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学長 安村仁志
安村仁志
学長

2009 年 4 月には発足した FD 委員会が今春発展的に衣替えして「教育推進センター」となりました。FD 委員
会発足時から委員を務めていただいた鈴木崇児先生にセンター長をお願いしました。管轄する事務部門も「業務
総括課」の一部門から独立して「教育企画課」となり、より多角的な FD 活動が展開されることが期待されます。
発足以来委員長を務めさせていただきましたが、この 6 年間委員として支えてくださった方々を始め、ご協力い
ただきましたすべての教職員の皆さまに感謝いたします。4 月より学長に就任し、委員会より退きましたが、鈴
木センター長のもとに新たなるステップに入ったことを機に、さらに FD 活動が発展してまいりますよう、心よ
り願っております。
何事についてもいえるかと思いますが、ことを進めるうえで(1)What to do (2)How to do (3)With whom to
do の三つの要素が大事かと思います。
FD 活動について考えてみますと、まず、理念として「FD とは何か」
、
「なぜ・何のために FD に取り組むの
か」を踏まえたうえで、具体的に《何をするのか》を定め、開発し、それを推進していく際に《どのように進め
るのか》について方針を立て、
《誰が誰とともに行うのか》を考慮して元気よく、力強く進めていくことかと思
います。
「FD とは何か」
一般的、最も端的な定義は、
「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組の総称」とされま
す。教員の授業の改善・向上(develop/development)が目的で、取り組み方としては組織的であることが示され
ています。授業を行うのは個々の教員で、まずは一人ひとりが改善・向上に努めるわけですが、教員の所属する
学部・学科ひいては大学の全体としての教育力も問題にされています。したがって、組織的に取り組むこととな
ります。教授団ということで faculty と development が結び付けられています。
授業を受ける学生の側から見てみますと、大学の場合特に教員は多様・多彩です。高校と比べれば、教員との
関係では個人的なつながりの度合いが少なく、且つ所属学部以外の教員から授業を受けることもあり、しかも常
勤・非常勤の区別も意識されないような環境での受講です。授業以外で教員、学生が顔を合わすことは少なく、
まずは基本的に教員の側が自律的に良い授業を目指さなければなりません。その結果、学生が質問しにくる、話
に来るなどしていい交流につながれば幸いです。また、学生の履修する科目は、必修を除いては選択することが
基本ですので、授業内容も担当する教員もある意味で選ばれるわけで、期待に応える必要があります。
教員の側では、学生に届く授業ができれば、反応も感じることができ、いい関係ができるわけですから、次回
へのエネルギーともなることでしょう。学生が勉学に意欲を持ってくれることを感じることができることに勝る
喜びはないでしょう。それが「FD はすべてのものの幸せのために」とする所以です。
また、大学としてもしっかりとした教育をすることこそが第一の使命ですから、FD は必須のこととなります。
「なぜ・何のために FD に取り組むのか」
ご承知の通り、大学設置基準において 2008 年 4 月から義務化されました。なぜそうなったか、背景を考えてみ
ますと、いうまでもなく大学進学率が大幅に増え、今や 50％を超えている状況があります。大学へ進学すること
が特別なことでなくなったこと、それとの関連で入試も多様化して入学者の学力にも幅ができたこと、偏差値が
大学・学部選別において大きな要素になってモチベーションがそれほど高くないまま大学の学びに入ってくるよ
うになったことなどにより、大学での教育により多くの工夫や配慮が必要になったことがあります。また、学生
の方で、自ら理解しようと努める前にまず教員に“分かり易さ”を求める傾向が強くなったこともあるでしょう。
一方、経済状況が悪くなったことから企業側に入社後の教育にかける余裕がなくなったことで、即戦力が必要と
いう大学への要求が強くなったことも背景の一つに上げられると思います。
こうして FD は努力目標から義務化に進んでいきました。さらに、大学が第三者評価を受けなければならなくな
り、その際の評価項目に FD が大きな要素を占めるようにもなりました。
これらの事情は FD の外的背景であって、その限りおいては受け身的な取り組みとなります。それでいいのかと
言えば、ノーでしょう。教育にあたる以上、自らより良い教育を目指すことが必要です。受け身の取り組みだと、
学生を始めとするまわりの要求を請け負うということになってしまいます。それに対し、自らより良い教育を目
指す姿勢からは、自身を磨くとともに、相手である学生へも学びの姿勢を問いかけ、ともに高め合うことにつな
がっていきます。
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積極的 FD が必要ということです。
ただ、
究極的目標は FD という概念と実践がなくなることだと思っています。
「FD 活動をどのように推進するか」
先に、a.具体的に《何をするのか》を定め、開発し、b.それを《どのように進めるのか》について方針を立て、
c.《誰が誰とともに行うのか》を考慮して進めていくと述べました。
何をするのかは、段階があると思われます。進化するということです。したがって、どこまで進んだか検証し、
まだ行えていないことを見出して新たに施策を策定し、実施していく、これらを進めて意識的な策の遂行、活動
或いは運動ということではなく自然体化することに進んでいくことが望まれます。
現在の本学の FD はどの段階にあるでしょうか。教員個人の教育力の向上への道筋ができたというところでは
ないかと思われます。なおそれ自体の検証を進めると同時に、学部単位での組織的取り組みに進んでいかねばな
らなりません。それは、どのように進めるかにつながるものでもあります。学部の魅力を伝えるうえで、カリキ
ュラムや授業環境とともにそれをどのように実現するかという教育そのものを明示していくことが重要です。
その意味で今後取り組むべきことを挙げてみます。大学及び学部のディプロマ・ポリシーの明確化とそれに沿
った教育体制の整備・カリキュラムの開発、成績評価法の改善、教員の研究力のアップとその教育への反映・支
援などが考えられます。
どのように進めるかについては、少なくとも強いられてするということだけは避けたいところです。自ら教育
を担う学部ひいては大学がより良い学びの場となり、
発展していけるよう、
アクティブに取り組みたいものです。
また、教員集団という点では、専任だけでなく非常勤教員も含めてということで、非常勤の方々の協力を得るべ
く委嘱した学部は気を配ることが必要でしょう。
最後は誰とともに行うかについてです。FD という語は教員集団をベースにしていますが、大学は学生がいて
の場であり、FD の前提は教員と学生です。しかし、実際の教育には職員の力がなくてはなりません。職員は教
員及び学生の教育・学修を支えるうえで重要な役割を担っています。それ故に SD(Staff Development)も存在す
るわけです。職員の力量アップも欠かせないところです。そして、教員、職員は大きな意味において大学のスタ
ッフであるという意味では、FD も広義の SD ということになるでしょう。教員と職員がタッグを組むことが必
須です。
これまでの本学の FD 委員会においては 教員と職員がともにメンバーとして協力する体制がとられてき
ました。また、昨年は職員に FD 関連で気づいている点、提案などを書いていただくアンケートを実施し、非常
に有益な意見を集約することができました。そして、大学のメンバーとしての学生の位置づけをしっかりとせね
ばなりません。学生にもより良い授業実現のために共に歩んでほしいと思います。まずは受け身の学習から抜け
出して、能動的な学修に進み、教員とともにいい授業が成り立つ一翼を担ってほしいと思います。そういうこと
で学生 FD スタッフが発足いたしました。
中世ヨーロッパにできた初期の大学は、
学生と教員のギルド的組織であったことに思いをはせたいと思います。
教員、学生、そして職員がすべて、大学という組織のスタッフとしてそれぞれの立場で自己を磨き、関係性を保
って歩む姿を目指していきたいと願います。
昨年度の FD 活動を振り返る本報告書が、自己検証と今後の発展につながることを願ってやみません。
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1 ．委員会の構成
①FD 委員会メンバー
所属

氏名

国際教養学部

備考
委員長（規程第 4 条第 1 項に基づく学長指名）

安村

仁志

文学部

甘露

純規

国際英語学部

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾀﾞﾝｼﾞｪﾛ

国際教養学部

楠美

順理

心理学部

松本

友一郎

現代社会学部

成

元哲

法学部

京

俊介

規程第 3 条第 1 項第 3 号に基づく学長より指名の委員

（研究科）

土井

崇弘 （学部）

総合政策学部

竹田

昌次

経済学部

白井

正敏 （研究科）

鈴木

崇児 （学部）

経営学部

森田

統一郎

工学部

石原

彰人

瀧
スポーツ科学部

剛志

坂本

龍雄

三上

肇

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

由里

宗之

法務研究科

檀上

弘文

教学事務部長

森

業務総括課長

渡辺

正夫

事務局次長

佐野

文彦

教務課長

山田

高資

学事課係長

野田

真人

担当課長

安田

俊哉

係長

赤羽

秀治

丸山

淳市

加藤

大和

業務総括課

規程第 3 条第 1 項第 1 号および第 2 号に基づく、各学部・各研究科から
選出された専任の教育職員（学部委員・研究科委員）

勇夫

規程第 3 条第 1 項第 3 号に基づく学長より指名の委員

規程第 3 条第 4 項に基づく委員長指名のオブザーバー

②各部会メンバー
FD 活動推進部会

FD 活動協働部会

所属

氏名

所属

FD 活動開発部会
氏名

所属

氏名

ｽﾎﾟｰﾂ科学部

坂本

龍雄（※1）

ｽﾎﾟｰﾂ科学部

三上 肇（※1）

法学部

土井 崇弘（※1）

文学部

甘露

純規

国際教養学部

楠美 順理

国際英語学部

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾀﾞﾝｼﾞｪﾛ

心理学部

松本

友一郎

法学部

京 俊介

現代社会学部

成 元哲

総合政策学部

竹田

昌次

経済学部

鈴木 崇児

経済学部

白井 正敏

経営学部

森田

統一郎

B.I.研究科

由里 宗之

工学部

瀧 剛志

工学部

石原

彰人

業務総括課

安田 俊哉（※2）

法務研究科

檀上 弘文

学事課

野田

真人（※2）

加藤 大和

事務局次長

佐野 文彦（※2）

業務総括課

赤羽

秀治

各務 豪紀

教学事務部長

森 勇夫

丸山

淳市

伊藤 直哉

業務総括課長

渡辺 正夫

近藤

安則

澤田 裕子

教務課

山田 高資

新実

友紀子

橋詰

正崇

教務課
情報ｼｽﾃﾑ部

教務課

学生支援室

三好 洋旭

加藤 浩二

※１は部会長、※2 は部会事務責任者。
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2 ．2014 年度の活動（FD 委員会及び部会）
FD・SD 活動と FD 委員会
月

回数
（日程）

FD 活動推進部会
回数
（日程）

活動内容／委員会議題

議

題

第 1 回 【委員会】
（4/2） ・昨年度本委員会活動の確認について
・今年度本委員会検討事項の整理について
2014 年
・今年度の委員会日程について
4月
・その他

◆「FD NEWS No.7」発行

5月

第 2 回 【委員会】
（5/7） ・3 部会メンバーの構成について
・中京大学 FD 委員会規程改正について
・その他

・2014 年度 FD 活動推進部会 委員紹介について
・2014 年度の FD 委員長からの課題（ミッション）について
・2014 年度 FD 委員会の全体的なイメージについて
・昨年度の推進部会の取り組みおよび今後の課題に関する申し送りについて
・2014 年度授業改善アンケートのためアンケートと運用スケジュールについて
第 1 回 ・授業アンケート関係書類の配布について
（5/28） ・その他

・授業改善のためのアンケートの対象科目の選定基準について
・次年度以降の授業改善のためのアンケートについて
・学部指定科目の授業改善のためのアンケートの実施状況について
第 2 回 ・FD 参観科目（授業公開）の推進について
（6/25） ・その他

6月

◆クリーンアップ作戦（7/7、於：本学名古屋キャンパス 2 号館講義室）
（7/14、於：本学名古屋キャンパス 学長室）
◆北川学長へのインタビュー
7月

【委員会】
・各部会の進捗について（報告及び審議）
第 3 回 ・報告事項
（7/23） ・その他

春学期「授業改善のための
アンケート」の実施

8月

◆「学生 FDサミット2014 夏」（8/23-24、於：京都産業大学）への参加

9月

◆
「2013 年度 FD 活動報告」発行
◆名城大学学生・職員との情報交換会

（10/1、於：本学名古屋キャンパス 522 教室）

10 月
【委員会】
第 4 回 ・各部会からの審議と報告について
（10/29） ・その他

11 月

「より良い学び」を創るための
職員対象アンケートの実施

第 3 回 ・秋学期における FD 活動について
（10/8） ・シラバス記載の留意事項
・次年度以降の授業改善のためのアンケートのあり方について
・FD 参観科目（授業公開）の推進について
・授業アンケート実績情報について
・授業アンケートと授業環境のアンケートについて
・その他

◆「FD NEWS No.8」発行
◆学生 FD シンポジウム 01

（11/17、於：本学名古屋キャンパス ガレリア）

◆学内しゃべり場

（11/24～12/12、於：本学名古屋キャンパス センタービル 2F）

・次年度以降の授業改善のためのアンケートのあり方について
・FD 参観科目（授業公開）の推進について
第 4 回 ・秋学期の授業改善のためのアンケート実施についての確認
（11/26） ・
「学生 FD SearCH シンポジウム 01」について

◆学生 FD 交流会（12/16、於：本学豊田キャンパス 843 教室）
第 5 回 【委員会】
12 月
（12/17） ・各部会からの審議と報告について
・教育推進センターについて
・その他

秋学期「授業改善のための
アンケート」の実施

2015 年
1月

◆ FD 委員会報告会 / 情報交換会

（2/23、於：本学名古屋キャンパス 162 教室）

2月

3月

【委員会】
・各部会からの今年度の検討結果報告について
第 6 回 ・2014 年度 FD 活動報告書 冊子ページについて
（2/23） ・その他

・シラバス未記入項目の調査結果について
・2014 年度 FD 活動推進部会の検討結果および次年度への申し送り事項
第5回
・大学教育改革フォーラムの案内
（2/17）
・授業アンケートの実施方法について（ALBO 調査）
・FD 委員会報告会および情報交換会の開催

◆第 20 回 FD フォーラム（3/1、於：同志社大学今出川校地） への
参加
◆大学教育改革フォーラム in 東海 2015（ 3 / 7 、於：名古屋大学）
への参加
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FD 活動協働部会
月

回数
（日程）

議

題

FD 活動開発部会
回数
（日程）

議

題

2014 年
4月

・2014 年度の課題（ミッション） FD 委員長からの課題について
・教育推進センター設置プロジェクト事業申請書について
・オブザーバーの選出について
第1回 ・
「教育推進センター（仮称）
」の設置構想について
（5/20） ・次回検討事項について

5月

6月

7月

・2014 年度 FD 活動協働部会 委員紹介について
・2014 年度の課題（ミッション） FD 委員長からの課題について
第 1 回 ・学生 FD スタッフ活動について
（6/12） ・FD ニュース制作について
・2013 年度 FD 活動協働部会、展開部会 検討結果について
・その他

・教育推進センター設置に関わる詳細について
第2回
・
「教育推進センター（仮称）
」の設置構想について
（6/12）
・次回検討事項について

第 2 回 ・SD への取り組みについて
（7/10） ・TA・SA（2013 年秋・2014 年）の運用状況について
・FD ニュース制作について
・学生 FD スタッフ活動の進捗について
・その他

第 3 回 ・教育推進センター設置に関わる詳細について
（7/3） ・NEXT10 推進委員会での報告結果について
・中京大学教育推進センター規程（案）について
・次回 FD 委員会 報告内容について
・次回検討事項について
第4回

※メール会議
・規程の修正案について

8月

9月

第 5 回 ・推進委員会への報告及び審議結果について
（10/9） ・教育推進センター規程（案）審議スケジュールについて
・中京大学教育推進センター規程（案）について
・次回部会について

10 月

11 月

・職員対象アンケートについて
第3回
・学生 FD スタッフ活動の進捗について
（11/14）
・その他

12 月

・職員対象アンケートについて
第 4 回 ・FD ニュースレター制作について
（12/11） ・学生 FD スタッフ活動の進捗について
・その他

2015 年
1月
第6回
第5回
2月

※メール会議
・
「FD の新たなる可能性の開発・提案」をめぐるアイデアについて
・今後の部会の進め方について

※メール会議
・
「本年度 FD 活動協働部会に関する検討結果について（報告）
」
（案）の内容確認
第7回

※メール会議
「FD 開発部会報告書（案）
」について

3月
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3

3．各学部 ･ 研究科 FD 活動報告

3-①

文学部・文学研究科

文学部
文学部では、学部長、日本文学科・言語表現学科・歴史文化学科の教務委員 4 名で文学部 FD 委員会
を組織し、個別委員会として FD 活動を行った。2014 年度（以下 14 年度と記す）の活動を報告する場
であるが、継続性を持つ取り組みもあるので、一部過年度の活動にも触れつつ報告する。
1 ．シラバス点検作業について
14 年度も、2013 年度同様（以下 13 年度と記す）
、文学部 FD 委員会を中心に文言のチェックを行っ
た。今年も 15 回実施に対応した記載になるよう注意した。
2010 年度以降、一連の作業はルーティンワークとしてこなせるようになっている。今後は単なる継
続ではなく、より充実したシラバスやカリキュラムの体系化を目指した本質的な議論と改善が課題と
なろう。
2 ．FD 参観科目の実施について
14 年度は 13 年度に新設したキャリア関係の科目が軌道にのった年度であった。いずれも企業人とし
ての経験が豊かな外部講師に依頼した。従来文学部ではこうした外部委託科目では FD アンケートも
参観も行われなかった。が、14 年度もこれらの新設科目をアンケートの対象科目とし、それぞれ数回
にわたって専任教員による参観を行った。参観終了後に担当者と意見交換も実施した。加えて司書課
程の科目でも、14 年度から新たに担当者間の意見交換の場を設けた。その成果もあり、学期末に実施
した FD アンケートでは高い評価を得ることができた。これらの結果を講師にフィードバックし、次年
度への改善へとつなげることができた。
文学部では専任スタッフ 14 名のほぼ全員が日常の校務の他に入試作問業務に毎年携わる。少ない教
員数に対して業務負担が大きく、慢性的な忙しさに悩まされており、授業改善のための FD 参観に取り
組む時間を作り出すのが困難な状況にある。こうした状況の下、どのように参観する時間的な余裕を
生み出すのか、参観の取り組み方を考えているところである。これは 2012 年度以降一貫して指摘し続
けてきたことだが、単に学部教員に参観を促すだけでなく、参観を行うだけの時間的・心理的な余裕
を生み出すための全学的な議論が必要である。
「やらされ感のない」FD 活動推進の観点からも、より
本質的な議論とご配慮を引き続きお願いしたいと思う。
3 ．授業アンケート
14 年度は上記のとおり FD 委員会の指定科目に加えて、学部による追加指定を行った。教員個々の
PDCA サイクルは、多くの教員でひとまず完成した。が、まだ完成とは言えない。とは言え、全体と
して授業に対する学生の評価は高い。
従来からコメントの多かった施設設備や教室環境について、学生 FD 活動に対する理解や参加意欲を
高めるためにも、
継続した対応が望まれる。
基本的に受講態度が良く、
熱心な聞き手である文学部学生に
とって、
アンケートの負担感はかなり強い。
FD 活動推進の観点からこの点も、
是非ご配慮いただきたい。
学部としては、基礎科目・基幹科目・展開科目と免許・資格科目、講義と演習のような科目の種類
や開講形態など、類型別の傾向分析、関連科目相互の評価や履修状況からカリキュラムの体系化を進
める工夫など、学部独自に PDCA サイクルの完成を目指せる部分について、昨年度に引き続きその方
法を検討している。
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文学研究科
文学研究科は 2006 年 4 月の国際英語学研究科（国際英語学専攻、英米文化学専攻）修士課程開設それ
に伴う2008 年度 4 月の英文学専攻修士（博士前期）課程の廃止（同専攻博士後期課程は 2010 年度まで継
続）
、さらに 2009 年度 4 月の国文学専攻（博士前期、同後期課程）の日本文学・日本語文化専攻への名称
変更等、2012 年度まで過渡期にあったが、新体制が確立し、FD 活動の取り組みも議論する余裕が出て
きた。が、文学研究科では院生数が少ないこともあり自己点検・評価委員会等を利用して、適宜 FD 活動
について議論を行ってきた。
1 ．シラバス整備について
名称変更に伴い、専修免許に関わる教職課程申請の必要から、既に授業回数 15 回実施に対応するシラ
バスは整っていた。13 年度から博士前期課程（修士課程）にはセメスター制を導入した。14 年度は引き
続き履修の便宜を図るよう努めた。
2 ．大学院進学奨励学生制度について
文学研究科に限らず、多くの研究科において、学生定員の充足が大きな課題である。文学研究科は、
その課題に応えるべく、2009 年 4 月より標記の制度を実施し、定員の充足と意欲の高い学生の獲得に努
めている。14 年度は 1 名が利用している。制度導入以来、学部学生の大学院に対する関心は徐々にでは
あるが高まりつつある。これは第三者評価の指摘を受けての具体的な改善点と言えよう。
3 ．カリキュラムについて
研究科の本格的な改善は、カリキュラムの改善なしには進まない。文学研究科では、学部の将来検討
委員会とも協議しながら、昨年度に引き続きその作業に取り組んでいる。
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3-②

