
１．全学 FD 活動の記録 

１）第 1 回 FD 研究会（2010 年 11 月 4 日） 
「企業が求める人材像」という観点から授業改善を考える 

２）第 2 回 FD 研究会（2010 年 12 月 2 日～4 日） 
シンポジウム「イギリスと日本における先進的 FD 事例に学ぶ」 

３）第 3 回ＦＤ研究会（2011 年 2 月 23 日） 
ＩＣＴ(情報コミュニケーション技術)を活用した授業改善について考える 

４）第 4 回ＦＤ研究会（2011 年 3 月 8 日） 
教育の現場で機能するコーチング 

５）第 5 回ＦＤ研究会（2011 年 3 月 9 日） 
「グループ学習」を取り入れた授業改善について考える 



2010 年度第 1 回 ＦＤ研究会 

廣崎匡氏（本学キャリアアドバイザー。「職業と人生」を担当）を講師にお迎えし、「企業が求める人材像」に

ついて理解を深め、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た。具体

的には、次の獲得目標を設定した。 

【開催概要】 

テーマ：「企業が求める人材像」という観点から授業改善を考える 
日 時：11 月 4 日（木）15:00～16:30 
対 象：専任教職員ならびに非常勤講師 

【獲得目標】 

・ 社会からの人材育成の要請に応えるため、正課教育（授業）や課外活動（サークルやボランティア、あ

るいは大学運営に学生が参画する取組など）がどのような役割を担っているか？ ということを考える上

でのヒントを得る 
・ これまでの実践（例えば、授業の内容や教授法、窓口での学生指導スタイル、あるいは課外活動での指

導法など）は社会で求められる能力を学生に身に付けさせる上で有効だったろうか？ という省察を行う

上で必要な視点を得る 

23 名の教職員（専任教員 16 名、職員 7 名）が参加した。 
講師からは、企業の採用方針が「学生のポテンシャル（潜在能力）を見る」か

ら「獲得している能力やコンピテンシーを重視する」に変化しており、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“意識化”を促すことが求められている、という指摘があった。つまり、次の

ような能力発揮の体験を持つ機会を与えることが必要ということである。 
1） サークルやゼミなどで、何か問題になるようなことに気づいた（課題発見） 
2） その問題に関して、研究もしくは調査などをした（分析） 
3） どこに一番の問題があるか発見できた（本質発見） 
4） 問題解決策を提案することができた（創造力） 
5） 解決のための計画を立案できた（計画力） 
6） 解決のために、自ら行動することができた（実行力） 
7） その結果、問題を解決することができた（達成） 
8） 解決したことをさらなる発展のために検証することができた（課題発見） 

また、就職できない 6 つのタイプとして、「関心がない」、「目先のことに目を奪われている」、「聞かない見な

い」、「イメージに乏しい」、「実行しない」、「チャンスを逃す」という行動特性が示された。これを変革するた

めに授業の中での働きかけが求められる、という指摘である。 

参加者アンケート（別紙参照）を見ると、「授業の中で『学生の気づき』を促す取り組みの必要性を感じた」、

「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」、「『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」といったように、正課授業において学生の（就業）能力をアップさせ

ることの重要性についての記述があり、所期の目標は達成されたと考える。 
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2010 年度第 2 回 ＦＤ研究会 

英国の University of Wolverhampton で高等教育開発に携わっている Prof. Glynis Cousin（Director of 
Institute for Learning Enhancement and of Centre for Excellence in Teaching and Learning）と Dr Helen 
Gale（Associate Dean of Teaching and Learning）をお招きし、学内ワークショップと公開シンポジウムを開催

した。 

１．フリーセッション 12 月 2 日（木）16:00～（Ｇ館５階会議室） 
9 名の教職員が参加した。Prof. Glynis Cousin から「教員に変化を強要することはよくない。まずは学生に

対して教育に期待することを尋ねてみる。学生からの声を教員の話し合いのベースとして使うことが大切。FD
はゆっくりと着実に進めるべきもの」という提言があった。FD は教育を画一化するものではなく、学生の声か

ら多様な方略への展開を図っていくという考え方である。Dr Helen Gale からは、豊かな学習環境を創ること

（例えば、対面での学びの環境と技術を融合した空間など）、学生との良好な関係を創ること、初任教員への研

修、教育目標（期待される学びの成果）の設定などについて実践を紹介いただき、意見交換を行った。 

２．ワークショップ 12 月 3 日（金）16:30～（Ｇ館５階会議室） 
11 名の教職員が参加した。あらかじめ、本学の 3 つの授業（「英文構成法」（水島先生）、「労働法」（家田先

