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本学の FD の定義 
FD 活動は大学の理念や目標

によって特徴づけられます。

本学の FD の定義は次のとお

りです。 
「本学の理念及び各学部学

科・大学院各研究科の教育目

標を踏まえ、教員が授業内

容・方法を改善し向上させる

ために行う、組織的な取組を

いう。」 
とてもシンプルな定義です

が、ここには多様な組織的活

動を含んでいます。例えば、

教育改善のために学生のみな

さんの参画を得るスタイル。

あるいは、大学の教育目標を

達成するために、それぞれの

授業科目がお互いに連携し、

学生のみなさんの学びを豊か

なものに引き上げるカリキュ

ラム改善などです。本学では

FD を広い概念で捉え、多様な

取組を展開していきます。 

 

公開シンポジウムの模様 

 
Prof. Glynis Cousin 

 
Dr Helen Gale 

 
佐藤浩章先生 

 
パネルディスカッション 

「FDセンターニュース」の創刊に寄せて 
学生・大学院生の皆さん、専任教員の皆さん、非常勤講師の皆さん、そして、職員の皆さん、初

めまして、FD センターです。FD という言葉、おそらく教員や職員の皆さんは既にお分かりか

と思いますが、学生・大学院生の皆さんには耳慣れない言葉かもしれませんね。 
FD は、Faculty Development の略で、大学が組織的に行う教育改善の取組のことを言います。 
学生・大学院生の皆さんは、日頃、講義や授業、実習を受けていて、「あの先生の講義は分かり

易い」、「あの先生の授業はよく分からない」、「あの講義は難しいけれど、何か惹き付けるものが

ある」など、その違いを日常的に感じているのではないでしょうか。FD とは、その違いがどこ

にあるかを分析し、良い授業や講義を実践している先生の教授法や課題例、評価方法などの良い

事例・手法を、他の教員や大学全体に波及させていくことです。また、新たな教育手法の開発や、

学部学科のカリキュラムの改善、大学の組織改革までをも含みます。これらの活動は、教員個々

の努力だけでは限界がありますので、大学や学部・学科が組織的に行う必要もありますし、また、

学びの主体である学生の皆さんとも協働して行わなくては成し得ることではありません。 
FD センターは、センターニュースを定期的に発行して、大学内外で行われている様々な FD に

関する取組や成果をお知らせしていきます。これを通じて、札幌学院大学に関わる全ての皆さん

が、各々の立場で本学の教育にいつでも強い関心を持っていただけるように、また、教育に関し

て当事者意識を持っていただけたらと考えています。今後とも FD センター、ならびに FD セン

ターニュースにご協力とご理解を賜りますようお願いいたします。 2010 年 12 月吉日 
札幌学院大学ＦＤセンター長 石川 千温 

イギリスと日本における先進的ＦＤ事例に学ぶ 

12 月 4 日（土）、イギリスのウォルバーハンプトン大学で FD に携わっているグリニス･カズン

先生（Prof. Glynis Cousin）とヘレン･ゲイル先生（Dr Helen Gale）、愛媛大学から佐藤浩章先生

をお招きし、公開シンポジウムを開催しました。各大学の先進的取組をご紹介いただくとともに、

日英の FD の比較、FD への学生参画などについて学内外からの参加者（約 40 名）とディスカ

ッションを行いました。詳細な報告書は来春、総合研究所ブックレットとして刊行されます。 

学生を探求的な学び手（Deeper Learner）に変革する授業が求められる（Prof. Glynis Cousin） 

教員はあまりにも多くのことを教え込もうとし過ぎている。数少ない内容に絞り込み、学生に深

く考えさせる機会を与えるべき。学生の経験を授業に取り入れて学生間の相互作用を促すなど、

学生を学びの主体に位置づけることが重要である。 

新たな授業実践のため、学習環境をデザインすることが重要（Dr Helen Gale） 

学生間の相互作用を促すなど新たな授業実践のためには施設、設備の観点から学習環境を設計す

ることが重要である。また、モバイルツールなどの情報コミュニケーション技術を取り入れ、対

面学習との融合を図ることも効果的である（Blended Learning）。 

教育改革のキーパーソンとして各学部に「教育コーディネーター」を配置（佐藤浩章先生） 

愛媛大学では各学部に教育コーディネーターを置き（全教員の 1 割程度）、教育内容・教授法の

改善、教育効果の検証などを担うキーパーソンとしての役割を担わせている。 

FDシンポジウムから学んだこと ～学生の声に耳を傾けながら、着実にゆっくりと 

イギリスのおふたりの先生は、滞在中、何度も同じ言葉を発せられていました。 
「あせってはいけない。一歩一歩着実にゆっくりと進めていくことが大切だ。多様な教員がいる

