Title

北海道教育大学平成22年度FD活動の記録

Author(s)
Citation
Issue Date

2011‑03

URL

http://s‑ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/2826

Rights

Hokkaido University of Education

北海道教育大学
平成 22 年度 FD 活動の記録

平成 23 年 3 月
教育改革室
大学教育開発センター

目

次

平成 22 年度の FD 活動

1

平成 22 年度第 1 回 FD 合同会議資料

3

平成 22 年度第 1 回 FD 合同会議議事要旨

4

成績分布分析結果報告（例）

6

授業評価アンケート結果への組織的な対応（例）

8

自主 FD 活動企画書例（シラバス改善）

10

大学教育開発センター主催シラバス作成ワークショップ実施報告

11

平成 22 年度札幌校 FD 活動報告書

21

平成 22 年度旭川校 FD 活動報告書

23

平成 22 年度釧路校 FD 活動報告書

24

平成 22 年度函館校 FD 活動報告書

25

平成 22 年度岩見沢校 FD 活動報告書

26

平成 22 年度教員協議会分科会報告

31

平成 22 年度北海道地区 FD・SD 推進協議会総会報告

33

キャンパスコンソーシアム函館合同 FD のつどい報告

35

対応が難しい学生・院生の理解と対応

37

活動報告

大学改革推進事業「質の高い大学教育推進プログラム」
フォーラム 2010：教職実践演習に向けたカリキュラム開発

40

双方向遠隔授業システムを活用した公開授業「生物の科学 II*」

42

FD アクション・プラン 2011-2015

44

旭川校 FD 活動資料

49

参考資料：FD マップ

60

参考資料：函館校における FD の実践 2010 目次

61

平成 22 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 22 年度の北海道教育大学の FD 活動は，関係部局のプロジェクトや第二期中期
計画の年度計画と密接に連携して展開している点に特徴がある。関連プロジェクト等と
して 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」）， 3 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」），中期計画番号３「単位の実質化を実現するために，CAP 制，GPA 制度，シ
ラバスの作成と活用，厳格な成績評価等の一体的運用を推進する。」，中期計画番号 10
「教育活動の評価の利用を含め，全教員による授業改善の実施体制を充実させ，教育の
質の恒常的改善を行う。」，と連携して活動した。また，中期計画番号 47「FD・SD を効
果的に実施するためのアクション・プランを策定し，組織的に能力開発に取組む。」の
活動として，FD アクション・プランの策定に取組んだ。
以前より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。シラバス改善活動は，「学士力プロジェクト」に先駆け
て開始された，本学独自の FD 活動である。この活動は，シラバス改善が今後の大学教
育改善活動の根幹となるとの認識から始まったものであり，「学士力プロジェクト」は
その認識を追認したものと言える。またこの取組みは，中期計画番号３に関わるもので
ある。
今年度のシラバスワークショップ（WS）は，ディプロマ・ポリシー（DP）との関連
で到達目標を記述し，それに対応した評価基準・評価方法を示す事に重点を置き，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（22 年度版）」を作成し，配布した。
「学士力プロジェクト」では，WS での DP の必要性の認識形成および到達目標の記
述と歩調を合わせて，カリキュラム・マップ（CM）の作成に着手し，各専攻の CM は
完成間近となっている。CM 作成の過程で変更したシラバスの到達目標の記述は，シラ
バス変更の際に実際のシラバスに反映される。
今年度で終了する「往還型カリキュラムプロジェクト」の取組みの成果としても，
CM の考え方が浸透したことが挙げられる。教職実践演習開講に向けた今後の継続的な
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取組みが期待される。
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。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需要であると考え，本報告書にも
多数の自主的活動の報告を掲載した。
北海道内の高等教育機関の FD・SD 活動の情報交換を主な目的とする活動として，
「北
海道地区 FD・SD 推進協議会」が昨年度発足し，北海道教育大学は幹事校として参加し
ている。今年度は，総会と情報交換会が開催されたが，他大学の取組みを参考にする上
で重要な組織であると認識している。
今年度の大きな成果として，FD アクション・プランの策定がある。次年度以降，本
プランを実現することが求められる。しかし，我国の大学の FD 活動は歴史が浅く，我々
の感覚に合う FD 活動を模索している段階にあると言える。また，大学の性格や職員の
意識レベルに合わせた FD 活動の構想も必要である。この点で言えば，本学の各キャン
パスは FD 活動に関しては同一のレベルにはなく，所属教員の意識も多様である。さら
に，日頃の教育改善活動を掘り起こす作業も重要である。この観点から，プランにある
ように，みなおしの作業をすることは非常に重要であると言える。
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22年6月23日

平成22年度FD活動について

教育改革室
大学教育開発センター

FD活動に関し，「学士力プロジェクト」等との連携関係を整理して考える必要がある。
（１）プロジェクト等の取り組みの一部をFD活動と捉え，連携して推進する。
（２）連携を取りつつも，プロジェクトの及ばない，例えば「授業公開」や「授業評価ア
ンケート結果への対応」，「成績分布分析」などの「自主的」性格の強い活動を奨励する。

具体的な活動を列挙する。
（１）大学教育開発センターは，初任者に対しシラバス作成ワークショップを開催する。
若手教員も希望があればこれに加える。
（２）大学教育開発センターは，各校FD委員会や教育コーディネーターと協同し，必要に
応じてワークショプや講習会を開催する。
（３）FD活動合同会議として，「授業公開」を教員に呼びかける。必要に応じてセンター
員が出向き，意見交換会などを開催する。
（４）少人数での「シラバス研究会」，「教員の協働によるシラバス作成WS」などの，シ
ラバス作成に係る自主的FD活動の開催を，合同会議として呼びかける。この場合，講
習を受けた教員が必ずメンバーに入っていることとする。
（５）自主的な FD 活動として，「授業評価アンケート結果への組織的対応」や「成績分布
分析」などを例示し，開催を合同会議から呼びかける。
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平成 22 年度 FD 合同会議議事要旨
平成 22 年 6 月 23 日 9:00〜10:00 TV 会議システム
議題（１）平成 22 年度の大学教育開発センターが関わる FD 活動について
資料２に関し松橋特別補佐から説明があった。初任者に対するシラバスワークショップは
８〜９月に札幌で開催することが説明された。
昨年度のシラバスワークショップについて参加数にキャンパスによって大きな差があるこ
とから、開催の必要性については各校の委員会の判断によることが説明された。ワークシ
ョップの内容は、昨年度と同様なものと一歩進んだものを想定していて、内容の選択につ
いても各校の判断を尊重することが、鈴木主任センター員から説明された。ワークショッ
プ開催に時期について、８〜９月に集中すると思われるので、早めに相談してほしい旨、
要請があった。
合同会議として、「公開授業」開催を呼びかけることとした。必要があればセンターが支援
することが説明された。
自主ＦＤとして、
「シラバス研究会」、
「教員の協働によるシラバス作成ＷＳ」
（資料５‐１）、
「授業評価アンケート結果への組織的な対応」（資料３）、「成績分布分析」（資料４）を呼
びかけることとした。
「教員の協働によるシラバス作成ＷＳ」は、学士力プロジェクトおよ
び往還型カリキュラムＧＰに関係する取組であること、
「成績分布分析」は「成績の評価方
法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する要項」の第８の（３）前号ア及び
イの資料に基づき，各専攻・コース等において成績評価の適正化について検討しなければ
ならない。
」に規定された活動であるが、ここ数年はＦＤ活動として試験的に実施すること
としたい旨が説明された。
「シラバス研究会」、「教員の協働によるシラバス作成ＷＳ」の開催に際しては、研修を受
けた教員が入っていることを原則とすることが説明された。
議題（２）自主ＦＤの例示について
自主ＦＤ活動の例示として、「教員の協働によるシラバス作成ＷＳ」（資料５‐１）、「授業
評価アンケート結果への組織的な対応」
（資料３）、
「成績分布分析」
（資料４）が提出され、
教員に例示することが了承された。
議題（３）全学規模の自主ＦＤ活動の認定について
自主ＦＤ活動として、札幌校１件、函館校７件（内１件は全学規模）、旭川校１件が紹介さ
れた。全学規模の申請に関し、参加の募集が専攻に閉じているので、函館校に戻すことと
した。キャンパス規模の活動については、各校で検討することとした。自主ＦＤの申請は
一度締め切っているが、随時募集することとしているので、全学規模の申請については教
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育改革室あるいは大学教育開発センターで、キャンパス規模のものは各校の委員会で認定
することとした。松橋特別補佐から、各校に閉じた活動であっても情報をＦＤカレンダー
に集約して提供したいので、情報提供をお願いしたい旨要請があった。
議題（４）ＦＤ活動のアクションプラン策定について
１２月末までにＦＤ合同会議として案を作成し、教育研究委員会に報告し承認を得ること
とが説明された。それまでにセンターあるいは教育改革室で案を作成し、合同会議を数回
のＴＶ会議あるいは招集会議を開催して策定することとした。
報告
釧路校
資料５‐２に沿って開催済み、予定の活動について説明があった。釧路校池田委員より参
加教員名について質問があり、
「報告書」は人数等の実績で十分であるが、エントリー制度
の方は、年間最低一つの活動に参加するというのが趣旨であるので、氏名の報告が必要で
あることが、松橋特別補佐から説明された。札幌校森田委員より、活動への参加に関しど
うやって把握するのか質問があり、松橋特別補佐から最終調査は各教員からの申告による
ものとしたい旨が説明された。調査方法についてはその時期までに例を示すことが表明さ
れた。
札幌校
9/17 にメンタルヘルスに関する講習会などを開催する予定であるが、内容は未定であるこ
とが報告された。
函館校
6 件の自主ＦＤの申請のうち、5 件を承認すること、エントリーを一度締め切ったがエント
リーしていない教員がいること、公開授業、ワークショップの開催を検討していることが
報告された。
旭川校
授業公開を開催すること、自主的な活動の掘り起こしを計画していることが報告された。
岩見沢校
来週にＦＤ委員会を開催し、そこで議論する予定であることが説明された。
松橋特別補佐より、各校の報告を文書にするよう、依頼があった。
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成績分布分析結果報告（例）

科目名：物質とエネルギー

担当教員：松橋博美

開講時期：平成２１年度前期

受講者数：34 名

分析者：UK，NK，MU，松橋（物質・エネルギー環境科学分野）

（１）受講者の概要と成績分布
当該科目の成績分布を下の図に示す。対象学年の学生数 20 名に対し 34 名が受講してい
ることから，再履修者が多数であることが分かる。全体および函館校の平均分布に比較し，
A~C が少なく F が極端に多い。

１）シラバスに記載の到達目標
（１）化学反応について、自発的な方向や平衡およびその速度について積極的に知ろうと
する。
（２）与えられた条件に関し、化学反応の自発的な方向や平衡およびその速度について、
定性的および定量的に扱うことができる。
（３）化学反応に伴って発生するエネルギーに関し、その利用について定性的および定量
的に扱うことができる。
（４）化学反応の速度について熱力学との関連を知り、定量的な扱いができる。
（５）実際の測定データから、熱力学的、速度論的な値を計算することができる。
（６）多くの自然現象に関わる物資とエネルギーの変化を、理論的に説明することができ
る。
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２）到達目標の分析
当該科目は，環境科学専攻物質・エネルギー環境科学分野の必修科目で，「分子の性質に
関する化学的基礎概念の修得を目的」とした科目である。扱っている内容は，化学熱力学
の基本的な部分であり，当該分野においては，その後の学修の基礎知識と言えるものであ
る。知識・理解としては，
「定性的および定量的に扱う」，また「計算」や「理論的に説明」
することができる技能を目標とし，興味・関心の観点からは，
「積極的に知ろうとする」こ
とを目標としている。
「化学反応がどのような要因によって規定されるかを理解する」とい
う目的と化学熱力学の基本的な内容という観点からは，妥当な到達目標と言える。

３）評価方法
評価は，毎回の課題レポート（10 %），最終試験(90 %)で行っている。割合としては最終
試験に偏っている傾向があると言える。課題，試験とも，講義記録と比較して授業内容，
レベルに合致していると分析できる。知識・理解の評価に偏り，興味・関心の観点の評価
がレポートだけであり，割合も 10 %と少ない点に問題はないか，検討課題である。

４）成績評価結果の問題点
授業内容は妥当であり，評価方法もやや問題点があるものの妥当性が高いと言えるが，
成績不良者，特に F 評価が多いことは問題である。この分野の授業は，どこの大学でも人
気がなく学生に敬遠されていることや，じっくり取り組まないと理解できない内容である
ことを考慮すると，この分布について理解できないことはない。成績不良者が多いからと
言って，授業内容のレベルを下げることは，分野の教育の観点から得策ではない。成績不
良者が多い実態に鑑み，教授方法などの改善の努力が望まれる。

５）改善の視点
（１）興味・関心の観点の評価方法を工夫するとともに，割合を増やす。
（２）成績不良者を少なくするため，教授方法などを工夫する。
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授業評価アンケート結果への組織的な対応（例）

＊＊コースの教員＊名で，授業評価アンケート結果を持ち寄り，満足できなかった理由
を比較分析し，共通する部分を抽出して以下の対応をとることとした。対応策は，学生向
けに掲示することとした。

（１）授業態度について
教員の態度については記述はなかった。下のように学生に注意しないことが指摘されて
いた。
・寝ている人が多かったが、先生はあまり注意していなかった。

各教員とも，居眠りの学生を発見した場合には注意しているとのことであった。今後も
注意を徹底することとした。

（２）レポートやテストについて
・板書の少なさと先生が出席を取らないので、テストですべてを決めるところ。
・普段の授業は出席は人が全然いなくて、テストの時だけたくさん人がいたので、出席を
とるべきだと思う。
・授業内容と、演習・テスト内容のレベルのギャップに納得がいかない。

テストだけで成績を決めること，テストのレベルが授業から予想されるものと異なるこ
とが指摘されていた。評価を試験だけではなく，レポートなども取り入れこのことは「シ
ラバス作成の手引き」にも記載されている。知識・技能だけではなく興味・関心なども評
価の観点とし，評価材料を多様にすることを申し合せた。
テストのレベルが授業から予想されるものと異なるという印象を与えたのは，到達目標
の表現が曖昧であったことが原因と考えられる。各科目で到達目標をカリキュラム・マッ
プに沿って詳細に記述することを申し合せた。

・教科書が多くて毎回持参するのは少し重かったので、次回の講義ではどの教科書を使っ
てどの教科書は不要なのかの指示もあればありがたかった。

これは，教員はシラバスに示したつもりでも，授業計画の記述が曖昧であったことが原
因であると思われる。この点に関してもシラバスの充実が求められる。
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（３）授業の進行について
・もうすこし、授業スピードが速くてもいいような気がした。
・進め方がハイペースに感じました。ノートを取る側へもう少し配慮して頂きたい。
・授業のリズムについて行くことができず、苦労した．また、専門的な内容の理解・が中
途半端になってしまい、テスト勉強の時に苦労した．

授業の進行については，速すぎるという意見と，もっと速くて良いという意見があり，
全体的な傾向は見られなかった。これらの意見は，学生の理解度を把握していれば出ない
と思われる。毎回，学生の理解度を何らかの形でチェックすることが求められると総括し
た。

（４）プリントやパワーポイント資料について
・ほとんどプリントを読み上げるような説明だった。分かりやすかったが、分かりづらい
ところは板書で丁寧に説明して欲しかった。
・スライドをノート中に説明をされると聞けない事。
・板書の形式。メモのように単語を書かれると話を聞いても後で気がついたら筋道がわか
らなくなることがありました。それに黒板のスペースをめいっぱい使うのはいいのですが
こちらがノートを取りやすいような配慮もほしかったです。