生）、「子どもの権利と教育」（冨田先生））を参観いただき、これにもとづき参加者とディスカッションを行っ

た。表面的な知識を記憶する学生を探求的な学び手（Deeper Learner）に変革する授業方略、入学後最初の 12
週間で「自分が学生であること」を自覚させることの意義、学生自身の

自己評価を取り入れることの教育的効果、学びを接合するために学生中

心の考え方でカリキュラムを連携することの重要性、といったテーマに

ついて意見交換を行い、本学における授業改善、FD に関する課題認識を

深めることができた。 

３．シンポジウム「イギリスと日本における先進的 FD 事例に学ぶ」（総合研究所との共催） 

12 月 4 日（土）13:00～（Ｇ館ＳＧＵホール） 
学内外から約 40 名の参加があった。講演に引き続くパネルディスカッショ

ンでは、英国と日本の FD 専門家養成に関するアプローチの違い、FD への学

生参画等について会場との質疑応答、意見交換を行った。 

Prof. Glynis Cousin 
FD の推進にあたっては学生の現状を徹底的にリサーチし、問題点やニーズを可視化

するプロセスが重要である（FD はリサーチ活動である）。教員顕彰制度の導入も有効

である。授業では数少ないコンテンツに絞り、学生に深く考えさせるべき。教員は、

あまりにも多くのコンテンツを教え込もうとしている。学生の経験を授業に取り入れ、

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。 

Dr. Helen Gale 
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。学びの場は講堂に限

定されるものではない。キャンパス内のあらゆる場所で学生の学びを促す環境デザイ

ンが求められる。また、ICT（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（Blended Learning）を図ることも効果的である。 

佐藤浩章氏（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室副室長・准教授） 
愛媛大学では、学部学科に「教育コーディネーター」を置いている。教育コーディ

ネーターは、学部学科の推薦により学長が任命する「教育の責任者」である。従来の

教務委員は教務事項のルーチンワークに追われ、教育改善の役割を担うことができな

かった。教育コーディネーターは、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いえる（全教員の約 1 割が教育コーディネーター）。これを養成

する研修プログラムは、教育企画室（高等教育開発の専門家で構成）が企画、運営する。愛媛大学では、教

育担当副学長、FD 担当者、学部学科（個々の教員）というアクターに加え、この教育コーディネーターが

アクターとして関与し、組織的な連携にもとづく全学的な教育改善に取り組んでいる。 
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2010 年度第 3 回 ＦＤ研究会 

携帯電話やクリッカー等のモバイル・コミュニケーション・ツールを教室に導入した「学生参加型授業」の実

践を紹介しながら、学生の“学びへの意欲”を喚起し、“主体的な学び”を支援する ICT（情報コミュニケーショ

ン技術）の意義について理解を深め、その導入と実践にあたって解決すべき課題を認識することを目的とした。 

【開催概要】 

テーマ：ＩＣＴ(情報コミュニケーション技術)を活用した授業改善について考える 
日 時：2 月 23 日（水）13:00～15:30 
対 象：専任教職員、非常勤講師ならびに学生 

 
他大学の事例に学ぶ 

北海道大学高等教育推進機構の山田邦雅先生より、授業応答システ

ム「クリッカー」を利用した能動的学習について報告があった。フォ

ーラム参加者はこのシステムを実際に体験し、開発の背景と教育的意

義について理解を深めた。 

本学における実践事例 
本学からは、授業中に学生が携帯電話から自由に発言を行い、これ

が即時にプロジェクタに表示させるシステム(開発：情報処理課三川

氏)を利用した授業改善をおこなっている２名の教員から取り組みを紹介した。 
社会情報学部大國教授は、携帯電話を活用したレスポンスシステムとコメント投稿システムを併用し、双

方向型の授業を実現している。システム利用により、授業の理解と掘り下げに大きな役割を果たした。 
経済学部浅川教授は、今年度を試行段階と位置づけ、有効な活用法の検証を進めた。システム利用によっ

