪問した。用意したヒアリング事項は、授業アンケートの

組織的活用、研究授業及び教員表彰制度、成績評価と学生への

成績フィードバックなどであるが、話は初年次教育やゼミナー

ルなどにも及んだ。両大学の視察から多くのことを学んだが、

特に参考になった立命館大学の事例をいくつか紹介しよう。

　立命館大学では授業アンケートは毎年実施されており、学部

長は全教員のアンケート結果を把握しているが、公開はしてい

ない。また、評価の高い教員を公表したり、その実践を公開し

たりすることは行っていない。むしろ著しく評価の低い授業や

教員をチェックし改善することが全体の底上げにつながると考

えているが、それは容易ではない。

　教員表彰において対象となるのは良い授業を行っている教員

ではなく、例えば英語教育の充実や学生の留学先の開拓に尽力

したなど、学部・学科の充実に貢献した教員である（龍谷大学

も同様）。この点では本学の教員表彰制度と大きな違いがある。

　成績フィードバックでは、「定期試験講評」が制度化されて

いる。試験終了後、各科目の「定期試験講評」が学部のホーム

ページに掲載される。「講評」では、合格率、各問いの正答率、

正答（単純問題の場合）、キーワードやポイントとなる点（論

述問題の場合）などを記載している。

　立命館大学の取り組みで一番驚いたのは基礎演習（本学の

FYS に相当）である。基礎演習は 1 年次に 1 クラス 25 ～ 30

名で、週 1 回、前期、後期を通して 1 年間行われている。前

期はレポートの書き方や図書館の利用の仕方などの基礎的リテ

ラシーを学び、後期は各グループでテーマを決めてレポートを

作成して学内ゼミナール大会で発表し、優れたレポートは表彰

される。また、基礎演習には 2、3 名の上級生がオリエンター

として参加し、指導や助言を行っている。正規の演習の後、オ

リエンターの指導でサブゼミを行っているクラスや、1 年の終

わりに演習参加者全員で懇親会を行っているクラスも多くあ

る。さらに、年に 3、4 回「基礎演習担当者会議」を開き、新

任者へのガイダンス、方針や意思の統一、来年度に向けてのプ

ランニングなどを行っている。

　ゼミナール制度の改革にも余念がない。従来、ゼミは 3、4

年次に開講していたが（卒論は必修）、就職活動のため 4 年次

前期のゼミが実効性に乏しいことから、2011 年度より、2、3

年次にゼミを開講し、4 年次前期はゼミを行わず、後期に卒論

を書く意思のある学生を集めてゼミを行うように改められた。

　以上の視察結果は、FD に関していくつかのことを教えてい

る。授業アンケートはそもそも各教員が自分の授業の現況を把

握するために個人的に活用することを前提として導入されたも

経済学部 FD 実施委員会の活動報告

のであるが、それを組織的に活用するようにとの指導を大学基

準協会から受け、授業アンケートの組織的活用が全学的課題と

なった。この度の視察で期待したことの 1 つはそのヒントを

得ることであった。ヒアリングの結果は、問題のある授業や教

員をチェックするに留まり、積極的なことは行っていない、と

いうことであった。授業アンケートの位置付けはこの程度に留

めてよいと思われる。基準協会からの指導に対しては現在出来

