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FDの成熟を願って

FD ニュース第3号発刊に寄せて
中京大学副学長・FD 委員会委員長

安村

仁志

新たな思いで新学年を迎えてお
新入生の皆さんにはご入学おめでとうございます。上級生の皆さんには、
られることと思います。
安村先生

さて、どんな時にも、どんな場面でも大切にしたいと思っていることがあります。“信じること”
“
、希望を
もつこと”そして“愛すること”です。どんな状況においても、信ずるところに立ち、常に可能性を信じ、
希望を持ち続けたいものです。そして、自分とかかわりのある者・ものに愛情・愛着をもって相（あい）
対し
たいものです。大学を取り巻く状況は変わります、大学の施設・環境も変わります、大学で学ぶ者・教える
者の気質・感性も変わり得ます。いろいろ変わるものはあっても、大学での学びは“学ぶ者”＝学生、
“教え
る者”
＝教員、両者を“支える者”
＝職員で成り立つことに変わりはありません、文化は変わっても人間の本
質は変わることはありません。その、変わらざるところにおいて、
“信じること”、
“希望をもつこと”、
“愛す
ること”をもっていい学びができるようにしていきたいものです。
FD 活動というものも、授業アンケート、授業公開、シラバスの充実を通じてより良い授業につなげること
であっても、決して形式化或いは数量化に陥ることのないようにし、趣旨を生かし、のびのびとした、真に
実のあがるものでなければならないと思います。その意味で現在行っている活動は点検し、より成熟したも
のにしていきたいと願っています。学生と教員との関係では、どちらかが受身になる ( ただ授業を受ける／
授業の評価を受ける ) ことでも、一方的になる ( 聞くだけ／話すだけ ) ことでもなく、いい意味での緊張関
係をもとに、それぞれ能動的にベストを尽くす関係でありたいものです。まさに For Doing our best! です。
第3号では教員の座談会が紹介されています。ご意見・ご質問などありましたら、気軽にお寄せください。
いい学びが生み出されることを願っています。

より良いＦＤ活動のための

教員のホンネ
座談会
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。中京大
学には、皆さんが学び、成長していくためのさまざまな
「場所」や「機会」
「出会い」が待っています。2012年度
新学期のスタートに当り、5人の教員が「これだけは学生
時代にやっておくべき！」
、
「大学での勉強の面白さと厳
しさとは」
、
「そもそも大学とはどんなところか？」など皆
さんに贈る座談会を行いました。昨年行なわれた「学生の

中京大学の
ＦＤとは

ホンネ座談会」
（本誌前号に収録・ホームページにて閲覧
可能）での授業に対する率直な意見を受けて、よりよい授
業にしていくためのさまざまな「秘策？」も語られてい
ます。これから始まる大学生活に生かせるヒントが満載。
在学生の皆さんにも面白くて役に立つはず。実りある学
生生活の手引きとなることを願っています。

FD とは、教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みのことを意味します。中京大学では組織的な取
り組みを推進するため、学部・研究科を横断して「ＦＤ委員会」を設置しています。授業に学生が満足し、力をつけられれば、
当の学生はもとより、授業をする教員も勉学をサポートする職員も充実感を得られるでしょう。その意味でＦＤを“大学のす
べての者の幸せのため”と位置づけ、それを目指してベストを尽くすもの（For Doing our best）ととらえています。

For Doing our best!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため
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より良いＦＤ活動のための

教員のホンネ

座談会

新入生に望むこと
酒井教授●まず新入生に望むことを聞かせてください。私
の場合は、本を読んでほしい。文学部の学生なら1日一冊
300ページは当たり前、というくらいの読書量を望みます。
尾入教授●最近は何かに真剣に関わっていく姿勢が見ら
れず、時間を浪費している感じの学生が多い。人生経験も

尾入正哲教授

（心理学部）

勉強もあまりできないまま、時間が来たから卒業という
人が少なくありません。一瞬一瞬を大切にしてほしいで

違和感ともどかしさを感じます。学生には志を高く持っ

すね。

て、知識と努力する力を身に付けてほしい。大学はサービ

岩下教授●新聞を毎日きちんと読んでもらいたい。そし

ス業ではなく教育業です。コンビニのように学費を払っ

てその際には、政治や経済や社会問題についての知識を

たからといって知識はもらえません。僕も含めて、凡人は

得るだけでなく、新聞の言いなりにならずに自分の頭で

努力しなければなりません。

考えてほしいと思います。それらの問題について家族や

酒井教授●受身ではいけない、学生、特にフレッシュな新

友人と話すと、視野が広がるし、自分の至らない点も分か

入生はもっと貪欲であってほしい、皆さんのお話に共通

ります。最近はネットでも読めるので、毎日必ず読んで欲

するのは、こんな願いでしょうか。

しい。

ハルトノ教授●大学は義務教育ではないので、勉強に興

板倉准教授●まず、卒業する時に大学4年間でこれをやっ

味がなければ来なければいい。教員は学生にモチベー

たと言えるようになること。本もたくさん読み、映画も観

ションがあることを前提に授業していいと思います。

てほしいが、好きな作品に関しては細部まで覚えるくら

酒井教授●学生はモチベーションが上がるような授業を

いこだわってほしい。もう一つは視野を広げること。留

要求するのではなく、最初から教員に挑むような知的欲

学、アルバイト、授業などいろいろなことを通じて、視野

求を持っていなければおかしいということですね。

を広げてもらいたいと思います。
ハルトノ教授●僕の出身国インドネシアでは、大学への
進学率はそう高くありません。日本では大学へ行くのが

モチベーションの高め方

当然のような雰囲気がありますが、世界的に見ればそう
ではない。大学に行けること自体が幸せなことなので、単
1）

位 を取るためだけに大学に来ている学生を見ていると、

板倉准教授●モチベーションに関しては個人差があると
思います。必修科目2）では単位にしか関心のない学生もい
る一方で、単位に関係なく勉強する学生もたくさんいる。
ただ、最も多いのは機会を与えられたらしっかり勉強する
という学生──能力を潜在させている人たちではないで
しょうか。僕はそういう学生の背中を押してあげることが
大切だと思う。やれば頑張れる学生を伸ばしたい。

