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平成 21 年度の FD 活動

教育改革室

学長特別補佐

大学教育開発センター
松橋

博美

平成 21 年度の北海道教育大学の FD 活動の特徴は，21 年度より開始した教員養成課
程の「学士力」を保証するカリキュラム開発プロジェクト（以下「学士力プロジェクト」），
および 2 年目となる「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」（質の高い大学教育
推進プログラム，以下「往還型カリキュラムプロジェクト」）との係わりが強かったこ
とである。これまでも大学教育開発センターと各校 FD 委員会は，連携してシラバス改
善に重点を置く FD 活動を展開して来た。これは，シラバスを整ったものに改善し，そ
れを実行する過程での自主的授業改善を期待したものである。
今年度のシラバスワークショップ（WS）では、（１）アドミッション・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー（CP）、ディプロマ・ポリシー（DP）の必要性の認識，（２）三
つの方針と各科目の役割の関係，
（３）DP を意識したシラバスの書き方，に重点を置き，
シラバス作成スキルの向上と，シラバスに対する意識の向上を目指した。センターでは
WS の活動に加え，「シラバス作成の手引き（21 年度版）」を作成し，配布した。
一方，「学士力プロジェクト」では，WS での DP の必要性の認識形成と歩調を合わせ
て DP の作成に着手し，DP（暫定版）に関しては完成間近となった。「往還型カリキュ
ラムプロジェクト」ではカリキュラム・マップの考え方が浸透しつつあり，今後の「学
士力プロジェクト」での CP の作成や，シラバスにおける科目の位置付けの記述に有効
となることが期待される。
このほか，旭川校での附属学校園研修，公開授業，コンソーシアム主催の FD・SD フ
ォーラムへの協力・参加などを代表例とする各校独自の FD 活動，有志組織による多彩
な自主的 FD 活動など，活発な活動が見られた。今後，このような多彩な活動を取り上
げ，FD 活動と位置付けて教員に参加を呼びかけていくことが求められている。また，
スタッフ・デベロップメント（SD）との連携も，全国的な FD 活動の流れもあり，企画・
実施されることと思われる。
本報告書をまとめるにあたり，関係各位の多大な協力があったことに感謝したい。
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平成 21 年 6 月 15 日

平成 21 年度第 1 回 FD 活動合同会議のまとめ

日

時

平成 21 年 6 月 3 日（水）13 時 00 分~14 時 00 分

場

所

事務局第 3 会議室

議

題

（１）FD 活動の中での教育コーディネーターの役割について
（２）FD 活動の位置付けについて
（３）各校独自の FD 活動について
（４）FD・SD ネットワークとの係わりについて
（５）その他

（１）FD 活動の中での教育コーディネーターの役割について
当日午前の「カリキュラム開発チーム」全体会議を受け、後藤理事より、FD 活動を大学
教育開発センターや各校 FD 関係委員会と協力して実施する立場である旨説明があった。以
下、上記会議資料より抜粋（一部改変）
全学的な立場からまた各校の意見を吸い上げつつ本プロジェクト（
「学士力」プロジェク
ト）を企画運営するとともに、各校における活動（カリキュラム見直し・FD・エデュケー
ションカフェ等々）を主導

（２）FD 活動の位置付けについて（差し替え資料参照）
・教員全員に何らかの FD 活動に参加して頂きたい。そのために多様なメニューを用意し、
エントリー制としたことが説明された。
・シラバスワークショップは大変重要な FD 活動であるので、教員の皆さんには 2 年に 1 回
は参加することを強く要望したい、との説明があった。
・昨年度の様子について質問があり、報告書を間もなく配布することが報告された。

（３）各校独自の FD 活動について
・旭川校と函館校から、今年度の計画について説明があった。旭川校では「学生参加型授
業」について各種調査をして再構築する旨報告があった。函館校では FD 活動に学生の視点
を取り入れ、学生 FD 委員を登用するという報告があった。
・各校 FD 委員会主催の活動や、自主的 FD 活動に関わる費用について、精査の上有意義な
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計画については〈学士力プロジェクト〉の一環として認める方向で検討するとの意向が表
明された。（自主的 FD 活動については、募集案内に記載済み）
・授業評価アンケートで、評価の高い教員の情報を提供することとした。これに関わり、
授業評価アンケートの実施と結果公表の間にタイムラグがあり、学生の側からはアンケー
トへの回答が改善に生かされているか分からない、との意見があり、改革室からその点を
考慮し今年度は時間を短縮する方向で実施したい旨回答があった。
注：今年度の授業評価アンケートの実施に関連し、これまで個人情報としていたものを公開する方向で検
討中です。

（４）FD・SD ネットワークとの係わりについて
・北大、高等教育開発総合センターが主導している活動で、情報交換と人材育成が目的、
教育大は幹事校として参加予定。あくまで一大学としての参加であるが、各校単位での参
加も可能な枠組みとするよう意見を述べたことが説明された。
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平成 21 年 6 月 5 日

教育改革室長
大学教育開発センター長

平成 21 年度の FD 活動の概要（差し替え資料）

大学設置基準第二十五条の三および学則第 31 条にありますように、組織的な FD 活動
が教員の義務として位置づけられています。このことに係わり、平成 20 年度第二回 FD
活動全学合同会議において、「センターおよび各校の FD 活動の計画を公表し、併せて、
個人、有志の FD 活動を募集し、全教員がそれらのどれかに必ずエントリーする」こと
を合意いたしました。
つきましては、この合意に沿って、大学教育開発センターが関わる FD 活動について
概要をお知らせします。なお、日程等具体的な内容は、6 月に公表する予定です。

（１）各校 FD 委員会と協力して、シラバスに係るワークショップを、各キャンパスで
2 回、計 10 回開催します。開催時期は 8~9 月です。
（２）各校 FD 委員会と協力して、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに
係るワークショップを開催します。開催時期は 2~3 月です。
（３）各校 FD 委員会と協力して、
「参加型授業」をキーワードとする授業研究を開催し
ます。
（４）FD 講演会を 1 あるいは 2 回開催します。講演会について企画を募集します。
（５）全学の新任教員研修会の一環として FD に係る講演を実施します。
（６）北大や山形大などが開催する FD 活動への参加者を募集し、希望者を派遣します。

センターが関わる FD 活動については、所属キャンパスと異なるキャンパスでの活動
に参加することも可能です。

以上の FD 活動の他に、各校 FD 委員会が主催する活動があります。さらに、有志組織
が自主的に行う FD 活動の成果を、全学で共有することを計画しております。先生方に
は、「大学教育開発センターが関わる FD 活動」、「各校 FD 委員会が主催する活動」、
「有
志組織が自主的に行う FD 活動」の何れかにエントリ−をお願いします。エントリーは 6
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月を予定しています。
また、「有志組織が自主的に行う FD 活動」は、6 月上旬に募集いたします。

なお、今年度の本学全体の FD 活動は、概算要求で認められた〈「カリキュラム開発チ
ーム」による教員養成課程の「学士力」を保証するカリキュラム開発プロジェクト〉の
遂行組織である「カリキュラム開発チーム」（その主な構成員は大学教育開発センター
員・教育改革室員・教育コーディネーターです）のもとで行う予定です。同チームは６
月３日に第 1 回全体会議を開催し、正式に発足することを予定しています。

（担当

- 5 -

教務課総括主査）

2010/03/17
大学教育開発センター平成 22 年度 FD 活動について
（１）大学教育開発センターが関わった平成 21 年度の FD 活動
1)各校 FD 委員会と協力してのシラバスワークショップ（WS）の開催（8~10，3 月，各キャンパス
で 2 回，計 10 回）
2)「シラバス作成の手引き（21 年度用）
」の配布
3) ディプロマ・ポリシー（DP）の作成に関与（「学士力プロジェクト」に参画）
（２）シラバス WS の成果
WS では，DP の重要性を強調し，この内容を将来シラバスに取り入れる事が必要であると説明し
た。授業の目的・目標および評価の記述に関し，具体的な授業を想定してシラバスを作り上げる作
業をグループで行い，作成スキルの向上と，シラバスに対する意識の向上を目指した。シラバスを
整ったものとし，それを実行する過程での自主的授業改善を期待した。
取り組みの成果として，教員のシラバスに対する意識改革と，シラバス作成のスキル向上が挙
げられ，これに関連して「学士力プロジェクト」および「往還型 GP」の取り組みに対する理解も，
一部で深まったと言える。アンケート結果から， WS は参加教員には概ね好評であったことが分か
った。しかしながら WS への教員の参加率を見ると，釧路校，岩見沢校のように，多数の教員が参
加しているキャンパスと，20%に満たないキャンパスがあり，教員の意識の程度に大きな差がある
ことが明らかとなった。また，シラバス作成のスキル向上が，授業改善に結びついたかを検証する
ことも課題である。これについては，平成 22 年度に授業評価アンケートの設問や方法を大幅に改
善するので，その結果を見たい。
（３）平成 22 年度の FD 活動の提案
22 年度は，21 年度のシラバスに対する意識改革，作成のスキル向上と，
「学士力プロジェクト」
の成果である DP（暫定版）の完成を受け，シラバス改善を端緒とする大学教育改善の FD 活動を，
「授業の目的・目標と DP」という最初の段階のサポートと，一歩先の「評価」の段階の WS を企画・
実施することとしたい。
有志組織の自主的な FD 活動や，大学が関わる種々の催しを FD 活動と位置付け，これらの開催
に関する情報を集約し提供することで，教員の各種催しへの参加を促し，FD 活動を活発化する。
具体的な活動の計画を，下に列挙する。
（１）各校 FD 委員会等と協力し，現行の授業の目的・目標と DP に関わるシラバス WS を開催する。
場合によっては，内容に「評価」を加える。
（２）シラバス作成に関わり，「シラバス作成の手引き（２２年度版）」を作成する。
（３）各校 FD 委員会等と協力し，自主的な FD 活動を支援する。
（４）FD 活動と位置付けられる種々の催しの情報を集約し提供する。
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事業実施記録

担当課・室又は
事業責任者名

事
目

業

大学教育開発センター、教育改革室

名

シラバスワークショップ

的

・シラバスに関する知見を得ると共に、実際にシラバスを書くことを通して書
き方に精通し、その指導的な役割を担えるようになる。
・平成 21 年度用シラバス作成に資する。
平成 21 年８月 24 日

旭川校

平成 21 年８月 26 日

岩見沢校

平成 21 年８月 31 日

凾館校

平成 21 年８月 28 日

札幌校

開 催 日 時

平成 21 年９月４日

釧路校

開 催 場 所

平成 21 年９月 10 日

岩見沢校

平成 21 年９月 17 日

凾館校

平成 21 年９月 29 日

旭川校

平成 21 年 10 月２日

釧路校

平成 22 年３月 16 日

札幌校（予定）

実 施 体 制

共催・後援機関等

事業の内容・次第
・プ ロ グ ラ ム 等

・大学教育開発センター主任センター員（鈴木輝明、福井昌樹、鎌田浩子、瀬
川良明）
・大学教育開発センターセンター員・教育改革室（松橋博美）
・大学教育開発センターセンター員（吉崎祥司）
・各校教育コーディネータ（札幌校；高久元、旭川校；浅川哲弥、釧路校；杉
山佳彦、函館校；紀藤典夫、岩見沢校；南聡）
なし
・前半で高等教育を巡る社会状況及び、教育目標、成績評価の方法等について、
説明を行い、後半では、４～６人のグループに分かれ、ディプロマ・ポリシ
ーの立て方と教育目標と成績評価の方法について、実際に作業をした（時間
不足で成績評価まではできなかった。また、各校によって作業内容に若干の
違いがあった）
。
・最後にまとめの作業を行い、それを発表した。
・終了後、感想・アンケート等を取りまとめた。

参加者数

札幌校；７名（第 2 回目は未実施）
、旭川校；30＋19 計 49 名、釧路校；18＋15
計 33 名、函館校 22＋9 計 31 名、岩見沢校；20＋21 計 41 名
総計 161 名

実施経費

不明

アンケート調査

別紙

事業に対する評価等
効果・改善事項を含む

該当する中期計画
の番号・年度計画
の番号及び内容

キーワード

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、シラバス、教育目標、成績
1
評価

合

議

部

局

（関係課・室等）
審議・報告機関
（関係委員会・教授
会・教育研究評議会
等）
広 報 の 有 無
＊有りの場合は掲載紙等名

報告書作成の有無

なし

なし

シラバス作成の手引きをＷｅｂに掲載予定
なし

その他必要と
思われる事項

なし

添付資料

参考資料（アンケート結果）

参考資料（アンケート結果）
札幌校アンケート結果（第 2 回目未実施）
１．主な担当をお書きください
ア．教職（１＋）

イ．教科教育（１＋）

ウ．教科専門（４＋）

エ不明（１＋）

２．参加の動機
ア．担当なので（１）

イ．興味があったから（１）

エ．大事なことなので（２）

ウ．誘われて（１）

オ．その他（１）

３．今回のワークショップにおいて、以下の項目について、どの程度参考になりましたか。
Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程度参考になった