ることを回答すればよい。その対応に忙殺されて教員が疲弊す

ることは避けなければならない。

　FD（ファカルティ・ディベロップメント）とは授業改善の

ことであるが、重要なことは、学生が勉学に精励し、教員が一

生懸命教える制度を創ることであろう。立命館大学の基礎演習

の取り組みはこのことを教えている。また、ゼミナールの改革

は 4 年次教育に苦労している我々にとってもヒントになろう。

追跡調査が必要である。本学の FYS は導入後 6 年が経つが、

担当教員の努力によって効果を上げるようになってきている一

方、担当者会議が十分ではなく、初めて FYS を担当する新任

教員の負担が大きいなどの問題が残されていることを、FD 研

修会（11 月 2 日）で知った。経済学部では、2006 年度から

導入教育科目として経済入門を立ち上げ、その内容を本にまと

めた。また、英語による講義（現代の経済問題Ⅰ・Ⅱ）や数学

のプレイス・テストなどの新しい試みを行っている。どのよう

な制度も放っておけばサビがつく。これらの試みの効果を検証

し、より充実したものにしていくことが授業改善につながる。

　FD 全学委員会のもう 1 つの検討課題は、多人数科目におい

て双方向的授業を行うことである。双方向的授業とは何か。そ

れは一時テレビなどで話題になった対話形式の授業に限定され

るものではなかろう。教員の独り善がりではない授業、一定の

水準を保ったうえで学生がきちんと理解できる授業、学生の知

的関心を呼び起こす授業のことである。双方向的授業が必要な

のは多人数科目に限ったことではない。すべての科目でそれが

実践されなければならない。

　経済学部では、不可比率に関して相対評価を導入した際、「よ

り良い授業」「わかりやすい授業」を行うことがその前提とな

ることを確認している。しかし「より良い授業」「わかりやす

い授業」について踏み込んだ議論は行っていない。経済学部が

目指すこうした授業は双方向的授業と通底する。FD 全学委員

会で「多人数科目における双方向的授業」が課題とされたこと

は、これについて議論する良い機会である。学部の FD 委員会

で議論した限りでのことであるが、双方向的授業の必要性は認

めても、意識してこれを実践している教員はほとんどいなかっ

た。経済貿易研究所には、講義のレジュメや資料がいつも多く

置かれており、どの教員も丁寧な授業を行うことを心がけてい

る。しかし、丁寧な授業は双方向的授業にとって必要であって

も十分ではない。丁寧な授業を超えて「より良い授業」「わか

りやすい授業」を目指す必要がある。経済学部 FD 実施委員会

では、議論を重ね、この理念を実現するための具体提言をまと

めていく。

経済学部
鳴瀬　成洋（FD 全学委員会委員）
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特別講演会報告「分野別参照基準と大学の教育改善」

　講　師：広田　照幸 氏

　　　　　　日本大学文理学部 教授
　　　　　　日本学術会議
　　　　　　　大学教育の分野別質保証推進員会 委員
　　　　　　　法学分野の参照基準検討分科会 委員
　日　時：2011年 12 月 9 日（金）15 時 30 分～17 時 30 分