板書やパワーポイント資料について，教員のスキルのレベルが全体に低いとの意見があ
った。山形大学のウェッブに FD のビデオがあることが紹介され，それを参考に各自でスキ
ルアップを図ることを申し合せた。
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様式
自主 FD 活動企画書（例）
活動責任者
氏名
活動責任者
所属
活動責任者
連絡先
活動の名称

活動の概要
（日程や中
期計画，各
種プロジェ
クト等との
関係の説明
を含む）

予想される
効果

成果の評価
方法（予想
される効果
を適切に評
価するため
の方法）
情報発信・
共有の方法

□□□□□
□□校

申請の範囲

全学

キャンパス（□□

校）内

構成員の協働による分野専門科目のシラバス作成
概要：
「学士力プロジェクト」の活動にシラバス充実があるが，現在のところ当該分野では，
一部の科目でシラバスが未入力であり，教職チェックリストに関してはほとんどの科目で
チェックが入っていない。
一方，当該分野では実質的な学生教育の実現を目指し，カリキュラム変更を計画してい
る。本活動では，ここでの議論を科目の配置だけに限らず，授業内容にまで踏み込み，教
育課程全体の改善に結びつけることを目的とし，手始めとして分野の全科目でのシラバス
作成と教職チェックリストへの入力を目指して，所属教員の協働でこれを行うものである。
議論の結果明らかとなる科目の相互の関係，および各科目と育成する資質との関係をまと
め，所属学生に対して公表することを計画する。
本活動は，充実したシラバス作成の観点から，「学士力プロジェクト」に資するものであ
る。また「教職チェックリスト」への入力は，GP の活動に協力するものである。また，所
属教員の協働による教育課程の改善は，
「学士力プロジェクト」の今後の活動を先取りする
ものと言える。
本活動は分野の教育に深く関わると同時に，他分野の教員では理解できない学生の資質
なども検討の材料であることから，参加者の募集は行わず分野所属教員だけで実施する。

（１）全シラバス，全チェックリストへの入力が完了する。
（２）分野の教育課程に関し，教員間での共通理解が進む。
（３）各科目の到達目標が明らかになる。
（４）科目間の相互の関係は明らかになる。

（１）全科目でシラバス，チェックリストが入力されているかを確認する。
（２）後期の授業評価アンケートで，シラバスの記載に関する部分を取り出し分析する。
（３）科目の相互の関係，および各科目と育成する資質との関係について，学生の意見を
聴取し，分析する。

科目の相互の関係，および各科目と育成する資質との関係について，学生向けに掲示する
とともに，報告書とウエッブで公開する。
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シラバスワークショップ事業実施記録
平成 22 年 2 月 18 日

事業名
・シラバスワークショップ
担当
・大学教育開発センター、教育改革室
目的
（１）ＤＰ・ＣＰと到達目標・授業計画・成績評価の相互関係を知り、実際のシラバスに反
映させる。
（２）自分の授業に関して考えていることを教員間で共有しシラバス作成に活かす。
（３）平成 22 年度用シラバス作成に資する。
目標
（１）中教審答申を通して高等教育を巡る社会状況の認識を深める。
（２）シラバスの位置付けを学生、教員、職員の立場から見直してみる。
（３）教育目標や成績評価の方法について知見を深め、教員相互の情報共有をする。
（４）学習成果プロフィールを出発点として、他の教科・科目との関連を知る。
実施体制
・大学教育開発センター（鈴木輝明、福井昌樹、伊田勝憲）
・教育改革室（松橋博美）
・各校担当者（各校統括教育コーディネータ、札幌校；高久元、函館校；紀藤典夫、旭川校；
伊藤一男、釧路校；杉山佳彦、岩見沢校；新井義史）
・修学支援グループ及び各校学務グループ職員
実施日及び参加者
札幌校 11 月 4 日（15 名）、旭川校；8 月 30 日（22 名）、釧路校；9 月 3 日（21 名）、
函館校；9 月 21 日（27 名）、岩見沢校；8 月 25 日（22 名）
共催・後援機関等
・

なし

事業の内容
・前半でシラバスを巡っての状況について話題を提供し、情報の共有化を図り、シラバスに
関する中教審答申に見られる教育目標や成績評価の方法等について学んだ。
・後半では、各人がプレワーク１として自分の授業のカリキュラム上の位置づけを考え、プ
レワーク２として到達目標や授業内容について標準性と多様性という観点から分析を試み
た。
・本ワークとして自分の授業について到達目標や評価について整理を試みて貰った。
・次いで、自分の授業と関連すると予想される必要な協議事項について挙げて貰った。
・ワーク終了後、感想・アンケート等を取りまとめた。
参加者

札幌校；15 名、函館校 27 名、旭川校：22 名、釧路校 21 名、岩見沢校；22 名
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経費

不明

アンケート調査
（調査内容）参加の動機、ワークショップの有効性の確認、ワークショップに期待する内容、
自由記述
（回答者）
札幌校；14 名、旭川校；函館校；14 名、釧路校；14 名、函館校；20 名、
岩見沢校；14 名
事業に対する評価等
該当する中期計画
・
キーワード
・
合議部局
・
審議期間

なし

広報の有無
・未定
報告書の作成
・無
ホームページへの掲載
・シラバス作成の手引きを掲載予定
その他必要と思われる事項
・なし
添付資料
・アンケート集計結果
・ワークショップ資料
・ワークシート

アンケート集計結果
シラバスＷＳ（札幌校

2010.11.04）アンケート集計結果

１． 参加の動機（回答者１４名、複数回答あり）
ア． 担当なので

１（８％）

イ． 興味があったから

３（２７％）

ウ． 誘われて

０（０％）

エ． 大事なことなので

７（５４％）

オ． その他

２（１５％）
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２． どの程度参考になりましたか。
度参考になった

（Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程

Ｄ．参考にならなかった）

（１） 中教審答申から見たシラバスの課題
Ａ

５（３８％）

Ｂ

６（４６％）

Ｃ

２（１５％）

Ｄ

０（０％）

（２） 学生、職員、教員の立場からのシラバス理解
Ａ.

７（５４％）

Ｂ.

４（３１％）

Ｃ.

２（１５％）

Ｄ.

０（０％）

（３） 一般目標と到達目標、授業計画及び成績評価についての知見
Ａ.

８（６２％）

Ｂ.

３（２３％）

Ｃ.

１（８％）

Ｄ.

１（８％）

Ｃ.

１（８％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

１（８％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

１（８％）

Ｄ.

０（０％）

（４） プレワーク・授業科目の位置づけ
Ａ.

７（５４％）

Ｂ.

５（３８％）

（５） プレワーク・多様性と標準性について
Ａ.

６（４６％）

Ｂ.

６（４６％）

（６） ワーク・教育目標と評価目標の対応関係
Ａ.

５（３８％）

Ｂ.

７（５４％）

３．今後のシラバスＷＳに期待することについて、○印をつけるか、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（５４％）

Ｂ.３（２３％）

Ｃ.３（２３％）

Ｄ.０（０％）

（２）教育目標の立て方

Ａ.７（５４％）

Ｂ.５（３８％）

Ｃ.１（８％）

Ｄ.０（０％）

（３）成績評価について

Ａ.８（６２％）

Ｂ.４（３１％）

Ｃ.１（８％）

Ｄ.０（０％）

（４）授業方略について

Ａ.６（４６％）

Ｂ.６（４６％）

Ｃ.１（８％）

Ｄ.０（０％）

（５）その他（ご記入ください）
・シラバスの「授業の目標」と「到達目標」を別の欄に分ける必要があるのでしょうか？違いは
理解できますが、分けて書こうとすると両者の関連についても書かなければならないので、か
なり冗長になってしまいます。
・上記でのＡは学び考えたいということで、提供してくれる内容ごとに賛成ということではあり
ません。
・成績評価について、実技等の試験の評価方法が難しく（複数の教員で審査するため）今後検討
していきたい。
・シラバス項目の精選
・他の教員の授業内容を知りたい人は多いと思うので、グループで各自のやり方をディスカッシ
ョンする形式にしてはどうでしょう。
４

その他、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。
・本日のワークショップ大変ありがとうございました。とても充実した資料と内容だったと思い
ます。教科（教育部分）によってはシラバスの書き方に自由度の広がりがあってもいいのでは
ないかと思います。
・ありがとうございました。
・旭川で受けることができなかったのでとてもよかったです。ありがとうございます。今後とも
よろしくお願いします。
・素晴らしい内容でした。大変勉強になりました。本学のシラバスの項目は多様であり、記入す
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るだけで大きな労力を要します。項目について見直し精選をお願いしたい。
・シラバスは時刻表のようなものとの説明があったが、やはりあまり詳細に記入すると自由度が
損なわれる感じは否めない。
・よくまとまっていました。お疲れさまでした。

シラバスＷＳ（旭川校

2010.08.30）アンケート集計結果

１．参加の動機（回答者１４名、複数回答あり）
カ． 担当なので

４（２９％）

キ． 興味があったから

３（２１％）

ク． 誘われて

１（７％）

ケ． 大事なことなので

６（４３％）

コ． その他

０（０％）

２．どの程度参考になりましたか。
度参考になった

（Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程

Ｄ．参考にならなかった）

（１）中教審答申から見たシラバスの課題
Ａ

２（１８％）

Ｂ

６（５５％）

Ｃ

３（２７％）

Ｄ

０（０％）

（２）学生、職員、教員の立場からのシラバス理解
Ａ.

２（１８％）

Ｂ.

５（４５％）

Ｃ.

３（２７％）

Ｄ.

１（９％）

（３）一般目標と到達目標、授業計画及び成績評価についての知見
Ａ.

３（２７％）

Ｂ.

０（０％）

Ｃ.

７（６４％）

Ｄ.

１（９％）

（４）プレワーク・授業科目の位置づけ
Ａ.

３（２５％）

Ｂ.

２（１７％）

Ｃ.

６（５０％）

Ｄ.

１（８％）

Ｃ.

３（２７％）

Ｄ.

１（９％）

（５）プレワーク・多様性と標準性について
Ａ.

３（２７％）

Ｂ.

４（３６％）

（６）ワーク・教育目標と評価目標の対応関係
Ａ.

３（２７％）

Ｂ.

１（９％）

Ｃ.

６（５５％）

Ｄ.

１（９％）

３．今後のシラバスＷＳに期待することについて、○印をつけるか、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（３０％）

Ｂ.６（６０％）

Ｃ.１（１０％）

Ｄ.０（０％）

（２）教育目標の立て方

Ａ.３（３０％）

Ｂ.４（４０％）

Ｃ.３（３０％）

Ｄ.０（０％）

（３）成績評価について

Ａ.２（２２％）

Ｂ.７（７８％）

Ｃ.０（０％）

Ｄ.０（０％）

（４）授業方略について

Ａ.２（２０％） Ｂ.５（５０％）

Ｃ.２（２０％） Ｄ.１（１０％）

（５）その他（ご記入ください）
・プレワーク１，２が今後のシラバス、カリキュラム作成のためにどのように機能、重点化される
かが、示されることで、今回のワークショップの狙いがより鮮明化したのではないかと考えます。
例えば、大学としてふさわしい学びとミニマムエッセンシャルズへの意識付け等。
４

その他、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。

・具体的にシラバスをどのように書けばいいのか聞きたかった。
・唯一、「何回休んでよい」とかいてはいけないこと、「期末試験」だけでは駄目という部分のみ参考
になった。それ以外は何の役に立つのか分からなかった。
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・出口保証という観点でシラバスを精緻化することに反対はしませんが、明確である、分かりやすい、
という点も重要な点ではないかと思います。１科目数ページにわたるようなシラバスを学生が本当
に読むのか疑問に思います。簡潔に提示することも大切だと思いますので、Ａ４一枚超えるような
シラバスがいいのかどうかは検討の余地があるのではないでしょうか。
・多くの教員に対しては、もっと系統だったワークショップが良いのではないでしょうか。
・学習に対する学生の動機づけについてシラバス、カリキュラムに反映されることが期待できる知見、
情報、本学での取り組みなどに関する講義、ワークショップ等設けられることを期待します。
・2 時間ぐらいが良いと思う。
・大変参考になりました。直接意見を述べましたように、教員養成３キャンパスと他の２キャンパス
のシラバスの形式が同じで良いのか（到達目標やチェックリスト等々）、評価そのものの考え方等、
今後議論が必要と考えています。こうした議論が本学の教育の向上につながるものであると考えて
います。
（コンピュータに入れる際、入力可能な時間が決められています。あれは何とかならないのでしょう
か、先日も 2 回も消えてしまいがっかりしました。）
・自分の専門分野の内容を学生に説明しているならば、それは大まかに言うとこういうことだと事前
に説明できないわけがないが、そこが難しいという。説明責任が問われる現在、授業前に説明して
おくことが求められているが、そこを求められるとこまる従前タイプの先生方は抵抗感があるので
はないか。教師として授業改善を考えていく先生とそうでない先生の温度差は大きな差となって出
て来ると思われる。学生もしくは外部の人がそれらのシラバスを見たとき統一感が無く、不信感が
生じるのではないかと思う。自由人としての大学教員を選んだ先生方はそこすら危機感無く通過し
ていき授業を受けた学生から不満が出てくることが予想される。このような場に来られていない先
生方にどのように必要間をもって頂くか、などつまらないことばかりを考えてしまいました。

シラバスＷＳ（釧路校

2010.09.035）アンケート集計結果

１．参加の動機（回答者１４名、複数回答あり）
サ． 担当なので

４（４４％）

シ． 興味があったから

１（１１％）

ス． 誘われて

１（１１％）

セ． 大事なことなので

２（２２％）

ソ． その他

１（１１％）

２．どの程度参考になりましたか。
度参考になった

（Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程

Ｄ．参考にならなかった）

（１）中教審答申から見たシラバスの課題
Ａ

０（０％）

Ｂ

５（５６％）

Ｃ

４（４４％）

Ｄ

０（０％）

（２）学生、職員、教員の立場からのシラバス理解
Ａ.

３（３３％）

Ｂ.

４（４４％）

Ｃ.

２（２２％）

Ｄ.

０（０％）

Ｄ.

０（０％）

（３）一般目標と到達目標、授業計画及び成績評価についての知見
Ａ.

２（２２％）

Ｂ.

３（３３％）
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Ｃ.

４（４４％）

（４）プレワーク・授業科目の位置づけ
Ａ.

３（４３％）

Ｂ.

２（２９％）

Ｃ.

２（２９％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

３（４３％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

２（２８％）

Ｄ.

０（０％）

（５）プレワーク・多様性と標準性について
Ａ.

３（４３％）

Ｂ.

１（１４％）

（６）ワーク・教育目標と評価目標の対応関係
Ａ.

１（１４％）

Ｂ.