Ｄ．参考にならなかった

から該当するものにそれぞれ○印をつけてください。
（１）大学を巡る最近の社会情勢の話題

（Ａ，２、

（２）ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、
（Ａ，１、

Ｂ，３、
Ｂ，４、

Ｃ，０、
Ｃ，０、

Ｄ０）
Ｄ０）

アドミッション・ポリシーに関する話
（３）シラバスの機能や構造についての話

（Ａ，２、

Ｂ，３、

Ｃ，０、

Ｄ０）

（４）教育目標の立て方についての話

（Ａ，２、

Ｂ，３、

Ｃ，０、

Ｄ０）

（５）成績評価についての話

（Ａ，１、

Ｂ，３、

Ｃ，１、

Ｄ０）

（６）実際の教育目標をたてる作業

（Ａ，４、

Ｂ，２、

Ｃ，０、

Ｄ０）

（７）到達目標を立てる作業

（Ａ，２、

Ｂ，２、

Ｃ，０、

Ｄ０）

４．今後のシラバスワークショップに期待することについて、○印をつける、あるいは記入をしてください。
（Ａ，大いに期待する

Ｂ，期待する Ｃ，ある程度期待する

Ｄ，期待しない）

（１）新しい情報提供 （Ａ，３、

Ｂ，１、

Ｃ，１、

Ｄ，０）

（２）教育目標の立て方（Ａ，３、

Ｂ，１、

Ｃ，１、

Ｄ，０）

（３）成績評価について（Ａ，３、

Ｂ，２、

Ｃ，０、

Ｄ，０）

（４）授業方略について（Ａ，３、

Ｂ，１、

Ｃ，１、

Ｄ，０）

（５）その他希望することがあったらご記入ください
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・自分のシラバスを添削してほしいです。
・関心のある and/or 義務的に参加する尐数の教員の経験が札幌校の CP、DP の議論にどうつながるのか、その
道筋がまったく見えません。
・シラバスの改編後、学生の習得度等が向上したのか、どのように評価するのか。

５．良かった点、悪かった点などご意見、ご要望がありましたらご自由に記入してください。
・ご苦労さまです。今後もよろしくお願いします。
・どのような方向でシラバスを書けばよいのかが分かった。
・グループ活動は良かった。
・参加者があまりにも尐ないのでがっかりした。
・尐人数でよかった。

旭川校アンケート結果
１．主な担当をお書きください
ア．教職（１＋０）

イ．教科教育（８＋５）

ウ．教科専門（19＋７）

エその他（１＋２）

２．参加の動機
ア．担当なので（５＋３）

イ．興味があったから（３＋２）

エ．大事なことなので（５＋７）

ウ．誘われて（１）

オ．その他（12＋４）

３．今回のワークショップにおいて、以下の項目について、どの程度参考になりましたか。
Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程度参考になった

Ｄ．参考にならなかった

から該当するものにそれぞれ○印をつけてください。
（１）大学を巡る最近の社会情勢の話題

（Ａ，０＋２、Ｂ，13＋7 Ｃ，15＋７、

Ｄ２＋０）

（２）ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー（Ａ，０＋２、Ｂ，９＋10、Ｃ，16＋５、Ｄ２＋０）
アドミッション・ポリシーに関する話
（３）シラバスの機能や構造についての話

（Ａ，２＋３、Ｂ，14＋10、Ｃ，14＋４、Ｄ２＋０）

（４）教育目標の立て方についての話

（Ａ，１＋４、Ｂ，12＋７、Ｃ，13＋６、Ｄ１＋０）

（５）成績評価についての話

（Ａ，１＋３、Ｂ，12＋９、Ｃ，８＋５、Ｄ４＋０）

（６）実際の教育目標をたてる作業

（Ａ，０＋５、Ｂ，３＋８、Ｃ，３＋４、 Ｄ３＋０）

（７）到達目標を立てる作業

（Ａ，０＋５、Ｂ，２＋９、Ｃ，３＋３、 Ｄ３＋０）

４．今後のシラバスワークショップに期待することについて、○印をつける、あるいは記入をしてください。
（Ａ，大いに期待する

Ｂ，期待する Ｃ，ある程度期待する

Ｄ，期待しない）

（１）新しい情報提供 （Ａ，６＋４、

Ｂ，12＋９、

Ｃ，９＋４、

Ｄ，０＋０）

（２）教育目標の立て方（Ａ，３＋２、

Ｂ，11＋９、

Ｃ，12＋６、

Ｄ，３＋０）

（３）成績評価について（Ａ，４＋４、

Ｂ，10＋７、

Ｃ，10＋６、

Ｄ，４＋０）

（４）授業方略について（Ａ，１＋５、

Ｂ，８＋８、

Ｃ，14＋４、

Ｄ，４＋０）

（５）その他希望することがあったらご記入ください
・シラバスが契約という、この場合、学生の側も学業を行う義務が生じます。欧米の場合、毎週文献を読んでレ
ポートを書くなど学生の行う作業も多くそれにより力が付いています。また、日本の場合そこまで能力的にも
学生の時間・体力的にも求められないかなと思う。
・シラバス作成に加えて、シラバスの有効性を高めるための活用法を探るワークショップもあってよいのでは。
シラバスの機能が明らかになるためにもこうしたワークショップ、協議の中で上がった話題を手掛かりにシラ
バス像を作りだしていけるとよい。実践的なものとするためにも。
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・他大学のシラバス作成事例があるとのことでした。紹介をお願いします。
・学生がシラバスを読む環境をどう作るのかという点に力を入れていただきたいと思います。いくら教員が頑張
っても無駄です。
・成績評価、オフィスアワー、備考は学内公開のみにすべき。
・作業を通して行う約束であったのに作業なしで失望しました。計画通りに行ってください。
・現状がよく理解できました。次に何が必要なのかまだ整理できていませんので具体的に今述べることができま
せん。
・スポーツ大会、就職活動による欠席が多いものの出欠扱いも明示してほしい。

５．良かった点、悪かった点などご意見、ご要望がありましたらご自由に記入してください。
・参加された先生方の多様な話が聞けてとても参考になった。しかし、グループワークは必要であると思う。開
始時に本会の見通しについて説明されたので尐しの時間でも入れるべきであった。シラバス同様計画したもの
がきちんとこなされないことの方が多い。教育のプロにしてこれなので学生に多くのことを求めることはどう
かと思う。大人の受容量きゅうしゅうはできるが。
・学生に向けてのシラバス活用リテラシーを身につけるための方策について取り扱ってもらいたい。
・シラバスを教員と学生をつなぐツールとする方策とする部分がポイントとみたので、その辺をさらに強調され
るとよい。
・何を要求したいのか話を聞けば聞くほど分からないだけだった。
・DP、CP、AP の関係が分かって良かった。ただし、くれぐれもある尐ない規準で大学の授業を縛ることのないよ
うお願いしたい。
・技能教科の問題点が知れて良かった。
・十分なコンセンサスのない状態であるということが分かった会でした。
・時間が長いと思います。
・意見交換でき、シラバスに対する認識が深まった。
・大変丁寧な説明で、後の仕事がやりやすくなりました。
・4 時間は長いと思いわれました。事前に情報（分かりやすい）を何度も流してほしかったです。
・総合的評価とは評価の観点から総合的に評価することであり、４観点あればほぼ 25％ずつの重みがあるという
コンセンサスに基づいて総合的に評価することです。これに具体的に 90％、10％と数値を明確にすることは問
題が残ると思います。実際、文科省の小中学校の教育では明確にしていません。
・前回より進歩したように感じる。センターの方々の努力に感謝します。
・ワークショップは思いのほかためになった。有意義な時間であった。
・これからのシラバス作成に今日学んだことを活かしていこうと思います。
・説明も非常に分かりやすく、スライドも見やすかった。

釧路校アンケート結果
１．主な担当をお書きください
ア．教職（３＋１）

イ．教科教育（４＋１）

ウ．教科専門（11＋7）

カ．その他（0＋6）

２．参加の動機
ア．担当なので（１＋２）

イ．興味があったから（０＋０）

エ．大事なことなので（８＋９）

ウ．誘われて（０＋１）

オ．その他（４＋１）

３．今回のワークショップにおいて、以下の項目について、どの程度参考になりましたか。
Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程度参考になった

Ｄ．参考にならなかった

から該当するものにそれぞれ○印をつけてください。
（１）大学を巡る最近の社会情勢の話題

（Ａ，１、

Ｂ，９、

Ｃ，12、

Ｄ３）

（２）ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

（Ａ，３、

Ｂ，11、

Ｃ，８、

Ｄ２）

（３）シラバスの機能や構造についての話

（Ａ，２、

Ｂ，15、

Ｃ，６、

Ｄ２）

（４）教育目標の立て方についての話

（Ａ，２、

Ｂ，16、

Ｃ，４、

Ｄ２）

アドミッション・ポリシーに関する話
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（５）成績評価についての話

（Ａ，３、

Ｂ，15、

Ｃ，５、

Ｄ２）

（６）実際の教育目標をたてる作業

（Ａ，５、

Ｂ，10、

Ｃ，７、

Ｄ３）

（７）到達目標を立てる作業

（Ａ，３、

Ｂ，11、

Ｃ，５、

Ｄ３）

４．今後のシラバスワークショップに期待することについて、○印をつける、あるいは記入をしてください。
（Ａ，大いに期待する

Ｂ，期待する Ｃ，ある程度期待する

Ｄ，期待しない）

（１）新しい情報提供 （Ａ，７、

Ｂ，12、

Ｃ，４、

Ｄ，１）

（２）教育目標の立て方（Ａ，５、

Ｂ，11、

Ｃ，７、

Ｄ，１）

（３）成績評価について（Ａ，５、

Ｂ，９、

Ｃ，８、

Ｄ，２）

（４）授業方略について（Ａ，５、

Ｂ，９、

Ｃ，９、

Ｄ，１）

（５）その他希望することがあったらご記入ください
・グループワーク形式がこのテーマにふさわしいのか若干疑問です。通常の専攻会議等にチューターが入る形式
や、個人が作成したシラバスの合議会形式などさまざまあるのではと思います。
・「学生の意見で取り入れられるものは取り入れる」といったルートを作って「学生と共に作るシラバス」を考
えてはどうでしょう。
・教員養成大学としての北海道教育大学としての「具体」についての問題提起が必要と思われる。
・ワークショップ中にも指摘があったが、成績評価に関心、意欲、態度などの多様な観点を取り入れることは良
いことだが、これに伴って増える事務量の増加をサポートするシステムが存在しない限り実現することが困難
なのが実情である。
・実地指導講師が共同して授業を行っている科目は土日の日程を確定した情報を盛り込むことが学生側から望ま
れている。
・一般大学における（必要とされる）事項と異なるものが教員養成系大学及び学部ではあると思います。学生の
卒業後の保証は、社会における教育に対する要求や期待に応えることができる最低限のものであることを意味
します。本学の CP は今それを満たしているとは思いません。また、今回のようなワークショップがこれらの
改善につながるとは期待できません。これからという言葉を聞きますが、既にスタートが遅い本学では、そん
な時間はないと思います。シラバスの重要性は教員と共に学生にも示すこと、入学時の学力不足から、先述の
卒業後保証までを考えた CP をベースにしたカリキュラム作りを早急に取り組むことが必要と思います。

５．良かった点、悪かった点などご意見、ご要望がありましたらご自由に記入してください。
・作業手順の見通しがめいかくであるとよいとおもいます。
・他の科目がどのような目的でどのような授業内容で行われているかが分かった。
・ワークショップの手順が理解しがたかった。
・シラバスを通して学習意欲を喚起することも必要ではないだろうか。
・講師自身の話が冗長で頭に入りにくい。講師自身の FD が必要だ。
・努力の方向が間違っている。無駄な時間で拘束するな。個々の学生に授業選択の余地がほとんどない地方の教
育大でシラバスを充実しても学生は読まない。まして非常勤予算が削られてますます選択できる授業が減って
いるのに明らかに無駄な努力である。こんなことするなら授業の準備する時間をもっとよこすべし。北海道教
育大学やそのキャンパスにとって本当に必要なことを突き詰めて考えて企画をたてよ。アメリカや都会の大学
の流行を追っても駄目である。今回のワークショップは大学教育開発センターによるセンターのためのワーク
ショップにしかなっていない。
・「シラバス」というよりも、実は授業そのものについてのハナシだったのですね。
・シラバス作成の時間がもう尐しあればと思う。できればシラバスを完成させたかった。
・重複している説明が多かったので大学をめぐる社会情勢など前半の講義はもっとコンパクトにして頂けるとワ
ークショップ、質疑に時間がとれたと思います。
・実際のシラバス作成作業の後に意見交換をするための時間を確保した方が良かったと思う。
・科目や授業人数によってシラバスの共通フォーマットを採用しようとした際にでてくる具体的な問題点が分か
った。
・じっくり時間を取ったので、ディスカッションが深められた機会を持てた。
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函館校アンケート結果
１．主な担当をお書きください
ア．人間発達専攻（３＋３）