のが大学であり、教育に熱心な者、研究に熱心な者、社会貢献活動に熱心な者がいて当然である。

教育熱心な者とて、教育ばかりではなく、その背景として幅広い研究のバックグラウンドが必要

だ。逆に、研究に熱心な者も、学生があなたの講義や授業に何を欲しているかに耳を傾け、それ

を実現するための工夫、努力を怠ってはいけない。」 
愛媛大学の佐藤先生からも同じアドバイスをいただきました。 
「あせらず、ゆっくりでいいのです。愛媛大学も今に至るまで 9 年をかけています。今回、シ

ンポジウムの参加者は少なかったですが、参加した方の中に理事や学部長クラスの方が複数おら

れたと聞きました。それだけでも意義は十分にありました。」 
ＦＤに関して日本のトップ校である愛媛大学と本学との差は歴然としています。例えると、数万

人が参加する市民マラソンの一流招待選手と一般参加選手ほどの違いがあります。本学の FD は、

スタートの号砲がなっても、まだスタートラインまで数百メートル手前をゆっくり歩き出した状

態です。3 人の先生からのアドバイスを心に刻み、本学オリジナルの FD を探求していきたいと

考えます。 （石川千温） 
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第 1 回 FD 研究会の模様 「企業が求める人材像」という観点から授業改善を考える 「企業が求める人材像」という観点から授業改善を考える 
11 月 4 日（木）、本学のキャリアアドバイザー廣崎匡先生をお招きし、第 1 回 FD 研究会を開催

しました。23 名の教職員が参加し、「企業が求める人材像」について理解を深めるとともに、学

生の就業力育成のために取り組むべき課題について考えました。 

11 月 4 日（木）、本学のキャリアアドバイザー廣崎匡先生をお招きし、第 1 回 FD 研究会を開催

しました。23 名の教職員が参加し、「企業が求める人材像」について理解を深めるとともに、学

生の就業力育成のために取り組むべき課題について考えました。 

企業が採用で重視するもの 企業が採用で重視するもの どのような実践が求められているのか？ どのような実践が求められているのか？ 
はじめに、企業の採用方針が近年、「学生のポ

テンシャル（潜在能力）を見る採用」から「獲

得している能力やコンピテンシーを重視する

採用」に変化していることが指摘されました。

つまり、正課教育や正課外活動において、学

生が自らの能力・コンピテンシーを鍛え上げ

ようとするような“意識化”を促すことが求

められている、という指摘です。 

はじめに、企業の採用方針が近年、「学生のポ

テンシャル（潜在能力）を見る採用」から「獲

得している能力やコンピテンシーを重視する

採用」に変化していることが指摘されました。

つまり、正課教育や正課外活動において、学

生が自らの能力・コンピテンシーを鍛え上げ

ようとするような“意識化”を促すことが求

められている、という指摘です。 

これらの指摘を受け、廣崎先生と参加者との

間で、企業が求める人材を育成する上でどの

ような実践が求められているのか、という点

について意見交換が行われました。参加者か

らのアンケートを見ると、次のように、正課

教育の中で学生の就業力をアップさせること

の重要性に関する記述があり、これまでの取

組をあらためて振り返る機会を得たようです。 

これらの指摘を受け、廣崎先生と参加者との

間で、企業が求める人材を育成する上でどの

ような実践が求められているのか、という点

について意見交換が行われました。参加者か

らのアンケートを見ると、次のように、正課

教育の中で学生の就業力をアップさせること

の重要性に関する記述があり、これまでの取

組をあらためて振り返る機会を得たようです。 

廣崎匡先生 

23 名の教職員が参加 

第 1 回 FD 研究会の開催趣旨

最近、実践的な人材育成に関

する基礎的・汎用的能力が提

言されています。例えば、 
・学士力（文部科学省） 
・社会人基礎力（経済産業省）

・就職基礎能力（厚生労働省）

などが代表的な例です。 

社会人基礎力 

これらの社会からの要請に対

して、本学ではキャリア形成

科目「職業と人生」において

「企業が求める人材像」を学

生たちに理解させています。

では、教職員はこの「企業が

求める人材像」についてどれ

だけ理解しているのでしょう

か？ また、このような人材

を育成するためには、どのよ

うな実践が求められているの

でしょうか？ 
本年度第 1 回の FD 研究会で

は、こういった観点から、現

状の取組を振り返るととも

に、今後の取組に対する課題

認識を高めることを目指しま

した。その結果、左上の報告

のように、参加した教職員は

いくつかの大切な気づきを得

た様子でした。 

・ 授業の中で「学生の気づき」を促す取組の

必要性を感じた 
・ 授業の中で「学生の気づき」を促す取組の

必要性を感じた 
就職できない学生に共通する特性 就職できない学生に共通する特性 
さらに、就職できない学生の「6 つのタイプ」

として、(1)関心がない、(2)目先のことに目を

奪われている、(3)聞かない・見ない、(4)イメ

ージに乏しい、(5)実行しない、(6)チャンスを

逃す、という行動特性が示されました。この

状態にある学生の意識や行動を変革するため

にも、講義やゼミナールの中での働きかけが

大切になっています。 

さらに、就職できない学生の「6 つのタイプ」
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逃す、という行動特性が示されました。この

