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1．序言

序言

―教育推進センターの設置とFD 活動の展開―



教育推進センター長

鈴木崇児

1 ．教育推進センターの設置
本学の教育改善活動の下支えを担ってきた FD 委員会が発展的に解消され、本年度より教育推進セン
ターが設置されました。教育推進センターは学長が指名したセンター長と各学部・研究科から選出さ
れた委員、教育企画課の職員からなる教職協働の組織となっています。
大学における教育・学修の改善は、個々の教員、学生、職員、教育・学修のための集団である学部、
研究科、関連業務を担当する事務部局が不断に実施するものです。教育推進センターは、本学におけ
るそれらの活動を支援するとともに、全学的な教育・学修の質を確保し、一定の方向性を持たせるた
めの活動を担っています。
現在、本学でもさまざまなレベルで教育・学修の改善が進められていますが、その重要な指針は
NEXT10 によって学内外に示された「自ら考え、行動するしなやかな知識人を育成する」ことにあり
ます。教育推進センター自体が NEXT10 の重点化プロジェクトによって設置されていることからも明
らかなように、教育推進センターは昨年までの FD 委員会の業務を継続的に実施するとともに、この指
針に沿った教育・学修改善を積極的に推進して行きます。
2 ．教育推進センター委員会と 3 つの専門部会の活動
教育推進センターの具体的な活動は、センターに設置された教育推進センター委員会とそのメン
バーを 3 つに分けた専門部会（教育活動改善部会／能動的学修検討部会／教育・学修協働部会）を中
心に行われます。専門部会では、オブザーバーとして関係する事務部局の職員の協力を得て、以下の
具体的なテーマを持って FD 活動に取り組んでいます。
教育活動改善部会は、これまでの FD 活動も含め中京大学で実施している教育活動全般、教育推進
センターの機能について足下からの改善を目指した提案を行っていきます。本年度は、①専任教員
へのアンケート調査、②研究科の FD 活動に関する情報収集と具体案の検討、③学部 FD 活動の Good
Practice の共有に取り組みました。
能動的学修検討部会は、NEXT10 にも提示された学生の主体的学びを促す教育施策の提案を行って
います。本年度は、①専任教員へのアンケート調査、②学生の主体性を伸ばす取り組みの整理、③シ
ンポジウムの開催や冊子の編纂を通じて本学における能動的学修の実態を把握し、そのあり方を共有
しました。
教育・学修協働部会は、学生・教員・職員が協力し、本学での教育・学修改善活動を広く、深く浸
透させる活動を担います。本年度は、①学生 FD スタッフ活動のサポート、② FD ニュースレターの発
行、③教育推進に資する講演会の開催、④ TA・SA 制度の現状把握と点検といった広範囲な活動を行
いました。
また、上記以外のこれまで FD 委員会が実施してきた授業改善のためのアンケート、シラバスの改善
に対する取り組み、授業公開 (FD 参観科目 ) などについては、教育推進センターが直接実施する業務と
して関係事務部局と協力しながら実施し、大きな変更を要する場合には、改めて教育推進センター委
員会や専門部会に諮ることにいたしました。
本年度は専門部会の活動以外にも教育推進センターとして授業改善のためのアンケートの科目選定
のプロセスの簡素化を提案し、入稿後のシラバスに対する点検・修正作業について学部・研究科での
取り纏めへの協力を教育推進センター委員にお願いしました。
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3 ．教育推進センター機能の確立
先述したように FD 活動は、主として学部・研究科などの部局が主体的に実施するものです。教育推
進センターがそれらの FD 活動を支援していく上で各部局から選出されている委員が重要な役割を果
たすことはいうまでもありません。各委員には、学部・研究科の中心となって FD 活動を組織的に実施
し、教育の質を改善していくこと、全学の委員として、全学的な FD 活動の実施方法を各学部・研究科
の活動として有効に実施できるように議論していくこと、 3 つの専門部会のメンバーとして、テーマ
に基づき本学の FD 活動を拡大・深化させていくことが求められています。委員のパフォーマンスがそ
れぞれの部局の将来の教育・学修の質の向上にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。各部局に
は引き続き優秀な委員を選出して頂くようにお願いするとともに、委員の皆様には積極的な全学の FD
活動への参画と各自の部局での活動をお願いする次第です。
教育推進センターは発足間もないこともあり、学内外の FD 活動に関する情報を収集し、各部局での
FD 活動を支援すべくノウハウを蓄積している段階に留まっており、各部局が FD 活動を有効に進める
ために教育推進センターを利用するという理想の段階には、まだいくつものスッテプを越えていく必
要があります。一方、昨今の全学的な組織再編によって生じた本学の教学マネジメントの方法の変化
が隅々まで共通認識として浸透し、その成果が教育・学修の質の改善に結び付くまでには、相応の時
間を要すると思われます。したがって、教育推進センターが全学組織の中で、どのような役割が期待
されているのかについても、しばらくの間は手探りで進んでいくことになるでしょう。センター長と
しては、なるべく早くセンターの果たすべき役割についてコンセンサスが得られるように情報発信を
し、業務に取り組んでいく所存です。
4 ．FD 活動の展開
教育推進センターのあり方自体についても未だ固まっていませんが、各部局での FD 活動や科目担当
者としての授業改善は着実に進めていく必要があります。そもそも FD 活動が何を指すのかも本学の
教職員に十分に浸透していないように思えます。FD 活動報告書や FD ニュースを通じて FD 活動の定
義は何度も紹介されているため、ここではその代わりに全国の大学で FD 活動を進める上で何に関心が
持たれているのか？についてご紹介して序言を締めたいと思います。下記に列挙したのは、全国の FD
活動関連の担当者が参加する研修集会である FD フォーラム 2015 で、次年度に取り上げて欲しい内容
をアンケート調査した際の項目です。もちろん、本学にはほとんど関係ないものも含まれていますが、
我々が学部や研究科の教育を改善する際にこれほど多くのことを考慮していかなければならないのか
と思うと大変な時代になったものだと自分自身が痛感したため、是非、本学の教職員の皆様にも紹介
しておこうと思い至った訳です。キーワードを調べてみると FD 活動の定義とは違った形でその全体
像が想像できると思います。
1 ．初年次教育

2 ．教養教育

3 ．高大連携

4 ．e-learning

5 ．ICT を活用した FD

6 ．双方向型授業

7 ．授業運営手法

8 ．ゼミ運営

9 ．新任教員研修

10．大学院 FD（プレ FD）

11．授業評価

12．教員評価

13．教育の質保証

14．学修支援

15．授業支援

16．研究支援

17．地域連携

18．留学生支援・国際化

19．海外の FD 事例紹介

20．キャリア教育

21．コーオプ教育（産学連携／インターンシップ）

22．IR（Institutional Research）

23．ラーンニング・コモンズ／大学図書館

24．発達障がい等支援

26．学生 FD

28．教員のメンタルヘルス

27．ハラスメント

25．ピアサポート

29．組織的 FD 推進支援・トップマネイジメント

30．大学職員との FD 連携（FD ＋ SD）

31．大学連携 FD

33．女子学生教育 FD

32．芸術系大学 FD

34．短期大学 FD

35．医療系専門教育 FD
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2．教育推進センター及び
教育推進センター委員会の
構成

2-⑴

教育推進センター委員会メンバー
氏名

センター長
鈴木
（委員長・議長）
委員

崇児

中川

豊

玉懸

元

所属
経済学部

備考
センター長（規程第 3 条に基づく）
委員長・議長（規程第 6 条第 2 項に基
づく）

文学部

ジェームズ・ダンジェロ 国際英語学部
野村

昌司

松本

友一郎

下村

智斉

伊藤

葉子

京
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現代社会学部

裕子（学） 法学部

矢切

努（学）

坂田

隆文（研）

桑原

英明（学）

釜田

公良（研）

鈴木

崇児（学）

森田

統一郎

石原

彰人

山田

雅之

湯浅

景元

小磯

透

川端

勇樹

ビジネス・イノベーション研究科

石堂

典秀

法務研究科

森
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心理学部

俊介（研）

小坂田

オブザーバー

国際教養学部

勇夫

渡辺

正夫

山田

高資

近藤

安則

金澤

龍生

清川

英樹

総合政策学部

規程第 6 条第 1 項第 3 号および第 4 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）

経済学部
経営学部
工学部

スポーツ科学部

教学部事務部長
教育企画課長

規程第 6 条第 1 項第 5 号に基づく
事務職員

教務課
規程第 6 条第 6 項に基づく
オブザーバー
教育企画課

2-⑵

組織図

2-⑶

専門部会メンバー
教育活動改善部会

氏名

能動的学修検討部会
所属

氏名

教育・学修協働部会

所属

氏名

鈴木

崇児（※ 1）

経済学部

坂田

隆文（※ 1）

総合政策学部

伊藤

石堂

典秀

法務研究科

釜田

公良

経済学部

京

石原

彰人

工学部

ジェームズ ダンジェロ 国際英語学部

桑原

英明

総合政策学部

中川

豊

文学部

小磯

透

スポーツ科学部

野村

昌司

国際教養学部

玉懸

元

文学部

小坂田

裕子

法学部

葉子（※ 1）

所属

俊介

現代社会学部
法学部

矢切

努

川端

勇樹

B.I. 研究科

山田

雅之

工学部

松本

友一郎

心理学部

下村

智斉

心理学部

清川

英樹（※ 2）

教育企画課

金澤

龍生（※ 2）

教育企画課

森田

統一郎

経営学部

山田

高資

安田

俊哉

学園経営戦略室

湯浅

景元

スポーツ科学部

野村

若名（※ 3）

各務

豪紀

教務課豊田オフィス

渡辺

正夫（※ 2）

教育企画課

松川

正幸

管財課豊田オフィス

溝口

裕子

教務課

佐野

文彦

事務局次長

金澤

龍生

教育企画課

黒田

梨紗子（※ 3） 学生支援室

近藤

安則

佐藤

圭太

佐々木
清川

光規（※ 3）
英樹

教務課
教育企画課

教務課

学生支援室豊田オフィス

※ 1 は部会長、※ 2 は部会事務責任者、※ 3 は部会書記。
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3．教育推進センターの
今年度の活動

3-⑴

年間活動

年月

2015年
4月

5月

2015年度教育推進センター 年間活動
活動内容

・『FD NEWS No.9』発刊・WEB公開（4/1） ＊新入生に配布 ・大学改革セミナー「主体的な学びの
・春学期FD参観（授業公開）開始（4/13〜7/15）
その先へ アクティブラーニングの次
・第1回教育推進センター委員会（4/29）
なるステージに向けて」（4/14、株式
会社内田洋行新川本社）

・第2回教育推進センター委員会（5/13）
・教育活動改善部会キックオフミーティング（5/13）
・能動的学修検討部会キックオフミーティング（5/13）
・教育・学修協働部会キックオフミーティング（5/13）

・第1回教育・学修協働部会（6/4）
・第1回教育活動改善部会（6/5）
・第1回能動的学修検討部会（6/17）
6月

7月

研修・セミナー等

・2015年度 全国私立大学FD連携フォ
ーラム総会（6/13、法政大学市ヶ谷キ
ャンパス）
・NEW EDUCATION EXPO 2015大阪会
場（6/19、大阪マーチャンダイズ・マート）
・平成27年度FD推進ワークショップ「高等
教育におけるユニバーサルデザイン〜
今、私立大学の教育支援に求められる
「合理的配慮」とは？〜（6/20、TKP市ヶ
谷カンファレンスセンター）

・春学期授業改善のためのアンケート実施（7/2〜15）
・第2回教育・学修協働部会（7/9）
・第2回教育活動改善部会（7/10）
・第3回教育推進センター委員会（7/22）
・教育推進のためのアンケート調査実施（7/23〜8/18）

・『2014年度FD活動報告』発刊・WEB公開（8/5）

8月

9月

・第2回能動的学修検討部会（9/9）
・学生FDサミット2015春（9/2〜3、
・学生FDスタッフSearCHによる学生FDサミット報告会（9/15） 追手門学院大学）
・能動的学修検討部会 専任教員インタビュー調査（9/23、 ・名古屋学芸大学2015年度教育シン
9/29）
ポジウム「新時代の大学改革」
・秋学期FD参観（授業公開）開始（9/26〜1/8）
（9/8、名古屋学芸大学）
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年月

10月

活動内容

研修・セミナー等

・『FD NEWS No.10』発刊・WEB公開（10/1）
・能動的学修検討部会 専任教員インタビュー調査
（10/7、10/13、10/27）
・『授業（教室）環境に関するアンケート集計結果
（春学期）』WEB公開（10/7）
・『授業改善のためのアンケート自己点検・評価報告書
（春学期）』学内WEB公開（10/12）
・第3回教育・学修協働部会（10/15）
・第3回教育活動改善部会（10/16）
・第4回教育推進センター委員会（10/28）

11月

・中京大学国際教養学部「経験交流会」（11/4）
＊教育推進センター後援
・第4回教育活動改善部会（11/17）
・第3回能動的学修検討部会（11/18）
・第4回教育・学修協働部会（11/19）

12月

・第5回教育推進センター委員会（12/2）
・全国私立大学FD連携フォーラム
・教育推進センター（FD活動）ホームページ開設（12/3）ミーティング・懇親会（12/21、立命館
・第5回教育・学修協働部会（12/3）
大学衣笠キャンパス）
・秋学期「授業改善のためのアンケート」実施（12/14〜
1/12）

・第4回能動的学修検討部会（1/27）
・第6回教育・学修協働部会（1/28）
・第5回教育活動改善部会（1/28）
2016年
1月

2月

3月

・2015年度中京大学FDシンポジウム「アクティブラーニング ・ヨコハマFDフォーラム 16「学生の学び
による先進的教育事例 −中京大学における能動的学修の のモチベーションを高める大学教育」
推進−」開催（2/12）
（2/20、神奈川大学横浜キャンパス）
・第6回教育推進センター委員会（2/18）

・『教育活動改善部会 年間活動報告』学内公開（3/3） ・第21回FDフォーラム「大学教育を再考
・『能動的学修検討部会 年間活動報告』学内公開（3/3）する〜イマドキから見えるカタチ〜」
・『教育・学修協働部会 年間活動報告』学内公開（3/3）（3/5〜6、京都外国語大学）
・『教育推進のためのアンケート調査 結果報告』学内公開 ・学生FDサミット2016春（3/12〜13、
（3/3）
日本大学文理学部キャンパス）
・外国語による教授法に関する意見交換会（3/9）
・大学教育改革フォーラムin東海2016
・『授業（教室）環境に関するアンケート集計結果（秋学期）』（3/12、愛知大学名古屋キャンパス）
WEB公開（3/10）
・「授業改善のためのアンケート自己点検・評価報告書
（秋学期）』学内WEB公開（3/18）
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2015 年度教育推進センター委員会議事録
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専門部会の活動

①教育活動改善部会



教育活動改善部会長
鈴木

崇児

1 ．教育活動改善部会の役割と検討内容
当部会の 1 つ目の役割は、教育推進センターの基礎的な役割を担い、本学の教育活動を改善するた
めに、各学部・研究科で行われている FD 活動を支援する具体的な方法を議論し、それらを他の部会と
協調しつつ実施することにある。2 つ目の役割は、上述の役割に関連し、教育推進センターのあり方や
機能について検討することである。最後に 3 つ目の役割は、FD 委員会の時代から継続的に実施されて
きた全学的 FD 活動（授業改善のためのアンケート調査、シラバスの改善に向けた取り組み、授業公開
（FD 参観科目））の改善について必要に応じて議論することである。
今年度は、教育推進センターを含めて教学に関する様々な組織や制度が改正された年ということも
あり、全学的に求められる教育センターの役割や機能も不確定な部分が多かったため、当部会では、本
学における教育改善に関する取り組みの現状を可能な限り広く捉えることに時間と労力を費やすこと
になった。なお、継続的に実施されてきた全学的 FD 活動については、当部会を経由せずに教育推進セ
ンターから改善策が教育推進センター委員会に提案されることになった。
本年度の主な検討内容については、キックオフミーティングと第 1 回の部会で議論した結果、以下の
3 点に絞られた。
（1）専任教員へのアンケート調査（教育推進のためのアンケート調査）
（2）研究科の FD 活動に関する情報収集と具体案の検討
（3）学部 FD 活動の Good Practice の共有
当部会では、これらの検討を着実に進めるために検討項目ごとにねらいとスケジュール、ゴールを
アジェンダとして設定した。
2 ．本年度の検討内容と成果に対する補足
個々の検討内容とその成果については、以降の年間活動報告と付属資料にまとめられており、それ
らを参照して頂きたい。この全体報告においては活動の経緯を振り返り、それぞれの取り組みに対す
る補足と部会長としての所感を述べておくことにする。
（ 1 ）専任教員へのアンケート調査（教育推進のためのアンケート調査）
専任教員へのアンケート調査は当部会で最初に提案されたものであったが、他の 2 つの部会でも広く
教員からの意見を募り、参考にしたいというニーズがあったため 3 つの部会が、合同で実施すること
になった。当部会としては、教員が日常的に感じていることや普段は公言していないアイディアなど
に教育改善に繋がる重要なヒントがあるのではないか？との素朴なスタンスで、あまり記述を限定し
ないようにアンケートの質問項目を定めた。アンケートを回収し、ある程度の分析をした上で、本年
度の教育推進センターの活動指針にも活かすことを優先したため、夏季休業期間を含む比較的短期間
でアンケートを実施することになった。それにも関わらず、多くの教員にアンケートに協力して頂き、
教育推進センターが抱えきれないほど多岐に渡る内容の回答が集まった。学内共有した資料は相当に
集約した内容であり、実際には個々のアンケートに書かれた一文ごとに、参考になる内容が書かれて
いた。これらの個票については、まとめて教育推進センターに保管し、適宜参照することで今後の活
動のための資産として利用させて頂くことにしたい。
（ 2 ）研究科の FD 活動に関する情報収集と具体案の検討
研究科の FD 活動を充実させることは、それに費やす労力に対して得られる効果が、在籍する学生の
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人数の関係から学部に比して少ないことは明らかであり、優先順位が高くなることは稀である。しか
し、その中にあっても研究科の教育を着実に改善することは無視し得ない仕事である。前回の第三者
評価において研究科の取りまとめを経験した教員から、具体的な改善に取り組むまでの絞込みの段階
で既に多くの困難があったとの示唆を受け、部会では、まず、どのような内容に取り組めばよいのか？
を考えるため、他大学の例も含めて調査することにした。部会に参加する教職員の協力を得て調査を
進めた結果、本学に類似する私立大学の多くが研究科の FD 活動について苦戦している実情が浮き彫り
になった。ただし、少ないながらもいくつか興味深い事例があり、それを成果に結び付けるポイント
もある程度明らかになった。今後は、各研究科が大学院事務課と協力し、効率的にそれらの取組を形
にすることが必要であろう。
（ 3 ）学部 FD 活動の Good Practice の共有
FD 活動が義務化される以前より、本学も高等教育機関である以上、教育改善は様々な場所や組織で
脈々と続けられてきている筈である。したがって、それぞれの学部で通常業務として行われている中
にも他学部にとって参考になる取り組みがあるに違いない。そこで、本学に存在するこれらの FD 活動
のシーズを把握し、全学的に応用できる体制を構築するために、学部 FD 活動の Good Practice を調査
し、その内容を整理することになった。もちろん、特定の学部で行われている FD 活動が他の学部へ拡
がっていかない原因は情報の不足だけではないと思うが、その部分を解消するだけでも少しはハード
ルを下げることになるだろう。部会では複数のメンバーが FD 活動報告書を分担して通読し、その中で
注目すべき取り組みを抽出し、その内容をヒヤリングを通じて掘り下げることによって、本学にも多
くの FD 活動のシーズがあることが確認できた。これらのシーズを具体的なノウハウとして活用しや
すくすることが大きな課題として残っている。
（ 4 ）シラバス記載時の留意事項について
昨年度、シラバスについては担当部署が学事課から教務課に移ったことを契機として、内容に踏み
込まない範囲であれば以前よりも緻密な点検を実施できるようになり、シラバスの記述ミスや空欄の
削減、点検報告書の入稿率の増加などの改善がみられた。本年度は教務課担当者より「シラバス記載
時の留意事項」の様式の変更が提案されたため、当部会でその内容を検討し、教育推進センター委員
会に提案し、改善が実施された。その後、教育構想会議の答申に基づき、学長からシラバス入稿後の
点検に関する依頼が教学調整会議で各学部になされることになった。教育推進センター委員会におい
ては、時間の都合から当部会での意見交換を経由せず、センター長から直接委員に対して協力の依頼
がなされた。
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2016 年 2 月 18 日
教育推進センター長
鈴木 崇児 様
教育活動改善部会長
鈴木 崇児
2015 年度 教育活動改善部会 年間活動報告
本部会において検討された内容、経過および結果等について、以下のとおりご報告いたします。
部会実施日

部会メンバー

キックオフミーティング 2015 年 5 月 13 日（水）
第 1 回

2015 年 6 月 5 日（金）

第 2 回

2015 年 7 月 10 日（金）

第 3 回

2015 年 10 月 16 日（金）

第 4 回

2015 年 11 月 17 日（火）

第 5 回

2016 年 1 月 28 日（木）

経済学部 

鈴木 崇児（部会長）

法務研究科

石堂 典秀

工学部 

石原 彰人

法学部 

小坂田 裕子（春学期）
、矢切 努（秋学期）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 川端 勇樹
心理学部 

下村 智斉

経営学部 

森田 統一郎

スポーツ科学部

湯浅 景元

事務局次長 

佐野 文彦

教務課 

近藤 安則、佐々木 光規

教育企画課 

渡辺 正夫、清川 英樹

本部会の

1．専任教員へのアンケート調査（教育推進のためのアンケート調査）

アジェンダ

2．研究科の FD 活動に関する情報収集と具体案の検討

（2015 年度の

3．学部 FD 活動の Good Practice 共有

検討項目）

＊2015 年度 教育活動改善部会のアジェンダ・・・
〔資料①〕

今年度本部会で

1．専任教員へのアンケート調査（教育推進のためのアンケート調査）

検討・実施され

（1）アジェンダ（ねらい・ゴール）

た内容

◇ねらい
①個々の教員が行う教育上の取り組みや抱える課題等を把握し、共有すること
②上記で得られた課題を全学的な視点で提示し、教育推進センターの活動に結び付け
ること
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◇ゴール
①アンケートによって得られた情報の報告
②諸課題の把握による教育推進センターの活動方針策定への寄与
（2）調査概要
目的：本学における教育に関する取り組みの実態を把握し、教育推進センターの
活動に結び付ける。
対象：本学専任教員（法務研究科除く）
期間：2015 年 7 月 23 日から 2015 年 8 月 18 日まで
方法：アンケート方式（5 つの自由記述、提出は任意）
設問（本部会が集計および活用する設問）
：
【問１】 日頃の教育活動において、お気付きの点やお困りの点等をご記入くだ
さい。
【問２】 【問１】の改善につながることのほか、授業の質や教育効果の向上に
繋がる取り組みや工夫、またはアイディアをご記入ください。また、
他で行われている取り組みの参考事例（成功例・失敗例を問わず）が
あれば、ご記入ください。※能動的学修法に関する回答は除く。
回答率：20.7%（62 名／300 名中）
（3）調査結果
 設問【問 1】
【問 2】に対し、延べ 109 件の意見が寄せられた。内訳は以下のとおり。
①学生の能力、意識、特性 … 47 件（43%）
  H[）学力やスキルの低下・二極化の傾向、学習意欲や授業マナーの学生間格差、
学習障害やうつ状態の学生への対応、難易度の高い授業の履修回避の傾向、
授業進行（組み立て）の工夫（学生の集中力低下に対応して）
②教職員の拡充、サポート体制 … 22 件（20%）

  ex）人的資源（教職員、TA・SA 等）の補充、遠方から非常勤講師を呼べる制度、
柔軟な人件費拠出の枠組み
③教員の教育観、姿勢 …12 件（11%）
  ex）学部内での教育方針のブレや曖昧さ、教授会内での無意味な平等・公平主義、
学生の学びたいことと研究活動内容の乖離
④その他（アンケートや施設・設備面等） … 28 件（26%）
、授業時間割の大胆な変更、優秀な教
   ex）5 限目の活用（授業が実施できない）
員の流出問題、履修者数と教室収容数のミスマッチ、SD の強化、ゼミ費の
使用制限の緩和、公務員講座の行き過ぎ感、教職課程科目履修者の温度差
（4）調査結果のまとめ、活用方法
）の結果は、他の専門部会が担当する設問
アンケート調査（【問 1】および【問 2】
の結果報告と併せて「教育推進のためのアンケート調査」報告書としてまとめ、2 月
の教育推進センター委員会での承認後、同報告書のファイルを CoCoA に格納するこ
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とを通じて学内公表を行い、また 2015 年度の「FD 活動報告」への掲載（冊子の作
成・配布、教育推進センターのホームページへの掲載）を通じて学外公表を行う。
（←
アジェンダのゴール①）
同アンケート調査に対する回答、意見および提案等については、次年度以降の教育
推進センターの活動方針の策定に結び付けるため、部会メンバーから重要性が高い項
目を募り、当部会として重要と考える要素を明確にし、同報告書に掲載する。
（←ア
ジェンダのゴール②）
（5）資料
＊「教育推進のためのアンケート調査」結果報告・・・
〔資料②〕
2．研究科の FD 活動に関する情報収集と具体案の検討
（1）アジェンダ（ねらい・ゴール）
◇ねらい
①研究科の実情に即した FD 活動を実践すること（認証評価を意識して）
②研究科の更なる活性化につなげること
◇ゴール
①研究科の実情に即した FD の具体的な取り組みの紹介
（2）取り組み
  当部会メンバーがインタビュー調査実施により収集した他大学の研究科 FD 活動
に関する情報と、大学基準協会が公表する「大学評価結果報告書」から研究科 FD 活
動を抽出した情報をまとめ、第 4 回部会（11 月 17 日）において、本学の実情に即し
【FD
た研究科の FD に関して意見交換を行った。それを基に活動内容を分類・整理し、
活動として推奨される取り組み】
【今後検討すべき FD の取り組み】について項目別
に具体的に記述した「大学院 FD の取り組みについて（まとめ）
」を作成した。
（3）調査・検討結果のまとめ、活用方法
  当部会での調査・検討結果は「大学院 FD の取り組みについて（まとめ）」として
まとめ、教育推進センター委員に報告するとともに、同ファイルを CoCoA に格納す
ることで全研究科に周知する。また、2015 年度の「FD 活動報告」にも掲載する。
（4）資料
＊大学院 FD の取り組みについて（まとめ）
・・・
〔資料③〕
3．学部 FD 活動の Good Practice 共有
（1）アジェンダ（ねらい・ゴール）
◇ねらい
①各学部の FD 活動を全学で共有すること
②他学部の優れた取り組みを参考に、自学部の FD 活動を改めて検討し、改善につな
げていくための資料を蓄積すること
◇ゴール
①学部の FD 活動の資料（レポート等）の収集・蓄積
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②収集した資料の活用方法の確立
（2）取り組み
「2014 年度 FD 活動報告」に掲載されている各学部の FD 活動報告の中で、部会メ
ンバーが興味・関心を持った箇所を抽出し、第 3 回部会（10 月 16 日）において報告
。また同部会において、当部会メンバーが所属
がなされた（1 人につき 3 学部を担当）
する 6 学部（心理、法、経済、経営、工、スポーツ科）については、質疑応答並びに
意見交換がなされた。残りの 5 学部（文、国際英語、国際教養、総合政策、現代社会）
については、学部の担当者への直接訪問やメール、電話によるインタビュー調査を実
施し、結果を第 4 回部会および第 5 回部会（1 月 28 日）において報告し、部会メンバ
ー内で共有を図った。それらの内容は、
「2014 年度 FD 活動報告に関する意見交換・
インタビュー調査の記録」としてまとめた。
（3）調査・検討結果のまとめ、活用方法
 当部会での調査・検討結果は「2014 年度 FD 活動報告に関する意見交換・インタビ
ュー調査の記録」としてまとめ（←アジェンダのゴール①）
、教育推進センター委員に
報告するとともに、
同記録のファイルを CoCoA へ格納することで全学での共有を図る。
（←アジェンダのゴール②）
（4）資料
〔資料④〕
＊「2014 年度 FD 活動報告」に関する意見交換・インタビュー調査の記録・・・
◆その他
・
「シラバス記載時の留意事項」の様式変更に関する意見交換（第 3 回教育活動改善部会）
教務課近藤係長より「シラバス記載時の留意事項」の様式の変更に関する提案がな
され、冊子形式への変更、好例と考えられるシラバスの掲載、解説記入等の変更を加
えた素案を承認した。同案ついては、第 4 回本委員会において報告事項として紹介さ
れ、
「2016 年度シラバス記載時の留意事項」として採用となった。
次年度の実施・
検討課題