FD 委員

シラバス・公開授業検討委員会委員長

酒井 敏教授

（文学部）

酒井教授●まさに FD3）ですね。文学部では1年生から卒
論4）の指導まで、学生を継続して見ていくシステムになっ
ています。刺激とか衝撃とかをうまく与え続けて、モチ
ベーションを維持してゆければ、と思っています。

1）単位⇒授業を受け、試験に合格することで単位が与えられる。卒業するためには学部で定められた単位数（卒業所要単位という）以上を修得しな
ければならない。
2）必修科目⇒卒業するために必ず修得しなければならない科目のこと。他に、一定の分野の科目から決まった科目数を修得しなければならない科目
を「選択必修科目」、自身の志向に応じて自由に修得する科目を「選択科目」という。
3）FD ⇒表紙下欄を参照。
4）卒論⇒卒業論文。4年生が大学での研究活動の集大成として作成する論文。中京大学では、学部によって卒業論文は必修科目であるか選択科目であ
るか、位置づけが異なっている。
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岩下教授●私は昭和37年に大学に入学しましたが、当

尾入教授●その点、心理学というのは、みんな面白そうだ

時の日本はまだ貧しく、社会問題に関心の強い学生が多

なと思って最初から聞いてくれます。しかし世の中、そう

かった。その後日本は豊かになりましたが、学生からは社

いう分野ばかりではない。数学など積み上げ型のものは

会的な問題に対する自らの責任感とか学問に対する意欲

最初はつまらないと思いますね。FD で「授業を面白くし

が薄れてしまった。そのような中で、どのように学問に対

ろ、理解しやすくしろ」と言われますが、いかに工夫して

して意欲、興味を持たせようとしているかというと、私は

も、やっぱりつまらないし難しい分野もある。

講義の中でいろいろな経済問題について論争を紹介して

酒井教授●つまらないところに耐えないと面白さが見え

います。誰々はこう言っている、それに対して誰々はこう

てこないというか……。

言っている。こういう形で興味を持たせるのも一つの方

尾入教授●スポーツでは地道なトレーニングから始めな

法だと思います。

いと華麗な動きができないわけで、常にそれを意識して

尾入教授●モチベーションの持たせ方も必要だと思いま

もらいたい。ただ教員側も、今はつまらないけど、いずれ

すが、モチベーションを高めたり新たな知識を得るため

こんなふうに役に立つという見通しを持って話すように

には、ベースとなる知識や概念が必要です。しかし最近

すれば、学生のモチベーションも上がるでしょう。

は、たとえば日本や愛知県の人口を聞いても結構知らな

ハルトノ教授●途中途中で小さな成功体験をさせると、

い学生が多くて、当然知っているべきことを知らない学

学生も努力すると楽しいことが起こるんだと気付いて、

生が増えている実感がある。

先に進める。

酒井教授●三平方の定理を知らずに数学の証明はできな

酒井教授●それはまさに目先の利益ではなくて、根本的

いし、森鷗外も源氏物語も知らずに日本文学は分からな

なところで大きな知的好奇心にもつながりますね。大学

い。基本的な知識なしには、そもそもスタートが切れない。

で学んでもらうことの意義でもあると思います。

尾入教授●基本的な知識がないとその上にはいけないし、

板倉准教授●将来こうなるとはっきりイメージできれば、

こちらの言っていることが伝わっていかない気がします。

難しいことにも付いて来られると思う。イメージを共有

酒井教授●我々がモチベーションが高まるだろうと工夫

するために、できるだけ学生とコミュニケーションを取

していることが、実は空回りしているかも。

るようにしています。ただ、それが難しい。今、全ての授

尾入教授●そう、この先生、何言ってるんだろうと思われ

業で学生に英語でコメントを書いてもらい、こちらから

ているかもしれません。

も全員に英語でコメントを返していますが、最近の学生

酒井教授●学生に言葉を届けるのは難しいですね。逆に

は昔に比べて打たれ弱い。うっかり否定的なことを言っ

彼らは、何で自分たちが当たり前に知っていることを先

てしまうと落ち込んでしまう。誤解されないように言葉

生たちは知らないんだと思っているかもしれない。たと

遣いに気を付けています。

えば昨年の AKB48の総選挙で誰が1位になったか知って
いますか？
全員●（笑）
酒井教授●こんなのも、まさにギャップかもしれません。
学生が好奇心の固まりであるとすれば、その扉を開いて
風通しをよくしてあげる必要があるでしょう。

「つまらない」 の先にこそ
「面白い」 がある
ハルトノ教授●最近、すぐに「つまらない」とか「きつ
い」という学生が増えました。僕は「努力して面白くなる
までやらないと、いつまでたってもつまらない」と言うの
ですが、それに気付いてほしい。
For Doing our best!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