４（５７％）

３．今後のシラバスＷＳに期待することについて、○印をつけるか、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（３３％） Ｂ.２（２２％）

Ｃ.３（３３％） Ｄ.１（１１％）

（２）教育目標の立て方

Ａ.１（１１％） Ｂ.２（２２％）

Ｃ.４（４４％） Ｄ.２（２２％）

（３）成績評価について

Ａ.１（１３％） Ｂ.３（３８％）

Ｃ.３（３８％） Ｄ.１（１３％）

（４）授業方略について

Ａ.２（２２％）

Ｂ.２（２２％）

Ｃ.５（５５％）

Ｄ.０（０％）

（５）その他（ご記入ください）
・今回の会をきっかけにして、より自主的な機会があるとよいと思います。
・最後の議論で「最低基準の部分はやってもらう」という言い方がありましたが、そこに最初の
齟齬があるのかなと思いました。「何を最低基準と考えるか」という段階（ＤＰ）から、専攻、
分校（キャンパス）の自主性やボトムアップを導き、
・・・議論できていたら、もっと各校のや
る気や関わり方は違ってきたのではないかと思います。その意味ではＤＰ決定の経緯がトップ
ダウン的に強行されてしまったことが悔やまれます。
・
「学生が望むシラバス」について学生からアンケートを取り、シラバスＷＳにおいてその結果に
基づいた検討と・・・作成をはかってはどうか。
・伊田先生の経験に基づいた報告は良かった。各キャンパスの中で学生の動機づけの実態に応じ
て検討することが重要であることが良く分かった。
４

その他、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。
・広くカリキュラムについて、特に全学カリキュラムの見通しについて議論の場を設定してほし
い。
・この間の授業時数確保、単位の実質化の大合唱を聞いていると、All work and no play makes Jack
a dull boy. という諺を思い出します。教員となることを希望している学生たちの humanity を
深く静かに傷つけているのではないかと心配になります。講義、教員による informal な教育、
学生の自主的な活動、休暇の過ごし方 etc 含めた大学生活の全体のあり方、その中での教育、
形成作用の全体のありようを改めて我々が考えなおす必要を感じています。
・次回のワークショップにおいては、ワークの内容を始めに示し、その後関連する事項の話し合
い、説明を行ったら時間と内容がバランスしやすいだろうと思います。
・授業改善の本では理工系のモデルが多いが、教員養成のものはほとんど無いことが前提になら
なければならないと思う。
・望ましい授業内容を考え組織することは大事なことだが、ＦＤを進める大学当局のやり方に対
する不満の方が大きくて、あまり効果的な事業になっていないのではないか。
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シラバスＷＳ（函館校

2010.09.21）アンケート集計結果

１．参加の動機（回答者２０名、複数回答あり）
タ． 担当なので

５（２５％）

チ． 興味があったから

６（３０％）

ツ． 誘われて

４（２０％）

テ． 大事なことなので

６（３０％）

ト． その他

３（１５％）

２．どの程度参考になりましたか。
度参考になった

（Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程

Ｄ．参考にならなかった）

（１）中教審答申から見たシラバスの課題
Ａ

６（３０％）

Ｂ

６（３０％）

Ｃ

６（３０％）

Ｄ

０（０％）

（２）学生、職員、教員の立場からのシラバス理解
Ａ.

７（３５％）

Ｂ.

１１（５５％）

Ｃ.

１（５％）

Ｄ.

０（０％）

（３）一般目標と到達目標、授業計画及び成績評価についての知見
Ａ.

９（４５％）

Ｂ.

７（３５％）

Ｃ.

２（１０％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

２（１０％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

２（１０％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

４（２０％）

Ｄ.

０（０％）

（４）プレワーク・授業科目の位置づけ
Ａ.

９（４５％）

Ｂ.

７（３５％）

（５）プレワーク・多様性と標準性について
Ａ.

８（４０％）

Ｂ.

８（４０％）

（６）ワーク・教育目標と評価目標の対応関係
Ａ.

６（３０％）

Ｂ.

８（４０％）

３．今後のシラバスＷＳに期待することについて、○印をつけるか、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（３５％）

Ｂ.１０（２０％）

Ｃ.２（１０％）

Ｄ.１（５％）

（２）教育目標の立て方

Ａ.７（３５％）

Ｂ.９（４５％）

Ｃ.３（１５％）

Ｄ.１（５％）

（３）成績評価について

Ａ.７（３５％）

Ｂ.９（４５％）

Ｃ.３（１５％）

Ｄ.１（５％）

（４）授業方略について

Ａ.８（４０％）

Ｂ.８（４０％）

Ｃ.３（１５％）

Ｄ.１（５％）

（５）その他（ご記入ください）
○教育評価、とくに教育目標との関連についての資料が役に立ちました。またシラバスの位置づ
けをご自身の論考をもとに解説していただき、明確な視点が示されました。自分の学生につい
ての教学結果が理論づけされたという点で確信にもつながりました。
○教員養成課程オリエンテッドな項目などには、すこし困惑を感じる場合もあるので、汎用的な
目標設定の方法について示唆を頂ければありがたい。
○シラバスを充実させていくことは大学評価を高めていく上でも重要なことだとおもいますが、
そのことが教員全員の認識となっているのか不安に思います。
○授業科目の性格によってシラバス内容として表現される授業内容・運営方法などの評価・改編
の在り方が異なるはずですが、今のシラバスワークショップでは形式論が優先されているよう
に感じられます。例えば資格取得（修了認定科目）の場合は、当該の業種への就職希望者の内、
何％が就職できたのかという点が最も重要な評価観点になるはずです。ただしそれは、学問性
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とは必ずしも両立しない場合も考えられます。
大学の講義・授業としてのシラバス作成で、予備校的、専門学校的要素を重視すべきなのか、
学問性の重視という立場を戦時するべきなのか、判断に苦しむ状況もあります。こうした問題
（課題）に対する全学的な基本方針（戦略）の提示が必要だと思います。ＤＰ，ＣＰで十分な
対応ができるとは思われません。
○学生の目線からの意見が集約されると良いと思います。
○自分がふだんシラバス作成をいかにいい加減にしていたかを反省するいい機会になりました。
ありがとうございました。
４

その他、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。
○自己ワーク、時間をとってじっくり取り組みたいと思います。ありがとうございました。
○ワークシートに書いてしまいました。
○伊田先生の具体的な“授業改善”の様子がうかがえて非常にためになりました。こうした個別・
具体的な“オープン情報”を今後参照していきたいです。
○分野別・専攻別のワークショップなどがあると、もう少し教員同士が話し合えると思います。
○参考になりました。ありがとうございました。
○より多くの学生、学外の人々の目に触れさせるための工夫をしていく必要があると思います。
○伊田先生には、詳細な資料を準備していただき、ありがたく思っています。参考になりました。
○自分自身の学生像の把握力が低下しているのではないかと少し不安でしたが、約２０才離れて
いる伊田さんと釧路と函館の違いは多少あっても、視点の共通していることが分かりほっとし
ています。学生との対面時間をなるべく多くするよう今後も意識したいと思います。
○講師が一言はなす度に「スーッ」と音を立てるのが耳障り、他キャンパスから来た担当者が寝
ていた。
「シラバスワークショップ」というタイトルはちぐはぐな印象（関係ないことが多すぎ
る）。昼休みにかからないようにしてほしい。午後からの予定があり困った。長すぎる。

シラバスＷＳ（岩見沢校

2010.08.25）アンケート集計結果

１．参加の動機（回答者１４名、複数回答あり）
ナ． 担当なので

３（１６％）

ニ． 興味があったから

１（５％）

ヌ． 誘われて

０（０％）

ネ． 大事なことなので

１１（５８％）

ノ． その他

４（２１％）

２．どの程度参考になりましたか。
度参考になった

（Ａ．とても参考になった

Ｂ．参考になった

Ｃ．ある程

Ｄ．参考にならなかった）

（１）中教審答申から見たシラバスの課題
Ａ

４（１８％）

Ｂ

８（５５％）

Ｃ

４（２７％）

Ｄ

１（０％）

（２）学生、職員、教員の立場からのシラバス理解
Ａ.

２（１８％）

Ｂ.

５（４５％）

Ｃ.

３（２７％）

（３）一般目標と到達目標、授業計画及び成績評価についての知見
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Ｄ.

１（９％）

Ａ.

８（４７％）

Ｂ.

６（３５％）

Ｃ.

３（１８％）

Ｄ.

０（９％）

Ｃ.

６（３５％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

６（３５％）

Ｄ.

０（０％）

Ｃ.

３（１７％）

Ｄ.

０（０％）

（４）プレワーク・授業科目の位置づけ
Ａ.

６（３５％）

Ｂ.

５（２９％）

（５）プレワーク・多様性と標準性について
Ａ.

５（２９％）

Ｂ.

６（３５％）

（６）ワーク・教育目標と評価目標の対応関係
Ａ.

７（３９％）

Ｂ.

８（４４％）

３．今後のシラバスＷＳに期待することについて、○印をつけるか、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

（１）新しい情報提供

Ａ.４（２１％）

Ｂ.１４（７４％）

（２）教育目標の立て方

Ａ.２（３０％） Ｂ.１２（４０％）

（３）成績評価について

Ａ.４（２１％） Ｂ.１３（６８％）

（４）授業方略について

Ａ.２（１１％） Ｂ.１３（６８％）

Ｄ．期待しない）
Ｃ.１（５％）

Ｄ.０（０％）

Ｃ.２（３０％） Ｄ.０（０％）
Ｃ.２（１０％）

Ｄ.０（０％）

Ｃ.３（１６％） Ｄ.１（５％）

（５）その他（ご記入ください）
・大変でしょうが、分校ごとの事情を鑑みたＷＳができるといいですね。
・岩見沢校ではルーブリックについてもう少し実践例などを行って欲しい。
・
「概論」とは、
「演習」とは、といった高等教育の教育システムの評価やそこから見たシラバス
展開のような方向が望まれる。
４

その他、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。
・シラバスを始めいろいろ書きものが増えなかなか悩ましく思っていいたのですが、今回のお話
は大変前向きにとらえることができる有益な時間だったと思います。
・前段の評価法についてはいろいろ参考にもなり、まだまだこちらも学ばなければならないこと
に気付きました。ありがとうございます。
・実践的なＷＳで参考になりました。伊田さんのお話も分かりやすく良かったと思います。シラ
バスの内容や評価についてはもっともっと議論が必要ですね。
・レジュメ（ハンドアウト）が理解しやすく良い。
（コラムなど具体例や実践に関わる思考の材料
になって親切）
・ミニマムエッセンスについての説明については、もう少しこなれた内容（アウトラインの見や
すい構成）だと実践の現場でのイメージづけがしやすいです。
・時間が限られているので、伊田先生の芸風（自分語り）はもう少し減らした方がスピードアッ
プできるのではーと思いました。失礼。
・ワークについては、宿題にして貰い（ゆっくり時間をかけたい）提出したい。従ってＷＳ自体
の回数を追加する必要も出るかもしれません。
・非常に参考になりました。講師の伊田先生暑い中御苦労さまでした。
・授業に用いるための教科書があれば、シラバスの役割は大きく変わると考えます。
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ワークショップ資料

シラバスワークショップ 2010
教材としての“読ませるシラバス”作成の試み
~ＤＰ・ＣＰ・ＡＰと到達目標・授業計画・成績評価の相互関係の深化を通して~
文責：伊田勝憲（大学教育開発センター・釧路校）
実施日：岩見沢校 8/25，旭川校 8/30，釧路校 9/3，札幌校 9/9，函館校 9/21

０．シラバスワークショップ 2010 のコンセプト
①

基本的な事項をあらためて考える（エクササイズ）
シラバス作成は年 1~2 回程度の“慌しい”
“やっつけ”の作業と化している部分があるかも

しれません。この機会に，普段忙しい時にはあまり考える余裕のないことについて，少しだけ
でも頭に思い浮かべていただき，基本的な事項の再確認ができれば幸いです。

②

考えていることを教職員間で共有する（シェアリング）
日常的に業務に忙殺されて，授業観や学生観を話のネタとして共有することが難しい状況に

あると思います。各キャンパス独自の状況（カリキュラムや学生の状態，FD の取り組み等）を
踏まえ，それを活かしながら，教員相互の情報共有やすり合わせを試みていただくきっかけに
なればと思います。

③

常に不完全であることを前提に出発する（弁証運動）
今回はセンター員の立場として伊田が形式上“講師”役を務めますが，実質的には“話題提

供”に過ぎません。
「これが正しい考え方です」
「これが完成品です」という伝達講習ではなく，
自身の試行錯誤をもとにした話題提供が中心です。いくつかのワークを通して，企画・運営担
当の大学教育開発センター員が先生方の優れた実践や思考から学ばせていただき，今後の業務
に活かしたいと思います。
コラム：ＦＤ再考
京大高等教育研究開発推進センター長の田中毎実（たなか・つねみ）先生が，日本私立大学協
会の教育学術新聞（平成 20 年 4 月 16 日号
http://www.shidaikyo.or.jp/newspaper/online/2312/3_4.html）に興味深いことを書かれています。
特に以下の部分が印象的でした。（下線は伊田）

外部から見れば、
「何か教員が目を輝かせながら、熱心にＦＤ活動に取り組んでいる」こと
を期待するのかもしれませんが、ＦＤが派手に見えることは絶対にありません。
（中略）
ＦＤは、「教員が動くスイッチがどこかにある」というような、簡単な話ではありません。
文部科学省から言われたから、これだけやっていればいいというものでもありません。
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繰り返しになりますが、
「ＦＤ」と呼んでいないだけで、日々、教員は教育改善の努力をし
ています。言葉として「ＦＤ」と捉えていないだけ。
「ＦＤが広がらない」のではなく「現場
ですでに取組はあるのだけど、こちらがその活動を把握できていない」だけなのです。つま
り、ＦＤはすでにあるものを引き出していくプロセスが重要なのです。

１．出発点中教審答申から見たシラバスの課題
中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）
」平成 20 年 12 月 24 日より抜粋（p.21）

シラバスに関しては，国際的に通用するものとなるよう，以下の点に留意する。
・各科目の到達目標や学生の学修内容を明確に記述すること
・準備学習の内容を具体的に指示すること
・成績評価の方法・基準を明示すること
・シラバスの実態が，授業内容の概要を総覧する資料（コース・カタログ）と同等の
ものに
とどまらないようにすること
特に 2 点目はハードルが高いかもしれません。現時点では 3 点目と 4 点目をクリアすることが
最も身近な課題でしょうか。特に 4 点目に関しては，各大学のシラバスの書式（フォーマット）
にも改善の余地がありそうです。日本では長らく「講義概要」等の形式でコンパクトに冊子化さ
れていた歴史があると思います。その時は 1 ページに数科目が掲載されていた大学もあるでしょ
うが，もともとのシラバスは，1 科目につき数ページを費やして詳細な授業計画を記したもので
あるようです。現状では，ちょうどその中間に位置づけられるような，1 科目 1 ページの分厚い
冊子かウェブページで閲覧する形式が主流になっているでしょうか。まさに上記の 4 点目にある
コース・カタログの状態です。
おそらく，シラバスの形式は今後も変わり続けると思いますが，授業計画の中で，予習・復習
の課題まで提示され，具体的な教材の出典が記載されているようなものをシラバスと呼ぶならば，
相当の時間とエネルギーを投入して作成することになるでしょう。そこに至るまでには，新任教
員にとっては数年を要する作業であるように感じますし，ベテラン教員であっても，新たに担当
する科目などはそれなりの時間をかけなければ作成が難しいように思います。そして，毎年，少
しずつマイナーチェンジを繰り返して洗練させていくものと割り切ることが必要かもしれません。
コラム：中教審答申「学士課程

」をどう読むか

恥ずかしながら，今までこの種の答申を真面目に読んだことがほとんどありませんでした。大
学教育開発センターのセンター員になり，シラバスワークショップを企画・運営する側になりま
したので，少しは勉強しなければと思い，あらためて読み直しているところです。上述したシラ
バス以外にも，結構細かな注文が盛り込まれており，すべてを正面から取り組もうとすると，北
教大のような比較的小規模な大学（5 キャンパス合わせると中規模？）では，とても人手が足り
なくなってしまいます。知恵を絞って，様々な機能が統合・凝縮された教育活動を企画できるか
どうかが鍵になるでしょうか。
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細かな注文がたくさんありつつも，あくまで高等教育機関の自律性を前提にしている点は私た
ちにとって救い（？）であるように思います。「自律」的なＦＤ活動の「義務」化は，「自律的に
活動せよ！」という少々矛盾したメッセージを含んでいるのですが，そもそも自律 autonomy は，
外部からの圧力なり働きかけなりがあってこそ（反発も含めて）成り立つ（立ち現われる）のか
もしれません。大学教員の資格化（教員免許制）という話も国際的な流れとして出てきています
が，それがどのような形になるのか，まさに今後の自律的な活動の中身にかかっているように思
います。