1．今年度の本部会活動の成果が、次年度の各学部 FD 活動の推進に活用され、実際に
参考となっているかをモニタリングする。
2．教育構想会議の答申事項「成績評価の厳正化について」に関連する、2017 年度シラ
バス（2016 年度入稿分）の制度設計に取り組む。
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・個々の教員が行う教育上の

取り組みや抱える課題等を

把握し、共有すること

①専任教員へのアンケート

調査（教育推進のためのア

ンケート調査）

情報提供等による情報収集（～ 月）

活動を実践すること（認証

評価を意識して）

情報収集と具体案の検討

2TCEVKEG 共有

積すること

☑教育推進センター委員会にて報告（ 月）

グ・レポート作成（～ 月）

☑必要に応じて、委員や学部等にヒアリン

を改めて検討し、改善につ

なげていくための資料を蓄

☑上記について、部会で意見交換（ 月）

みを抽出（～ 月中旬）

確認し、興味・関心を持った (& の取り組

☑各委員が学部の (& 活動報告や教育目標を

具体的な取り組みの紹介（ 月、 月）

☑教育推進センター委員会にて報告並びに

☑部会での報告、実施案の検討（ 月、 月）

参考に、自学部の (& 活動

・他学部の優れた取り組みを

共有すること

③ 学 部 (& 活 動 の )QQF ・各学部の (& 活動を全学で



なげること

☑活動内容の分類・整理作業（ 月）

ージの確認、ヒアリング調査、委員からの

・研究科の実情に即した (&

・研究科の更なる活性化につ



（ 月の教育推進センター委員会にて）

活動方針策定への寄与

・諸課題の把握による教育推進センターの

・アンケートによって得られた情報の報告

ゴ ー ル



（ 月の教育推進センター委員会にて）

②収集した資料の活用方法の確立

収集・蓄積

①学部の (& 活動の資料（レポート等）の

（ 月の教育推進センター委員会にて）

り組みの紹介

☑他大学の自己点検・評価報告書やホームペ ・研究科の実情に即した (& の具体的な取

（ 月、 月）

☑ 教育推進センター委員会にて報告

☑ 部会での報告、対応の検討（ 月）

☑ 教員へのヒアリング等（～ 月上旬）

☑ 回答の集計・整理（９月上旬まで）

☑ アンケート調査の実施（～）

スケジュール

②研究科の (& 活動に関する

けること

進センターの活動に結び付

的な視点で提示し、教育推

・上記で得られた課題を全学

ね ら い

検討項目

 年度 教育活動改善部会のアジェンダ

教育活動改善部会〔資料①〕
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教育活動改善部会〔資料②〕

「教育推進のためのアンケート調査」結果報告
教育推進センター
１．調査目的
本学における教育に関する取り組みの実態を把握し、教育推進センターの活動に結びつける
２．調査概要
・対 象：本学専任教員（法務研究科除く）
・期 間： 年  月  日から  年  月  日まで
・方 法：アンケート方式（ つの自由記述設問、提出は任意）
・設 問：※報告内容は、教育活動改善部会が担当する以下の  問に関するもの。
【問 】

日頃の教育活動において、お気付きの点やお困りの点等をご記入ください。

【問 】

【問 】の改善につながることのほか、授業の質や教育効果の向上に繋がる取り組みや工
夫、またはアイディアをご記入ください。また、他で行われている取り組みの参考事例（成
功例・失敗例を問わず）があれば、ご記入ください。※能動的学修法に関する回答は除く。


【問３】

教育推進センターでは、学内外の講師を招き、(& 講演会を企画しています。
テーマや講師について希望がありましたら、ご記入ください。

【問 】

既に先生が実践されている、学生の主体性を伸ばす取り組みや、それらの取り組みを支え
る工夫について、具体的にご記入ください。
※授業の形態（GZ講義、演習）や受講者数、使用教室もご記入ください。
また、今後実践してみたい取り組みや、他で行われている取り組みの参考事例（成功例・
失敗例を問わず）、工夫があれば、ご記入ください。

【問 】

【問４】の取り組みを支えるインフラ（施設、機器・備品、制度）に関して、ご意見ご要
望があればご記入ください。

・回答率：（ 名／ 名中）
３．回答内容
【問１】
【問２】
 件の回答（複数回答あり）を以下のように  分類した。
（）学生の能力、意識、特性（ 件・） （）教職員の拡充、サポート体制（ 件・）
（）教員の教育観、姿勢（ 件・）（）その他（アンケート、ハード面等）
（ 件・）


問１・２
③教員の教育
観、姿勢〔１２
件〕
11%

④その他（アン
ケート、ハード面
等）〔２８件〕
26%

②教職員の拡
充、サポート
体制〔２２件〕
20%

主な意見は別添資料参照のこと。
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①学生の能力、
意識、特性〔４７
件〕
43%



教育活動改善部会〔資料②〕


【問１】【問２】主な意見集約版
表中の★印の項目は、教育活動改善部会として重要とピックアップした事項
主な記述
項目

【問１】
日頃の教育活動における、お気付きの点や
お困りの点

■学力やスキルの低下・二極化の傾向
★基礎学力、グループ学習におけるコミ

【問２】
【問 】の改善に繋がることのほか、授
業の質や教育効果の向上に繋がる取り組
みや工夫・アイディア、他で行われてい
る取り組み事例

【取り組み・工夫】
★基礎科目に関する質問を受け付け

ュニケーション能力等の低下又は二極

る、週１回の「相談ｺｰﾅｰ」の開設

化の傾向が顕著であり、教員は授業の

★ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ﾍﾟｱ）を組ませ、学び合い、

難易度や進行度合い等の調整に苦慮し

教え合いが可能な協同学習の実施

ている。その結果、授業準備の負担増

★質問紙、コメント用紙の活用

につながっている。

・毎時限、文章表現を高める目的で学

・スマートフォン普及による影響、また

生に小文を書かせる

高校までの 2% スキル修得状況によ

【アイディア】

り、2% 操作に慣れていない学生が増

・学力向上をサポートする組織（学習

加している。

センターのようなもの）の設置
・
「情報処理基礎論」のような全学必修
の科目の設置

（）
学生の
能力、意
識、特性

■学習意欲や授業マナーの学生間格差

【取り組み・工夫】

 ・自ら主体的に学習することに慣れてい

★私語厳禁ルールの徹底

ない学生が多い。特に大人数講義では、 ★講義を撮影し &8& に録画し、授業
私語、遅刻、授業時間中の入退室、欠

欠席者に視聴させる

席（アルバイト優先等）することを当

★講義開始  分以降の入室の禁止

然と考える風潮が一部存在する。

・勉強とは何かを考える機会の提供

 ・勉強に対する動機付けが低い。

【アイディア】

 ・遅刻者の対応に苦慮している。

★授業で私語の多い学生が授業に出席

 ・調べものの安易なネット利用が広がっ
ている。

するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを削ぐ制度づくり
・授業マナーのガイダンスの実施
・ネットの学術的利用に関する基礎教
育の実施
・学生証での入退出管理システム導入

■学習障害やうつ状態の学生への対応

【アイディア】

 ・成績評価（単位認定）やケアの方法に

・成績評価やケアについて、大学（学

苦慮している。
■難易度の高い授業の履修回避の傾向

部）全体としてのｺﾝｾﾝｻｽを得る
（特になし）

 ・積み上げ型カリキュラム、系統的学習
の障害になっている。順序立てたスキ
ル修得を前提とした授業展開が困難。
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教育活動改善部会〔資料②〕

■授業進行（組み立て）の工夫
（学生の集中力低下に対応して）

【取り組み・工夫】
・ コマの前半  分を講義、～

 ・ コマ  分という現行の時間設定は、

分の休憩を挟み、残り時間を演習形

昨今の学生に合っていないのではない

式とする授業設計

か。
（学生の集中できる時間は短い）
■人的資源（教職員、6#・5# 等）の補充 【アイディア】
 ・研究に費やす時間的余裕が少ない。

・個人への手厚い金銭的な支出よりも、

・現場を回す教育補助者、教員をサポー

人材の拡充による時間的余裕の提供

トする事務職員（技術系の職員等）の
充実について議論が必要である。

（）
教職員
の拡充、
サポー
ト体制

ができる仕組み
・学部生が 6# に従事することの容認

・教育現場での労働にマンパワーの限界

・5# とは別に授業での回収物を学籍

を感じる。
（教職員個々の能力に頼るや

番号順に並び替える作業を依頼でき

り方には限界がある。
）

る仕組み作り

■遠方から非常勤講師を呼べる制度

【アイディア】

 ・交通費支給額の制度（上限設定）によ

・遠隔地在住の非常勤教員への交通費

り、関東から非常勤講師を呼ぶことが

支給制度の見直し（交通費全額支給

困難。近隣（東海地区）の研究者・技

を可とする）

術者のみでは、質・量に限度がある。 
 ・学生の学ぶ機会にも不利益を生じる。
非常勤講師の質は、関東と東海の大学
で予想以上に差があるのではないか。
■柔軟な人件費拠出の枠組み

【アイディア】

・個人研究費や学部・学科予算から人件

・個人研究費や学部・学科予算から人

費拠出を可能にする制度づくりを可能

件費拠出を可能とする制度の見直し

にすべき。
■学部内での教育方針のブレや曖昧さ

【アイディア】

 ・教授会構成員が発言の度に内容を変え

・全学的あるいは学部として求められ

ることが多々ある。若手中堅教員は仕

る教育像（プロセスも成果も含め）

事がやりにくくなることが多い。

の提示

「教える」から「学びの支援」へと教
 ・学部レベルでも何が正しい教育なのか ・
（）
教員の
教育観、
姿勢

まとまった方向性がないままである。
 ・教員が教育活動に尽力することは是と
いう風潮がない。頑張るだけ無駄とい
う意識が芽生えているように思える。
■教授会内での無意味な平等・公平主義

【アイディア】

 ★能力や適性によって役割分担されるは

★ティーチングアワード（教員表彰制

ずの活動でさえ持ち回りとなってい

度）の導入を検討し、本学における

る。
（学生に不利益があるのでは。）

優れた教育像・教員像の提示

■学生の学びたいことと、研究活動内容の
乖離（学生と波長が合っていない感覚）
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員の教育観の転換

（特になし）

教育活動改善部会〔資料②〕

■ 限目の活用（授業が実施できない）

【アイディア】

 ・柔軟な時間割の機会を制限している。 ・学部の特性（有益な資格がないと考
 ・資格より授業を優先すべき。学部の特

える学部もある）を考慮した教育活

性を考えて柔軟に対応できるように。

動の展開（ 限目の活用？）

■授業時間割の大胆な変更

【アイディア】

 ・現在の  週システムでは、まとまっ

・授業時間割の大胆な変更（学生の学

習時間、教員の研究時間確保のため）

た休み期間が少なく、学生を巻き込ん
だ研究活動ができない。

（）
その他



■優秀な教員の流出問題

【アイディア】

 ・他大学でも通用する優秀な教員（例、

★研究・教育のしやすい魅力的な環境

科研費ランキング上位者等）が次々に

の構築、研究・教育にかかる時間の

他大学等へと流出している。

確保

■履修者数と教室収容数のミスマッチ

【アイディア】



・余裕を持った席数の教室確保

■5& の強化

【アイディア】

 ・(& だけでなく、5& にももっと力を入

・5& の強化、教育推進センターのマ

れるべき。

ネジメント強化

■ゼミ費の使用制限の緩和

【アイディア】

 ・使途範囲が狭く、毎年残る。

・使途範囲の拡大（学生の交通費等）


■公務員講座の行き過ぎ感

（特になし）

 ・学生がのめりこんで勉強するのは良い
が、少々行き過ぎた感がある。
■教職課程科目履修者の温度差

【アイディア】

 ・教員志望の強い学生と、免許を取りた

・教員採用試験合格者数を求めるので

いだけの学生が混在し、授業がやりに

あれば、それなりの対応が必要。

くい。学生のモチベーションにも影響。
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教育活動改善部会〔資料③〕



大学院ＦＤの取り組みについて（まとめ）
大学院におけるＦＤ活動について、近隣他大学へのヒアリング、他大学公式ホームペー
ジ掲載情報、大学基準協会公表「大学評価結果報告書」などから調査し、考察した。その
結果を以下に記す。
【ＦＤ活動として推奨される取り組み】
個々の大学や研究科により環境や事情、学問分野が異なるため、大学院 FD として、
「こ
れさえ実施しておけば大丈夫」という統一的な取り組みはない。ただ、調査資料を作成す
る段階で読み取れたこととして、以下のような点が取り組みとして評価され、推奨される
要素であろうと考えられる。
①部局ごとに FD を推進する組織を設置している
②学生の意見を吸い上げる取り組みを実施している
③意見や問題点についての改善検討を組織的に実施している
④課題や検討結果について、学生や教員（構成員）に適切にフィードバックしている
⑤実施したことを記録し、エビデンスとして残している
【ＦＤ施策の参考例】
上記の事柄をもとに、本学大学院として実施検討を考慮すべき取り組みを、いくつかの
カテゴリに分けて以下に列記する。
カテゴリ

組織体の設置

実施項目
FD 活動に責任を
もつ組織体を各研
究科に設置

院生とのミーティ
学生からの意
ング（ランチミーテ
見収集とフィ
ィング）などによる
ードバック
意見収集の実施

シラバス内容の組
織的なチェック
組織的な教育
時間割上の科目配
研究指導体制
置の工夫による組
の構築と充実
織的・集団的指導機
会の設定
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実施内容・ねらい
FD 活動を実施して得られた結果や改善策を部局内
で共有・検討する。また、大学全体でも共有し、意
見交換等を通じてさらに高め合うことができる組織
的な仕組みをつくる。
少人数科目の多い大学院の場合、授業アンケート実
施は現実的ではない。研究科としてヒアリングを実
施し、それを通じて得られた情報をもとに改善検討
を行い、その結果を院生にフィードバックする。
（この一連のプロセスを恒常的なものとするため、
毎年度のこととして研究科委員会の議題に挙げて審
議・報告することとし、事務局（大学院事務課）に
て資料保管するなどの工夫も考えられる）
各科目の到達目標や授業の実施方法、授業内容等を
組織的に検証する。
演習系科目の時間割を工夫して、同分野の教員の担
当コマを同一時限に配置することにより、学生（修
士・博士）が集団的に学び、教員が組織的に指導で
きる機会を設ける。

教育活動改善部会〔資料③〕



研究力の向上

情報共有
広報
その他

論文報告会後の研 学生による論文中間報告後に教員同士が意見交換
究指導の教育効果 し、研究指導のありようや方向性について、組織的
検証・検討会実施 に考える機会を設ける。
学会活動とは別に、部局内（研究科内）にて最先端
の研究に関する発表を所属教員が順に行い、情報共
教員による研究報 有することを通じて、組織全体で大学院担当教員と
告会の実施
しての資質の維持・向上に努める。併せて、大学院
学生にも聴講をすすめることにより、教育活動にも
資するものとする。
大学院教育に焦点 「大学院 FD 講演会」などのネーミングで、学部と
をあてた FD 講演 は一線を画した企画・取り組みを実施する。
会の実施
サロン（交流会）の 異なる分野の研究科教員が FD に関して情報交換で
実施
きる機会を設ける。
学会の折に「同窓会」を開催し、卒業生・現役学生、
卒業生等との交
教員らの交流を通して、研究成果や就職情報に関す
流・情報交換
る意見交換を実施する。
例えば、学会で研究成果が認められ、賞を獲得した
学生と指導教員に対して、研究内容とともに教育内
容や指導方法などについて取材し、記事にする。
優良学生 and 指導
それについて、優良なモデルケースとして学内で情
教員インタビュー
報共有をすすめるとともに、公式ホームページに掲
の実施
載することにより、広報活動の一つとして利用する
（取材にあたっては、広報部広報課と連携して実施
することも考えられる）。

For Doing our best!! 39

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

②能動的学修検討部会


能動的学修検討部会部会長



坂田

隆文

1 ．教育・学修協働部会のミッション
能動的学修検討部会（以下、本部会、部会）は、学生の主体的学びを促す教育施策の提案を行うこ
とをミッションとして掲げた。このミッションを果たすべく、本年度の主な活動内容を以下の 3 点とし
た。
（1）専任教員へのアンケート調査における学生の主体性を伸ばす取り組みの実態把握
（2）専任教員へのアンケート調査及び参考となる取り組み事例に関わるヒアリング調査
（3）学生の主体性を伸ばす取り組みを学内外に周知するための FD シンポジウムの実施
2 ．本年度の検討内容と成果
（ 1 ）専任教員へのアンケート調査における学生の主体性を伸ばす取り組みの実態把握
教育推進センターが実施した、本学における教育に関する取り組みの実態を把握することを目的と
した専任教員対象のアンケート調査において、本部会としては、
「学生の主体性を伸ばす取り組み・工
夫」「学生の主体性を伸ばすために求められるインフラ」という 2 項目を調査項目に入れることにした。
このうち前者に関しては、部会メンバー内で、情報を共有するのみならず、本学で既に行われてい
る先進的取り組みを抽出することにした。
（ 2 ）上記アンケート調査をもとにした取り組み事例に関わるヒアリング調査
上記アンケート調査の中で本学で既に行われている先進的取り組みであると認められたものに関し
て、坂田部会長、清川主任、部会員希望者によってヒアリング調査を行った。具体的には、工学部・
佐藤俊郎教授、心理学部・松本友一郎講師、文学部・玉懸元准教授、法学部・矢切努准教授、総合政
策学部・坂田隆文の 5 名にそれぞれ 1 時間強におよぶヒアリングを行った。
（ 3 ）学生の主体性を伸ばす取り組みを学内外に周知するための FD シンポジウムの実施
2016年2月12日16時半より清明ホールにて
「アクティブラーニングによる先進的教育事例について：
中京大学における能動的学修の推進」と題したシンポジウムを開催した。本シンポジウムの内容は以
下の通りである。
挨拶

中京大学学長

安村仁志【2～3 分】

学生の自主性を伸ばす取り組みや工夫に関する事例発表
・工学部

佐藤俊郎教授「工学部機械システム工学科の「数学相談コーナー（CCM）
」

の現状と今後 －教員と学生の心理的距離感を縮めるために－」
・心理学部

松本友一郎講師「学生の主体性を引き出すゼミの取り組み －学生によるプチ講

義から卒業研究まで－」
・総合政策学部

坂田隆文教授「ビジネス教育における課題解決型アクティブラーニングの

可能性」
本学学生によるパネルディスカッション（モデレーター国際教養学部野村昌司准教授）
総評

中京大学教育推進センター長

鈴木崇児

当日は学内外より 160 名を超す聴衆が集まり、そこで回収されたアンケートでも「大学の先進的な取
組みを知れて良かった」という声や「我が校でも参考になる事例が多かった」という教育関係者の意
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見が多く見られた
3 ．次年度以降の課題
本部会における次年度以降の課題は、以下の通りである。
（ 1 ）学生の主体性を伸ばすために求められるインフラ
前述のアンケート調査において回答を得たもののうち、
「学生の主体性を伸ばすために求められるイ
ンフラ」に関する項目については未だ検討が進められておらず、その検討及び対策の実施が求められ
る。
（ 2 ）学生の主体性を伸ばす取り組み・工夫
前述のアンケートで回収された「学生の主体性を伸ばす取り組み・工夫」について、シンポジウム
で取り扱えなかったものの中でも優れた事例に関しては、冊子を作成するなど、学内で周知するため
の工夫が求められる。


以上
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2016 年 2 月 18 日
教育推進センター長
鈴木 崇児 様
能動的学修検討部会長
坂田 隆文
2015 年度 能動的学修検討部会 年間活動報告
本部会において検討された内容、経過および結果等について、以下のとおりご報告いたします。
部会実施日

部会メンバー

キックオフミーティング 2015 年 5 月 13 日（水）
第 1 回

2015 年 6 月 17 日（水）

第 2 回

2015 年 9 月 9 日（水）

第 3 回

2015 年 11 月 18 日（水）

第 4 回

2016 年 1 月 27 日（水）

総合政策学部 

坂田 隆文（部会長）

経済学部 

釜田 公良

国際英語学部 

ジェームズ ダンジェロ

文学部 

中川 豊

国際教養学部 

野村 昌司

工学部 

山田 雅之

教務課 

山田 高資、野村 若名

管財課豊田オフィス  松川 正幸
教育企画課 

金澤 龍生、清川 英樹

本部会の

１．専任教員へのアンケート調査及び参考となる取り組み事例に係るヒアリング調査

アジェンダ

２．学生の主体性を伸ばす取り組みを学内外に周知するための FD シンポジウムの開催

（行動計画）
今年度本部会

１．専任教員へのアンケート調査及び参考となる取り組み事例に係るヒアリング調査

で検討・実施

■2015 年 6 月 17 日（第 1 回部会）

された内容

・本学における教育に関する取り組みの実態を把握することを目的とした専任教員対象
の調査「教育推進のためのアンケート調査」を、教育推進センター主催で実施するこ
とが承認された。
・アンケートの 5 つの設問のうち、
【問 4】
（学生の主体性を伸ばす取り組み、工夫）お
よび【問 5】
（
【問 4】の取り組みを支えるインフラ）を当部会が担当する。
■2015 年 7 月 23 日～8 月 18 日（教育推進のためのアンケート調査の実施）
・教育推進センターとして、同アンケート調査を実施。
・
【問 4】に関する回答 81 件、
【問 5】に関する回答 112 件。
＊アンケート調査概要
目的：本学における教育に関する取り組みの実態を把握し、教育推進センターの
活動に結び付ける。