　会　場：横浜キャンパス 1 号館 308 会議室

　　　　　湘南ひらつかキャンパス 11 号館第 2 会議室
　　　　　（TV 会議システム利用）

　主　催：自己点検・評価全学委員会、FD 全学委員会

　参加者数：約 40 名

【背景と趣旨】
　2008 年 12 月に出された文部科学省中央教育審議会の答申

「学士課程教育の構築に向けて」では、「知識・理解」、「汎用

的技能」、「態度・志向性」、「統合的な学習経験と創造的思考力」

を柱とする「学士力」という考え方が打ち出され、学生のこ

れらの能力の修得状況を評価すること等により教育の質を保

証することが提言された。

　また同年 5 月、これまで学士課程教育において各分野の最

低限の共通性が重視されてこなかったという問題意識の下に、

文部科学省が大学の教育内容へ直接的に関与することを避け

るため、日本学術会議に分野別の質保証の在り方について審

議を依頼した。この依頼を受けた日本学術会議は、検討委員

会を設置して審議した結果、2010 年 7 月に「分野別の質保

証の枠組み、学士課程の教養教育の在り方、大学と職業との

接続の在り方」を 3 本柱とする「大学教育の分野別質保証の

在り方について」を文部科学省に回答した。

　その後、同会議は、「大学教育の分野別質保証推進委員会」

を設置し、今後 3 年程度の間に、30 分野にわたる教育課程編

成上の「参照基準」を随時策定する予定である。

　本特別講演会は、「大学教育の分野別質保証推進委員会」に

おける、「参照基準」や「教養教育のあり方」に関する検討・

審議において中心的な役割を担っておられる広田照幸氏を講

師に招き、「大学教育の分野別質保証推進委員会」における検

討内容について講演いただき、本学における今後の教育課程

の改善への示唆を得ることを目的として開催された。

【講演内容の概要】
　講演概要を以下に箇条書きにする。なお、詳細については、

当日の配布資料（本学大学評価推進課から入手可能）を参照

のこと。

⑴ まず、日本学術会議の検討経過を踏まえながら、「分野別

質保証」のコンセプトについて報告がなされた。すなわち、

分野別質保証とは「各分野の教育の質の保証を意味するも

のであり、各大学において、教育課程（カリキュラム）の

編成の在り方を中心とし、教育活動を組織的かつ実質的に

改善する取組み（自律的な質保証）を通して実現されるよ

うな取組みを支援することを企図するもの」であること。

分野別の質保証を実現するための方法論の中核は、各分野

の教育課程（学部・学科・コース等）は各大学が先ず、具

体的な学習目標を同定し、その学習目標を効果的に実現す

るという観点に照らして、実際の教育課程を編成すべき点

にあり、ここで言う“学習目標”とは、学習者である学生

の観点から、学びを通して具体的にどのような有用なもの

を身に付けるのかという意味での目標であること。そして

この目標は、大学全体の教育理念を実際の各分野の教育活

動に反映させる媒介としての機能も担うものと位置づけら

れること、等である。

⑵ 次に、日本学術会議の検討経過を踏まえながら、分野別

の質保証の枠組みとしての「学問分野別の教育課程編成上

の参照基準」について報告がなされた。すなわち、「参照基

準」は、イギリスの“Subject Benchmark Statement”を

参考とし、従来、暗黙知とされてきた各分野固有の特性を

学問的な観点から同定し、知の有用性を明確にするととも

に、大学の自律性や独自の理念を阻害せず、かつ分野内の

広がり・多様性を壊さないよう配慮されていること。同基

準は法学分野（2012 年 3 月公表予定）を皮切りに、言語・

文学（2012 年夏頃）などの主要な 30 程度の分野について、

今後 3 年程度の期間をかけて順次公表される予定となって

いること、等である。

⑶ また、「参照基準」を受け、今後各大学が取り組むことが

期待される点について、見解が述べられた。すなわち、各

大学・学部においては、2010 年 7 月に公表された学士課

程における教養教育・大学と職業との接続の在り方、及び

今後公表される学問分野別の教育課程編成上の参照基準を

参考資料とし、十分な学術的基盤に立脚した学士課程教育

として教育課程を構築することが重要であること。その際、

大学、学部・学科等のそれぞれの教育の場で、建学の精神

等に基づきどのような学生を育てようとしているのか、そ

の学問を学ぶことで学生に何が身につくのか、市民教育と

しての教養教育の独自性を確認した上で専門教育と教養教

育とのバランスに配慮した教育目標をいかに設定するか、

その教育目標を実現し得るカリキュラムをどのように編成

するか等について、真剣な議論がなされること、等である。
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⑷ また、「教育の質」に関して、見解が述べられた。すなわち、