２．それぞれの立場から見たシラバスの位置づけ
①

学生にとってのシラバス

・当該科目のイメージや学習の見通しを持つ
・カリキュラムにおける当該科目の位置づけを理解する
☞学習者としてのアイデンティティ形成と学習動機の構築
当該科目と学問全体との関係やつながりが，シラバスからどこまで見えるか
しかしながら，実際には（現状では）先輩や同級生等からの非公式情報の方が情報量と影響力
は大きく，シラバスを頼りに科目選択するという学生は少ないかもしれません。ゆえに，シラバ
スの存在意義を科目選択のための情報提供手段にのみ求めてしまうと，教員にとってシラバス作
成が“むなしい作業”になってしまいます。それを避ける意味で，以下に職員と教員にとっての
シラバスの意義として考えられるものを挙げてみます。最終的には学生にとって（間接的にでも）
利益のあることだと思います。

②

職員にとってのシラバス
☞学生の学習環境整備促進

・テキストおよび参考文献を図書館蔵書として購入

・教育職員免許法の条件を満たしているかどうかの確認

③

☞課程認定や実地視察に備えて

教員にとってのシラバス

・自分の授業展開メモ（備忘録として）
☞計画から外れてしまった場合に，順序の入れ替えを確認したり，遅れを取り戻す計画を立て
たりする際の道具にすることが考えられますし，学生に予定変更を説明する際の資料にもな
ります。
・他の教員の授業内容を知る
☞カリキュラムの理念を共有し，自分の担当科目の魅力を最大限に引き出すためには，他の科
目のことをよく知ることが重要だと思われます。
コラム：DP・CP と授業科目（特に専攻等に共通する科目）の関係
専攻・コースを単位として検討されている DP と CP ですが，教養科目や教職に関する科目等
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の全専攻・コースに共通する部分との折り合いをどのようにつけるかが今後の課題になると考え
られます。伊田個人の見解としては，共通する科目への意味づけが専攻・コースによって異なっ
てくる可能性も十分にありうると思います。ある専攻では，教養科目を文字通りの教養（行動す
る教養）の修得をねらいとして捉えるかもしれませんし，またある専攻では，特定の教養科目を
専攻講義科目につながる基礎段階として（時に発展段階として）連続性を持たせて捉えるかもし
れません。
キャンパス単位で考えれば，間違いなく「小規模大学」ですので，教員数の制約からしても，
有り余るほどの授業科目を開講できるわけではないと思います。ゆえに，限定された開講科目（特
に共通して履修する科目）をいかに各専攻・コースが独自に意味づけし直していくか，また，そ
の意味づけを踏まえて各科目の担当者がいかに授業を再構築していくかという，相互作用的ある
いは往還的・弁証運動的発想がここでも重要になりそうです。

３．到達目標の前提としての“学習成果プロフィール”
学習成果プロフィールとは，当該科目を履修したことによる学習成果を細分化して箇条書きに
したものを指します。理論，概念，用語，人名等，知識として理解されるものをはじめ，想定さ
れるものを可能な限り多くリストアップします。最初は単語レベルで書き出すだけでも十分だと
思います。オーソドックスなテキストの目次あるいは索引は，その代用品になるかもしれません。
教員免許状に関わる科目においては，教員採用試験の出題内容やその頻度を踏まえて学習成果プ
ロフィールを書き出すことも選択肢の１つです（大抵の場合はオーソドックスなテキストの内容
と重なると思われます）。
もともとは，教材作成のステップの 1 つとして位置づけられていた学習成果プロフィールです
が，近年では評価との関連から，文字通り「ラーニング・アウトカム」という表現が使われるこ
ともあります。いずれにしても，到達目標の設定をはじめ，授業計画，そして評価基準の作成な
ど，すべての作業の出発点として学習成果プロフィールのリストアップが有効だと考えられます。
ちなみに，学習成果プロフィールの作成にあたっては，ＤＰやＣＰをはじめ，カリキュラムの
全体像を把握しておくことが求められるでしょう。他の科目との役割分担も意識することで，当
該科目で重点的に取り上げるべき内容も明確になってくると思われます。
コラム：授業展開の即興性 vs. 厳格なシラバス
授業は学生との相互作用によって展開される“ナマモノ”で，その場での即興的な（成り行き
による）授業展開によって教育効果が高められることも十分にあると思います。いわゆる“学生
参加型”の授業であれば一層このことは重要になるでしょうし，きっと多くの教員がそうしたこ
とを実感しているのではないかと思います。時に，このような即興的展開の重要性と，
「きっちり
したシラバス」の作成とが矛盾するように見えるかもしれません。
「契約書としてのシラバス」と
いう捉え方が，このような即興性を許さないかのように受け止められることも一般的にはあるだ
ろうと思います。
しかしながら，シラバスは“時刻表”のような存在であり，即興的な展開（脱線）によって生
じる計画とのズレが明確になり，どこで“回復運転”を行うかを探る手がかりになると考えれば，
23

むしろ即興性とシラバスが相互に意味を持ちうるという発想が可能だと思います。もちろん，契
約書としてのシラバスという側面を考慮して，どの程度の脱線をしているか，それが受講生にと
ってどのくらいメリットのあることかといった説明がなされなければなりませんが，最終的に到
達目標が達成されるような展開に持ち込むための即興性はむしろ必要とさえ言えるかもしれませ
ん。
また，時刻表を改正するチャンスが年 1 回は必ずありますので，特に若手教員にとっては毎年
ダイヤ改正をして，余裕時間を含めた（即興的な脱線を織り込み済みの）時刻表に作りなおして
いくことが現実的な課題になるでしょう。ちなみに，余裕時間を作りだすための仕掛けとして，
自学自習の指針を打ち出す戦略が考えられます。2 単位＝90 時間の学修ですから，授業時間（30
時間）以外の 60 時間に何をすべきかを学生に明示することで，授業は超重要事項を扱う濃密な時
間に変身させることができるかもしれません。すべてを授業時間に話す・伝える・考えさせる・
体験させるのは不可能でしょうから，自学自習の指針を現実的に示すことが，文字通り単位の実
質化の鍵を握っていると言えます。ただし，現行のシラバスの様式では，なかなか自学自習の指
針や指示まで具体的に書くのは難しいかもしれません。その場合には，コースパケット（授業資
料をまとめた冊子）の作成が有効になると思われます。

ワークシート

シラバスワークショップ 2010
ワークシート Ver.1.1

プレワーク１

釧路校・伊田

カリキュラムの中での位置づけ

この授業科目（シラバスを用意された科目）と関連が深いと思われる他の授業科目（担当者は
自分でも他の教員でも可）をいくつか挙げてみてください。また，その関連について学生に説明
するコンパクトな文章を考えてみてください。
＜視点＞
・内容的なつながり（基礎と発展・応用，相補関係）

一見突飛と思えるつながりでも可。

・望ましい履修時期（この授業の前か，同時履修か，後か）
・授業目標の共通点と相違点
・とりあえず“片思い”でも可

サブワーク

他の授業科目の担当者との“すり合わせ”は今後随時。

高等学校までの教科・科目の中で関連の深いものがあれば挙げてください。教科・

科目が明白な場合には，単元等を具体的に記してください。
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＜今後に向けて＞
ここに挙げられた科目間の関係が，当該科目の学習への動機づけを高める枠組みを提供するこ
とにつながると思われます。加えて，私たちが各種ポリシー（特にＣＰ）を深化させていく際の
手がかりになると考えられます。

プレワーク２

多様性と標準性の調和

同じ授業科目を担当する教員が他キャンパスや他大学にいると想定した場合，到達目標および
授業内容（15 週分）を，
①

どの教員であっても共通して取り上げられると想定される内容

②

自分の独自性が強い（他の教員であれば取り上げない可能性のある）内容

③

①と②の両方の性質を持つ（どちらかに分けられない）内容

の３つに分けてみてください。
＜視点＞
・①は，いわゆる“ミニマム・エッセンシャルズ”“オーソドックス”と呼ばれる内容。
例）教育職員免許法において言及されている事項
・②は，担当教員の専門分野・得意分野に関わる内容，
“十八番”。
・科目の性質によって①と②のバランスは様々だと思われますので，偏っていても構いません。
・③については，独自性の強い内容をオーソドックスな方法論で取り上げるケース，オーソドッ
クスな内容を独自の方法論で取り上げるケース，特に実習部分等が考えられます。
①

②

③（①＊②）
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サブワーク
①の内容のうち，教授法の独自性が高いと推測される内容はありますか（他の多くの教員とは
異なるユニークな解説や例を挙げている，オーソドックスなテキストの順序や章立てとは異なる
形で内容を提示している，通常は一緒に紹介しない別領域の理論どうしを有機的につなげて提示
している等）
。

ワーク

シラバスの改訂に向けて

『平成 22 年度シラバス作成の手引き』13 ページ「12（到達目標欄）
」に以下の項目があります。
◇到達目標は評価と密接な関係がありますので，成績評価欄と齟齬のないように注意してくださ
い。
また 14 ページの「14（評価方法欄）」の冒頭 3 点に，到達目標との関係が言及されています。
加えて，31 ページには，
採用した評価方法が，到達目標の何に対応し成績にどのように反映されるか，また評価の割合を
あらかじめシラバスに明記しておくことが望ましいです。
と書かれています。
これらの記述を踏まえて，到達目標と評価方法の対応関係について整理を試みてください。
＜視点＞
・箇条書き，図示等，ご自身にとってわかりやすい方法で結構です。
・到達目標と評価方法の対応関係は，１対１に限定しません（１つの到達目標を複数の評価方法
に，あるいは逆に複数の到達目標を１つの評価方法に対応させることも考えられます）。

サブワーク
手引きの 12~13 ページにおいて，授業の目標（一般目標）・到達目標については，「関連する
コース，分野，グループ等で協議して記入することが望まれます」と書かれています。現時点で，
協議を必要とする内容について，具体的に思い当たることはありますか。

ふりかえり
このワークショップの反省を踏まえて，
『平成 23 年度シラバス作成の手引き』に向けた改訂執
筆作業が始まります。今日のワークショップの内容はもちろん，それ以外の内容でも構いません
ので，ご意見・ご感想等をご自由にお書きください。
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岩見沢校ＦＤ活動報告
新井

義史

2011/03/03
委員長

３）その他

有志組織が自主的におこなうＦＤ活動への参加者は確認できなかった。

を含めて「評価」に関する基準などが検討・改善されることが望ましいであろう。

１

しかし、「到達目標」の記述において一部理解できていない記述が散見された。次年度は、これ

今年度は、シラバス内容の「目的」欄の記述内容は、相応の意識改善なされたことが伺われる。

ジ以降のような「検討結果報告書」が提出された。

その結果、音楽コース、美術コース、芸術文化コースにおいて計 31 名による検討が行われ、次ペー

の項目を充実させることを目的とした。

た。とりわけ、DP との関連および授業相互の関係性に配慮し、現行シラバスの「内容」と「目標」

員会が主導する形で、各「専攻」所属教員の協働による「授業内容の検討」をおこなうこととし

バスは必ずしもコースや専攻における教員間の協議を経たものとは言いがたい。よって、ＦＤ委

岩見沢校では、再編に際して各分校から異動した教員が多く、現行のカリキュラムおよびシラ

⑤「構成員の協働による授業内容の検討とシラバスの充実」

２）各校ＦＤ委員会が主催するＦＤ活動

④「1/28 授業公開（遠隔授業システム）」 ＴＶ会議システムによる参加者が 3 名いた。

札幌校で行われた全学教員協議会（シラバス講習）へは 8 名が参加した。

11 月 5 日、アスティ 45 で開かれた教職実践演習に関するフォーラムへは 6 名、およびその前日に

②③「11/4-5 全学教員協議会・ＧＰフォーラム」

一括し提出者へ返送した。

することができなかった。したがって、各自が作業継続後に提出することとし、それらをＰＤＦに

さまざまな質疑が出され時間を費やしたことから、次に予定されていた作業には十分な時間を確保

バスにおける一般目標・到達目標記載の考え方およびＤＰとの関連について解説があった。その後、

えて「シラバス・ワークショップ」を行い、22 名の参加者があった。まず、伊田先生によるシラ

①「8/25 シラバス・ワークショップ」８月 25 日にセンターから鈴木・福井の両副センター長らを迎

１）教育開発センターがかかわるＦＤ活動

しなかった教員は 4 名であった。

ＦＤ活動の２種において活動を行った。岩見沢校教員のうち 51 名が何らかの活動に参加し、全く参加

今年度の岩見沢校では、１）教育開発センターがかかわるＦＤ活動、２）各校ＦＤ委員会が主催する

平成 22 年度

とりわけ、授業相互の関係性に配慮し、現行シラバスの「内容」と「目標」の項目を

プ作成と連動させながら、
各「専攻」における所属教員の協働により検討作業を行う。

のである。本活動では、昨年度策定された DP 内容を踏まえつつ、カリキュラムマッ

委員会が主導する形で、この件に関しキャンパス全体で取り組む姿勢を明確にするも

スや専攻における教員間の協議を経たものとは言えない。したがって、本年度は FD

との留意事項がある。しかしながら、現行の授業内容およびシラバスは必ずしもコー

「シラバス作成の手引」には「◇専攻、コース、分野、グループ等で協議して記入…」

成果の評価方法（予想される効果を適切に評価するための方法）

科目のシラバス」作成において有効に機能するものと予想される

情報発信・共有の方法

方法）
改善前・改善後の、全シラバスの「内容」
「目標」項目の一覧を出力し比較検討する。

効果を適切に評価するための 討する。

改善前・改善後

（４） 学部構想が実現される際には、本活動は「新カリキュラム」における「新

（３） DP への理解が進みシラバスに反映される

（２） 各専攻の科目間の相互関係が改善される

（１） シラバス内容が充実する

（４）各専攻毎の「検討結果報告書」作成（2 月 18 日〆切）

・11 月末、再度全データ出力

・DP との関連確認作業、および授業内容の見直し・整理

・
「授業内容」
、
「授業の目標」
、
「到達目標」の相互確認

（３）
「専攻」教員相互による、シラバス内容の協働検討・充実作業（～ 1 月末）

（２）教育コーディネータによるシラバスチェック・未記載者への記載督促（8/20）

・8/17 全データ出力

（１）
「教員個人」によるシラバスの改善作業（～ 8/16）

成果の評価方法（予想される の、全シラバスの「内容」
「目標」項目の一覧を出力し比較検

予想される効果

含む

ジェクト等との関係の説明を ○日程

（日程や中期計画，各種プロ 充実させることを目的とする。

活動の概要

キャンパス（岩見沢校）内

構成員の協働による授業内容の検討とシラバスの充実

メール arai@iwa.hokkyodai.ac.jp

活動責任者連絡先
活動の名称

岩見沢校

申請の範囲

新井義史（統括教育コーディネータ・ＦＤ委員会委員長）

活動責任者所属

活動責任者氏名

自主ＦＤ活動企画書

作曲専攻

◎二橋潤一、南聡

鍵盤楽器専攻

◎野呂佳生、水田香、深井尚子、樋口英子、松永加也子、二宮英美歌

到達目標では
時代様式の理解 |・形式の理解 |・それぞれの作品表現に相応しい演奏技術の習得 | 学期末に行う実技試験課題
は以下の通りに定める。| 以下のⅠからⅧまでの段階的別に公開実技試験でその成果を発表する。|（数字は半
期ごとの積み重ねを意味する。）| ピアノ実技試験課題については以下の通り。演奏は 15 分程度以内。協奏曲
については 20 分以内とする。| ピアノⅠ：ロマン派の作品から任意の楽曲 | ピアノⅡ：古典派の作品から任意
の楽曲 | ピアノⅢ：バッハの平均律クラヴィーア曲集第 1 巻・第 2 巻より任意のプレリュードとフーガ、ある
いは組曲などに出来るだけ統一した。