て学生からのリアクション内容の充実が図られ、今後解決すべき問題点を抽出できたことから、継続的に双

方向型授業を実践する予定である。 

クリッカー製品の紹介 
双方向対話支援システム「ソクラテック」を提供する株式会社 IC ブレインズから、大学等の教育機関や

研修・イベント機関等での活用事例を紹介いただき、高等教育機関における双方向対話支援システム活用の

可能性について理解を深めた。 
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2010 年度第 4 回 ＦＤ研究会 

学生の基礎学力･目的意識･就業観が多様化（あるいは低下･希薄化）する傾向にあって、教職員は、彼ら彼女ら

ひとり一人と向き合い、それぞれの個性や能力を見いだし、その伸長を図っていかなければならない。その際、

大切なことは「教え込む」ことではなく「気付かせる」や「考えさせ

る」プロセスを通じて、学生みずからが「主体的に取り組む」きっか

けを与えることである。これは、学生個人と向き合う場面はもちろん、

教室等で複数の学生と向き合う場面でも求められる考え方である。そ

こで、学生の学習意欲を高め、目標の明確化と目標達成へ向けた自発

的な行動を促すコミュニケーションについて考える研究会を開催する。 

【開催概要】 

テーマ：教育の現場で機能するコーチング 
講 師：石川 尚子氏（国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ） 
日 時：2011 年 3 月８日（火）1３:00～１５:３０ 
対 象：専任教職員ならびに非常勤講師 

【プログラム概要】 

適宜、演習を取り入れながら、コーチングの基本的な考え方について理解を深めると

ともに、基礎的なコミュニケーションスキルを学ぶ。あわせて、「双方向・参加型」の教

育を実践するにあたってコーチングがどのように機能するのか考えてみる。 

【獲得目標】 

・ コーチングの基本的なスキル（「傾聴」「質問」「承認」）の意義を理解する 
・ 学生とのコミュニケーションの場で役立つコーチングスキルの実際を知る 
・ 講義やゼミナールなど教育の現場にコーチングを取り入れることの意義を理解する 
・ 教育の現場でコーチングを取り入れるにあたってのヒントを獲得する 

【開催報告】 

知らないことを教えること（ティーチング）は重要である。しかし、ティーチングには限界がある。「教え

られる」、「答えが与えられる」ということが当たり前になると、学生は指示を待つだけの人間になってしま

う。 
コーチングは、自己肯定感というエネルギーを学生に注ぎ込み、学生自らによる前向きな行動を実現させ

るためのコミュニケーションスキルである。全ての学生は夢や希望を実現させる潜在的な力を備えている（そ

う信じて学生と接することが大切である）。けれども、現代の学生の多くは自己肯定感が欠乏しており、自分

に自身を持つことができずにいる。そのような今の教育の場にこそコーチングは有効なものではないだろう

か。 
コーチングの実践には特別で難しい知識や技能が必要ということはない。

まずは彼らの話にしっかりと耳を傾ける「傾聴」と「受容」から始められる。

これはすぐに実践可能なことだろう。 
 

6



2010 年度第 5 回 ＦＤ研究会 

本学の学生の多くは、高校までの受身の学習姿勢を変えることなく（＝変える機会や場を与えられず）、十分な

人間力・就業力を身に付けないまま卒業を迎えてしまう、という実態がある。この問題を解決するため、つまり、

学生を主体的な学び手に変革し、社会が必要とする人間力と専門性を身に付け

させるための手法として、「グループ学習」に着目した。そこで、「グループ学

習」を実践されている先生の経験や課題意識を題材に研究会を開催する。 

【開催概要】 

テーマ：「グループ学習」を取り入れた授業改善について考える 
日 時：2011 年 3 月 9 日（水）10:00～正午 
対 象：専任教職員ならびに非常勤講師 

【プログラム概要】 

10:00～10:50 講演「大人数グループワーク科目は初年次生に何をもたらすか？」 

講師：辻 義人氏（小樽商科大学 教育開発センター） 

10:50～10:40 本学における実践報告 

報告者：佐野 友泰氏（人文学部 臨床心理学科） 

     「一年次ゼミナールにグループワークを導入した試み」 

    水島 梨紗氏（人文学部 英語英米文学科） 

「英語専門科目におけるグループワーク導入の試みについて」 

11:40～ 正午  フリーディスカッション 

【獲得目標】 

・ 「グループ学習」に多様な形態があることを知る 
・ 「グループ学習」の教育的効果（期待される成果）を理解する 
・ 「グループ学習」の実践にあたって考慮・留意すべき事項について認識を深める 
・ 「グループ学習」を取り入れた授業デザインに関するヒントを得る 