42 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

対象：本学専任教員（法務研究科除く）
期間：2015 年 7 月 23 日から 2015 年 8 月 18 日まで
方法：アンケート方式（5 つの自由記述、提出は任意）
設問（本部会が集計および活用する設問）
：
【問 4】 既に先生が実践されている、学生の主体性を伸ばす取り組みや、それ
らの取り組みを支える工夫について、具体的にご記入ください。
※授業の形態（ex.講義、演習）や受講者数、使用教室もご記入くだ
さい。また、今後実践してみたい取り組みや、他で行われている取り
組みの参考事例（成功例・失敗例を問わず）
、工夫があれば、ご記入
ください。
【問 5】 【問４】の取り組みを支えるインフラ（施設、機器・備品、制度）に
関して、ご意見ご要望があればご記入ください。
回答率：20.7%（62 名／300 名中）
◎資料「教育推進のためのアンケート調査」結果報告・・・
〔資料①〕
■2015 年 9 月 9 日（第 2 回部会）
・
「教育推進のためのアンケート調査」【問 4】の回答の中から、興味・関心のある取り
組み・工夫について、本部会メンバーの意見集約を行い、6 件を選出。
■2015 年 9 月 23 日～10 月 27 日（教員へのインタビュー調査）
・選出された教員を対象としたインタビュー調査を実施。
〔インタビュー調査実施日、対象者、質問者〕
・9 月 23 日 佐藤俊郎 工学部 教授（質問者：坂田、山田、清川）
・9 月 29 日 松本友一郎 心理学部 講師（質問者：坂田、釜田、清川）
・10 月 7 日 玉懸元 文学部 准教授（質問者：坂田、清川）
・10 月 13 日 矢切努 法学部 准教授（質問者：坂田、釜田、清川）
・10 月 27 日 坂田隆文 総合政策学部 教授（質問者：釜田、野村昌、清川）
◎資料「教育推進のためのアンケート調査」回答に関するインタビュー調査（備忘録）
No.1～5」
・・・
〔資料②〕
■2015 年 11 月 18 日（第 3 回部会）
・坂田部会長より、
〔資料 2〕の調査結果の説明と、インタビュー調査の対象者を「FD
シンポジウム」の講演候補者として推薦したい旨の提案がなされ、承認された。
■2016 年 1 月 27 日（第 4 回部会）
※これ以降の取り組み内容の詳細は、次の「2．学生の主体性を伸ばす取り組みを学内外
に周知するための FD シンポジウムの開催」を参照のこと。
２．学生の主体性を伸ばす取り組みを学内外に周知するための FD シンポジウムの開催
■2015 年 6 月 17 日（第 1 回部会）
・学生の主体性を伸ばす取り組みをまとめた冊子等の製作やそれらの取り組みを学内外
に周知するための FD シンポジウムの開催を検討することが承認された。
■2015 年 9 月 9 日（第 2 回部会）
・FD シンポジウムの日程及び開催時間が承認された。
（2016 年 2 月 12 日（金）16:30～18:00）
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■2015 年 11 月 18 日（第 3 回部会）
・企画概要、スケジュール、配布チラシ（初稿）の各案に基づき意見交換がなされ、承
認された。また坂田部会長から部会メンバーに対して、当日の司会やコーディネータ
ー等の役割に関する協力依頼がなされた。
・学内外に広く告知を行うことからも、部会メンバーから広報の方法に関していくつか
の提案があり、検討することとなった。
■2015 年 12 月（FD シンポジウム講演者・講演テーマの決定）
・インタビュー調査の対象者から、FD シンポジウムの講演者を選出し、本人に意思確認
をしたうえで決定となった。講演者および講演テーマは次のとおり。
①佐藤俊郎教授（工学部）
テーマ「工学部機械システム工学科の「数学相談コーナー（CCM）
」の現状と今後 －
教員と学生の心理的距離感を縮めるために －」
②松本友一郎講師（心理学部）
テーマ「学生の主体性を引き出すゼミの取り組み － 学生によるプチ講義から卒業研
究まで －」
③坂田隆文教授（総合政策学部）
テーマ「ビジネス教育における課題解決型アクティブラーニングの可能性」
・その他、本学学生によるパネルディスカッションのモデレーターに野村昌司准教授（国
際教養学部）、総合司会は野村若名さん（教学部教務課）に決定した。
■2016 年 1 月 27 日（第 4 回部会）
・FD シンポジウムに関する進捗状況の報告がなされた。
■2016 年 2 月 12 日（シンポジウム開催）
・名称：2015 年度中京大学 FD シンポジウム
・テーマ「アクティブラーニングによる先進的教育事例－中京大学における能動的
学修の推進－」
・日時：2016 年 2 月 12 日（金）16:30～18:00 ＊懇談会 18:00～19:00
・会場：中京大学名古屋キャンパス 1 号館 3 階 清明ホール
    ＊懇談会は同館 2 階ラウンジ（旧学生食堂）
・内容：1．挨拶 安村仁志 学長
    2．趣旨説明 坂田隆文 能動的学修検討部会長
    3．学生の自主性を伸ばす取り組みや工夫に関する事例発表
      佐藤俊郎教授、松本友一郎講師、坂田隆文教授
    4．本学学生によるパネルディスカッション
      モデレーター 野村昌司准教授
学生 石川萌依（総政 3 年）
、松田萌（総政 3 年）
、
浦部由規（工 1 年）
、水野寛人（工 1 年）
    5．総評 鈴木崇児 教育推進センター長
・司会：野村若名（教学部教務課）
・参加者：160 名（専任教員 24 名、事務職員 17 名、学生 41 名、中京高校 14 名、
         保護者 3 名、本学・学園以外 27 名、アンケート未提出 34 名）
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・参加者の声（アンケートより一部抜粋）
〔専任教員〕
・他学部の先生方の具体的な取り組みに触れる機会が無かったので参考になった。
・教員が積極的に授業改善に取り組む姿勢が重要だと感じた。
・自分のゼミでも取り入れたいと思うことがあったのが大きな収穫だった。
・教員のやる気が一番であるということが良く分かった。
・センター長が指摘した学内における教育環境の整備を期待したい。
・低意欲者（学生）対応、大人数講義における手法について取り上げて欲しい。

〔非常勤講師〕
・こうした機会を設け、学内の活動取組みを外部へも発信していることが素晴らしい
 と思った。

〔事務職員〕
・先生方の実際の取り組みや学生の声を聞くことができて勉強になった。
・職員としてアクティブな行動・学びの規範をサポートできる体制作りをしたい。

〔学生（学部生）
〕
・学びやすい環境作りや自主性向上のため取り組む事例から中京大学の良さを感じた。
・自分が中京大学に何のために入学したか、勉強しているのか考えなおした。
・学生にやる気がないと能動的な学習ができないと感じた。
・学生のニーズにできる限り応じてくれる教員が中京大学にもっと増えて欲しい。

〔中京高校〕
・高校の教育現場においてもヒントになる内容。自分の授業を考える機会になった。
・
「頑張るのは学生の責任、頑張り甲斐のある場を提供するのは教員の責任」というメッセ
ージが印象的。

〔他大学（教員・職員）
〕
・学生の主体性を引き出す学長先生をはじめとする教職員の主体性を感じた。
・学生のフィードバックがあるというのがシンポジウムとしては斬新だった。
・このようなシンポジウムに学生が聴講しているのが良かった。

◎資料「2015 年度中京大学 FD シンポジウム リーフレット」
・・・
〔資料③〕
3．その他
（学生の主体性を伸ばす取り組みを支
・「教育推進のためのアンケート調査」の【問 5】
えるインフラ）に関する整理、検討等は、次年度同部会への申し送り事項とする。
次年度の

1．本学における能動的学修（アクティブラーニング）の意味や位置づけの検討

実施・検討

2．「教育推進のためのアンケート調査」回答（特に問４）の活用

課題

3．学生の主体性を伸ばす取り組みに寄与するインフラの検討（
「教育推進のための
アンケート調査」
【問５】インフラの回答）
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能動的学修検討部会〔資料①〕

「教育推進のためのアンケート調査」結果報告
教育推進センター
１．調査目的
本学における教育に関する取り組みの実態を把握し、教育推進センターの活動に結びつける
２．調査概要
・対 象：本学専任教員（法務研究科除く）
・期 間： 年  月  日から  年  月  日まで
・方 法：アンケート方式（ つの自由記述設問、提出は任意）
・設 問：※報告内容は、教育活動改善部会が担当する以下の  問に関するもの。
【問 】

日頃の教育活動において、お気付きの点やお困りの点等をご記入ください。

【問 】

【問 】の改善につながることのほか、授業の質や教育効果の向上に繋がる取り組みや工
夫、またはアイディアをご記入ください。また、他で行われている取り組みの参考事例（成
功例・失敗例を問わず）があれば、ご記入ください。※能動的学修法に関する回答は除く。


【問３】

教育推進センターでは、学内外の講師を招き、(& 講演会を企画しています。
テーマや講師について希望がありましたら、ご記入ください。

【問 】

既に先生が実践されている、学生の主体性を伸ばす取り組みや、それらの取り組みを支え
る工夫について、具体的にご記入ください。
※授業の形態（GZ講義、演習）や受講者数、使用教室もご記入ください。
また、今後実践してみたい取り組みや、他で行われている取り組みの参考事例（成功例・
失敗例を問わず）
、工夫があれば、ご記入ください。

【問 】

【問４】の取り組みを支えるインフラ（施設、機器・備品、制度）に関して、ご意見ご要
望があればご記入ください。

・回答率：（ 名／ 名中）
３．回答内容
【問１】【問２】→教育活動改善部会、
【問 】→教育・学修協働部会
【問 】
  件の回答あり。アンケート全回答（学部・氏名等を伏せたもの）を能動的学修検討部会のメンバー
全員で通読し、興味・関心の高い取り組み・工夫について各自抽出し、当部会において意見交換を実施。
 件の取組み・工夫を選出。該当の教員を対象に、当部会メンバーがインタビュー調査を実施した。
（イ
ンタビュー調査の内容については、別添資料①を参照）
。
インタビュー調査結果を当部会で報告し、(& シンポジウム講演候補者を選出。本人に意思確認をした
うえで、同シンポジウムの講演者  名が決定。
（シンポジウムについては、別添資料②を参照。）
別添資料①「教育推進のためのアンケート調査」回答に関するインタビュー調査（備忘録）0Q～
別添資料②【問 】 年度中京大学 (& シンポジウム リーフレット
【問 】
 件の回答あり。現在、アンケート回答を整理し、分類している。
＊次年度の当部会の活動とする予定。
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− FD は大学のすべての者の《幸せ》のため −

中京大学 FDシンポジウム
2016年

2 月12日（金）

16:30〜18:00（開場 16:00

開演 16:30）

会場

中京大学名古屋キャンパス 1号館 清明ホール

定員

500名（申し込み不要／入場料無料）

内容

1. 挨拶
中 京 大 学

学

長

安村

仁志

坂田

隆文

2. 趣旨説明
中京大学教育推進センター委員会
能動的学修検討部会長
総合政策学部

教

授

3. 学生の自主性を伸ばす取り組みや工夫に関する事例発表
工

学

部

教

佐藤

授

俊郎

工学部機械システム工学科の「数学相談コーナー（CCM)」の現状と今後
−教員と学生の心理的距離感を縮めるために−
心 理 学 部

講

松本友一郎

師

学生の主体性を引き出すゼミの取り組み ―学生によるプチ講義から卒業研究まで―
総合政策学部

教

坂田

授

隆文

ビジネス教育における課題解決型アクティブラーニングの可能性

4. 本学学生によるパネルディスカッション
モデレーター
国際教養学部

野村 昌司

准教授

5. 総評
中京大学教育推進センター長
経 済 学 部

教

鈴木

授

崇児

※FD（Faculty Development）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組の総称。
（文部科学省「中教審答申」用語解説よ
り抜粋）
至本山

中京大学附属
中京高等学校

エディオン八事店

■問い合わせ先
中京大学 教学部教育企画課

鶴舞線

（名古屋キャンパス）

〒466-8666
愛知県名古屋市昭和区八事本町 101-2
TEL 052-835-7111（代）
e-mail fd-oﬃce@mng.chukyo-u.ac.jp

1号館3F
清明ホール

いりなか駅

中京大学
名古屋キャンパス
1番出入口

地下鉄八事駅
至新瑞橋

イオン八事店
三菱東京 UFJ 銀行

地下鉄八事駅
番出入口

法学部棟

名城線

八事日赤駅

ー中京大学における能動的学修の推進ー

日時

アクティブラーニングによる
先 進 的 教 育 事 例 について

2015年度

5

アネックス棟

至塩釜口

※地下鉄「八事」駅 5 番出入口より直結です。
※お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

■主催 / 中京大学教育推進センター
■後援 / 名古屋市教育委員会
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③教育・学修協働部会


教育・学修協働部会部会長



伊藤

葉子

1 ．教育・学修協働部会の目的とミッション
教育・学修協働部会（以下、本部会、部会）は、前年度までの FD 活動協働部会の取り組みを踏まえ
つつ、学生・教員・職員の三者が協働して推進する FD のあり方を模索し、具体的な内容としてまと
め、提案・実施していくことを目的とした。本年度の主な活動内容を以下の 4 点とした。
（1）学生 FD スタッフ活動のサポート
（2）FD ニュースレターの発行（年 2 回）
（3）教育推進に資する講演会の開催
（4）TA・SA 制度の現状把握と点検
特に、FD 活動協働部会からの引き継ぎ事項以外では、
（2）と（3）が新たに加わることとなった。な
お、上記（1）と（2）については年間を通した活動と位置付け、
（3）
（4）については秋学期を中心に
実施することとした。
2 ．本年度の検討内容と成果
（ 1 ）学生 FD スタッフ活動のサポート
昨年度からの申し送り事項は、以下の 4 点であった。①自立に向け、学生 FD 組織が抱える課題の支
援の実施、②名古屋・豊田キャンパス学生 FD の連携方法の再確認、③豊田キャンパスの学生 FD 体制
づくりの支援、④学生 FD の意義や活動内容の継続的な発信。
2015 年度は、学生 FD 活動がスタートして 3 年目となることから、学生の主体性を尊重し学生の自立
心を育むことを目的に、本部会としては「見守り支援体制」を取りながらも、学生自身が達成感を得ら
れよう中立的な立場で支援しつつ、必要に応じて積極的に関わることとした。名古屋・豊田両キャン
パスの学生 FD スタッフとの窓口を事務職員が対応することで、タイムリーな情報共有を可能とした。
部会による学生 FD 活動への支援は、①学生 FD スタッフミーティングに関する支援、②学生 FD サ
ミット参加に関する支援、③大学祭企画に関する支援、④ゼミ紹介に関する支援、⑤学生 FD スタッフ
募集活動に関する支援である（その具体的な内容については「2015 年度

教育・学修協働部会

年間

活動報告（以下、部会報告）
」参照）
。
また、部会会議において、学生 FD スタッフミーティング議事録等を資料として配付し、学生 FD 活
動の進捗について適宜報告、確認と情報共有を行った。また、第 3 回の部会では、学生 FD スタッフが
活動内容（大学祭企画）について説明および協力依頼を行った。
本年度は、キャンパス毎に特色のある活動を実施するとともに、共通の活動を通し両キャンパス間
の学生交流と情報共有を深化させ、連携をより強化した。また、教職員によるサポート体制は今後も
必要となるが、学生の自主的な運営を推進するためのノウハウが組織的に蓄積されつつある。さらに、
ひとつの活動に時間をかけ計画的に準備し実施したことで、スタッフの満足感や達成感が得られると
共に、次年度の活動に繋がる足固めができたと思われる。
（ 2 ）FD ニュースレターの発行（年 2 回）
本部会全体で企画内容や制作スケジュール等を策定し制作を行った。第 10 号では、大学における多
様な学びをテーマにゼミナールの特集をはじめ、本学の特色あるゼミを紹介。第 11 号では、入学式の
配布資料とするため新入生向けのコンテンツを中心に制作することとした。部会では、制作の進捗を
48 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

確認しながら適宜修正を行い発行。また、今年度は教育推進センター設置の初年度であることから、表
紙は教育推進センター長をクローズアップすることで教育推進センターの周知に努めた。
（ 3 ）教育推進に資する講演会の開催
過去 2 年間、FD に関する講演会が開催されなかったこともあり、2015 年度は講演会を開催すること
を部会のミッションのひとつとして位置付け、開催に向けた検討を行った。講演会テーマは、
「教育推
進のためのアンケート調査」を活用し、意見聴取を行い検討した結果、2016 年度から「障害者差別解
消法」に基づき、私立大学において取り組むべき課題を理解するため、障害者差別解消法および本学
におけるあり方について理解促進を図ること、本学における障害のある学生に対する支援体制づくり
のヒントを得ることを目的に企画を立案した。なお、講師の選定及びアクティブラーニングに関する
シンポジウム実施との関連や集客性の高い時期を鑑み、開催は 2016 年 5 月とした。
（ 4 ）TA・SA の現状把握と点検
TA・SA 制度に関する昨年度からの申し送り事項は、以下の 2 点であった。① TA・SA 制度に係る
実績等データ収集、②当該制度の活用が困難な場合への対応改善策の検討
以上を踏まえ、本部会では、2015 年度における TA・SA の実態調査を行い、2014 年度実績との比較
や 2014 年度 TA 実施報告書のまとめ（名古屋・豊田）を基に現況を確認した上で、TA・SA 制度の課
題抽出に向け、運用状況等に関する全学的な意見の聴取を行うことを確認した。また、同時期に国際教
養学部より SA に関する要望書が教育推進センター委員会へ提出されたこと、また心理学部からも TA
と SA に関する要望が部会に示されたことを受け、全学的な意見集約をベースに履修者の条件に係る規
程改正を見据えた点検や検証を行う必要性を、2016 年度の部会ミッションのひとつと位置付けること
とし、教育推進センター委員会へ提案した。
3 ．次年度以降の課題
本部会における次年度以降の課題は、以下の通りである。
【学生 FD スタッフ活動関係】
①学生・教員・職員が一体となり活動の推進可能な体制を継続すること
②学生 FD スタッフと部会の関係性を明確にし、共有すること
③学生 FD スタッフが主体的に活動することが可能な環境を整備すること
④学生 FD 活動を実施する意義や、具体的な活動内容を絶えず発信していくこと
【FD 講演会の開催】
①障害者差別解消法の施行に伴い、全国的な動向を理解し本学として支援を取り組む際のヒントを得
るための講演会を、春学期の履修登録完了後の 5 月に開催すること
②講演会の開催に継続性を持たせるため、2017 年度開催予定の講演会企画案を作成し、年度内に完成
させること
【SA 制度の点検と検証】
① SA 制度の運用状況に関する全学的な意見聴取を行うこと
② SA 雇用に必要となる履修者数の基準の引き下げについて検証すること
③検証結果を踏まえ、改善策もしくは規程改正案を策定し教育推進センター委員会へ提案すること