国際英語学部・国際英語学研究科

国際英語学部
・国際英語学部の教育目標
国際英語学部国際英語学科と英米文化学科の教育目標は、次のとおりである。
（1）国際英語学科は、世界中の英語変種を認め合うという国際英語の視点に立つ英語指導の基に英
語力の育成を図り、英語コミュニケーション能力の育成、コンピュータを駆使した英語による発
表力の育成などにつとめる。また、英米の英語や文化への偏重姿勢を超えた新しい国際的視野を
持つ社会人を養成する。さらに、現代の国際化する企業組織や国際団体等で求められる多様な専
門知識や技術を獲得するとともに、汎用性を有する高度な英語力と異文化に対する深い理解や柔
軟な対応力を有する国際人の養成を目的とする。
（2）英米文化学科は、従来の英米研究に見られた文学偏重を排して、イギリス及び北米の音楽・映
画等も研究対象に取り入れた多彩な文化研究と理論に偏らない実際の言語運用にも配慮した言
語研究を中心とした専門科目を配すると同時に、国際英語の観点も視野に入れた実践的な英語コ
ミュニケーション能力の強化にも努め、これにより高度な専門知識に加えて柔軟で多様な価値観
を持った、国際化に対応できる企業人・英語教員等を養成する。
（3）国際英語キャリア専攻は言語に対する体系的理解と高度な英語運用能力を基盤とし、国際ビジ
ネスや教育の分野で必要となる知識や技術を獲得させることで、国際社会のあらゆる局面に対応
できる人材育成を目標とする。
（4）英語圏文化専攻は、従来の英米研究に見られた文学偏重・英米圏を排して、広く英語圏文化の音
楽・映画等も研究対象に取り入れた多彩な文化研究を中心とした専門科目を配すると同時に、国
際英語の観点も視野に入れた実践的な英語コミュニケーション能力の強化にも努め、これにより
高度な専門知識に加えて柔軟で多様な価値観を持った、国際化に対応できる企業人・英語教員等
を養成する。
（5）国際学専攻は、より高度化する国際ビジネスの現場において、多様な文化的・社会的背景をも
つ交渉相手に対して自らの意見を主張し、理解を得るなど、実践的な語学運用力や高度な交渉力
の獲得を目指す。授業では、外国人教員による対話と交流によって英語による対話能力を早期に
身につけるとともに、海外体験を通じて異文化理解を促進。さらに国際問題や国際ビジネス、国
際航空サービスなどをテーマに、英語で学び、英語で議論し、発表する実践型授業を通して、国
際ビジネスに求められる知識や技能、教養を幅広く修得する。
・教育目標に向けての課題
上記教育目標の実現に向けて、国際英語学科、英米文化学科ともに英語コミュニケーション能力向
上のために、語学科目については、ネイティブスピーカーによる能力別少人数クラスでの授業を行っ
ており、相応の効果を上げていると自負している。また、国際英語学科では、国際英語学という新し
い学問領域の導入教育としては、
「国際英語学概論」と言う国際英語学を網羅する講義を必修とし、全
1 年生に履修させている。
国際英語キャリア専攻においては、国際英語学の理念に従ってシンガポールでの文化・語学研修を
必修とするとともに、各自さらに 1 回の海外研修（研修地、期間等は選択制）を必修とすることによっ
て、高レベルの英語運用能力を定着させている。さらに、言語学の科目や、将来のキャリア形成を想
定した科目をそれぞれ選択必修科目群としてまとめることによって、学問的能力と実践的能力のバラ
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ンスの取れた人材の育成を図っている。
上記教育目標の実現に向けて、英語圏文化専攻では英語コミュニケーション能力向上のために、語
学科目については、ネイティブスピーカーによる能力別少人数 クラスでの授業を行っており、相応の
効果を上げていると自負している。また、英語コミュニケーション能力の育成と同時に、学部専門科
目受講に可能な限り早期に対応できるよう、アカデミック・イングリッシュ・スキルズに特化した英
語運用能力の強化と、学術研究調査に必要な基礎的な知識に特化した指導を行うことを目的とする入
門ゼミを必修科目として一年次に配し、専門分野へのスムーズな導入を図っている。また海外大学研
修 1・2 と言う科目名で短期・長期の海外研修を 2 年次選択必修科目として設定し、実際的な文化研究
と多文化間コミュニケーションを集中的に学修する機会を設けている。
英語圏文化専攻の課題としては、特段の問題とされるものは見受けられないものの、資格試験などの
対策を特に科目として行っている訳ではなく、学生の自習ソフト活用に委ねている点があるため、こ
の分野のさらなる拡充を目指す必要もある。
国際学専攻においては、そのカリキュラムは国際英語学の理念に従って、世界の文化・社会・国際
ビジネスそして英語の多様性を理解すべく豊富で充実した科目で構成されている。専攻独自の短期留
学科目「海外業界研究」では、各学生が自分の勉学目標・目的に合った留学をカスタマイズできるよ
う、異なる留学先や形態を多種類用意している。留学先はたとえば英語を母語とするアメリカ・ニュー
ジーランド、英語を公用語とするインド・シンガポール、そして日本と同様に英語を外国語として学
習する韓国などであり、留学形態も語学研修重視、または企業見学中心など多彩である。英語科目に
おいては特に国際ビジネスの場で活用できる実践的な英語コミュニケーション能力や高度な交渉力の
獲得を目指し、総合的な英語力向上のために、通常の TOEIC テストに加え、TOEIC-SW テストの受験
を奨励し学内で受験できる環境を整えている。
一方、学生の側に目を転じると、両学科とも、一部に英語運用能力の研鑽には熱心であるが、大学
で本来おこなうべき専門領域への学問的関心が低い学生が存在している。こうした学生に対して、い
かにして専門領域に目を向けさせ、専門知識が身につくように指導してゆくのかが大きな課題である。
そのためには、授業アンケートの回答の詳細な検討が一つの有効な手段であると思われる。
・FD 活動の推進組織と活動内容
本学部では、学部長、国際英語学科主任、英米文化学科主任、各専攻主任および FD 委員 1 名の 5 名
からなる自己点検評価実行委員会が FD 活動の推進に当たっている。
本委員会の主な目標は、上記の教育目標に向けての課題を検討し対応策を考えることであるが、具
体的な活動としては、授業アンケートのフィードバックをいかに行うかの議論や、シラバスの質向上
の方策の検討などを行っている。シラバスについては、担当委員が前年度シラバスをチェックし、該
当教員に問題点の指摘を行い、新年度シラバスに反映させるよう努めている。
また、本学部は先の第 3 者評価を受け、その評価を踏まえて改善する努力を積み重ねて、次回の評価
に向けての準備も本委員会が行っている。
特に英米文化学科では、学年末などに定期的に非常勤講師との講習会を開くなど、熱心に授業やカ
リキュラムの改善に取り組んでいる。このような望ましい活動を学部の全教員へ広げる試みも、学部
長、国際英語学科主任、英米文化学科主任、各専攻主任および FD 委員で検討している。
今年度の活動としては、特に学部の専任教員と非常勤講師全員にアンケート実施の徹底をはかり、
アンケート結果に対するコメントを全員が回答するよう奨励した。またそのために、今まで学科ア
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ンケート結果の回答率を下げていた日本語読解が難しい外国人教員向けに簡単な英文手引きの作成を
FD 委員が委員会にて提言し、国際センターがさっそく英文手引きを作成した。その結果として外国人
教員の回答率が上がったことは特筆すべき成果である。これはさらに、大学の国際化が活動目標に掲
げられる現在、大学の事務手続きに関する外国人教員支援への先駆的試みとしても評価できよう。
・学部としての活動目標
全学的な FD 活動の更なる有効活用を推進する方策が求められるが、具体的には、各学期末に行われ
ている「授業改善のためのアンケート」の結果を真摯に受け止め、学生のニーズを考慮に入れつつも
学問的レベルを落とさず、より良い授業とカリキュラムを作り上げていくよう、一層の努力が必要だ
と考える。また、教員が相互に授業を観察するシステムを更に充実させ、教授能力の向上を図りたい。
また、英米文化学科でも見られるが、国際英語学科で殊に顕著な、英語運用能力養成重視によるカリ
キュラムの偏りの改善にも努める必要がある。
・次年度以降の検討課題
昨年度に検討課題として掲げた、アンケート結果共有の必要性と授業の相互観察について、さらに
組織的なフィードバックを実施し、教授力向上につなげたい。
なお、昨年度（2014 年度）より学部改組が実施され、新たに一学科三専攻体制で新た組織とカリキュ
ラム・スタッフで教育指導が始まった。これに伴い、学部全体が新たなカリキュラムと既存カリキュ
ラムの並行を行っているが、この新しいカリキュラムはこれまでの FD 活動の成果が反映されたものと
も言える。今後ともこれまでの FD 活動の成果を可能な限り取り込んで、よりよい教育を実践できるよ
う、努力をしていきたい。
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国際英語学研究科
・国際英語学研究科の教育目標
本研究科の教育目的は、4 年間の学部教育をふまえて、より高度な国際英語学、英米文化学を究めた
院生を育成し、国際社会で活躍する人材を養成することである。具体的には、教育界をはじめ、企業
や国際組織においても、より高度な知識と能力を有する人材を必要としている現在、高度な英語力を
有する国際人、企業人、教育従事者を社会に送り出そうとするものである。また、国際英語学、英米
文化学における研究従事者の育成も視野に入れている。
・教育目標に向けての課題
両専攻とも上記の教育目標を達成するためのカリキュラムを展開しているが、国際英語学専攻では
課題が見受けられる。国際英語学専攻では中学校及び高等学校の現職英語教員対象のリカレント教育
プログラムを展開しているが、担当科目数の増大や夜間の開講の負担などの理由で担当者の確保が困
難となっている。現行のリカレント教育プログラムの見直しは今後の課題である。
授業のあり方であるが、入学者数の減少（2014 年度 4 月には入学者なし）によって、授業がほとんど
マンツーマンの体制となっている。きめ細かい指導が可能である利点はあるが、大学院生相互の刺激
や競争がないことや、不開講科目が多くなるなど、負の側面も小さくない。超少人数授業と入学者減
少は、学生募集と関連することではあり、早急に解決を模索すべきであると自覚している。
研究科における教授力の向上には、学生の授業改善アンケートや教員相互の授業観察等が有効であ
ると考えられる。授業改善アンケートであるが、マンツーマンや少人数の授業が多い大学院では授業
改善アンケート回答者の特定が容易であり、授業者への遠慮で的確な回答が難しくなることが予想さ
れるので、現実的ではないと考える。教員相互の授業観察は、各教員が多忙であることに加え、専門
の違いや教員のレベルの違いもある、一概に教授力の向上への効果が期待できるかどうかは疑問であ
る。外部専門家による教員の啓蒙や勉強会の開催等、他の有効な方策を模索する必要であり、各専攻
委員会、研究科委員会で検討してゆく必要がある。
・FD 活動の推進組織
本研究科では大学院自己点検評価委員会が FD の推進組織となっている。構成は研究科長、各専攻主
任、各専攻から選考された委員、計 5 名で構成されている。
委員会の主な目標は、上記の教育目標に向けての課題を検討し対応策を考えることであるが、本研
究科は先の第 3 者評価を受けていないので、次回の評価に向けての準備をも合わせて委員会は行ってい
る。
・組織としての活動目標
本研究科の様々な問題、課題の主な原因は入学者の減少であると考えられる。入学者を増加させる
には様々な方策が考えられるが、FD 活動の活発化も一つの方策である。方策例としては、入学者に
とって魅力のあるカリキュラム作り、学生の研究意欲を増大させるような教育指導、学生のニーズを
充足させる研究指導などが挙げられる。教員がこのようなことを共有して問題解決を図る必要がある。
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・組織としての活動内容と結果
2009 年度までの大学院のシラバスは極めて簡単なもので履修者に科目の全容がほとんど分からない
ものであったが、2010 年度のシラバスの改良により、かなり分かり易いものとなった。2011 年度には、
研究科委員会等で、シラバスの記述を分かりやすくするなど各担当教員に依頼をした。
国際英語学研究科には大学院進学奨励制度がある。大学院を目指す学部学生に大学院の科目を聴講
させ入学後1年間の在学で修士課程を修了させる制度である。これは大学院での導入教育をも担うもの
である。2010 年度はこの制度による 2 名の入学者があり 1 年間で修士論文を提出し課程修了となった。
しかし、2011 年度以降、この制度を利用する学生がいないため、学部生への説明会を開くなど、プロ
モートを進めた結果、2014 年度には 1 名の奨励生が英米文化学専攻での科目履修を行うこととなった。
・次年度以降の検討課題・活動目標
FD の推進を目指すには、実行が難しい学生の改善アンケートや教員相互の授業観察に替わる方策が
求められる。次年度以降は、教員集団と学生との懇談会や教員による教育実践の研究会の開催などを
視野に入れている。また、教育実践に関する高い評価の教員の授業への参観の機会を設けることを考
えている。
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3-③

国際教養学部

1 ．本学部の教育目標
本学部は、全学共通教育（教養教育）と国際教養学部の学部専門教育の双方を担っており、それぞ
れに教育目標がある。
全学共通教育の目標は、以下の通りである。
「建学の精神と中京大学の理念に基づき、人類が現在に
至るまで築いてきた〈知〉の所産への理解を深めるために、言語的コミュニケーション能力の伸長、心
身の健康の保持と増進及び体力の向上、人文 ･ 社会 ･ 自然科学の分野における体系的な教養の獲得、現
代社会が直面しているさまざまな課題に対する主体的判断力の育成につながる総合的な教養教育を追
求する。こうした教養教育を重視することにより、学部の専門教育との連環を強めつつ、有為な職業
人であると同時に世界市民として社会の発展に寄与できる人材の養成に努める。
」
国際教養学部の学部専門教育の目標は、2014 年度に改訂され 2015 年 4 月 1 日施行された。具体的には
「外国語運用能力を基礎に、言語・歴史・文化・思想・社会に関する学問分野の知見を深め、時々刻々
と変化する世界情勢を見極めつつ、能動的に国際協調に貢献しうる国際教養人を養成すること」が教
育目標である。
2 ．教育目標達成に向けての取り組み
上記の教育目標を達成すべく、全学共通教育に関しては将来計画委員会が、学部専門教育に関しては
学部固有科目運営委員会が中心となって、
「学士課程の質保証」の観点からのカリキュラム改革に恒常
的に取り組んでいる。本年度、将来計画委員会ではゼミの少人数化、英語科目の充実、留学費用への
経済的支援などの方向について、方針を打ち出し、検討を重ねた。学部固有科目運営委員会では、学部
固有科目カリキュラムの運営に係る諸問題及びそれに関連する事項について審議してきた。特に、演
習の改革に関する議論を本格化させた。
3 ．FD 活動の推進組織とその取り組みの概要
授業改善や教授能力の向上に関しては、教育事業推進委員会が卒業時アンケート結果の評価、経験
交流会と学生向け講演会の開催、授業を含む教育環境の整備などの業務を担当している。昨年までと
同様の趣旨で、経験交流会と学生向け講演会を開催した。本年度は、第 15 回経験交流会「大学におけ
る教育と研究の接点」を開催した（10 月 29 日）
。またいわゆる学生向け講演会は、
「学びとは何か―大
学とは…国際教養とは…」というタイトルの下、安村仁志、伊藤進、大内裕和、太田めぐみ、六車千
鶴、山崎敦の各氏をパネリストとし、パネルディスカッション方式（6 月 25 日）で開催した。卒業時ア
ンケート結果の評価も昨年同様に行った。評価結果はイントラネット上で公開されている。
4 ．自主的取り組み状況
本学部の新領域・教職系列では自主的取り組みが行われている。教員間に共有された成績評価基準
がないこと、全般に易しめの成績評価がされている恐れから、これらを解消するための取り組みを有
志が行っているものである。その内容は成績評価報告書を作成し、結果を共有するためのふりかえり
の場を持つということだけである。報告書に記載するのは GPA や各成績の分布や成績評価にあたって
の状況説明等である。取り組みではいわゆる教員の「自治」範囲を脅かすような注文はせず、成績評
価水準についての相互理解を深め、ある程度の感覚を共有することに限っている。目標についてのコ
ンセンサスが得られ、GPA は概ね 2.0 程度を目指そうという合意が自然に取られた。
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5 ．活動内容の検証と今後の課題
教員を主体に捉えれば、FD の取り組みの最大の目標の一つは、教員個々人が自発的・主体的に教授
能力向上への恒常的努力を追求していくことにあるといえる。上記の活動に限らず、こうした努力を
支援する組織的な仕組みを大学・学部が確立していくことが重要である。
本学部の活動だけではなく本報告書で紹介されている活動全般に渡り、重要なのは各活動の質であ
る。一般論として、何かを施し、肯定的な作文を添えれば FD 活動をした形は整ってしまう。評価が定
性的な内部評価である限り、内容について厳しく評価しないのは世の常である。一方で、一連のこう
した活動には教職員の手間や労力が一定程度以上に必要とされる。表面的に実務を重ね、実績を積み
重ねることが、教職員の形骸化した職務を増やし、
「教育の質」をむしろ下げることにつながっていな
いことを願う。本質的に有意義で効果的な FD 活動が展開されることを願う。
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3-④

心理学部・心理学研究科

心理学部
1 ．学部の教育目標
心理学部は、実験心理学、応用心理学、臨床心理学、発達心理学の 4 つの領域で構成されている。心
理学の基礎知識を身に付けるだけではなく、4 領域の専門知識とそれらを有機的に結びつける思考力
によって社会に貢献できる人材を養成することを目標としている。具体的には、知覚、認知、記憶等
の心の基本的なメカニズムから交通、産業、環境等の実社会における行動まで、また、心の病、悩み、
ストレス等の不適応問題に関する理論とそれに対する援助技術、生まれてから死ぬまでの発達過程と
いった内容についての理解と共に自ら考える力の育成を目指している。
2 ．教育目標達成に向けての課題
教育目標を達成する上で、上記 4 領域に関する知識獲得を通して、社会への還元を考える力やそれを
プレゼンテーションする能力へといかに結びつけるかが課題の中心といえる。心理学部では、具体的
に以下 2 点の課題について重点的に取り組んでいる。
① 基礎教育の徹底及び専門教育との連携：得た知識を実社会で生かすには、それを体系的に組み立
てて考え、説明する力が求められる。したがって、心理学自体の知識だけではなく、議論の構成や
展開のしかた、レポートの書き方等を教育することが必要である。
② 実社会への関心との関連づけ：学生が現在学んでいることが具体的に社会のどういった側面と関
わるのか、明確な形で見えるようにすることを目指している。そのためには、単に就職内定率の向
上を目指すだけではなく、これまで身に付けたことと目指す進路のマッチングを学生がイメージで
きるようにすることが必要である。
3 ．FDを通じて高めたい教授能力
心理学の特色の 1 つとして、研究と実践が交わる分野であるという点が挙げられる。そのような分野
を志す学生が集まっているという素地もあり、上記の通り教員が目指している教育目標である社会へ
の貢献という意識は多くの学生にもある。そのため、専門に分化していく 3、4 年生の段階では、自分
の学んでいることの意味を理解しやすくモチベーションにもつながっていると考えられる。ただ、1、
2 年生で概論、英語、研究手法、分析方法等について学んでおかなければ専門分野の内容についていけ
なくなる。したがって、現在の心理学部に求められる教授能力は、このような基礎においてもモチベー
ションを低下させない、むしろさらに高めるくらいのわかりやすさと魅力であるといえる。この点に
ついては、これまでも TA の配置等によりカバーしてきたが、現在は授業改善アンケートの学生の声も
踏まえてさらなる工夫を試みている段階である。
4 ．FD 活動の推進組織
2010 年度に学部 FD 委員会を組織した。実験、応用、臨床、発達の各領域から 1 名ずつ 4 名の教員で
構成されている（全学 FD 委員を含む）
。基本的には各領域において学部 FD 委員が FD 活動を支援、推
進している。また、領域間に跨る内容については全学 FD 委員が中心となってとりまとめている。たと
えば、領域固有ではない基礎的な科目について授業改善アンケートの学部指定科目に組み入れて、得
られたデータを検討して科目担当者間の調整や新しい試みに反映させている。
なお、次年度より全学の教育推進センター設立に伴い全学 FD 委員会が解消され、教育推進センター
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委員会が発足する。これに伴い、学部 FD 委員会は教育推進センター委員が中心となって活動を進める
こととなる。
5 ．組織としての活動内容
授業改善アンケートによる情報収集等の基本的な活動に加え、以下の 4 点が今年度の重要な取り組み
として挙げられる。なお、①及び②は上記「2．教育目標達成に向けての課題」への対応として取り組
んだものであり、③及び④はそれを支える取り組みとして発案があり開始した。
①

基礎教育の徹底及び専門教育との連携：必修科目の中に心理学基礎実験演習 1 及び 2 という授業
がある。この科目は、領域に跨る基本的な知識や技能を育成する基礎教育科目として位置づけら
れており、ゼミに配属されて専門に分かれた後の教育効果を左右する科目といえる。そこで、基
礎教育の徹底という点で授業内容の向上を目指したいという教員の声もあり前年度より授業内容
を大きく改めた。具体的には、実際に様々なテーマの実習形式へと入る前に、議論の構成やレポー
トの作成など基本的な内容を 1ヶ月かけて集中的に実習することとした。また、教員が可能な範囲
ではあるが、テーマ別のレポートについても希望者にはフィードバックを実施した。

②

実社会への関心との関連づけ：心理学部で学んでいることと社会人となって働くことの関連を
明確に示す方法を前年度から検討し、学部としてキャリア形成の科目を設ける方向で動いてきた。
今年度は、その運営に携わる業者の選定、詳細な授業内容の決定等すべて整い、次年度から開講
することとなった。この科目は、基礎の学習から専門へと移行し、ゼミの配属も決まる 2 年生秋学
期に設定した。それにより、基礎から専門、専門から実社会へと結びつける橋渡しとして位置づ
け、卒業までのビジョンを学生自ら築いていくことを狙いとしている。

③

ゼミ配属方法の見直し：心理学部では2年生の秋学期に3年生からのゼミ配属が決まる。従来は、
学生の希望を聞いた上で、なるべく希望に沿う範囲で人数の偏りを調整していた。しかし、そう
することで、その専門を目指して努力を続けてきた学生が希望のゼミに入れないという可能性が
危惧されてきた。熱意と努力は基準として測り難いものであるが、ある程度でも反映できるよう
に今年度から GPA も参考資料として扱い、上位者は優先的に希望のゼミに入れるようにした。た
だし、それに該当しない学生も必ず第 5 希望までには入れるという基準により学生全体のモチベー
ションが維持されるよう配慮している。