3

より良いＦＤ活動のための

教員のホンネ

大学で身につけてほしいこと

座談会

者）がいいと言っているんだからいいじゃないですか」な
んて言ってくる。
ハルトノ教授●それと最近の学生は、極端に失敗を恐れ

5）

酒井教授●自分が指導した学生、ゼミ 生に、どんなこと

ます。失敗すると人間的に否定されるように思ってしま

を身につけて卒業していってもらいたいとお考えですか。

う。自分ができないことは何なのかを知って、できるよう

岩下教授●私は毎年、ゼミに入ってくる学生に「岩下ゼミ

になるまで努力する力を身につけてほしいです。

の決まり」と題したものを渡して、きちんと報告や発言が
できるように指導しています。社会に出てからきちんと
仕事ができるような能力を身に付けてもらうためです。

大学の 「使い方」

酒井教授●「私は岩下ゼミの卒業生としてこんなことがで
きます」というような、いわばセールスポイントは？

酒井教授●私はよく学生に「大学を使い倒せ」と言ってい

岩下教授●私は景気変動論のゼミなので、景気の現状と

ます。たとえば図書館を通せば全国の大学図書館から資

見通しについては、いつでも人に聞かれたらきちんと話

料を取り寄せられる。普通は20歳からしか入れない国立

せるようにしておきなさいと言っています。景気の現状

国会図書館にも大学生なら入れる。大学というのは、たた

については内閣府の「月例経済報告」
、見通しについては

けば応えてくれる使い勝手の良い場なので、受け身でい

「嶋中雄二の月例景気報告」を参考にするように指導して

たらつまらない。だから新入生には多様な好奇心を持っ

います。

て入ってきてもらいたいと思います。先生方は最近の学

尾入教授●心理学というのは結局、人間について勉強す

生を見ていてどうですか。

るわけですが、経済であれ法律であれ世の中のことはほ

岩下教授●昔に比べると平均的に見れば勉強に対する意

とんど全て人間に関係しています。人間について知るこ

欲は上がっていると思いますが、学問に対してではなく

とはあらゆる面で役立つぞ、ということは強調して言っ

実用的な勉強に偏っていますね。単位を取るとか、国家試

ています。それから、心理学ではよくアンケートを取っ

験に通るとか、資格を取得するとか。自分が社会や日本を

て、データを分析し、分かりやすくプレゼンテーション

どうこうするという意識は薄くて、逆にベンチャー企業を

する必要があります。集計して統計的に結果を出すとい

興すというような志になっている。でも現代はこういう姿

うのは、社会人になってからも大変役に立つので、そのト

勢の方が社会的に評価される時代なのかもしれません。

レーニングだと思ってやりなさいと言っていますね。今

ハルトノ教授●そういう志があるのは立派ですよ（笑）
、

勉強していることが卒業後、人生にどう生きて役立つの

社会をよくするきっかけになりますから。何の志も持た

かが分かれば、学生はやる気が出るのでは。そこが見えな

ないことが問題。僕は今2年生を担当していますが、不思

いと、モチベーションがなかなか上がらないと思います。

議に思うことがあります。学生は自分の大学の就職率が

ハルトノ教授●ゼミでは、学生に小さな成功体験と屈辱

分かっていないし、卒業後の姿を予測していません。

を折に触れて味わわせることが重要だと思います。根拠
もないのに自信満々だったり、逆にビクビクしたりする
ことのない人間を育てたい。そういう能力というのは社
会のさまざまな場面で使えると思います。また、ゼミは自
分とは異なる意見や価値観に触れられる場にしたい。同
じ価値観ばかりの人間が集まっていれば気持ちはいいか
もしれませんが、世の中はそうなっていませんから。
酒井教授●最近の学生は討議することに慣れていません
よね。
全員●そうそう。
酒井教授●「質問しないといけないんですか。彼（発表
5）ゼミ⇒ゼミナールの略。演習ともいう。教員と少人数の学生で行う双方向、討論形式の授業のこと。学生の主体性が求められる、大学ならではの
授業。高校までの授業のように教員が大人数に対し授業をする科目を講義科目という。
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板倉准教授●僕の世代でも、大学2年生の時に自分の将来
像を描いていた学生はほとんどいなかった。大学の文化
の違いもあるし、それほど否定的に見なくてもいいと思
います。ただ、僕が英語を教えているから特にそう感じる
のかもしれませんが、学生のコミュニケーション能力が
全体的に落ちているという印象があります。不思議な感
じがするかもしれませんが、オーラルコミュニケーショ
ン6）に関心の高い学生が多いことと全く矛盾しないんで