一般目標においては受講生自らが、自分の進度、興味によって、最適な教材を選択できる能力を身に付けるこ
と。| ピアノの実技指導を受け、より高度な音楽表現能力を身に付け、学内外を問わず、演奏の場で活用でき
る能力を養うこと。 に出きるだけ統一した。

専門のピアノに関する授業において（ピアノ１，２，３…）

▼「充実・改善内容」に関して

② DP についても同じ名称の科目が、担当者によって異なった内容にならないよう検討し、統一した DP とした。

①シラバスに関し同じ名称の授業科目（ピアノⅠ、Ⅱ，Ⅲ、Ⅳなど）について、学生に分かりやすく、できる
だけ共通の内容のシラバスにするよう検討した。内容は共通だがまだ同じ文面ではないので今後そろえるよう
に検討していく。

■「現行シラバス」の検討結果

音楽コース

音楽理論Ⅰでは楽譜を正しく記譜できるように、また基本的な知識を身に付けさせるために楽典を中心に授
業を進める事にした。音楽理論Ⅱから和声法を開始する事とし、授業ではソルフェージュ的なアプローチ、例
えば実施課題を合唱の形で歌わせる、カデンツの感覚的な把握等を行いながら学生に正しい和声感を身に付け
させる事を目的とした。専攻実技において和声学習の成果を応用できるよう、楽曲分析に必要な知識、特に非
和声音に関する知識を含めて指導する。音楽理論Ⅱで習得する範囲については３和音の連結、及び属７までと
し、バス課題においてこれを実施する。音楽理論Ⅲ、Ⅳは鍵盤楽器専攻の学生が中心となるので鍵盤和声も含
めて指導を行う。その内容としてはソプラノ課題の実施、借用和音、転調、非和声法の使用、数字バスである。
これらを通して、より実践的で専攻実技において応用できる和声感を習得させる事が期待できる。また、将来
的な構想として岩見沢校独自の和声法テキストの作成も検討していくつもりである。

▼「充実・改善内容」に関して

音楽理論の授業に関して検討を行った。音楽理論Ⅰでは楽典の確認後、和声法に進むが和声法に進んでからも、
かなりの学生の学生に楽典の知識の欠落が見られることが分かった。音楽理論Ⅰ～Ⅳの授業に関しては、やや
内容が多く、授業についていて来られない学生もいるので、内容と進度を考える必要がある。和声法の学習で
期待される和声感の習得に関しては、机上の理論で終ってしまい、感覚的なものが伴わない部分もあるので、
ソルフェージュ的な要素を採り入れることも必要であることを認識した。

■「現行シラバス」の検討結果

音楽コース

２

◎阿部博光、渡部謙一

それぞれの学生が課題や問題点を認識、意識を持たせるために
各学生にレッスン研究ノート作成とレッスン記録帳を作成させ毎回のレッスンのチェックと
反省、取り組み方などを記載させ、毎回のレッスンで指導教員も確認し意識を高める。
授業の中で取り組む作品の発表の機会を明確に提示し理解させ、その段取り方や過程から
から多くを実体験し学べるよう、地域での活動の機会を作っていく。
専攻実技試験前に、学生の出席回数、レッスンでの取り組み状況をそれぞれ
事前に指摘提示し各自の認識を高め、専攻実技試験への取り組み意識を高め総合的に
評価していく。

①について

②について

③について

▼「充実・改善内容」に関して

③ 実技試験の評価において、授業における取り組み方にたいする観点と専攻実技点との
合算の仕方をより明確化する必要性がある

②「重唱」、「舞台表現演習」
、
「合唱」
、
「オペラ舞台論」の講義の中で、DP にある地域社会との関わりの理解
と音楽文化の担い手としての認識を持たせる機会やかかわるプロセスが必要である。

① 専攻実技指導の中で、DP にある専攻分野に関する自らの課題を見つけ、問題意識を発展させるための具
体的な取り組み方が必要である。

■「現行シラバス」の検討結果

◎野田廣志、塚田康弘、服部麻美

専攻実技試験前に、学生の出席回数、レッスンでの取り組み状況をそれぞれ
ポイントとして事前提出し、そのポイントに専攻実技試験の点数を加算し
評価としていく。

③について

声楽専攻

授業の中で取り組む作品の発表の機会を企画立案させ、その段取り方や過程から
から多くを実体験し学べるよう、地域での活動の機会を作っていく。

②について

音楽コース

それぞれの学生が課題や問題点を認識、意識を持たせるために
各学生にレッスン日誌、レッスン記録帳を作成させ毎回のレッスンのチェックと
反省、取り組み方などを記載させ、毎回のレッスンで指導教員も確認し
意識を高める。

①について

▼「充実・改善内容」に関して

③ 実技試験の評価において、授業における取り組み方にたいする平常点と専攻実技点との
合算の仕方をより明確化する必要性がある。

② 室内楽、合奏の講義の中で、DP にある地域社会との関わりの理解と音楽文化の担い手としての
認識を持たせる機会やかかわるプロセスが必要である。

① 専攻実技指導の中で、DP にある専攻分野に関する自らの課題を見つけ、問題意識を発展させるための具
体的な取り組み方が必要である。

管打楽器専攻

■「現行シラバス」の検討結果

音楽コース

絵画専攻

◎新井義史、梅津

薫、羽子田

龍也、舩岳 紘行

■１：上記（２）への対応
「絵画領域全般」にわたる基礎的実技能力を育成するために、絵画専攻に所属する２年生には、４分野全部
の「Ⅰ」を受講するよう指導したい。「油彩第一Ⅰ」
・「油彩第二Ⅰ」の授業では絵画専攻の全２年生（約
15 ～ 18 名）の授業実施が可能。
「日本画Ⅰ」は、実習スペースの関係で全員は無理なため、可能な範囲で
履修させることとしたい。
■２：上記（３）への対応
１年時の基礎授業でバラエティに富む履修選択の経験からか、２年生以降も「絵画専攻」の授業をおざなり
にして、アニメ、工芸、デザインなど他の専攻の授業履修にいそしむ実態がある。２年時には、絵画専攻
の４分野のⅡの授業を優先履修するよう、指導を強めることとする。
■３：上記（５－①）への対応
2 年前期の個別指導は極めて重要。演習科目の学年配置をすぐに変更することを避け（現行のまま 2 年後期開
始とし）
、とりあえずは 2 年前期に個別指導の時間を別に設定して指導することとしたい。
■４：上記（５－②）への対応
・2 年生の時期に、基礎的・一般的な理論に関する講義の授業を履修させることが望ましい。授業履修に関
しては、今後の検討としたい。
・ところで、理論や美術史に関する理解とは、本来的には学生の個人的学習
により形成されるものであり、授業はそれらを学ぶための方法を示すものでもある。講義授業によらずとも、
学生に学び方を教える方法はある。よって今後、絵画を担当する教員が協同で「絵画専攻生のためのテキ
スト」を作成したい。内容は、「デッサン・日本画・油彩画等における基礎技能」「古典技法」「西洋・日本
における絵画史の概要」「著名な作品の図版と知識」「必要な芸術学の理論」に関するものである。絵画専
攻に所属する 2 年生にこのテキストを配布し、4 年間で理解すべき範囲などの「到達目標」および自分で
学ぶための方法を具体的に示すこととしたい。
■５：上記（５－③）への対応
「Ⅴ」もしくは「演習Ⅴ・Ⅵ」に作品の額装や展示に関する知識や演習を組み入れ、校外発表に生かすことで、
DP-5 の内容を満たすこととしたい。シラバスの記述には「…展示方法を工夫して…」などを入れることと
する。学生に不足している、仕上げや完成させることの技能訓練にもつながる。
■６：上記（５－④）への対応
意見発表・討論などの能力開発にも関連することから、
「研究室レベル」での学年を超えた作品講評会を定
期的におこなうことにしたい。また、「絵画専攻レベル」での作品講評会を学期末などにおこなうことを検
討したい。

▼「充実・改善内容」に関して

（５）その他
① 2 年後期から「演習－Ⅰ」がスタートすることになっている。そのため、研究室所属当初の 2 年前期の大
切な時期に、個別の制作指導時間が確保できない問題がある。
② 美術史・芸術学などの理論科目の「履修状況に問題」がある。当初計画されていた、芸文コースの授業に
よる理論科目の履修が堅実に機能していないようである。
③ DP「２」～「４」の項目に関する授業内容は現状で十分であると判断する。
④ DP「５」の、
「5-1：地域社会との関わりを理解する」および「5-3：専門性を地域社会に生かす」に関係
する科目が現状では少ない。従来の作品制作中心の授業内容に加えて、額装や展示方法・展覧会運営の体
験などを授業に関連づけて組み入れたらどうか。
⑤ 学生のディスカッション能力が弱い。演習の授業方法に、意見発表・討論などの能力開発の内容を取り入
れたほうがよい。

（１）「基礎授業」（１年生）４名の分野教員が、各自の特徴的な内容を分担した内容をとりあげており、現状で
はバランスがとれている。
（２）「○○－Ⅰ」（２年前期）＜２年生前期に絵画各分野の基礎技能を理解させるための入門的科目＞４分野と
も内容的には妥当。2010 年度受講者数は日本画０名、油彩第二 30 名で、受講者数にバラツキがある。今後、
絵画専攻生には４分野全部の「○○－Ⅰ」を受講させたい。
（３）「○○－Ⅱ」（２年後期）＜この授業以降が、絵画専攻所属学生中心の内容になる＞基礎技能を固める点で
内容的には妥当。しかし、2 年学生が絵画専攻内の「他の分野のⅡ」の実技を次第に履修しなくなっている。
（４）シラバス記載状況
本年度８～ 12 月の間に、絵画専攻に関する授業のシラバスは、全授業の「授業内容」
「目標」の記載がなされた。
今後は「評価」方法の客観性や項目について充実させる必要がある。

■「現行シラバス」の検討結果

美術コース

３

工芸専攻
◎佐々木けいし、前田英伸、阿部吉伸、竹田園子

今後も機会を見て、情報交換を行い、より良いシラバスを作る事を目標とする事とした。

備考

■３：その他
検討内容で○○ I 〜○○ V 及び○○演習 I 〜○○演習 VI にも応用可能な部分は可能な限り反映させる事とし
た。

■２：上記（２）への対応
一般目標において、
１・「理解を深める」と言う文言で締めくくる事を決めた。
２・「素材、技法の歴史に関する理解を深める」と言う文言を統一で入れる事を決めた。
到達目標において、
１・箇条書きにまとめる事とし、
「理解を深める」と言う文言で締めくくる事を決めた。
２・「現代社会における工芸の位置づけ、役割を知る」と言う文言を統一で入れる事を決めた。

■１：上記（１）への対応
一般目標において、
１・素材名を明確に記載する。
２・〜を「身につける」と言う文言で締めくくる事を決めた。
３・「基礎的な知識、技能を身につける」と言う文言を統一で入れる事を決めた。
到達目標において、
１・箇条書きを３文にまとめる事とし、それぞれ A「知識、技能に関する事」B「興味、関心に関する事」
C「思考、判断に関する事」を記載する事を決めた。
２・それぞれの箇条書きは、〜が「できる」と言う文言で締めくくる事を決めた。
３・「素材特性に基づいて表現する事ができる」と言う文言を統一で入れる事を決めた。

▼「充実・改善内容」に関して

（２）「工芸理論Ⅰ〜 IV」
（２、３年）
４名の分野教員が、各分野の歴史を中心としつつ、現代社会での位置づけを論じており、現状ではバランス
がとれていると判断した。
ただし、一般目標、到達目標ともに記載の方法や文言がバラバラであるため、統一できる部分がないか検討
する事とした。

（１）「基礎授業」（１年生） ４名の分野教員が、各分野の素材の扱いに関する基礎及び工芸制作の基本的な考
え方を中心とした内容をとりあげており、現状ではバランスがとれていると判断した。
ただし、一般目標、到達目標ともに記載の方法や文言がバラバラであるため、統一できる部分がないか検討
する事とした。

●基礎授業及び工芸理論の授業内容を重点的に検討した。

■「現行シラバス」の検討結果

美術コース

彫刻専攻

◎二上正司、中村和雄

備考
・当初、二つの分野の共通教育として、モデルを使った全身像制作の授業を設けていた。現在は、諸事情により
この授業は出来なくなった。しかし、なんらかの共通教育があったほうが、互いの教育の連関を生む上で有効
であるように思われる。今後、検討して行きたい。

●上記３．の充実・改善
シラバスの記載を分かりやすく具体的に行なうようにした。

●上記２．の充実・改善
学生が余裕をもって、それぞれの分野の授業を受講できるような時間割の設定を行った。

●上記１．の充実・改善
さらに二つの分野の教育内容の差別化、特色化を徹底した。

▼「充実・改善内容」に関して

３．シラバスの記述も内容を的確に表している。立体造形分野の記述に幾分説明不足のところが見受けられる。

２．上記の二つの分野ではお互いにそれぞれの授業をとるように指導しており、この二つの教育が補完しあっ
て教育に深みを与えている。

１．専門科目全般について
彫刻専攻は、彫塑研究室と立体造形研究室があるが、この二つの分野の教育内容が互いの特色を出している。

■「現行シラバス」の検討結果

美術コース

４

ＡＭ芸術
芸術理論
芸術教育
市川信一郎、閔鎮京、阿部宏行、福山 博光

◎尾藤弥生、一條和彦、三橋純予、岩澤孝子

上記の内容は、芸術文化コースの教員が、8 名集まり、8 月 5 日と 10 日に検討会を実施し、その話し合いで
出された内容をまとめたものである。

⑧シラバスを作成することのみに終始し、授業内容そのもの充実に意識が向かず、徒労に終わるようなシラバ
ス作成にならないか懸念がある。

⑦ シラバスは学生に対するサービスであり、公開することで教員が守られるというが、学生の必要観はどの程
度まであるのか疑問がある。

⑥ シラバスを計画し、公開することは時代の流れであろうが、シラバスという契約を実施できなかった場合は
契約不履行となるのかなど話合いの中で検討がなされた。

⑤ シラバスをどの程度まで具体化し公表するか、具体的にするほど、その内容にしばられ、学生の進度に合わ
せた内容、深まりがないまま消化してしまうことはないかという意見があった。

④ 学生のディスカッション能力が弱いという意見があった。演習の授業方法に、意見発表・討論などの能力開
発の内容を取り入れたほうがよいのではないか。

③ 学生の文章力の向上にむけた取り組み、及び、授業の内容の検討などが必要性を感じられた。

② 各専攻における授業の目標設定は、学生に応じた適度な内容を実施するなど、学習内容に配慮が必要である。

① コース全体で取り組む授業などでは、チームとして動く必要性があるので、情報の共有や運営面などで一層
のコミュニケーションの必要があることをコース内で確認した。

▼「充実・改善内容」に関して

（３）シラバス記載状況
本年度８～ 12 月の間に、芸術文化コースに関する授業のシラバスの全授業の「授業内容」
「目標」の記載
がなされた。今後は「評価」方法の客観性や項目について充実させる必要がある。

・シラバスに関して

（２）「芸術文化演習ⅠⅡ」
（１年前期）＜美術・音楽の実技や文化施設見学を伴う合宿演習＞
新学期のはじめに実施し , コース内の交流も図られ、意義ある内容となっている。２泊 3 日の道内演習で
ある。１日目は集団による楽器制作と創作演奏、２日目は社会文化施設（特に美術館）を見学した。この
授業は昨年までは１泊２日を２回実施したが、シラバスを検討し、集中して実施し成果をあげた。実施後、
本学ホールでグループごとのテーマ別の作品発表会を実施し、ふりかえりも行った。その代表作品はオー
プンキャンパスで一般にも公開した。宿泊が伴う演習のため集中的に行うことができる利点がある一方、
練習にかかる諸準備に事前から時間をかけることができないなどの課題もある。今後、学習内容に即した
開設時間設定が望まれるという意見もあった。