以上
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ෆᐜ

Ϩ Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάືࡢࢧ࣏࣮ࢺ
㸯㸬ᖺᗘࡽࡢ⏦ࡋ㏦ࡾ㡯
ձ⮬❧ྥࡅࠊᏛ⏕㹄㹂⤌⧊ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢᨭࡢᐇ
ղྡྂᒇ࣭㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⏕㹄㹂ࡢ㐃ᦠ᪉ἲࡢ☜ㄆ
ճ㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᏛ⏕㹄㹂యไ࡙ࡃࡾࡢᨭ
մᏛ⏕㹄㹂ࡢព⩏ࡸάືෆᐜࡢ⥅⥆ⓗ࡞Ⓨಙ
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㸰㸬ᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊Ꮫ⏕㹄㹂άືࡢ㛵ࢃࡾ
࠙ᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊ࡢᙺࠚ
 ᖺᗘࡣࠊᏛ⏕㹄㹂άືࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚  ᖺ┠࡞ࡿࡇࡽࠊᏛ⏕ࡢ
యᛶࢆᑛ㔜ࡋᏛ⏕ࡢ⮬❧ᚰࢆ⫱ࡴࡇࢆ┠ⓗࠊᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊ࡋ࡚ࡣࠕぢ
Ᏺࡾᨭయไࠖࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ㐩ᡂឤࢆᚓࡽࢀࡿయ㦂ᑟࡃࡓࡵࠊ୰❧ⓗ࡞
❧ሙ࡛ᨭࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚✚ᴟⓗ㛵ࢃࡿࡇࡋࡓࠋ
࠙Ꮫ⏕㹄㹂άື㛵ࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺಀࠚ
ᖺᗘࡣᢸᙜไࢆྲྀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊ࡋ࡚࣓ࣥࣂ࣮ࡀᚲせ
ᛂࡌ࡚Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ࣑࣮ࢸࣥࢢࡸྛ✀࣋ࣥࢺ➼ཧຍࡋࠊྍ⬟࡞⠊ᅖ
࡛ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇࠋ࡞࠾ࠊྡྂᒇ࣭㇏⏣୧࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ❆
ཱྀࢆົ⫋ဨࡀᑐᛂࡍࡿࡇ࡛ࠊࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ㒊ࡋ
࡚ࠊᏛ⏕㹄㹂άືࢆᨭࡋࡓලయⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࠕᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵ
ࣇάືࡢᨭࠖḍࡢ࠾ࡾࠋ
࠙Ꮫ⏕㹄㹂άື㛵ࡍࡿ㒊ဨ㛫࡛ࡢሗඹ᭷ࠚ
㒊࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ࣑࣮ࢸࣥࢢ㆟㘓➼ࢆ㈨ᩱࡋ࡚㓄ࡋࠊ
Ꮫ⏕㹄㹂άືࡢ㐍ᤖࡘ࠸࡚㐺ᐅሗ࿌ࠊ☜ㄆሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➨  ᅇ
ࡢ㒊࡛ࡣࠊᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡀཧຍࡋࠊάືෆᐜ㸦Ꮫ⚍⏬㸧ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
࠾ࡼࡧ༠ຊ౫㢗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 㸱㸬Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάືࡢᨭ
   ูῧ㈨ᩱ㸯㹼㸳♧ࡍᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάື㛵ࡋࠊᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊ࡋ
࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣูῧ㈨ᩱ㸯ཧ↷㸧
࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ࣑࣮ࢸࣥࢢ㛵ࡍࡿᨭࠚͤ୧࢟ࣕࣥࣃࢫඹ㏻
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢཧຍ㸦ྡྂᒇࡣ᭶㸯ᅇࠊ㇏⏣ࡣ㐌㸯ᅇࡢ࣮࣌ࢫ࡛㛤ദ㸧
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢሙᡤ☜ಖࡢᨭ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ⏝㈨ᩱ‽ഛࡢᨭ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢ⏝ࡍࡿᩥල➼ࡢᨭ
  ࣭⥅⥆ⓗ࡞㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆཬࡧ㐙⾜ᨭ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢ㛤ദ㏻▱ࡢ㓄ಙ
  ࣭ࢫࢱࢵࣇࡢάືሙᡤࡋ࡚㒊ᐊࢆ☜ಖ 
࣭Ꮫ⏕ᨭᐊࡸ⥲ົㄢ࡞㛵㐃㒊ᒁࡢᢡ⾪❆ཱྀ
 ࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢧ࣑ࢵࢺཧຍ㛵ࡍࡿᨭࠚ㸦ูῧ㈨ᩱ㸰ཧ↷㸧ͤ୧࢟ࣕࣥࣃࢫඹ㏻
 㸦 ᖺ  ᭶㸧ሙ㸸㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ
  ࣭ྡྂᒇ࣭㇏⏣ྜྠ࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ㛤ദ࠾ࡼࡧཧຍ
࣭άື⤂ᩥࠊᏛ⏕⏝ྡ่➼సᡂࡢᨭ
  ࣭ᐟἩࠊ㏻➼ࡢᡭ㓄࠾ࡼࡧ᪑㈝㏻㈝ࠊᐟἩ㈝ࠊཧຍ㈝➼ࡢ㈇ᢸ
  ࣭ᙜ᪥ࡢ㝶⾜㸦ᩍဨ㸯ྡ࣭⫋ဨ㸰ྡ㸧
  ࣭ཧຍሗ࿌᭩ࡢ㞟࠾ࡼࡧሗ࿌ࡢཧຍ
 㸦 ᖺ  ᭶㸧ሙ㸸᪥ᮏᏛ ͤணᐃ
࣭ྡྂᒇ࣭㇏⏣ྜྠ࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ㛤ദ࠾ࡼࡧཧຍ
࣭άື⤂ᩥࠊᏛ⏕⏝ྡ่➼సᡂࡢᨭ
  ࣭ᐟἩࠊ㏻➼ࡢᡭ㓄ཬࡧ᪑㈝㏻㈝ࠊᐟἩ㈝ࠊཧຍ㈝➼ࡢ㈇ᢸ
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  ࣭ᙜ᪥ࡢ㝶⾜㸦ᩍဨ㸰ྡ࣭⫋ဨ㸰ྡ㸧
࠙Ꮫ⚍⏬㛵ࡍࡿᨭࠚ㸦ูῧ㈨ᩱ㸱ཧ↷㸧ͤྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢཧຍཬࡧຓゝ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ⏝㈨ᩱ‽ഛࡢᨭ
  ࣭⏬⟇ᐃಀࡿᨭཬࡧཧຍ༠ຊ
  ࣭㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆཬࡧ㐙⾜ᨭ
  ࣭ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ເ㞟ෆ㓄ಙಀࡿᨭཬࡧࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ☜ಖ
  ࣭Ꮫ⚍⏬ಀࡿഛရ➼㉎ධࡢ㈇ᢸ
࣭⏬㐠Ⴀࡢᨭ㸦ሙタႠ࣭∦ࡅ➼㸧ཬࡧ୍㒊ཧຍ
࠙ࢮ࣑⤂㛵ࡍࡿᨭࠚ
㸦ูῧ㈨ᩱ㸲࣭㸳ཧ↷㸧ͤ㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ
  ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢཧຍཬࡧຓゝ
࣭࣑࣮ࢸࣥࢢሙᡤ☜ಖࡢᨭ
࣭࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ⏝㈨ᩱసᡂࡢᨭ
࣭㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆཬࡧ㐙⾜ᨭ
࣭
ࠕࢮ࣑ເ㞟๓ㄝ᫂ࠖᐇせ㡿సᡂࡢᨭ
࣭Ꮫ㒊ࡢ༠ຊᩥ᭩సᡂᨭ࠾ࡼࡧ㓄ᕸ
࣭Ꮫ⏕㓄ᕸ⏝ࢳࣛࢩ➼༳ๅࡢᨭ
࣭
ࠕࢮ࣑ເ㞟๓ㄝ᫂ࠖᙜ᪥ࡢ㐠Ⴀᨭ㸦ᩥල࣭ᥖ♧➼ࡢ‽ഛ㸧ཬࡧ୍㒊ཧຍ
࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇເ㞟άື㛵ࡍࡿᨭࠚͤ୧࢟ࣕࣥࣃࢫඹ㏻
  ࣭ເ㞟⏝࣏ࢫࢱ࣮࣭ࢳࣛࢩసᡂࡢᨭ
  ࣭ເ㞟ࢳࣛࢩ㓄ᕸಀࡿᨭ
  ࣭άືሙᡤᡭ㓄ࡢᨭ
  ࣭ເ㞟ㄝ᫂ࡢཧຍ
㸲㸬Ꮫ⏕㹄㹂άືᐇࡢᡂᯝ
   άື࠾ࡅࡿᡂᯝࡋ࡚ࠊ௨ୗ  Ⅼࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ձ ࢟ࣕࣥࣃࢫẖ࡛≉Ⰽࡢ࠶ࡿάືࢆᐇࡋࡓࠊඹ㏻ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚୧࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ㛫ࡢᏛ⏕ὶሗඹ᭷ࢆ῝ࡉࡏࠊ㐃ᦠࢆࡼࡾᙉࡋࡓࠋ
ղ ࢧ࣏࣮ࢺయไࡣᚋࡶᚲせ࡞ࡿࡀࠊ⮬ⓗ࡞㐠Ⴀࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࡀ⤌⧊ⓗ✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊ⮬❧ྥࡅ๓㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ࡦࡘࡢάື㛫ࢆࡅィ⏬ⓗ‽ഛࡋᐇࡋࡓࡇ࡛ࠊ‶㊊ឤࡸ㐩ᡂឤ
ࢆᚓࡿඹࠊḟᖺᗘࡢάື⧅ࡀࡿ㊊ᅛࡵࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ϩ 㹄㹂ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢⓎ⾜
࠙㹄㹂ࢽ࣮ࣗࢫࡢไస࣭⦅㞟ࠚ
ᖺᗘࡣᢸᙜࢆ㑅௵ࡏࡎࠊᩍ⫱࣭Ꮫಟ༠ാ㒊య࡛⏬ෆᐜࡸࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
➼ࢆ⟇ᐃࡋไసࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨  ྕ࡛ࡣࠊᏛ࠾ࡅࡿከᵝ࡞Ꮫࡧࢆࢸ࣮࣐ࢮ
࣑ࢼ࣮ࣝࢆ≉㞟ࡋࠊᮏᏛࡢ≉Ⰽ࠶ࡿࢮ࣑ࢆ⤂ࠋ➨  ྕࡣࠊධᏛᘧࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ
ࡍࡿࡇࡽ᪂ධ⏕ྥࡅࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆ୰ᚰไసࠋ㒊࡛ࡣࠊไసࡢ㐍ᤖࢆ
☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㐺ᐅಟṇࢆ⾜ࡗࡓ㸦➨  ྕࡣ⌧ᅾไస୰㸧ࠋࡲࡓࠊᖺᗘࡣᩍ⫱᥎
㐍ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ⾲⣬ࡣᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࢡ࣮ࣟࢬ
ࢵࣉࡍࡿࡇ࡛ᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ
࠙➨  ྕ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ྕ㸧ࡢⓎ⾜ࠚ
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࣭Ꮫ࠾ࡅࡿࢮ࣑ࢼ࣮ࣝᩍ⫱㸦ᚰ⌮Ꮫ㒊ࠊἲᏛ㒊ࠊ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊ࡢࢮ࣑ࢆ≉㞟㸧
࣭Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ⤂㸦ྡྂᒇ  ྡࠊ㇏⏣  ྡ㸧
࣭Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢάືෆ
࠙➨  ྕ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ྕ㸧ࡢⓎ⾜‽ഛࠚ
࣭᪂ධ⏕ྥࡅࢥࣥࢸࣥࢶ㸦Ꮫࡢᤵᴗࡣࠊࢩࣛࣂࢫά⏝᪉ἲࠊண⩦࣭⩦ࡢྲྀ
⤌ࡳ➼㸧
  ࣭Ꮫಟᨭ㒊⨫㸦ሗࢭࣥࢱ࣮࣭ᅗ᭩㤋࣭ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍ⫋ᨭㄢ㸧ࡢ⤂
  ࣭Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢάືෆ
Ϫ ᩍ⫱᥎㐍㈨ࡍࡿㅮ₇ࡢ㛤ദ
  㐣ཤ  ᖺ㛫ࠊ㹄㹂㛵ࡍࡿㅮ₇ࡀ㛤ദࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ ᖺᗘࡣ
ㅮ₇ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࢆ㒊ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢࡦࡘࡋ࡚⨨ࡅࠊ㛤ദྥࡅ
ࡓ᳨ウࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋㅮ₇ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊᩍ⫱᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆά⏝ࡋពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠸᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ ᖺ  ᭶ࡽ⾜ࡉࢀࡿࠕ㞀ᐖ⪅ᕪู
ゎᾘἲࠖᇶ࡙࠸࡚ࠊ⚾❧Ꮫ࠾࠸࡚ດຊ⩏ົ࡞ࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⪃࠼᪉ࡸྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠕ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢᨭࡸᑐᛂࠖࢆ㑅
ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㅮᖌࡢ㑅ᐃࡸࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛵
㐃ᛶࠊࡲࡓ㞟ᐈᛶࡢ㧗࠸ᮇ➼ࢆ㚷ࡳࠊ㛤ദᮇࢆ  ᖺ  ᭶ࡋࡓࡀࠊᖺ
ᗘ୰㛤ദྥࡅࡓ๓ࡢẁྲྀࡾࡸ‽ഛ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
㸺┠ⓗ㸼
࣭㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ࠾ࡼࡧྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚⌮ゎಁ㐍ࢆᅗࡿࡇ
࣭ᮏᏛ࠾ࡅࡿ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ᑐࡍࡿᨭయไ࡙ࡃࡾࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿࡇ
㸺ࢸ࣮࣐㸼
࣭㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ᑐࡍࡿᨭᑐᛂ㸦ධᏛࠊಟᏛࠊᑵ⫋ಀࡿᨭయไ➼㸧
㸺᪥㸼
࣭ ᖺ  ᭶ୖ᪪㹼୰᪪㸦ணᐃ㸧
㸺ㅮᖌ㸼
࣭᪥ᮏ⚟♴Ꮫ㞀ᐖᏛ⏕ᨭࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ♫⚟♴Ꮫ㒊᯽⚽ඞᩍᤵ
ͤᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊࡢᐇ㛵ࡍ
ࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅㆟ࠖ༠ຊ⪅
㸺ෆᐜ㸼
࣭ᮏᏛࡢᨭ≧ἣ➼ࡢሗ࿌㸦Ꮫ⏕ᨭᐊ㒊㛗㸧
࣭⚾❧Ꮫ࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⪃࠼᪉ཬࡧ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚
㸺ᑐ㇟㸼
࣭ᑓ௵ᩍဨࠊ㠀ᖖㅮᖌࠊᑓ௵ົ⫋ဨࠊᑓ௵௨እࡢົ⫋ဨ
ϫ 㹒㸿࣭㹑㸿ࡢ⌧≧ᢕᥱⅬ᳨
㸯㸬ᖺᗘࡽࡢ⏦ࡋ㏦ࡾ㡯
  ձ㹒㸿࣭㹑㸿ไᗘಀࡿᐇ⦼➼ࢹ࣮ࢱࡢ㞟
  ղᙜヱไᗘࡢά⏝ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡢᑐᛂᨵၿ⟇ࡢ᳨ウ
 㸰㸬ᖺᗘࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ᖺᗘ࠾ࡅࡿ㹒㸿࣭㹑㸿ࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
 ᖺᗘᐇ⦼ࡢẚ㍑ࡸ 
ᖺᗘࡢ㹒㸿ᐇሗ࿌᭩ࡢࡲࡵ㸦ྡྂᒇ࣭㇏⏣㸧ࢆᇶ⌧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊ㹒
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㸿࣭㹑㸿ไᗘࡢㄢ㢟ᢳฟྥࡅࠊ㐠⏝≧ἣ➼㛵ࡍࡿᏛⓗ࡞ពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ࡇ
ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
㸦௨ୗࡣ୍㒊ᢤ⢋㸧
࠙୰ிᏛయࠚ       ᖺᗘ    ᖺᗘ
㹒㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧     ࢥ࣐    ࢥ࣐
㹒㸿⥲ேᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧       ே     ே
㹒㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦Ꮫ㒊ண⟬㸧      ࢥ࣐    ࢥ࣐
㹒㸿⥲ேᩘ㸦Ꮫ㒊ண⟬㸧       ே     ே
࠙୰ிᏛయࠚ       ᖺᗘ    ᖺᗘ
㹑㸿ᤵᴗࢥ࣐ᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧      ࢥ࣐    ࢥ࣐
㹑㸿⥲ேᩘ㸦㏻ᖖண⟬㸧        ே     ே
  ణࡋࠊྠᮇᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ㒊ࡼࡾ㹑㸿㛵ࡍࡿせᮃ᭩ࡀᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ጤဨ
ᥦฟࡉࢀࡓࡇࠊࡲࡓᚰ⌮Ꮫ㒊ࡽࡶ㹒㸿㹑㸿㛵ࡍࡿせᮃࡀ㒊♧ࡉࢀࡓ
ࡇࢆཷࡅࠊᏛⓗ࡞ពぢ㞟⣙ࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓᒚಟ⪅ࡢ᮲௳㛵ࡍࡿつ⛬ᨵṇࢆぢ
ᤣ࠼ࡓⅬ᳨᳨ドࢆ⾜࠺ࡇࢆࠊ ᖺᗘࡢ㒊࣑ࢵࢩࣙࣥࡢࡦࡘ⨨ࡅࡿ
ࡇࡋࠊᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ጤဨᥦࡍࡿࠋ
ḟᖺᗘࡢᐇ࣭
᳨ウㄢ㢟

࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇάື㛵ಀࠚ
ձ Ꮫ⏕࣭ᩍဨ࣭⫋ဨࡀ୍య࡞ࡾάືࡢ᥎㐍ྍ⬟࡞యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
ղ Ꮫ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ㒊ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ
ճ యᛶࢆᣢࡕάືྍ⬟࡞⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ
մ Ꮫ⏕㹄㹂ࢆᐇࡍࡿព⩏ࡸࠊලయⓗ࡞άືෆᐜࢆ⤯࠼ࡎⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࠙㹄㹂ㅮ₇ࡢ㛤ദࠚ
յ 㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ⾜క࠸ࠊᅜⓗ࡞ືྥࢆ⌮ゎࡋᮏᏛࡋ࡚ᨭࢆྲྀࡾ
⤌ࡴ㝿ࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿࡓࡵࡢㅮ₇ࢆࠊ ᖺᗘᏛᮇࡢᒚಟⓏ㘓ᚋࡢ 
᭶㛤ദࡍࡿࡇ㸦ㅮ₇⪅ࡢ㒔ྜࡼࡾ㛤ദᮇࡢኚ᭦᭷㸧
ն ㅮ₇ࡢ㛤ദ⥅⥆ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࠊ ᖺᗘ㛤ദணᐃࡢㅮ₇⏬ࢆస
ᡂࡋࠊ ᖺᗘෆᡂࡉࡏࡿࡇ
࠙㹑㸿ไᗘࡢⅬ᳨᳨ドࠚ
շ 㹑㸿ไᗘࡢ㐠⏝≧ἣ㛵ࡍࡿᏛⓗ࡞ពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ࡇ
ո 㹑㸿㞠⏝ᚲせ࡞ࡿᒚಟ⪅ᩘࡢᇶ‽ࡢᘬࡁୗࡆࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ
չ ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨵၿ⟇ࡶࡋࡃࡣつ⛬ᨵṇࢆ⟇ᐃࡋᩍ⫱᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ጤဨ
ᥦࡍࡿࡇ

  ௨ ୖ
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ูῧ㈨ᩱ㸯

Ꮫ⏕㹄㹂άືࡢᴫせB ᖺᗘ
࠙Ꮫ⏕㹄㹂ࢧ࣑ࢵࢺ㸰㸮㸯㸳ኟࠚ
㸺ᴫせ㸼
᪥㸸㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷᭶㸰࣭㸱᪥
ሙᡤ㸸㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫ
ཧຍ㸸ᅜB㸴㸲▷ 㸲㸰㸮ே
   ᮏᏛBᏛ⏕㸷ྡ㸦ྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸱ྡࠊ㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ㸴ྡࠊ
ᩍ⫋ဨ㸱ྡ㸦㕥ᮌጤဨࠊ㔠⃝ጤဨࠊబ⸨ጤဨ㸧
㸺ཧຍࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸼
࣭άື⤂Ꮚࡢసᡂ㸸ᙜ᪥㓄⏝㈨ᩱᥖ㍕ࡍࡿάື⤂ᩥࢆ㸿㸲ุ㸯㡫࡛సᡂࠋ
࣭Ⓨ⾲㸸㸳Ꮫ㸦ᒸᒣᏛࠊி㒔ᩥᩍᏛࠊⰪᾆᕤᴗᏛࠊ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔Ꮫࠊᒣཱྀ➨㸧ࡼࡿᏛ
⏕㹄㹂άືࡢⓎ⾲ࢆ⪺ࡁࠊάືࡢど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇάືࡢ㑅ᢥ⫥ࡢቑࡸࡍࡇࢆ┠
ⓗࠊάື㇟㝈ࢆ⏝࠸࡚ࠊᮏᏛࡢάືෆᐜ㛵ࡍࡿ⨨࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸸ࠕᮏᙜᏛࡀ͆ࡼࡃ͇࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸟㸽ࠖࢆࢸ࣮࣐Ⓩቭ⪅㸲ྡࡼ
ࡾᏛ⏕㹄㹂ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࡸ⌧≧ࠊᾏእࡢࠊᏛ⏕ࡢᑓ㛛ᛶࡢ᭷
↓➼ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ゅᗘࡽᏛ⏕㹄㹂άືࡢᏑᅾព⩏
ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋ
࣭ࡋࡷࡾሙձ㸸ᏛΰྜࡘᏛ⏕㹄㹂άືṔࡼࡾศࡅࡽࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊࠕᚋࡢᏛ⏕㹄㹂ࡣ
࠺࡞ࡿࡢ㸽㸦άື  ᖺ௨ୖ㸧
ࠖࠕ⚾ࡓࡕࡀᏛࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵࡣ㸽
㸦άື  ᖺᮍ‶㸧ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ᡤᒓᏛ㛵ࡍࡿヰ㢟ᥦ౪ࢆ⾜࠺ඹㄢ㢟
ࡸᨵၿⅬࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࢆᐇࠋ
࣭ࡋࡷࡾሙղ㸸ྛᏛูࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦 ࢢ࣮ࣝࣉ㸧ศࢀࠊ
ࠕ ᪥㛫ࡢෆᐜࢆ㏻ࡋ࡚ឤࡌࡓࡇ
ࡢඹ᭷ᮏᏛࡢᚋࡢάື࠾ࡅࡿࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢసᡂࠖࢆᐇࠋࢩࣛࣂࢫࡸᤵ
ᴗࣥࢣ࣮ࢺࡢ᭷ຠά⏝୕⪅༠㆟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ
ࠕඃ⚽࡞ࢡࢩࣙ
ࣥࣉࣛࣥࠖࡋ࡚⾲ᙲࡉࢀࡓࠋ
㸺ࡾ㏉ࡾ㸼
 ཧຍ⪅ࡀཧຍሗ࿌࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࠋᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ୍⎔ࡋ࡚ሗ࿌ࢆ㛤ദ
ࡋࠊཧຍ⪅ࡼࡾཱྀ㢌࡛ሗඹ᭷ࢆ⾜࠺ඹࠊᚋྥࡅࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ពぢࢆᐇࡋࡓࠋ
ⱝᖸࠊ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸࠸࠺ពぢࡶᩓぢࡉࢀࡓࡀࠊᏛ⏕㹄㹂ࡢ⌧≧ࢆ▱ࡿࡇ࡛ࡇࢀࡽࡢᏛ⏕㹄
㹂ࢆ⪃࠼ࡿᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࢧ࣑ࢵࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜྛᆅྠࡌ❧ሙ࡛άືࡍࡿ௰㛫ฟ
࠸ࠊពぢ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡽ᪂ࡋ࠸⪃࠼᪉ࡸ▱ぢࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ࡚ࡶ่⃭ⓗࡘ᭷┈࡞
ࢧ࣑ࢵࢺ࡞ࡗࡓࠋ
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࠙Ꮫ⚍⏬ࠚ
㸺ᴫせ㸼
᪥㸸㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸮᭶㸱㸮᪥㸦㔠㸧㹼㸯㸯᭶㸯᪥㸦᪥㸧
ሙᡤ㸸ྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸳ྕ㤋㸳㸰㸰ᩍᐊ
ཧຍ㸸ྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ
༠ຊ㸸㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ
┠ⓗ㸸6HDU&+ ࡢάື⤂㸦ᗈሗ㸧ࠊᏛᤵᴗࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸦ዎᶵ㸧
㸺⏬ෆᐜ㸼
࣭ࡍࡈࢁࡃࢺ࣮ࢡ㸸ࡋࡷࡾሙࢫࢱࣝࡢࡍࡈࢁࡃࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚ࠊᏛ㛵ࡍࡿࢸ࣮࣐࡛ពぢ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࢡࢬ࣮ࣛࣜ㸸࢟ࣕࣥࣃࢫᩘࣧᡤタ⨨ࡉࢀࡓࢡࢬࢆゎ࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊ୰ிᏛࡸᏛ⏕
㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
࣭࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ㸸6HDU&+ ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢάືグ㘓ࢆ࣏ࢫࢱ࣮࡛⤂ࡋࡓࠋ
㸺ࡾ㏉ࡾ㸼
ྡྂᒇ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠾ࡅࡿᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ  ᖺᗘࡢ࣓ࣥάື⨨ࡅࠊᏛ⏕㹄㹂ࢫ
ࢱࢵࣇ࣑࣮ࢸࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚⏬ෆᐜࢆ୰ᚰ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋྛ⏬ᦠࢃࡿᏛ⏕ࡓࡕࡢ‽ഛ
➼ಀࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊᐇ┤๓ࡲ࡛ከࡃࡢኚ᭦ࢆవ࡞ࡃࡉ
ࢀࡓࠋ⏬ࡣ↓ᐇࡉࢀ᮶ሙ⪅ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ⋓ᚓ࡛ࡁࡓࡀࠊึࡵ࡚ヨࡳࡓᏛ⚍⏬ࡣࠊ⏬ࠊ‽
ഛࠊ㐠Ⴀࡢ㠃࡛ከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୍␒ࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ୍
యឤࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡔᛮࢃࢀࡿࠋᮏ⏬⤊ᚋࠊ⏬ᦠࢃࡗࡓᏛ⏕㐩ࡀ⮬ࡽᣲࡆࡓ┬
Ⅼࢆయ࡛ඹ᭷࡛ࡁࡓࡇࡣࠊࡁ࡞✭࡞ࡗࡓࠋ

࠙ࢮ࣑ເ㞟๓ㄝ᫂ :KDWLVࢮ࣑㸽㹼ᩍ࠼࡚ࡸࡿࡼࠊඛ㍮ࡀ㹼ࠚ
㸺ᴫせ㸼
᪥㸸㸰㸮㸯㸳ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥㸦Ỉ㸧㹼㸯㸮᭶㸰㸮᪥㸦ⅆ㸧
ሙᡤ㸸㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ㸶ྕ㤋 㸶㸲㸿㸪㸶㸲㹀㸪㸶㸲㹂ᩍᐊ
ཧຍ㸸㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ
༠ຊ㸸ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ㒊ྛࢮ࣑ᡤᒓࡍࡿ ࣭ ᖺ⏕
┠ⓗ㸸ࢮ࣑Ⓩ㘓ࢆ᥍࠼ࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࠊࡼࡾⰋ࠸ࢮ࣑㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⌧ᙺࢮ࣑⏕ࡽࢫ࣏࣮ࢶ
⛉Ꮫ㒊ࡢࢮ࣑ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
㸺⏬ෆᐜ㸼
  ࣭⌧ᙺࢮ࣑⏕ࡼࡿࢮ࣑άືࡢ⤂
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  ࣭ ᖺ⏕ࡽ⌧ᙺࢮ࣑⏕ࡢ㉁ၥ
㸺ࡾ㏉ࡾ㸼
㇏⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࠾ࡅࡿᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ㸰㸮㸯㸳ᖺᗘࡢ࣓ࣥάື⨨ࡅࠊ㸲᭶ࡼࡾά
ືࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ⏬ෆᐜࡢ⪃ᐹࠊཧຍ⪅࣭༠ຊ⪅ࡢເ㞟ࠊᙜ᪥ࡢ㐠Ⴀ➼ࢆᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇ㐩⮬
ࡽ⪃࠼ࠊィ⏬ࡋࠊᐇ⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋཧຍ⪅ேᩘࡣぢ㉺ࡋ࡚࠸ࡓேᩘࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃࠊເ㞟᪉ἲࡘ࠸࡚
ࡣࡲࡔᨵၿࡢవᆅࡣ࠶ࡿࡀࠊㄝ᫂ᚋࡢཧຍ⪅ᑐ㇟ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᅇ⟅⪅ဨࡀࠕࢮ࣑ㄝ᫂ࡀᙺ
❧ࡗࡓࠖ࠸࠺ពぢࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡽࡶᨵၿⅬࡶከࡃᣦ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࠊḟᖺᗘྥ
ࡅ࡚ᨵၿࡋࠊࡼࡾⰋ࠸⏬సࡾୖࡆࡓ࠸ࠋᅇࡢ⏬ࡀᏛ⏕ࡢࡼࡾⰋ࠸ࢮ࣑㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿ࢟ࢵ࢝
ࢣ࡞ࡾࠊᏛ⏕㹄㹂ࢫࢱࢵࣇࡢ୍యឤࡀ㧗ࡲࡿάື࡞ࡗࡓࠋ
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ูῧ㈨ᩱ㸰

ɶʮܖܖٻဃ (& ǹǿȃȕǰȫȸȗž5GCT%*

ǵȸȁ ſ

᳸ܖဃƷ٣ƴǛͼƚǔɶʮܖٻǛႸਦƠŴ5VWFGPVGCT%*7-;1 ǛဦƠƯԡӸƠǇƠƨ᳸
῍ѣỉႸ῍ᴾ
ܖဃȷՃȷᎰՃƕžңſƠƯŴɶʮܖٻưƷžǑǓᑣƍܖƼſǛܱྵƠƯƍƖǇƢŵ
῍ܖٻểỉ᧙̞῍ᴾ
ȷɶʮܖٻᏋਖ਼ᡶǻȳǿȸƷǋƱƴŴദࡸƴᚨፗƞǕƨžܖဃ (& ኵጢſưƢŵ
ȷ
žᏋਖ਼ᡶǻȳǿȸſƕŴܖဃƷɼ˳ႎƳѣǛǵȝȸȈƠƯƍǇƢŵ
ȷ
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② 2015 年度中京大学 FDシンポジウム
「アクティブラーニングによる先進的教育事例について─中京大学における能動的学修の推進─」
（司会）
定刻の 4 時 30 分となりました。ただ今より 2015 年度