【開催報告】 

詰め込み式で答えを与えられる学習形態に

慣れている今日の学生を、能動的・主体的な学

び手・人間に育てるための効果的方策のひとつ

として、グループワークがある。 
今回の研究会では３つのグループワーク実

践例を紹介いただき、グループワークに関する

理解を深めた。どの事例にも共通して言えるこ

とは、達成すべき目標が明確であること。その

目標達成のための適切な手段としてグループ

ワークが取り入れられている。 
グループワーク実施に当たってはその目標を学生と共有することが重要である。学習を通して自分自身に

どんな力が身につくのか、ということを予め明確にし、それを意識させることで、積極的にグループワーク

に参加しようという動機付けを行うことができる。また、学生はグループワークを通して自分とは異なる他

者の存在を認め、尊重し合い、更には自己への気づきが深まることが期待される。 
グループワークの運用は周到な準備と大きな労力が必要である。想定されるメリット・デメリットを事前

に把握し、実践後には効果測定・課題検討を行うことで、グループワークの方法を洗練させていくことが必

要となるだろう。 
 

7



2010 年度第 1 回 FD 研究会 

2010 年 10 月 12 日 

「企業が求める人材像」という観点から授業改善を考える 

主催：札幌学院大学 FD センター 
日時：2010 年 11 月 4 日（木）15:00～16:30（90 分間） 
会場：B202 教室           （事前の申し込みは不要です） 
対象：本学の教職員ならびに非常勤講師のみなさま 

最近、社会の発展に活躍する実践的

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） 
などが代表的な能力セットですね。 

これらの要請に対して、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、わたしたち教職員は、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 回めの FD 研究会は、「企業が求める人材像」について理解を深め、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す。 

プログラム概要： 
15:00～16:00 講演「企業が求める人材像、コンピテンシーとは？」 

講師：廣崎 匡 氏（本学キャリアアドバイザー。「職業と人生」を担当） 
16:00～16:30 参加者によるフリーディスカッション 

引用：「社会人基礎力」とは？（経済産業省） 

獲得目標： 
・ 社会からの人材育成の要請に応えるため、正課教育（授業）や課外活動（サークルやボランテ

ィア、あるいは大学運営に学生が参画する取組など）がどのような役割を担っているか？ とい

うことを考える上でのヒントを得る 
・ これまでの実践（例えば、授業の内容や教授法、窓口での学生指導スタイル、あるいは課外活

動での指導法など）は社会で求められる能力を学生に身に付けさせる上で有効だったろうか？ 
という省察を行う上で必要な視点を得る 

問い合せ先：教務部教務課（内線:3201） 

------------------------------------------ 
第 2 回研究会のご案内（予告） 

FD センター開設記念事業「英国と日本の FD 実践に学ぶ（仮題）」 

2010 年 12 月 1 日（木）～3 日（土）学内ワークショップ／公開シンポジウム 
総合研究所との共催事業です。University of Wolverhampton（英国）と愛媛大学から先駆的な FD
活動に関与されている先生をお招きします。詳細なプログラムは未定です。 
みなさまにはあらためてご案内申し上げます･･････ 
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2010 年度第２回 FD 研究会 