イ．国際文化・協力専攻（４＋０）

エ．地域創生専攻（１＋２）

オ．環境科学専攻（４＋１）

ウ．情報科学専攻（０＋０）

カ．その他

２．参加の動機
ア．担当なので（０）

イ．興味があったから（５＋２）

エ．大事なことなので（６＋２）

ウ．誘われて（０＋１）

オ．その他（２＋１）

３．今回のワークショップにおいて、以下の項目について、どの程度参考になりましたか。
Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程度参考になった

Ｄ．参考にならなかった

から該当するものにそれぞれ○印をつけてください。
（１）大学を巡る最近の社会情勢の話題

（Ａ，１、

Ｂ，12、

Ｃ，６、

Ｄ０）

（２）ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

（Ａ，６、

Ｂ，10、

Ｃ，３、

Ｄ０）

（３）シラバスの機能や構造についての話

（Ａ，６、

Ｂ，11、

Ｃ，２、

Ｄ０）

（４）教育目標の立て方についての話

（Ａ，４、

Ｂ，13、

Ｃ，２、

Ｄ０）

（５）成績評価についての話

（Ａ，４、

Ｂ，12、

Ｃ，３、

Ｄ０）

（６）実際の教育目標をたてる作業

（Ａ，６、

Ｂ，９、

Ｃ，４、

Ｄ０）

（７）到達目標を立てる作業

（Ａ，５、

Ｂ，11、

Ｃ，３、

Ｄ０）

アドミッション・ポリシーに関する話

４．今後のシラバスワークショップに期待することについて、○印をつける、あるいは記入をしてください。
（Ａ，大いに期待する

Ｂ，期待する Ｃ，ある程度期待する

Ｄ，期待しない）

（１）新しい情報提供 （Ａ，４、

Ｂ，10、

Ｃ，５、

Ｄ，１）

（２）教育目標の立て方（Ａ，４、

Ｂ，９、

Ｃ，５、

Ｄ，１）

（３）成績評価について（Ａ，５、

Ｂ，９、

Ｃ，４、

Ｄ，１）

（４）授業方略について（Ａ，６、

Ｂ，８、

Ｃ，４、

Ｄ，１）

（５）その他希望することがあったらご記入ください
・出席率を高める方法を探って頂きたい。
・もう尐し早い時期にできれば・・・と思いました。
・分野・専門等が同じ教員との交流と他分野の先生の状況を知る機会もつ
・各論よりも大学全体としての方針等についてお話を伺えればと思います。

５．良かった点、悪かった点などご意見、ご要望がありましたらご自由に記入してください。
・学士力プロジェクトと同じ所は省略か、前に聞いた教員はその分遅れて OK としてもらえるとありがたい。
・ワークショップの時間が短くプレッシャーになった。
・WS の時間がもう尐しあれば。
・担当者、教科の文脈の検討も必要かと思いました。
・私の場合、多いクラスで１クラス約 150 名、最も尐ないクラスでも 70 名程履修者がいますので、今日のイメ
ージに合致させることは困難かと思いました（レポート、プレゼン、出席を含めた評価など）
。
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岩見沢校アンケート結果
１．主な担当をお書きください
ア．芸術課程（音楽）
（10＋１）

イ．芸術課程（美術）
（４＋１2）

ウ．芸術課程（芸術文化）
（０＋５）

エ．スポーツ教育課程（スポーツ教育課程）
（６＋３）

２．参加の動機
ア．担当なので（４）

イ．興味があったから（２）

ウ．誘われて（０）

エ．大事なことなので（29）

オ．その他（９）
３．今回のワークショップにおいて、以下の項目について、どの程度参考になりましたか。
Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程度参考になった

Ｄ．参考にならなかった

から該当するものにそれぞれ○印をつけてください。
（１）大学を巡る最近の社会情勢の話題

（Ａ，７、

Ｂ，22、

Ｃ，４、

Ｄ１）

（２）ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

（Ａ，10、

Ｂ，17、

Ｃ，７、

Ｄ０）

（３）シラバスの機能や構造についての話

（Ａ，11、

Ｂ，16、

Ｃ，６、

Ｄ１）

（４）教育目標の立て方についての話

（Ａ，８、

Ｂ，14、

Ｃ，10、

Ｄ２）

（５）成績評価についての話

（Ａ，10、

Ｂ，13、

Ｃ，７、

Ｄ４）

（６）実際の教育目標をたてる作業

（Ａ，８、

Ｂ，15、

Ｃ，８、

Ｄ２）

（７）到達目標を立てる作業

（Ａ，７、

Ｂ，14、

Ｃ，７、

Ｄ２）

アドミッション・ポリシーに関する話

４．今後のシラバスワークショップに期待することについて、○印をつける、あるいは記入をしてください。
（Ａ，大いに期待する

Ｂ，期待する Ｃ，ある程度期待する

Ｄ，期待しない）

（１）新しい情報提供 （Ａ，10、

Ｂ，13、

Ｃ，９、

Ｄ，１）

（２）教育目標の立て方（Ａ，８、

Ｂ，11、

Ｃ，10、

Ｄ，４）

（３）成績評価について（Ａ，10、

Ｂ，13、

Ｃ，５、

Ｄ，４）

（４）授業方略について（Ａ，９、

Ｂ，10、

Ｃ，８、

Ｄ，５）

（５）その他希望することがあったらご記入ください
・ディスカッション的に質疑応答時間を多くとるといいと思う。現場や分校ごとの意見をよく聞いてほしい。
・シラバス完成に向けて教員個人の授業への取り組み姿勢が向上することを期待します。
・実技教科には全くそぐわない。
・各々の分野の都合があるので、このようなワークショップの企画も大変かと思います。個人としては今一つ終
着点が見えずぼんやりしました。
・このようなワークショップにより、統一したシラバスは期待できるが、オリジナルな表現は出てこないし、美
術に合わない部分もある。
・岩見沢校の実情を理解して頂きたい。

５．良かった点、悪かった点などご意見、ご要望がありましたらご自由に記入してください。
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・実践的な研修もあったので身につけるには役立った。
・ワークショップより成績評価や各キャンパスに対応したシラバスのあり方を検討する話？があった方が良いの
では
・一昨年札幌で受けた WS よりは、岩見沢校の実技に配慮して頂いている印象ですが、まだまだ評価方法など座
学とは一線を画した方策が必要だと思います。
・参考になりました。
・いろいろ出た問題点、特に評価（成績の表示と履修の仕方）については適切な機関で検討してほしい。
・参加していない教員への対応を検討ください。
・ワークショップよりシステムや考え方の議論をする場を設定して頂きたい。
・シラバスの内容で要求されていることが明確になった点は良かった。
・時間が長すぎる。
・社会観や教育的セーフティネット・・・・（以下不明）
・岩見沢校としては、スポーツ、音楽、美術等幾つかの分野でのシラバス例を示していただけるとより分かりや
すいと思います。特にワークショップの欠席者に対しては効果的だと思います。
・参加者が尐ない。もっと参加できるような方策を考えた方がよいと思います。学生への周知、教員が努力して
もそれが学生にも浸透しないとやる意味が見えてこない。
・コースごとにまとまった討論ができたので、無駄のない有意義な到達点があったと実感できました。冒頭で分
かりやすいご説明が頂けたことも大変よかったと思います。
・シラバス作成を通して目指すものがよく理解できた（ディプロ、カリキュラムマポリシーとの関係）
・ワークショップでなく、ディプロマ、カリキュラムポリシーなどについて話し合う時間を持っても良かったの
ではと思った（ダイレクトに考える時間がほしかった）
・スライドの内容は大変わかりやすく勉強になりました。その後の作業部会はなくてもよかったと思います。時
間が長くかかるため、ほかにもしなければならない中では、落ち着いて集中することが難しいです。せめて 2
時間までに。
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○平成 21 年度 FD 活動報告および平成 22 年度のＦＤ活動の予定に関して
○平成 21 年度エデュケーションカフェの実施，平成 22 年度実施予定に関して
1） 平成２１年度札幌校 FD 活動報告
FD 活動として，1）教育開発センターが関わる FD 活動，2）各校 FD 委員会が主催する FD 活動，
3）有志組織が自主的に行う FD 活動の 3 つがあり，今年度は計 64 名の札幌校教員が何らかのＦＤ活
動に参加した。
1)に関しては，2 回のシラバスワークショップ（8 月 28 日，3 月 16 日）を行い，計 20 名の参加
があり，シラバスの関する説明，課程のディプロマポリシーに関する説明や，一般目標，到達目標に
関するディスカッションが行われた。
2）に関しては，今年度は札幌校独自のものを開催するには至らなかった。
3)に関しては，4 つのテーマ（責任者：鹿内先生，千賀先生，萬谷先生，高久）で，計 44 名が参
加された。
2） 平成 22 年度のＦＤ活動の予定
今年度は開催できなかったが，札幌校ＦＤ小委員会が企画，主催するＦＤ活動に関して，次年度
に向けて検討していく必要がある。以下のような意見がカリキュラム委員会内で出されているが，
今後これらに関して委員会内で，および札幌校で広く意見をうかがいながら検討していきたい。
例)
定期試験の実施方法に関する検討会
札幌校教員の講義，実験の見学会，および終了後の意見交換会
授業改善・評価への取り組みについての意見交換会
小学校教科指導法担当教員の意見交換会
附属の先生方との意見交換会
メンタルヘルスに関する勉強会
情報機器，視聴覚機器の活用方法に関する勉強会
3） 平成 21，22 年度のエデュケーションカフェについて
今年度はカリキュラム委員の齊藤先生，教育開発センターの鎌田先生の主導で平成 21 年 8 月 7 日
（金）に実施した。附属札幌小学校において，札幌市内及び近郊の高校生を対象に，実際の教師の職
業を体験してもらい，その体験を通じて教師という職業について身近に感じてもらうことをテーマに
行った。当日は約３０名の高校生が参加し，様々な教科の６つの班にわかれ，実際の小学校の雰囲気
を感じながら大学生や大学教員と一緒になって授業づくりを行い，それぞれの代表者が実際に黒板の
前で模擬授業を行った。
次年度はオープンキャンパス（8 月 7 日土曜）に合わせて行うか，あるいは別の日程で行うかを早
めに決める必要がある。オープンキャンパスと合わせて行う場合は，入試委員会との事前打ち合わせ
が必要となる。内容は今年度同様，高校生と共に授業づくりを考え，模擬授業を行うという形となる
予定である。
札幌校カリキュラム委員会・ＦＤ活動小委員会
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平成２１年度

旭川校ＦＤ活動報告

１、新任教員の附属学校園研修
今年度は、石塚先生（英語）・小出先生（体育）が附属小学校・附属中学校で研修を
実施。研修の概要は、平成２１年度ＦＤ報告書に掲載予定。
２、公開授業の実施（別紙１〜３参照）
①名達

英詔先生「小学図画工作科教育法・小学校図工科教育法」（平成 21 年 12 月 11

日実施）
授業参観者
②大崎

6 名（授業参観後に、授業者と参観者とによる意見交換会を実施）

功雄先生「教育の基礎と理念Ｂ」（平成 22 年 1 月 20 日実施）

授業参観者

10 名（授業参観後の意見交換会なし）

なお、今年度行われた２つの公開授業の紹介は、旭川校ＨＰに平成 22 年 2 月 18 日に
掲載済み。
３、平成２０年度ＦＤ報告書(別紙４参照）
平成２０年度ＦＤ報告書は、平成 22 年 3 月末日までに、旭川校ＨＰに掲載予定。
４、旭川ウェルビーイング・コンソーシア主催「ＦＤ・ＳＤフォーラム in 旭川」（平成
22 年 3 月 9 日開催）への協力・参加 （別紙５参照）
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平成２１年度

釧路校が独自に取り組んだＦＤ活動報告

１．企画内容
「釧路公立大学との合同ＦＤ研究の実施」
本校と釧路公立大学との間で、互いに実施しているＦＤ活動の情報交換や、シラバス
ワークショップなど互いのＦＤ活動に参加することを計画した。
２．実施内容
（１）事前打合せ
平成21年6月17日 16:00-18:00
北海道教育大学