岩下有司教授

（経済学部）

すね（笑）。特定の状況で、限られた人と限られた話題で
コミュニケーションを取るのに長けていても、少しバッ

ケートの自由記述には、
「学生が騒いでいるのに平気で授

クグラウンドが違う人が混じると、とたんに喋れなくな

業を続ける先生がいるので腹が立つ」という記述が毎年沢

る。もちろん教員と話すのが苦手な学生もいます。

山あります。うるさいのにそのまま授業を続けている教

酒井教授●確かに、コミュニケーションツールは増えて

員を学生が軽蔑していることを教員の側も自覚しなけれ

いるのに、異世代間のコミュニケーションができなく

ばいけません。

なっています。学生はよく携帯電話でメールをしますが、

ハルトノ教授●僕も同感です。教員は良い勉学環境を保

書き言葉だけではうまく表現できないので、絵文字の助

証する責任があります。真面目な学生が損をしてはいけ

けを借りたりする。そしてそれで通じる相手としか話さ

ない。あと、あらかじめ学生が騒ぐ時間を作っておく。今

なくなってしまう。だから私も学生に、そんな言葉ばかり

から5分間ディスカッションしていい、自由に話していい

使ってると、おじいさんやおばあさんと話ができなくな

から、それ以外は僕の話を聞きなさいと。

るよと言っています。

酒井教授●なるほど、先手を打ってガス抜きしておくわ

ハルトノ教授●将来何をしたいのかってなかなか難しい

けですね。文学部は学生数が少ないこともあって、もとも

とは思いますが、今自分がしたいことについて意見を

と静かに授業を聞くという風土があります。ただ、自動車

持ってほしい。

やバイク、工事などの騒音が入ってくると、そのうるささ

酒井教授●将来の自分をイメージしながら大学の門をく

につられて、学生もつい私語してしまう。そんな時、「よ

ぐってくれれば。大学には多くの引き出し、いろいろな

し、この90分間で全員が俺の話に集中する瞬間を1回だけ

「使いよう」があります。将来の夢に向けていろいろとセ

作ってやる！」と力を入れて授業をする。そんな気構えは

レクトしながら、自分を作っていってほしいですね。

割と伝わるんです。学生たちが興味、関心を持って聞こう
とすると、注意しなくても集中します。ここが山場という

「私語のない授業」のための工夫

ところは、水を打ったようにシーンとなる。あれは快感で
すね。
板倉准教授●授業を全て英語で行うと、たいてい教室は

酒井教授● FD ニュース2号の座談会「学生のホンネ」を

静まりかえります（笑）。誰も話したがらない。「今、先生

読んでの感想などがあったら教えてください。

何て言ったの？」みたいなひそひそ話はありますが、それ

岩下教授●授業を静かに聞きたいという学生が多いです

以上の私語は出てこなくなりました。むしろもっと喋っ

ね。ネットでは、どこの大学でも大講義では私語がひどい

てくれと盛り上げる必要が出てくる。もちろんある程度

という書きこみがあります。私は200人くらいの講義だ

の規律は必要だと思いますが、怒らなくても聞いてくれ

と、授業の1回目の時に黒板の左側に大きく「私語厳禁」

る授業というのが理想ですね。必修科目では難しいかも

と書きます。そして、これを守れる人だけ受講しなさい、

しれませんが。

守れない人はやめなさいと、かなり厳しく言います。そ

尾入教授●今、一番多い授業は200人くらいですが、学部

のため授業は静かで、授業アンケートでもその点に関し

の必修科目なので、はっきりいってやる気のない学生も

ては90％以上の学生から評価されています。ただ、アン

いる。あんまりうるさいと怒鳴りますが、毎回怒鳴ってい

6）オーラルコミュニケーション⇒英語の授業で、「聞く、話す」ことに重点を置いた授業のこと。
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より良いＦＤ活動のための

教員のホンネ

座談会

ると聞かないし、疲れるので、笛を吹きます（笑）
、ピピ
ピーッて。これはかなり強力な効果をもたらします。事故
かと思われて、誰か駆けつけてきそうですけど（笑）
。た

ピトヨ・ハルトノ教授

（情報理工学部）

だ基本的には、酒井先生がおっしゃるように、学生の興味
を引きつける話をするというのが最高だと思います。そ
れともう一つ、私は環境心理学という授業をしています
が、教室環境というのも影響すると思う。狭い教室に満員
で座っていたら、うるさくなります。ある程度、余裕を
持って座れる広さも必要でしょう。

教わる気分を捨てて、
大学での勉強のし方に慣れよう

板倉厳一郎准教授

（国際教養学部）

酒井教授●勉強の仕方が分からないという1年生がよく

何が違うかということですよね。今は、学生は最初から目

教務課7）に来るそうです。先生は話してばかりで黒板に書

一杯履修するし、教員も最初からガンガン飛ばす。何が何

かない、何をノートすればいいか分からない。どうすれば

だか分からないうちに始まっているのかもしれない。

いいでしょうと。周囲は分かっているみたいだから、友達

ハルトノ教授●落ちてもいいよということをどこかで教

に相談するのは恥ずかしい。大学の授業は高校とは違う

えた方がいいかも。僕も単位を落としたことがあります

ということを、最初に知らせておく必要があるかもしれ

が、大したことない、もう一回やればいいと。

ません。

尾入教授●私もよく60点でいいと言うんですよ。60点で

ハルトノ教授●大学の歩き方みたいなガイドを作るとい

合格なんだから。

いかもしれません。勉強の仕方だけでなく、大学でどう遊

板倉准教授●もう一つ言うと、質問が苦手な学生がいま

ぶかなども紹介していく。

す。彼らが質問しやすくする工夫も必要ですね。文学や文

酒井教授●高校までの授業がものすごくサービスがいい

化研究では正解が一つだとは限らないことも多い。明確

んですね。学生の教育実習を見に行くと、空欄のあるプリ

な答えがないこともある。そう言うと、学生は質問しやす

ントを用意している。生徒が板書をノートするのは、先生

くなるようですが。

の説明を聞いて空欄に書き込むだけです。その状態から

酒井教授●分からないことに気付くのが大切ですね。

大学に来たら、講義のポイントを自分で整理し、ノートに

岩下教授●授業中、講義のことで分からないことがあっ

取れないのは当然だと思う。

たら周りに聞くな、僕に聞きなさいと言っています。君ら

ハルトノ教授●ちょうど今、情報理工学部ではリメディ

が疑問に思うことは、ほかの学生も疑問に思っているこ

8）

をやろうという話が出ています。授業の時に

とが多い。それに答えることで授業にもメリハリが出る

9）

チューター のような人にたくさん立ってもらって、学生

というプラス面もあるから、どんどん授業中に質問しな

が分からない時に勉強の仕方を教えてもらうというもの

さい。僕に限らず先生方は、授業中の質問は歓迎するはず

です。

だ、とよく言います。

岩下教授●経済学部では1年生の春学期に、入門ゼミとい

酒井教授●質問してもらうと、学生はこんなところでつ

うゼミで、大学での勉強の仕方とか様々なものの考え方

まずいていたんだと分かって、教員も話し方を工夫でき

を教えています。

る。受身の姿勢ではいけないとか、コミュニケーション能

尾入教授●我々が大学に入った頃は何も教えられません

力の必要性とか、大学生としての基本は授業を受けると

でしたが、何となく馴染んでいきました。当時と今とでは

きにも、やはり重要になってきますね。

アル教育

7）教務課⇒大学内の事務取扱い窓口。授業、試験、成績、卒業、教職課程などについて担当している。
8）リメディアル教育⇒1年生のうちに、大学の授業についていけるだけの学力や知識を修得させる教育。高校までの勉強で不足していた学力を補い、
大学での学修にスムーズに入るために行う。
9）チューター⇒教員以外に授業中に学生に指導・助言を行なう補助者のこと。大学院生が担当する場合が多い。
6
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があるかはあまり考えない。それに反抗してもいいんで
すよね、気に入らないとか（笑）
。ただ、そうするために
は、やっぱり興味を持たせないと。興味がないと考えない