2010 年 11 月 24 日 

ＦＤワークショップ －イギリスのＦＤ専門家から授業改善のアドバイスを受けます 

主催：札幌学院大学 FD センター 

日時：2010 年 12 月 3 日（金）16:30～18:00（90 分間） 

会場：Ｇ館５階会議室         （事前の申し込みは不要です） 

対象：本学の教職員ならびに非常勤講師のみなさま 

イギリスの University of Wolverhampton で大学教員の教授法や学生の学習法の開発や改善に関し

て見識の深い Prof. Glynis Cousin と Dr Helen Gale をお招きし、本学の教員の授業について実地

に参観してアドバイスをしていただくワークショップを開催します。 

（本学教員による通訳あり） 

おふたりの先生が参観する授業は、次の３つを予定しています。 

 １２月１日（水）５講時 水島梨紗先生 「英文構成法」･･･････････ Ｂ１０１教室 

 １２月３日（金）３講時 家田愛子先生 「労働法」 ･･････････････ Ｂ１０１教室 

 １２月３日（金）４講時 冨田充保先生 「子どもの権利と教育」 ････ Ｂ１０１教室 

上記授業をご参観いただいた上でワークショップにご参加いただければ、アドバイスの内容への理

解も深まると思います。授業を参観される場合は、教室の空いた席に、ご着席下さい。 

お問い合せ先：教務部教務課（内線:3201） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご案内 

札幌学院大学総合研究所・FD センター合同シンポジウム 

2010 年 12 月 4 日（土）13:00～17:00 

「イギリスと日本における先進的ＦＤ事例に学ぶ」 

総合研究所との共催事業です。University of Wolverhampton（英

国）と愛媛大学から先駆的な FD 活動に関与されている先生をお

招きします。詳細は、別途配布のパンフレットを参照下さい。 
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平成22年 12月4日①13:00～ 17:30
札幌学院大学GttSGUホール
(江別市文京台11番地)

イギリスと日本における先進的FD事例に学ぶ
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「愛媛大学のFDの取組み」
16:10報告 石川千温

「札幌学院大学のFDの取組み」
16:30パネルディスカッション
17:30閉会挨拶

札幌学院大学総合研究所長 渡邊慎哉

18:00 懇親会 (会費2′000円 )
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●お問い合わせ
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〒069-8555江 別市文京台11番地 電話 :011-386-811l FAX:011-386-8113
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教職員各位 2010 年度ＦＤフォーラム開催のご案内 
非常勤講師のみなさま 
 

ＩＣＴを活用した授業改善について考える 
 

 開催日 
２０１１年２月２３日（水） 

携帯電話やクリッカー等のモバイル・コミュニケーション・ツー

ルを教室に導入した「学生参加型授業」の実践を紹介しなが

ら、学生の“学びへの意欲”を喚起し、“主体的な学び”を支

援する ICT（情報コミュニケーション技術）の意義について理

解を深め、その導入と実践にあたって解決すべき課題を認

識することを目的とします。 

 時間 
１３：００～１５：３０ 

 会場 
Ｂ１０２教室 

テーマに関心のある教職員の方ならどなたでもご参加いただけます。事前の申し込みは不要です。 
電子計算機センター長，ＦＤセンター長 

プログラム 

他大学の事例に学ぶ 

 

授業応答システム「クリッカー」による能動的学習授業 

北海道大学 高等教育推進機構 山田 邦雅氏 
山田先生は、北海道大学高等教育推進機構・高等教育研究部の「高等教育研究部門」に所属

され、ICT を活用した授業改善に取り組まれています。 
授業応答システム「クリッカー」を利用した能動的学習について、システム開発の背景と教育的

意義をお話しいただくとともに、みなさまとともに実際にクリッカーを使った学習体験を行い、「ク

リッカー」の持つ可能性と課題について考えてみます。 

クリッカーとは・・・ 

数字やいくつかの記号が配置された手のひらサイズの 
リモコンです。授業中、学生ひとり一人に配布します。 
学生は、教員の質問（小テストや

アンケートなど）に対してボタンを

押して回答します。 
結果は、ただちに集計、グラフ化

されて、教室前方のスクリーンに

映し出されます。 

本学における実践事例 携帯電話を活用した双方向型授業の実践 
授業中に学生が携帯電話から自由に発言を行い、これが即時にプロジェクタに表示されるシステ

ムを利用した授業改善の取組について紹介します。 

社会情報学部 大國 充彦氏 
 「現代社会論」（出席学生約 50 名）では、授業中に学生たちがリアルタイムで携帯から意見を

書き込み、表示できるシステムを導入した。学生への問いかけを適切に加えること、書き込み時

間を確保すること等の条件を満たした場合、多くの学生から書き込みがあり、授業の理解と掘り

下げに大きな役割を果たした。この方法の課題を整理し、次年度の授業に活かすことにしたい。

経済学部 浅川 雅己氏 
本年度は、まだ試行段階で 2，3 度受講者から質問や感想を送ってもらった程度です。もともと

具体的な活用法のアイディがあったわけではなく、やりながら考えてみようとことで始めました。

システム利用の十分な時間が確保できず実践事例としては、ご報告できるほどのものはありま

せんが、パケット料の負担の問題などやってみて気づいたこと、今後試してみたいことを中心に

ごく手短にお話しさせていただきます。 

クリッカー製品の紹介 双方向対話支援システム「ソクラテック」 （株式会社 IC ブレインズ） 
大学等の教育機関や研修・イベント機関等での活用事例をご紹介いただきながら、高等教育機