④

推薦図書コーナー：1 年生から専門分野の具体的なイメージができるよう、次年度から推薦図書
コーナーを設けることとした。具体的には、各教員から 1 冊ずつ専門分野の読みやすい図書を推薦
してもらい、その図書を学部で購入して 1ヶ所にまとめて置いて貸し出す予定である。

6 ．次年度以降の検討課題・活動目標
上記の通り、今年度は前年度に続いて新たな取り組みをしてきた。次年度以降は、これらについて
効果を検討し、修正を加えながら軌道に乗せていくことが課題となる。特に 1、2 年生に向けた取り組
みが卒業時までにどのように反映されていくのか、引き続き授業改善アンケート等で確認していく必
要がある。それにより、入学から卒業までを通して、社会に貢献できる人材育成の実現を目指す。

For Doing our best! 17

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

心理学研究科
1 ．研究科の教育目標
心理学研究科では、人間の心や行動を解明するという分野の独自性を発揮できるよう専門的知識や
技能を身に付けると同時に、専門外の学問分野・領域と連携協力して課題解決に寄与できる人材を養
成することを教育目標としている。そのために、心理学部の 4 領域を基盤として実験・応用心理学専攻
と臨床・発達心理学専攻という 2 つの専攻を設けている。実験・応用心理学専攻では、基本的心理過程
に関する学識をもち、その応用によって快適で安全な人間環境系の設計に寄与する学術研究者および
専門実務者の養成を教育目標としている。臨床・発達心理学専攻では、心理学全般にわたる広い学識
をもち、人間の様々な適応事象の基本を身に付けた専門実務者および学術研究者の養成を教育目標と
している。
2 ．教育目標達成に向けての課題
心理学という分野の独自性を発揮し、他分野との連携を通して社会に貢献できる人材を養成すると
いう教育目標の達成には、学生の視野をいかに広げるかという課題が生じる。そのため、心理学研究
科では特に以下の 3 点の課題について重点的に取り組んでいる。
①

学生が自らの研究で得た成果を広く発信できるようにすること

②

研究だけではなく実践を通した学びを実現すること

③

他大学と学会以上の深い交流をして多角的な考え方に触れること

3 ．FDを通じて高めたい教授能力
教育目標にも記載した通り、大学院になると専門を深めるのはもちろんのこと、専門外との連携に
おいても能力を発揮できる人材を養成しなければならない。そのため、教員も個々の教授能力向上だ
けではなく、領域を超えた連携を強化及び維持していく必要がある。心理学研究科は発足当初からこ
の点に力を入れており、各領域の教員が連携して実施する科目を複数設けている。これは他大学の心
理学系の研究科と比べても特徴的であるといえる。以前からの取り組みではあるが、全体像と先のビ
ジョンを示すために現在でも内容の検討を繰り返している。
4 ．FD 活動の推進組織
学部からの連続性が重要であるため、研究科 FD 委員会は全学 FD 委員を中心として学部 FD 委員会
と同じメンバーで構成している。委員会は各領域の代表者で構成されているため、領域内のとりまと
め及び領域間の調整を通して FD 活動を推進していくことが主な役割となっている。
5 ．組織としての活動内容
授業内容の検討等の基本的な活動に加え、以下の 3 点が今年度の重要な取り組みとして挙げられる。
これら 3 点は上記「2．教育目標達成に向けての課題」への対応として取り組んでいる。
①

学生が自らの研究で得た成果を広く発信できるように、今年度より学生による学会参加・発表に
対して参加費や旅費の助成を開始した。これについては、予算の都合により上限を設けたが、そ
れでも国際学会数件を含む 40 件以上の助成を実現し、学生の積極的な学会参加・発表に結びつい
た。特に国際学会は参加費・旅費共にかなり高額であるため、助成は学生にとってかなり有意義
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な取り組みであった。また、国際的な学術雑誌への投稿を促すために英文校閲への助成も今年度
から開始した。こちらは雑誌の審査が厳しいこともあり助成の申請は数件程度であった。それで
も博士前期課程の学生による投稿も複数件あり、助成は効果的であったといえる。
②

実践を通した学びを支援するために、次年度より臨床心理学外実習 A という科目について実習
先への交通費を補助することを研究科委員会で決定した。実習先は近隣だけでは確保できないた
め、学業に忙しくアルバイト等がほとんどできない学生にとって、また、これから受験を考えて
いる人にとって意義深い仕組みとなることが期待される。

③

他大学との深い交流を目的として、以前から奈良県の帝塚山大学と定期的に研究会を開催して
交流を深めてきた。今年度はそれを文書として内外に明示するために、交流の内容について覚書
を交わした。これにより、ここまで継続してきた研究会等に加え、双方の教員による共同の教科
書執筆も企画するなど、より本格的な交流へと発展させる計画である。

6 ．次年度以降の検討課題・活動目標
今年度は新たな取り組みを開始した年度であったため、次年度はこの成果を踏まえて必要に応じた
修正を加えていく必要がある。特に学会への助成は概ね良好な効果を生み出したが、申請の上限に関
する基準や学生による手続き等についてはさらに検討の余地がある。また、次年度以降、帝塚山大学
との交流を軌道に乗せることができれば、さらに他大学へと輪を広げていく可能性も考えられるであ
ろう。
最後に、今年度は積極的に新たな取り組みを開始したが、どちらかというと後方からの支援が中心
であった。したがって、次年度以降は、これらの取り組みを定着させていくだけではなく、領域を跨
ぐプロジェクト等のような前から引っ張る取り組みも徐々に考えていくとさらなる向上へとつながる
ことが期待できるであろう。
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3-⑤

現代社会学部・社会学研究科

現代社会学部
1 ．学部の教育目標
現代社会学部は、グローバル化、社会的排除・格差の深化、社会的紐帯の希薄化によって引き起こさ
れる価値の多様化と共存の問題に対して、的確な方向づけを可能とする分析力と、個々の課題に対する
具体的方策を提示し、解決していく力を養うことを目標としている。
2 ．教育目標達成に向けての課題
現代社会学部の教育上の特色は、現場でのフィールドワークを学びの中心に置いているところにある。
学生はフィールドワークを通じて現代社会の諸課題を発見し、自ら収集した情報に基づいて分析し、解
決に結びつける方法を学ぶ。こうした過程を繰り返すことによって、コミュニケーション能力、論理的な
思考能力、プレゼンテーション能力を身につけることが教育目標である。現代社会の具体的な現場に身
をおき、自ら考え行動する人材をどのように育成するのかが教育上の課題である。学部教員の連携、研
究教育力の向上を一層すすめて教育目標と課題の達成を図る。
3 ．FDを通じて高めたい教授能力
FD 活動は、教員の教育能力の向上という狭い定義ではなく、教育・研究を含めた全ての教員の資質・
能力向上の為の活動として考える。教育と研究は表裏一体であり、こうした視点を学部構成員が共有し
ていくことに努める。
4 ．FD 活動の推進組織
学部内に学部長、研究科長、FD 委員を構成メンバーとする FD 活動推進組織を置く。
5 ．組織としての活動目標
学部内における FD 活動の趣旨の周知、および教育・研究の向上を図ることを活動目標とする。
6 ．組織としての活動内容
（1）教授会を通じて、アンケートの実施、公開授業の取り組みなど、FD 活動の状況を報告し、協力と
参加を促している。こうした取り組みは教員の参加意欲を高めている。
（2）1 年次の基礎科目「コミュニケーション・スキルⅠ・Ⅱ」科目は、学生のコミュニケーション能力、
論理的な思考能力、プレゼンテーション能力を高めるスキル授業としてカリキュラム内に位置づい
ており、この科目の内容、教育方法、教育の成果について教授会で毎年検討を行い、次年度、授業
に反映するよう協議している。
7 ．活動内容の検証と結果の共有
FD 活動は、徐々に学部内に定着しつつあると認められる。アンケートの実施およびアンケート結果へ
の教員によるコメント数の実績は次のようである。アンケートの実施状況は、春学期は 97.7 ％の実施率、
秋学期は 98.4 ％の実施率で、いずれも全学の平均を超えている。コメント入稿数は、春学期は昨年度の
実績を下回り、秋学期は昨年度より持ち直し、2013 年度春学期 64.4 ％→ 2014 年度春学期 50.0 ％、2013 年
度秋学期 46.7 ％→ 2014 年度秋学期 56.5 ％であった。コメント入稿率を高めるために入力期間を配慮する
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などの工夫が必要であろう。
授業公開については、2013 年度から制度が変更となり、FD 参観科目は専任教員の学部授業に加え、非
常勤教員の学部授業も参観対象となった。また、受講生未確定の1週目と定期試験前の15 週目は除き、原
則、すべての授業を参観可能となった。実施期間は、春学期は 4/13（月）～7/15（水）
、秋学期は 9/25
（金）～1/12（火）であり、参観の可否は、授業担当教員に一任された。
2014 年度現代社会学部アンケート実施結果
春学期
全学

秋学期

現代社会

全学

現代社会

a

対象科目

759

43

830

63

b

実施科目

735

42

800

62

c

実施率（b ／ a）

96.8 ％

97.7 ％

96.4 ％

98.4 ％

d

コメント入稿数

552

21

567

35

e

コメント入稿率（d ／ b）

75.1 ％

50.0 ％

70.9 ％

56.5 ％

8 ．卒業時アンケート調査の実施
2013 年度に続けて、2014 年度も本学部教員 2 名が中心となって作成した
「卒業時自己成長評価アンケー
ト」を 4 年生の演習Ⅲを担当する全教員の最終授業において実施した。卒業予定者たちが入学後、どの
ような選択をしながら在学期間を過ごしてきたか詳しく調べ教育研究環境の改善に役立てるため、
「自己
点検評価」の一環として行った。この調査を今後継続的に実施していくことを確認した。
9 ．次年度以降の検討課題・活動目標
（1）基本的に本年度の活動を継続し、FD 活動の趣旨の浸透を図る。
（2）FD 活動は学生、教員、事務局など全学的構成員による協力と参加が必要なことを周知させる。
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社会学研究科
1 ．研究科の教育目標
博士課程前期課程は、社会学および隣接諸科学の専門知識を深く修得させるとともに、現代社会に
生起する諸現象、諸問題を分析し、洞察する能力を培うことを目的とする。博士後期課程は、社会学
の諸領域および隣接諸科学の専門知識を体系的に修得させ、各専門分野の研究を自立的に遂行できる
能力を培うことを目的とする。
2 ．FDを通じて高めたい教授能力
FD 活動は、教員の教育能力の向上という狭い定義ではなく、教育・研究を含めた全ての教員の資
質・能力向上の為の活動として考える。教育と研究は表裏一体であり、こうした視点を研究科構成員
が共有していくことに努める。
3 ．FD 活動の推進組織
学部と同一組織であって、研究科長、学部長、FD 委員を構成メンバーとする FD 活動推進組織を置
く。
4 ．組織としての活動目標
研究科内における FD 活動の趣旨の周知、および教育・研究の向上をはかることを活動目標とする。
5 ．組織としての活動内容
2012 年度に続けて、大学院生に自由記述方式のアンケートを実施し、研究科委員会において回覧し、
大学院の教育研究に参考にさせていただいた。
6 ．活動内容の検証と結果の共有
上記アンケート結果に基づき、次年度以降に向け、研究教育体制を検討した。
7 ．次年度以降の検討課題・活動目標
基本的に、本年度の活動を継続し、研究教育体制の改善を図る。
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3-⑥

法学部・法学研究科

法学部
1 ．教育目標
法学部の教育目標（学習成果）は、以下の 4 点から構成される。
① 法律学及び政治学の専門的知識を体系的に習得するとともに、普遍的な教養を身につけることが
できる。
② 論理に基づいた法律学的思考方法及び政治学的思考方法を身につけることができる。
③ その修得した思考方法に基づいた問題を発見し解決する能力を身につけることができる。
④

他者と協調しながら適切なリーダーシップを発揮し、実社会においてもその知識と能力を応用す

ることで様々な問題の解決への道筋をつけることができる。
2 ．教育目標達成に向けた取り組み
上記の教育目標を意図しつつ、2014 年度より新カリキュラムを開始した。具体的には、以下に挙げる
3 つの柱に従って、法を社会で活かし使いこなせる人材の育成を目指している。
・第 1 の柱：しっかりとした基礎教育（充実した入門科目（
「法学・憲法の基礎」
・
「入門演習」
・
「民法入
門」
・
「刑事法入門」
・
「政治学入門」
・
「情報リテラシーⅠ・Ⅱ」
）の設置）
・第 2 の柱：先進的な応用教育（
「法実践プログラム（Legal Practice Program：LPP）
」科目（2014 年度
は 4 科目）の設置）
・第 3 の柱：手厚い就職サポート（必修科目「キャリア形成の基礎」の設置など）
3 ．FD 活動の推進組織
全学の FD 委員を選出した他に、学部に FD 推進委員会を設置している。法学部 FD 推進委員会につい
ては、これまで以上に充実した議論を展開すべく、2014 年度 11 月教授会にて定例開催案が提案され、慎
重な議論を経たうえで2014年度1月教授会にて承認された。具体的な審議内容は以下のとおりである。こ
の他、学部教授会においても、適宜関連する議論を行っている。
（ 1 ）2014 年度 10 月（臨時）法学部 FD 推進委員会
・採用人事について、法学部教授会からの諮問事項に対する回答を決定した。
・現行カリキュラムについて、現状を詳細に分析したうえでこれに基づいて幅広く意見交換を行い、検
証結果および今後の検証作業について確認した。
・2013 年度卒業生を対象に実施した卒業時アンケート結果を詳細に分析しこれに基づいて慎重に検討し
た結果、教育・研究活動の改善および今後の検証作業の進め方について決定した。
（ 2 ）2014 年度 1 月（定例）法学部 FD 推進委員会
来年度シラバスに対して詳細な分析・検討を加えたうえで、これに基づいて幅広く意見交換を行い、今
後の授業内容および授業方法の改善ならびに今後の検証作業の進め方について確認し、必要に応じた来
年度シラバスの修正を決定した。
（ 3 ）2014 年度 3 月（定例）法学部 FD 推進委員会
2014 年度秋学期に実施した授業アンケート結果を詳細に分析したうえでこれに基づいて幅広く意見交
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換を行い、今後の授業内容および授業方法の改善ならびに今後の検証作業の進め方について確認した。
4 ．2014 年度活動内容
（ 1 ）授業改善のためのアンケート
2014 年度に全学で 2 回実施された授業改善のためのアンケートにほぼすべての教員（非常勤を含む）が
参加し、教育の質の向上を図った。
（ 2 ）公開授業の取り組み
全学の FD 委員会の方針に則り、原則全授業を公開している。
（ 3 ）シラバスチェック
これまでの取り組み――①読みやすく、かつ、授業内容を理解しやすいシラバスを実現するために、
全学の FD 委員会により提示された指針に基づき、誤字・脱字の指摘をはじめとするチェックを行う、②
コメント欄に当該科目を履修するために必要な科目及び当該科目の単位取得後に履修することが望まし
い科目を記入するよう呼びかける――を、法学部 FD 推進委員会（1 月定例委員会）にて実施する改善を
行った。
（ 4 ）学生との関わり
特筆すべきものとして、次の 3 点を挙げたい。
・法学部ゼミ対抗プレゼン大会
 第 2 回「法学部ゼミ対抗プレゼン大会」を 2014 年 12 月17日に清明ホールで開催した。
・ゼミ代表者会議
 教育活動等に関する学生の率直かつ多様な意見に耳を傾けるために、
「ゼミ代表者会議」を 2014
年 11 月19 日に実施した。
・高大連携
 高大一貫教育の観点から、2013 年度に引き続き、附属校（中京大学附属中京高等学校）3 年生を
対象に単位認定型先行授業を開講した。
5 ．次年度以降の検討課題・活動目標
以下の 2 点を重点項目として挙げておきたい。
・法学部 FD 推進委員会の定例開催化に伴うさらなる議論の充実化
・2014 年度新入生対象新カリキュラムに関する経年的かつ多面的な分析・検証の実施
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法学研究科
1 ．教育目標
法学研究科の目標は、学部教育と同様に、法律学及び政治学の専門的知識、特有の思考方法、問題
発見方法および問題解決方法の研究を行い、教育することである。具体的には、本学部における研究
教育を通じて、法律学及び政治学に関する専門的知識、思考能力、問題発見能力および問題解決能力
を修得し、さらに、確固たる遵法精神を持ち（
「ルールを守る」
）
、協調性及び社会性に富み（
「チーム
ワークを作る」
）
、他者の存在及び意見を尊重する（
「相手に敬意を持つ」
）人材、そして、このような
人材になるための最善かつ不断の努力を決して惜しむことのない（
「ベストを尽くす」
）人材を養成す
ることを目標としている。
2 ．目標達成に向けての取り組み
上記の目標を達成するために、2008 年度より、カリキュラムを大幅に改革し、従来のコースを「研
究コース」と「専門コース」に改編することにより、それぞれの教育内容を研究者養成・専門職業人養
成という目的に沿って区別した。同時に、専門職業人養成を積極的に推進するために、前期課程（修
士課程）に「特別選抜制度」および「社会人選抜制度」の二つの入試制度を設けた。このうち、前者
では、学部と大学院を一貫した融合教育（5 年間で学士号と修士号の両方を取得可能）を行い、後者で
は、社会人再教育・生涯教育に対する社会の要請に応えるべく、在学期間選択制を採用している。
3 ．FD 活動の推進組織
本研究科では、2011 年度より、学部の FD 委員とは別に、大学院担当の FD 委員を選出し、大学院問
題検討委員会との連携の下、授業改善のためのアンケートや教育支援サポート等に関する検討を行っ
てきた。その中で、カリキュラム適切性の検証や教育内容・方法の改善を図る責任主体が明確でない
ことが問題となり、2013 年度より大学院 FD 委員が委員長を務める大学院 FD 推進委員会を組織するこ
ととなり、そこに大学院問題検討委員会の機能の多くを移行した
（これに伴い、大学院問題検討委員会
は解散）。また、2015 年（2014 年度）2 月の研究科委員会において、同委員会を定例開催すること、お
よび、大学院の活性化の検討を任務とする大学院将来構想検討委員会の権限を大学院 FD 委員会に移管
することを決定した（これに伴い、大学院将来構想検討委員会は解散）
。これにより、大学院 FD 推進
委員会の機能がなおいっそう強化された。
4 ．2014 年度活動内容
（ 1 ）授業改善のためのアンケート
法学研究科の授業は、全てが少人数（10 名未満）で開講されていること、また、院生より構成され
る院生会からも特にアンケートの導入を求める要請もないことから、授業改善のためのアンケートは
実施してこなかった。ただし、法学研究科では、年度末に、大学院 FD 推進委員会の主催で院生との意
見交換会を実施しており、そこにおいて授業改善のための意見の聴取をおこなっている。今年度実施
された意見交換会では、博士後期課程の院生が指導教員以外の教員の担当科目を履修することを可能
にするようカリキュラムを改正してほしいとの要望があり、それを受けて開催された大学院 FD 推進委
員会において、この点について速やかに検討を開始すべきであることを確認した。
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（ 2 ）シラバス・公開授業
シラバスに関しても、全てが少人数クラスであるがゆえに、その必要が求められてこなかったが、近
年、学部と同様に、その導入を求める内外の要請に応え、シラバスを作成している。2014 年度は、昨
年度に引き続き、学内の他の研究科と共通する指針に基づき、その書式・内容等をチェックしたが、特
に大きな問題は見られなかった。院生との意見交換会でも、シラバスについて問題の指摘はおこなわ
れなかった。
また、公開授業に関しては、学部と異なり、特にそのような制度は設けられていないが、修士論文
指導に関しては、年 2 回、報告会を設け、指導教員以外の専任教員による指導が行われている。これに
関連して、2011 年度より「論文執筆ガイダンス」に関する講義も実施している。
（ 3 ）教育支援サポート
将来の研究者及び高度専門職業人を育成すべく、成果発表や TA 制度のあり方に関する検討を行っ
ている。このうち、前者に関しては、2011 年 12 月の「
『中京法学』編集内規」の改正によって、博士課
程に在学する学生と同課程を修了した者について、法学部の専任教員の推薦により編集委員会が掲載
を認めることができることとなったが、その評価や手続については検討課題として残されていた。こ
の点に関して、今年度から NEXT10 の取組事業として「
『中京法学』査読制度強化プロジェクト」が採
択され、検討が進められている。また、大学院問題検討委員会では、2012 年度に決定した論文執筆の
手続をさらに精緻化した研究指導プログラムを作成し、2013 年度、研究科委員会に提出した。
また、後者に関しては、院生と意見交換を行い、複数の院生より、現行の人数制限のついた TA 制度
を改正し、法学部のゼミ教育に、教育指導の立場から参加する TA を可能にしてほしいとの要望が昨年
度に引き続きおこなわれた。この点については、2015 年度に発足する教育推進センター委員会に対し、
しかるべき時期に提言を行う予定である。
5 ．次年度以降の検討課題・活動目標
次年度以降の同委員会の主要課題としては、上述した博士後期課程のカリキュラム改正、大学院生
の「中京法学」掲載許可の評価基準や手続の検討、および、TA 制度のあり方に関する検討に加えて、
修了時の成果を学生が自己評価するための方法がある。
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3-⑦