酒井教授●学生にとって大学はどういう場であるべきだ

から反抗もしない。

と思いますか。

酒井教授●だから新入生には、
「大学には君たちが考えた

ハルトノ教授●第一に居心地のいい場所だと思ってほし

こともないような自由があるんだよ。それを生かすも殺

い。大学に来なかったら終わりじゃないですか。情報理工

すも自分次第」ということを知ってほしい。

学部には学生一人ひとりに専用のロッカーがありますが、

尾入教授●産業心理学ではいろいろな職場の実態調査を

他大学だと専用の机があることも。大学を第二の家のよ

しますが、工場や建築現場などへ行くと圧倒的に高卒の

うに感じられる雰囲気を作れるといい。

人が多い。時には中卒の人もいるわけです。彼らは立派な

酒井教授●中京大学は割と居場所がないですよね、人口

技術、職人芸を持っていますが、大学教育を受けた人は何

密度が高くて。

が違うかというと、批判力ですよね。情報を鵜呑みにしな

板倉准教授●最近、ゼミ生は僕の研究室でご飯を食べて

い。会社で言われたことは正しいのか、間違っていたらど

います。場所がないからって。その代わり僕の昼ご飯も

うするのかと考えられる。緊急事態が起きても、どうすべ

買ってきてもらっていますが。

きなのか対処できる。これが大学教育の意義だと思いま

全員●それはいいなー。

す。大学の中にいると見えにくいのですが、その意義を学

ハルトノ教授●勉強だけでなく、わいわい騒ぐのも必要

生も教員も自覚することが大切でしょう。それを前提に

ですよね。そういう場所があるといい。

して、どう生かしていくかという点に希望があると思う。

岩下教授●友人を作るためにもサークル活動など積極的

板倉准教授●「教育者」には instructor（学生に知識を

に参加してほしい。経済学部のゼミは選択制ですが、是非

教え込む人）と facilitator（学生が自ら学ぶことを容易

入りなさいと言っています。ゼミでいろんな人と話して、

にさせる人）という両方の役割があります。ある程度の

触れ合って、友人を作る。人によっては生涯の友、生涯の

instruction（教え込み）は必要かと思いますが、むしろ学

師と呼べるような人に出会えるかもしれません。アルバ

生の能力を引き出したいと思っています。education（教

イトと授業だけでは、なかなかそうならない。

育）というのは、educatio というラテン語に由来してい

酒井教授●昔はアルバイトって苦学生の記号でしたが、

て、
「導くこと」
「引き出すこと」という意味があります。

最近は苦学生って聞きませんね。何でアルバイトをする

大学は学生を導き、その能力を最大限に引き出す場とし

のかというと、プラダのバッグを買いたいから、そういう

ても必要なのかなとよく考えます。

感じになっている。身軽ではあるけれど、必ずしも社会経

酒井教授●本日はどうもありがとうございました。さす

験ではない。

がに先生方は話すプロなので（笑）
、何の工夫もせず多く

ハルトノ教授●僕は苦学生でしたが、自分で学費を払わ

の話題で盛り上がりました。我々の熱い期待は新入生に

なければいけないと勉強するんですよ、損したくないか

も伝わったことでしょう。大学は使い勝手のよい自分磨

ら。インターンシップ

10）

などとはまた別のシビアさの体

きの場です。基礎から高度な専門知識まで思い切り勉強

験です。

できますし、一生の友や師との貴重な出会いも体験でき

酒井教授●高校と比べると、授業の取り方によっては時

ます。ワクワクしながら大学生活をスタートさせてくだ

間ができるので、その自由な時間をどう使うか。自分で自

さい。中京大学の教員や事務スタッフは、必ず皆さんのや

分のやりたいことを決めて自己管理しなくてはいけませ

る気に応えます。今度会うのは教室かな？

んが、せっかく大学にいるんだから友達と話してもいい

い出多い4年間になりますよう、お祈りしています。

充実した思

し。
ハルトノ教授●サボってもいいし。
酒井教授●サボることが貴重な経験になることもある。
ハルトノ教授●今の学生は、ルールを守ることに関して
は本当に真面目です。ただ、そのルールにどういう意味
10）インターンシップ ⇒ 在学中に企業で就業体験ができる制度。主に2、3年生を対象に夏休みや春休みに行なわれる。
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学部における FD活動