杉山教育コーディネーター
木村学務グループ専門職

釧路校公立大学
内容

宮下ＦＤ委員会委員長,影山学生課次長

今後のＦＤ活動を合同で行う計画について事前調整

（２）本学実施「教育ＧＰ及び学士力を保証するカリキュラム開発に関する説明会」参加
平成21年6月19日 13:00-15:00
釧路校公立大学
内容

宮下ＦＤ委員会委員長,影山学生課次長

本学の実施のＦＤ活動に参加

（３）ＦＤ情報交換会
平成21年9月2日 13:00-16:00
釧路公立大学会議室
北海道教育大学

杉山教育コーディネーター
大木カリキュラム委員会委員長
木村学務グループ専門職

釧路校公立大学

高野学務部長
宮下ＦＤ委員会委員長他委員４名

内容

評価の厳正化への取り組み、各大学のＦＤ活動情報
釧路校公立大学における教育改善の取り組み

（４）本学実施シラバスワークショップの参加
シラバスワークショップの参加、情報交換会
平成21年9月4日 9:00-10:00,10:00-11:00
内容

シラバスワークショップ全体説明への参加と今後行う合同ＦＤ活動について
の打ち合わせ

平成２１年度 有志組織が自主的に行うＦＤ活動結果一覧
1

責任者所属
札幌校

責任者氏名
鹿内 信善

2
3
4
5
6

札幌校
札幌校
札幌校
旭川校
旭川校

高久 元
千賀 愛
萬谷 隆一
大橋 賢一
古川 善夫

7

函館校

宇田川 拓雄

8

函館校

林 美都子

9

釧路校

二宮 信一

活動名
ヴィジュアルテキストの読解活動を取り入れた大学授
業の改善
小学理科実験の教育内容の検討およびテキストの改訂
対応が難しい学生・院生への理解
英語教育の改善取り組みに関する懇談会

参加者数
２
９
２１
１２

ＦＤ放談‐ＦＤ活動への誘い‐
体力テストの実施、日常で継続できる運動の紹介、
運動記録ノートの活用などを活用した授業改善
社会情報分野における学生参加型授業の改善にかかる
自主 FD 活動
１． 心理学分野におけるカリキュラム充実のため、基
礎資料を収集する
２．学生たちの自主的・意欲的な学習活動を促進する
釧路校の地域的特性や学生の実態を踏まえ，釧路校の

４
６

教育が直面している課題を共有する研究会の開催
10
11

釧路校
釧路校

二宮 信一
戸田 竜也

12

釧路校

13

釧路校

高嶋 幸男
戸田 竜也
廣田 健

14

釧路校

木戸口 正宏

15

釧路校

赤田 裕喜彦

シンポジウム「特別支援教育の推進とこれからの学校・教員」

発達と教育を考える講演会 「生きることと自己肯定
感」
『複式授業』をどう指導するか
授業・教材開発における往還型・体験型プログラムの
改善について
ポートフォリオを活用した、教育フィールド研究（Ⅰ・
Ⅱ）における、実践活動と理論学習との往還的教育プ
ログラムの開発

８
１０
５
３

教育実践力の育成と教師教育の課題をテーマにした
フォーラムの開催

注 1：参加者数が空欄の活動は，平成 22 年 3 月 18 日時点で報告書が提出されなかったものであり，実際の活
動有無や状況については不明です。
注 2：各報告の資料は，別冊資料集にまとめてあります。一部の資料は，著作権や肖像権などの問題で，資料
集に収録していません。これらについては，直接報告者にお問い合わせ下さい。
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有志組織が自主的に行うＦＤ活動の報告書
（１）活動名

「ヴィジュアルテキストの読解活動を取り入れた大学授業の改善」

（２）報告書作成者・所属

（３）参加者

鹿内信善（札幌校）

尾関俊浩（札幌校）

安達聖（筑波大学）

（４）活動の概要

①大学授業に活用可能なヴィジュアルテキストを作成する。
②作成したヴィジュアルテキストを活用した授業モデルをつくる。
③協同学習アプローチを併用することで，学習者参加型の授業システムを構築する。
なお，授業概要およびヴィジュアルテキストの概要は次のようになっている。
授業は 2 時限配当で行う。1 時限は 90 分。
「見学の事前指導」
「見学指導」にそれぞれ 1
時限配当する。今回のＦＤ活動のメインになるのは，
「見学の事前指導」部分である。この
授業では見学場所で撮影した写真 6 枚をヴィジュアルテキストにする。これらの写真を便
宜的に，次のようによんでおく。①非常ベル②レッドハンドル③ドアレバー④ビニールカ
ーテン⑤B ドア⑥モコモコ。なおこれらの写真はすべて，鹿内が撮影したものである。
これら 6 枚の写真をグループで話し合いながら読み解いてもらう。ヴィジュアルテキス
トの読解は次の 3 つの活動によって行われる。①変換‐テキスト中で記述されている概念
や内容を別のことばに言い換えたり，ある種の記号表示法を他の表示法に変えたりする活
動。②要素関連づけ‐テキストを構成している諸要素を相互に関連づける活動。③外挿‐
テキスト中で記述されている内容を超えて，結果について推量したり結果を予測したりす
ることにより，発展的に考えていく活動。なお，テキスト中の要素と自己の既有知識中の
要素を関連づける活動も要素関連づけに含んでおく。

以上のような見学事前指導の２週間後に，
「低温実験室」見学指導を行う。学習者は，
見学現地に行くまで，見学先がどこであるかの知識は「予測」の形でしかもっていな
い。各学習者は，見学現地で自己のさまざまな予測を確認・修正し知識構造を作り上
げていく。作り上げた知識構造は，文章化してまとめさせる。
（５）得られた成果と評価，および評価の根拠資料
［成果］
①ヴィジュアル･リテラシーを高めるヴィジュアルテキスト系列を作成した。
②そのテキストを活用した授業モデルを構成した。
③このような授業に対して学習者は高い満足を示すことも確かめた。
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［評価と評価の根拠資料］
①成果は，本学紀要に論文として発表している。それが第１の「評価の根拠資料」とな
る。
（別添資料１）
②このＦＤ活動は，他大学からも注目されている。鹿内が開発した方式は私立Ｄ大学の
ＦＤ活動にも取り入れられている。これについての論文は現在２編印刷中である。
（印
刷中につき別添資料なし）
③このＦＤ活動は，看護教育の現場でも注目され，看護学校教員を対象としたＦＤ活動
をサポートした。（別添資料２）
④このＦＤ活動は，社会教育の現場でも注目され，社会教育におけるワークショップコ
ンテンツとして採用されている。（別添資料３）
⑤このＦＤ活動は，学校教育の現場でも注目され，久留米市内小中高教員を対象とした
「授業づくりセミナー」の講師として招聘された。（別添資料４）

（６）今後期待される改善の効果
①ヴィジュアル･リテラシー育成モデルとして活用できる。
②学生の「教師力」アップに貢献する具体的なモデルとなる。
③社会教育や小中高校の教育にも貢献できる。

（７）成果の情報提供の状況
①研究成果は本学紀要に論文として発表してある。
②社会教育・現場教師の授業づくりセミナーなどでも積極的にノウハウとセオリーを公
開している。大学教育の改善のみにとどまらない，「教育改善の方法」としている。
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2009 年度

有志組織が自主的に行う FD 活動の報告

1） 活動名：小学理科実験の教育内容の検討およびテキストの改訂
2） 報告書作成者氏名・所属：高久

元（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

3） 参加者氏名・所属
髙久

元（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

渡部

英昭（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

岡崎

隆（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

尾関

俊浩（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

田口

哲（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

鈴木

明彦（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

高橋

庸哉（札幌校・基礎学習開発専攻理科グループ）

並川

寛司（札幌校・総合学習開発専攻環境教育グループ）

岡村

聰（札幌校・総合学習開発専攻環境教育グループ）

4） 活動の概要：
札幌校基礎学習開発専攻理科グループおよび総合学習開発専攻環境教育グループ有
志では，今年度の自主的 FD 活動として，「小学理科実験」の教育内容の検討およびテ
キストの改訂を行った。
「小学理科実験」は小学校免許取得を卒業要件としている基礎
学習開発専攻の必修科目であり，平成 20 年度から開講している。毎年 110 名程度の学
生が履修しており，25 名程度を 1 グループとし各分野（物理，化学，生物，地学）の
実験を 3 回ずつ順番に行っている。実験で用いられているテキストは，平成 19 年度に
札幌校，旭川校，釧路校の理科教員および附属札幌小学校教員が携わって作成されたも
のであり，現在小学校理科で先行実施されている新学習指導要領の内容も一部盛り込ま
れている。テキストは実験内容，結果，課題の解答なども書き込む形になっており，実
験ノートも兼ねている。テキストを用いて実験を行ったところ，実験材料，実験方法や
その指示内容，レポート作成・提出方法などに関して一部改善が必要であることがわか
った。また，小学理科実験受講者の 8 割以上が理科グループ以外の学生であり，理科に
関する知識が乏しい学生が多い。そのため，基本的なところから丁寧に解説していく必
要がある。また，小学校理科の新学習指導要領における変更点や小学校理科で扱われる
内容などに関しても多少触れておく必要がある。これらの問題を検討しながら，テキス
トの改訂を行った。
実験テキストの主な改訂点の具体的な内容は以下の通りである。
・資料として新学習指導要領の変更点，各学年の目標などを掲載した。
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・物理分野 2 では，電流に関する知識，実験方法の理解を深めさせるため，様々
な回路を組ませ，電流・電圧の測定・計算させる課題を増やした。
・生物分野 3 では，昆虫の基本的形態，形の多様さに関する理解を深めさせるた
め，身近で常に採集可能な材料であるアリ，およびアリ以外の昆虫の観察を必須
とした。観察の観点やサイズを記録することなどにも触れた。
・新たに地学分野 5「宇宙から雲を観よう！

気象衛星画像の見方」を加えた。こ

の実験は，新学習指導要領で扱われている「雲と天気の変化」と深く関係する部
分である。
・これまで同様，見開きの右側ページを提出課題とし，後日，課題のページをコ
ピーして提出する方法をとることとし，課題ページ右上に学生番号，氏名の欄を
設けた。また課題によっては，感想の欄に教育実習を想定しどのように教えるか
を書くように指示を載せた。
5） 得られた成果と評価，および評価の根拠資料
テキストは現在印刷中であり，3 月中には刷り上がり，平成 22 年度前期の小学理科実験
から使用できる予定である（テキストの原稿を別紙として提出）。改訂版がどのように評価
されるかに関しては，これから実際に使用して判断していく必要がある。次年度改訂版テ
キストを使用し，テキストに盛り込まれている内容，テキストを用いた教育方法などに関
して，前期終了後に教員，学生から意見聴取することを考えている。それらの意見を評価
および今後の更なる改善に活かしたい。
6） 今後期待される改善の効果
テキスト改訂により，小学校理科の新学習指導要領の変更点，各学年の目標を把握し，
物化生地 4 分野の実験内容，目的を理解し，実験の実施，レポート作成を行うことで，観
察眼や実験技術，科学的思考力が多少とも養われるものと期待している。今後，小学理科
実験を実施していく中で，実験内容，課題に対する学生の理解度，関心度などを見ながら，
必要に応じて実験内容を吟味し，テキストの改訂を行っていきたいと考えている。
7） 成果の情報提供の状況
テキストはワードで作成し PDF 化しており，電子媒体（CD-R，DVD-R 等）として配布
することが可能である（問合せ先：北海道教育大学札幌校生物第１研究室