状態にある学生の意識や行動を変革するため

にも、講義やゼミナールの中での働きかけが

大切になっています。 

・ 初年次ゼミでの社会人基礎づくりを強く

念頭に置いた教育が必要 
・ 初年次ゼミでの社会人基礎づくりを強く

念頭に置いた教育が必要 
・ 就職指導は、ゼミナール担当教員が責任を

持たなければならないことを再確認した 
・ 就職指導は、ゼミナール担当教員が責任を

持たなければならないことを再確認した 
・ 「何かをやり遂げる体験」が大切で、卒論

がこの体験に役立つ。必修ではないが、執

筆を勧めたい 

・ 「何かをやり遂げる体験」が大切で、卒論

がこの体験に役立つ。必修ではないが、執

筆を勧めたい 

後期の「授業評価アンケート」を実施します 後期の「授業評価アンケート」を実施します 
授業の改善を図るため、2010 年 12 月 20 日（月）から 2011 年 1 月 22 日（土）まで、後期の

授業評価アンケートを実施します。授業時間のうち最後の 10 分間程度を使わせていただきます。

学生のみなさんのご協力をお願いいたします。 

授業の改善を図るため、2010 年 12 月 20 日（月）から 2011 年 1 月 22 日（土）まで、後期の

授業評価アンケートを実施します。授業時間のうち最後の 10 分間程度を使わせていただきます。

学生のみなさんのご協力をお願いいたします。 

前期のアンケート結果を公表します 前期のアンケート結果を公表します 
授業評価アンケート結果のイメージ 

今後のＦＤ研究会の予定 

新任教員の座談会 

イギリスの大学では、新たに大学教員に

なる者に一定期間の研修と認定を受ける

ことが義務付けられているそうです。愛

媛大学を中心とする四国圏の大学でも、

新任教員研修の共通化と認定の仕組みを

導入し、大学教員の教育者としての質の

保証を行っているようです。一方、本学

では、新たに採用された教員をいきなり

教育の場に放り出しています。この方式

を再考するべきでしょう。そこで、この

1～2 年で本学に採用された先生方にお

集まりいただき、ざっくばらんに本学の

学生や自分の授業方法などについて語り

合う座談会を予定しています。 
ICT を活用した授業改善 

電子計算機センターとの共催で ICT（情

報コミュニケーション技術）を活用した

授業改善の先進事例に学ぶことを予定し

ています。 

前期のアンケートの集計結果は、近日中に学

内 Web を通じて教職員、学生のみなさんに公

表します。現在、Web サイトを構築中です。

2 月頃にはみなさんにご案内します。しばら

くお待ち下さい。 

前期のアンケートの集計結果は、近日中に学

内 Web を通じて教職員、学生のみなさんに公

表します。現在、Web サイトを構築中です。

2 月頃にはみなさんにご案内します。しばら

くお待ち下さい。 
このサイトでは、専任教員が担当する科目の

評価結果を発信します。シラバスとも連携す

る予定です。また、それぞれの科目の評価結

果に対する担当教員からのコメント（例えば

「学生のみなさんからの評価を受け、来年は

ここを改善します」など）も閲覧できます。 

このサイトでは、専任教員が担当する科目の

評価結果を発信します。シラバスとも連携す

る予定です。また、それぞれの科目の評価結

果に対する担当教員からのコメント（例えば

「学生のみなさんからの評価を受け、来年は

ここを改善します」など）も閲覧できます。 

 

本年４月、本学にＦＤセンターが設置されました。“教育を善くしたい”、“学生のみなさんに善い学

びをしてもらいたい”という願いのもと、学生のみなさんの協力を得ながら大学全体として知恵を

出し合い、教育の改善に取り組むことになったのです。 
実は、全国の国公立・私立大学では、これに関する活発な取組が行われています。札幌学院大学は、

この流れから少し遅れて、ようやく腰を上げたといえます。全学を挙げての取組ですから、当面は、

試行錯誤を繰り返しながら「あるべき方向性」を探っていくことになるでしょう。 
「ＦＤセンターニュース」は、この活動の状況をみなさまにお伝えし、ご意見やご指摘を受けなが

ら取組の改善を図るための広報媒体です。ニュースに関するご感想やご意見をお待ちしています。 

発行：札幌学院大学ＦＤセンター 
北海道江別市文京台１１番地 
011-386-8111 

   http://www.sgu.ac.jp 
事務局：教務部教務課 
kyoumu@ims.sgu.ac.jp 
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