授業を受ける学生は幸せになるだろう、良い授業が聞け
た、参加できたという幸せ感を感じられるでしょうし、

中京大学 FD シンポジウムを開催いたします。本日はお

それを感ずる教員も良かったかなと思って幸せ感を感じ

忙しい中、ご参加いただき、誠にありがとうございます。

る、職員の方々も、またそういうふうに思うといった具

私、本日、司会進行を務めさせていただきます中京大学

合に、「FD は大学の全ての者が幸せになるため」である

教学部教務課、野村と申します。どうぞよろしくお願い

と、ロマンティックにとらえております。そして、それ

いたします。

に向けて教員も学生も、職員も、みんなベストを尽くそ
うということでやってきたわけです。FD の F は for の F、

（＊拍手）

D は doing の D、For Doing our best! ということでやって
まいりました。

（司会）
まず初めに諸注意についてご説明いたします。本日は

今回のテーマはアクティブラーニングです。これは授
業のやり方についてのことに関わると思いますけども、

休憩時間を設けておりません。おトイレ等でお席を立た

一般的にいうならば、一方通行じゃなくて、教員と学生

れる場合はお静かに願います。携帯電話についてはマ

がアクティブに双方向で授業に向かい合って、刺激的な

ナーモードに設定していただくか、電源をお切りくださ

授業を通して、確実に知に触れていくと、そういうもの

い。会場内のご飲食については、ご遠慮いただきますよ

でありたいということです。しかし、今さらアクティブ

うお願い申し上げます。

ラーニングとかいわなくても、本来、授業というものは

続きまして、本日の配付資料についてご説明いたしま

アクティブでなければいけないわけですよね。ですか

す。受付でお配りしております資料は 2 点です。こちら

ら、なぜ今改めていうのかというふうな感じもいたしま

の中京大学 FD シンポジウムレジュメとアンケート用紙

すけれども、教育環境がだんだん変わってきたり、若者

でございます。本日はレジュメに記載されておりますプ

の気性も変化してきている中で、アクティブラーニング

ログラムに沿って講演をいたします。お手元にご用意の

というものが注目されるようになっているのかなと思い

上、ご講演をお聞きいただければ幸いです。アンケート

ます。

ですが、お帰りの際、ホール入り口の受付にご提出いた

ただ、私は思うんですけども、アクティブラーニング

だきますよう、ご協力をお願いいたします。なお今回は、

というのが、授業のメソッドとか技法の開発ということ

本取り組みを本学ホームページ等に掲載する関係で、本

だけに収斂するものであってはいけないと思います。大

学広報部が写真撮影を行っております。ご理解いただき

事なことは、教員がアクティブという要素をそれぞれの

ますよう、お願い申し上げます。

授業にどう組み込んでいくかを考えて取り組んでいくこ

それではプログラムに移らせていただきます。

とであって、何か画一的なメソッドがあるわけではない

プログラム 1 番、挨拶。中京大学学長、安村仁志より

だろう、と。それは授業の形態が違えば、当然その要素

ご挨拶申し上げます。

も違ってくるからだと思います。また、学生もアクティ
ブに授業を受け、教員と学生が一緒になってアクティブ

1．挨拶
（安村学長）
こんにちは。「プログラム 1 番、挨拶。学長」と聞きま
すと、これから歌合戦が始まるみたいで、エントリー番
号1番みたいな感じがいたします。まぁ、それは別といた
しまして（＊笑い）、本日は、昨年度までの FD 委員会が
発展的に改組して設立されました教育推進センターが主
催しての FD シンポジウムということです。で、今回は名
古屋市教育委員会も後援してくださるということで、も
しおいでになっておりましたら、この場を利用してお礼
申し上げます。また、今日は学生の皆さんもたくさん来
ていただきまして、ありがとうございます。
本学の FD 活動というのは、基本的な姿勢として、活動
を通して少しでもよりよい授業が実現していくならば、
64 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

になることで授業が成立していくんだろうと、そういう
ふうに思っております。

ある講演会で、私は非常に深く考えさせられたことが
あります。アクティブラーニング、アクティブラーニン
グというけれども、さきほども申しましたように、方法
とか技法じゃなくて、最終的なその中身の問題であると
いうことです。ですからアクティブの前にディープを付
けるべきで、ディープ・アクティブラーニングにすべき
であるというお話を聞いたのですが、まさにその通りだ
と思います。
本日のこのシンポジウムでは、先生方がご自分の実践
事例を皆さんの前で報告してくださいます。それに対し
て、また学生の皆さんが反応するという、そういうアク
ティブなシンポジウムになることを願っております。発
表される方はもちろんですが、特に申し上げたいのは、

（坂田教授）

聞くことを通して参加される方々もアクティブにやっ

中京大学教育推進センター能動的学修検討部会で部会

てください。時間的に眠たくなる時間かも分かりません

長を務めております総合政策学部の坂田と申します。本

4

4

4

4

4

4

4

4

が、あくびが出ないようにアクティブに聞いていただき

日はお集まりいただきましてありがとうございます。学

たいと、そういうように思います。

長の挨拶で趣旨説明がだいぶされてしまったという感じ

もう一つ、ある講演会でまた別のことを聞きました。
現代の若者はメンタルな面で少し弱い人たちも多くなっ

がしておりますけれども（＊笑い）、私のほうからもいく
つかお話ししたいことがございます。

てきて、なかなか自己表現ができない、しにくい、苦手

そもそも、アクティブラーニングという言葉なんです

だという人も多いそうで、その中で一方的にアクティブ

けれども、今から 1 年ほど前、中央教育審議会がアクティ

な授業に参加しなさい、しなさいというのでは、それも

ブラーニングということをずいぶんというようになりま

また難しい面があるようです。ですから、いろんな観点

した。で、このアクティブラーニングという言葉が高校

から多角的にこの問題は考えていかなければならないん

教育あるいは大学教育、どちらにおいても重要だという

だろうと思っております。そういう意味で本日事例報告

ことで注目を集めているわけです。

が三つあるということは素晴らしいことだと思います。

ただ先ほどの学長のご挨拶にもありました通り、じゃ

ディスカッションもあるということを聞いております

あアクティブラーニングというのが一体何なのかという

が、ディスカッションは盛んであればあるほど、実りあ

ことが、まだよく分からないというのが現状だと思いま

る会になります。FD の読み替えとして、フリー・ディス

す。私自身、高校に行って研修をしたり講演をしたりす

カッションという人もいます。この場でディスカッショ

ることもありますし、あるいは私自身も講義を担当する

ンしていただきますが、それでは足りないという方は、

中でアクティブラーニングというのが一体何なのか、ど

場所を移して懇親会もありますので、そこで大いにフ

のように行うのか、あるいは何を考えるのかということ

リー・ディスカッションする中で、今日の集まりについ

が、まだつかみきれないところがあります。

て総括したり、深めあっていただければと思います。

文部科学省の定義といたしましては、受講生が能動的

ご準備いただきました先生方や学生の皆さん、ありが
とうございます。実り多い会になりますように期待して
ご挨拶に代えさせていただきます。
（＊拍手）
2．趣旨説明
（司会）
続きましてプログラム 2 番、趣旨説明。中京大学教育
推進センター委員会能動的学修検討部会部会長、坂田隆
文よりご説明申し上げます。
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な学修への参加をする、これがアクティブラーニングで、

にお披露目することによって、よりディープなアクティ

その方法としてグループディスカッションやディベー

ブラーニングへと到達することができるのじゃないかと

ト、あるいはグループワークのようなものがあるという

いうふうに考えました。

ことをいっています。じゃあ、たとえば学問領域によっ

本日は私のこの趣旨説明のあとに 3 組の事例紹介、そ

てどのように変わるのか、あるいはそのときに一体どう

のあとに実際にそのアクティブラーニングといえるよう

いうことを我々教員が考えなければいけないのか、ある

な講義を受講している学生たちの感想のようなものを聞

いは受講生は一体どういうふうな態度を示せばいいの

かせてもらえるような場を設けております。残り 1 時間

か、ということが、まだ議論がされ尽くされないままで

強になりましたけれども、皆さんにはアクティブラーニ

います。

ングの事例として、本学において、工学部、心理学部、総

先ほどの安村学長の話にもありましたディープ・アク

合政策学部、さまざまな学問領域の中でどのようなもの

ティブラーニングというのは、実際に京大のほうなんか

が行われているのかを確認いただき、まだまだアクティ

でも研究が進んでおりますけども、それもさまざまな手

ブラーニングを推進していくことが可能なんだというこ

法があるということをレビューしている段階で終わって

とをご確認いただければと思います。

しまっているのが実情です。我々自身、教育推進セン
ターとしましても、このアクティブラーニングというの

以上で私からの趣旨説明を終わりにしたいと思いま
す。ご静聴ありがとうございました。

が一体何なのか、あるいはアクティブラーニングという
のをいかに行うのか、アクティブラーニングで一体何を

（＊拍手）

考えればいいのかということを明らかにするためにも、
まず本学の学内で行われているアクティブラーニングの

3．学生の自主性を伸ばす取り組みや工夫に関する事例

事例ということをしっかりと確認していこうということ

発表

になりました。そのうえで、そのアクティブラーニング

（司会）

の中でも優れたアクティブラーニングの取り組みという
ことを学内外で共有しようという運びになりました。こ
れらを行うために、去年の夏頃からアンケートを取った
り、あるいはそのアンケートの中で優れた取り組みだな
と思われるものを抽出してディープにヒアリングをかけ
たりして、で、今日のシンポジウムに至ったわけです。
中京大学では、学術とスポーツの真剣味の殿堂たれと
いう建学の精神があります。その中でも教育目標とし
て、自ら考え行動することのできるしなやかな知識人を
育成し、自立した人間として社会へ送り出す。まさにア
クティブラーニングというのが、この中京大学の建学の
精神や教育目標の中に関わってくるのではないでしょう
か。では、実際に中京大学で行われているものを皆さん
66 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

プログラム 3 番、学生の自主性を伸ばす取り組みや工

夫に関する事例発表。初めに工学部教授、佐藤俊郎によ

あくまで個人的に始めた取り組みです。で、数名の先生

る事例発表。テーマは、工学部機械システム工学科の数

方にご協力いただいてはいるんですけれども、きちんと

学相談コーナーの現状と今後、教員と学生の心理的距離

した正規の取り組みではないということを、まずご理解

感を縮めるために、です。

ください。
何でこんなことをやり始めたのかというところからお
話をしなければいけないと思います。そこで今日の内容
といたしましては、その相談コーナーを始めようと思っ
たきっかけとしての背景。なぜ相談コーナーを作ろうと
思ったか。それから具体的な実施方法と状況。それから、
それによって何が効果として期待されるのか。で、実は
お話ししたい内容の一番最後、自分にとってはこれが一
番重要な内容と思っています。皆さんにとってはどう思
われるのかというのは、また別問題だと思いますがなる
べくそこを熱く語りたいというふうに思っております。
まずはその背景ということです。なぜ相談コーナーを
作ろうと思ったのか。その背景は、大きく分けて二つあ

（佐藤教授）

りまして、まずは学科あるいは学部の背景ということに

こんにちは。工学部の佐藤と申します。よろしくお願

なると思いますけれども、私、あとでお話ししますけれ

いいたします。今ご紹介していただきました、こういう

ども、3 年前にこの大学に着任しまして、工学部に所属

内容のお話をさせていただくことになります。が、お話

しました。で、びっくりしたんですけども、新入生とし

に入る前に、この話をしてくれないかという話があった

てすでに身に付けておくべき基礎学力が欠如している学

ときに、もうちょっと小規模なところで、軽い内容でで

生が無視できないぐらいたくさんいるということが分か

きるものかなと思っていたら、こういう大きなイベント

りました。ここでいう基礎学力というのは、基本的には

ということだったので、多少後悔している（＊笑い）と

数学関係ということですね。で、工学部で数学が分から

ころがあります。しかし、今日お話しする内容というの

ないってどういうことかというと、要するに言葉が分か

は、うちうちでは時々、話をするような内容なんですけ

らない授業を聞いているのと同じということだと思いま

ども、こういう、いろんな方にお話を聞いていただくと

す。全然知らない、英語でも何でもない、聞いたことも

いう機会はなかなかないので、そういう意味ではこうい

ないような言葉の国にいきなりいって勉強させられてい

う機会を与えていただいたことに感謝しなければいけな

るのと同じことだと思うわけです。

いなというふうに思っております。が、3人お話をすると

ところが、どういう動機で入学してきたかというの

いうことのトップバッターということは、落語でいえば

は、学生それぞれによって事情は違うと思うんですけど

前座なので、あとで優秀な若い先生方の内容をしっかり

も、漠然と工学部に入ってきたので、どこに連れていか

聞いていただいて、ここは軽く受け流していただけると

れるのか、たとえば、なぜこんなに数学を勉強させられ

ありがたいというふうに思っておりますので、よろしく

なければいけないのかわからないという学生がいるわけ

お願いいたします。

です。高校の時に、数学の授業でもう嫌っていう思いを

この工学部での数学相談コーナーの現状と今後という

いっぱいして、大学に来てようやくそんなことをしなく

ことなんですけども、要するに数学相談コーナーという

てもいいのかなと思っていたら、また数学をいっぱい勉

のは何？

という話だと思いますので、まずその点につ

強させられる。要するに、これからどんな勉強が待ち受

いてお話しします。私、工学部機械システム工学科に所

けているかということが全く理解できずに戸惑っている

属しておりますが、週に 1 回、特定の時間に特定の教室

学生ということですね。そんな不安を感じている学生が

を利用して、1、2 年生向けに学科の専門基礎科目である

非常に多いということが分かりました。

数学関連、その他の課目についての質問、相談などを受

だったら、先生方のところに質問にいけばいいという

け付けるという取り組みということです。要するに講義

ことなんでしょうけれども、そう簡単に質問にいけない

ではありません。正規の内容とは別に行っている取り組

事情がある。どういう事情かというと、セキュリティシ

みです。なおかつ学科として取り組んでいるわけではな

ステムが厳しいということですね。これは工学部の特殊

くて、基本的には学科から承認はされていますけれども、

性なのかも分かりません。それはどうしても仕方がな
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た時代の人間です。ですから 1、2 年生の教養課程と、そ
れから 3、4 年生の専門課程というのがはっきり分かれて
いる時代に大学、大学院を育ってきてはいるんですけど
も、ところが私の出た大学、大学院というのは、そういう
ところではなかった。私、佐藤が某大学理学部物理学科、
大学院理学研究科で育ってきた環境とは大きく異なって
います。だから、とても違和感を覚えるんですね。
私が大学時代、どういう環境で勉強していたかという
と、研究室や教室、ゼミ室、学生のたまり場、学科事務
室、学科図書室というのもありました。それが大体、2 フ
ロアぐらいに混在しているわけです。要するに先生の研
究室の隣に教室があったりします。で、教養課程、専門
い。要するに、貴重な機械がいっぱい置いてある。勝手

課程に分かれているんだけども、学部教育というのも 1

に触られたら困るし、勝手に触ったら危険かも分からな

年生の時から一応ありまして、じゃないと、とてもじゃ

い。ですから、これはどこの工学部でも同じ事情だと思

ないけど、理学系、工学部の授業もそうだと思いますけ

うんですけど、やっぱり管理をきちんとせざるを得ない

れども、いきなり 3、4 年生で専門課程やっても無理があ

ということだと思います。

るので、1 年生から一応そういう科目があるんです。だ

ですから、そうなってくると、質問、相談に来たいと

から学部の建物にいって授業を受けていても、隣の部屋

思って、その研究室のあるフロアに行きます。ところが、

に先生がいる。その授業をやっている先生とは別の先生

フロア自体がもうセキュリティがかかってしまっていま

が、ひょいと向こうにいけばいるわけです。しかも学生

す。3 年生 4 年生になると、ゼミに配属されますから自

のたまり場もあったりして。で、そんな中で過ごしまし

由に出入りができるんですけど、1、2 年生はそうはいか

たので、1 年生の段階で、教員と学生の物理的距離がとて

ない。だから 1 年生 2 年生にとってみると、もう研究室

も近いわけですね。隣にいるわけですから。なので、結

のあるフロア自体がブラックボックス、何があるのかも

局心理的にも距離が近い、という環境で育ちました。で

分からないわけです。だから敷居が高くて近づけない。

すから、1 年生終了時点で、学科の中で知らない先生って

たとえば質問があるといったときに、ただ漠然とした質

いないわけです。先生のほうにしてみても 1 年生でほと

問という程度の内容で、そのセキュリティを解除しても

んど、ちゃんと真面目に出てきている学生は顔を覚えら

らって中に入るという勇気はなかなか起こらないわけで

れちゃうというような関係になっていました。

すね。ということは、実は工学部の建物って、この建物

そうすると、たとえば、この大学でも必ず、3 年生にな

の隣にありますが、物理的にすぐ近くにあるにも関わら

るとゼミ配属というのがありますけれども、ゼミ紹介な

ず、心理的距離が非常に遠いという事になってしまいま

んていうのがあった記憶がないわけですね。大学、ここ

す。

でもそうですけども、大体 2 年生の時にゼミ紹介があっ

ですから結局のところ、1、2 年生にとってみると、教

て、誰先生はどういう研究をやっていて、このゼミに入

員と接触する機会というのが非常に少ないわけですね。

るとどういう勉強することになりますよという紹介があ

最初にオリエンテーションとか何とかで接触する機会を
作ってはいますけれども、じゃあ講義期間が始まってど
うかという話になると、やっぱり講義のときぐらいしか
接触できないような状況になってしまっている。これ
は、僕にとってはとても違和感を覚えます。
そこで個人的背景の話になりますけれども、私の大学、
大学院時代の環境とはえらく違う状態になっています。
『いや、それはお前が変なんじゃないか、大学っていうの
はそういうところだろう。1、2 年生というのは 3、4 年
生と違って教養教育が中心で、そんな学部の先生方と接
触するほうが少ないのは当たり前じゃないのか。』という
声もあがると思います。私自身も教養部というのがあっ
68 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

るわけですけども、私が学生のとき、そういうゼミ紹介

んじゃないか。で、そういう環境を何か作りたいという

のようなものに行った記憶がないわけですね。もしかし

思いがありました。今どきの学生に対しては、特にそう

たらあったのかも分かりませんけども、それはその、大

いう環境を与えることが大切だと思うわけですね。

学に真面目に出て来てなかった学生に対して行われてい

先ほどもちょっとお話ししましたけども、3 年前に着

たものであって、ちゃんと出てきている学生は、そんな

任いたしまして、専門基礎科目担当ということで着任い

のなかったわけです。だからもう、ほぼ 2 年終わった段

たしました。その特殊事情により、ということなんです

階では、どのゼミに入ろうかなんていうのは、大体の人

けども、要するにゼミを持っていませんので、今日お話

間が決まっていたという記憶があります。あとはもう人

ししている相談コーナーみたいなものを開設しやすい状

数配分の問題で、お前がそっちに行くなら俺はこっちだ、

態だったわけです。ゼミを持っていると、さすがに 3、4

みたいな程度のことで、大体決まっていたような記憶が

年生の指導が大変なので、こんなことやってられないと

あります。そういう大学で育ちました。

いう話になると思うんですけれども、私自身はそういう

大学院時代というのは、さらにもっとすごいところで、

ことがないので、皆さん一生懸命やっておられる中で、

名大理学部物理なんですけども、とても自由な雰囲気の

ぼけっとしているわけにいかないので、むしろこういう

あるところです。その中でもその頂点に立っていたのが

相談コーナーみたいなのを作った方がいいだろうと。

E 研というところで、これ、聞き覚えのある方もいるかも

それからもう一つ動機があって、この名古屋キャンパ

分かりませんけれども、2008 年にノーベル賞を取った小

スにある電気電子工学科、もう一つの学科ですが、や

林、益川というのが、この研究室で私の先輩ということ

はり LSP というリメディアル教育プログラムというのを

です。で、この E 研コロキウム室と書いてあるのは何かと

やっているわけです。で、私もちょっとそれに協力させ

いうと、みんなが集まるところで、先生とか、さすがに

ていただいていますので、じゃあ、機械システムでも何

1、2 年生はいなかったですけれども、学部生とか大学院

かやらざるを得ないのではないだろうかとか、やったほ

生、先生が自由に出入りできるところです。だからノー

うがいいだろうということで始めさせていただいたとい

ベル賞を小林、益川が取ったときに、この E 研コロキウ

う事情です。これがその相談コーナーを作ろうと思った

ム室が自由な雰囲気のあるところだと紹介されていたん

背景ということです。

ですけど、そのときに紹介された内容って、本当はあん

では、具体的にどんな方法でやっているかというと、

まり自由じゃなくて、誰でも自由にディスカッションに

週 1 回、具体的には金曜日の 5 限目、1 号館、この建物で

参加できるとかっていう程度の話だったんですが、そん

すね、これの 3 階、13B 教室というところで実施しまし

なレベルじゃなくて、ディスカッションしている人もい

た。ただ開設すればいいということではなくて、いつ、ど

れば、その横でソファで寝てる人間もいるし、五目並べ

こでやるかというのもやっぱり大事だと思います。です

で遊んでるやつもいれば、漫画読んでるやつもいるとい

から何でこの日にやることにしたかというと、3、4 限目

うようなところでした。だから、そういうところにいく

に 1 年生の必修科目で実験がありまして、1 号館 3 階の近

と、別に質問とか相談とかしなくてもいいし、ある時は

くでやっていたりするので、時間的にも来やすいだろう

本当にそのノーベル賞級の人間に気軽に話ができるよう

ということで、この時間にその場所で実施することにし

な雰囲気で育ったわけです。

ました。

そういう環境で育ってきた人間からすると、1、2 年

それから、ただ勝手にそこで僕が待っていても、正規

生で全然、教員と接触できないというのが非常に可哀想
になっちゃうわけですね。で、そういう環境で育ってき
て感じることは、要するに、教員と学生の物理的距離が
近ければ、自動的に心理的距離が縮まって、別に強制し
なくても、相談、質問がしやすくなって、そうこうして
いるうちに、何となく学生のモチベーションが上がるの
ではないかと思うわけです。つまり、相談しやすい環境
をこちらで作ることが大切なんじゃないかと。先ほど学
長の話の中でもちょっとあったような気がしますけれど
も、ああせい、こうせいといっても人はなかなか簡単に
いうことを聞いてくれないんですけども、とりあえずそ
ういう環境があれば、何となくそんな感じになってくる
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の授業ではありませんから、学生さんたちがそれを見つ

学と解析学のオフィスアワーもありましたし、それから

けて来るなんていうことは、まずあり得ないと思うので、

春学期の課目の補修とかっていうのもあったりというこ

事前に学科内の数学関連の授業を受け持っている先生方

とで、それも強制して来いといっているわけではありま

に、何か質問があったときには気軽にそういうところに

せんけれども、平均 20 名程度という感じで参加者が増え

いきなさいといってもらうように宣伝してもらいまし

ました。で、とにかく春学期、秋学期を通して誰も来な

た。それで、もちろんこれは、自由参加です。ただ、秋

かった回はない、ということです。とにかく気軽に来て

学期は春学期の基礎数学という、私が担当している科目

もらっていますので、質問がないならないで雑談でもし

の補習も兼ねてやるということにはしましたけれども、

ているような感じだったので、来やすいというところが

基本的には自由参加です。要するに、決して強制はしな

あったのかなと思います。あとでちょっと参加していた

い。強制されたから来る、では意味がないわけですね。そ

学生さんにも、来ていただいていますので、聞いてもら

れでは結局普通の授業と同じことになってしまいますか

えればいいと思うんですけど、そんな感じでした。

ら。やっぱり自主的に行って、何か聞いてこよう、何か

それで、時間大丈夫でしょうか？

得るものはないかなと、自主的に行ってこようと思って
もらわないと意味がないので、君はちょっと、あまりで
きないから、来たほうがいいよとか、そういう話もしま

（司会）
おまかせします。

せん。とにかく来たい人は来なさいというふうにしまし
た。
秋学期には協力していただける先生方がいらっしゃる

（佐藤教授）
すいません（＊笑い）。成績に関しては、直接、効果が

ので、その先生方の担当科目である静力学と解析学 2 と

あったかどうかは分かりませんけれども、それなりに、

いう科目のオフィスアワーも兼ねて実施しました。オ

雰囲気的に、モチベーションアップにはつながったかな

フィスアワーといったら、先生が研究室で待っていなけ

と思っています。ただ問題なのは、やっぱりどうしても

ればいけないんでしょうけど、そういうのとはちょっと

顔を出さないという人がいるわけですね。こういうのが

違って、先生方にはその教室まで出向いていただきまし

苦手だという人がどうしても出てきますので、あえて声

て、合同開催ということで実施することになっていまし

をかけなかったわけですから、当然そういう子たちには

た。これも別に決めたわけではなくて、その協力してい

効果がありません。それでは、雰囲気だけでもというこ

ただける先生方の自主的な判断で参加していただいたと

とで、ちょっと写真をお見せします。こんな感じです。

いう事情です。

今見ていただいたのは 2 年前、開始した当時の写真です。

実施状況ですけれども、春学期、前期、これは平均 5、

秋学期の写真です。これは今年です。去年のはちょっと

6 名。最初は 2 名ぐらいがポツポツ来てたのが、その子た

なかったので。こんな感じの雰囲気でやっています。で、

ちが友達を引っ張ってきてくれて、大体平均すると 5 名

さらにもうちょっと臨場感があるかなということで、軽

ぐらいでした。で、誰かの先生の授業で、中間試験があ

く動画もお見せします。

るとかっていうと 10 名以上来た日もありましたけれど
も、大体こんな感じです。5、6 名が大体、常連として参
加してくれました。で、秋学期に入ると、先ほどの静力
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（＊動画を上映）

し、ウィキペディアで調べますと、応接間とか談話室、フ
ランス語で宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界をサロ
ンと呼んだと書いてあります。主人が文化人、学者、作家
らを招いて知的な会話を楽しんだ、というところが本来
のサロンです。で、私が考えているのはそこまで格好い
いものじゃなくて、そもそも私の出身である名大物理の
E 研コロキウム室みたいな雰囲気があるといいなと、そ
んなものができるといいんじゃないかなというふうに考
えています。そのためには、こんなものを用意しておい
てもらえればいいんじゃないかと思います。
それでこのサロンは、学科、学部単位で作って、制度
としては設けないことが大切だと思います。制度にして
（佐藤教授）