経営学部

経営学部における相互授業参観の取り組み
人の振り見て我が振り直せ

昔から「人の振り見て我が振り直せ」などとよ
く言われます。これは、そもそも他人には厳しく

FD 委員会で提案された公開授業の制度が全学

て自分には甘い人が圧倒的多数を占め、他人の

的に導入されることになりました。これをうけ

忠告を素直に聞きいれて自分の欠点を矯正する

て経営学部においても、どのような手順を踏め

ことは非常に難しいので、他人を鏡として自分

ばこの制度をうまく定着させることができるの

を反省するというやり方であれば、比較的抵抗

かについて検討しましたが、ただ単に「はい、授

なく受け入れることができるであろうとの古賢

業を公開しました。さあ、どうぞ見に来てくださ

の知恵です。

い」と声を掛けただけでは、教員の参観者が一挙

授業参観をとおしてこのような「反省をする」

に現れるなどということを期待するのは無理だ

ことはもちろんできます。しかしもっと前向き

ろうとの結論に達しました。

な「さまざまなヒントを得ることができる」とい

たしかに、授業を展開するにあたってのさま

うことが、実際に体験してみてよくわかりまし

ざまなヒントを得て、それをうまく採り入れる

た。後の３名の感想からは、このあたりのこと

ことができれば学生の満足度も向上するでしょ

がよく伝わってきますし、それぞれに「気づき」

うし、学生の反応が良くなればまた自分にとっ

がいくつもあったことが報告されています。

ても充実した90分を過ごすことができるに違い

最近では、教員一人ひとりがきっちりしたシ

ありません。とはいっても、授業を見られる側に

ラバスを書いて良い授業をすればいいというだ

はそれなりの心理的負担などがあるかもしれま

けでは済まなくなっているような気がします。

せんし、また見る側にも何らかの遠慮が働くこ

すなわち、教員間で教学に関する情報やノウハ

とでしょう。とすれば、そのままでは誰も授業参

ウを共有し、学部単位で教育力を向上させてい

観に参加しない可能性が高いと判断されたわけ

くことが強く求められているようです。わが経

です。

営学部においても、授業改善のさらなる取り組

そこで経営学部では、昨年度の春学期に３名
の教員がいわゆる「三つ巴」のかたちで、お互い

みを進めていきたいと考えています。
（経営学部教授・前経営学部 FD 委員・梅田守彦）

の授業を参観しあってそれを教授会で報告する、
ということから始めることにしました。この３
名とは、当時の学部長、前学部長、そして全学
FD 委員なのですが、この３名は経営学部内に設
けられた FD 委員会のメンバーでもありました。

8

教員同士でお互い勉強し合う
ような取り組み

３名からなる経営学部の FD 委員会に、現学部長

私が大学教員になりたての頃（もう30年近く

および前学部長を入れているところに、経営学

も前）、授業のやり方を勉強したくて、先輩教員

部の FD 活動に対する意気込みを感じていただ

に授業参観のお願いをしたことがありました。

けるのではないでしょうか。その過程で有り難

ところが、なんと、やんわりと断られました。
「そ

いことに２名の教員が、授業参観の趣旨に賛同

んな恥ずかしいこと、困るなぁ。」授業の仕方は

して自主的に参加してくれることになりました

企業秘密であり、自分で努力しろと言いたかっ

ので、最終的には５名の教員で試行することに

たのかもしれません。時は移り、最近では FD 活

なりました。そのうちの３名の教員による感想

動の一環として、学生にわかりやすい授業をす

が以下に示されています。

るために、教員相互の授業参観が奨励されてい

CHUKYO UNIVERSITY
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ます。経営学部では、私を含む３人の教員が三つ
巴でペアをつくり、お互いの授業参観をしまし
た。学生にとってわかりやすい授業の実施に向
けて、学生目線に立った改善活動を行っている
のです。
私はまず、会計学担当の梅田先生の授業を参観
しました。他の教員の授業を受けることは、学生
がどのようなことを望んでいるかを知るきっか
けとなりました。声は大きく、明瞭に、配付資料
は復習を考えて詳細に、理論の説明は必ず事例
を示して理解を促進するなど、参考になる点が
多々ありました。一方、親切心から、あまりにた

右：中村雅章教授の
ゼミナール風景

くさんの内容を詰めすぎると、消化不良を起こ
してしまいます。逆説的ではありますが、15回
の授業でたくさんのことを教えるためには、毎
回の授業では焦点を絞ることが大切で、あまり
教えすぎないことが重要であるとも感じました。

百戦錬磨の先輩先生から見て
学ぶことが一番

一方、私の授業（情報戦略論）には、簿記論担

私は、2010年４月に中京大学経営学部に赴任

当の吉田先生に来ていただきました。教室の後

して参りました。なにしろ大学で教鞭をとるこ

ろの方に隠れるように座っておられて心遣いに

と自体がほぼ初めての経験でしたので、赴任当

恐縮しました。私の授業は、毎回パワーポイン

初には大学講義の運営に大きな不安を抱えてい

トを使ってプレゼン形式で行っていますが、同

たことを今でも鮮明に覚えています。その際の

時に学生とのコミュニケーションも重視してい

自分自身の経験をありのまま書き残しておくこ

ます。発言を求めると手があちこちから上がる。

とが、キャリアの浅い先生方などに若干でも参

しかし、これにはカラクリがありまして、１回５

考になれば、と今回筆をとらせていただくこと

点で期末テストに加算されるのです。吉田先生

にしました。

には、
「どんなカラクリがあっても、授業の活性

なにかと発想が単純な私ですので、その時思

化には良いことだ」と評価していただきました。

いついた対処法も、
「こういうことは、百戦錬磨

その一方で、パワーポイントを使う時の教室の

の先輩先生から見て学ぶことが一番」というシ

照明など、普段は気付かない細かい点を指摘し

ンプルなものでした。おそらく、長年企業実務

ていただき、大いに参考になりました。

などを行ってきたことから得た経験則のような

このように、より良い授業に向けて、教員同

ものから来ているのでしょうが、今その時の自

士でお互い勉強し合うような取り組みを始めて

分の発想を振り返ってみても、あまりの単純さ

います。学生諸君もアンケートの時だけでなく、

に笑ってしまいます。しかしながら、世の中、シ

普段の授業の時も、ちょっと気づいたことをそ

ンプルであることほど効率的なものはない、と

の場で遠慮なく指摘してくれればありがたいし、

いう局面も多くあるものです。

できるところから、すぐに実行していきたいと
思っています。

（経営学部教授・中村雅章）

そんなこんなで、研究領域的に近い伊藤清道
先生から幸運にも快い返事を頂戴し、FD の制度
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学部における FD活動