総合政策学部・経済学研究科総合政策学専攻

総合政策学部
1 ．総合政策学部の理念・教育目標
総合政策学部の理念は、より複雑化・多様化する社会の中で、個々の学問分野だけでなく、各学問
分野の相互関係を考慮した総合的な教育・研究をすることができ、総合的な視点から社会現象や経済
現象を分析・理解することができる研究・教育の場の提供にある。
教育目標は、総合的な視点から様々な学問分野に関する知識の習得だけでなく、問題を見出して把
握する能力や、見出した問題を解決するための総合的な政策を立案することができる能力を身につけ
ることにある。
2 ．教育目標達成のための取り組み
総合性を重視しつつ、様々な学問分野に関する知識の習得という教育目標の達成に向け、基礎科目
群（必修科目）と基幹科目群（選択必修科目）を 1・2 年次に履修させ、そして公共政策系科目群、ビ
ジネス戦略系科目群、複合領域科目群から構成された、幅広い領域・分野にわたる展開科目群のなか
から、個々の学生が自分の関心や所属しているプロジェクト研究との関わりで、関心のある科目を選
択して、2～4 年次での履修を可能にしている。
現行カリキュラムの基本部分は 2010 年度入学生から適用されているが、2014 年度に決定し、2015 年
度から実施されるカリキュラムでは、スキル系科目における内容上の重点変更及び配当学年の見直し、
講義系の展開科目群における年次配当及び開講セメスターの変更などを行い、きめ細かい体系的履修
が可能となった。2014 年度はカリキュラム改革ワーキンググループが教授会に原案を提示し、教授会
での審議を通じて決定され、2015 年度入学生から実施される。
問題発見能力や政策立案能力の形成という教育目標達成に向けた取り組みの 1 つとしてプロジェク
ト研究報告会を毎年開催しているが、2014 年度も清明ホールを会場に行った。プロジェクト研究担当
の各教員は、この報告会に向けた学生の取り組みに支援・指導を行っているが、学部全体としては「P
研 ( プロジェクト研究 ) 支援委員会」を通じて学生への支援が行われている。
3 ．学部 FD 活動の推進組織
学部 FD 活動に関わる組織としては、「学部あり方懇談会」並びに「P 研 ( プロジェクト研究 ) 支援委
員会」があり、委員の任期は学部長交代との兼ね合いもあって 2 年継続が基本となっている。2014 年度
の推進組織は 2013 年度とほぼ同様であり、
「学部あり方懇談会」には 6 名、
「P 研 ( プロジェクト研究 ) 支
援委員会」には 8 名の教員で構成され、若干のメンバーの重複があるものの、専任教員の 2／3 近くが、
いずれかに属して FD 活動に関わっている。
4 ．シラバスについて
2014 年度も 2011 年度の教授会で確認された通り、シラバスの全項目記入の申し合わせが実施されて
いる。シラバスに関する取り組みで、特に前年度との変更点はない。
5 ．公開授業の実施
学部での 2014 年度実施件数はゼロである。このゼロは、いわば常態化している。公開授業実施の目
的や趣旨、必要性の有無などについての、腰を据えた議論なしには、ゼロからの脱却は無理かと思わ
For Doing our best! 27

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

れる。
6 ．授業アンケートの実施
FD 委員会の指示の下に、最低限度の「授業改善のためのアンケート」を行っている。当初は珍しさ
もあったが、今や、毎年・毎セメスター、同じ質問項目のアンケート実施のため、マンネリ感がただ
よっている。アンケートの結果の活用は、各教員の裁量に任されているため、各教員からの「
「授業改
善のためのアンケート」に関するアンケート」をとって、どういうアンケート項目を必要とするのか？
またアンケート結果に対する各自の利用方法などを討議・検討する時期に来ている。
7 ．卒業時「自己成長アンケート」の実施
卒業間近の 4 年生の 2～3 月に、ALBO を使用して、いわゆる卒業時アンケートを実施した。約 250 名
の卒業生のうち、50 名（2013 年度末実施分では 30 余名である）がアンケートに回答した。この結果を
分析し、今後に活かして行くのが、何よりも 2015 年度以降の課題となっている。
8 ．2015 年度以降の課題
2014 年度は全学的にも大学基準協会からの第三者評価・外部評価を受ける年度であったため、当学
部においても 2014 年度に限定した FD 活動ではなくて、もう少し長い（7 年間分の）サイクルで学部
の研究・教育活動を見直すことにエネルギーを費やした。幸いにも同協会から適合認定を受けたので、
2015 年度以降は大学基準協会から指摘された事項を意識しつつ、また 2013 年度に開始し、2014 年度に
も実施した「卒業時自己成長アンケート」という新たな試みを活かしていくことが 2015 年度以降の課
題となっている。
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経済学研究科総合政策学専攻
1 ．教育理念・目標
経済学研究科総合政策学専攻の博士前期課程（修士課程）の教育理念・目標は、学生が政策研究に
関する学部レベルの基礎的な学力が備わっていることを前提に、更に高度な専門知識を極め、実践的
能力や研究能力を養うことにある。公共政策や地域政策、経営戦略やマーケテイングに関する理論的
知識や実践的能力、研究能力を身に付けた高度の専門的職業を担う卓越した人材を養成することが目
標である。
博士後期課程（博士課程）の教育理念・目標は、研究者の育成と政策立案や経営管理に関する実践
現場で、既に専門的な職業に従事している人材の再教育の場を提供することにある。最新の研究成果
に基づく新たな知見から価値を創造する能力を身につけており、企業や行政機関、教育研究機関など
の社会の様々な場で活躍する人材を送り出すことが目標である。
2 ．論文作成支援のための研究構想報告会の開催
毎年 4 月に、大学院オリエンテーション終了後に、在学生、特に博士前期課程 2 年生の修士論文作成
に向けた研究構想報告会を開催している。また 10 月には博士前期課程 1 年生を中心に研究構想発表会
を開催した。この構想発表会には多数の専攻所属教員が参加し、厳粛な雰囲気のなかで院生が緊張感
を持って発表することにより、研究への意識を高めていくことにも貢献している。尚、報告会終了後
には、報告者への慰労を兼ねた懇親会が開催され、そこでもインフォーマルながらもフランクな雑談
のなかで、新たな発想や着想の練り直し等の効用もあろうかと思われる。
3 ．論文作成指導のためのアドバイザー制度について
2014 年度は博士後期課程在学者がゼロ名であったため、論文作成指導のためのアドバイザー制度を
適用したのは修士論文作成者に対してだけであった。インフォーマルセミナーと称して、修士 2 年生に
は秋に研究報告を行わせ、そこに専門領域の近い教員が、アドバイザーとして、いわば副指導教員的
な立場で関わることになり、修士論文の水準の引上げに、大きく貢献している。
4 ．シラバスについて
大学院のシラバスは、学部に比べると貧弱なものだが、科目履修の際には必要な情報が提供される
ように、各教員が留意して作成するようにしている。
5 ．学生からの授業や研究環境等に関する意見聴取
2014 年度には 2013 年度の院生からのアンケートを実施し、2014 年度分についての意見聴取を 2015 年
の 4～5 月に既に実施済みである。人数は少ないながらも、休学者などを除く全在籍院生からアンケー
ト回収を行っており、個別的に対応可能な点はすぐに改善しつつも、個別的対応の枠を超えた分析を、
行うことが必要な時期に来ているのかもしれない。
6 ．FD 活動の推進
専攻の FD 活動は、専攻長、専攻書記、自己点検評価委員、FD 委員が中心となって担っているが、
2014 年度は大学基準協会からの外部評価を受ける年度あったため、その関係の活動が多くなってし
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まった。
7 ．2015 年度以降の課題
2014 年度は大学基準協会からの外部評価を受ける年度であったため、2015 年度においては大学基準
協会から指摘された事項の改善が課題となる。在学生が定員に満たない状況が改善すべき努力課題と
なっているが、総合政策専攻の実態は、とりわけ深刻である。それは 2014 年度に 2 度実施された 2015
年度入試において、博士後期課程だけではなく、前期課程においても、2 度とも受験生が 0 名であった
ことだ。こういう事態が、仮にもう 1 年続けば、総合政策専攻では大学院在籍者がいなくなり、いわば
開店休業状態という深刻な事態に至る。深刻さは別の側面からも言える。それは、2015 年度入試では、
前年度に行ったカリキュラム改革をふまえ、公共政策領域とビジネスポリシー領域に加えて、新たに
ソーシャルビジネス領域的な科目を設け、講師陣も外部からの協力を仰いで充実を図り、しかも東海地
方で初めての大学院レベルでのソーシャルビジネス教育を行うという意欲的な試みであること、その
ことを独自の広報活動も行い、新聞紙上でも報道されたにも拘わらず、受験生ゼロという結果となっ
た。学生がいないところに FD 活動は無い。受験生確保、入学生確保は、本来の FD 活動ではないかも
しれないが、2015 年度入試の受験者がゼロ名だったことの総括、新基軸を打ち出したカリキュラム改
革を行い、広報活動も一定程度行ったにも拘わらず受験生がゼロであったことの総括なしには、総合
政策専攻の FD 活動を行うことは、形式だけの無意味なものとなろう。
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3-⑧

経済学部・経済学研究科経済学専攻

経済学部
1 ．教育の理念と目標
経済学部は、わが国を取り巻く国際環境の変化と国内経済の変動に対処する能力を持つ学生、すな
わち、国際性と専門性を兼ね備えた、理論と実践に強い人材の育成を教育の理念として掲げ、具体的
な教育目標として、基本的な経済学の知識を身につけさせること、現代情報化社会に適応できる能力
を涵養すること、そして国際感覚に優れ、幅広い教養と総合的な判断力を培うことを挙げている。
2 ．学部教育の現状
経済学部では上述の教育目標を達成する効果的な教育体制を実現すべく、カリキュラムの改正や教
員組織の着実な整備・拡充に努めてきた。現行カリキュラムは、フロート科目の廃止による卒業要件
に対する学部固有科目単位数の増加、学部固有科目への選択必修科目の導入、基礎・基幹・応用科目
群の設定を通じ、経済学の基礎から応用に向かって順序立てて授業を履修し、経済学の基本的な考え
方を基礎として現実社会への応用力を養うようにデザインされている。また、高等教育を受ける基本
的な学習能力の不足を補うリメディアル教育や社会人基礎力を養う EXP（エグゼクティブプログラム）
科目、語学力の向上にインセンティブを与える TOEIC による単位認定などのジェネリックスキル科目
が学部固有科目として導入されている。教員組織については、日本経済論・中部経済論を専門とする
客員教授を新たに採用し、教員団としての教授能力の強化を図った。
現行カリキュラムに関しては、制度変更や移行期間も終了し、安定的に機能していると認識してい
る。3 つの方針とカリキュラムマップを公開し、各教員がそれらをもとに個々の授業科目を位置付け、
継続的に授業改善に取り組む体制も整っている。今後は、全学的な FD 活動の進展に歩調を合わせつ
つ、現行カリキュラムについて教育目標の達成度を客観的に把握する方法を検討していきたい。
授業改善のためのアンケート調査の集計結果を参考にすると、多くの評価値が学部全体として昨年
度を下回ってしまった。当該学部としては、継続的に評価値が向上してきていたが、それが途絶えた
ことになる。評価値が永遠に上昇し続けることはないことは明らかであるものの、今回の結果を新た
な授業改善に取り組む契機としたい。
3 ．FD 活動の推進組織
経済学部における FD 活動は学部内 FD 委員会を中心に進められている。本年度のメンバーは、学部
長：椿建也教授、FD 委員 2 名：白井正敏教授、鈴木崇児教授、及びその他教員 2 名：古川章好准教授、
都丸善央准教授であった。学部内 FD 委員会の活動目標は、全学の FD 活動を学部内で展開すること、
学部独自の視点で教育目標に即して FD 活動を企画し、その実施を通じて授業改善の定着を促すこと、
学部内業務の円滑化を図るべく他の学部内委員会（将来構想委員会、教務委員会、入試委員会、情報
委員会）との連携や調整を行うことである。
4 ．FD 活動を通じて高めたい教授能力
当該学部のカリキュラムは導入当初に想定していたように概ね機能していると考えているものの、
導入からかなりの時間が経過したため、本年度は新たな学生のニーズに応える取り組みとして、特殊
講義Ⅰ～Ⅳという科目を設定し、英語での授業、応用的な経済数学、中日新聞社と連携した時事講義
を導入した。また、学部独自の LMS を改良し、iPad を使って履修学生の氏名と顔写真、履修相談時の
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面談記録をもとに個々の学生の特徴が把握できるようになった。現在は、これらの機能を使って、学
生の匿名性を排除し、個人として向き合うことで、主体的に学修する姿勢を引き出す取り組みを模索
している段階にある。
5 ．組織としての活動内容
当該学部では 2008 年度から学部内 FD 委員会を中心として継続的に FD 活動を実施してきており、現
在の活動の多くはその延長上に展開されている。
（ 1 ）履修相談会
学部独自の取り組みとして、1、2 年生については全学生を、3 年生についてはゼミナールの履修者
と成績不振者を、4 年生については成績不振者を対象として履修相談会を実施している。履修相談会で
は、昨年度の反省をもとに、その内容や結果を説明させ、学生が計画的に授業を履修し、自律的な学
修改善ができるように教育サポートを実施している。
（ 2 ）成績評価データの活用
教務課から提供される成績評価分布一覧の各科目の実績値を、授業規模、形態等で分類した類似科
目の情報とともにグラフとして可視化し、科目間の履修状況や単位取得に対する難易度の違いについ
て授業担当者の認識を深めることを目的として個別に情報を提供している。また、今年度から現在の
授業ごとの履修者の学年別 GPA 分布もグラフとして可視化し、履修者の特徴が総括的に把握できるよ
うになった。
（ 3 ）ゼミナール履修者選抜
本年度も昨年度に引き続き、学生の就職活動に対する不安を軽減し、主体的な行動を引き出す取組
みとして、疑似就職活動を取り入れたゼミナール履修者選抜を実施した。教員によるゼミナール説明
会、先輩の学生から話を聞くゼミ生交流会、複数ゼミナールエントリーを前提とする内定制度、ゼミ
ナール毎の審査基準や方法の多様化などによって就職活動のエッセンスを疑似的に体験するものであ
る。特に大きな問題もなく選抜制度は機能していると考えられるものの、学生の意見も取り入れなが
ら改善を加えていきたい。また、当該制度の導入によってゼミナールの履修前に学生・教員が接する
機会が増え、ゼミナールの立ち上げがスムーズになった、ゼミナールの雰囲気が明るくなった、ゼミ
ナールにおける学年間の交流が増えたという評価が教員から届いている。今後はこれらの変化をゼミ
ナールでの学習成果に効果的に結び付ける工夫をしていきたい。
（ 4 ）公開授業
今年度の公開授業については外部委託科目を中心に専任教員が参観をし、それらの科目の実施状況
を把握した。外部委託科目の実施に関しては、従来どおりであり、特に大きな問題はでていないよう
であるが、学生の学力低下によって授業運営に工夫が必要になってきているのではないかという実態
が座談会の議論によって認識された。
（ 5 ）FD 研修会
3 月に実施した FD 研修会では、都丸善央准教授、英邦広准教授、増田淳矢准教授に講師を依頼し、
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経済学部における正課（授業）外学修について学部スタッフ全体で情報を共有した。予習・復習に対
する学生の反応、LMS を使った演習問題の実施に関する構想や他大学と協同で実施しているインター
ゼミなどへの取組が紹介され、それらについて意見交換がなされた。
6 ．次年度以降の検討課題・活動目標
当該学部では、本年度も引き続き、学部独自の LMS の iPad を利用する部分に新機能を追加し、現在、
実施している授業の履修者やゼミナール履修申請者について、より詳細で総括的な情報が得られるよ
うになった。これらの機能を活用した授業展開を検討していきたい。また、昨年度の FD 研修会で実施
した正課外学修についても、学部として少しずつでも実施例を増やし、その効果を高めることで、学
生の学びに対する主体的な姿勢を引き出すように活動して行きたい。
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経済学研究科経済学専攻
1 ．教育の理念と目標
経済学研究科には、研究者を目指す学生、公務員や民間企業で活躍できる高度な専門知識を得るこ
とを目指す学生、さらに税理士、公認会計士の資格を取得することを目指す学生など、多様な目的を
持つ学生が入学する。これらの学生に対して、より専門的な基礎知識を修得させ、将来、高度な専門
知識に裏付けられた活動ができる素養を身につけさせる必要がある。
経済学研究科経済学専攻は、次の人材の養成およびその他の教育研究上の目的を掲げ、実社会で活
躍できる能力と豊かな人間性を身につけた人材の輩出を目指すこととしている。
（1）経済学専攻博士
前期課程は、専門教育を通じて以下に掲げる人材の養成を目的とする。1．経済学の新しいパラダイム
の構築に資することのできる研究者。2．国際的に貢献できるエコノミスト等。3．高度な専門学識を
通じて学問研究と社会の結びつきに資する専門職業人。ならびに、4．出身国ならびにわが国の発展と
相互友好のために活躍できる外国人研究者、である。また、
（2）経済学専攻博士後期課程は、博士前
期課程に掲げたものと同一であるが、特に、それらの目的を自立的に遂行できる能力を培うための論
文作成指導を徹底し、より高度な経済専門研究者および職業人を養成することを目的とする。
2 ．大学院教育の現状
上述の教育目標を達成する効果的な教育体制を実現させるべく、これまで組織の拡充、カリキュラ
ム改正、学生指導の体制の見直しを図ってきた。経済学研究科では、1991 年設立以来、経済学専攻の 1
専攻のみであったが、社会の多様なニーズに対応するため 2009 年新たに総合政策学専攻を増設するこ
ととなった。それぞれの専攻の目指す教育の目的にはそれぞれの特色があり、相互に補完的な役割を
果たしている。
経済学専攻のカリキュラムも 2012 年に見直しを行った。現在のカリキュラムの特徴は、経済学学問
分野の主要部分がカバーされているだけでなく、税法関係の講義をもち、税理士、公認会計士を目指
す学生にも対応すること。修士課程にあってはセメスター制を採用し、秋入学を認め、留学生に配慮
していること。大学院生を指導する指導教員の果たす役割は大きく、経済学専攻では、複数指導教員
制度を採用し、複数の教員が連携しながら学生の教育指導を受け持つことで、教育水準の維持と教育
効果の向上に努めてきた。
他方、社会人に対する入試制度の配慮の他、入学後の社会人の修学環境の改善について検討を行い、
（1）社会人学生を対象とした昼夜開講制の導入、
（2）集中講義の弾力的運用、
（3）演習科目 16 単位履
修の指導、（4）長期履修制度の導入を 2014 年度より実施した。
3 ．FD 活動の推進組織
当該研究科における FD 活動の推進組織は、大学院将来構想委員会である。同委員会は、研究科長、
専攻長および各専攻から 2 名の教員、合計 6 名で構成されている。同委員会の活動目的は、大学院の将
来組織に関わる教務事項、自己点検・評価、FD 活動の推進と調整を行うことであり、具体的な FD 活
動はそれぞれの専攻において実施される。2014 年度は自己点検評価報告書作成に関連した活動を中心
に行った。
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4 ．FD 活動を通じて高めたい教授能力
教員数に対して大学院学生数は少なく、大学院生の専門的な基礎能力にばらつきがあるので、指導
教員を通じた学修指導は、それぞれの学生の能力に応じた指導が求められる。講義科目では授業水準
を維持しつつ、受講する学生の専門的知識の理解をいかに高めるか、学生の主体的な学修能力を高め
るか、これらが共通課題としてあげられる。学生の論文作成能力の育成とともに発表能力を高めるた
めの指導も必要と認め、パワーポイント作成指導も行うこととした。
5 ．組織としての活動内容
当該研究科では学部と異なり学生規模が小さい組織であるため、大学院将来構想委員会と大学院担
当 FD 委員を中心に FD 活動の検討を行う場としている。2011 年度以降継続的に、学生に対する授業ア
ンケートの代わりに、経済学専攻長を中心として学生グループ面談による調査を実施している。2013
年度の面談結果では、昨年度同様、現行の授業や学修指導体制については概ね満足しているものの、大
学院生室の PC など設備面でのいくつかの要望があった。設備に対する要望は即時対応できるものは実
施し、予算を伴うものは 2014 年度に配慮することにしている。2013 年度末に大学院研究室が 14 号館 2
階から 5 階に移転したこともあり、PC 環境については概ね要望を満たしているものと考えている。
2012 年度博士前期課程（修士課程）の研究指導プロセスの明文化に次いで、2013 年度には博士課程
の研究指導プロセスについて明文化した。研究指導の内容を広く周知できるようにした。また、博士
学位（博士）請求論文の提出基準について、見直しを行った。2014 年度は、学生との面談を行い、要
望や問題点などをインタビューし、学習指導内容の点検を行った。
6 ．次年度以降の検討課題・活動目標
学生の授業アンケート調査は、学生数が少ないということで専攻長による面談調査を実施したが、必
ずしもすべての学生が参加ではない。今後、より多くの院生から意見をくみ取る方法や実施時期につ
いても検討する必要がある。大学院博士課程の定員確保、大学院修了生の進路の把握と対応、修士論
文作成に関する中間報告会及び最終報告会の実施について早急に検討することとした。
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3-⑨