しまうと教員には負担が増えるだけで、なかなか足並み

動画を見ると何かまとまりのないような雰囲気に見え

が揃わないし、学生にしてみても、制度にしてしまうと

ますけれども、こういう感じで、自由な雰囲気で実施し

強制的に何かやらされているという感覚が増えてしまう

ました。

だけだと思います。だから例えば今、強制的じゃないか

それで、効果ですけれども、もちろん基礎学力の向上

ら来てくれている学生も、強制的になるとやる気を失っ

というのが第一に挙げられると思いますけれども、その

てしまうという可能性はなきにしもあらずだと思うわけ

ほかに、今見て、雰囲気も何となく分かっていただける

です。つまり、教員に何か義務として週に何回はそこに

かなと思いますけれども、教員と学生のコミュニケー

顔を出しなさいだとか、学生もきちんと行きなさいとか

ションアップですとか、いろいろ雑談もありますから、

いうようなやり方ではなくて、環境を整える、こちらが

そんな中で学問に対するモチベーションアップも図るこ

環境を整えてやるということが大切なんじゃないかとい

とができて、同じことでしょうけれども、気分的に高く

うふうに思います。そのためには、こんな気楽な雰囲気

見えていた敷居を下げることが出来たように思います。

が持てるようなところにしておいていただいて、行きた

それから学生同士の情報交換、例えば授業でどうのこう

いとか、行ってもいいかなと思えるような場所になるこ

のとかっていう話をよく学生同士でしていましたので、

とが大切だと思います。だから別に質問、相談なんかな

そういうメリットもあります。ただ、やっぱりここで、も

くてもいいわけです。授業と授業の間の休憩にちょっと

う一度申し上げたいのは、来ない学生に対してはどうし

行ってもらってもいい。で、サロンに行ってから質問を

ようもないという感じでした。

考えてもらってもいいわけですよね。そんな感じのとこ

そういうふうに見てみると、今後もこういうコーナー

ろにしておくと、いつの間にかこういう相談がしやすく

の必要性はあると思うんですけれども、そのまま今のや

なるような雰囲気ができあがる。で、こういう距離感が

り方を存続し続けることは難しいだろうと考えていま

縮まるんではないかと思います。

す。なぜ難しいと思うかというと、そもそも私はゼミを

これは、ゼミ選択にも相乗効果があるんじゃないか

持っておりませんので、かなり特殊な状態にあったわけ

なと思っています。さっきの私の大学のときの話にも、

ですね。そういう教員がいない限りは、こんなことはと

ちょっと似たような話がありまましたけれども、そこに

てもじゃないけどできません。先生の負担が増えてしま

行けば学生の売り込みができたり、教員にしても、青田

いますので、とてもできません。それから豊田にも工学

買いみたいなものができるんじゃないかと思うんです。

部が 2 学科、存在するわけですけれど、私は、やっぱり

そうすると、そこに来ている先生はいい学生を自分のゼ

身が一つしかありませんので、豊田キャンパスの学生の

ミに入れられるけど、行かないと、ろくでもない学生

対応をどうするんだということもあります。現状でもこ

をゼミに送り込まれてしまうかもしれないことになりま

れは既に問題です。

す。ですから先生方にしてみても、じゃあ行こうかなと

じゃあ、どうしたらいいかというと、ここでちょっと

いう気持ちになってもらえるんじゃないかと、そのよう

簡単に提言なんですけど、要するに、こんなものを考え

な相乗効果でいろいろいいことがあるんじゃないかなと

ています。つまり学科もしくは学部サロンの設置です。

いうふうな気がしています。ただ、このアイデアには決

サロンというと何か、美容サロンや日焼けサロンじゃな

定的な欠点があって、何かというと、サロンを作りたく

いですけど、何か変なイメージかも分かりません。しか

てもこの名古屋キャンパスでは場所がない。やっぱり場
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所って大事で、気軽に行けるようなところにないといけ

（司会）

ないわけです。で、工学部事務室っていいところなんで

続きまして、心理学部講師、松本友一郎による事例発

すけど、あそこにそういうスペースはないわけですね。

表。テーマは、学生の主体性を引き出すゼミの取り組み、

今の入試センターがあるところなんか、位置的には本当

学生によるプチ講義から卒業研究までです。

はベストなんですけども、ちょっとそこは使えない。何
かいいアイデアはないでしょうか、というような感じで
す。
最 後 に も う 一 つ だ け お 話 さ せ て い た だ き ま す が、
ちょっと環境の整備だけでは解決できない問題がありま
す。さっきお話しした自主的に動くことが苦手な学生の
ことです。これは、さっきから出てきてますけれども、こ
ういう取り組みではなかなかこの問題を解決することは
できないですね。ある程度、やる気のある学生で、だけど
学力レベルがちょっと低いとか、そういう学生には効果
があるかもしれないけど、本当にこういうのが苦手な人
はこちらで何とかしてあげたくても、もうどうすること
もできません。それから根本的な基礎学力の向上ってい

（松本講師）

うのも難しいかもしれません。これはやっぱり何か、別

ただ今ご紹介にあずかりました心理学部講師の松本友

のところで学部全体としてリメディアル教育の充実だと

一郎と申します。タイトルは今、おっしゃってくださっ

か、入試のやり方だとか、そういうところでちょっと考

た通りなんですけれども、先ほど佐藤先生のお話にあっ

え直さないといけないところもあるんじゃないかなとい

たようなのとは、ちょっと私はまた少し毛色の違う話と

うふうに考えています。

いうことになります。私自身は自分のやっていること

最後に、とにかくここで紹介したのは、初年度生とか

が、実はアクティブラーニングだとかいうことを、あま

2 年生ぐらいの学生の問題ですが、それが解決できる一

り考えたことはなくて、どうにかしてモチベーションを

つの方法にすぎないと思います。これがベストな方法だ

上げつつ先につながるようなことができればなというこ

というふうに考えているわけではありません。ただ何と

とを、試行錯誤やっていたというところですね。なので

かしなくてはいけない以上、やっぱりいろいろな考えを

私のやっていることが先進的事例だ、どうだ、すごいだ

持つ者が、知識を出し合って、知恵を出し合って考える

ろうというようなつもりは、さらさらないです。ただ、こ

べきことなんじゃないかなというふうに考えています。

うやってお話の機会をいただけたということで、やって

何でそうしなきゃいけないかというと、実は中京大学

いることをもし共有できれば幸いです。

は、学士課程、教育における三つの方針というのをホー

まず、私自身がやっていることをお話しする前に、少

ムページで思いっきり出しています。あれを読んでみる

し背景をお話ししたいと思います。それはなぜかといい

と、そもそも、ちゃんと基礎学力がない人が、この大学

ますと、多分同じことをやっても、うまくいく場合とい

にいてはいけないことになっています。もし、そのよう

かない場合というのが、かなり、いわゆる環境との相性

な学生がいたとすれば、やっぱり何とかしなきゃいけな

というのであると思います。私自身は組織心理学という

いという方針になっているはずだと思います。私がその

のをやっているんですけれども、たとえばその組織開発

方針を読む限り、そういうふうにしか読めない。ですか

とか、そういうことに関するような手法とかでも結構、

ら、放置することはできないと思いますので、そのため

失敗することとかもあるんですが、やっぱり環境を見て

には何かもう少しいい方法があれば、そういうことを考

いないというんですかね、ということがあるので、まず

えていったらいいんじゃないかなというふうに考えてお

環境がどういう環境にあって、その上にどういうことを

ります。

やっているのかということをお話ししたいと思います。

ということで、ちょっとすいません、長くなってしま
いましたけれども、以上です。ありがとうございました。

まず心理学部のゼミの概要ということでお話をしたい
んですが、やっていることとしては、3 年生でゼミに配属
をされまして、おおむねどこのゼミも共通していること

（＊拍手）

としては、輪読をしたり、それからいろんな論文を読ん
で発表をしたりというようなことをやる、いわゆる演習
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的なことと、それから調査であったり、実験であったり

3 年生でいかにベースを作るかというところが、少なく

というのを、実地にやってみようということで、実習形

ともうちの学部ではかなり課題ということになっていま

式でやっているというようなことです。

す。

それをベースにして 4 年生に上がって、卒業研究をす

私のゼミの概要なんですけれども、私のゼミは応用心

るということになります。卒業研究では、おおむね基本

理学領域という領域に入っていまして、特に組織心理学

的にはずっと論文作成をしているんですけれども、最後

とか社会心理学というようなことを専門にやっていま

に口頭試問ということで発表会があります。

す。組織心理学というのは先ほどチラッといいましたよ

基本的には、心理学部って、いわゆる文系っぽいイ

うに、職場に関する心理学ということになります。社会

メージというのがあるかと思うんですけど、やってるこ

心理学は集団であったりとか対人関係だったりというよ

とは割と理系っぽい部分もあって、半々みたいなところ

うなことになっていて、組織心理学は割と調査系が多い

がある分野ですので、調査であったり実験であったりと

です。実際に社会人にデータを取ったりというような

いったようなことは、ほぼ必須となっています。中には、

ことが多い。それから社会心理学は実際に人を呼んでき

ゼミによっては観察実験とか、そういうのをやっていた

て、実験参加者としていろいろやってもらうというよう

りとかいうこともあるんですが、おおむね必須というこ

なことを、そのときの実際の反応をデータとして見ると

とになっています。ですので、この時点で相当、能動的

いうようなことになります。

でないとできない内容になっています。もう学生が計画

卒業研究の特徴なんですけれども、調査、実験、どちら

して実行して、それから実際に集めたデータを分析し、

もあり得るということで、それはその内容に応じて選択

それに基づいて議論を展開する、執筆をしてですね、さ

をするということになります。さらに特徴的なのは、調

らにプレゼン発表をするというようなこと、これを全部、

査の回答者や実験参加者というのは、学生が自分で探し

学生がやらないといけないということです。おそらく、

てこなければいけないということです。いうことですと

だから社会に出て求められる全ての要素が詰まっている

いうか、これは学部としてということではなくて、私の

というというふうに考えられるかなと思います。私自身

指導方針としてそうしているということです。自分で探

も、ほんの少しなんですが、会社員をやっていた経験も

して来なさいということです。これは、たとえ対象が社

あって、結構これは、それぞれ役に立つことが入ってい

会人の場合であっても、そうしなさいということをいっ

るかなというふうに思います。

ています。ただし、もちろんそれを放置するわけにはい

一番下に 10 単位の重みと書いているんですけども、卒

かないわけですね。ですので、たとえば、じゃあどうい

業研究が心理学部では 10 単位という結構大きなウエイ

うふうにお願いをしたらいいのかということで、それは

トを占めております。これは、重いのは学生にとってだ

お願いの文書の作り方であったりとかですね、たとえば、

けでなくて、教員にとっても重いんです。やっぱり、それ

どういうふうなつてで辿ると割と見つかりやすいかと

だけのものをしなければいけないというような、プレッ

か。あと、場合によっては、私自身が看護師を対象に主

シャーのようなものがあります。ですので、やはりそれ

に研究をしているんですけれども、そういったような特

に見合う内容というのですかね、それをみっちりとやる

殊な職種であったりとかいう場合は、私もちょっと、少

ということになるわけですが、なかなか 1 年間の間でそ

しつてを使ったりとかいうことがありますが、基本的に

れを実現するのは難しいというところがあって、なので

は自分で探してくるということになっています。
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これはまた心理学部全体の話になるんですけれども、

部としての取り組みというのが、まず強調したいなとい

ゼミの特徴ということなんですが、実は 2 年生の時に、心

うところです。これは下地を作るのに結構、一役買って

理学基礎実験演習 1、2 というのがあります。これは実は

くれている授業で、ですので、ゼミとしてどうするかと

火曜日の 3 限から 5 限まで 3 コマぶっ通しという、教員に

いうことも大事なんですけども、まずそれ以前に、やっ

とっても学生にとっても、もはや千本ノックかというよ

ぱり学部としていかに環境を作るか、文化を作るかとい

うな内容になっております。といっても、ビシバシ、た

うところが大事かなと思います。私がやっている取り組

だ厳しいだけというわけではなくて、やっぱり内容をい

みというのは、割とシンプルです。シンプルなんですけ

かに濃くするかというところで工夫してやっているもの

ども、うまくいっているのは、そういう学部が作ってく

ですが、この中で、ただ単なる知識ということだけでは

れている上昇気流に乗っかっているから、というところ

なくて、そういうふうな計画の立て方、実行の仕方とい

はあるかなというふうに考えています。

うようなことも教えているわけですね。ですので、配属
までに多少の下地はできているということがあります。
それからゼミの時間は二コマ連続ということなんです

私のゼミの 3 年生のスケジュールなんですけれども、
春学期はこんなふうになっていて、1 段目はよくある輪
読ということで、割とベーシックなことをやっています。

が、これは心理学課題演習というのがありまして、3 年生

そのあとにプチ講義というのをやっているんですが、こ

のゼミの時間は二コマ連続が与えられています。多くの

れが私が、試行錯誤してやってきた工夫というか、です

場合、ほかの大学の心理学系の学科だったり学部だった

ので、ちょっとあとでお話をしたいと思います。3年生の

りする場合は、実習系が一コマと演習系が一コマという

春学期の終わりに、4 年生の卒業研究の中間発表会とい

のが大体、与えられているんですけれども、うちではそ

うのを聞くという、聞くだけではなくて、いろいろ質問

れを二コマまとめてやって、実習と演習の配分というん

しなさいというようなことですね。このへんで少し、自

ですかね、それは教員の裁量に任せてもらっているとい

分たちがやろうとしていることの青写真をちょっと描い

うようなところがあります。ですので、これは結構、使

てもらうという形でやっています。秋学期になると共同

い勝手がよくて、発表や議論の時間っていうのを十分確

研究をやってもらったりとか、あとは具体的に論文を読

保できるというところがあります。
それから、心理学はその調査、実験の個別指導が必要
ということで、やっぱりなかなか全体的な、そういう講
義形式とかだけでは伝わらない部分というのがありま
す。なので先ほどもチラッといいましたが、3年生次第で
すね、そこでのやり方次第で卒論の負担というのがだい
ぶ変わってくるということになります。
ここでちょっと私が特に強調しておきたいのは、この
一番上のところですね、もうすでに下地ができていると
いうところです。今回、私のゼミの事例の紹介というこ
とで、一応お話をさせていただいているんですけれども、
正直にいいますと、私自身の取り組み以上に、多分、学
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さて、テーマとして取り上げておりましたプチ講義な
んですけれども、概要としてはこのようになっています。
目的なんですが、卒論テーマの基礎知識の修得というこ
とで、先ほどから申し上げていることです。
講義をやるのは学生のほうということです。これは少
し私自身の体験というか、もしかしたら皆さんも共有さ
れている、教員の方は身に覚えがあるかもしれないんで
すが、自分がどういうときによく勉強したかというのを
考えると、大体、大学院受験のときとか、あとは研究の
下調べをするときとかっていうのはあると思うんですけ
ど、割と講義資料を作るときというのも真剣に勉強し直
したという経験がおありなんじゃないかなと思います。
んで発表してということですね。このへんの共同研究も

ということは、学生にも、人に教えるんだというふうな

論文発表も全て卒業研究の下地作りということです。3

責任というのを持たせたらどうかなという、最初はそれ

年生はほぼ、卒業研究というのは、先ほど年間で 10 単

くらいの発想で始めました。ただし90分やってもらうの

位というふうに申し上げたんですけれども、実質はもう

は、さすがに無理ということがあるので、30 分ぐらいで、

3 年生から始まっているというところがあります。最後

プラス質疑応答ということですね。

に卒論のテーマを発表してもらうということをゼミ内で
やって、具体的に動いていくということです。

テーマは興味があることとか、卒論で扱いたい内容と
いうことですね。社会心理学とかを扱っているので、中

4 年生になりますと、具体的に卒業研究に入るという

には、たとえば自分は人気者になりたいから、人気者に

ことなんですが、ちょっと実験とか調査とか、そういう

なるにはどうしたらいいのかということで、割とキャッ

ことをやる分野としては、ややゼミの人数が多くて、大

チーな内容ではあるんですけども、それを学術的な点か

体 1 学年 16、7 人いるんですけれども、通常ですと、もう

らいろいろ調べてみるとか、そんなことをやっていたり

ちょっと少人数で回すのが普通で、やっぱり 16、7 人で

します。発表者は、こういうことを皆さん知ってますか

個々のテーマ、それぞれの実験や調査の進み具合を把握

と。だから、それぞれが池上さんになってもらうという

して回していくというのは、ちょっと苦しいところがあ

ような形でやっています。

るので、私のゼミでは 3 グループに分けて、月に 2 回ペー

スライドと配付資料を用いるわけですが、一応、いき

スで春学期は進めています。学生は月に 2 回なんですけ

なりやれといわれても、なかなかやりにくいと思うので、

ど、私自身は 2 かける 3 の月 6 回ペースになるので、負担

ちなみにということで、私が最初に見本を見せたりとか、

はちょっと増えてるということにはなるんですが、それ

あと、学生さん、授業アンケートとか、そういったこと

でもやっぱり少人数体制にすると、大変、こちらとして

で、いろんなことを、授業に対して意見を持っていたり

も把握しやすいですし、学生としても限られた時間を効

するわけですね。なので、自分がいいと思う授業を 1 回

率よく使えるということで、割とうまくいっているかな

真似してみてということでやっています。

というふうに思います。春学期で仮説、方法を確定して、

プチ講義の流れなんですけれども、プチ講義自体は先

できればデータを取って中間発表に臨むということにし
ています。
秋学期はもう、やっぱりグループでもなかなか対応が
だんだん難しくなってくるので、もう完全に個別指導で
やっていくということにしています。執筆までして、添
削、修正という繰り返しをして、11 月末に一応、ゼミ内
の締め切り、12 月半ばに学部の締め切りというところで
やっています。ですので、4 年生は実質 1 年間ないという
ことですね。もう12月半ばには完全に提出してしまわな
ければいけないので、そうするとやっぱり 3 年生の準備
というのが重要になるというところです。最後に口頭試
問ということで、領域内の発表会をしております。
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ほどいいましたように講義をするという、それだけなん

そういうもんなんだなというふうな空気感というんです

ですけれども、講義前にまずやっていることがあります。

かね、そういうものがうまくできているかなと思います。

これは学生に必ず必須ということでいっているんですけ

簡単なことですけども、特にこっちがいわなくても、自

ども、2 週間前までにテーマを個別で相談をするという

分から面談を申し込んで、もっとこういうことが分から

ことでやっています。この相談は授業時間外ということ

ないから教えてほしいとか、ここまで調べたんだけど、

になりますが、事前にアポを取ってもらったら、その人

ここでつまずいたとか、そういったことを絞って持って

のために大体 1 時間ぐらいは時間を取っておくというこ

くるということですね、であったりとか、少し長期の、動

とをやっています。16、7 人いるので合計 16、7 時間が奪

かなければいけない、そういった、論文発表とか、そう

われるといってしまえばそうなってしまうわけなんです

いったような、そういうスケジュールとかを自分で組ん

けれども、先ほども言いましたが、やっぱり下地を作っ

だりとかっていうことが、少しずつできるようになって

ておくことで、その後がだいぶ、お互いに負担が変わっ

きているかなというふうに思います。

てくるということがあるので、これはもう先行投資だと
思って、私はやっています。

それから、本当は 2 番目のほうを、狙いとして初めは
やっていたんですけど、一番上の効果もあったというこ

ただし、好きなテーマを発表してもいいよといわれて

とですね。2 番目は自分のテーマの基礎について身に付

も、結構、興味が絞れていない学生もいるので、その場

くということで、少なくとも、あなた何やってるのと聞

合は手ぶらで来てもいいよと。とにかく、まず 2 週間前

かれたときに答えられるということですね。それはたと

までに必ず相談に来てねというところからスタートをし

えば心理学の全てを身に付けるというのは、なかなか実

ています。テーマが決まりますと、当初、論文、どんな

は難しいというところはあるわけなんですけれども、う

手段を使ってもいいから、講義資料を作って発表してね

ちの学部では、こういうことをやっていますといって、

ということでやっています。

たとえばっていって、自分のやっているテーマを話すと

講義をしてそのままで終わるわけにいかないので、講

いうことぐらいはできるようになるということですね。

義後、答えられなかった点とか、新たに気になった点と

それから、これは大きいかなと思うんですけど、卒業

か、そういったものを課題として宿題にするということ

研究の負担軽減ということで、学生だけではなくて教員

にしています。翌週に補足の時間を用意しておいて、5分

のほうにもということで、そういう意味ではウィンウィ

程度でいいから、追加で分かったことを話してね、とい

ンというんですかね、そういうふうな感じになっている

うことをやっています。

かなというふうに思います。

最後に、プチ講義をやってみて、ということなんです
が、これ、まだ改良中というか試行錯誤中なので、もっ

私のほうからは以上です。ご清聴ありがとうございま
した。

とこうしたらというのは、こうやってみたいなとかは、
ちょっとまだあったりするんですけれども、現時点で感

（＊拍手）

じている手応えとしては、個人ではなく文化としてとい
うふうに書いているんですが、主体性が生まれている

（司会）

ということですね。全体として自分が能動的に動かない

続きまして、総合政策学部教授、坂田隆文による事例

と、というか、動かないといけないというよりは、何か

発表。テーマは、ビジネス教育における課題解決型アク
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ティブラーニングの可能性です。

か、あるいは今週は特に発表する、あるいは皆でグルー
（坂田教授）

プワークをする内容は特にないので、先生、何か準備し

総合政策学部の坂田です。先ほどの工学部の先生、心

てもらえませんかと反応してきます。学生に「今日何す

理学部の先生に比べて、総合政策学部って何だっていう

んの？」というふうに投げてしまうことによって、学生

ふうにお思いになる方もいらっしゃるみたいなんですけ

たちが今週はこれをしたい、あれをしたいということを

れども、私が専門にしていますのは、いわゆるビジネス、

決めると。しょっぱなから能動的に関わってもらおうと

マーケティングです。簡単にいうと、会社の経営、あるい

しているわけですね。

は商品の企画等々を専門にしております。で、その私が

不真面目な学生が多いゼミですとなかなかそういうわ

ビジネスという、かみ砕いていうと、金儲けの学問とい

けにはいかなくて、ゼミですることないなーと終わって

うふうにいわれてしまうこともあるんですけれども、そ

しまうかもしれませんけれども、私のゼミというのは、

の金儲けの学問といわれるような領域の中で、一体どう

ゼミに入る面接を受けるために 5 冊本を読むというのを

いうことをしているのかということを、今日は私が担当

ハードルにしていまして、勉強する気がない人は来なく

しているゼミというのを対象にお話をしたいなと思って

ていいよというスタンスにしていますので、勉強するの

おります。

が前提になっているはずだと考えています。何か学ぶつ

一般的なゼミというのは、先ほどの松本先生の話にも

もりになっているというのが前提になっているはずだと

ありました通り、グループワークをやったり、あるいは

いうことで、
「何するの？」っていうふうに聞くと、今週

グループワークの報告をやったりというのが中心になる

はこれこれこういうことをしたい、ああいうことをした

かと思うんですけれども、私の場合、ゼミの時間に何を

い、なんていうことを話をしてまいります。

するのかというのは、学生に決めてもらうというふうに

じゃあ、通常ゼミでは何をしているのかということで

しています。私がよく学生に聞くのは、
「今週のゼミは何

いいますと、先ほど申し上げた通り、企業に対する提案

をするの？」という質問です。こんなふうに学生に話を

とかを中心にやっています。たとえば、これは一昨年で

聞くと、学生がこれこれこういうのの発表したいですと

すけども、中日ドラゴンズとか山崎製パン、ドコモ、ブ
ラザーといったところに対して、商品の提案ですとかプ
ロモーションの提案なんていうことをしていますし、あ
るいは、これは去年ですけれども、ネクスコ中日本、ドコ
モ、ドラゴンズ、あるいは中部マーケティング協会とい
うちょっと変わった業界団体さんの中で、商品企画、提
案とかプロモーション提案なんかをするなんていうこと
をしています。あるいは今年度でいいますと、春先に山
崎製パンに対して提案をして、そのあとビジネスプラン
コンテストのようなものに参加して、で、またドラゴン
ズに提案、名鉄に提案、化粧品の DHC に提案なんていう
ことをしていたり、こういう企業さんに対して、大体平
均すると三つから五つぐらいの商品提案ですとか、ある
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いはプロモーション提案といったものをしています。

実際、企業の方の中には、それだけ厳しいことをやっ

ただ、こういったものも学生たちが参加するかどうか

ていいんだったらということで、たとえば学生がプレゼ

というのは、参加したければしたらいいし、したくなけ

ンをしている途中で、
「君らの話は分かりにくいから、も

ればしなくていいし、参加するもしないも自分たちで決

うええわ」って、もう発表聞かないなんていう方もいらっ

めるように伝えています。参加しない学生の場合でいい

しゃいますし、あるいは実際にあるのは、学生たちに対

ますと、特にやることないなーなんていうこともあるか

して、
「お前らプロの仕事なめとんのか」なんていうふう

もしれません。ただ先ほど申し上げた通り、学生はそも

に、怒鳴るまではいかないですけども、結構厳しくいっ

そも勉強するためにうちのゼミに入っているという前提

てくださるような方もいらっしゃったりします。そうす

を私は持っていますので、やらないならやらなくていい

ると、学生たちにしてみると、プロは厳しいな、社会っ

よ、その代わり、やらないということは学ぶことがなく

て厳しいな、なんていうことを学ぶ機会になるのじゃな

なるよ、という話になっています。ですから、多い学生

いのかなと思っています。

ですと、
「今週のゼミ、何するの？」というと、五つ発表

じゃあ実際、こういう作業をするために、一体何をす

させてくださいなんていう学生もいますし、私は今週は

るのかということでいいますと、先ほどゼミは学生たち

一つだけですとか、あるいは三つだけです、なんていう

が何をするのか決めるという話をしましたが、うちのゼ

こともありますし、学生によっては発表がない、なんて

ミでは先輩後輩でチームで組むというのが一般的になっ

いう学生もいます。

ています。そこでまずは先輩後輩でチーム作りというの

何をするのか、どうするのか、どこまでするのかとい

をしていきましょうと。先輩後輩がコミュニケーション

うのは、学生が自分たちで考えろと。で、その自分たち

ゲームみたいなものをしましてコミュニケーションが図

で考えろというふうに投げてしまっているわけなんです

れるようになりましょうと。で、そのあとに 1 人とりあ

けども、ただ一定以上の水準というのは設けないといけ

えずアイデアを 100 個考えてきなさいなどといった指示

ないだろうということで、企業の方に対しては、企業の

を出します。来週までにアイデアを 100 個考えてきなさ

レベルというのを意識してくださいということをお願い

いと。そうすると 3 人チームだったら 300 個、4 人チーム

しています。企業の方というのは、学生といってもお客
さんに当たる存在ですので、そんなに厳しいことはいえ
ないんですけれども、ただ、できれば企業で、社内で設
けられているような基準をもって学生に接していただき
たいということをお願いしています。たとえば新卒の社
員が提案してきたような提案というのは、通常、上司の
方というのは受け入れることがあんまりありません。そ
うすると、そのレベルで学生に対して接してくださいと。
学生たちがやる気がないなと思ったら、いつプロジェク
トやめていただいても結構ですと。あるいは学生たちが
全くとんちんかんなことをいってきたら、とんちんかん
だということをいっていただいても結構だと。
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だったら 400 個。まぁ300 個 400 個、アイデアが集まっ