経営学部

を利用して同先生の講義を参観させていただけ
ることになりました。伊藤先生からの無言のメ

良い意味で緊張感をもたせる

ッセージは、
「何を伝えたいのか、教える側が分

私は、中村先生の「情報戦略論」を参観させて

かっていなければ、聴く側がそれを感じ取るこ

いただきました。教材のパワーポイントはわか

とはできないよね」という非常にシンプルなも

りやすく、一部は穴アキとなっており、授業中に

のであったと解釈しています。私も、そのことは

記入する方式（キーワードまたは文章）になって

頭では分かっていたのかもしれません。しかし

いました。これに限ることなく、受講生は単に聞

ながら、私の中でそれが本当に腹に落ちるため

くだけまたは資料をもらうだけに終わらず、全

には「現場の学び」が必要であった、というこ

員が何らかの形で授業参加できる仕組みが数々

とでしょう。
「何を伝えたいのかが明確であると

ありました。なお、スクリーンが設置されている

は、こういうレベルまで明確にするということ

教室前列の照明が暗いため、板書が見えにくい

である」という基準を、伊藤先生の講義を通じて

場合がありました。これは FD 活動が授業内容だ

初めて身をもって知ることができた、と痛感し

けではなく、教室環境等も含む広範囲な取り組

ております。

みであることを感じさせるものでした。

伊藤先生からの数多くの学びは、今でもしっ

まじめに聞いている受講生の妨げになるほど

かりと私の講義の中に活用させていただいてい

の私語はなく、よい学習環境が維持されていま

ます。私は自らを「伊藤チルドレン」と称してい

した。100名を超える授業ながら、幾度となく受

ます。いつの日か、チルドレンである私の講義を

講生に発言を求め、それに受講生が答える授業

伊藤先生に見ていただき、
「何を伝えたいか、分

の進め方は大変参考になりました。授業中での

かりやすいじゃない」と伊藤先生から言っていた

発言点も成績評価に加味されるにしても（授業後

だけるようになりたい、と考えている今日この

に発言点カードを配布）
、それ以上に受講生が発

頃です。

言しやすい環境を作り出す授業担当者の努力が

（経営学部准教授・永石

信）

垣間見られたことが印象的でした。
一方、私の授業（簿記入門）は同じく会計担当
の梅田先生に来ていただきました。同業者によ
る授業参観は、良い意味で緊張感をもたせるも
のでした。長年担当している科目ですと、授業
の進め方や配布資料もマンネリに陥りがちです。
「海外ビジネス研修」
（University of Southern
Queensland）のひとコマ

参観者が担当科目分野の門外漢であったとして
も、受講生にわかりやすく教える、授業参加を促
すという授業方法は共通したところも多いと思
います。毎年とは言わないまでも、定期的に授業
内容を外部公開することは有益と感じました。
（経営学部教授・吉田康英）

経営学部生へ：ひとくちメモ
「海外ビジネス研修」は、1年次の夏季休暇を利用して、オーストラリアの南クイーンズランド大学にて約2週間
のビジネス研修を行う選択科目です。日本で事前研修（英語とリサーチ調査の事前学習など）ののち、現地へ
渡航します。午前の授業（全20コマ）では、大学内にて日常英会話と英語によるプレゼンテーション能力、作
文能力とリサーチスキルなどを学びます。午後の授業は学外にてリサーチ活動や施設訪問等を行います。
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縦のつながりと「学び、楽しみ、楽しませる」
総合政策学部

坂田

隆文

本学部では通常のゼミを「プロジェクト研究」と

み、楽しませる」というモットーのもと、学年を超

称し、様々な活動を行っています。坂田プロジェク

えた「縦のつながり」を大切にしようという学生

坂田先生

ト研究の場合、学生たちが
「できるかどうかよりも、

たちの思いがあると思います。先輩が後輩を指導

やりたいかどうかを大切にしよう」と互いに刺激し

し、後輩は先輩を超えようと努力している姿は、ま

あい、活動しています。その成果として最近１年程

るで体育会系の部活のようです。学生たちは私が

のものを挙げると、サークルK サンクスへの弁当企

主催する社会人対象の勉強会にも積極的に参加し

画提案
（商品化を果たし、２週間限定で数万個の販

ますし、学外で卒業生に会いに行くということも頻

売）
、中日ドラゴンズへのグッズ企画提案（経営学

繁にあるようです。

部中村ゼミと合同で取り組み、商品化達成）
、NTT

本学部は来春で４学年の卒業生を迎えますが、

ドコモ主催のコンテスト（２年連続、最多の入賞数

私のプロジェクト研究は毎年就職内定率100％で、

を獲得）
、大学横断型企画提案コンテスト「S カレ」

これまでにアシックス、イビデン、NTT ドコモ、敷

（提案企画が商品化達成）
、HP 運営（累計アクセス
数が５万件弱）といったものがあります。

島製パン、タキヒヨー、トヨタ自動車、デンソー、
三菱東京 UFJ 銀行、リクルートといった企業へ入

学生の努力の背景には、
「頑張るのは学生の責

社しています。こういった卒業生もこれまで通り

任、頑張りがいのある場を提供するのは教員の責

の「縦のつながり」の一員として、現役生の学びの

任」という意識を私と学生が共有し、
「学び、楽し

対象になるのが楽しみです。

期末試験のはなし
スポーツ科学部
小学校入学から現在まであなたは数え切れな

桜井

伸二

担当するエリオット教授は３時間かけて試験を
坂田先生
桜井先生

いほどの「試験」を受けてきました。大学の試験
が高校までの試験と違うところは何でしょうか。
私自身の学生時代の経験と印象では、採点された
テスト用紙が返ってこない、１学期に１度しかテ
ストがない、そのわりに極端に問題数が少ない場
合がある、などです。
「TCA サイクルを書け」とだけ出題された「生
物学」
、問題文が「ヴィトゲンシュタインは～」で
始まる
「哲学」
のように、１問しか出題されなかっ
た場合もありました。40年近くたっても覚えて
いるわけですから印象深い試験ではありますが、