経営学部・経営学研究科

経営学部
1 ．教育目標
経営学部は、複雑化・国際化が加速する現代社会に即した経営理論とその実践への応用力を備えた
ビジネス・パーソン、すなわち経営者や管理者、企業家を育成することを目的としている。そのため
に、ビジネス社会の要請に応え、コンピュータ、外国語、簿記・会計に関する基礎的能力を習得する
とともに、企業をはじめとする各種組織体経営に関する全般的・基礎的知識と高度な専門的知識を獲
得し、さらに問題を発見し、分析・解析する能力、コミュニケーションを図る能力を身につけ、地域
はもとより国家・世界に寄与する人材を育成することを教育目標としている。
2 ．教育目標達成に向けての取り組み
上記の教育目標を達成するために、経営学部は、2010 年度から大幅なカリキュラムの改編を行った。
新カリキュラムでは、
「気づく、学ぶ、実践する」をキーワードとし、ワールドワイドビジネスへの対
応、ビジネスプロフェッショナルの育成を当面の目標としている。そのため理論系科目の体系化・階
層化（基礎科目――基幹科目――展開科目）を通じて、その充実化を図ってきた。さらに、①グロー
バルな経営課題に対応するための国際的視野、②様々な国際業務の遂行に必要な実践スキルと語学力、
③自ら課題を発見し解決する能力、④個人スキル（聞く力、話す力、読む力、書く力）
、⑤チームスキ
ル（相談する力、批評する力、対象化する力）を習得するための科目を新設してきた。
「海外ビジネス
研修」、「アドバンスド・ビジネス・イングリッシュ（Advanced Business English : ABE）
」
、
「学びの
リテラシー」、「ゼミリテラシー」などである。なお、カリキュラムの更なる展開可能性を模索するた
めに、新カリキュラムの運用状況を把握しながらその問題点の改善に取り組んでいる。
3 ．FD 活動の取り組み
経営学部では、授業公開（FD 参観科目）
、授業改善のためのアンケート、シラバスの点検を継続的
に実施しているとともに、現行カリキュラムの問題点を改善するための取り組みも継続的に行ってい
る。
経営学部の教員像、教員組織の編成方針の内容について話し合いが行われ、また学部学生の履習・
学習アドバイスに関連して留年等を防ぐ措置の必要性、その対応策についても審議した。
2014 年度には、2010 年度に新設された科目の問題点・改善点について討議された。さらに、現カリ
キュラム体制の再検討、ゼミナールのあり方の模索に関して検討された。
経営学部教育のあり方を検討する「経営学部五ヵ年計画委員会」より、グローバル人材の育成、実
践的教育の実施、少人数教育の更なる充実という方向性を模索しながら、カリキュラム体系の整備・
充実を図ってきたが、「海外ビジネス研修」
「ABE」以外にも経営学部の実践ビジネス系科目を充実す
るために、科目（
「実践 Web マーケティング」
）新設の提案が出され、その検討は断続的に行われてい
る。
ゼミナールの新しい募集制度に関しては、①ゼミナール説明会の柔軟な運用、②ゼミナール申し込
みの電子化（ALBO）
、③ゼミナール毎の特色ある選考プロセスの新設、④ゼミナール追加募集制度の
実施等が行われた。
また、経営学部では、卒業生に大学生活に関するアンケートを実施しており、その調査結果を今後
の教育に活用している。
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経営学研究科
1 ．教育目標
経営学研究科は、「人間としての人格陶冶」を人材養成の目的とすると同時に、
「学術の殿堂、すな
わち知の集積拠点としてその役割を高めていくこと」を基本目的としている。こうした目的に基づき、
グローバル化、情報化、学際化の流れの中で高度な専門職業人の養成、国際的人材の育成、さらに専
門的研究者の養成を図ることを教育目標としている。
2 ．教育目標達成に向けての取り組み
上記の教育目標を達成するために、経営学研究科が最も力を入れているのは質の高い論文の作成で
ある。そのために、経営学研究科では博士前期課程（修士課程）において、5 月に修士論文プロポーザ
ル発表会、および 11 月に修士論文中間発表会を開催している。特に、2011 年度より修士論文中間発表
会の段階で完成稿（素稿）の提出を求めるとともに、主査 1 名、副査 2 名を予め決定している。参加者
（教員、院生）のコメント、質疑応答等を通じて、この中間発表会を修士論文の実質的な事前審査の場
として活用している。その意味で、修士論文の研究内容の質的向上に一定の役割を果たしている。中
間発表会では、修士論文の内容について、3 本以上の先行研究の要約・整理が義務化されており、この
決定事項は周知するようにしている。
博士後期課程においても、年 1 回の中間報告会を開催しており、大学院生専用の紀要に年 1 本の投稿
を義務づけることにより、より質の高い論文の作成を目指している。
3 ．FD 活動の取り組み
経営学研究科では、FD 活動の一環として、研究科委員会の後に年数回にわたって意見交換会を開催
している。2014 年度には、学位授与の方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受け入れ方針等に関
して意見交換、検討、確認が行われた。
優秀な学部 4 年生が経営学研究科（博士課程前期課程）の専門科目を受講できる制度の導入について
議論を行った。また、学部の優秀な学生、特に女子学生で希望通りの就職ができなかった者に対して
学びなおしの機会を提供し、会社進出を支援する方策の一つとして大学院進学を薦めることを検討す
る必要性についても確認がなされた。
留学生の論文作成能力を高めるための「日本語論文作成法Ⅰ・Ⅱ」という講座も引き続き維持され
ている。
博士論文の提出条件、審査に関しては、提出条件として、学術論文 3 編以上発刊かつ学会報告 3 回以
上（うち 1 回は全国大会報告）という条件が確認されるとともに、論文審査については査読付きの公刊
論文が 1 本以上あることを要件とすることが確認・決定された。
経営学研究科では、教員の資質向上を図るため、海外研修、外国大学・大学院との国際交流の必要
性が確認され、今後実施する方向で検討された。
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3-⑩

工学部・情報科学研究科

工学部・情報科学研究科
1 ．工学部および情報科学研究科の教育目標
工学部は 4 学科からなり、人材育成に関する目的やその他教育研究上の目的は次のとおりである。
機械システム工学科は、機械、電子、システムなどを要素技術として、人間生活の利便性と生活の質
を向上させるため、先進的な機械システムを築くことのできる基礎的な知識と技術を有した実践力の
ある人材の育成を目的とする。電気電子工学科は、電気、電子、情報通信技術の基礎を確実に修得し、
急速に進歩する電気電子工学分野の産業の発展を担う信頼感のある技術者の養成を目的とする。情報
工学科は、高度に並列分散化しネットワークで結ばれた時代に即応できる情報システムの設計、実装、
運用に携わる人材の育成を目的とする。メディア工学科は、情報通信技術を情報の媒体とらえた応用
システムの考案、開発を担うメディア技術者の養成を目的とする。
情報科学研究科の博士前期課程は、情報科学専攻、メディア科学専攻の 2 専攻にて、重要な社会イン
フラである情報技術の研究開発や応用に関して、高度な専門能力を発揮できる情報人材の育成を目的
としている。同博士後期課程では、情報認知科学専攻とメディア科学専攻の 2 専攻にて、メディアを含
む情報科学技術、認知科学およびその応用分野で研究者として独り立ちできる高度研究専門家の育成
を目的とする。さらに教育面では専門家であると同時に、学際性も備えた広い視野の高度な情報人材
育成を目標としている。
2 ．教育目標達成に向けての取り組み
学部・研究科とも、上記教育目標の実現にむけカリキュラムを展開しているが、社会に求められてい
るのは発展著しい工学・情報科学分野の最前線を学んだ人材を育成することであり、柔軟なカリキュ
ラムの見直しが望まれる。現行のカリキュラム設計と運営は、学部・研究科運営委員会が中心になり
恒常的に取り組んでいる。
工学部は、そのような考えのもと前身の情報理工学部より 2013 年度に改組が行われた。そのカリ
キュラムや教員組織の整備は、学部・研究科運営委員会や工学部設置準備委員会が中心となり進めら
れた。
現在は、1、2 年生が工学部のカリキュラムのもと学んでいる一方で、3、4 年次には情報理工学部の
学生も在籍している。各教員は、情報理工学部の学生を教える際に培った経験を、新しいカリキュラ
ムにおける授業にて展開している。教育目標達成に向けて工学部のカリキュラムがうまく機能してい
るかどうかの検証は、完成年度を迎える 2 年後を見据えながら今後進めていく予定である。
情報科学研究科では、本学人工知能高等研究所と共催で研究交流会を実施している。修士課程 2 年生
全員が研究活動の中間発表を行い、教員、研究員、または、他の大学院生らとの質疑応答やディスカッ
ションを通して、専門知識だけでなく、プレゼンテーション、コミュニケーション能力を高める機会
を提供している。
3 ．FD 活動の推進組織と活動目標
当該学部・研究科の FD 活動は、2009 年度に設置された学部内 FD 委員会を中心に進められている。
本年度その委員は、各学科から 1 名の教員 4 名で構成し、それぞれの学科における FD 活動の推進や、と
りまとめを行った。また研究科に関する FD 活動も同委員会で議論した。学部内 FD 委員会は、2010 年
度採択した「情報理工学部 FD 行動宣言」を活動目標の骨子とし活動している。この委員会では、全学
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的な FD 活動である授業公開（FD 参観科目）
、授業改善のためのアンケート、シラバスの点検など様々
な全学的な FD 活動を学部・研究科内で展開することを中心に活動している。本年度は、電子メールに
よる議事を中心として活動し、その結果は学部教授会にて報告した。
4 ．組織としての活動内容
当該学部・研究科では、昨年度に引き続き学部内 FD 委員会を中心として継続的に FD 活動を実施し
ており、本年度の活動もその延長で展開している。また、今年度は外部評価の実地調査が行われたこ
とから、それに関する活動も実施した。
（ 1 ）シラバス
シラバスに関しては、全学 FD 委員会で作成されたチェックリストをシラバス執筆時に教員全員に配
布し、学生・大学院生が科目履修時に必要となる情報に関して記載漏れがないよう留意し作成するよ
うにしている。また、シラバスは工学部設置申請時に教員間でクロスチェックを実施したシラバスを
基本として使用している。
（ 2 ）授業アンケート
全学 FD 委員会から指定される科目のほかに、今年度は、工学部として新しくスタートした授業など
を中心に数科目を別途学部指定として授業アンケートを実施した。前年度の課題としてあげられてい
た、次年度以降閉講する情報理工学部の授業が機械的に選択される問題については、全学 FD 委員会に
意見をあげた。その結果、アンケート選定ルールなどの変更により、次年度以降、より実効性が高い
科目が全学 FD 委員会指定として選択されることとなった。
研究科における授業は、少人数で行われるという性質から、学部で実施されている形のアンケート
は実施せず、過去に面談形式によるアンケートにて対応してきた。これは修士研究活動を通じて指導
教員が院生と密接に意見交換していることなどが背景にある。今後、その在り方も含めた検討が必要
である。
（ 3 ）リメディアル教育（初年次教育）
工学部のカリキュラムの中に初年次教育は組み込まれていたが、2014 年度からはさらに中京大学
Next10 のプロジェクト研究課題として活動が開始された。各年度で、リメディアル教育方法について
効果の検討など、プロジェクト委員会にて議論しながら進めている。
5 ．次年度以降の検討課題・活動目標
次年度は、本年度同様、工学部での FD 活動としては、全学的な FD 活動を継続的に進めるとともに、
特に工学部として新しいカリキュラムの教育効果の組織的な検証を進めていく必要がある。その中で、
FD 活動をより有効活用する方法を模索していくことも必要になる。例えば、情報理工学部では、公開
授業を利用した授業方法に関する意見交換会などを実施していた。工学部においてもカリキュラム変
更後の授業方法について、このような機会を検討していく必要がある。また工学部が完成年度を向か
えたのちには、カリキュラム修正にともなうシラバスの変更やチェックなども検討していく必要があ
る。
情報科学研究科においても、これまで実施してきた研究交流会における中間発表を、次年度から修
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士課程だけでなく博士課程の学生にも広げ、研究科全体として大学院生を育てる環境を充実させてい
く。さらに、工学部 1 期生が卒業する 2017 年 4 月に情報科学研究科を改組し、工学研究科を設置する準
備を進めている。現状の 2 専攻を見直し、機械システム工学、電気電子工学、情報工学、メディア工学
といった幅広い専門分野の学生を受け入れる体制をつくり、時代のニーズにあったカリキュラムなら
びに研究教育環境を整備していく予定である。
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3-⑪ スポーツ科学部・体育学研究科
スポーツ科学部・体育学研究科
1 ．スポーツ科学部・体育学研究科の教育目標
スポーツ科学部は、科学的方法に基づくスポーツや心身の健康に関する専門的な知識や技術を涵養
するとともに、幅広く深い教養と総合的な判断力、豊かな人間性を兼ね備えた有為な人材を養成する
ことを、広く教育研究上の目的としている。
スポーツ健康科学科では、スポーツと健康科学に関する専門的な知識を修得したうえで、健康づく
り運動やレクリエーションスポーツの実践力や指導力を有した人材および健康科学の観点からスポー
ツパフォーマンスをサポートすることができる能力を有した人材を養成する。
競技スポーツ科学科では、スポーツ科学に関する知識を修得したうえで、スポーツパフォーマンス
向上のためのトレーニング科学やコーチング科学に関する知識とそれを実践的場面で応用する技法を
有した人材およびスポーツ関連組織等の運営に関する実践能力を有した人材を養成する。
スポーツ教育学科では、体育学分野および健康科学分野に関する専門的な知識を修得したうえで、そ
の知識を統合的に理解・応用することができる能力と、心身の発達段階に対応した実技指導能力およ
び課外活動指導能力を身につけた人材を養成する。
体育学研究科体育学専攻
博士前期課程は、体育学・健康科学の領域における専門知識を修得させ、博士後期課程に進学して
体育学・健康科学研究の専門職を目指す人材を養成するとともに、指導力向上を志す社会人の再教育
を行い、高度の技術と指導力を備えた人材を養成する。
博士後期課程は、体育学・健康科学の領域における専門知識を修得させ、体育学研究を自立的に遂
行できる能力を培い、高等教育機関や研究所等において教育研究職に従事できる人材を養成する。
2 ．教育目標達成に向けての課題
2014 年度スポーツ科学部は完成年度を迎えた。2011 年度よりスタートした新しいカリキュラムは当
初から問題点が指摘された。特に実技科目の開講時期を巡っては複数の委員会で議論されてきた。そ
の結果、それぞれの実技科目の開講を 1 セメスター早めることが決まった。その変更に際し、最初の年
には 2 学年にまたがって受講生を受け入れることになるため、受講者数が大幅に増加するのではという
懸念があったが、実技担当者会議では担当者よりそのような心配もなく移行可能であるとの説明があ
り、修正案が承認された。15 年度春学期早々には修正されたカリキュラムが始まるが、新入生が実技
科目を混乱なく受講できるような工夫が求められよう。
昨年度の報告書で、学部改組と同時に新たに設けられた科目（体育実技指導法）の中身の検討が必要
であることを記したが、14 年度中には実施できなかった。この科目はまだ 2 年目であるが、1 年目の受
講生が今年度教育実習先で「体育実技指導法で模擬授業をやっていてよかった」と述べた感想は、体
育実技指導法は教職履修者に模擬授業を通して事前に指導の体験を積ませることが第一のねらいであ
る、という当初の目的がまずは果たせていると感じている。そうであるなら、もう少し組織的な取り
組みによってさらに効果を上げることはそれほど難しいことではないだろう。
さらに、学部 FD として継続して行うべき課題および活動内容を学部 FD 委員が共通に認識できるよ
うにすべきである。これまで、全学的に行われる授業改善アンケートや参観授業が優先され、学部の
FD 活動は後回しになってきたという印象がある。これは FD 活動そのものが全学的な取り組みからス
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タートしたということによると思うが、新学部の完成年度を契機にカリキュラムの修正が徐々に始ま
る 15 年度以降継続して取り組む課題を明らかにし、学部教員すべてにも周知するべきであろう。
3 ．FD 活動の推進組織と活動内容
2014 年度のスポーツ科学部 FD 委員会は桜井伸二（スポーツ教育学科）
、三上肇、二瓶雄樹、下嶽進
一郎（以上競技スポーツ科学科）および坂本龍雄、荒牧勇（以上スポーツ健康科学科）の 6 名によっ
て組織された。このうち三上と坂本が全学の FD 委員会委員で、三上が FD 活動協働部会長に、坂本が
FD 活動推進部会長を務めた。
（ 1 ）学部固有の FD 活動
【FD 研修】
ここ数年における学部の FD 活動は、2011 年度に「スポーツ科学部第 1 期生の授業経験から」と題し
たパネルディスカッションを、12 年度には「単位認定の仕方について」のフリーディスカッションを
13 年度には「現行カリキュラムについて」の懇談会を開催してきた。学部委員会には予算がないため、
すべて費用のかからない研修（情報交換会）として行ってきた。
14年度は学外から講師を招いて授業改善に関する講演をお願いし、その内容をもとに学部 FD 活動と
しての情報交換会を行うことを企画した。FD 研修会を学術講演会と兼ねることで、講師の謝礼等の予
算上の問題はなくなり、教授会の承認を得て、2015 年 1 月 14 日（水）午後 3：10～5：30

豊田キャン

パスにおいて「体育実技科目における反転授業の可能性 ～器械運動を例に～」と題したスポーツ科学
部学術講演会を開催した。講師は上越教育大学大学院、芸術 ･ 体育教育学系の周東和好准教授である。
周東氏は、自身の担当授業（体育実技 : 器械運動）で反転授業を試みその経験と成果を紹介した。反転
授業とは、受講生が授業前に Web 教材を視聴し、授業時にはその知識をもとにグループワークやディ
スカッションを通して学習成果をより高めようとする新しい授業形態である。小 ･ 中学校では以前か
ら実施されており、その成功例は数多く報告されている。いわゆるアクティブラーニングは従来から
行われ関心も持たれていたのが、新しい学習指導要領改訂作業で文科省がそれを推奨していることか
ら一層注目されるようになった。講演の後、質疑応答と共に、スポーツ科学部における反転授業の可
能性について活発な意見交換が行われた。反転授業を行うには教員の負担はかなり多くなるだろうが、
Web 教材や授業を軌道に乗せるための方策が整えば、学習効果をあげる授業が展開できることは間違
いないと感じた。
今回は学部の学術講演会を兼ねて FD 研修を行ったが、予想に反して参加者が少なかった。学外講師
を招聘した場合、どうしても講師の都合で日程を決めざるを得ず、1 月 14 日が卒業研究の提出日と重
なって教員の参加者が少なくなったしまったと思われる。余裕を持って日程を決めるには、学部委員
会を早めに行うべきであったということが改めて考えさせられた。
【スキー実習事前講習会】
12 年度からスキー実習事前講習会を学部 FD 活動としてとらえている。例年、1 月末から行われてい
るスキー実習では、実習開始日の午前中に実習指導教員を対象に講習会を行うことが慣例になってい
る。足慣らしと同時に新しいスキー技術や指導法の確認を目的とした講習会であり、スキー授業の改
善に資する研修であるため、FD 活動の一環としてとらえることになったわけである。
スキーの実技指導者の多くを現地指導員に頼っている大学が多い中で、スポーツ科学部では多くの
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専任教員や卒業生が協力して実習を支えている。
2014 年度スキー実習は例年と同じ赤倉観光ホテルリゾートスキー場において、第 1 陣が 1 月 29 日か
ら 2 月 3 日、第 2 陣が 2 月 4 日から 2 月 9 日の日程で行われた。参加学生数は 1 陣 246 名、2 陣 246 名の計
492 名、参加教員数は 1･2 陣で計 73 名であった。
事前講習会は実習 1 日目の午前中 2 時間かけて計 2 回行われた。講師は新赤倉スキー学校の指導者に
お願いした。講習は 3 つのグループに分かれて行われ、プルークボーゲンからパラレルターンへの技術
的な進展にともなう指導法の確認と実習、それぞれの技術段階に適したコースの確認、用具の知識や
カービングスキー独特の指導法の伝達が主な内容であった。
【学術講演会】
「今、なぜコーチング学なのか？」
：体育学研究科
7 月 23 日午後 1 時より、日本コーチング学会会長・環太平洋大学体育学部長である朝岡正雄教授によ
る標記講演会が行われた。内容は、スポーツ科学における分化と統合という古くて新しい難問の歴史
的推移の解説、次いで 1980 年代のアメリカにおける運動分析法を中核とした専門諸科学再統合の試み
についての批判的考察、最後に提言として日本において個別（各スポーツ種目）のコーチング学から
一般コーチング学を構築する必要性であった。学外からも多くの参加者があり解散後も講師に質問す
る列ができるほど盛況であった。一般コーチング学は現在のスポーツ科学部のカリキュラムにはない
が、いずれスポーツ科学の中核的専門分科学（Disziplin）として組み込まれねばならない。その点で、
今回の講演はスポーツ科学部や体育学研究科にとても意義深い内容であった。
「アウトサイダーから見たスポーツ事故」
：体育学研究科
2015 年 1 月 9 日、名古屋大学大学院 ･ 教育発達科学研究科の内田良准教授による標記講演会が行われ
た。内田氏が取り組んでいる 3 つの研究視点を紹介した後、調査の結果重大事故を防止するには、そ
の事故の原因究明が不可欠であり、それによって重大事故抑制の取り組みが可能になること、そして
「事故が起きるのはやむを得ない、仕方がない」といった認識を変えることも事故防止に役立つことが
説明された。スポーツ科学部では授業や体育会活動において事故に対する安全対策は必要かつ不可欠
であるから、この講演内容はスポーツ科学部にとっては大変参考になったと思われる。
「体育実技科目における反転授業の可能性 ～器械運動を例に～」
：スポーツ科学部
前頁に記載。
【学生 FD スタッフ】
14 年 4 月より豊田学生 FD スタッフが集まり、活動がスタートした。17 名の学生が応募し、その内 13
名がスポーツ科学部の学生である。1 年目の活動内容は、名古屋キャンパスの学生 FD スタッフとの交
流、夏の学生 FD サミットへの参加、他大学（名城大学）との意見交換会、学生 FD シンポジウム（名
古屋）の協力、学生 FD 交流会（豊田）である。
特筆すべきは、学生 FD サミットへの参加、学生 FD 交流会である。今年度夏の学生 FD サミットは
8 月 23 日、24 日に京都産業大学で開催された。全国 61 の大学、短大から 480 人が参加した。本学から
は 15 名の参加学生の内スポーツ科学部学生 6 名が参加した。ポスターセッションでは他大学の参加者
と意見交換を行い、
「しゃべり場」では 7 人ずつのグループに分かれ『望ましい大学教育のあり方』に
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係わるブレインストーミングを行った。分科会では本学スタッフが固まらないように調整しながら希
望するセッションに参加した。特に6名のスポーツ科学部学生は他大学の学生との情報交換を積極的に
行った。
学生 FD 交流会は12月16日に豊田キャンパス843教室において行われた。桜井伸二スポーツ科学部教
授、加藤晴明現代社会学部教授から『有意義な授業づくり』をテーマに各先生ご自身の考えや事例を紹
介してもらい、その後参加学生がそれぞれの教員を囲んだ 2 グループに分かれ、授業に関して日頃から
聞いてみたいことなど率直な意見交流を行った。豊田キャンパス学生 FD としての最初の企画であり、
開催に至までの役割分担や情報共有が徹底されなかったという反省もあったが、大変有意義なイベン
トであった。
豊田学生 FD はまだ発足して 1 年、始まったばかりで軌道に乗ったとはいえない。課題も山積してい
る。学生スタッフを募集し、一定の人数を確保することは継続的な課題である。スポーツ科学部の学
生は体育会運動部で活動するものが多く、説明会への参加者は少ない。けれども地道な活動を通して
多くの学生に学生 FD の存在とその意義を理解してもらうことが、スタッフを募集する上での課題でも
ある。学部 FD 委員も可能な限り学生 FD の支援を行っていきたいと考えている。
（ 2 ）全学共通 FD 活動
【授業アンケート】
14 年度は学部指定科目を例年より多く設けた。春学期 7 科目、秋学期 6 科目、計 13 科目で昨年度よ
り 2 科目増である。その内訳は「コーチング演習」3 科目、
「体育実技指導法」4 科目、スポーツ実技 6
である。今年度はスポーツ科学部の完成年度に当たり、新たに設けられた科目を学部指定科目とした。
今年度も若手教員にお願いし、協力を得た
昨年の委員会で授業アンケートがマンネリ化してきており、何らかの改善が必要ではないかとの意
見が出された。マンネリ化している点も確かにあるかもしれないが、各教員はアンケートの回答を受
けそれなりの改善努力をしていると思われる。ただそれが表に出ていないだけなのではないか。一度
各教員に、授業改善のアンケートは役に立っているのか、もし役に立っていないのならどのように改
善すべきか等々、簡単なアンケートをしてみても良いのではないか。おもしろい回答が出てくるかも
しれない。
【授業公開】
一昨年より授業公開のやり方は大きく変更され、参観できる期間が長くなり以前よりも参観しやす
くなった。ところが、授業の参観が実施されたとの報告はどの学部もほとんどなく、スポーツ科学部
でも実績はここ数年 0 である。プライベートに行われたものは分からないが、委員に授業公開の問い合
わせは一度もない。時間的余裕がないというのが実情であろうが、果たしてこのままで良いのだろう
かという疑問は残る。
昨年の FD 活動推進部会でも公開授業を活性化するには､ 直接他の教員の授業を観に行く以外に、授
業運営に役立つヒント・アイディア集の作成や、モデル授業を撮影した DVD の制作・配布といったこ
とが話し合われたようである。授業公開という制度をいまのままでも残しておくことに意義があるの
か否かは別の議論を要するが、本当に活性化させようとするなら、義務化することも視野に入れて何
らかの手立てを講ずる必要はあるだろう。
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3-⑫ ビジネス・イノベーション研究科
1 ．教育目標
ビジネス・イノベーシヨン研究科の教育目標は、
「理論と実践の融合的教育による高度専門職業人の
育成」および「社会人学び直しの場の提供」である。時代のニーズに対応して、幅広い知識と確かな
国際感覚をもち、戦略的発想をもって革新的事業計画や市場開拓案を提案し組織をまとめあげられる
人材、あるいはまた、既存組織や従来のビジネス手法の革新を提案し実行しうる人材の養成を目指し
ている。
2 ．教育目標達成に向けて
次世代のビジネスリーダーとして活躍し得る高度専門職業人の育成という目的のもと、学問体系と
しての経営学の位置づけを理解した上で、ビジネス環境に応じた課題解決をなし得る実践的方法論を
習得させることを目指したカリキュラムが編成されている。講師陣については、複数学部にまたがる
専任教員・兼担教員に加えて、実業界から現役経営者・実務家を中心とした客員教授を招聘し、理論
と実践の融合的教育を展開している。
3 ．FD 活動の推進組織と目標
昨年度の報告書記載のとおり、2013 年 12 月に研究科組織として FD 推進委員会（委員は研究科長を
含む 4 名、委員長は全学 FD 委員）が発足し、それまでの研究科の自己点検・評価委員会及び整備委員
会が中心となった FD の推進を引き継いだ（ただし整備委員会は FD 推進を含めカリキュラム改善全般
に関し引き続き所管）
。
FD 推進委員会は整備委員会と協調・協力しつつ、院生・卒業生・教員各々からのフィードバックを
得て、FD 諸活動の成果の検証、それを踏まえた一層の改善、という PDCA サイクルを実行することを
目標としている。
同委員会は 2014 年早々に 2014 年度の FD 活動実施プランを立て、授業アンケート、教員・院生間コ
ミュニケーション、および教員間コミュニケーション・相互学習の改善・推進に取り組んできた。
4 ．FD 活動の取り組み内容
2014 年度は、FD 推進委員会・整備委員会が中心となって、以下のような FD 諸活動の取り組みを行っ
た。
① 「冒頭ケース研修」
2013 年度新入生から実施されている「冒頭ケース研修」は、その終了後に引き続き行われる新歓懇親
会（2 年生も参加）と併せ、社会人入学生たちが「ビジネススクール」という未知の学びの場につき、
その学びの方法ならびに教員・院生相互を知る恰好の機会となっている。また教員（専任・兼担に参
加呼び掛け）にとっても、相互の授業参観の機会、在校生を含めた院生の感想・意見に接する機会で
あり、FD 活動としても有意義と考えられる。
②