カフライというのも十数万個販売できました。すると、

たら1個ぐらいいいアイデアも出てくるでしょうと。で、

実際に何百万円、何千万円というお金が動くような、そ

300 個 400 個、グループの中でアイデアが集まって、い

んなビジネスの実践に当たるようなことを、学生たちが

いアイデアが見つからなかったら、うん、じゃあ来週ま

経験することができています。

でに、もうあと 100 個考えてこようか、なんていうこと

実際、たとえば右下にありますカツまぶしという商品

をいいます。100 個考えて来いというのが、うちのゼミ

なんかでいいますと、学生が一番最初に提案した商品と

なんかはスタンダードになっています。

いうのが、売価でいいますと1500円になってしまいまし

ただ、企業の内部事情ですとか、あるいは、どうして

た。「1500 円の弁当なんか売れるわけないやろ」ってい

も特殊な情報というのは分からないことも多いので、そ

う話をすると、いや、私たちが実際作ってみたら 500 円

の都度、企業の方と質問させていただくような時間を設

で作れたんですと。学生たちが自分たちで材料を集めて

け、で、何度も何度も、短いプロジェクトで大体 2 か月

きて作ると 500 円ぐらいで作れて、それで発売できると。

から 3 か月、長いプロジェクトですと 1 年近くの間、発

いやいや、そこには広告費も入るし、人件費だって入る

表というのを繰り返します。1 回、学生たちが発表をし

し、工場の部品とかラインを作ろうと思ったらお金って

て、それで、うん、いいねなんていうことは、まずあり

だいぶかかるんだよ、みたいな説明をすると、コンビニ

得ませんので、学生たちが発表した内容に対して、最初

さんなんかの場合ですと、大体、原価は商品の売価の 3

のうちは、「うん、ダメだな、もう 1 回考えてきなさい」

分の 1 といわれていますので、500 円の弁当を作りたい

と、
「あと 100 個考えてきなさい」と。で、だんだんだん

と思ったら 150 円ぐらいに抑えなアカンねんでっていう

だん、アイデア自体が固まってくると、このアイデアで

ことを、そこで初めて学生たちは聞くわけです。

いいんじゃないのか、じゃあ少し根拠固めをしていこう

で、学生たちは、え、じゃあ 1500 円の弁当を 500 円

とか、あるいは自分たちのいっていることが説得力が増

ぐらいの弁当にするにはどうしたらいいのかと。そうす

すように、もう少しプレゼン、工夫しようかーと。こう

ると最終的には、ゴマ一粒に至るまで原材料の見直しと

いう試行錯誤というのを 1 年ぐらいの間、繰り返すこと

いうのを図るということをいたしました。で、結局そう

になります。その間、企業の方に本学にお越しいただい
て、たとえば月に 1 回ぐらい発表の機会を設けさせてい
ただいて、
「前回の発表に比べて全然進んでないやん、や
る気がないならやめてしまえ」なんていうことも当然あ
るわけです。
その結果、幸いなことに企業の方たちが商品として、
この商品だったら発売してもいいだろうと認めていただ
いたような商品というのが、商品化というのを果たすこ
とができていまして、実際に個数はちょっとはっきりし
た数字はいえないんですけれども、こちらのランチパッ
クなんかですと 10 万個 20 万個単位の商品が売れていま
すし、真ん中のドラゴンズに対して提案を行ったミニイ
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いう試行錯誤を繰り返して商品の発売というのをこぎ着
け、学生たちの中にはこういう発売できるよということ
になると、嬉しくて泣いてしまうような学生なんかもい
るわけですけれども、学生たちに対して私がこだわって
いるのは、プロの厳しさを経験してもらいたいと、世の
中そんなにうまくいかんぞというのを経験してもらいた
いというのに尽きます。
ただ、そうはいいましても、企業の方たちは比較的好
意的に学生たちが考えたのを受け止め、商品にしてあげ
るよって優しくいってくださる方もいらっしゃいますの
で、低レベルなものが通ってしまうと、学生たちが逆に
世の中をなめてしまうとあかんなーと。じゃあ学生たち
が実際に自分たちのレベルというのをしっかりと見つめ

でディスカッションしてもらったり、あるいはちょっと

直すために、時間がある限り、いろいろコンテストとか

したワークをやってもらうなんていうことも、2 か月に 1

出てみたらどうだと話しています。実際、昨日なんかも

回ぐらいなんですけども、するようにしております。

学生に対してそういうメールを送ったんですけども、こ

このように、まずは学生が個々人で、一番最初でいい

れこれこういうコンテストがあります。参加したい人は

ますと、本 5 冊読んで来いというところから始まります

私まで連絡をくださいと。で、その参加したい人は私ま

ので、個々人で勉強することから始まって、その後、同期

で連絡くださいというのも、参加したければしたらいい

同士で批判しあったり、これって先生に叱られるよねな

し、したくなければしなくていいし、そこで学びが得た

んていうこともどうもあるみたいでして、そういうやり

ければ参加しなさい。学びが得たくないなら別に参加し

とりをする。で、先輩たちに、先輩、これ、どうしたら

なくていいよ。そこは自分で決めていいんだよなんてい

いいんでしょうかというふうに、先輩たちに教わる。あ

うことをいっています。

るいは自分が実際に先輩になると、後輩指導というのを

こんなふうにして企業に提案を行ったり、あるいは学

通して勉強する、学びを得るということもあります。で、

生たちがコンテストなんかに参加したり、もっともっと

もっともっともっともっと勉強したい、学びたいという

もっともっといろんなことやりたいんやーっていう学生

学生に対しては、学生っていう枠を取り払って、企業の

なんかに対しては、私が主催しているビジネスマン対象

人たち、社会というのの中に溶け込んで学びというのが

とした勉強会なんていうのにも参加させています。実

あってもいいんじゃないのか、なんていうことを経験し

際、この左上なんかの写真でいいますと、私のゼミ生が

ています。

企業の方と一緒になってグループで、あるお題に対して

実際、企業の方の立場で考えた時に就職活動というこ

ディスカッションしていたりします。私自身、MBA なん

とでいいますと、企業の皆さんは今、誰とでも、どんな

かで社会人大学院なんかで教えるということもあります

状況でも、目的とか課題とかに応じて話ができる学生を

ので、社会人向けのディスカッションの材料というのを、

企業は求めていることが多いので、そういった学生の育

私のゼミ生なんかも放り込んで、一緒になってグループ

成というのを、こだわってやっています。
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なと思います。
私からの話は以上になります。ご静聴ありがとうござ
いました。
（＊拍手）
4．本学学生によるパネルディスカッション
（司会）
プログラム 4 番、本学学生によるパネルディスカッ
ション。総合政策学部総合政策学科 3 年、石川さん、松
田さん、工学部機械システム工学科 1 年、浦部さん、水
野さん。モデレーターは国際教養学部准教授、野村昌司
で、先ほどから何度か申し上げている通り、やるかや

が担当いたします。

らないかは自分で決めなさいと。で、やったらやった分、
何か得るものはあるし、やらんかったらやらんかったで

（野村准教授）

得るものはなくなっちゃうね、自分で選ぶということを

国際教養学部の野村です。よろしくお願いいたしま

しなさい、自分で責任持ちなさい、あとから文句いわん

す。それではさっそく集まってもらった学生の皆さんに

といてね、なんていうことをいいます。で、頑張るか頑

質問させてもらいたいと思います。まずは、石川さんに

張らないか、学生が頑張るというんであれば、それは自

質問します。石川さんにとって、自分が能動的にできた

分の責任で頑張りな、その代わり頑張ったら、きっと役

と思えるのは、どういうものでしょうか。

に立つ。あるいは学びがある、自分自身が成長できる、
そういった頑張りがいのある場というのを私は提供する
よ、なんていうことを話しています。

（石川さん）
私は自分から人に、普段でも、ものを誘ったりとかっ

そのときに、できる学生、やる気のある学生というの

ていうのが全然できなくて消極的だったんですけど、ゼ

は、どんどんどんどん先に行けばいいと。できない学

ミに入るようになって、企業の方だとか、結構、年の離

生、やる気のない学生というのは、なかなか前に進むこ

れた先輩とかとも関わらせていただくことで、同年代の

とができず、苦労することもありますし、やる気のない

人の意見だけじゃなくて、いろんな人の意見を聞いたり

学生というのは、残念ながら付いて来れずにやめてしま

とかっていうのがすごい大事だなっていうことを感じま

うということもあるかもしれません。ただ、そこで表面

した。たとえばゼミで学年が14学年差ある合同の集まり

的に公平とか平等なんていうことをいって、多くの場で

を開いたんですけど、そのときに社会人の 10 年目の方と

は公平とか平等とかいうふうにいって、レベルの真ん中

かも誘って、集まりを作ったっていうのが、私が一番、能

かちょっと下ぐらいに合わせてしまうなんていう場もあ

動的に動けたことかなっていうふうに思っています。

りますが、私のゼミの場合でいいますと、先へ先へとい
うふうに、上へ上へというふうに合わせていこうという
ふうに考えています。それはなぜかといいますと、学ぶ
ことには限界なんてないだろうと。大学なんていう枠も
取っ払ってもいいんじゃないのかと。どんどん学べる学
生が学びやすい、学びたいと思えるような場を私は提供
していく。そんなことをこだわりを持ってやっております。
実際、成果ということでいいますと、今、全国的なこ
とでいいますと 70 パーセントちょっとの就職率の中で、
私のゼミ生は過去 10 年ほどですかね、就職内定率でいう
と 100 パーセントは維持しておりまして、下にもありま
す通り、平均すると大体 1 人 3 社 4 社は内定を取ると。企
業さんに認めていただけるような、そんな学生の育成と
いうのが比較的できるようになっているんじゃないのか
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（野村准教授）
同じ質問を順番に伺います。松田さんはいかがでしょ
うか。

ジェクトだったっていうこともあるんですけど、まだ何
かできることがないかなっていうふうに考えていて、試
行錯誤というか考え抜いた上で、自分ができることとい
うのを一個やり抜いてみようというのがあります。

（松田さん）
私は自分が能動的にできたと思えることは、さっき坂
田先生がこのプレゼンでも出してたんですけど、ランチ

（野村准教授）
なるほど。

パックを作るプロジェクトを私はやらせてもらって、そ
の際に、そのプロジェクトは一応、ランチパックの商品

（石川さん）

を作って終わりというものだったんですけど、私はどう

私も集まりとかって開かなければできないものではな

してもその商品に愛着っていうのを持ってて、その商品

くて、開きたいと思えば開いて連絡を取ればいいし、呼

の宣伝にまでこだわりたいなと思ったので、自分でポッ

びたい人だって、今の学生だけでやればいいかもしれな

プを作って、それを 100 円均一とかいってラミネート加

いんですけど、そこで自分が世代を超えた人と関わりた

工のものを買ってきて加工をして、で、自分の足でそれ

いというふうに思ったからこそ、ゼロからというわけ

を市内のコンビニとかスーパーマーケットに置いてくだ

じゃないんですけど、最初から、何もない状態からやり

さいというふうにお願いをするということをしました。

たいなというふうに思いました。

（野村准教授）
それは、どうして自分でそれをしたいと強く思うよう
になったのですか。

（野村准教授）
なるほど。ありがとうございました。では次の質問を
お隣の浦部君に伺いたいと思います。浦部君にとって能
動的にやって良かったと思えるのはどういったことで

（松田さん）

しょうか。

やっぱり自分の考えた商品が販売されるっていうこと
なので、実際に発売日にコンビニに足を運んで商品を実

（浦部さん）

際に見てみたんですけど、ほかの商品もいっぱい並んで

普段から勉強していると、その時点で分からないこと

いる中で、どうにかして自分たちが考えてきた商品をも

や疑問っていうのが多く出てくるので、先ほどの数学の

うちょっと目立たせたいとか、もっと売り上げを自分の

相談コーナーに参加していました。そこに参加すること

力で伸ばせないかな、できることはないかなっていうふ

で疑問を何回も先生に聞くことができて、対応が早くで

うに考えたときに、もともと自分がポップというか、絵

きるようになって、テスト前とかでも、何かそのような

とかを描くのが好きだったっていうこともあって、じゃ

分からないことで慌てるようなこともなくなりました。

あこれは私にできる一つの、その商品の売り上げをもっ

テスト前はもう分かってる問題を何回も繰り返して解く

と伸ばしたり、その商品に関われるやり方の一つなん

というような感じで、テスト対策のようなものができた

じゃないかなと思って、そういうふうに行動を起こして

りとか、より深いところまで勉強できているので、もう

みました。

何も怖がることなくテストができました。

（野村准教授）

（野村准教授）

お二人に聞きたいのですが、最初のうちは、頭の中が

別の質問を浦部君に聞きたいと思います。大学に入学

真っ白な状態でしたか。何から始めていいか、さっぱり

されて、分からないことがあったから、数学の相談コー

分からないというような状態だったでしょうか。その中

ナーといった取り組みに参加しようと思われたのだと思

で、とりあえずまず自分にできることは何なのかという

いますが、自分でどんどん色々な質問をしようという気

ことを考えて答えを見つけ出していったというような感

持ちが持てるようになった一番のきっかけというのが何

じでしたか。

だったのかとても気になります。というのも、高校では
基本的に先生が授業をして、生徒は聞くという形式が主

（松田さん）

だと思います。授業中に質問がある人はするかもしれな

そうですね、最初は、能動的ってやっぱり自分がやろ

いですが、なかなか質問しない・できない生徒もたくさ

うと思わないと動けないので、その思い入れがあるプロ

んいると思います。浦部君はもともと積極的に質問する
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タイプだったのでしょうか。

状態でいって、それを先生は水野君が何か言うまで待っ
てくれたのか、それとも何か先生がヒントを投げてくれ

（浦部さん）

たのか、どういう感じでしたか。

もともと質問は多くする方でした。
（水野さん）
（野村准教授）

とりあえず分からないことについて、言葉をいろいろ

なるほど。ありがとうございました。つまり、分から

いってみました。それで、それについて先生が、
「こうい

ないことをそのままにしておけない性格であり、ちゃん

うことかな」みたいなことをいってくれて、で、だんだ

とここで勉強をして、理解してから次へいこうという考

ん話をしていくうちに、
「ああ、そうです」みたいな感じ

えがあったから、この取り組みに参加したということで

で分かるようになりました。

すね。
（野村准教授）
（浦部さん）
そうです。

今はどういう感じで参加してますか。もう、ここは分
からないなという形で持っていけるように、どんどん変
わってきたという感じですか。

（野村准教授）
分かりました、ありがとうございました。では水野君
にお聞きしますが、能動的に取り組むことで苦労したな
というのは、どういったものでしたでしょうか。
（水野さん）
佐藤先生がさっきいってた相談コーナーに行くってい

（水野さん）
はい、もう今はだいぶ質問の仕方とかが分かって来ま
した。
（野村准教授）
なるほど。素晴らしいですね。ではまた戻りまして、石

うことをまずして、能動的に質問しにいったんですけど、

川さんに質問します。石川さんにとって、自分が成長で

そのときに自分が何が聞きたいのか、どうやって質問す

きたと感じる瞬間はどんな瞬間でしょうか。

ればいいのかなっていうのが分からなくて、うまく伝え
られないことがいっぱいありました。僕は高校のときは

（石川さん）

あんまり質問とかいかなくて、全然そういう質問の仕方

はい、私のゼミは先ほどの坂田先生の説明でもあった

とかを知らなかったので、でも大学になって、やっぱり

んですけど、学年の垣根を越えてチームになってプロ

自分から質問していかないといけないなというのは思っ

ジェクトに取り組んでいるので、私が先輩になったとき

ていたので、それで先生に質問しにいったんですけど、

に、後輩がしているのを見て、それは私が 1 年前はでき

それでちょっと困ったりして、時間がかかったりしまし

なかったけど、今できるようになったことだなとなった

た。

ときに、今も課題はたくさんあっても成長しているんだ
なというふうに感じられています。

（野村准教授）
その「先生に質問しに行った」というのは、
「相談コー
ナーに行った」ということですか？

（野村准教授）
なるほど。浦部君、石川さんにしたのと同じ質問です。
浦部君にとって、自分が成長できたと感じる瞬間はどん

（水野さん）

な瞬間でしょうか。

そうです。
（浦部さん）
（野村准教授）

僕はさっきいったように、先生に質問することが多く

なるほど。私も教えている学生に「分からないことが

て、質問している最中にも疑問が生まれて、疑問の中か

あったら質問してね」と言いますが、
「何を質問していい

らまた疑問という感じの連鎖が多くなってしまうんです

かが分からない」という学生が沢山います。水野君はそ

けど、その質問を全部理解して、その問題を完全に理解

れをどういうふうにして打開したのですか。とりあえず

したときが、一番成長したなと感じることが多いです。

相談コーナーに何を質問していいかも分からないという
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（野村准教授）
なるほど。では、今は質問をする前に、ある程度頭の
中でまとめてから端的な質問をしようだとか、端的な質

（野村准教授）
なるほど、ありがとうございます。松田さんはどうで
すか。

問ができるようになったとか、そういう成長したところ
などはありますか。

（松田さん）
私も石川さんとちょっと似ているんですけど、そうい

（浦部さん）

う頑張れる場があるというのと、さらにそれを認めてく

端的な質問もできるようになりましたし、質問しなが

れる環境っていうのも整っていることが、中京大学のい

ら何が分からないのか、どんどんまた頭の中で整理でき

いところだなと思っています。たとえば能動的に何か自

るというのもあって、質問している最中にまた新しい質

分が頑張った活動があるっていうものがあると、そうい

問が出ても、頭が中でしっかり整理できているというこ

うのをちゃんと見ていてくれる人がいて、頑張ったら頑

とがあるので、そういうのは成長できたなと思います。

張った分だけ、さらに次に頑張れる場というのを与えて
くれたりというのが嬉しいです。たとえば学部の代表と

（野村准教授）
なるほど。1 年生からそれができるようになっている

して高校生に対してプレゼンをするのをやってみるか、
この間ああいう経験をしたからできるはずだから、やっ

のは素晴らしいですね。はい、それでは最後に全員に一

てみるかというふうに声をかけてもらったりだとか、

言ずつで結構ですので、中京大学で学んで良かったと思

ちゃんと見ていてもらって、その経験を生かす場がある

えるところはどういうものか、お答え下さい。

というのは、モチベーションにもつながりますし、すご
いいい環境だなというふうに思います。

（石川さん）
私は、頑張れる環境があることが、学んで良かったな
というふうに感じています。その理由は、大学1年生が終

（野村准教授）
はい。では浦部君。浦部君はまだ1年生ですけれども、

わった時に、そのとき浪人していた友達に、大学 1 年生

中京大学で学んで良かったところ、また学んでいて良

何したのって聞かれて、何もしなかったって私、答えた

かったところなどお答え下さい。

んですけど、それ本当にみんないうよねっていわれたん
ですよ、そのときに。で、ああ、これって本当にダメだ
なって思ってたんですけど、2 年生からゼミに入るよう

（浦部さん）
相談コーナーのような先生に質問する機会も多く、図

になって、たくさんのプロジェクトをさせていただいて、

書館や自習室のような勉強する環境もしっかりしてい

今何してたのっていわれたら、さっきいっていたような、

て、普段から勉強にしっかり取り組めるところがいいと

山崎製パンさんとのプロジェクトもやったし、ドラゴン

ころだと思います。

ズさんともプロジェクトしたし、そこでこういうことを
学んだということを、しっかりいえるから、学べる環境
があるということが本当に中京大学に入って良かったな

（野村准教授）
はい。では水野君、お願いします。

と思える点です。
（水野さん）
中京大学の先生方がとても優秀な先生ばかりなので、
学歴とかが素晴らしくて、その経験談とかをたくさん聞
くことができて、就職についてどうだったかとか、結構、
先生に質問、相談みたいな感じで聞いたりすると、しっ
かりいろんなことが聞けるので、そういうところが参考
になります。
（野村准教授）
ありがとうございました。いろいろ我々教員がプレッ
シャーを感じるようなお話を沢山聞かせて頂けました。
ただゼミや相談コーナーの素晴らしさに話が集中してし
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まい、中京大学全体についてどう感じているかなどにつ
いては今回あまり伺うことができませんでしたが、学生
の皆さんから、なかなか良い話を聞くことができました
ので、お許し下さいませ。これにてパネルディスカッ
ションを終わらせて頂きます。ありがとうございまし
た。
（＊拍手）
5．総評
（司会）
プログラム 5 番、総評。中京大学教育推進センター長、
経済学部教授、鈴木崇児より総評を申し上げます。

しょう。そして、松本先生の言葉の中で私が非常に印象
に残った言葉は、「文化としての主体性」という言葉で

（鈴木教授）
今日は本当にお忙しい中、集まっていただきまして、

す。人を含めた環境整備というべきでしょうか、
「頑張る
のが当たり前になっている」そういう環境をいかに我々

ありがとうございました。本当はもう少し学生さんの話

が作り出せるかというのは、結構ポイントになるのでは

を聞きたかったなという気がしますが、かなり時間も押

ないかと思います。また、そのうえでもう一つ気になる

しておりますので、私も手短に最後に、総評ということ

のは、コミュニケーションだと思います。いろいろな人

でまとめさせていただきたいと思います。

達が関わっています。もちろん先生と学生、学生と学

教育推進センターができまして、早いもので 1 年ぐら

生、それから社会人も含めて、どのようなコミュニケー

い活動をしております。この教育推進センターという組

ションをその中で作っていったら、やる気が出てくるの

織は、非常に小さくて、各学部から委員の先生に集まっ

かという認識に立って、コミュニケーションをどのよう

ていただいて、その先生たちが一番の戦力になっていま

に我々はデザインするのかというのが大切になってきま

す。委員の先生たちが三つの部会に分かれ、さまざまな

す。実は、我々といった言葉の中には、もちろん教員、職

教育施策に対して取り組んでいるところです。

員だけではなくて、学生も入っているわけです。主体的

センター長として、このセンターの最重要課題は、先
ほど学長、そして坂田先生の話にも出ましたように、
NEXT10 の教育の基本方針、「自らから考え、行動する

に学ぶということを考えると、これらの点がポイントな
のではないかなと思った次第です。
最初に申し上げました通り、中京大学では NEXT10 の

しなやかな知識人を育てる」ことを推進することです。

教育の基本方針「自ら考え、行動するしなやかな知識人

そこで坂田先生を部会長として、三つある部会の一つと

を育て社会に送り出す」を、すでに社会に対して宣言し

して、能動的学修検討部会を組織し、非常に難しいター

ております。当然ながら、大学が教育、研究で嘘をつい

ゲットではありますけれども、これに 1 年間取り組んで

てはいけないと考えますので、何とかして我々はこの課

きていただいということです。

題に取り組んでいく必要があると思います。学部、そし

なかなか学生の主体的な学びを引き出すのは大変な課

て個々の担当者のレベルで、それぞれの工夫を凝らして

題だと考えます。その課題に対して、中京大学なりの取

いく必要があります。私も今日のお話を聞きまして、自

り組み、そしてその方針をみいだすところまでは、簡単

分の教育をもう一度検討して、主体性を引き出すような

にはいかないわけですけれども、今日のシンポジウムは、

工夫を考えてやっていきたいと考えています。

まずは現状を知って、それに対して今度はそれぞれの学

今日お集まりの先生方の中にも、そういうことを感じ

部、そしてそれぞれの教員が、学生の主体性を引き出す

た先生が何人もおられると思いますので、このあと、さ

べく、自身で工夫をしていくという段階に次は差し掛か

さやかではありますけれども、自分たちの教育を少し

るんだということを示せたと思います。

語っていただきたいなと思いまして、懇談会の場を用意

今日、先生方の話、そして学生さんたちの話をお聞き

しております。ですので、是非このパネラーとして登壇

しまして、私が感じたことは、まず、やはり環境という

していただいた先生、学長、それからそれぞれの学部の

のは結構大切だということです。学生が主体的に取り組

先生たちの中で、これから自分たちの学部の教育、どう

みやすい環境。これを整えるのは、まず、第一に大切で

いうところが必要なのかということも、学生さんも交え
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て話して帰っていただければなと思っております。

先ほどもご案内がございましたが、このあと会場を下り

とりとめもない話になりましたが、これで FD シンポジ

て 2 階スペースに、壇上者との意見交換の場を設けてお

ウムの総評ということに代えさせていただきたいと思い

ります。簡単なものではございますが、お飲み物等ご用

ます。今日は本当にありがとうございました。

意しております。今お越しいただいている方、全員来て
いただいても余裕のある会場となっておりますので、是

（＊拍手）

非お顔だけでもお出しいただければ幸いです。
以上をもちまして、2015 年度中京大学 FD シンポジウ

（司会）
以上で本日のプログラムを終了いたします。配布いた

ムを終了いたします。本日は同シンポジウムにご参加い
ただき、誠にありがとうございました。

しましたアンケートですが、簡単な質問のみとなってお
りますので、どうか忌憚のないご意見をお書きください

（＊拍手）

ますようお願い申し上げます。ホール入り口の受付に回
収箱をご用意しておりますのでご提出ください。なお、
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（＊終了）