・授業内容に関して
（１）「芸術基礎授業」
（１年生）
芸術理論・芸術教育・芸術アートマネジメントの３分野で８名の教員が、各分野ごとにチ－ムを組み、各
自特徴的な内容をとりあげており、現状ではバランスがとれている。音楽・美術・芸術文化の各コースの
１年が参加し、互いのよさを磨き合う授業となっている。しかし、お互い講義内容について情報交換がな
いため、重なりはないかなどの確認が十分といえず、効果的な成果があげられていないことも考えられる。
そのため情報を交換する場の設定が必要ではないかという意見があった。

■「現行シラバス」の検討結果

芸術文化コース
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６

分科会
座 長
記録者

分科会名

FD アクションプラン

松橋 博美
同上

参加者

８

名

現在の大学教育開発センターが主催する FD 活動について，授業改善への道筋が見えない，授業改
善の検証はどうするのか，という FD 活動に関する説明を求める意見があり，早急な対応が必要であ
ると思われた。FD 活動として授業公開を支持する意見が多く，授業評価アンケートと有機的に連携
させ，実施することが望まれた。以下に，主な意見を列挙する。
シラバス改善が授業改善に結びついているかの検証はできているのか。
そもそも良い授業とは何かのイメージが湧かない，モデルはないのか。
シラバス改善は教育課程の改善に結びつくと考えている。教員間の情報交換により，一つの目標を
持って教育課程が形成されると考えている。個々の授業の改善には結びついていない。
授業公開を以前よりやっているキャンパスがあるが，このような活動が必要かもしれない。
専門職大学院では，院生の授業評価をどう授業改善に結びつけるかが問題となっている。
教職大学院の特徴として，理論と実践の往還，双方向遠隔，複数教員による授業などがある。必然
的に授業公開になっている。
授業内容に重複がある。組織的にシラバスを見直すことも必要だ。
複数クラスで教員により成績評価が異なり，学生の不満の受け皿が学習サポートルームの業務であ
ると聞いている。
教職大学院では，担当教員で協議して評価をしているので，そのような問題はない。
教職大学院には院生の不満の受け皿がないので問題かもしれない。担当教員間での協議はあるが，
キャンパスで若干異なることがある。
授業評価アンケートは，個人が特定できるような回答がある場合の公開方法が問題である。
生のデータを出すと，問題がある人が出てくる可能性がある。工夫が必要だ。
公開するのであれば，ある程度の修正，整理はやむを得ない。自由記述には匿名性が必要だ。
学生の声に対し，改善がどうなったかは見れるのか。期末のアンケートで見れるようにしている。
自由記述については，多くの声なのかを判断する必要がある。
中間のアンケートは，応えられるものを中心にすべきではなか。
アンケートを行っても，結果を見ていない（結果がでていることを知らない）先生方がいる。アン
ケートと授業改善が結びついていない。
授業評価アンケートが，教員にとって何のプラスになるのかが見えない。
前にいた大学では，非常勤講師もやっていた。やらないと督促が来た。やらないでいられる自由も
学問の自由なのか疑問である。FD をやる，授業評価をやることは大学の評価につながって行く。危
機意識を持ちながら行うべきでは。
教職大学院は院生が厳しい。毎回コメントを求め，それに対応している。そうしないと院生から文
句が出る。彼らは，役に立つかで判断している。
教職大学院，教員養成課程，それ以外の課程では，教員の資質が異なるのではないか。同じ FD を
考えて良いものか。
異なるといえるので，それぞれが何をするか考えるべきではないか。
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大学で授業を作るという観点から，教員養成でなくても附属の教員の授業は参考になると思う。
内容をしぼって行うべきだと思う。シラバス改善が授業改善につながることを分かるようにしてほ
しい。
授業改善の検証方法を考えることが必要である。
自由記述を長く書いてもらったほうが役に立つ情報になるのではないか。アンケート方法を考えた
方が良い。
紙でのアンケートと選べるようにすることもあって良いのではないか。
FD 活動の全体の方向性も考える必要がある。
お互いに意見を言える開かれた FD 活動の土台として，授業公開があったら良いと思う。来たい人
はいつでもどうぞ，という授業がいくつかあっても良いと思う。
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平成 22 年 10 月 26 日
平成 22 年度北海道地区 FD・SD 推進協議会総会報告
松橋博美
日時：平成 22 年 10 月 20 日（水）10:00~16:00
場所：北海道大学学術交流会館
プログラム
1.

開会挨拶

2.

特別講演「弘前大学における教育改革の取組と課題」
弘前大学教育・学生担当理事兼副学長 神田健策

3.

氏

議事
（１）平成 22 年度活動報告について
（２）平成 23 年度活動計画について
（３）FD 等の実施状況に関するアンケートの結果について

4.

テーマセッション
（１）授業参観について
（２）小規模校の FD について
（３）FD への学生参画について

特別講演について
目新しいこととして，「教育者総覧」の公開があり，外部にも公開されている
る。教育に関する自己評価とシラバスを合わせたような性格のもの。取組みと
しては，外部に公開していることに意義がある。
Web で確認したところ，自己評価の項目は，１．授業に臨む姿勢，２．教育活
動自己評価，３．授業改善のための研修活動等，４．主要担当授業科目の概要
と具体的な達成目標，５．具体的な達成目標に対する達成度，６．学生からの
要望への対応，であった。外部への公開は評価できると思われるが，実際に見
ると全項目に記述があるのは 1/3 以下の印象で，1/3 には全く記入がない。項目，
記述内容とも整理されていない印象である。
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議事について
資料に基づいて説明があったが，これまでの幹事会などでの説明と同じであ
る。基本的には資金がないので，計画を縮小する方向にある。次年度も，総会，
FD 企画，SD 企画，は開催予定。
テーマセッションについて（小規模校の FD について，に参加）
参加校：旭川医科大，北海道教育大学，札幌医科大，札幌市立大，札幌大谷
大・短期大学部，道都大，北星学園大・短期大学部，北海商科大，北海道医療
大，北海道薬科大，北海道武蔵女子短期大
小規模校に限らない，大学教育全体に関する意見交換であった。
医療系は FD 活動は活発，WS が主。短時間だと参加者が多い。学生の変化に対
応できていない。学生の目線になっていない。外部講師に頼り過ぎ。
全体に，授業評価アンケートを活動として重視する傾向が強い。開始後数週
で実施するなどの工夫が見られる。北教大以外は紙（マークシート）で回収す
るのので，回収率は高い。少人数クラスではアンケートの客観性に疑問がある。
アンケート結果に教員が回答し，学内で公開，という大学が多い。公開は冊
子体で，数冊を作成し図書館などに置くことが多い。早急にアンケートの活用
方法を議論する必要を感じた。
他に，成績評価に関する話題もあったが議論は深まらず，どの大学も手探り
中と思われる。
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自主 FD 活動報告書
（１）活動名
キャンパス・コンソ―シアム函館戦略的連携フォーラム 2010
（２）報告書作成者氏名と所属
田中邦明、函館校
（３）参加者氏名と所属
加盟校教職員：８０名（交流会４５名）
：北海道教育大学教員 26 名
（４）活動の概要
企画内容
１．事業主体：単位互換・合同カリキュラム開発ワーキング・グループ
２．メインテーマ：大学・地域間連携による高等教育の発展可能性（合同 FD のつどい）
３．日時：平成２２年６月５日(土) 13:00~16:00
４．会場：函館国際ホテル（函館市大手町 5-10 TEL0138-23-5151）
５．企画日程
開会あいさつ
（１）講演 13:10~14:30
テーマ：協同によって高める学士力と地域力̶山形大学の取り組みと経験より‒
講師：山形大学教授 小田隆治 氏
休憩
（２）シンポジウム 14:40~16:00
テーマ：学士力向上の戦略をさぐる̶キャンパス・コンソーシアム函館の成果と展望̶
話題１：単位互換事業の充実と拡大 14:40~15:00
‒領域横断型授業の企画における協同のアプローチ‒
協同授業開発と単位互換はどのような成果をもたらしたか？
協同による単位互換授業開発の戦略と発展可能性は？
話題提供者：池田 誠氏（北海道国際交流センター）10 分
小松丈晃氏（北海道教育大学函館校）10 分
質疑：
話題２：e-ラーニングサービス事業の充実と拡大 15:10~15:45
‒個別授業のシステム化における協同のアプローチ‒
e-ラーニングを活用した学生指導の効果と発展可能性は？
e-ラーニング利用の拡大における課題は何か？
話題提供者：佐藤仁樹氏（未来大学）HOPE システムの概要と大学における初等教育 12 分
ピーター・ルースベン＝スチュアート氏（未来大学）大学における実践英語教育 10 分
総合討論： 15:45~16:00
（５）得られた成果と評価，および評価の根拠資料
１．課題や問題の共有
コンソーシアム活動の目的達成に関わる課題や問題を加盟校間で共有し、現在までの到達点の確認、今後の活動
のあり方や問題解決の方針について幅広い視点と立場から協議を深めることができた。
２．成果の普及と今後の展望
コンソーシアム函館加盟校の優れた実践を加盟校に紹介し、
各加盟校の高等教育機能の向上に寄与するとともに、
相互に利益が得られるような共同事業の拡大の方向性について意見交換がなされた。
３．組織の拡大と広報
一般市民５名、加盟校教職員７５名の参加をみたことから、キャンパス都市にふさわしい高等教育ネットワーク
としてのキャンパス・コンソーシアム函館の活動内容とその意義を関係者、市民に伝えることができた。
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（６）今後期待される改善の効果
今後の FD 活動に e-ラーニングの有効性を教職員に知らせることができたことは、e-ラーンニングの自学自習プ
ログラムへの幅広い利活用が期待される。とりわけ、未来大学学長の発案によるケーブルテレビでの「函館学」
の放送と e-ラーンニングのコンビネーションによる自学自習プログラムの実用化は有望と思われた。
（７）成果の情報提供の状況
本フォーラムの内容は北海道新聞、函館新聞によって報道され、また、キャンパス・コンソーシアム函館のホー
ムページでも紹介されており、成果についてはコンソーシアム事業の最終報告書として公表するとともに、ホー
ムページ上に他の事業の成果ともに、まとめて掲載する予定である。

2
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自主的 FD 企画

第 2 回「対応が難しい学生・院生への理解」報告書

実施日：2010 年１０月１日

１０：３０‐１２：００

札幌校 201 教室

１．参加者の構成
札幌校から教員８名が参加して実施された。
参加教員は、教育心理、家政、環境情報計測、特別支援教育専攻から出席があった。
２．議論の内容と参加者の感想
全員が前回も参加していたため、企画の意図の説明は省略し、自己紹介と
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（自由記述欄）は以下の通りである。
・情報交換をいかに行うかを具体的に検討する必要がある
・もっと対話をしましょう。色々なケースを知りたいです
・談話形式での交流の場につながるような内容であれば良いのではないか
・定期的に情報交換をする場がほしい。教員が個々に抱えている問題は情報は多いと思う
・今後も続けてほしい
・教育実習の丁寧な事前・事後指導も今後は必要だ
・学生同士のコミュニケーション・交流を活発にした方がよい
・予備知識を得るための資料の紹介などお願いできればありがたく思います。
・いろいろなケースがあることがわかったが、附中での問題はもう少し具体的に知りたか
った

２．アンケートの結果
参加者８名にアンケート用紙を配布して回収した（回収率１００％）。
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

回答数
８
６
０
０

ＦＤに参加した理由は、8 人の回答数 14 件に対して「今まで対応が難しい学生・院
生に出会ったことがある」が 8 件、「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」が６件であった。
２.事例紹介と解説の内容理解について
項目
(1)大変よく理解できた
(2)おおよそ理解できた

回答数
５
３
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(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

０
０

事例紹介と解説の内容理解については、
「大変よく理解できた」が最も多く 5 人、
「おお
よそ理解できた」が 3 人であった。
これは前回の参加者 17 人に対して、今回は 8 人と少人数であったため、各人の質問
や事例の内容について時間を確保することができたこと、全員が 2 回目の参加であるこ
とも関連しているかもしれない。

３.活動全体を通して（複数回答）
項目
(1)有意義な内容であり満足している
(2) 事例に関する内容について理解することができた
(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
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
(5)事例紹介についてもっと詳しく取り上げてほしい
(6)参加者の質問・議論の時間を長くとってほしかった
(7)その他

回答数
７
６
７
０
０
０
０

活動全体を通しては、「有意義な内容であり満足している」と 8 人中 7 人が答えてお
り、
「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とができた」
「事例
に関する内容について理解することができた」と積極的な解答が目立った。
４．今回の FD 研修を終えて
「対応が難しい学生・院生」について 2 回目のＦＤ研修となったが、今回は前回に引
き続き、各教員が経験した事例の紹介のほか、「障害・病気なのか、単なる怠惰や個人
の性格にすぎないのかを見分けることが難しい」ことについて議論が行われた。障害や
病気の場合、本人は一生懸命にやろうと努力しているが、空回りしたり周囲との関係が
うまく築けなくなってしまうなど、本人が怠惰である例は少ないことが確認された。ま
た、障害の診断は医師の診断を受けたに過ぎず、普段の大学生活では、実習を含め、そ
の本人が何に困っているのか、どのような助けや配慮を求めているのかが重要であると
の意見が述べられた。
次に、教育実習について、各学校や附属校などで実習生のトラブルや困った事案が担
当教員宛に直接連絡が届き、学校側が教育実習委員会の誰に連絡すれば良いのか、組織
的対応が明確でないと言われていることも明らかになった。これは各教員が学校から直
接連絡を受けて発覚したことであり、今後は教育実習委員会のあり方も検討する必要が
あるのではないかとの事であった。
全体としては、アンケートの自由記述にもあったように、今後も定期的な情報交流の
場が必要であることは参加者に共通する認識であったと思われる。学内には人権委員会
なども設置されているが、大きなトラブルになる前の段階で、日頃の教育活動において
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「対応が難しい」ケースについて気軽に話し合う場は重要である。次回は教員談話室な
ども活用してはどうかという案も出ていた。
いずれにしても初期段階で人間関係や感情のもつれや誤解を早い段階で解決できれ
ば、その後の展開に大きな影響を及ぼすことは想像に難くない。学生・院生との関係で
は誰もが一度は頭を悩ませたことがあり、教員同士の日常的な情報交換や議論が最大の
予防措置につながるのではないだろうか。
なお大学に所蔵されている学生支援に関する書籍や情報について次項に掲載したの
でご参照下さい。
次回は 2 月下旬を予定しておりますので、日程が決まり次第お知らせします。この度
はご協力いただき、ありがとうございました。
５．関連資料一覧
福田真也（2007）「大学教職員のための大学生のこころのケアガイドブック : 精神科と学
生相談からの 15 章 」金剛出版（札幌校図書館一般図書３Ｆ所蔵）
徳永豊, 佐藤克敏編集（２００５）「発達障害のある学生支援ガイドブック」.独立行政法
人国立特殊教育総合研究所（岩見沢校及び旭川校図書館一般図書所蔵）
日本学生支援機構

障害学生修学支援ネットワーク

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu̲shien/shien̲network/nw.html
日本学生支援機構「教職員のための障害学生修学支援ガイド」各種事例集等

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu̲shien/guide/top.html
以上
札幌校
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特別支援教育専攻

千賀

愛

平成 23 年 2 月 24 日
平成 22 年度 FD 活動報告書

１．全学関係
（２）2010/11/05，アスティ 45 ビル，大学改革推進事業「質の高い大学教育推進プログ
ラム」フォーラム 2010：教職実践演習に向けたカリキ
ュラム開発