修士論文中間報告会
2013 年度開始の新カリキュラムでは、最終学年時に履修する「修了研究」
（必修）につき、秋学期の

半ば頃に院生（2 年は全員参加の原則）・教員（指導教員を中心に専任の多くが参加）が参加する中間
報告会を実施している。本行事により、修了研究の内容向上とあわせ教員への FD 上の効果も期待さ
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れ、2014 年度（11 月第 1 土曜に実施）も、概ね企図された効果を得ることができたと思われる。
③

授業アンケート
当研究科では、2003 年の開設当初から授業アンケートを毎学期継続的に実施しており、2014 年度も

実施するとともに、新たに、教員側のコメント・改善策なとのフィードバックを記載するようにした。
④

教員「茶話会」
専任教員に兼担教員も加えた教員間の意見交換・相互学習の一層の促進のため、FD 委員会の企画に

より、本年度新たに教員「茶話会」を行った。1 月の研究委員会と同夕刻の新年会との間の 1 時間程度
を有効活用し、専任教員 2 名が当研究科での自らの教育知見ならびに取組むべき課題に関する所見を述
べ、続いて自由な意見交換を行った。同茶話会後の参加教員アンケートでも概ね、この新たな取り組
みを評価する声が多かった。
5 ．次年度以降の FD 活動の一層の改善・促進策
①

上記 4 で述べた①～④の取り組みは、継続的に実施していく。

②

昨年度の本報告書にて「2014 年秋から起ちあげる」予定と述べた、BI 公式 Facebook は、昨年度の
研究科委員会にて実施を繰り延べた。この試みは、教員・院生間の、特に授業内容に関するコミュ
ニケーションの一層の促進を図ろうとするものであるが、研究科がオフィシャルに SNS を導入する
ことに関してはリスク面を含め考慮すべき点も残されており、研究科として引き続き実施の是非に
つき検討していく考えである。
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3-⑬

法務研究科（法科大学院）

中京大学大学院法務研究科（法科大学院）の教育目的
①

法曹としての高度な専門的知識の獲得

②

法曹としての豊かな専門的能力の育成

③

正義感及び人権感覚の育成

以上のような教育目的の下で目指される具体的な教育目標
①

社会的正義を担う法曹の養成

②

経済社会の要請に応える法曹の養成

③

研究能力をも有する法曹の養成

【積極的な FD の活動の展開】
中京大学法科大学院は、設立以来、理論と実務の架橋という理想を目指した法曹養成教育を展開し
ているが、教育内容と学修環境のさらなる充実に向けて努力を続けている。すなわち、中京大学法科
大学院 FD 委員会規程に基づき、委員会を組織して、教員の資質・能力の向上、教育内容の充実と教育
方法の開発のために、各教員による情報収集・交換・共有の場を設け、組織的な取り組みと活動を積
極的に展開している。なお、FD 委員会の構成は、専任教員の中から、委員長及び委員 2 名をもって構
成している。また、委員会は、原則として、毎月 1 回開催し、その活動・審議内容につき教授会に対し
報告を行い、さらには教授会において個々の FD 活動につき議論・検討を行っている。
以下に具体的な活動内容を記載する。

1 ．授業評価（学生による授業評価の実施）
中京大学法科大学院では、学生による授業評価アンケートを、各学期に全科目について実施してい
る。このアンケートにおいて、学生は無記名で授業の内容や方法及びその効果を評価し、意見を述べ
ることができる。その結果は、全教員・学生に公開され、その後の授業に生かされることとなる。具
体的には、アンケート結果を各科目担当教員へ配布し、各教員はその結果を参照した上で自己の授業
実施状況につき授業実施報告書を作成・提出する。その授業実施報告書を各教員に配布し、それに基
づいて各学期に授業実施検討会を開催しているが、そこでは、学生の修学状況や各科目間の連携等につ
き相互に意見交換を行い、教育の内容・授業方法を常に検討し、また学生への対応等についても、で
きる限りきめ細かな指導ができるよう努めている。
2 ．授業参観
全教員は、各学期に少なくとも 1 回、他の教員による授業参観を受けなければならない。また、全専
任教員は、学期毎に少なくとも 1 科目については、授業参観をしなければならず、参観後には参観所見
を提出しなければならない。この結果は、報告書としてまとめられ各教員へ配布される。それを資料
として、授業参観実施検討会が各学期に開催され、検討会においては、授業内容・方法などについて、
意見交換・検討を行っている。
3 ．指導教員制度
個々の学生の学習支援を行うための教員による個別的指導制度である。各院生は、自由に指導教員
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を希望することができる。原則として、1 教員につき、学生 5 名を上限として受け持つこととなってい
る。通常、指導教員は、継続的に、指導学生に対して学習方法の助言・アドバイスや、専門分野での学
習支援を行うが、その他、学生の生活状況、学生間の人間関係等について相談に乗る場合もある。学
生は、指導教員を年度ごとに変更することもできる。なお、指導教員は、各学期に少なくとも 1 回は担
当する学生と面談を行い、学生に対して行った指導内容等について、報告書を作成・提出することと
している。
4 ．FD 懇談会
原則として月 1 回 FD 懇談会を開催している。この懇談会は、FD 委員の教員（FD 委員以外の教員・
事務職員の参加も勿論可能である。
）と学生とが自由に懇談し、質疑応答や意見交換等を行うものであ
る。教員と学生との懇談により、相互の意思疎通と理解を増進させ、親しみやすく効果的な教育環境
を醸成するためのものと位置付けている。フランクな会合であり、学生は昼食を食べながら参加する
ことができる。途中参加、途中退室も可能である。FD 懇談会で述べられた意見・要望等については、
可能な限り教育並びに学生生活の福利厚生に反映させるべく、FD 委員会で検討する。
5 ．ひとこと意見・質問箱
4 階円卓法廷室には、ひとこと意見・質問箱が設置されている。学生は、中京大学法科大学院に関す
ることについては、自由にこの箱への投稿ができる。投稿は、週単位でまとめられ、FD 委員会で内容
を検討し、回答する。投稿は、記名でも無記名でも構わない。なお、意見等の内容により、その対応
につき、教授会へ諮る場合があり、報告を行う場合もある。
6 ．成績異議申立制度
中京大学法科大学院では、法科大学院の目的が法曹養成という社会的要請の下に設定されているこ
とに鑑み、極めて厳格な成績評価を行っている。通常、成績評価について質問がある場合には、各担
当教員にいつでも自由に質問することができるが、正式な問い合わせ制度として、成績異議申立制度
がある。（なお、申立手続の詳細は、専門職大学院便覧に掲載し、学生に毎年配布している。
）
7 ．到達度判定テスト
学期毎に必要とされる各科目の修得水準の到達目標に、学生が達しているかどうかを判定するテス
トを実施している。この結果は、各教員へ配布され、各科目の授業レベルの調整や科目間連携などの
資料となる。なお、各学年・各学期において実施するテスト科目及びその範囲については、カリキュ
ラムの改正等に合わせて、変更を行うものとしている。
8 ．学生相談員制度
在校生の中から、数名を学生相談員として FD 委員会が指名し、後輩（特に新入生）の学習・学内生
活等のアドバイス等を行ってもらっている。教員には相談しづらいこと、また、教員に相談するまで
もないこと等で疑問がある場合に利用してもらうことを想定している。
9 ．オフィスアワー
専任教員は、少なくとも週 1 コマのオフィスアワーを設定することを義務づけている。研究室で待機
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し、担当科目（及び関連分野）について学生の質問に対応する。なお、オープンオフィスアワーとし
て、教室で多人数の学生に対応する形式のものも実施している。
10．FD 研修プログラムの指定
FD 委員会は、法科大学院における法曹養成教育の充実を図るため、弁護士会・学会・大学等が主催
する法曹養成・法学教育に関するフォーラム、シンポジウム等を FD 研修プログラムとして指定し、専
任教員に随時紹介し、参加を促している。それらに参加した教員には、報告書の作成・提出を求める
ほか、教授会等における報告を依頼し、教員間における情報の共有に努めている。
11．新任教員への FD 研修の実施
FD 委員会は、当研究科へ新たに赴任した教員に対して、本法科大学院の FD 活動につき研修を実施
している。なお、これと同時に本学キャンパス・ハラスメントについても研修を実施している。
（新任
教員には、この研修への参加を義務付けている。
）
12．FD 活動についての非常勤講師への説明
法科大学院では、年 1 回、非常勤講師との打ち合わせ会を実施しているが、その中で、本法科大学院
における FD 活動（及びキャンパス・ハラスメント）につき説明を行っている。
法務研究科においては、設立以来、教育目的及び具体的教育目標の実現のために、上記のような FD
活動を日々実施している。近年は、現行制度が学生及び教職員の間に充分に定着してきているように
思われる。とはいえ、今後も、FD 委員会及び教授会において、現行制度に対する検討及び必要に応じ
た改善を行い、より一層充実した FD 活動を目指していこうと考えている。またそれと同時に、既存の
方法・考え方に囚われない様々な視点からの柔軟な取り組みを企画して、より効果的な FD 活動を模索
していきたいと考えている。
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FD 活動推進部会部会長
坂本

龍雄

1 ．FD 活動推進部会の課題
FD 委員会は、大学設置基準の改定で義務化された FD 活動を推進する指導的役割を担っており、と
りわけ 2007 年度に受けた大学基準協会による審査の際に課題として挙げられた、授業アンケート、シ
ラバスそして授業公開に関する改善点の克服が中心的任務である。FD 推進部会は FD 委員会のこうし
た中心的任務に加え、授業アンケート、シラバスそして授業公開のよりいっそうの充実と発展を推進
する使命を負って設置されている。
今年度の FD 活動推進部会の基本方針は、
「FD 活動、とりわけ授業アンケート、シラバスそして授
業公開がやらされ感なく、明るく取り組まれているか」という視点で現状を評価し、改善点を明らか
にすることであった。この基本方針は、これまでの FD 活動の到達点（授業アンケートの実施率やコメ
ント入稿率の向上など）に甘んずることなく、FD 活動基盤をいっそう強化し、FD 活動の将来の飛躍
を保証する意味できわめて重要である。ここでは、部会として時間をかけて議論した内容を整理して
紹介する。
2 ．授業アンケートの活用状況の評価と今後の課題
1 ）授業アンケート結果に対する教員コメントから
授業の到達目標とアンケート結果との照合、授業で新規に試みた工夫（質問カードの導入など）を
アンケート結果に基づいて振り返るなど、授業アンケートを積極的に活用しているケースが少なから
ず見出された。一方、授業内容と学生の学力・興味のミスマッチなどにより教員と学生の信頼関係が
崩れると、教員も学生も真剣に授業アンケートに向き合わない傾向があることが示された。また、授
業改善の取り組みがどのようになされているのかが学生に示されないことから、その評価に焦点が当
たらないことも改善すべきである（現状では自由記述に依存せざるを得ないが、自由記述があまり積
極的になされていない）
。これらの諸点は今後の授業アンケートの改良に活かされるべきである。
2 ）他大学の授業アンケート活用例から
他大学の授業アンケート活用例を調査した。京都産業大学では授業アンケートを学期内に 2 回実施
（授業改善を目的としたアンケートと学修成果確認を目的としたアンケート）し、授業アンケートを学
期内での教授法・授業進度の改善に活かしている。明治大学では、本学の授業アンケートにない、入
試形態や学部特定のための学生番号の記入欄が設けられており、アンケートを授業改善だけでなく、学
生の動向や履修者の学力レベルなどを全学的に把握するために活用する工夫が施されていた。また、3
問を担当教官から自由質問できるようになっており、授業の振り返りとして授業アンケートを利用し
やすくする工夫が見出された。他大学の成功例を学ぶことで、今後、授業アンケートの意義を高め、活
用範囲を拡大することが可能になると思われる。
3 ）「授業環境に関するアンケート」における「授業アンケートの実施方法について」の回答から
学生から、
「授業に対する意見を伝える唯一の機会」
「どうして全授業で実施しないのか」
「アンケー
トの際に、教員がどのような学習目標を設定していたか聞きたい」など、授業アンケートを積極的に
評価する意見が多く寄せられていた。学生 FD スタッフ活動が定着し始めており、今年度は名古屋キャ
ンパスと豊田キャンパスで、授業アンケートに関する学生主催のシンポジウムが開催された。授業ア
ンケートの改善にあたり、学生の声を取り込む必要性が指摘された。
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3 ．授業公開（FD 参観科目）の活用状況と今後の課題
本学では、各教員の授業の向上に資するため、2010 年度から専任教員の授業公開を実施している。他
の教員の授業を参観することにより、話法や機材の使用方法、授業のすすめ方などを参考にすること
や、学部のカリキュラムをより有機的なものとするため、関連する授業の内容を参考にできるなどの
狙いがある。FD 委員会として、非常勤教員の学部授業を含め、原則、すべての授業を参観可能とする
など、この制度の積極活用を進めてきたが、この制度の活用実績は全学的にみて数件に及ばない状況
であった。
そこで、この制度が抱える問題点や改良点、認知度やこの制度を補完する取り組みの現状など、教
官から率直な意見や感想を聴取し、この制度の有効活用に役立てようと、アンケート調査が検討され
た。実施には至らなかったが、次年度への引き継ぎを切望する。
4 ．シラバス改善に向けた取り組みの現状と課題
従来、シラバス記載に関する「留意事項」を紙面で配布してきたが、昨年度よりこれを一部 WEB 上
のシラバス入力画面に表示し、教員への注意喚起を行うようにした。本年度はこれに若干の改善を加
えた。本質的なシラバス記載の問題点
（科目間の関連性に従った履修方法が明示されていないこと、シ
ラバスと授業アンケート結果がリンクされていないことなど）
はそのまま課題として残されており、シ
ラバスに対する教員の意識をさらに高めていく必要があろう。
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２０１５年２月２３日
ＦＤ委員長

安村仁志 殿
ＦＤ活動推進部会部会長
坂本 龍雄
２０１４年度 ＦＤ活動推進部会における検討結果
および次年度以降に向けた課題について（ご報告）

標記について、昨年度のＦＤ委員会にて課題としてあげられていた「授業改善のためのアンケ
ート」
「シラバス」
「公開授業」に関する項目について、今年度部会において対応の検討を行いま
した。その内容と次年度以降の課題について以下の通りご報告申し上げます。

部会実施日

部会
メンバー

ＦＤ委員長から

第1回

２０１４年

５月２８日

第２回

２０１４年

６月２５日

第３回

２０１４年

１０月

第４回

２０１４年

１１月２６日

第５回

２０１５年

２月１７日

８日

スポーツ科学部

坂本龍雄（部会長）

文学部

甘露純規

心理学部

松本友一郎

経営学部

森田統一郎

総合政策学部

竹田昌次

工学部

石原彰人

教務課

近藤安則・新美友紀子

学事課

野田真人

情報システム部

橋詰正崇

業務総括課

赤羽秀治・丸山淳市

１．基礎的 FD 活動について、それぞれの趣旨・目的を活かす形での運営を検討

の部会への

２．適正な形での FD 活動の見える化を検討

ミッション

３．教職員の疲弊につながらない FD 活動を検討

（本年度）

４．各学部・大学院の組織的 FD 活動の前進を検討
【春学期】
アンケート対象科目数：７５９件（うち７０４件は「ＦＤ委員会が指定する科目」）

アンケート

「ＦＤ委員会が指定する科目」・・・科目コードの 1 番目に小さい科目を基準とする

対象科目数

実施科目数

実施科目数

【秋学期】

コメント入力科
目数

：７３５件

コメント入力科目数：５５２件

アンケート対象科目数：８３０件（うち７７８件は「ＦＤ委員会が指定する科目」）
「ＦＤ委員会が指定する科目」・・・科目コードの 1 番目に大きい科目を基準とする

実施科目数

：８００件

コメント入力科目数

：２９３件

２月２７日まで登録受付（手書き入稿を含む）

① 授業アンケート対象科目の選定基準の変更
今年度本部会で
検討・決定され
た事項

⇒現行の選定基準に基づき、複数担当科目（オムニバス形式）をアンケート実施科
目に選定した結果、学部よりアンケート実施科目に適さない、どの教員・授業に対
して行うのかが不明瞭である等の申し出があったため、選定基準の変更を行った。
変更内容は、選定基準（除外条件）で③「ゼミ科目を除く」④「複数担当科目（オ
ムニバス形式の開講）を除く」の順序を入れ替えた（2015 年度秋学期から運用開始）
。
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② シラバス記載の留意事項の変更
⇒「シラバス記載にあたっての留意事項」を次のとおり変更した。
・「未記入」
、
「誤字・脱字の訂正」および「用語の統一」を項目の先頭へ入替
・「授業目標（学習到達目標）」の「NEW」を取消
・シラバスに未記入部があるため、
「未記入」の留意点欄に注意マークを付ける
③ 学部指定科目の授業アンケート科目の実施状況調査
⇒春学期に実施された授業アンケートの学部指定科目の充足率（実施数と上限数の
割合）を調査した。学部間で充足率に大きな差がみられるため、学部間で授業アン
ケートの位置付けが異なる可能性が示唆された。今後、この原因を解明するため学
部に対して実態把握アンケートを実施することが必要とされた。