90 年代初めから“質”について、様々な議論が展開され

ているものの、「質には多義性があり、政策議論が整理され

ていない」、「政治性をはらむ教育の質はマクロレベルでは

学問の自由にかかる国家の関与、ミクロレベルでは多様な

学問観、大学観の間の葛藤がある」、こと。さらに、「質保

証における優先すべき価値について、一元的尺度で測れば

別の要素が無視され、多元的尺度で測れば構成要素の曖昧

さ及び要素間の統制等、質保証の要素が持つ限定性がある」

こと。加えて、教育の改善・向上における優先順位の付与

及び改善の目標設定等の議論がなされないと、副次的結果

として、大学教育の質の劣化、作業の重複に伴う労力や時

間等の資源の無駄、本来議論が必要な重点目標の骨抜き等、

意図せざる結果を招く可能性があること、等である。

【質疑応答】
　講演終了後の質疑応答では参加者から様々な質問が出され、

広田先生から、貴重なアドバイスをいただいた。すなわち、

大学はもっと自信を持って、自ら行っている教育の意義を社

会に発信していいのではないか。学習目標を見直す際には、

まずは学科等の小さな単位で実質的な議論を行うことが必要

ではないか。大学が持っている資源は限られており、メリハ

リを付けてやるべきことをやっていくというスタンスでいい

のではないか。とかく定量的な根拠のみを重視してしまうが、

認証評価機関においても定性的な説明が重要なことを分かっ

ている、等である。

【総括】
　今回の特別講演を通し、本学の今後の教育改善、とりわけ

教育課程の再構築、ＦＤ活動及び自己点検・評価活動のさら

なる活性化に関し、重要な示唆を得ることができた。広田先

生には、日本学術会議の委員という公的な立場を越え、教育

社会学者としの立場、さらには大学という公的組織で教育・

研究に携わる一教員としての立場から、人間的魅力に溢れる

ウイットやユーモアに富んだ話しを聞かせていただき、大変

に有意義な講演会となった。今後、この講演内容が、本学に

おいて広く共有化され、本学の教育の改善・改革に資するこ

とが大いに期待される。

新入生が親近感の持てるＳＡをＦＹＳの授業運営 ･ 学生補助に参画させることにより、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います。また、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ることを目的とします。

SA導入の目的

2011年度ＳＡ (スチューデント・アシスタント )の実施報告

　2010 年度から、初年次教育科目「ＦＹＳ（ファースト・イヤー・セミナー）」に関わるＳＡ ( スチューデント・
アシスタント）の活用を試行的に実施してきました。
　昨年度と同様にアンケート結果、ＳＡ懇談会及びＦＤ研修会におけるヒアリングから、ＳＡの活用により効果的な
ＦＹＳの運営ができたとの意見が多くみられました。
　2012年度も同様にSAの活用を継続的に実施しますので、FYS担当の先生方には積極的な活用のご検討お願いします。

SA の活用事例　～教員のアンケートより抜粋～

資料の配付、回収／教材の運搬／教材提示装
置の操作／学生の出欠確認／提出物の準備、
整理／資料作成（コピー等）／授業の打合せ／
グループディスカッション、プレゼンの司会・参加 
／先輩としての学生生活におけるアドバイス等／
パートナーが欠席した学生の応対

【2011年度 SA 実施実績】（名）

SA を任用して良かった点　～教員のアンケートより抜粋～
● SA は年齢が近く兄貴的な存在だったため、気軽に話や相談ができたようで、良いコミュニケー

ションができた。また、授業時間外において、提出物の整理のような単純な作業を SA にし
てもらうことにより、その分空いた時間を授業の教材準備に費やすことができた。

●教員の負担減・下級生（1 年生）への対応における学生目線でのアドバイスが有効である。

SA を経験して感じたこと　～ＳＡのアンケートより抜粋～
● FYS は、新入生が大学生として 4 年間勉強していく上で必要なスキルや情報意欲などを提供

する重要な授業であることを再認識しました。SA を活用し、授業に関わるサポートや全体の
観察を行わせることは極めて有効だと感じました。もっと積極的に SA を採用する制度を取り
入れると良いと思います。また、SA にとっても、自身の能力の見直しや向上につながるので、
多くの学生に経験してもらいたい。

●通常、授業をする側のことを考えることがなかったが、今回お手伝いをさせてもらうことで、
大変さを感じることができた。多くの学生がこのような経験ができれば、もっと授業に協力
的な人たちが増えるのではないかと思う。

 2011 年 4 月 5 日（火）
ＳＡ説明会（横浜キャンパス）

 2011 年 9 月 22 日（木）
ＳＡ懇談会（湘南ひらつかキャンパス）



【申込み方法】
「実践的 FD プログラム」の受講を希望される方は、E-mail
にて件名を「実践的 FD プログラム受講申込」とし、本文に
次の①～⑧の事項をご記入の上、
kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp までお申し込みください。

　①氏名　②ローマ字氏名　③本学着任年月日　④年齢
　⑤所属　⑥職位　⑦電話番号　⑧メールアドレス

【申込み・問い合わせ先】
FD 全学委員会 ( 事務局：学長室 )  内線 2126
e-mail：kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

　本ニュースレターでは、ＦＤ活動に対する啓発を促進するため、学部・研究科ＦＤ委員会及び個々の教職員の教育改善や教育支援に対する

取組事例を紹介し、本学ＦＤの定義にある「教員の自主的・自律的な日常的教育改善を支援すること」を目的としています。教育改善 ( 支援 )

に関する研究及び問題提起，授業におけるユニークな実践事例など教育職員、事務職員等を問わず、皆様からのご寄稿を募集しています。 
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発行日：2012年1月31日