本 学 が 受 託 し た「 質 の 高 い 大 学 教 育 推 進 プ ロ グ ラ
ム（教育ＧＰ）」の成果に基づく「教職実践演習
に 向 け た カ リ キ ュ ラ ム 開 発 」と 題 し た フ ォ ー ラ ム
を１１月５日にアスティ４５で開催した。

このフォーラムは、本学が平成２０年度に採択された教育ＧＰ「往還型カリキ
ュラムによる教員養成の改善−ステップアップ型チェックリストをコアにした教
師力育成プログラム−」の概要と成果について報告するとともに、教員免許法改
正に伴い平成２２年度から必修化された教職実践演習へ対応していくため、他大
学の教員養成の現状報告と広い視野からの提言を受けることにより、これからの
教員養成の方向性を探ることを目的として実施した。

フォーラムは３部で構成され、はじめに、文部科学省高等教育局の渡邉倫子教
員養成企画室長から「教員養成への期待」と題して、教員養成大学の現状と大学
の教職課程が抱える課題についての講演があり、続いて、国士舘大学の臼井嘉一
教授が「教職実践演習による教員養成教育をどうするか」をテーマに基調講演を
行い、参加した本学教員は現在の教員養成の状況と識者による教職実践演習の基
本的コンセプトと課題について理解を深めることができた。

第２部では、「教職実践演習に向けた北海道教育大学の取り組み」と題して、
本 学 の ５ キ ャ ン パ ス（ 札 幌 、旭 川 、釧 路 、函 館 、岩 見 沢 ）に お け る 事 例 を 発 表 し 、
取り組み内容や今後の課題について報告した。

40

第３部では、「教職実践演習を踏まえた教師教育改善の現状と課題」をテーマ
に、愛媛大学教育学部の山﨑哲司副学部長、島根大学教育学部附属教育支援セン
ターの池山圭吾副センター長、兵庫教育大学大学院の渡邊隆信准教授によるパネ
ルディスカッションが行われた。討論終了後、フロアから質問や感想があげられ
るとともに、北海道立教育研究所、札幌市教育委員会からも教職実践演習に関わ
る本学の取組みについて感想が出されるなど、活発な意見交換が行われ、教員養
成および教職実践演習にかかわる全国的な状況や本学のこれからの取り組みに対
する示唆を多く得ることができた。

本フォーラムは本学教員のみならず、全国から３２の国公私立大学をはじめ、
教 育 委 員 会 関 係 者 、札 幌 市 近 隣 の 小 中 学 校 教 員 な ど 、合 計 ２ ３ ０ 名 の 参 加 が あ り 、
会場は盛況のうちに終了した。
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可搬型双方向遠隔授業システムを活用した公開授業
（大学教育開発センター・教育改革室）松橋博美

１．活動の概要
中期計画番号５，平成 22 年度計画の具体的方策に係わり，FD 活動として可搬型双方向
遠隔授業システム（D システム）を活用した公開授業を開催した。開催要項は下のとおり
である。

日

時

平成２３年１月２８日（金）

９：００〜１０：３０

（授業終了後、意見交換会を実施する予定です。
）
場

所

札幌校

（研究棟２階２２４教室）、

函館校

（大会議室）

旭川校

（N２１７教室）

釧路校

（２０２講義室）

岩見沢校

（大会議室）

授業科目

生物の科学Ⅱ

担当教員

高久

元

准教授

本企画で使用した遠隔授業システム（D システム）はハイビジョン対応のシステムで，
従来のシステムより格段に鮮明な画像および音声を伝達できることに加え，これまで教室
固定であった遠隔授業システムとは異なり，可搬型であるため必要な場所で使用すること
ができる。今回は，札幌校の研究棟２階２２４教室で使用した。この教室は，生物学の実
験ができる設備があり，顕微鏡が常備されている。
公開授業の対象となった「生物の科学Ⅱ」は，教員養成課程基礎学習開発専攻（理科グ
ループ）の選択必修の専攻科目である。理科の中でも主に生物学を専攻する学生が対象で
あるため，少人数クラスであった。
授業内容は，シラバスによれば，「分類学・進化学に焦点を絞った授業であり，進化の定
義，進化のしくみ，自然淘汰と中立説の違い，多様な生物の仲間分けに関する理論と実際
などを学ぶ。
」もので，授業計画にある「動物の多様性」の回が公開された。シラバス記載
の到達目標の「多様な生物の世界を理解し，各生物の大まかな特徴を説明できる」に対応
する授業であった。
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２．参加者
当日のキャンパス別参加者数は，下の表のとおりである。
キャンパス
参加者数

札

幌

旭

川

釧

路

9

函

館
6

岩見沢
3

３．得られた成果と評価，および評価の根拠資料
授業は，画面に提示された資料の説明が主で，途中に顕微鏡での観察があり，これらを
上手く組み合わせる授業者の工夫が見られた。生物学の教授資料には，カラー印刷のもの
や写真が多くあり，これらを効果的に使うことにより，授業効果を上げることが期待でき
ることが分かった。授業の途中に，顕微鏡で実物を観察するなどの作業を入れることによ
り，学生の緊張感を保つことが可能になると思われる。
今回は，札幌以外のキャンパスでは，双方向遠隔授業システムでの参観であったため，
札幌校で直接見ている者の印象と，画面を通じて見ている印象は大きく異なったことが考
えられる。他のキャンパスからは，それなりの臨場感はありながらも，直接的ではない授
業ということがあり，今後システムの長所短所を見極めた上で，長所を生かした使用が望
まれる。
双方向遠隔授業システムの特徴として，情報のやり取りはスムースである，受け手側キ
ャンパスには，授業者の目が届きにくい，臨場感に欠ける，ということが上げられる。こ
のため，情報が一方通行になりがちな知識伝達型授業には向いていると言え，この方面で
の活用はあまり工夫を必要としないと思われる。討論型の授業の場合には，受け手側に発
言を促す役割の，十分にトレーニングされた TA を置くことが必要と思われる。

４．今後期待される改善の効果
双方向遠隔授業システムは，教職大学院では実際に日常的に活用していることから，教
職大学院のノウハウを全学に伝えることで，さらに活用が広がると思われる。双方向遠隔
授業システムを効果的に使う事により，非常勤講師枠の削減や常勤教員数の低減などによ
る教員負担の増加の問題を，ある程度解決することが可能と思われる。

５．成果の情報提供の状況
今回の成果の発信方法については，現在検討中である。
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平成 23 年 3 月 16 日
北海道教育大学ＦＤアクションプラン 2011-2015

教育改革室・大学教育開発センター

本学は，第２期中期計画 47 に「ＦＤ・ＳＤを効果的に実施するためのアクションプランを策定し，
組織的に能力開発に取り組む」を，平成 22 年度計画に「大学教育開発センターを中心として全学的な
ＦＤ活動を展開すると共に，より効果的に実施するためのアクションプランを策定する」を掲げた。そ
こで，関連中期計画をも視野に入れながら，「北海道教育大学ＦＤアクションプラン 2011-2015」を策
定する。

１.ア クシ ョンプ ランの 基本 的な考 え方
ＦＤ活動は，平成 11 年に実施の努力義務が定められ，その後，大学院設置基準において平成 19 年度
から「大学院は，当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び
研究を実施するものとする」と，大学設置基準において平成 20 年度から「大学は，当該大学の授業の
内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と定められ，義務化さ
れている。一方，改正された教育基本法（平成 18 年 12 月）において，教員は「絶えず研究と修養に励
み，その職責の遂行に努めなければならない」こと，そして，「養成と研修の充実が図られなければな
らない」ことが規定された。したがって，大学は組織的な研修及び研究を実施し，教員は研究と修養に
励む義務を負っている。これを的確な仕方で遂行するために，ＦＤアクションプランを立案する必要が
ある。そのさいの基本的な考え方は次の３点である。

１. 1

Ｆ Ｄと は

そもそも，ＦＤ（Faculty Development）とは， 教員団・学部教授陣（Faculty）の（能力の）開発・
向上（Development）のことである。中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成 20 年 12 月）
は，「単なる授業改善のための研修と狭く解するのではなく，我が国の学士課程教育の改革を目的とし
た，教員団の職能開発として幅広く捉えることが適当である」としている。これに応じて，ＦＤ活動は，
個々の大学教員（faculty member）から大学組織全体までの様々なレベルの教員団の，教育・研究・
社会貢献・マネージメント能力の向上のための組織的活動をも意味する。とはいえ，本プランの次元で
は，社会貢献・マネージメントを視野に収めることはせず，全学，課程，キャンパス，専攻，コース・
分野等の様々なレベルにおける，教員団の教育能力および教育に関わる研究能力の組織的開発として理
解することとする。教授能力の向上や授業改善のための研修はこのなかに位置づけられる。

１.２

何 のため のＦＤ か

ＦＤは，ともすると個々の授業に対する学生の満足度を高めるための̶̶極端な場合には教員の業績
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を評価するための̶̶ものとして捉えられる。たしかに，学生が本学の教育に対して満足することは大
切である。しかし何より重要なのは，本学が明示する人材養成の目的を実現し，学位の質を保証するこ
とであり，学生の満足度を高めるのは，そのための活動の一つの重要な要素である。すなわち，ＦＤは
学位の質を保証するために行われる，教員団の教育能力および教育に関わる研究能力の組織的開発であ
る。本学第２期中期目標・計画の前文には「『常に学生を中心とした（Students-first）
』大学を目指す
とあるが，これは学生の学位の質を保証することにほかならない。このように，FD 活動は単独で展開
すべきものではなく，本学第２期中期目標・計画にかかわる様々な取り組みと密接に関係するものであ
る。

１.３

自 主的な 協働作 業と しての ＦＤ

学位の質を保証するための教員団の組織的活動である以上，ＦＤは教員の自主的な協働作業という形
態をとる。大学設置基準に，「大学は，当該大学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成する
ために必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする」とある。大学の教育は
個々の授業の単なる総計ではないし，教員団（Faculty）は教員個人の寄せ集めではない。大学の教育
は，学生に授与する学位の質を保証するために，自律した教員団の自主的な協働をとおして，体系的で
系統的な教育課程を編成し授業を実施することによって行われる。ＦＤにおいて教員団の自主的な協働
作業が最も重要だと考えられるゆえんである。

２. アクシ ョン プラン
以上の基本的な考え方にもとづく具体的なＦＤ活動の計画は次のとおりである。

２. 1

教 育課 程の改 善

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
にもとづくカリキュラム開発運動を段階的・継続的に実施する。この活動は，現在「学士力プロジェク
ト」（2009-2011）として取組まれているが，今後も継続的に取組む必要がある。その成果は，以下の
個々の取組みの成果を含め総体として評価されるものである。

２.２

組 織的な シラバ ス改 善

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
に沿ったシラバス改善は，個々の科目の「学士力」養成に関する役割と個々の科目の有機的な関係を明
らかにする効果があり，この取組みを通じて教育課程を改善しようとするものである。各ポリシーの明
確化の過程で，継続的にシラバス作成のスキルアップを図ることが求められる。シラバス作成のスキル
アップは，教育課程の役割，つまり大学教育の役割の理解に通じる。
この観点から，第一に，大学教育開発センター主催のシラバスワークショップを，カリキュラム開発
運動の段階に応じて視点を変えつつ各校で継続的に開催する。平成 23 年度は，教育課程編成・実施の
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方針（カリキュラム・ポリシー）の説明会，及び教育課程編成・実施の方針との関連に重点を置いたシ
ラバスワークショップを，平成 24 年度は到達目標と厳格な成績評価との関連に重点を置いたシラバス
ワークショップを開催する。
第二に，各校では，第一の活動に連動してシラバス改善の活動を行う。「シラバス作成の手引き（22
年度版）」にあるように「教員間の協議に基づく到達目標」の設定が必要だという認識を基盤として，
専攻・コース等の教育組織を中心にシラバスを充実し，教育課程の全体的なレベルを向上させる。

２.３

組 織的な 教育内 容・ 方法の 工夫 ・改善

教養教育の改善などで，全学で共通の目標を掲げる科目（群）が設定される。これらに関し，全学的
な授業改善を図ることを意図し，授業方法，評価方法，ワークシートやコースパケットの作成など，共
通した問題に関する情報交換や，情報交換を通じた共通教材の作成などをＦＤ活動と位置付ける。平成
23 年度，平成 24 年度は，それらの科目において，全学的な体制で「共通教育コースパケット」を作成
する。
全学共通の科目に関するものに限らず，課程内の共通科目や特定の教育課程についても，情報交換を
通じた組織的な教授方法および評価方法の工夫・改善を構想する。教員養成課程３キャンパスが連携し
て，平成 23 年度，平成 24 年度に，教科専門と教科教育法を架橋する科目について，教育内容・方法を
開発・改善する。
さらに，平成 23 年度からの３年間で，北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限
並びに修学指導等に関する取扱要項」の第３のなかで定められた「４ 学生に選択の余地がないクラス指
定等を行う同一の授業科目については，当該科目の評価方法及び評価基準を統一しなければならない。」
を，組織的活動によって実質化する。また，同第８に規定された学修サポートルームの活動（「ア 学生
が個別に修学上の相対的位置を知ることができるよう学期ごとにＧＰＡ分布（ヒストグラム）等を集計
し，当該校に所属する学生に配布する。」
「イ 教員自らの成績評価の検討資料として，各授業科目の成績
分布を集計し，当該校に所属する教員に配布する。」等）を引き続き行うと共に，平成 23 年度からの３
年間で，同じく第８に規定された「前号ア及びイの資料に基づき，各専攻・コース等において成績評価
の適正化について検討しなければならない。」を実質化する。

２.４

授 業評価 アンケ ート 等を活 用し た授業 改 善活動

授業評価アンケートを教育改善に生かす「授業評価アンケート結果への対応」や，教育実績自己評価
の授業改善への連動など，これまでの取組の結果を活用する活動を，組織のもとで個人が行うＦＤ活動
として実施する。
この取組みに関しては，元となる授業評価アンケートの実施方法を改善し，信頼するに足るデータを
得る必要がある。そのために，学生に授業改善のパートナーとしての位置付けを理解してもらうと同時
に，授業改善への結びつきを示すなど信頼を得るために地道な活動を行うこと，また，制度的な改善を
行い，回収率を向上させることが重要である。
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２.５

自 主的Ｆ Ｄ活動 の充 実

教員が自由な発想で行うＦＤ活動を推進し，その成果を共有することを通じて教育課程や教育方法の
改善を行う。

２.６

授 業公開 などを 活用 した授 業ス キルの 向 上

「学士力プロジェクト」の活動の結果，各科目の役割は学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に
関わり組織の構成員の合意で決められるという認識が教員間に定着しつつある。各教員は，教育課程を
構成する各科目の担当を任されていて，科目の目標達成のため，授業スキルの向上に務める必要がある。
効果的な授業方法のアイディアの情報収集の方法の一つとして，授業公開がある。教員間に，授業は基
本的に公開されるものであるという認識と，授業スキルを互い高め合う雰囲気を醸成しつつ，ＦＤ活動
としての授業公開の方法を研究し段階的に実施する。

２.７

教 職大学 院にお ける 授業の 公開 とＦＤ シ ステム の確立

教職大学院ではすべての授業を公開する。また、教員が協働しながら、院生による授業評価や院生講
座アンケート等を活用しつつ、院生とともに教育の創造（カリキュラムの開発や教育内容・方法の改善）
に取組むＦＤシステムを確立する。取り組みの成果を，学部 FD 活動に還元することを構想する。

２.８

附 属学校 園との 連携

特に教員養成課程の場合，附属学校園の役割は大きく，連携を強化することが重要である。教育実習
プログラムや教科教育学等に関して，研究・教育の視点を明らかにしながら附属学校園と協働して改善
する。また，教員養成課程の新任大学教員の研修に附属学校を引き続き活用する。