行なっていました。マルチプル・チョイスという
選択式の問題とショート・アンサーという短文記
述式の問題がそれぞれ50問ほどです。120名の
受講者の答案を前に、朝から晩まで丸々１週間か
けて行なう採点はかなり大変そうでした。
１学期間の授業を終えたときには皆さんの知
識や努力を正しく把握したいと思います。１学期
に１度の問題数の少ないテストでは、それを十分
に測ることは難しく、また不公平が生ずる可能性
が高いでしょう。私の授業では、選択式の問題を
50問と短文記述式の問題を４問出題する期末テ

授業内容を広くカバーしていたとは言えません。
私の主要な担当授業は２年生の「バイオメカニ
クス」です。学部の必修授業であることからも、
まずは知識を習得し、基本概念を理解してもらう
べき科目だと思っています。
西オーストラリア大学で２年生の同種の授業を

スト（評価の55％）に加え、授業中に30～40問
の中間テスト（25％）
、そして MaNaBo 上で小
テストを４回（20％）行います。授業15回、つ
まり1350分間で扱った内容をテストするために、
60分間の試験時間は本当は短すぎると思ってい
ます。
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私の授業
法学部
私の授業の目標は、履修した学生に
「教科書に
坂田先生
書いてあることだけじゃわからない大切な物」を
探させることです。そのために、履修者に「理論
と実践の両立」を可能な限り体験させるように心
がけています。なぜなら、私の研究分野でもある
国際関係論や政治学の本質は、実は私自身もそ
うなのですが、現地の方々や実務家との交流を
通じて初めて知ることが多いからです。
例えば、今年度は、ゼミ生とともに北海道の根
室地域に行きましたが、現地の方々との交流を通
じて、北方領土問題が日本国全体で考えるべき問
題であるにもかかわらず、根室地域から離れれば
離れるほど、より多くの（国会議員も含む）国民
が実は無関心であることを痛感させられました。
また、現代国際社会の諸問題を扱う「国際政治
B」では、外務省、自衛隊、内閣府、海上保安庁
の方、地方分権・道州制を考える「法実践講義Ⅰ」
では、愛知県庁、名古屋市役所、三重県庁の方に
授業をお願いし、授業で取り上げたテーマが現場
でどのように考えられているかを学びました。
ちなみに、上記の授業は、
「準備学習→特別授
業 or 現地学習→課題作成」という流れで進めて
います。なぜなら、基本知識を事前に学んでおけ

新入生の皆さんこんにちは！いよいよ待ちに
待った楽しい大学生活がスタートします。

学生支援室は皆さんにとって、とても身近な
存在です。大学で皆さんは、
「自分で考え、判断
し、行動し、結果は（自分で）責任をとる。
」と
いった、社会に出て自活、自立するために必要
な力を身につけます。そんな皆さんが充実した
学生生活を送るために、学生支援室では様々な
支援をしています。
たとえば、クラブやサークルなどの課外活動
のサポートをしたり、家計が急変したことによ
り修学について不安がある方に奨学金の紹介や
手続きのサポートをしたり、身体的にハンディ
キャップがあり特定の支援が必要な方をサポー
トしたりと、いろいろな場面で学生の皆さんを
応援しています。
また、学業や進路、友人関係などさまざまな悩

発行
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浩司

ば、特別授業や現地学習の理解がより深まりま
桜井先生
古川先生
すし、最後にそれらも踏まえて課題を完成させ
ることで、その問題の本質により近づけると考
えているからです。冒頭のフレーズに照らして
言い直せば、
「教科書に書いてあることだけじゃ
わからない大切な物」を見つけてもらうために、
まず教科書に書いてあることを理解させた上で、
教科書に書いていないことも考えさせる機会を
与えるようにしています。したがって、これまで
の交流経験を次年度の授業準備に反映させるよ
うに私自身も心がけています。
（追記）
冒頭のフレーズ（
「教科書に書いてあることだ
けじゃわからない大切な物」
）は、実は BEGIN
の『島人ぬ宝』という歌の一部から拝借していま
す。私が尊敬して止まない本学教授の十八番で
もある素敵な歌ですので、聞いたことがない方
はぜひ一度ご試聴ください。
また、上記の文章を読んで、私の授業に興味
を持った皆さんは、下記サイトもご覧くださ
い。http://openweb.chukyo-u.ac.jp/~kojif/
seminar2011.htm
学生支援室 寺尾荘平
充実した学生生活を送るために

FD サポート事務局だより

古川

みを抱え、不安になったときの窓口として学生
相談室を置いています。みなさん一人ひとりの
話をじっくりと聴き、あるいは話し合いながら、
悩みを克服するお手伝いをするためです。学生
相談室では、身近な悩みを聞くためのスタッフ
のほかに、専門家によるカウンセリングなども
行っています。もちろん個人名や相談内容が外
部に漏れることは一切ありませんので、気軽に
立ち寄ってください。健康面では保健室や保健
センターのスタッフが皆さんの健康管理（ヘル
スケア）のサポートをしています。
学生支援室は、皆さんが困ったときの手助け
をして、楽しくて快適なキャンパスライフが送
れるような体制を整えています。この中京大学
での４年間を皆さんにと
って実りあるものにする
ことが、私たちのとても
大切な使命だと考えてい
ます。
学生相談室の様子

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2 TEL（052）835-7138
http://www.chukyo-u.ac.jp/information/fd/index.html