④ 授業アンケートの実績状況調査
⇒2014 年度春学期の授業アンケートにおける実施率およびコメント入稿率の実
績状況を調査した。2013 年度と比較した結果、専任・非常勤を合わせた全体の
コメント入稿率が昨年度より-2.4％低下がみられた。
⑤ 授業アンケート項目の設問 10（自由記述）の活用状況調査
⇒昨年度、春学期から新たに実施した設問 10（自由記述）の利用状況を調査し、
今年度と比較を行った。利用率は、18.7%から 10.2%と-8.5%の低下がみられた。
導入初年度において、試験的に利用した教員が多かった可能性が示唆された。
⑥ 授業アンケートの教員コメント欄の活用状況調査
⇒本部会の FD 委員が所属している学部の教員コメント欄を調査した結果、授業
で新規に試みた工夫（質問カードの導入など）を記載するなど積極的に活用し
ているケースが見られた。一方、授業に真面目に取り組む学生の授業評価も、
真面目に取り組まない学生の授業評価もひとまとめにする現行の方式では、教
員が結果に対して真摯に向き合わない事態が生じる可能性がありうる。
⑦ 他大学の授業アンケート活用例調査
⇒他大学での先進的な授業アンケート活用例を調査した。以下は主な事例。
・授業アンケートを学期内に 2 回実施し、その授業の改善に活用
・アンケート用紙に入試形態や学籍番号の記入欄を設け、学生の動向や履修者
の学力レベルなどを全学的・系統的に把握する工夫
・3 問の自由質問を活用し、教員が個別に授業の振り返りとして利用
⑧ FD 参観科目（授業公開）の推進検討
⇒現状把握や意見聴取のためアンケート調査を行うことを検討した。
⑨ 授業アンケートのコメント入力（リマインドメール）依頼票の修正
⇒「お知らせメール送信及びアンケート結果郵送

依頼票」を次のとおり変更

した。
・春学期に登録した先生の利便性を考え、
「春学期に登録したメールアドレスに
送信してください」を追加
・アンケートの結果一式をお知らせする方法が、①自己点検・評価入力システ
ムを使用する。②結果一式は自宅へ郵送し、コメントは自己点検・評価システ
ムを使用③結果とコメント入力は郵送としていたが、業務が煩雑になるため②
を削除
⑩ 授業アンケートの実施方法等に関する学生意見の確認
⇒ALBO により実施された授業環境と授業アンケート実施方法に関する学生アン
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ケート結果を確認した。授業環境だけでなく授業アンケートの実施方法につい
ても具体的な意見や要望が学生から多く寄せられている。本施策をより良いも
のとするために、今後も「学生の生の声」として十分に活用していくことが求
められる。
【授業改善のためのアンケート】
＜短期目標＞
・ALBO 等を利用したアンケートの電子化を検討
・学部指定科目の充足率の向上
・非常勤講師へのコメント入稿率の向上
・学生・教員の意見や他大学の事例をふまえたアンケート内容の検討
・教員コメント欄フォーマットの検討
＜中・長期目標＞
・シラバスとアンケート結果のリンク
次年度の運用に

【シラバス】

関する申し送り

＜短期目標＞

（今年度、検討でき

・シラバスの点検とその結果に基づく指導等の実施

なかった昨年度申し

・シラバス科目内容相互の関連等を明示するための方法

送り事項含む）

＜中・長期目標＞
・シラバスの科目内容相互の関連等、記載内容に関わるチェック作業
・シラバスが学生に読まれ、受講科目選択に資するための方針の検討
・受講要件の明確化（「履修者へのコメント」欄への記載）
【公開授業】
＜短期目標＞
・公開に関わる運用上の検討
＜中・長期目標＞
・各学部内での情報共有・意見交換の実施促進策の検討
・全学横断的な情報共有・意見交換の実施促進策の検討

以

上
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FD 活動協働部会長



三上

肇

1 ．FD 活動協働部会の目的とミッション
FD 活動協働部会は学生・教員・職員の三者が協働して推進する FD のあり方を検討し、具体的内容
をまとめ、提案・実施していく部会である。今年度のミッションとして、①学生 FD スタッフ制度の推
進、② SD の取り組みの検討、③ FD ニュースの発行、④図書館・情報センターなど学修支援部署との
連携、⑤ TA・SA の点検、以上 5 つが年度当初に与えられた。
昨年度と比較すると、組織的 FD の確実な前進の代わりに、図書館・情報センターなど学修支援部署
との連携、TA・SA の点検という新たなミッションが加わった。各ミッションに対して担当の教職員
を決め、部会がなるべく短時間で円滑に進むようにした。以下、部会で検討された内容、成果および
今後の課題を記す。
2 ．本年度の検討内容と成果
5 つのミッションの中でも、年間通して最も多く携わったのは、学生 FD スタッフ制度の推進であっ
た。
このミッションについてはまず 2 つのことを述べておきたい。1 点は豊田キャンパスでも学生が集ま
り、14 年度から豊田キャンパス学生 FD が 17 名の学生スタッフ（スポーツ科学部 13 名、情報理工学部
4 名）でスタートできたことである。2 点目は名古屋キャンパス学生 FD スタッフが 2 年目になり新たな
1 歩を踏み出せたことである。学生 FD スタッフの支援は名古屋キャンパスが鈴木崇児（経済学部）お
よび加藤大和 ( 業務総括課 )、溝口裕子（教務課）
、豊田キャンパスが三上肇 ( スポーツ科学部 ) および各
務豪紀・伊藤直哉（以上教務課）が中心となり、全体を安田俊哉（業務総括課）が担当した。今年度
の主な支援内容は、名古屋キャンパスでは、学生 FD スタッフミーティグ（月 1 回）
、クリーンアップ
作戦、ニュースレターの取材、夏の学生 FD サミットへの参加、名城大学との意見交換会、学生 FD シ
ンポジウム、しゃべり場開設、学生 FD スタッフ募集活動である。豊田キャンパスについては、学生ス
タッフミーティグ、ニュースレターの取材、名古屋学生スタッフとの親睦・交流、夏のサミットへの
参加、名城大学との意見交換会、学生 FD 交流会、学生 FD スタッフ募集活動である。このようにみて
くると両キャンパスでそれぞれ個別の活動､ 協力しての活動、また豊田のスタッフが名古屋のスタッ
フをサポートする活動と両キャンパスそろっての1年目であった。各イベント等の成果および反省の詳
細は後述するが、課題は多く、今後部会の支援はこれまで通り欠かすことができない。
今年度の部会の活動では、学生 FD 関連の次に SD の取り組みが挙げられる。これは昨年度のこの部
会で検討した職員対象のアンケートを実施し、その結果をまとめ、委員会に報告できたことである。昨
年度承認されたよりよい学びに向けてのアンケート原案を若干の文言の修正を経て、10 月に各職員に
お願いした。その結果、32 人から多方面にわたる相当の量の回答が集まった。自由記述であったため、
類似した内容に分類して整理するのに時間を要したが、担当の由里宗之（B・I 研究科）および安田の
入念な作業により、委員会資料は 8 項目でわかりやすく仕上がった。FD に直接関わりなく、資料に載
せていない回答も合わせてすべての生データは、今後の参考にしてもらうために委員長にお渡しした。
図書館・情報センターなど学修支援部署との連携というミッションは昨年度の FD 活動展開部会の
ミッションであった。そこでは FD 活動の広報誌である FD ニュースレターに各部局の紹介コーナーを
継続的に掲載することが承認され、今年度当部会のミッションとなった経緯がある。協働部会として
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はこのミッションを、FD ニュースの発行と併せて取り扱うことになった。
FD ニュースは例年通り 2 回（11 月：8 号、15 年 4 月：9 号）発行した。京俊介（法学研究課）
、各務、
安田、加藤が担当した。9 号は例年通り新入生向けの内容が主であるが、ミッションを遂行する上で新
たに学修支援部署（国際センター・情報センター・図書館）の紹介を掲載した。8 号には北川学長に両
キャンパスの学生 FD スタッフがインタビューした内容が記事として大きく掲載された。両号とも担
当者による編集会議によって円滑に進められた。
TA・SA の点検については、いずれも規定が見直されたばかりであり、当面は実態調査を続けるこ
とが課題であり、新たな改善点を探し、検討することは見送られた。
3 ．次年度以降の課題
15 年度から FD 委員会は教育推進センターがその任を引き継ぐことになる。どのような形で展開さ
れるかは未だ不明であるが、類似した部会あるいは小委員会が設けられることを念頭に置いて、今後
の課題を 3 つの項目でまとめる。
【学生 FD スタッフ関係】
①

学生 FD が抱える課題への支援、

②

名古屋・豊田キャンパス学生 FD の連携方法の再確認、

③

豊田キャンパスでの学生 FD 体制づくりの積極的支援

④

学生 FD 実施の意義、具体的活動内容の発信、

【SD の取り組み関係】
⑤

職員対象アンケート結果を FD 活動に活用、

⑥

教育・学生生活を指導・支援する職員の質向上の検討・実施、

【TA・SA 関係】
⑦

TA・SA 制度に係わる実績等データ収集、

⑧

200 名以下の受講生、少人数教育制度への対応改善策の検討。

最後に、今年度 FD 活動協働部会のどのミッションにおいても、担当職員の多大な協力なしには円滑
に遂行することはできなかったことを、感謝の意を込めて記しておく。
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 㸺ᅇ⟅⤖ᯝ㸼
    ேࡽᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤グ㏙࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ձ 㢮ఝࡢෆᐜࡣࡲࡵࡿࠋ
ղ ┠ⓗ㸦᪂ࡓ࡞㹄㹂ࡢㄢ㢟ࡢ᥈ồ㸧ྜ⮴ࡋࡓෆᐜࠋ
࠸࠺ほⅬࡽᩚ⌮ࡋࠊᮏጤဨ࡚ሗ࿌ࠋࡲࡓᑓ௵⫋ဨࡶົ㐃⤡࡚
ෆ࣭ඹ᭷ࠋ࡞ෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
  ࠝࢩࣛࣂࢫ㛵ಀࠞ
   ࣭ࢩࣛࣂࢫࡢࠕᤵᴗᴫせࠖࠕᤵᴗ┠ᶆࠖࡀᐇ㝿ࡢෆᐜࡑࡄࢃ࡞࠸ࡶࡢࡀ୍㒊
࠶ࡿࡓࡵࠊࢩࣛࣂࢫࢆసᡂࡍࡿ᭱ึࡢẁ㝵ࡽࠊヲ⣽ࢆලయ᫂グࡍࡿࡼ
࠺ᚭᗏࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
   ࣭Ꮫ⏕ࡀࠊ࢜ࣇࢫ࣮࣡ᑐᛂ㛫ࡀศࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ࢜ࣇࢫ
࣮࣡ࡢᑐᛂ㛫ࡢ᫂♧ࢆᚭᗏࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔ࠼ࡤࠊࢩࣛࣂࢫࡸ㹋㹟㹌㹟㹀㹭ࢆά⏝ࡋࠊᏛ⏕᫂♧ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
   ࣭ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢయ⣔࣭ྍどࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔᏛⓗࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿࠋ
  ࠝᡂ⦼ホ౯ࡢᶆ‽ࠞ
   ࣭ᡂ⦼ホ౯ࡢᶆ‽ࢆᅗࡿᏛⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡢࡣ࠺ࠋ
  ࠝᤵᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢࣥࢣ࣮ࢺ㛵ಀࠞ
   ࣭ᤵᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡍࡿ⛉┠ࢆ⛉┠ᣑࡆࠊᤵᴗࡢရ㉁ࡀ
㧗ࡲࡿᶵࢆቑࡸࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ
   ࣭ࡲࡓࠊホ౯ࡢ㧗ࡗࡓᤵᴗࡣࠊ⤂ࠊ⾲ᙲ࡞ࡍࡿࡇࡣ࠺ࠋ
   ࣭ᩍဨࡽᤵᴗᨵၿ≧ἣࡢሗⓎಙࢆࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔࢩࣛࣂࢫᫎࡉࡏࡿࠋᑠᏊࢆసᡂࡋࠊᏛ⏕㓄ࡍࡿ࡞ࠋ
   ࣭ᩍဨࡢ୍㒊ࡢᤵᴗ‶㸦ฟḞࢆࡽ࡞࠸ࠊኌࡀᑠࡉ࠸➼㸧ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝᏛ⏕ࡀ⬟ືⓗάືࡍࡿᶵࡢᣑࠞ
   ࣭άືࡍࡿᶵ࣭ࡁࡗࡅࡀ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᩍ⫋㐃ᦠࡋࠊ
≉Ꮫෆ࡛Ꮫ⏕ࡀάືࡍࡿᶵࢆࡶࡗᥦ౪ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡయࡢᏛෆࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢᐇࠋᴗ࣭ᆅᇦ
㐃ᦠᆺ࢟ࣕࣜᩍ⫱ࡢᐇࠋ ➼
   ࣭Ꮫ⏕⮬㌟࡛ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊྲྀࡾ⤌ࡳࠊᗈ࠸ど㔝ࡽᑐᛂࡍࡿ⬟ຊࡀ㣴ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࢆከࡃࡍࡿࠋ
  ࠝࢺࢵࣉࢫ࣮ࣜࢺྥࡅᒚಟ᪉ἲࠞ
   ࣭ᅜ㝿ࢡࣛࢫ࣭ᅜෆࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢࢫ࢟ࣝࢆᣢࡕࠊ㐲ᚁ➼ࡼࡾᤵᴗࢆḞᖍࡏ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸Ꮫ⏕ྥࡅࡢᰂ㌾࡞ᒚಟయไࢆྲྀࡿࡇࡣዴఱࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔᅾᏛ⏕ᑓ⏝㹆㹎࡚Ḟᖍࡋࡓᤵᴗࡀࣅࢹ࡛࢜ᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿ➼ࠋ
ࠝ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࠞ
   ࣭⫋ဨࡀࡶࡗᤵᴗཧほࢆά⏝ࡋࠊᵝࠎ࡞ࡇࢆឤࡌࡿࡁᛮ࠺ࠋࡑࡢୖ࡛
ࡢ᪉ࡀᏛ⏕Ⰻ࠸ࢻࣂࢫࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
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   ࣭ேࢆ⏕ࡋࡓ⤌⧊࡙ࡃࡾࢆࡼࡾᐇࡉࡏࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡢ⫋ဨࡀ
ఱࢆ⪃࠼ࠊࡢࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࡢࢆ▱ࡾࡓ࠸ࠋᙜヱࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆබ㛤ࡋࠊ⫋ဨ㛫ඹ᭷ࢆࡣࡿࡢࡶࡼ࠸ࠋ
ࠝᏛಟ㛫ࡢྍどࠞ
   ࣭ࠕᏛಟ㛫ࠖࢆ┠࡛ぢ࠼ࡿᙧ࡛⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡢࡣዴఱࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔ㹋㹟㹌㹟㹀㹭Ꮫಟ㛫㸦ᤵᴗฟᖍࠊ⮬⩦㛫➼㸧ࢆධຊ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡾࠊᏛ⏕࣭ᩍဨ┦☜ㄆࡀྲྀࢀࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ
ࠝ㹄㹂ࡢᾐ㏱ࠞ
࣭ࠕ㹄㹂ࠖࡣఱࢆᣦࡍࡢࠊ࠶ࡲࡾࡼࡃ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ឤࡌࡿࡢ࡛ࠊ
ࠕ㹄㹂ࠖࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿࡇࡀษࡔᛮ࠺ࠋ
    ࠓᑐ⟇ࠔ
࣭ఱูࡢ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡛ศࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࠋ
࣭Ꮫ⏕ᩍ⫋ဨࡀඹ㏻ࡢ┠ᶆ࣭ࢸ࣮࣐ࢆ㏻ࡌ࡚⤎ࢆᗈࡆࠊ㹄㹂ㄆ▱ᗘࡸឡᰯᚰ
ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
   ࣭⤎ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊ✚ᴟⓗࢫ࣏࣮ࢶᛂࢆࡍࡿࠋ

Ϫ 㹄㹂ࢽ࣮ࣗࢫࡢⓎ⾜࣭Ꮫಟᨭ㒊⨫ࡢ㐃ᦠ
࠙㹄㹂ࢽ࣮ࣗࢫ⦅㞟㆟ࠚ
ிጤဨ㸦ἲᏛ◊✲⛉㸧ཬࡧ⫋ဨࡽྛົࠊᏳ⏣ࠊຍ⸨ࢆ㑅௵ࠋ
  ࣭⦅㞟㆟࡚Ỵࡵࡓෆᐜ㸦Ⓨ⾜ᮇࠊᥖ㍕ෆᐜ➼㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㒊ࡢᢎࢆᚓ
ࡓᚋࠊⓎ⾜ࡲ࡛ࡢᕤ⛬ࢆᢸᙜࠋ
  ࣭ ᖺᗘࡢ᪉㔪ᚑ࠸ࠊᏛಟᨭ㒊⨫ࡢ㐃ᦠグᥖ㍕ࡣ➨㸷ྕᫎࠋ
࠙➨㸶ྕ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ྕ㸧ࡢⓎ⾜ࠚ
࣭ᕝᏛ㛗ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࣭⚾ࡢᤵᴗ㸦ᕤ࣭ᶫᮏᩍᤵࠊᅜ㝿ⱥㄒ࣭'̓$QJHOR ᩍᤵ㸧
࣭Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάື㸦ࢡ࣮ࣜࣥࢵࣉసᡓ➼㸧
࠙➨㸷ྕ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ྕ㸧ࡢⓎ⾜‽ഛࠚ
࣭᪂ධ⏕ྥࡅࢥࣥࢸࣥࢶ㸦Ꮫࡢᤵᴗࡣࠊࢩࣛࣂࢫά⏝᪉ἲࠊண࣭⩦ࡢྲྀ⤌
ࡳ➼㸧
  ࣭Ꮫಟᨭ㒊⨫㸦ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࣭ሗࢭࣥࢱ࣮࣭ᅗ᭩㤋㸧⤂
  ࣭㹄㹂ጤဨሗ࿌࣭ሗᐇሗ࿌
ϫ 㹒㸿࣭㹑㸿ࡢⅬ᳨
   ᖺ  ᭶⌧ᅾࡢ㹒㸿࣭㹑㸿ᐇែㄪᰝ㸦 ᖺᗘࡢ⛅Ꮫᮇศࡣぢ㎸ࡳ㸧ࢆᐇ
ࡋࠊ ᖺᗘᐇ⦼ẚ㍑ࡋࡓ㈨ᩱࢆ㒊ሗ࿌㸦௨ୗࡣ୍㒊ᢤ⢋㸧ࠋ
>୰ிᏛయ@       ᖺᗘ    ᖺᗘ
㹒㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧      ே     ே
㹒㸿⥲ேᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧        ே     ே
㹒㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦Ꮫ㒊ண⟬㸧      ே     ே
㹒㸿⥲ேᩘ㸦Ꮫ㒊ண⟬㸧        ே     ே
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>୰ிᏛయ@       ᖺᗘ    ᖺᗘ
㹑㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧       ே     ே
㹑㸿⥲ேᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧         ே     ே
  ᖺᗘࡣࠊ㹒㸿ไᗘࡢᨵᐃࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ㹑㸿ไᗘࡘ࠸࡚ࡣไᐃᮇࡀ㐜ࡃࠊ࿘
▱ࡀศ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋᖺ㛫㏻ࡌ࡚ࡢࢹ࣮ࢱ㞟ࡣᮏᖺᗘࡀึࡵ࡚࠸ࡗࡓ≧ἣࡢ
ࡓࡵࠊ≉㔜࡞せᮃ➼ࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊᩘᖺ㛫ࡣᙜヱ㐠⏝ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱ㞟ດࡵࠊ
㸱ᖺᚋศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
  ࡲࡓࠊ㹑㸿ไᗘࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ ເ㞟ᑐ㇟ ࡢどⅬ❧ࡗࡓ㐠⏝ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛ࡣ
࡞࠸࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ḟᖺᗘࡢᐇ࣭
᳨ウㄢ㢟

࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάື㛵ಀࠚ
ձ ⮬❧ྥࡅࠊᏛ⏕㹄㹂⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿ௨ୗࡢㄢ㢟ࡢᨭ㸦ࢻࣂࢫ➼㸧ࢆᐇ
ࡍࡿࡇ
࣭᫂☜࡞┠ᶆࡢඹ᭷
࣭άືࡢཧຍព㆑ࡢ᭦࡞ࡿ㔊ᡂ㸦Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࠊ୍⯡Ꮫ⏕㸧
࣭ලయⓗάືෆᐜࡢ⢭⦓
࣭ྛேࡢᙺࡢ᫂☜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢඹ᭷
࣭✚ᴟⓗ࡞άືᨵၿⅬࡢඹ᭷࣭ಟṇ࠸ࡗࡓ㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࡢ☜❧
࣭ၥ㢟ゎỴྥࡅࠊྛࠎࡀᥦࡍࡿ⏬ࡢ⟇ᐃ⿵ຓ
ղ ྡྂᒇ࣭㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⏕㹄㹂ࡢ㐃ᦠ᪉ἲࡢ☜ㄆ
ճ ㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢᏛ⏕㹄㹂ࡢయไ࡙ࡃࡾࢆ✚ᴟⓗᨭࡍࡿࡇ
մ Ꮫ⏕㹄㹂ࢆᐇࡍࡿព⩏ࡸࠊලయⓗ࡞άືෆᐜࢆ⤯࠼ࡎⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࠙㹑㹂ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ಀࠚ
յ ⫋ဨᑐ㇟ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ㹄㹂άືࡢ᥎㐍㸦࣑ࢵࢩࣙࣥ㸧⟇ᐃࡢཧ⪃ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚲせᛂࡌ࡚㛵㐃㒊ᒁ㏻▱➼ࢆࡍࡿࠋ
⑥ Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺ➼ࡼࡾࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⏕⏕άࢆᣦᑟ࣭