高久元

E-mail:

takakug@sap.hokkyodai.ac.jp）
。また，テキストの内容，教育方法に関する意見・感想は
聴取後整理してホームページ上で公開することが可能である。
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自主的 FD 企画「対応が難しい学生・院生への理解」の報告書
（2010 年 2 月 22 日 １３：００‐１５：００ 札幌校 208 教室）
１．参加者の構成
札幌校から 20 名（うち企画者 5 名）、旭川校から 1 名、合わせて 21 人が参加した。
参加教員は、国語学、地学、数学、生物学、化学、家政、環境情報計測、国際交流、
教育心理学、特別支援教育専攻など多様な分野から出席があった。
２．議論の内容と参加者の感想
企画者の特別支援教育専攻の教員から過去の事例について紹介し、その後はフロアとの
活発な意見交流が行われた。
参加者の感想は以下の通りである。
・教員の対応スキル（学生や院生とのかかわりで）、事例（うまくいったこと、失敗し
たことなど）を取り上げてほしい
・我々がそのような学生に対するある程度の対応スキルを持っている必要があると今日
の FD に参加して感じました。そのような内容を取り上げていただければ幸いです。
・今回参加して、一般的な（どの大学にも共通する）問題のみならず、教員養成として
の問題、さらに教員養成大学として制度的な問題があることが理解できた。今回のテー
マについては、教員（大学）に多くの問題があるように思う。その認識（自分の）問題）
も必要と改めて感じた。次回も参加したい。できれば簡単な自己紹介がほしかった。
・教員養成、教育実習といった制度と学生個人に対する指導との関係は重要課題である
と思われるので、今後も継続的にお話ができればと思います。
・教員が困った学生と抱えた時にどう対処したらよいのか。相談できる場（先生方も忙
しいのでなかなか共通認識がはかれていない）があるといいなあと思う（三上先生だけ
でなく・・）。次回は学生の対処法を具体例として実践してほしい。
・大学教員が指導に困った場合、気楽に相談できる場をどう作ったらいいか（三上先生
以外に）。女子学生への対応の仕方（ハラスメントと受け取られないようにするために）
・発達障害と精神病、神経症圏（人格障害など）を区別して話す必要があるか・・・
・障害（あるいは病気）の場合と性格や単なるなまけ等による問題に対して（あらわれ
方は同じような場合）、同じ対応でよいのかどうか悩むところ。
・発達障害と精神病、神経症圏（人格障害など）を区別して話す必要があるが・・・
・障害（あるいは病気）の場合と性格や単なるなまけ等による問題に対して（あらわれ
方は同じような場合）
・病的なものとそうでないものを分けて、後者についての理解の仕方について何か知り
たい。（全体としては）論点の交通整理をして欲しかった。
・他者とのコミュニケーションをとるのが難しい学生への対応。大学に出てこない、連
絡をとりにくい、学生とどのようにつきあっていくか。精神的に問題をかかえた学生
にどのように対応すべきか・・・など色々な問題を取り扱っていただけるとありがた
いです。
・タイプ別のロールプレイなど（学校に出てこない、連絡がつかない、コミュニケーシ
ョンがかみあわない、被害妄想や周囲をまきこんでヒステリックに大騒ぎするなど）
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・もっと個別的事例を詳しく取り上げて、その対処方法についての考え方や方法につい
て話してほしい。
・
「支援は手厚く、評価は厳しく」をなるほどと思いました。実際のケースに基づいて、
もう少し掘り下げて考えられればと思います。「自己認識しやすいようにフィードバッ
クする」に大変共感しました。これについて次回さらに詳しく取り上げてほしいです。
２．アンケートの結果
参加者 21 名のうち、企画者の４名を除く 17 名にアンケート用紙を配布して回収した
（回収率１００％）。
１． 今回のＦＤ活動に参加した理由は何ですか（複数回答）。
項目
(1) 今まで対応が難しい学生・院生に出会ったことがある
(2)将来、対応が難しい学生・院生への理解が必要であると思った
(3)他にＦＤ活動の選択肢がなかったから
(4)その他
２.事例紹介と解説の内容理解について

（N＝17）
回答数（割合）
13（76.5%）
12（70.6%）
1（5.9%）
0（0.0%）
（N＝17）

項目
(1)大変よく理解できた
(2)おおよそ理解できた
(3) あまり理解できなかった
(4) まったく理解できなかった

回答数（割合）
6(35.3%)
10(58.8%)
1(5.9%)
0(0.0%)

３.活動全体を通して（複数回答）

（N＝17）

項目
回答数（割合）
(1)有意義な内容であり満足している
14（82.4%）
(2) 事例に関する内容について理解することができた
10(58.8%)
(3) 対応が難しい学生・院生への理解の基本的な視点を理解するこ
11(64.7%)
とができた
(4) 障害の専門的な知識・用語が出てきたので難しかった
1(5.9%)
(5)事例紹介についてもっと詳しく取り上げてほしい
8(47.1%)
(6)参加者の質問・議論の時間を長くとってほしかった
3(17.6%)
(7)その他
3(17.6%)

４．今回の FD 研修の総括
全体として、精神疾患や障害と怠学の問題の表れ方や理解の仕方の違いが分かりにく
い、連絡が取りにくい（コミュニケーションがとれない）学生や院生とどのようにつき
あっていくのか、個別事例を詳しく取り上げてほしいという意見があがっていた。
進行については、座談会方式をとっていたため、自由な意見交流が活性化した一方で、
「交通整理をして欲しかった」「最初に短い自己紹介をする場面があると良かった」と
いう指摘を受けたので今後の課題である。
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大学全体にかかわる問題としては、第一に、教員養成大学における教育実習といった
制度と学生個人に対する指導との関係が論点になり、障害や病気を理由とする実習を免
除して免許取得の対象者から外しても卒業認定は行うことになった場合、一般の学生に
対してどのように説明するのか、単なる実習回避の学生とどのように分けるのか、とい
ったことが議論された。第二点目は、多忙な教員にとって対応が難しい学生・院生を抱
えた場合に気軽に相談できる場がないことへの指摘であった。現在は個別にカウンセラ
ーや同僚に相談しているが、深刻な事態になる前に教員が相談できる場があれば良いの
ではないかとの意見があった。
今後については、このような FD 活動を定期的に行ってほしいという意見や、
「自己認
識しやすいようにフィードバックする」ことに関する個別事例について話を聞きたいと
のことであった。
さらにアンケートの結果から、今まで対応が難しい学生・院生に出会ったことがある
参加者が 13 名（73％）であり、14 名が今回の FD を「有意義な内容」と感じている一
方、参加者の半数以上（8 名／17 名中）が「事例紹介についてもっと詳しく取り上げて
ほしい」と答えており、今後はより詳しい事例紹介を行いつつ、病気と障害、障害によ
る困難と怠学の境界の理解についても扱う必要があると思われた。
次回の開催時期と内容については特別支援教育専攻内で議論を行い、結論を得たい。
以上

札幌校

- 32 -

2010 年 3 月 5 日
特別支援教育専攻
千賀 愛
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有志による自主的FD活動報告書
2010年3月17日

（１）活動名
社会情報分野における学生参加型授業の改善にかかる自主FD活動

（２）報告書作成者氏名と所属
内田啓太郎（函館校情報科学専攻社会情報分野）

（３）参加者氏名と所属
宇田川拓雄（同上）・吉井明（同上）・山口好和（同上）・内田啓太郎（同上）

（４）活動の概要
函館校情報科学専攻社会情報分野の専門科目である「メディア表現応用科目」は，分野に所属
する学生が1年生対象の「メディア表現入門」および2年生対象の「メディア表現基礎」を履修後
に3年次に履修する実習型，学生参加型科目である．1年次そして2年次に学んだ知識と技術を活用
し，自ら社会情報に関するメディア表現を対象とするフィールド・ツアーを企画立案し，事前調査
を経てツアーの実施と現地取材を行い，そして取材を通じて収集した情報の整理分析を行ったう
えで公開報告会を実施し，最終的に報告書を完成させる授業である．本授業科目は社会情報分野
教員全員の指導のもと学生の積極的な参加によってなりたっている．
具体的には夏休み中（9月最終週）のフィールド・ツアー（2009年度は東京都内を対象地域とし
た）を少数グループにわかれて実施した．このツアーには宿泊を伴い，あらかじめ自らが属する小
グループで決めたテーマに沿った立てた旅行計画を実施した．基本的には観光社会学の視点
（「非日常性の体験」）により標準的な社会調査手法（フィールドワークおよび参与観察法）を
用いて実施した．
自主的FD活動は授業実施期間を通じて行ったが，10月下旬に開催したフィールド・ツアー報告
会の終了後に分野教員のFD会合における講評と反省分析という形で最終的なとりまとめを行っ
た．今回のFDの焦点は，本授業科目のように学外で行うグループ活動を伴う学生参加型授業にお
ける適切な学生評価の方法を見いだすことであった．

（５）得られた成果と評価，および評価の根拠資料
本授業は前期不定期集中方式で実施し，前期中に指導および講義等を行い，夏休み中に学外実
習（これがフィールド・ツアーである）を実施し，後期に報告会を行うため，FDは4月から11月
までの期間に実施し，成果は年度内にまとめた（本報告書がそれに相当する）．成果の評価は教
員による自主評価を行うこととした．

得られた成果について記述する．先述したように本授業科目の目的には観光社会学の視点とし
ての「非日常性」を体験させることがあげられる．分野教員間で社会情報分野の教育目標から
「非日常性」を考えた結果，流行文化の中心地である東京から発信される社会情報の分析を通じ
てそれを体験させるべきであるとの結論に至った．本授業科目を履修した学生にはこの点に十分
留意しつつ指導，つまりフィールド・ツアーの企画立案および実施，ツアー終了後の情報分析をグ
ループ作業として行わせた．
本報告書に評価のための資料として図1から図3まで，3つの図を掲載している．これは2009年
10月下旬に実施したフィールド・ツアー報告会で学生グループが報告に使用したプレゼンの一部
である．このグループは東京における流行のひとつして「聖地巡礼」に着目した．これはTVアニ
メやドラマの舞台となっている土地を訪れある種の疑似体験を行うものである．このグループは
東京のある下町を舞台とした漫画作品をテーマとして「聖地巡礼」という形でフィールド・ツアー
を実施した．
もちろん単なる遊びではなく「非日常性」を通じた社会情報の分析（このテーマの場合は「聖
地巡礼」という行動のもつ社会情報的意味の分析となる）を行えるように分野教員の側で指導を
行った．報告会の終了後にこのグループに対して行ったヒアリングからは教員からの指導の効果が
あったことが手応えとして感じられた．
さて本FD活動の目的として本授業科目の学生評価の方法を見出すことがあげられる．今回のFD
活動では専門分野を異にする教員間でまず観光社会学における「非日常性の体験」という視点が
どのようなものであるかを詳しく理解し，共通の理解および指標とするところから始めた．また
学生グループが立てた企画が̶̶流行文化の中心地である東京から発信される社会情報という観
点から̶̶社会情報の収集および分析が可能であるテーマかどうか教員側で適宜判断を行い，必
要があれば企画の修正も指示した．そしてフィールド・ツアー実施にあたって学生を引率した（本
年度は旅費の都合から一部の教員のみが引率にあたった）のだが，これについても教員間でコ
ミュニケーションをとり不測の事態が起こらないよう十分に留意した．本授業科目はツアー終了
後の報告会の実施と報告書の作成をもって学生評価にあたるのだが，科目の性格上，企画立案か
ら報告書の作成・提出までの一連のプロセスそのものが評価の対象となる．
本年度に関してはほぼ手探りの状態で評価方法を見出した．以下，教員間で見出した評価方法
の概略について述べる．評価の対象は各グループが立案した企画そのもの，報告会でのプレゼン
および報告書であることは先述した通りである．まず企画についてはグループ活動を通じて可能
な企画であるかが肝心である．東京までの旅費や，現地での宿泊費，交通費，食費などは学生の
自己負担であるため金銭面で負担可能な活動でなければならない（そのため事前に学生に対して
は1泊2日ないし2泊3日程度の日程を前提とした企画を立案するよう指導していた）．そして各グ
ループから提出された企画をひとつづつチェックし，内容もさることながら実現可能な企画であ
るかをまずは評価した．なおこの時点では「実現可能かどうか」をチェックすることが肝心であ
るため企画そのものの内容を点数化することは行っていない．つぎにフィールド・ツアー終了後の
報告会の実施に向けて各グループはプレゼンの準備にあたるが，このプレゼンの準備（具体的に
はスライド資料の作成）については教員側で進捗状況を確認しつつ，随時質問を受け付けた．そ
の中でグループ内での協働のあり方（例えば特定の学生だけに作業の負担が集中していないか，
グループ内で上手くコミュニケーションがとれているか，など）をチェックし，最終的な評価の
判断基準のひとつとした．報告会でのプレゼンの実施にあたっては各グループの報告から，企画
の主旨からフィールド・ツアーの結果得られた社会情報の分析結果までを手短にまとめつつ聴衆
（担当教員のよび他の学生グループ）との間に共通理解が成立したかどうか，これを報告会終了
後に担当教員間で方法論の面から議論し，これも判断基準のひとつとした．最後に各グループが

報告書を作成し提出したのだが，これらの報告書についても企画内容から鑑みてきちんと「報
告」を行えているかを判断した．以上，3つの判断基準（企画，報告プレゼンの準備と実施，報告
書）から最終評価を行い点数化した．
なお他大学，とくに教員養成系大学において同様の科目は少なく参照できる評価方法も公開さ
れているものを探すことができなかったため，評価方法の精緻化まではなし得なかった．

（６）今後期待される改善の効果
本授業科目に適した学生評価の方法について今後も改善する必要がある．本授業科目は開講し
てから2年が過ぎたわけであり，つまりフィールド・ツアーも2回実施したのであるが，来年度に
向けては，これまでの経験から，本授業科目を実施するにあたって，より適した学生評価のため
の教育方法，カリキュラム，大学の各種規定の問題点が明らかになった．それらの問題点を改善
しつつ来年度の本授業科目を実施したいと考えている．これが本FD活動を実施した上で，今後期
待されると予測しうる改善の効果である．

（７）成果の情報提供の状況
本報告書をもとにさらに考察と評価を行い，それらを函館校情報科学専攻社会情報分野のウェ
ブページや紀要などを通じて成果として発信ないし報告することを予定しており，それにより本
FD活動の成果を全学的に共有したい．