２.９

学 内の人 材およ び活 動成果 の活 用と蓄 積

教育学部，教育学研究科および専門職大学院において，日常的な教育・研究活動は教育改善活動の性
格を有し，その成果は大学全体にとって有益である。大学内の人材を活用し，このような教育・研究活
動の成果を，授業公開や講演会などの情報交換の活動を通じて教員間で共有する。また，活動の成果を
FD 活動報告書にまとめ，共有と蓄積を図る。

３．FD 活動の 評価 につい て
本学の FD 活動は，
（１）シラバス改善，
（２）授業方法の改善を柱とし，卒業時の質の保証を目指す
ものである。成果の指標となるものは，
（１）に関しては客観的に検証することができる。
（２）に関し
ては，現在のところ授業評価アンケートと卒業時アンケートがある。卒業時アンケートはキャンパス間
で差はあるものの比較的高回収率で，卒論指導に関しては満足度は高いという結果がある。授業評価ア
ンケートに関しては，回収率が低いことや評価結果が関係者にしか公開されないなど，データとしての
価値や改善活動への動機付けとして弱い部分がある。これらの問題を全学的な議論によって改善し，FD
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活動そのものの評価・改善を行う。

４.ア クシ ョンプ ランの 見直 し
ＦＤ活動は多くの大学で実施されていて，その成果も多様である。数多い成果の中から本学に適した
ＦＤ活動を取り入れることは，ＦＤ活動の発展につながる。また，２.５にあるように，教員の自由な発
想でのＦＤ活動の成果も，教育改善に有益である。これまでの大学教育開発センターのＦＤ活動は，担
当者が本学の特質に合わせて企画実行しているものであるが，より良い活動を調査しそれを取り入れる
ことは必要である。３の FD 活動の評価に加えてこの観点からも，本アクションプランは常により良い
ものを目指し，毎年定期的に見直しを行う。

注：本アクション・プランは平成 23 年 3 月 16 日現在のもので，確定したものではない。
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別紙１
平成２２年５月８日

附属旭川小学校長

殿

副学長（旭川校担当）
八重樫

良

二

平成２２年度附属学校園における新任教員研修の受け入れについて（依頼）
旭川校では，附属学校園のご協力のもと，平成１０年から毎年「附属学校園における新
任教員のＦＤ研修」を実施しております。今年度も，別紙資料１「平成２２年度附属学校
園における旭川校新任教員のＦＤ研修実施要項」のとおり，附属学校園における新任教員
研修を実施することとなりました。
つきましては，実施要項に基づき，平成２２年度附属学校園における新任教員研修の受
け入れについて，格段のご配慮をお願い申し上げます。
なお，貴校において新任教員研修を希望している教員は，別紙資料２のとおり３名とな
っておりますので，よろしくお取り計らい願います。

（担当
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総務・附属学校グループ）

平成２２年５月８日

附属旭川中学校長

殿

副学長（旭川校担当）
八重樫

良

二

平成２２年度附属学校園における新任教員研修の受け入れについて（依頼）
旭川校では，附属学校園のご協力のもと，平成１０年から毎年「附属学校園における新
任教員のＦＤ研修」を実施しております。今年度も，別紙資料１「平成２２年度附属学校
園における旭川校新任教員のＦＤ研修実施要項」のとおり，附属学校園における新任教員
研修を実施することとなりました。
つきましては，実施要項に基づき，平成２２年度附属学校園における新任教員研修の受
け入れについて，格段のご配慮をお願い申し上げます。
なお，貴校において新任教員研修を希望している教員は，別紙資料２のとおり７名とな
っておりますので，よろしくお取り計らい願います。

（担当
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総務・附属学校グループ）

別紙資料１
平成２２年度附属学校園における新任教員のＦＤ研修実施要項
ＦＤ・自己評価委員会
＜研修の主旨＞
教員養成課程を担当する教員は，学校現場における教育の実際についての深い理解が求
められる。この視点から当委員会が旭川校に赴任する新任教員に対し，附属学校園におけ
る研修を要請し，着任後の本校における教育や研究活動の一助とする。さらに，この研修
を通して，大学と付属学校園との連携や共同研究の可能性を拡げる。
＜実施方法＞
１．研修テーマの設定
研修テーマは，各新任教員が主体的に設定し，それに応じて研修を実際に行う学校種，
研修方法等について研修計画の概略を作成する。本年度は，５月１０日（月）以降に，研
修計画（案）をもとに研修先の附属学校（園）と連絡調整を行い，研修の時期及び期間を
含む研修計画を確定する。
２．研修校，研修時期の選択
研修を行う附属学校（園）は，附属小学校，附属中学校及び附属幼稚園の中から１校ま
たは複数校を選択することができる。研修期間は，数週間から数ヶ月，又は通年等，研修
目的に応じて，研修時期とともに附属学校（園）と調整のうえで決定する。なお，研修は
当該年度内に終了するものとする。
３．附属学校（園）との連絡調整
ＦＤ・自己評価委員会は，新任教員に対して附属学校（園）における新任教員研修の説
明会を行い，研修を行う教員の人数を予め各附属学校（園）に連絡する。各新任教員は研
修計画（案）を作成した後に，各附属学校（園）と連絡調整を行う。共同研究を行う場合
を除き，当該附属学校（園）の教員に対し負担となる要請は避け，研修計画の作成も原則
として新任教員が主体的に行う。
４．報告書
当委員会は，各新任教員に対し，研修終了後の報告書の作成を依頼する。報告書の様式・
分量等については，特に指定はしない。また，報告書の提出は，平成２３年３月末日とし，
提出された研修報告書は，平成２２年度ＦＤ報告書に掲載すると伴に，旭川校ホームペー
ジ上でも公開する。
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別紙
資料２
附属旭川小学校における新任教員研修希望者の所属及び氏名一覧

所

属

氏

名

社会科教育専攻

坂

井

誠

亮

英語教育専攻

野

村

忠

央＊

英語教育専攻

笠

原

究＊

注）氏名の後に「＊」を付した教員は，貴校のほかに附属中学校での研修も希望している
複数校での研修希望者です。
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別
紙資料２
附属旭川中学校における新任教員研修希望者の所属及び氏名一覧

所

属

氏

名

国語教育専攻

作

田

将二郎

理科教育専攻

安

藤

秀

俊

英語教育専攻

野

村

忠

央＊

英語教育専攻

笠

原

究＊

英語教育専攻

菅

野

悟

生活・技術教育専攻

伊

藤

友

美

教職大学院

藤

森

宏

明

注）氏名の後に「＊」を付した教員は，貴校のほかに附属小学校での研修も希望している
複数校での研修希望者です。
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別紙２
2010/10/26
教員各位
旭川校 FD 委員会
2010 年度旭川校 FD 委員会主催公開授業
公開授業者募集のお願い
【公開授業について】
2005 年以来、旭川校の FD 委員会では、旭川校の FD 活動の一環として、教員各自の授
業改善に役立ててもらおうと、教授法などに工夫を凝らした授業を、公開授業として数多く
紹介してきました。公開授業の様子はビデオで撮影し、その一部は旭川校の HP にも掲載さ
れています。
ところで、平成 18 年度より FD 活動が義務化されたことをうけて、本学においても昨年
度より、FD 活動にエントリー制度が導入され、教員は一つ以上の FD 活動に必ずエントリ
ーすることが義務づけられました。こうした状況に対応し、旭川校の FD 委員会では、従来
から実施している公開授業を、旭川校独自の FD 活動とし、それに教員がエントリーできる
ようにしました。
つきましては、今年度後期に公開授業をしていただける先生方を、下記の要領で募集した
く存じますので、先生方にはふるって応募をお願いしたいと思います。
なお、公開授業者が決定しだい、公開授業者の氏名と科目名、公開授業の日時を公表した
うえで、教員各位に対し、あらためて公開授業参観者の募集を行うことになります。
【公開授業者募集要領】
①公開授業者は、FD 活動にエントリーしたことになります。
②公開授業者には、授業終了後、公開した授業の簡単な紹介と授業の工夫などに関するレポ
ートの作成をお願いします（A4：1〜2 枚程度）。なお、公開授業者の希望によっては、
授業終了後、授業参観者との間で、授業に関する意見交換会を開くこともできます。
③公開授業者に応募する方は、以下のことを記載したメールを、11 月 12 日（金）までに、
海老名（ebina@asa.hokkyodai.ac.jp）あるいは、懸田（kaketa@asa.hokkyodai.ac.jp）
宛へお送りください。
a）公開授業が可能な科目名をお書きください。
b）公開授業が可能な日時の候補を、第 1 希望から第 3 希望までお書きください。
c）意見交換会の有無をお書きください。
d）その他、ご希望やご質問等があったら、お書きください。
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別紙３
２０１０／１１／２２
教員各位
旭川校 FD・自己評価委員会
２０１０年度旭川校 FD 委員会主催公開授業

公開授業参観者募集のお願い
【公開授業について】
平成１８年度より FD 活動が義務化されたことをうけて、本学においても今年度より、FD
活動にエントリー制度が導入され、教員は一つ以上の FD 活動に必ずエントリーすることが
義務づけられました。こうした状況に対応し、旭川校の FD 委員会では、従来から実施して
いる公開授業を、今年度の旭川校独自の FD 活動とし、それに教員がエントリーできるよう
にしました。
つきましては、今年度の公開授業者及び日程（第１回）が決定しましたので、皆様にお知
らせいたします。公開授業者及び日程、公開授業参観者要領は、下記の通りです。なお、ご
不明の点などございましたら、懸田あるいは海老名までご連絡ください。
【公開授業者及び日程】
公開授業Ⅰ
授業者：小出

高義先生（科目名：体育Ⅱ）

授業日時・場所：２０１０年１２月２０日（月）３講時
意見交換会：有

（第一体育館）

授業終了後

【公開授業参観者募集要領】
① 公開授業参観者は、公開授業を一つ以上参観すれば、FD 活動にエントリーしたことにな
ります。
② 公開授業参観者は、授業参観後に、公開授業を参観し学んだことや意見、さらに感想な
どを記したレポートを作成していただきます（A４：１〜２枚程度）。なお、授業終了後
の意見交換会が設定されている場合は、先のレポートのなかで、意見交換会での議論に
ついても触れていただけると幸いです（ただし、意見交換会が設定されている場合であ
っても、公開授業の参観だけでも OK です）。
③ 公開授業参観される方は、参観される公開授業名と、意見交換会への参加の有無を記し
たメールを、２０１０年１２月１３日（月）までに、懸田（kaketa@asa.hokkyodai.ac.jp）
宛へお送りください。なお、１２月４日までに参観申し込みができなくとも、公開授業
当日の飛び入り参加も受け付けますので、奮ってご参加ください。
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別紙４

シラバスに関する学生の意識調査アンケート

このアンケートでは、質問が１０項目あります。これらの質問項目は、皆さんのシラバ
スの理解と利用実態、さらに要望・期待を具体的に把握するために設けたものです。それ
は、ひとえに皆さんのシラバスの理解や利用実態、さらに要望を把握し、それを教師によ
るシラバス改善に反映させることで、より良いシラバスづくり、より良い教育改革を目指
していきたいとの思いによります。そうした趣旨をご理解のうえ、ご協力ください。

なお、回答を記入した用紙は、
学務 G のレポートボックスへ投函してださい。

回答投函締切日：２０１１年１月末日

北海道教育大学旭川校 FD・自己評価委員会
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「シラバスに関する学生の意識調査」

以下１０項目の質問を読み、該当する選択肢に○をつけてください。記述回答は、でき
るだけ具体的に書いてください。

１、あなたは、授業を受ける前（開講時の教師によるシラバス説明は除く）あるいは履修
登録後にシラバスを読みましたか。
①

ほとんど読んだ（全履修科目の８割以上）

②

半分程度読んだ（全履修科目の５割程度）

③

ほとんど読まなかった（全履修科目の３割程度）

④

全く読まなかった

２、質問１で③あるいは④を選択した人に質問します。
「なぜ、シラバスをほとんど読まなかった、あるいは全く読まなかったのですか。」
①

シラバスを読まなくても、受講に支障がないから

②

シラバスを読んでも、よくわからないから

③

シラバスの役立て方がわからないから

④

シラバスが受講決定や学習に役立たないから

⑤

シラバスの存在を知らなかったから

⑥

その他(理由：
）

３、質問１で①あるいは②を選択した人に質問をします。
「シラバスは授業を受けるなかで役に立ちましたか。」
①

役に立った

②

ある程度役に立った

③

あまり役に立たなかった

④

全く役に立たなかった
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４、質問３で③あるいは④を選択した人に質問をします。
「なぜ、シラバスはあまり役に立たなかった、あるいは全く役に立たなかったのですか。」
①

シラバスの役立て方がわからないから

②

シラバスに書かれていたことと、授業内容が一致していなかったから

③

シラバスに書かれていたことは、自分に必要がない情報、あるいは自分が必要として

いた情報ではなかったから
④

シラバスに書かれていたことが理解できなかったから

⑤

その他（理由：
）

５、質問３で①あるいは②を選択した人に質問をします。
「シラバスをどのように活用しましたか。具体的にシラバス活用法を書いてください（自
由記述）。」

６、全員への質問です。
「シラバスとはどのようなものか、またシラバスをどのように使うかなどの説明を、教
員から受けたことはありますか。」
①

説明を受けたことがある

②

簡単な説明なら受けたことがある

③

ほとんど説明を受けたことがない

④

説明を受けたことが全くない

７、全員への質問です。
「シラバスとはどのようなものか、またその使い方をきちんと説明できますか。」
①

できる

②

ある程度できる

③

あまりできない

③

全くできない
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８、全員への質問です。
「今のシラバスは、あなたにとって役に立ちますか。」
①

大いに役にたつ

②

ある程度役に立つ

③

ほとんど役にたたない

④

全く役に立たない

９、全員への質問です。
「この２年間、大学ではシラバス改善を積極的に推進しています。学生の側からみたと
き、こうしたシラバス改善が自ら受講する授業や教育の改善につながっていると実感で
きましたか。」
①

実感できた

②

ある程度実感できた

③

ほとんど実感できなかった

④

全く実感できなかった

⑤

よくわからない（理由：
）

１０、全員への質問です。
「シラバスや授業の改善に関して皆さんがやってもらいたいことを、具体的に書いてく
ださい（自由記述）。」
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Ⅱ

Ⅰ

フェーズ

○

授業を運営するための基本的な方法をもとに，担当する科目の運営計画を作成す
ることができる。

○

○

成績を評価をするための基本的な方法を知り，これをもとに成績を評価をすること
ができる。

授業を評価するための基本的な方法を知り，これをもとも授業を評価することがで
きる。

◎

○

授業を実施するための基本的なスキルを知り，これをもとの授業を実施することが
できる。
◎

○

◎

○

○

○

○

○

○

◎

○

◎

○

○

◎

○

○

組織的なシラバ 授業アンケート
ス改善
の活用

教材を作成するための基本的な方法を知り，これをもとに担当する科目で使用する
教材を作成することができる。

◎

◎

○

大学や課程，学生のニーズをもとに，担当する科目に適した目的・目標を設定する
ことができる。

大学や課程，学生のニーズを把握することができる。

授業を運営するための基本的な方法について説明することができる。

○

大学における教育・学習支援のための組織・仕組みを説明することができる。

◎
◎

○

所属課程の授業やカリキュラムに関する基本的な事項や特徴を説明することがで
きる。

○

教員協議会
（情報交換）

大学や所属課程の学生・教職員の特長を説明することができる。

◎

シラバスワーク
ショップ

大学及び所属課程の教育目標を説明することができる。

標
○

目

教員の業務として授業の運営及び改善があることを説明することができる。

FDマップ（例）

◎

◎

○

○

○

○

○

授業公開

○

○

○

○

自主的FD活動

函館校における FD の実践 2010
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