関における双方向対話支援システム活用の可能性についてお話しいただきます。 

主催：札幌学院大学電子計算機センター／札幌学院大学ＦＤセンター 

（問合せ先：電子計算機センター） 

立正大学経済学部の授業風景 
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2010 年度第４回 FD 研究会 

2011 年 2 月 25 日 

教育の現場で機能するコーチング 

主催：札幌学院大学 FD センター 

日時：2011 年 3 月８日（火）1３:00～１５:３０ 

会場：Ｂ３０２            （事前の申し込みは不要です） 

対象：本学の教職員ならびに非常勤講師のみなさま 

学生の基礎学力･目的意識･就業観が多様化（あるいは低下･希薄化）する傾向にあって、私たち

は、彼ら彼女らひとり一人と向き合い、それぞれの個性や能力を見いだし、その伸長を図っていか

なければなりません。その際、大切なことは「教え込む」ことではなく「気付かせる」や「考えさ

せる」プロセスを通じて、学生みずからが「主体的に取り組む」きっかけを与えることです。 

これは、学生個人と向き合う場面はもちろん、教室等で複数の学生と向き合う場面でも求められ

る考え方です。そこで、学生の学習意欲を高め、目標の明確化と目標達成へ向けた自発的な行動を

促すコミュニケーションについて考える機会として、以下の要領で研究会を開催します。 

プログラム概要 

適宜、演習を取り入れながら、コーチングの基本的な考え方について理解を深めるとともに、基

礎的なコミュニケーションスキルを学びます。あわせて、「双方向・参加型」の教育を実践するに

あたってコーチングがどのように機能するのか考えてみます。 

獲得目標： 

・ コーチングの基本的なスキル（「傾聴」「質問」「承認」）の意義を理解する 

・ 学生とのコミュニケーションの場で役立つコーチングスキルの実際を知る 

・ 講義やゼミナールなど教育の現場にコーチングを取り入れることの意義を理解する 

・ 教育の現場でコーチングを取り入れるにあたってのヒントを獲得する 

講師紹介： 

石川 尚子氏（同氏のＨＰから転載：http://www.b-coach.jp/） 

国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ 

文部科学省認可（財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ 

・ 株式会社ゆめかな 代表取締役 

・ ＰＨＰゼミナール講師 

・ ＰＨＰ認定上級ビジネスコーチ 

・ 札幌国際大学非常勤講師 

主な活動： 

経営者、起業家、管理職、営業職へのパーソナル・コーチングを

行う傍ら、主として、「コミュニケーションスキルの向上」「夢を叶

えるコミュニケーション」「自発的な部下の育成」「子どもの本音と

行動を引き出すコミュニケーション」などをテーマにしたコーチン

グ研修、コミュニケーション研修の講師として活動中。小中学生、

高校生、大学生から企業の経営者まで幅広く講演活動を行う。 

問い合せ先：教務部教務課（内線:3201） 

 

石川氏の記事を添付します。 

『月刊学校教育相談』2010 年 11 月号 
「学校で機能するコーチングとは」 

（特集：コーチング、学校での活用例） 
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2010 年度第５回 FD 研究会 