ᨭࡍࡿ⫋ဨࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ᐇࡍࡿࠋ

࠙㹒㸿࣭㹑㸿ࡢⅬ᳨ࠚ
շ 㹒㸿࣭㹑㸿ไᗘಀࡿᐇ⦼➼ࢹ࣮ࢱ㞟ࢆ⾜࠺ࠋ
⑧ ᙜヱไᗘࡢά⏝ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ㸦 ྡ௨ୖࡢᤵᴗࡀ࡞࠸ࠊᑡேᩘᩍ⫱ไᗘ࡛࠶ࡿ

➼㸧ࡢᑐᛂᨵၿ⟇ࡘ࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁ᳨ドࡍࡿࠋ

௨ ୖ
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別添資料１
学生ＦＤ活動の概要_2014 年度
【学生ＦＤサミット２０１４夏】
＜概要＞
日時：２０１４年８月２３．２４日
場所：京都産業大学
参加：全国_６１大短

４８０人

本学_学生１５名（名古屋キャンパス８名、豊田キャンパス７名、
教職員４名（三上委員、鈴木委員、各務委員、安田委員）
＜参加プログラム＞
・活動紹介冊子の作成：当日配付用資料掲載の活動紹介資料を参加大学毎にＡ４判１頁で作成。
・ポスターセッション：参加大学毎に壁へ画用紙１枚程度の活動報告を掲示し、他大学生と意見
交換を実施。参加学生持ち回りで対応した。
・しゃべり場：全参加者が７人構成のグループに分かれ、テーマ“望ましい大学教育の在り方”に
係るブレインストーミングを実施。
・分科会：本学参加者が５つの分科会のうち、不参加分科会が生じないように調整しながら自分が
希望するものに参加。
＜振り返り＞
全参加者が参加報告レポートを提出。ＦＤ活動協働部会に報告し、情報共有実施。
学生ＦＤスタッフミーティングで参加者より口頭で情報共有実施。全国の仲間と率直な意見交換
ができ、考えや視野が広がったことから、全般的に好評だった。

【名城大学学生・職員との情報交換会】
＜概要＞
日時：２０１４年１０月１日（水）１８：３０～
場所：名古屋キャンパス５号館５２２教室
参加：中京大学：学生１０名（名古屋キャンパス６名、豊田キャンパス４名）
、教職員６名
名城大学：学生１名、職員５名
内容：学生ＦＤサミット２０１４夏での経験をもとに、自分たちがプログラムを作成する場合は何
を重視し、どんなプログラムとするかをしゃべり場形式にグループ分けして意見交換を実施。
その後、各グループからまとめを発表。

For Doing our best! 65

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

＜振り返り＞
終了後、場所を改めてのより深い懇親を開催。
学生ＦＤスタッフミーティングで参加者より口頭で情報共有実施。中部地区の大学との交流が自
主的に出来たことで好評だった。

【学生ＦＤシンポジウム０１】
＜概要＞
日時：２０１４年１１月１７日（月）１６：４０～
場所：ガレリア
協力：教員（鈴木経済学部教授、風間国際教養学部教授、埴淵国際教養学部准教授）
目的：“授業改善のためのアンケート”が、より学生に浸透し、有効活用されるよう開催。
＜プログラム＞
・３教員からの講話：授業改善アンケートをどう捉え、アンケート結果をどう反映しているかに
ついて、各教員の事例を学生へフィードバック。
・パネルディスカッション：“学生にとって本当に良い授業とは何か”をテーマに、ネット時代
におけるキャンパスで実施する授業の意味や授業に対する教員・学
生双方のあるべき姿等についてディスカッションを実施。
・教員と学生間での意見交換、質疑応答
・学生へのアンケート（感想等）
＜振り返り＞
学生ＦＤスタッフミーティングで各々から口頭で情報共有実施。全体的な流れ、内容は良くまた、
前年度アンケート結果に基づく改善内容を最初の授業で教えてほしい等の意見が出され盛況だっ
たものの、参加者を集める工夫、事前の学生ＦＤスタッフ内情報共有の時期的制度的向上、学生Ｆ
Ｄスタッフの参加状況や一体感の醸成・向上等といった改善点が指摘された。

【学生ＦＤ交流会】
＜概要＞
日時：１２月１６日（火）１７：００～
場所：豊田キャンパス８４３教室
協力：教員（桜井伸二現代社会学部教授、加藤晴明スポーツ科学部教授）
目的：有意義な授業に係る意見交換を通じ、ＦＤ活動が学生に浸透されるよう開催。
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＜プログラム＞
・２教員からの講話：“有意義な授業づくり”をテーマに各教員の考えや事例を学生へフィード
バック。
・交流会：教員と参加学生でグループを構成し、講話から感じたこと、日頃から聞いてみたいこ
となどの率直な意見交流を実施。
・グループ発表：各グループで話し合われたことを発表し、情報共有。
・全体での質疑応答
＜振り返り＞
豊田学生ＦＤスタッフミーティングで各々から口頭で情報共有実施。全体の流れとしては良かっ
たが、あまり自由闊達に意見交換ができなかったことが課題として残った。

【クリーンアップ作戦】
＜概要＞
日時：２０１４年７月７日（月）１２：３０～昼休み時間中
場所：名古屋キャンパス２号館１～４階講義室
内容：私語の要因の一つである落書きを消し、授業環境を良くすることからより良い授業を目指す
取組みとして昨年に引き続き実施。趣旨説明・協力依頼の後、オリジナル消しゴムを配布し、
一般学生とともに作業。
＜振り返り＞
学生ＦＤスタッフミーティングで各々から口頭で情報共有実施。事前の広報活動に工夫が必要で
ある、当日の教室にて趣旨をもっと明確に冒頭で伝えるべき、落書きの位置等の傾向が見えたため、
次回のスタッフ配置などに反映させたいなどの改善点が指摘された。

【北川学長へのインタビュー】
＜概要＞
日時：２０１４年７月１４日（月）１７：００～
場所：学長室
参加：北川学長、教職員３名（三上委員、京委員、加藤委員）
学生１０名（名古屋キャンパス６名、豊田キャンパス４名）
内容：北川学長のもとにＦＤ委員会は設置されている。就任８年目を迎えた学長からＦＤ活動に係
るこれまでの想いと、これからへの期待等について、ＦＤニュースレターの取材を通じ、学
生ＦＤスタッフとして伺い、今後の活動に活かすために取材。
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＜成果＞
「ＦＤニュースレターＮｏ．８（２０１４．１１.１）」に掲載。

【学内しゃべり場】
＜概要＞
日時：１１月２４日（月）～１２月１２日（金）１４：４０～１６：４０
場所：センタービル２階ラウンジ
目的：授業改善を中心とした大学での悩みや意見の収集・共有。
＜主な話題＞
・少人数制の授業であれば、私語が減るのではないか。
・豊田キャンパス独自の事象（次の時限までの時間が足りない等）もある。両キャンパスで開催し
てほしい。
＜振り返り＞
学生ＦＤスタッフミーティングで各々から口頭で情報共有実施。昨年度の反省（開催時期・場所、
広報活動、ファシリテーターのスキル向上等）を踏まえて臨んだが、あまり人数が集まらず。しか
し、参加者から有意義だったとの感想を得ており、“明るく！元気に！笑顔で！”という目標は達
成できた。意見交換を深化させるため、参加者から情報を得てから進行する等の流れの確立の必要
性等といった課題を共有。

【その他】
○学生ＦＤ（豊田キャンパス）の体制づくり
・学生ＦＤは大学単位の組織とし、活動にあっては情報を共有するも、全体活動とキャンパス別
活動とに分けることができる。当面は、経験のある名古屋キャンパスの代表が全体代表を担う。
代

表：細野修汰（スポーツ科学部３年）

書

記：大岩俊介（スポーツ科学部３年）／中根雅輝（スポーツ科学部３年）

○第３代代表等役員選出（名古屋キャンパス）
・毎年９月に新代表を選出。原則として２年次より選出し、改めて企画の募集・整理、担当割を
実施。
代

表：伊藤愛理（心理学部２年）

副代表：小山田藍（総合政策２年）／坂下詩織（法学部２年）
書

記：上田健太（文学部１年）／木村大輔（文学部１年）

○オリジナルパーカー・Ｔシャツ作成
学生ＦＤの認知度向上及び学生ＦＤスタッフの一体感醸成のため作成。
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FD 開発部会部会長



土井

崇弘

1 ．ミッション
本部会に対して 2014 年度に与えられたミッションは、以下の 2 点であった。
（ 1 ）NEXT10 採択事業「教育推進センター設置」プロジェクト関連の取り組み
教育改善活動を安定的かつ専門的に行う組織として「教育推進センター」を 2015 年度に設置するこ
とを目指し、提案をまとめる。
（ 2 ）FD の新たなる可能性の開発・提案
FD 活動として新たに実施すべき可能性の存在する事柄を提案する。
2 ．検討内容
（ 1 ）NEXT10 採択事業「教育推進センター設置」プロジェクト関連の取り組み
一

検討の出発点
2013 年 12 月18日に、FD 委員会による NEXT10 事業申請
「教育推進センター設置計画」
が NEXT10

推進委員会に採択され、プロジェクトの発足が承認された。本プロジェクトは、FD 委員会で数年来
検討されてきた、
「FD をより専門的に、且つ幅広く進めるため、また、学長から示される教育課題
について検討・企画するため、それに特化した組織を設立すること」の具体化を目的とするもので
あり、2015 年 4 月の教育推進センター発足を念頭に、規程案に関して議論をはじめた。
二

過去の議論からの申し送りと再検討
本部会では、前身の「教育活動サポート部会（2011～2012 年度）
」
「教育活動展開部会（2013 年

度）
」における議論をベースに、センター設置の構成要素となる各項目（①センターの目的（事業）
、
②センターの構成メンバー、③センター運営のための機構（委員会等）
）について論点整理を行い、
さらに各要素の再検討を通じて規程文書化して、部会案をまとめた。
三

NEXT10 推進委員会等との意見調整
上記二によってまとめられた部会案について、NEXT10 推進委員会および NEXT10 行動計画支援

部会との意見調整を行い、より機動的なセンターおよび委員会の運営ができるよう部会案の内容を
スリム化する方向で修正を加え、最終の部会案とした。
四

FD 委員会承認および学内承認
上記三で示した部会案を FD 委員会において審議し、部会案を FD 委員会案とすることが承認され

た。本 FD 委員会案の説明・審議の結果、2015 年 1 月 28 日開催の協議会にて「教育推進センター規
程」が承認され、2015 年 4 月 1 日付で上記規程が制定・施行されることとなった。この決定を受け
て、次年度からは FD 委員会に代わって教育推進センターがその活動をスタートさせることとなり、
より充実した専門組織によって大学全体に関わる「教育施策の企画・実施」
「FD 活動の支援」を実
行していくこととなった。
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（ 2 ）FD の新たなる可能性の開発・提案
「FD の新たなる可能性の開発・提案をめぐるアイデア」について、部会員の意見を集め、次年度以
降の検討課題として申し送ることとした。その具体的内容は以下のとおりである。
（順不同）
● FD に関する新たな「意見交換の場」の設定
〇 FD サロン
〇 FD ワークショップ
● FD の再検討
●学部間交流研究発表会
●学生の自学自習に資する「リーディングリスト（推奨図書リスト）
」の作成と提供
●授業アンケート関連の提案
3 ．次年度以降の検討課題
重点項目として、以下の 2 点を挙げたい。
一

教育推進センターの活動をスムーズにスタートさせることによって、より充実した専門組織によ

る、大学全体に関わる「教育施策の企画・実施」
「FD 活動の支援」を実行していくこと。
二

上記一で示した「FD 活動の支援」に関連して、2014 年度に本部会からの申し送り事項として上
記 2．
（2）で提示した「FD の新たなる可能性の開発・提案をめぐるアイデア」等をより詳細に検討

し、具体化すること。
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２０１５年２月２３日
ＦＤ委員長 安村仁志

殿
ＦＤ活動開発部会部会長
土井 崇弘

２０１４年度 ＦＤ活動開発部会における検討結果
および次年度以降に向けた課題について（ご報告）

ＦＤの新たな可能性の議論・提案等を目的として設置された本部会において、特に
NEXT10 の採択事業である教育推進センター設置の検討を行いました。その内容・経過等
について、以下のとおりご報告申し上げます。
第 1 回 ２０１４年 ５月２０日
第２回 ２０１４年 ６月１２日
第３回 ２０１４年 ７月
部会実施日

３日

第４回 ２０１４年 ７月（メール会議）
第５回 ２０１４年１０月 ９日
第６回 ２０１５年 １月（メール会議）
第７回 ２０１５年 ２月（メール会議）

部会
メンバー

法学部

土井 崇弘（座長）

国際英語学部

ジェームズ ダンジェロ

現代社会学部

成 元哲

経済学部

白井 正敏

工学部

瀧 剛志

法務研究科

檀上 弘文

事務局次長

佐野文彦

教学部

森勇夫

教務課

山田高資、加藤浩二

業務総括課

渡辺正夫、赤羽秀治

1.NEXT10 採択事業「教育推進センター設置」プロジェクト関連の取り組み
・教育改善活動を安定的かつ専門的に行う組織として「教育推進センター」を 2015 年
度に設置することを目指し、提案をまとめる。
本部会の
ミッション

・前年度までに議論されてきたことを引き継ぎながら議論していく。他大学の先行例を
参考にしつつ本学ならではのものを“開発”する。
2.ＦＤの新たなる可能性の開発・提案
・上記事項のほか、余力のうちに、項目だけでもＦＤ活動として新たになすべきこと(開
発)を挙げる。

1
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2013 年度において、ＦＤ委員会が NEXT10 事業に申請した教育推進センター設置計画に
検討の出発点

関して、同年 12 月 18 日付けで推進委員会に採択され、プロジェクトの発足が承認され
た。
プロジェクトは、ＦＤ委員会で数年来検討されてきた、
「ＦＤをより専門的に、且つ幅
広く進めるため、また、学長から示される教育課題について検討・企画するため、それ
に特化した組織を設立すること」の具体化を目的とするものであり、ＦＤ委員会の下部
組織である本部会をプロジェクトの主体として、2015 年 4 月の教育推進センター発足
を念頭に、規程案に関して議論をはじめた。

年
本
部
会
で
検
討
・
実
施
さ

教育推進センター設置プロジェクト

度

過去の議論からの申し送りと再検討

今

本部会では、前身の「教育活動サポート部会（2011～2012 年度）
」
「教育活動展開部会
（2013
年度）」における議論をベースに、センター設置の構成要素となる以下の項目について
論点整理を行い、さらに各要素の再検討を通じて規程文書化して、部会案をまとめた。
ⅰ センターの目的（事業）
「センターの名称」
「センターの目的」
「センターの業務（基幹業務）
」
「センターの業
務（具体的な事業内容）
」
ⅱ センターの構成メンバー
「センター長（および任期）」
「副センター長（および任期）」
「センター員（および任
期）
」
ⅲ

センター運営のための機構（委員会等）
「センター委員会」「センター委員会の審議事項」「センター委員」「センター委員会
の下部組織（専門部会）
」
「センター運営会議」

れ
た

上記によってまとめられた部会案について、以下に示す NEXT10 推進委員会および

事
推進委員会等との意見調整

項

NEXT10 行動計画支援部会において説明・報告した。
●６／２５（水）推進委員会への概要説明
●７／２４（木）行動計画支援部会への事前説明
●９／１７（水）推進委員会への中間報告
結果として推進委員会からは、
「活動の方向性は異論がないものの、
『センターの構成』
『委員等』については再検討を望む」旨の回答が示された。
これを受けて部会において検討を加えた結果、より機動的なセンターおよび委員会の運
営ができるよう、部会案の内容をスリム化する方向で修正を加え、最終の部会案とした。
【別添資料参照〔中京大学教育推進センター規程〕
】
最終の部会案を再度 NEXT10 推進委員会に対して説明し、了承を得た。
●１０／２２（水）推進委員会への部会案説明

2
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推進委員会との意見調整を行った部会案について、ＦＤ委員会において審議した。
概要は以下のとおり。
●第４回ＦＤ委員会（１０／２９（水）
）
ＦＤ委員会の承認

議論の中で、教育推進センターの関連業務を行う事務局のありように質疑が集中した
が、その時点では未確定な状態であったため、詳しくは NEXT10 推進委員会からの説明
を待つこととし、併せて、委員長より NEXT10 推進委員会に対して「教育推進センター
を設置・運営する上で、その業務を十分に担いうる部局を設置することが必須である」
旨の要望を伝えることが確認された。
●第５回ＦＤ委員会（１２／１７（水）
）
NEXT10 推進委員会事務局より、教育推進センターの事務局となる「教育企画課」の設置
および概要の説明がなされた。また、教育構想会議と教育推進センターとの関係性等に
ついても議論がなされた。
審議の結果、部会案を原案通りに承認し、ＦＤ委員会案とすることが確認された。

以下の会議体においてＦＤ委員会案の説明・審議がなされ、
「教育推進センター規程」
学内承認

が承認されたことから、2015 年 4 月 1 日付で制定・施行されることとなった。
●１／１４（水）学部長・研究科長会にて規程案説明
●１／２８（水）協議会にて審議・承認
この決定を受けて、次年度からはＦＤ委員会に代わって教育推進センターがその活動を
スタートさせることとなり、より充実した専門組織によって大学全体に関わる「教育施
策の企画・実施」「ＦＤ活動の支援」を実行していくこととなった。

3
For Doing our best! 73

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

本部会が担う２つ目のミッションである「ＦＤの新たなる可能性の開発・提案をめぐる
アイデア」について、以下のとおり部会員の意見を集めた。これらに関しては次年度の
課題として申し送ることとした。
「ＦＤの新たなる可能性の開発・提案」をめぐるアイデア（順不同）
●ＦＤに関する新たな「意見交換の場」の設定
〇ＦＤサロン
教員間の交流の場として気軽に意見交換等を行う機会を設け（茶話会のようなイメー
ジ）、それぞれが抱える授業運営や学生指導の方法などに関する課題への対応のヒント
を得る機会とすることを目的として実施する。関係の事務職員も参加することで、より
実情に即した教育サポートについて現実的に考える機会ともなる。
学部・学科や組織の垣根を越えて、授業や教育について語り合うことを通じて、問題意
識を共有するとともに、参加者個人の人柄にも触れることができることから、教職員間

（次年度課題の申し送り事項）

ＦＤの新たなる可能性の開発・提案

の連携を深め、よりよい大学づくりのコミュニティーを創造する効果が期待できる。
〇ＦＤワークショップ
これまで、ＦＤに関する講演やイベントの参加等の取組は行われてきたが、教員がＦＤ
に関連した事柄を体験する機会を大学にて提供することはあまりできていなかった。
そこで、本学でＦＤワークショップを設け、関心のある教員がワークショップを通じて、
授業づくり、アクティブ・ラーニング、反転学習、ルーブリックなど、さまざまな事項
を学習し授業に活かしていくことのできる機会を提供してはどうか。ワークショップ講
師には、本学教員の他、授業づくりの研究において活躍されている教育学の分野などの
各研究者をお招きしてもよい。
なおワークショップは、硬い雰囲気にせず、カフェのような雰囲気を交えながら、講義
形式ではなく演習形式に近い「○○を作ってみよう」
「超学生参加型授業の撮影風景を
見て、話しあおう」というような気楽に参加できる形にしながらも、最先端の情報に触
れ、体験することのできる形がよいのではないか。
●ＦＤの再検討
狭義と広義でのＦＤの定義や取組方について再検討を行い、答申を行う。
「高等教育の
ステップアップとして何が必要なのか？」
「講義の手法や運営方法を検討するだけで良
いのか？」
「ＦＤを超えた施策が必要か？」などを、改めて検討する。
●学部間交流研究発表会
各学部において活発になされている「研究発表会」
「ゼミ対抗プレゼン大会」
「プロジェ
クト研究報告会」などのイベントを、学部横断的に実施する。特に、人文科学系・社会
科学系などそれぞれの領域において、近接する学問分野の学部（学科）生が競うように
発表し合うと、面白い企画となるのではないか。
良質な発表はもちろん表彰する。
「2 年生対抗」「3 年生対抗」など下級年次から実施す
れば、学部への帰属意識醸成や次年度発表へのモチベーションアップにも繋がり、イベ
ントそのものはもとより、学内がより活性化されるのではないかと考えられる。
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●学生の自学自習に資する「リーディングリスト（推奨図書リスト）
提供
」の作成と
能動的に学習する意欲のある学生をサポートするため、学部教員が推奨する図書をリス
ト化した上で、それを電子的に共有し、学生に提供できる仕組みを構築する。学生は、
自身が履修する科目の範囲を超えて、関連領域の書籍に容易にアクセスすることができ
るため、独自に専門知識を得ることができる。
こうした学生の主体的な学修に関しても、現状では、各授業がきっかけになっているこ
とが多いと考えられる。そこで、シラバス中の参考文献欄への記載内容や方法を工夫し、
教育推進センターと図書館および情報センターの三者が共同で「リーディングリスト」
「シラバス」「図書館蔵書検索」の３つをシステム的に繋ぐ、より合理的で簡便な推奨
図書登録・検索の仕組みの提供を検討する。一方では、各教員からのより積極的な推奨
図書情報の提供が望まれることから、教育推進センター委員会および図書委員会などを
通じた啓発活動を行う。
なお、この取り組みは学修意欲の極めて高い学生に向けたものである。学生全体のレベ
ル底上げは当然必要ではあるものの、上位層を伸ばしていく教育施策についても強化を
図るべきと考えられる。
●授業アンケート関連
１．学期初めにアンケートを実施し、学期終盤にその応答を学生に返して授業の中で活
用する案を検討したらどうか。
２．アンケートの質問も基本部分は共有するが、各自、少し変更して使えるようにした
らどうか。
３．学生ＦＤを活用して、学生による「楽に単位を取れる授業」を排除し、
「自分たち
に役に立つ授業・優秀講義の評価・表彰」などもしたらどうか。

以

上

5
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7．アンケート結果データ

7

7-①

授業改善のためのアンケート（回答用紙）
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