（８）資料

図1：プレゼン資料の一部（表紙）

図2：プレゼン資料の一部（フィールド・ツ
アーの概要についての説明）

図3：プレゼン資料の一部（社会調査の手法である
参与観察法を採用したため，写真資料を多用して
いることがわかる）

2010 年 01 月 31 日

2009 年度
函館校人間発達専攻心理学分野自主的 FD 活動
報告書
報告者

林美都子(函館校人間発達専攻心理学分野)

参加者

今在慶一朗(同上)・遠藤純代(同上)・菅沼聡(同上)
藤友雄暉(同上)・山崎正吉(同上)

(五十音順)

活動の概要
本活動は、北海道教育大学函館校人間発達専攻心理学分野教員有志によって行われた。
その主な目的は、次の 2 点であった。
１．心理学分野におけるカリキュラム充実のため、基礎資料を収集する
函館校の人間発達専攻は、今年度、新課程となってから初の卒業生を送り出す。これま
でのカリキュラムを振り返り、見直しを行うのに良い時期を迎えていると言えよう。カリ
キュラムの改正にあたっては、分野としての教育目標を掲げるだけではなく、本分野での
学習を志望する学生たちの実態、すなわち現状の能力や資質、希望などを知り、考慮した
ほうが、より現実的、実践的かつ効率的である。そこで、そのような基礎資料を収集する
ことを、本活動の目的の１つとした。
２．学生たちの自主的・意欲的な学習活動を促進する
学びの主体となっているのは、教員ではなく学生たちである。さまざまな FD 活動を行い、
どれほど素晴らしい講義や教育体制を準備しようとも、学生たちに学ぶ意欲がなければ役
に立たない。そこで、学生たちに、自分たちの学びの実態、現状を自覚してもらい、これ
から心理学分野でどのような学びを行うかの将来像を示し、学ぶ意欲を促進することを、
本活動の目的の 2 つめとした。厳密には、そのような目的を達成しうる FD 活動を新たに
具体的に考案し、実際に施行し、学生たちの学習活動の変化を観察することを目指した。
以上、２点の目的を達成するため、数回にわたる打ち合わせとメールによる会議を行い、
新しい FD 活動用の課題として「自己分析課題」を考案するに至った。自己分析課題は、2
種類のアンケートと自己把握課題からなっており、４年次に作成する卒業論文と同様の形
式で自分自身のアンケートを分析する作業を行わせることで卒業論文作成活動を擬似的に
体験させ、心理学分野で学習を重ねた結果、最終的にはどのような学力が身についている
のか実践的に学生たちに示せるよう工夫を凝らした。また、用いる 2 種類のアンケートも
吟味し、1 つは心理学分野の教育目標を明示し、学生たちに考えてもらうために心理学分野
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ディプロマポリシーを使用した。もう 1 つは、自分たちの学習の実態を客観的に振り返っ
てもらうために宇田(1989)の学習適応尺度アンケートを用いた。
自己分析課題は、2009 年 7 月上旬に心理学分野を志望する人間発達専攻の１年生を対象
に実施された。得られたデータは、報告者を中心として分析・検討され、その一部は、2009
年 10 月中旬に学会にて発表された。

得られた成果と評価、および評価の根拠資料
本 FD 活動の結果、さまざまな成果が得られた。まず、目的１に関してだが、学生たちの
学習適応度や心理学分野ディプロマポリシーに対する自己評価が基礎資料として得られた。
そのほかにも、意欲や集中力、基礎的能力の不足、コミュニケーション力が足りないこと、
それらに関しては学生自身にも自覚があることなどが明らかとなった。また、大学での学
び方や論理的能力、文章力などに関しても不足しており、これらに関しては学生たちの自
覚が薄いことも明らかとなった(添付資料１「結果」「考察」欄参照)。これらを受けて、来
年度より現存の諸講義の内容を各教員が見直しすることや、実験プログラミング入門など
の不足能力をカバーしうる新設科目を用意することなどが教員間で話し合われた。
目的 2 に関しても、入学後低下していた学習意欲が再びわいてきたという学生たちの反
応が多く得られた。また、当該活動を通して、心理学が何を学ぶものなのか、これまで誤
解していたことに気付いた、また現在学んでいる講義は意味がないと思っていたが、最終
的にはどのように必要となるのか理解でき、やる気がわいてきたなどの反応もあった。こ
れらの意欲の喚起が、一時的なものとならないよう工夫することが今後の課題である。

今後期待される改善の効果
学生たちが、これまでよりも、心理学分野ディプロマポリシーを理解し、自らの足りな
い部分を悟って、積極的・意欲的に学びに関与するようになると期待される。また、教員
側も本活動を通じて得た学生の実態を踏まえ、より適切な指導やカリキュラム・講義内容
などによって、学生の意欲に応えられるようになると期待される。

成果の情報提供の状況
本自主 FD 活動の成果の一部は、2009 年北海道教育大学函館学校教育学会第 15 回年会
にて「自己分析課題を用いた FD 活動の試み」として口頭発表され、函館市内の学会員を中
心に情報の共有と活発な議論が行われた。また同年会の発表論文集にも掲載され、全国に
配布された(添付資料１)。
さらに、本自主 FD 活動の成果の一部は、来年度、該当学生らにより良い学びの下地とな
りうるような形でフィードバックすることを予定している。現在、どのようなタイミング
と形式でフィードバックを行うのがもっとも効果的となりうるか検討中である。
以上。
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ＦＤ活動の報告

（１）活動名：発達と教育を考える講演会 「生きることと自己肯定感」
講師 高垣忠一郎氏(立命館大学大学院応用人間科学研究科教授、臨床心理士)
（２）報告書作成者氏名と所属；戸田竜也(釧路校)
（３）参加者氏名と所属；伊田 勝憲(釧路校)、畠山 美穂(釧路校)、今泉

博(釧路校)

進藤貴美子(釧路校)、明神もと子(釧路校)、木戸口正宏(釧路校)
添田 祥史(釧路校)
（４）活動の概要
2009 年 10 月 24 日(土)、北海道教育大学釧路校 503 講義室において、釧路校教育心理
学研究室(伊田勝憲・畠山美穂・戸田竜也)が企画し、北海道教育大学釧路校創立 60 周年記
念事業「発達と教育を考える講演会」を行なった。
講師に立命館大学大学院応用人間科学研究科教授、臨床心理士の高垣忠一郎氏を迎え、
「生きることと自己肯定感」というテーマで基調講演していただいた後、質疑応答・ディ
スカッションを行った。当日は、本学教員のほか、釧路・根室・十勝管内から小・中・高
等学校の現職教員、保育・福祉関係者、保護者、学生などあわせて 197 名が参加した。
教師が学校において向き合う現象のなかに、不登校やいじめ、児童虐待などがある。ま
た、
「子どもの貧困」という言葉を生み出した激しい経済競争下の「格差社会」は、就学
援助率、生活保護率を上昇させ、道東のある地域では 4 人に 1 人が就学援助を受けている
状態にある。このように今日の小・中・高等学校の現場においては、広義の「特別な教育
的ニーズ」をもつ子どもたちが多数存在している。
この FD を企画した教育心理学研究室では、将来教師を目指す学生たちが、先に述べた
「子どもと家族の現状」や「特別な教育的ニーズ」をどのように理解し、向き合っていく
かについて関心を持ち、教育・研究活動に取り組んできた。本学のカリキュラムは、これ
らを内容として扱う教科目が少なく、学生たちが社会の出来事やニュースにふれる機会も
明らかに減っている。また、筆者らの個人的な経験でしかないが、上級学年になっても子
どもにかかわるさまざまな事象の原因・背景を「個」に帰結させて考察する学生たちが少
なくないように感じられ、社会に蔓延する「自己責任論」のなかで、たとえば貧困や児童
虐待等を「本人と家族の問題」と誤った理解をしてしまわないかが危惧される。
本学で学ぶ学生一人ひとりに、子どもの成長・発達、学習意欲や進路選択等にも大きな
影響を及ぼす「社会」や「おとな」を視野に入れつつ、同僚や他職種と協働・連携して一
人ひとりの子どもと向き合う教師としての姿勢を育て、その教育実践を具体的に構想する
ための力量を形成させるために、教員養成課程のカリキュラム、講義・演習の内容、そし
て大学教員と学生とのコミュニケーションのあり方が問われていると考える。
以上のような問題意識から、本講演会・FD 活動では、近畿地方の心療内科クリニック
においてカウンセラーとして長年勤め、子どもや保護者の心理臨床実践に取り組む傍ら、
学校コンサルテーションの仕事も担われてきた高垣忠一郎氏から、
「他職種」(臨床心理士)
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から見える学校と教師、子どもたちの姿について縦横に語っていただき
ⅰ) 子どもの心理と背景にある「社会」
「おとな」との関係について。
ⅱ) 教師と他職種の協働・連携のあり方について。
ⅲ) 当事者性をもつ学生(いじめられ経験、被虐待経験等)の理解と働きかけについて。
等について示唆を得た。
（５）得られた成果と評価、および評価の根拠資料
①得られた成果と評価(アンケートおよび感想文の一部を転載)
・自己肯定感を多くの人が持てる社会環境を作ることの大切さを痛感した。他者を認め
共存できる人間関係を作りたいと思う。また、不登校児や発達障害児の教育サポート
の充実を切に希望する。
・
「自分は自分であって大丈夫」は競争社会では成立していくことが難しい。教育現場
で、家庭で「今やらないと見捨てるぞ!」と言っている自分を反省した。
・自己肯定感を育むためには、ほめて自分に自信を持たせてあげることが大切だと思っ
ていたが、今日の話を聞いてその子の良さを見つけ出してあげることで、
「こんな自
分にもいいところがあるんだ」と思うことができ、自己肯定感が育まれると考えた。
・自己肯定感はわかっているつもりでも、なかなか実行できずにいる。学生の訴えより、
つい授業に戻さなければと考える気持ちの方が前に出てきてしまう。今日の講演を聞
いて原点に帰らないといけないと感じた。
②評価の根拠資料
・参加者から提出されたアンケートおよび感想文。
・講演会終了後のディスカッションの記録。
（６）今後期待される改善の効果
ⅰ) 「子どもと家族の現状」や「特別な教育的ニーズ」にかかわる授業の改善。
ⅱ) 学生(青年期の心理)についての理解の深まりとはたらきかけの改善。
ⅲ) カリキュラム改善(につながる検討材料を得ることができた)。
（７）成果の情報提供の状況
今後、釧路校教育心理学研究室 HP 等で公開を検討している。
http://psycho.kus.hokkyodai.ac.jp/
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ＦＤ活動の報告
（１）活動名：
『複式授業』をどう指導するか
―「複式の模擬授業」と「パネルディスカション」―
（２）報告書作成者氏名と所属；川前あゆみ(釧路校)・戸田竜也(釧路校)・髙嶋幸男(釧路校)
（３）参加者氏名と所属；村田 文江(釧路校) ・ 廣田

健(釧路校) ・ 境

倉賀野志郎(釧路校) ・ 進藤貴美子(釧路校) ・ 今泉

智洋(釧路校)
博(釧路校)