ご意見、ご質問等がございましたら、お気軽にお寄せください。　E-mail　kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

【内　　容】 FD（ファカルティ・ディベロップメント）、SD（スタッフ・ディベロップメント）に関するもの
【字　　数】 1,000 ～ 2,000 字（応相談）　 【写 真 等】 掲載可（応相談）
【提 出 先】 FD 全学委員会 ( 事務局：学長室 )  内線 2126　　e-mail：kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

ＦＤニュースレターへの寄稿をお願いしますＦＤニュースレターへの寄稿をお願いします

2011 年度ＦＤ全学委員会委員
〔委 員〕

委員長　横倉 節夫、副委員長　齊藤 隆弘、法学部　柴田 直子、経済学部　鳴瀬 成洋、経営学部　海老澤 栄一、外国語学部　後藤 政子、人間科学部　杉山 崇、
理学部　川東 健、工学部　前森 健一、学修進路支援委員会　斎田 真也、学生生活支援委員会　瀬戸 正弘、メディア教育 ･ 情報システム委員会　日比野 欣也、
入試管理委員会　渡邉 良男、大学院学務委員会　中村 壽宏 ( 以上 14 名 )

〔オブザーバー〕
学生生活支援部事務部次長　千葉 陽史、学部･大学院事務課課長　木内 由美子、情報システム推進部長　金丸 壽男、入試センター事務部長　明比 卓 ( 以上 4 名 )

〔事務局〕
学長室室長　村川 千鶴、学長室次長　武井 正善、学長室課長　旭 馨、新倉 一禎、学長室　鈴木 秀隆、梅香家 睦子 ( 以上 6 名 )

全国私立大学 FD 連携フォーラムによる「実践的 FD プログラム」のご案内

全国私立大学 FD 連携フォーラムのホームページ
http://www.fd-forum.org/fd-forum/

　本学が取り組む主な FD 活動のなかで大学間 FD 連携があり

ます。本学が加盟している FD 連携は、山形大学を中心とする

「FD ネットワークつばさ」、立命館大学を中心とする「全国私

立大学 FD 連携フォーラム」の 2 つがあります。

　「全国私立大学 FD 連携フォーラム」は、全国の中規模以上の

私立大学が連携して FD を推進することにより、日本の新しい

「高等教育の質保証」標準を目指しています。本フォーラムで

は FD に関わる各大学の実践交流のほか、「実践的 FD プログラ

ム」の共同開発及び運用が行われています。本プログラムは教

員の 4 つのアカデミック・プラクティス（教育、研究、社会貢献、

管理運営）に対する教育学をはじめとした系統的な理論の「オ

ンデマンド講義」と授業技術やコミュニケーションスキルを育

成する「ワークショップ」から構成されています。

　2011 年度は、右記のとおり開講されており、教育職員に加

えて事務職員も受講可能です。また、本学は会員校登録して

いますので受講料等の個人負担はありません。大学教職員に

求められる教育力量及び職能の育成のため積極的にご活用く

ださるようご案内します。

　オンデマンド講義の受講には、ID/PW 発行のため事前登録が

必要となります。ご希望される方

は、右記によりお申し込みくださ

い（ID/PW は年度ごとの発行とな

ります）。また登録者には、関東圏

の大学で開催されるワークショッ

プの開催案内も差し上げます。

　　 ≪ビデオオンデマンド講義≫
高等教育論Ⅰ～Ⅴ
教育方法論Ⅰ～Ⅳ
高等教育政策Ⅰ 
授業設計論Ⅰ・Ⅱ
教育評価論Ⅰ～Ⅲ
接続教育Ⅰ
情報活用基礎
＊登録者はコンテンツを自由に選択して受講することができます。

教授学習理論Ⅰ～Ⅲ
心理学Ⅰ～Ⅳ
リスクマネジメントⅠ
研究者倫理Ⅰ
研究のアウトリーチ活動Ⅰ
大学管理運営Ⅰ・Ⅱ 

≪ワークショップ≫　　
授業設計論演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　心理学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
教育方法論演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

実践的 FD プログラム
（2011 年度開講プログラム）
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