2011 年 2 月 16 日 

「グループ学習」を取り入れた授業改善について考える 

主催：札幌学院大学総合教育センター・札幌学院大学 FD センター 

日時：2011 年 3 月 9 日（水）10:00～正午 

会場：B201 教室           （事前の申し込みは不要です） 

対象：本学の教職員ならびに非常勤講師のみなさま 

本学の学生の多くは、高校までの受身の学習姿勢を変えることなく（＝変える機会や場を与えら

れず）、十分な人間力・就業力を身に付けないまま卒業を迎えてしまう、という実態があります。 

この問題を解決するため、つまり、学生を主体的な学び手に変革し、社会が必要とする人間力と

専門性を身に付けさせるための手法として、「グループ学習」に着目しました。そこで、「グループ

学習」を実践されている先生の経験や課題意識を題材に、以下の要領で研究会を開催します。 

プログラム概要： 

10:00～10:50 講演「大人数グループワーク科目は初年次生に何をもたらすか？」 

講師：辻 義人氏（小樽商科大学 教育開発センター） 

10:50～10:40 本学における実践報告 

報告者：佐野 友泰氏（人文学部 臨床心理学科） 

     「一年次ゼミナールにグループワークを導入した試み」 

    水島 梨紗氏（人文学部 英語英米文学科） 

「英語専門科目におけるグループワーク導入の試みについて」 

11:40～ 正午  フリーディスカッション 

獲得目標： 

・ 「グループ学習」に多様な形態があることを知る 

・ 「グループ学習」の教育的効果（期待される成果）を理解する 

・ 「グループ学習」の実践にあたって考慮・留意すべき事項について認識を深める 

・ 「グループ学習」を取り入れた授業デザインに関するヒントを得る 

報告概要： 

・ 辻 義人氏 

裏面を参照願います。（第 60 回東北･北海道地区大学一般教育研究会（2010）発表要旨） 

・ 佐野 友泰氏 

2008 年度、2009 年度と 2 年間に渡り、新入生対象の基礎ゼミナールにおいてグループワー

ク(以下 GW と略記)を導入した教育活動を試みました。ここでいう GW とは、互いの交流を深め

たり、体を動かして結束力を高めたり、自分や他者の理解を深めることを目的とする各種活動で

す。これらの活動は概ね学生に好意的に受け止められていると考えます。本研究会では、以下の

点について報告する予定です。1) GW 導入のきっかけと目的、2) GW におけるグループワーク

の実際、3)ゼミナールで採用した GW の紹介、4) GW に対する学生の受け止め方について、感

想からの検討、5)学生の大学適応の変化と TA の役割について、質問紙からの分析、6)動機付け

が低い、攻撃的である、馴染めない学生などへの対応、7)GW を試みた実施上の課題。 

・ 水島 梨紗氏 

外国語教育におけるコミュニケーション能力の育成が重視されるようになって久しいですが、

オーラルコミュニケーションを除く言語系の専門科目では依然として教員による講義形式の授業

が大部分を占めており、学習者は受け身の受講形態に慣れています。語学教育における知識習得

の重要性は疑いありませんが、そうして得た知識を運用する機会が乏しいことから、能動的な学

習活動を不得手とする学生が多いこともまた事実です。本発表では、2010 年度後期に試みたグ

ループワーク型授業の実践例を取り上げ、クラスでの様子や履修者の学習効果、課題、今後の展

望などについて報告します。 

問い合せ先：教務部教務課（内線:3201） 
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2010 年度第５回 FD 研究会 

 

第 60 回東北･北海道地区大学一般教育研究会（2010）発表要旨 

------------------------------------------ 
第 4 回 FD 研究会のご案内 

教育現場で機能するコーチング（仮題） 

2011 年 3 月 8 日（火）13:00～ 
学校教育にコーチングを取り入れる効果と留意点に関する講義と実践的演習

を予定。学生の学習意欲を高め、目標の明確化と目標達成へ向けた自発的な

行動を促すための実践的なコミュニケーションスキルを獲得することを目的

とします。詳細は、あらためてご案内申し上げます･･････ 

14


	00_1表紙.pdf
	99_白紙.pdf
	01_index.pdf
	01_全学.pdf
	01_全学_FD201001.pdf
	01_全学_FD201002a.pdf
	01_全学_FD201002b.pdf
	01_全学_FD201003.pdf
	01_全学_FD201004.pdf
	01_全学_FD201005.pdf
	02_1-1総合教育_シラバス達成.pdf
	02_1-2総合教育_コン基礎.pdf
	02_2-1経営学部１.pdf
	02_2-2経営学部２.pdf
	02_2総合教育_コン基礎.pdf
	02_3経済学部.pdf
	02_3総合教育_コン基礎総括会議_資料）.pdf
	02_4人文学部英語英米文学科.pdf
	02_5法学部法律学科.pdf
	02_6社会情報.pdf
	02_index.pdf
	03_1授業評価結果前期.pdf
	全学集計表
	学科別集計表
	商学科
	経営学科
	会計ファイナンス学科
	経済学科
	人間科学科
	英語英米文学科
	臨床心理学科
	こども発達学科
	法律学科
	社会情報学科

	アンケート設問

	03_2授業評価結果後期.pdf
	全学集計表
	学科別集計表
	商学科
	経営学科
	会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科
	経済学科
	人間科学科
	英語英米文学科
	臨床心理学科
	こども発達学科
	法律学科
	社会情報学科

	アンケート設問

	03_index.pdf
	04_1眞田先生_FDフォーラム参加報告.pdf
	04_index.pdf
	99_奥付.pdf