中川 雅仁(釧路校)
（４）活動の概要
北海道教育大学釧路校において、2009 年 7 月 18 日(土)、
「
『複式授業』をどう指導する
か」をテーマに「複式の模擬授業」と「パネルディスカション」を行なった。
平成 17 年度より文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）
」として
「へき地・小規模校教育実践支援プログラムの開発〜地域と未来を拓く教師教育〜」に選
定され取り組んできたが、2009 年 3 月にこの事業が終了したことをふまえ、今年度より、
「へき地校体験実習」を軸とした自立的な取り組みとその内容の充実を図ることが課題と
なった。そこで、釧路校「小学校・複式授業教室」の開設を機に、学生による模擬授業と
へき地・小規模校で複式授業を担ってきた現場の先生方 3 名（弟子屈町立奥春別小教頭・
滝川敦善氏、浜中町立霧多布小教諭・川上正美氏、釧路市立芦野小教諭・渥美清孝氏）に
よるパネルディスカッションを実施した。
当日は、釧路・根室・十勝管内の現職教員、本学教員、釧路校学生の 72 名が参加した。
複式授業の模擬授業は、地域学校教育専攻 3 年の須藤佑輔君が中学年算数「3 年：棒グラ
フ」
「4 年：折れ線グラフ」の授業を行なった。パネルディスカッションでは、3 名のパネ
ラーによる学生の模擬授業に対するコメントの後、
「私の複式授業論」として複式授業づ
くりの考え方とそのポイントについての発表が行われ、その後、複式授業の構想・指導の
考え方と工夫およびそれらの課題についてフロアーの参加者を交えて意見交換が行われ
た。
参加した教員や学生からは、今後もこのようなフォーラムの開催を期待する声が寄せら
れたが、今回のパネルディスカションで提起された複式授業やへき地教育の実践および研
究上の課題と併せ、今後の取り組みの課題とした。
このパネルディスカションの記録は、
「(7)成果の情報提供」の①としてまとめ、へき地
教育研究支援部門紀要『へき地教育研究』第 64 号(2009)に掲載した。さらに、このフォー
ラムをふまえ、｢へき地・小規模校教育｣とりわけ「へき地校体験実習」の事前事後指導な
どに活用することを目的に、複式授業の構想・指導の考え方と工夫およびそれらの課題な
どについて、ⅰ)複式授業の構想・指導の考え方、ⅱ)複式授業の指導法に関すること、ⅲ)
へき地・小規模校における少人数指導・複式授業の課題等、の観点から問題を整理・検討
する論考を行ない、
「(7)成果の情報提供」の②としてまとめた。
これらの成果は、今年度の「へき地校体験実習」に活用されたが、今年度の「へき地校
体験実習」の実施時期が新型インフルエンザの流行期に重なり、実習の推進には大きな困
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難が伴い、そのため、一部実習を中止するなどの対応を取らざるを得ず、また不十分な事
前指導となった。実習参加者から、実習校および大学側による事前指導の不十分さを指摘
されるまでもなく、事前面接や事前指導の重要性があらためて確認された(実習事後指導時
のアンケート調査による)。
（５）得られた成果と評価、および評価の根拠資料
①得られた成果と評価
・教育現場との共同の事業として、
「
『複式授業』をどう指導するか」をテーマに「複式
の模擬授業」と「パネルディスカション」を実施し、複式授業の指導に関する具体的
な課題を整理したこと。つまり、複式授業の構想・指導の考え方と工夫およびそれら
の課題などについて、ⅰ)複式授業の構想・指導の考え方、ⅱ)複式授業の指導法に関
すること、ⅲ)へき地・小規模校における少人数指導・複式授業の課題等、の観点から
整理したこと。
・それらの観点は、
「へき地校体験実習」に参加する学生の課題意識形成をはじめとす
る事前事後指導に活用することができること。
・今年度の「へき地校体験実習」においては、新型インフルの対応等に追われ、成果で
ある「課題の整理」によって得られた知見を、事前指導等に十分に活用することがで
きず、今後の課題となった。
②評価の根拠資料
・
（７）の①と②
・実習事後指導時のアンケート調査(未発表)
（６）今後期待される改善の効果
①へき地・複式授業に関する「課題の整理」によって得られた観点と知見は、「へき地校
体験実習」に参加する学生の課題意識形成をはじめとする事前事後指導に活用すること
ができる。
（７）成果の情報提供の状況
①滝川敦善・川上正美・渥美清孝（編集：川前あゆみ・戸田竜也・髙嶋幸男）
「へき地・複式教育フォーラム 2009：
「複式授業」をどう指導するか」
北海道教育大学 学校・地域教育研究支援センター へき地教育研究支援部門紀要
『へき地教育研究』第 64 号(2009) 2010．2．pp1‐22
②川前あゆみ・戸田竜也・髙嶋幸男
「へき地・複式教育フォーラムにおいて提起された今後の課題」
北海道教育大学 学校・地域教育研究支援センター へき地教育研究支援部門紀要
『へき地教育研究』第 64 号(2009) 2010．2．pp23‐27
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2010 年 3 月 12 日

有志組織が自主的に行うＦＤ活動の報告
（１）活動名
授業・教材開発における往還型・体験型プログラムの改善について
― 授業開発グループの共同実施事業を対象に
（２）報告書作成者
廣田

健（釧路校地域学校教育専攻授業開発研究室）

（３）参加者
高嶋幸男（釧路校地域学校教育専攻授業開発研究室）、倉賀野志郎（同左）
、広重真人（同
左）
、境智洋（同左）、廣田 健（同左）

（４）活動の概要
【全体概要】
１ 授業開発コース担当教員で共同実施してきた研究室を単位とした下記の学校・地域研究活動
について、企画実施の部面だけではなく、準備段階を重視した指導方法についての改善検討を
行った。
① アラスカ体験実習
② ザンビア・プロジェクト支援
③ ベトナム体験実習
④ 標津町学習支援
⑤ サイエンスフェア（標津町（標津・薫別）
、遊学館、発明・発見クラブ支援）
⑥ 通学合宿（本別町、浦幌町、標津町）
⑦ フリースクール支援
２ 検討に当たっては、プロジェクト単位での検討会の他、関係教員において原則として毎月の
全体検討会を行い成果の積み上げを行った。
３ プロジェクト単位の検討会には、学生も参加させ、プロジェクトのふりかえりを、授業改善
につなげた。
※ 上記のように多用な実践活動を、教員の多忙化に拍車を掛けず、効率的かつ効果的に
行うために、①学生との事前準備や総括の中に指導教員が入りＦＤ活動を行うこと、②
プロジェクト間の交流については研究室会議での論議や総括発表会の場に他のプロジェ
クトの教員が参加することによって行った。このため、ＦＤの為だけの報告や総括書は
作成されておらず、別添の書類のようにプロジェクト報告や発表原稿となっている。
【アラスカ体験実習】
2009 年 9 月 21 日〜10 月 9 日に実施。教員 4 名、大学院生 1 名、学部生 10 名が参加。
アンカレッジ、デナリ国立公園、フェアバンクス地域の自然・文化及び学校教育について
観察・調査を行う。

1

【ザンビア・プロジェクト支援】
2009 年度実施の「授業開発演習」（境智洋ゼミを中心に）の中で、本学の行うザンビ
ア教育支援プロジェクトの一環で、教材「水すごろく」の作成の支援を行った。
【ベトナム体験実習】
2009 年 11 月 21 日〜27 日に実施。教員 2 名、学部学生 6 名が参加。ハノイ市内及び近
郊、ハロン湾。ESD の一環として実施「ベトナム、人と環境」社会科学的な側面に注目
した調査学習を目指した。
【標津町学習支援】
標津町からの協力要請に応じて、2009 年 8 月 6 日〜11 日に実施。教員 1 名、学部学生
13 名が参加。初回実施のために、企画内容にも重点を置いた。
【サイエンスフェア】
下記の４回に渡って町教委又は指定管理者団体協議の上で実施した。
＊ 標津町薫別サイエンスフェア＆地域行事支援 2009 年 7 月 18 日・19 日・26 日
＊ 発明・発見クラブ支援 2009 年 10 月 10 日・24 日、11 月 14 日
＊ 遊学館・科学の祭典 2009 年 11 月 3 日
＊ 標津町アスパル・サイエンスフェア＆音楽隊 2010 年 1 月 22 日・23 日
【通学合宿】
下記の３回に渡って町教委との協議の上で実施した。
＊ 本別町通学合宿支援 2009 年 6 月 14 日〜20 日
＊ 標津町通学合宿支援 2009 年 6 月 28 日〜7 月 4 日
＊ 浦幌町通学合宿支援 2009 年 10 月 12 日〜10 月 16 日
【フリースクール支援】
北海道自由が丘学園月寒スクールの学習支援を、同スクールのスタッフと本学教員の共
同指導のもとに行った。
＊ 2009 年６月 28 日〜7 月 4 日 学部学生 7 名
＊ 2009 年 9 月 27 日〜10 月 3 日 学部学生 6 名
＊ 2009 年 12 月 13 日〜12 月 19 日 学部学生 10 名
＊ 2010 年 2 月 21 日〜2 月 28 日 学部学生 7 名
同スクールで通常行われている学習課題に関する指導も行ったが、地域教材論、教育課
程論並びに卒論研究に関わる実験授業、及びサイエンスフェア等の事前実践等の企画につ
いても実施させて頂いた。

（５）得られた成果と評価，および評価の根拠資料
【全体方針と成果】
○ 今回の「教材開発における往還型・体験型プログラムの改善について」の共同 FD を実
施するに当たって、参加教員で、まず次のポイントを確認した。
① FD 成果を即時的に学生指導に生かし継続性を持たせること、及び教員の多忙化を解
消する（FD 実績の「資料づくり」が優先して、授業改善につながらないことを極力避
ける）ために、学生指導と FD をリンクさせることを追求した。
② そのために、企画実施時だけでなく、a)事前指導・事後指導を充実させること、b)
プロジェクト内及び各プロジェクト間の教員交流を重視して、指導内容についての相
互検討を行うことを確認した。
③ 事前指導については、以下の面を重視した。
＊ 運営面：教員が企画のすべて作ってしまってしまうのではなく、枠組みを与える
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にとどめ、関係者（教員・学生だけでなく、地域関係者も含めて）で集まって検討
し合うこと（そのために実行委員会方式を重視）
＊ 学習面：企画に従って、事前に学習方針を立てて計画的・定期的に準備会・学習
会を行うこと
④ 事後指導については、以下の面を重視した。
＊ 実行委員会での反省会を必ず開くように配慮したこと
＊ 報告会の開催や報告書の作成を重視して、ふり返りを確かなものにすること
＊ ふり返りで出てきたことを重視しながら、事後の授業に課題として取り込むこと
を重視たこと（体験を理論に結びつける努力をすること）
＊ プロジェクト相互の繋がりを重視したこと
⑤ 交流を重視するために定期的に教員の研究会をもつこと
○ また、年度当初に年間スケジュールを作成すると共に、プロジェクト実施に当たって
は、その概要を実施前に教員の間で確認を行った。
【全体方針に対応した個別プロジェクトの成果】
① アラスカ体験実習
＊ 事前準備について：09 年 5 月より原則月曜日の 18 時以降にアラスカ地域の学習と
実験や文化交流のための練習を行った。教員は、随時、この準備学習に参加して必要
な助言指導を行っている（学習の視点提示、調査法指導・行事計画指導等）。
＊ 事後指導について：a)報告書の作成（現在、第一次案を作成中。これをもとに討議・
研究の予定）、b)「地域教材論」等でのふり返りと発表教材の作成、c)図書館での「ア
ラスカの自然」展の実施（自然分野でのふり返りを中心に）を行った。
② ザンビア・プロジェクト支援
＊ 09 年 4 月〜8 月、本研究室２年生と３年生がゼミにおいて、ザンビアの教科書、
資料をもとに、ザンビアの水事情を調査し、すごろくにまとめた。
＊ 完成したすごろくを印刷し、中標津小学校で実践。この実践をもとに、ザンビア
のカウンターパートおよび中標津小学校教員、大学の三者で検討し、検討した内容
を学生と共に再度練り直してすごろくを完成。完成版をザンビアへ送り、ザンビア
の小学校ですごろくを行った（添付写真参照）。
＊ ザンビアでの検討事項を再度検討し、すごろくを作成。作成したすごろくでザン
ビアの教員が授業を行い、検討事項を日本に送付。その内容をもとに、最終版を完
成させ、ザンビアへ送付した。
③ ベトナム体験実習
＊ 事前学習：09 年 9 月より原則金曜日 18 時以降に、ベトナム調査の為の準備学習
を行う。教員は、学習会に参加し、調査企画と環境・歴史の学習視点について指導。
＊ 事後指導：a)2010 年 1 月 23 日開催の公開講座「ESD の現在」に向けて発表のた
めのふり返りと準備を学生と共に実施、b)訪問調査の内容を、1 年生対象の「総合
演習」において環境問題の取り組み資料とする。
④ 標津町学習支援
＊ 事前指導：新たな取り組みのために、4 月から標津町教育委員会と調整。その後、
実行委員会をつくり運営について話し合う。また、学習支援用教材の開発を行う。
＊ 実施中の工夫：「キラリン☆サポート NEWS」を発行しふり返りにつとめる。
＊ 事後学習：実行委員会として総括を行う。また、この中で指導法についての疑義
が出たため、来年度の学習支援にむけての指導学習会を「数学」を中心に行う。
⑤ サイエンスフェア
＊ いずれも、町教委・地域団体と実行委員会を組んで実施した。また、科学実験や
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音楽演奏など事前準備が必要なものが多く２ヶ月前からの準備を行っていた。
＊ 実施後は、実行委員会での反省会を実施している。
⑥ 通学合宿
＊ いずれも、町教委と実行委員会を組んで実施、企画段階から学生の参与があった。
また、実施後は、実行委員会での反省会を実施している。
⑦ フリースクール支援
＊ 同スクールでは、学生に教壇実習の機会を与えてくれるために、上記企画で行っ
たもの再実践、事前実践、卒論のための授業実践の機会にリンクさせている。授業
実施後にはスクールスタッフを含めて授業研究会を実施している。
＊なお、授業記録が作成されているが、スクールの性質上、プライバシーの問題もあ
るために実施資料などを別添していない。
＊ 本年度の卒論実践は二本「ナチス・ドイツ社会から学ぶ平和と民主主義への教訓」
「総合学習『しょうゆってなんだろう？』」。
【総括的評価】
○ 事前指導・事後指導の充実については、おおむね成功したと言える。これによって、
学生自身が企画に主体的に取り組むようになり、多忙な中でも上記に挙げたような多用
な活動を維持することが出来たからである。
○ また、体験のふり返りを授業に結びつけた（例えば、「授業開発演習」「総合演習」
「地域教材論」など）ことにより、ふり返りの効果が倍増し、授業修了後も自主ゼミ（例
えば学習支援のための「数学ゼミ」など）にもつながっている。
○ 加えて、ふり返りを FD の為だけではなく、学生指導と統一して行ったことが継続的に
かつ無理なく行えた要因と考える。
○ しかしながら、一方で、
＊ 教員が多忙であるために定期的な研究会がもてず、実施前については短期時間の集
中打ち合わせ、プロジェクト毎の企画会議、及び発表報告会での相互検討が中心に成
ってしまった。今後は勤務条件を改善し多忙化を解消して、定期的な学習会の開催を
実施すること
＊ 各プロジェクトを中心に FD を行ったため、長期的な効果がはっきりとしない等の問
題もあった。この改善のため、急遽、2010 年 2 月初めに 3・4 年生、大学院生を中心
に聞き取り調査を行ったが、まだ分析するまでに至っていない。

（６）今後期待される改善の効果
○
○

教員の間に応答性の高い指導法についての経験を蓄積できること。
事後指導の中で、報告をまとめさせる、発表させることが実践の再認識につながるこ
とが確認されたこと。
○ 理論と実践の結びつきを再考できること。

（７）成果の情報提供の状況
○

活動のダイジェストについては、研究室のホームページに掲載。
研究室のホームページの URL http://hou2.kus.hokkyodai.ac.jp/
○ 資料は、全公開をする性質でないものも多いために、問い合わせがあった場合には公
開している（プライバシーに関わる部分もあるため）。
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自主ＦＤ活動報告書
活動名：ポートフォリオを活用した、教育フィールド研究（Ⅰ・Ⅱ）における、
実践活動と理論学習との往還的教育プログラムの開発
活動責任者
所属部局名
参加者氏名
報告作成者
氏名・所属

活動の概要

得られた成
果と評価、
および評価
の根拠資料

釧路校
地域学校教育専攻 学校教育学研究室
今泉博、進藤貴美子、木戸口正宏
木戸口正宏（0154-44-3379） 北海道教育大学釧路校
kidoguchi@kus.hokkyodai.ac.jp
各回の教育フィールド研究での学校参与につき、
・参加学生に、800 字程度のエッセイを課し、毎回の経験の対象化、お
よび自身の課題について考察させた。これらのエッセイについては、
教員の添削を付した上で学生に返却した（別添資料１）
・学期末ごとにふり返り活動を行い、半年間の学校参与の経験を総括
するとともに、学生ごとに経験を共有し、次期の活動の課題につい
て考察を行った。
・あわせて現代の教育課題についての学習（課題図書の読解に基づく、
中間総括的なレポートの執筆）を通して、各人の問題関心の深化を
促した。課題図書は、志水宏吉『学力を育てる』
（岩波新書）、およ
び内田樹『下流志向』（講談社文庫）。
・年度末に、各人の実践的な課題意識・問題関心に応じて、１年間の
参与観察の結果を、エスノグラフィの手法を用いた参与観察記録と
してまとめるという課題に取り組ませた（別添資料２）。
・以上の学習活動の記録を、ポートフォリオとして整理し、一年間の
学習活動を見通せるような形で、学生自身にふり返ってもらった。
教育フィールド研究が修了した 12 月末に実施した、教員と学生とのリフ
レクション（ふり返り）活動、および年度末に学生が執筆したレポート
（参与観察記録）の内容に基づき、学生が、教育フィールド研究での経
験を、教員としての基礎的力量の形成に資する形で対象化しえたかどう
か、また対象化にあたって、教員の日常的な指導・アドバイスがどの程
度有効に働いたのかを検証した。
活動を通じて、教育フィールド研究における、学校現場での参与観察、
および授業・行事補助活動などについて、より効果的な形で理論学習と
結びつけ、もって、教員としての力量形成の基礎となすことが可能にな
ったと思われる（別添資料１・２）。また、そのような学生の自主学習を
支援する大学教員の側の指導・助言のあり方について、省察・検討を行
うことができた（別添資料１）。評価の根拠資料については、別添の学生
のレポートなどを参照されたい。
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今後期待さ
れる改善の
効果

成果の情報
提供の状況

FD の成果として、今後以下のような改善の効果が期待される。
・教育フィールド研究における学生への指導の改善（参与観察の際に注
意すべき点への意識づけ、観察のベースとなる理論学習への動機づけ、
等）
・異学年交流による学生同士での経験の伝達と、それにともなう自主的
学習の促進
・以上の活動をベースとした教員養成カリキュラムの再デザインの促進
学生の執筆したレポートについては、教育フィールド研究の協力地域で
ある弟子屈町の教育委員会・各小中学校に概要を配布する予定である。
また、新年度の研究室での新入生ガイダンスなどの場を活用して、報告
会・レポートの検討会などの実施を検討している。

以上
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二〇〇九年度有志組織によるＦＤ活動報告
2010 年 3 月 17 日（火）
（１）活動名：ＦＤ放談‐ＦＤ活動への誘い‐
（２）報告書作成者氏名と所属：旭川校漢文学研究室 大橋賢一
（３）参加者：
第一回＝江上、高橋（以上教育）
、大橋、作田（以上国語）、角（社会）、関口（理科）、名達（美術）
第二回＝江上・黒谷・高橋（以上教育）、大橋（国語）、海老名・角（社会）、関口（理科）、岡田（家庭科）、
名達・八重樫（美術）
第三回＝江上・高橋（以上教育）、大橋（国語）
、十枝内（英語）海老名・角（社会）、久保（数学）、名達
（美術）
第四回＝江上・大久保・懸田・黒谷・高橋（以上教育）
、大橋・作田（国語）
、小出（体育）
、海老名・角（社
会）、名達（美術）
（４）活動概要：本学におけるＦＤ活動は、個人レベルでの活動が中心で、教員組織全体のＦＤ活動はよう
やく緒に就いたばかりである。こうした教員組織全体のＦＤ活動を活性化させるためには、これまで蓄積し
てきた個人レベルの活動成果をはじめ、ＦＤ活動に関する様々な情報を、教員間で共有することが不可欠で
ある。しかし、そうしたＦＤに関する情報を教員間で共有するための環境が十分に整っているわけではない。
そうだとすれば、ＦＤに関する情報・意見を自由に交わすことができる場の設定こそが、今もっとも必要と
されていることである。本企画では、旭川校教員組織全体の資質向上を目指し、教員同士が教科の枠組みを
こえ、ＦＤに関する疑問や悩み、あるいは自らの工夫を気安く語り合える場を定期的に設定する。こうした
ＦＤに関して自由に語り合える場を設定し、教員同士の活発な意見交換を促すことで、ＦＤに関する情報の
共有化をはかりつつ、ＦＤ活動に対する教員のモチベーションを高めていこうとするものである。
＜活動形態としては、後期から活動を開始した。二か月に一回をめどに、参加者のうちの何人かにＦＤに関
する話題提供をお願いし、それに基づき参加者が自由に意見交換を行った。発表者は以下の通りである。
第一回：
「国語教育専攻漢文学研究室の４年間におけるプラン」
大橋賢一（国語）、2009 年 11 月 12 日 於やしま
18:00~19:00 〈司会〉大橋 〈記録〉大橋
第二回：
「個人的な講義・演習の「改良」に関する覚書」
角一典（社会）
、2009 年 12 月 8 日 於交流室
17:00~18:30 〈司会〉大橋 〈記録〉大橋
第三回：
「造形教育ゼミにおける学生の授業実践力を高めるための取り組み」
名達英詔（美術）、2010 年 2 月 10 日 於交流室
17:00~18:30 〈司会〉大橋 〈記録〉江上
第四回：
「問いを立てて作品を読む」
高橋亜希子（教育）、2010 年 3 月 11 日 於特別会議室 17:00~18:45 〈司会〉大橋 〈記録〉江上
（５）得られた成果と評価、及び評価の根 拠資料 ：
成果：
①他専攻の理解が、浅かったということが改めて自覚できたという点
②各自がそれぞれ似たような悩みを持ちつつ、講義を工夫していたことが理解できた点
③自分以外の先生方から、自分の講義でも活かせるような工夫を知ることができた点
④参加者一同、学生を大切にしつつ、自身の研究も深めていこうという共通認識がもてた点
評価：
①発表者が自分の講義についてレジメにまとめたことは、自身の講義を客観的に捉えなおすことができた
という点で評価に値する。
②単に発表をし、勝手気ままに話して終りということはせず、各発表ごとに報告書をまとめ、改めてその
会で得られたことをみることができるようにまとめたことも評価に値する。
評価の根拠資料：別添
（６）今後期待される改善の効果：
ＦＤに関する理解が深まり、その必要性を自覚することで、ＦＤに対する参加教員のモチベーションを高
められるだろう。また、ＦＤに対する教員のモチベーションが高まることで、各教員が授業やシラバス改善
等に積極的に取り組むことができるようになるだろう。何よりも、時期からの講義を考える際の多くのヒン
トが得られたことで、講義がよりよいものに改善されるであろう。
（７）成果情報提供の状況：
参加者には、会合終了後に報告書をだしており、改めて考える機会が得られるように工夫した。また、今
後ＨＰに載せるかもしれない。
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自主ＦＤ活動報告書
活動名

教養体育における運動指針

活動責任者
所属部局名
活動責任者氏
名
活動責任者
連 絡 先

旭川校
保健体育分野

参加者氏名と
所属

（旭川校）小出高義

古川 善夫
０１６６‐５９―１３４１
yoshio@asa.hokkyodai.ac.jp
村田芳久

・体力向上のために自己にあった運動の行い方ができることを目標に
して、体力テストを実施した。
・日常生活の中で継続できる運動である「ウォーキング＆ジョギング」
を５週に渡って単元として行い、運動記録ノートを活用して授業改善
を行った。

活動の概要

1 時限
目
(5/19
)

2 時限
目
(5/26)

5 分間の
ウ ォ ー
キ ン グ
と ジ ョ
ギング

15 分間の
ウォーキ
ングとジ
ョギング

単元計画
3 時限目
4 時限
(6/2)
目
(6/9)
15 分間のグル
ープ
ジョ
ギング

15 分間の
個人ペー
スでのジ
ョギング

5 時限目
(6/16)

5 分間のジョ
ギング 、 運
動計画の作成

・評価規準の設定
①運動の技能、②知識・理解、③思考・判断④関心・意欲・態度の
4 観点について、評価の具体をそれぞれ授業時に設定し、A.「充分満
足」、B.「おおむね満足」、C.「指導の手立てを要する」の 3 段階で評
価した。
・学生評価
指導の前・後において運動有能感と持久走についての感想を調査し
た。
・ジョギングの動作分析
5 分間の心地よいペースでのジョギングを行い、距離、心拍数、主
観的運動強度(RPE)を測定した。その結果、授業により動作が改善さ
れた。
・歩数の調査

- 50 -

授業最終日をはさんだ前後 1 週間の計 2 週間にわたって歩数を、電
子万歩計(ライフコーダープラス，スズケン社)を用いて計測した。

・15 分間心地よいペースでジョギングすること(運動の技能)、意欲的
で自主的にジョギング運動に取り組むこと(関心・意欲，態度)に指導
の手立てを要する C 評価の者はみられなかった。
得られた成果
と評価，およ
び評価の根拠
資料

・心拍数を正しく測定し、運動の強度を知り、調整すること(知識・
理解、思考･判断)では、C 評価の者が 7 名おり、心拍数の測定方法の
確認、記入についての指導を各時間で繰り返し行った。
・持久走についての感想は「こころよい気持ちになる」
、
「走った後は
満足感がある」、「喜びを感じることが多い」は有意に増加し、「少し
もおもしろくない」
、「みじめさを感じる」は有意に減少した。なお、
認知面の「気分転換として役に立つ」は有意に向上した。

・女子学生を対象としてジョギング運動を週 1 回 30 分、5 週間に渡っ
て指導したことにより、持久走についての感想は、快感情が高まり、
不快感情が低下した。このことにより、運動の日常化が期待され、学
生の体力向上が期待される。

今後期待され
る改善の効果

・ジョギング動作のピッチも改善され、5 分間走の距離が伸びたこと
より、ジョギングを教養体育に取り入れる妥当性が確認された。
・運動の計画を各自立てることはできたが、ウォーキング運動に比べ
ジョギング運動を生活の中で取り組むことが困難であることが判明
した。従って、エアロビクス運動の導入などが今後の課題となる。
・教養体育の中に健康に生活する体力の向上をはかるために、厚生労
働省の「運動指針２００６」を利用することが可能であり、授業の中
で必ず取り上げるようにする。
日本体操学会誌『体操ジャーナル』投稿予定

成果の情報
提供の状況
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