4．各学部 ･ 研究科 FD 活動報告

4

4-⑴

文学部・文学研究科

文学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
文学部では、日本文学科・言語表現学科・歴史文化学科の各学科 1 名の計 3 名で文学部 FD 委員会を
組織している。歴史文化学科は開設より 2 年が経過し 2016 年度からは 3 年ゼミも始まる。現在、自己点
検・評価委員が加わる形で FD 活動を推進している。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
日本文学科は日本文学の理解や特質の解明を目指し、言語表現学科は読み書きプレゼンなど自らを
表現する能力を養い、歴史文学科は日本文化の継承と創造を目指している。それぞれ方向は異なるが、
知識の獲得や鑑賞力の養成のみならず、情報収集を行い自らの力で考え整理して発信できる力を身に
つけることができる人材を育てており、今後も継続してこれにあたる。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）合同研究発表会
文学部歴史文化学科では、初の学生による合同研究発表会を行った。歴史文化学科の 2 年生 19 チー
ムがフィールドワークで得た研究成果を12月4～18日の3週にわたり発表した。発表した週ごとに入賞
テーマが選ばれ、
「名古屋の航空産業」
「松坂屋の経営戦略」
「鶴舞公園の歴史」の 3 チームがそれぞれ
1 位となった。「名古屋の航空産業」班は、映画「風立ちぬ」で零戦が取り上げられていることに興味
を持ち、現在でも名古屋の航空産業の中枢となっている三菱重工に注目した。
「松坂屋の経営戦略」班
は、戦後、女性の採用が百貨店にどのような効果をもたらしたのかを検証した。
「鶴舞公園の歴史」班
は、開園 106 年の歴史がありながら、公園の性格や噴水塔などの史跡についての研究がなされていない
鶴舞公園をテーマにした。
（ 2 ）ポスター展示
司書課程では、学生22名がオススメする図書1冊を選び、来館者にアピールするポスターを作成した。
これは、司書課程の講義「図書館サービス概論」の課題としての取り組みである。22 枚のポスターは、
すべて名前を伏せて受講生に回覧して絵のでき・推薦文・読みたくなったという点で評価してもらい、
投票してもらうというものである。ビブリオバトルならぬ、ポスターバトルということである。かつ、
ポスターは名古屋図書館（12/10～12/25）
、LSC（1/11～1/30）
、TL（2/13～2/29 ＊カラーコピーによ
る展示）などで巡回展示された。さらに名古屋市瑞穂図書館（2/20～3/17）の協力を得てテーマコー
ナーとして展示をさせていただいた。
（ 3 ）『蜜柑』
今年度も「教育実習報告書」である『蜜柑』を刊行した。この冊子は、
「教師という職業はいつまで
たっても完成を目指す「未完」の存在であり、教職をめざし努力する後輩達に、ビタミンをたっぷり含
んだ「蜜柑」のような存在であってほしい」
（
『蜜柑』2014 年度から引用）
、という趣旨のもとに、教職
を目指す後輩の参考になるべく毎年学生と教員が一体となり自主的に刊行されているものである。今
年度は、中学校 7 名、高等学校 20 名の報告と「指導案例集」
「お礼状の書き方」
「教員採用試験につい
て」を収録した。また、教育実習報告会も開催された。これは、教育実習を終了した学生数人が、実
体験を報告するものであり、教職に携わる先輩・後輩の交流の場でもある。日時、発表者は下記の通
り。
7 月 25 日（土） 中学校 2 名・高等学校 2 名・助言指導 2 名（名古屋市立宮中学校・愛知県立鶴城丘
高等学校）
88 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

こうした文学部の教職担当教員の地道な活動が教職を目指す学生達の教員採用を支えているのであ
る。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（ 1 ）瑞穂図書館での展示
上記 3 の（2）の瑞穂図書館での展示は、大学生はどのような本を読んで共感しているのか？市民に
も知っていただき、1 冊でも 2 冊でも選んでもらい、読書の輪を広げていってほしい、という思いから、
この度初めて企画した。ポスターのみならず、紹介された実際の本も貸し出し用として展示していた
だいたが、3 月 15 日現在 22 冊中、16 冊が貸し出し中であった。この結果、市民のこのような企画に対
する関心は高く、授業の一環としての取り組みが、ささやかながら社会貢献へと結びついたものであ
ると考える。同図書館からも喜ばれたので、今後とも毎年継続して続けていく予定である。
（ 2 ）文学部・大学院文学研究科懇親会
文学部では毎年、非常勤講師の先生方をお招きしての懇親会を開催している。今年度に関しての日
時、場所を示すと下記の通りである。
日時

5 月 20 日（水）18 時 30～

場所

アーヴェリール迎賓館

ここで特筆しておきたいのは、この懇親会がきっかけとなり、お二人の非常勤講師の方が親しくな
り、『中京大学図書館学紀要』（36 号）へ「桑名市立中央図書館所蔵『天保十一年御上京一件』翻刻と
解説（一）」を共同執筆してくださったという点である。今後も懇親会を継続して、より一層の交流や
研究進展へのきっかけになればと考える。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
（ 1 ）授業参観
2014 年度の報告においてすでに指摘されているところであるが、文学部では専任の教員ほぼ全員が
入試作問に携わっており、少ない教員数であるために業務負担は大きく、授業改善のための FD 参観に
取り組む余裕が欠如しているのが実態である。このような状況下、根本的に時間を捻出する為の全学
的な議論が必要であろう。
（ 2 ）シラバスチェック
文学部では、シラバスの第三者チェックを 4 名の教員で分担して行い、総チェックのために 2 月 23 日
に文学部長へ提出した。大幅な修正はなかったように思われるが、
「項目」と「内容」の不分明なもの
や省略がまま見られた。今後は、さらなる明確化を目指して取り組んでいきたい。
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文学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
この 10 年、文学研究科は、発展を目指して次々と組織を改めてきた。その概要は次の通りである（関
連する他研究科の事項も併せて記す）
。
・2006 年 4 月 国際英語学研究科（国際英語学専攻、英米文化学専攻）修士課程の開設
・2008 年 4 月 文学研究科（英文学専攻）博士前期課程の廃止
・2009 年 4 月 文学研究科（国文学専攻）博士前期・後期課程の専攻名称を「日本文学・日本語文化
専攻」へ変更
・2011 年 4 月 文学研究科（英文学専攻）博士後期課程の廃止
このような激しい動きを経て、ようやく新体制が落ち着きをみせて、それによって望ましい FD 活動の
模索が始められた。現在は、研究科長、専攻主任、自己点検・評価委員、教育推進センター委員等を中
心に、よりよい教育活動、教育環境の実現を求めて FD 活動を推し進めている。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
2009 年 4 月の専攻名称変更――「国文学専攻」から「日本文学・日本語文化専攻」へ変更（上述）――
は、本研究科の教育目標を端的に物語っている。専攻名称のうち前半の「日本文学」は本学文学部の「日
本文学科」が扱う学問分野に相当し、後半の「日本語文化」は文学部の「言語表現学科」が扱うそれに
相当するものである。すなわち、この専攻名称は、文学部が有する 2 学科のいずれの学生が進学してき
た場合であっても、その興味・関心に十分に応ずる教育を行う研究科であろうとする本研究科の姿勢を
表わしている。
専攻名称変更後、人数は決して多くないものの、両学科の学生（他大学からの入学もあった）が本研
究科に進学した。2015 年度もまた同様であり、日本文学・日本語文化に対する学生の興味・関心に正面
から応える研究科であることを目指している。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）シラバスについて
文学研究科は、授業回数 15 回実施に伴うシラバスの整備については、前年度までに対応を終えていた。
しかし、科目によって、あるいはシラバス内の項目によって、記述に粗密が見られたことも否めない。そ
こで、本研究科では、授業概要、授業目標、授業方法、成績評価方法基準、教科書・教材・参考文献、
質問への対応、授業計画の各項目について、学部シラバスの作成に関して共有済みの注意事項も利用し
ながら、学生にとってより有用な記述を行うよう全教員に促した。その結果、全教員がいっそう注意深
くシラバス作成に取り組み、本研究科のシラバスはまた一歩改善されたものと考える。
（ 2 ）ガイダンスについて
4月初旬には文学研究科所属の全学生を対象に、大学院生活に関するガイダンスを行った。ガイダンス
用の冊子を教員・職員で事前に作成し、各教員から履修上の注意を口頭で補うことで、科目履修の便宜
を図った。
また、2015 年度からは研究倫理に関する講話をガイダンスのプログラムに盛り込んだ（これは研究倫
理委員会と関連する事項ではあるものの、今後の教育活動においては研究倫理に関する教育がいっそう
重要視されるものと考え、ここに記す）
。具体的には、本学制作の「研究倫理ガイドブック」を全員に配
布し、その概要を説明した。また文科省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライ
ン」等を紹介し、日本文学・日本語文化の研究を行う際に特に注意すべき事項について説明した。
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（ 3 ）アイスブレイクについて
学生が充実した大学院生活を送るためには、指導が受けやすい関係を教員と築いておくことが重要で
あろう。
「指導教員の個別指導を一度も受けないまま卒業研究を提出した」などという（もしかすると誇
張された）逸話を学部学生から聞くことがあるが、大学院博士前期課程以上の学生は、日常的に教員か
ら個別指導を受けなければ、充実した修士論文・博士論文の作成など望むべくもない。
そこで本研究科では、アイスブレイクの機会として、4 月初旬に大学院の全学生と全教員で懇親会を開
催した。
（ 4 ）大学院進学奨励学生制度について
他研究科と同様、文学研究科においても学生定員の充足が切実な課題である。そのため、本研究科で
は 2009 年 4 月より「進学奨励学生制度」を設け、文学部学生の進学を促してきた。具体的には、卒業研
究ゼミナール等で同制度の紹介をし、また、別途説明会を開催してきた。このような努力は一定の功を
奏し、2015 年度は 1 名の学生が同制度を利用した。
（ 5 ）カリキュラムについて
文学研究科では、カリキュラムの改革を学部の将来検討委員会とも連携しながら継続している。2015
年度には、これまで日本文学関係科目に比べてやや科目のバラエティに乏しかった日本語文化関係科目
について、科目数の増加、担当教員の増員を決定することができた（2016 年度より実施）
。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り（「 5 ．次年度以降の検討課題や活動目標」を併せて記す）
（1）
一般に、かつて大学院のシラバスといえば、ほとんど白紙のものさえ散見されたものであった。継
続して実施してきたシラバス改善活動によって、文学研究科のシラバスにそのようなものはもはや
存在していない。しかし、授業概要、授業目標、授業方法、成績評価方法基準、教科書・教材・参
考文献、質問への対応、授業計画の個々に目を凝らしてみれば、なお不十分な点も認められる。特
に授業目標を測定可能な表現で記述することに少なからぬ教員が苦労しているようだ。今後、改善
しなければならない点である。
（2）2015 年度初頭の大学院ガイダンスには全学生が出席し、幸先の良いスタートを切ることが出来た。
このガイダンスの場において、履修上の注意事項を教員が丁寧に説明しておいたことは、学生が自
らの履修計画を立てるに際して大変有益だったと考える。また、研究倫理に関する講話を盛り込ん
だことで、研究活動に伴う責任の重大さを全学生に伝えることができたものと考える。今後も同様
の取り組みを続けたい。
（3）アイスブレイクの機会として、4 月初旬に大学院の全教員・学生による懇談の場を設けたことに
よって、教員と学生のよい関係作りのきっかけになったものと考える。今後も同様の取り組みを続
けたい。
（4）2009 年 4 月に進学奨励学生制度を設け、2015 年度も同制度の利用者を得ることができた。今後は、
より多くの学生にこの制度を利用してもらいたい。そのためには、卒業研究ゼミでの紹介や説明会
の開催に加えて、本研究科としてできることを模索しなければならない。
（5）カリキュラム改革全体の完遂に向けてはまだまだ前途多難であるものの、2015 年度には、日本語
文化関係科目の増加、担当教員の増員を決定することができ、着実な一歩を進めた年度となった。今
後も、改革の全体像をにらみながらプライオリティに沿って改革を進めたい。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
※「4．今年度実行した FD 活動の振り返り」の項に併せて記した。
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4-⑵

国際英語学部・国際英語学研究科

国際英語学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
本学部では、学部長、副学部長、旧国際英語学科主任、英米文化学科主任、各専攻主任および FD 委
員 1 名の 5 名（重複メンバー有）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、卒業時アンケート実施の検討などを行っている。シラバスについては、担当委員と各
主任との複数名による新年度シラバス原稿チェックを行い、該当教員に問題点の指摘を行い、加筆修
正を行うと共に、前年度分のシラバス内容の修正や改善を新年度版に反映させるよう努めている。ま
た卒業時アンケートについては上記実行委員会が中心となって実施素案を作成し、新たに 2015 年度末
に卒業生を対象として実施し、その結果を学部教授会にて報告した。
また、本学部は先の第三者評価を受け、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に委託している。
特に英語圏文化専攻及び英米文化学科では、学年末などに合同で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、旧国際英語学科主任、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。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
国際英語学部国際英語学科（旧組織及び新組織の三専攻を包含する）と英米文化学科の教育目標は、
次のとおりである。
（1）旧国際英語学科は、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
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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。
以上の組織的目的を鑑み、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、旧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。さらに、年度末の卒業時
アンケート結果を参考に、今後旧組織・新専攻組織とも、より学生のニーズに沿った授業カリキュラ
ムを検討・開発してゆくことを目指したい。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）前年度に引き続き、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。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。
（2）新たに卒業時アンケートを実施し、在籍中の教育効果測定を実施した。回収率は 30 ％台と、特
に高い訳ではなかったが、本学のカリキュラム（但し旧国際英語学科及び英米文化学科のもの）に
対する学生の認識や教育効果に概ね高い満足度と達成度を得られたことは、これまでの教育方針
を肯定的に評価する指標となった。ただし、今後引き続き新専攻のカリキュラムの効果測定を実
施するため、新専攻の学生に対しても同様に実施してゆくべき取り組みであると判断する。
（3）英米文化学科及び英語圏文化専攻では、カリキュラム・レビューの実施を例年通り行った。これ
は専任教員と非常勤教員とが共同でその年度のカリキュラム及び教育指導内容に関してクロスレ
ビューと授業のフィードバックを行い、その成果を翌年度のカリキュラム運営に反映させる業務
であるが、これによって教員間で授業情報を持ち寄り、授業アセスメントを実施することが可能と
なっている。その具体的な成果として、2016 年度は新たに英語圏文化専攻 1・2 年次科目 Academic
Writing について、クラス構成を従来の 4 クラス制から 5 クラス制へと再編成し、よりきめ細かな
指導を行うこと、及び一年を通じて英語関連科目担当教員が、ポートフォリオを活用して科目を
横断した連携指導を実践することが可能となった。
（4）旧国際英語学科では 2014 年度から引き続き、英米文化学科及び国際英語キャリア専攻、国際学
専攻は 2015 年度から、学科・専攻所属教員の指導を受け、また学生が母体となった中京大学国際
英語学会、中京大学英米文化・文学会ならびに中京大学英語学会の後援も得て、全国学生英語プ
レゼンテーション・コンテスト全国大会（神田外国語大学主催）へ個人部門とグループ部門両方
での発表者（学生）を参加させてきた。2 年連続で、学生たちは 2 次予選を突破する好成績を残し
ている。これは学生に対する語学・発信力教育を対外的に公開し評価を受けるよい機会となった
ため、今後も同様の支援・後援を継続してゆきたい。
（5）英語圏文化専攻教員有志が中心となって、初年度教育である 1 年生向け入門ゼミ（
「英米文化入
門演習」）の学習効果を高めるため、カリキュラム改善を目的とした研究調査プロジェクトとして
中京大学特定研究助成（企画研究調査）に応募した結果、年度末に助成認可の内示を受けた。こ
れは入学時の 1 年生に対して、在籍期間を通じて利用可能なアカデミック・マニュアルを作成し活
用させることで、学部の専門教育に対する理解を深めることを目的としたものであり、2016 年度
を通じてこの目的達成のために研究調査を進めることとなった。
（6） 英語圏文化専攻及び国際学専攻では、留学準備のための事前指導と語学力向上を目指して、
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TOEIC、TOEFL の希望者向け課外指導を実施した。これによって、2015 年度交換留学候補生選
抜においても、例年に勝るとも劣らない採用者を獲得することとなり、学生の留学及び語学学習
のモチベーションの向上に役立った。
（7）国際英語キャリア専攻においては、今年も 1 年生の必修科目である「海外基礎研修（シンガポー
ル研修）」に週替わりで教員が同行し、学生との相互信頼関係を高めるとともに、国際ビジネスの
拠点であるシンガポールを現地で観察することを通して、専攻の教育目標の浸透に役立てている。
（8）国際英語キャリア専攻においては、1 年生ゼミにおいて、TOEIC に特化した教材（教科書なら
びにインターネット教材）を自習課題とし、継続的に課題の達成度を確認することによって、自
律的学習習慣の確立を図っている。これを一助として、TOEIC 等の検定試験における結果は入学
後、明確に向上しており、
（6）および（7）をはじめとする他の活動も併せた成果として、多数の
交換留学生ならびにセメスター留学生を輩出している。
（9）国際英語キャリア専攻においては学部内有志が企画、実施しているプレゼンテーション・コン
テストに、大多数の学生が参加し、教員の授業外指導も得て、今年度も優秀な成績を収めた。
（10）国際英語キャリア専攻ならではの特色ある科目として導入した、実務翻訳支援ソフト運用の授
業においては、専攻とソフト開発会社、ならびに担当教員が連携を密にして指導の充実を図った
結果、国際的に圧倒的シェアを有するソフトウェアの公認資格を受講生全員が取得し、実務翻訳
業界の注目を集めている。
（11）英米文化学科では、3・4 年次生を対象として、卒業論文執筆の準備を目的とした「ポップ・カ
ルチャー・ワークショップ」を 12 月に実施した。これは 3・4 年次生有志による卒業論文の構想
発表会及び成果発表会であり、学生の卒業研究の内容を精査検討する目的を持つが、これによっ
て 3 年生は翌年度どのように自分の研究テーマを展開するかについて、また 4 年生は自身の卒業
論文についての最終的な理解と聴衆への公開の機会を得た。また一部 4 年ゼミでは卒業論文の口
述試験を行ったが、これは上記ワークショップに参加出来なかった学生に対して、自身の卒業論
文に対する公開発表を行い、指導教員による個別の講評を受ける機会を提供するものであり、在
学中の学習研究に対する最終的な評価を確認する機会である。いずれの行事も長年にわたって実
施してきたものであるが、好評を得ているため今後も継続する予定である。
（12）国際英語学部の特徴として、海外からの交換留学生が科目を履修することが多いということが
あるが、この学生を対象として、「日本語教授法」
、
「現代文化論」
、
「児童文化論」
、
「エンターテ
インメント文芸」等の科目において、日本人教員による二言語（英語・日本語）による教授を実
施した。これによって、海外交換留学生の授業参加と理解を高めると共に、学修に対する高い満
足度を得る結果となった。国際課職員からも上記科目は海外交換留学生にとって履修を希望する
科目である旨評価を受けているため、次年度以降も広く実施を続けてゆきたい。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上記教育目標の実現に向けて、旧国際英語学科、英米文化学科及び新組織である国際英語キャリア
専攻、英語圏文化専攻、国際学専攻は、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（但し一部希望学生には個別に語学学習指導も行っている）。
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。このようにして、改組時に立てた教育目標に向かっ
て、専攻所属教員が各々の担当教育事業を誠実に粛々と実施・展開している。
国際英語キャリア専攻においては、今年度展開した教育活動について相応の成果を収めつつあると
考えているが、今後も学府としての使命や社会的要請を見誤ることなく、カリキュラムや科目内容を
含めた教育施策の全般的かつ継続的見直しが必要であると考えている。とりわけ、専門カリキュラム
の運用にあたっては、単に興味を引く科目だけでなく、真に必要とされる知識や技術を全学生が万遍
なく習得できるよう、履修指導を徹底するとともに、キャリアマネジメントに対する意識の向上に努
めていく。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
学生の側に目を転じると、旧国際英語・英米文化の両学科、及び国際英語キャリア・英語圏文化、国
際学の三専攻に共に共通したことではあるが、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と共に、今年
度実施した卒業時アンケートの詳細な分析を通じて、学生の専門分野に対する関心や取り組みについ
ても現状を把握することが必要と思われる。そのため 2014 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、教員の教授
力のさらなる向上につなげたい。
なお、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。但し、本学部は改組後 2017 年度末の学年進行終了時までは、原則としては所期の
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カリキュラムを展開・実施することが至上命題であると心得ている。その目的を達成するために、改
組時に立てた教育目標に向かって、専攻所属教員が各々の担当教育事業を引き続き誠実に粛々と実施・
展開してゆくことを、学部共通の活動目標として掲げている。
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国際英語学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
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。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
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。
但し、2015 年度春学期末を以て英米文化学専攻在籍の修士課程 2 年生が修了し学籍を離れたため、当
該年度後半以降は指導する大学院生が存在しない現状がある。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）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。
（2）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。
（3）英米文化学専攻では、2014 年度末に留年した修士課程 2 年次生の大学院生に対して、引き続き積
極的且つ丁寧な研究指導を実施した。特にこれまで授業の中で包括的に行われてきた論文執筆の
実際的作業に関する指導については、指導教員によるマンツーマンの指導を行うと共に、口述試験
に臨んでは副査の教員とも調整を行い、厳格かつ詳細な論文審査を実施する体制を採って臨んだ。
これにより無事当該院生の春学期修了を達成したが、このような院生の実力や現状を的確に看取
した親身な指導を行うことは、現行の体制の中で可能な限り推進するべき実践であると自負する。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
今年度は英米文化学専攻に 1 名の在籍生を残すのみであり、院生指導の面では上記（3）に触れた内
容にとどまる。しかし次期第三者評価を鑑み、また次年度以降の大学院生獲得に向けて、大学院自己
点検評価委員会で今後のカリキュラムの拡充や学生募集の改善などについて、引き続き検討が重ねら
れた。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
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ものの、本研究科の様々
な問題、課題の主な原因として入学者の減少が挙げられる。入学者を増加させるには様々な方策が考
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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。
また個別にみれば、各専攻においてもそれぞれの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。また英米文化学専攻においても、専門性の高い科目内容をそろえて
いながら受験者がいないという現状があり、新たな受験生獲得のために、キャリアパスの明確化や教
育内容の透明化を一層推進すると共に、大学院教育の実績に関する広報活動を徹底するため、HP の拡
充や外部組織・大学への受験アナウンスメント等を展開したい。
授業のあり方であるが、入学者数の減少（2014 年度 4 月以降は入学者なし）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（今年度春学期まで）
。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があり、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 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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4-⑶

国際教養学部

1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
学部の FD 活動を中心的に担う組織として「教育事業推進委員会」を設置している。この委員会は、
教育改善のための研修企画立案と実施、学生を対象とした教育改善のためのアンケートを担当する。
また、
「将来計画委員会」
「学部固有科目運営委員会」
「カリキュラム委員会」においても、他の委員
会と連携しながら、教育改善の具体的な議論を必要に応じて行ってきている。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
8 点にわたって国際教養学部ホームページに掲載。
1．フランス語・スペイン語・ドイツ語・ロシア語・中国語のうちいずれか一つの言語、および英語
について、現実のさまざまな場に対応できる高度な実践的運用能力を有している。
2．異なる言語文化環境の中で、異なる価値観と生活体験をもった人々と交流・協働し、その文化の
ありようを客観的に観察・分析することができる。
3．世界の言語と文化の多様性と普遍性を深く認識し、その認識を実際の国際交流の場で活かすこと
ができる。
4．国際交流の基礎となる歴史認識を磨き、現実を深く洞察することができる。
5．正しい批判力をもって現代社会の哲学的課題に取り組み、その成果を人間交流の場で生かすこと
ができる。
6．国際社会が直面する課題を発見・探究し、対話によって解決の道筋を探ることができる。
7．探求すべきテーマを自ら設定して調査を行い、自律的・批判的に考察し、創造的な研究成果を提
示できる。
8．自己の適性と社会の仕組みを的確に理解し、自己のキャリアの展望をもつことができる。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）「教育事業推進委員会」は、例年、学生の学びへの意欲を高め、学生の学びの実態を理解するた
めの「学生向け講演会」または「学生との交流会」
、教員の教育改善を意図した「経験交流会」、
「卒業生アンケート」の実施を担当している。内容と成果は『教養教育研究』や国際教養学部イン
トラネットに掲載し、共有化を図っている。
（2）「将来計画委員会」は、学部教育の枠組みに視点を置いた改善の場として機能するものである。
（3）「学部固有科目運営委員会」は、学部カリキュラムおよび個々の科目・科目群について改善の議
論を行う場として機能するものである。
（4）「カリキュラム委員会」は授業の運営を中心に担当するが、同時に教育上の課題発見の場でもあ
る。
（5）各委員会での課題は教授会および年度末開催の「拡大将来計画委員会」で共有され、必要に応
じて教授会の各組織間の連携を図っている。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（1）学生向け講演会を開催した。内容は、
「多文化共生の今までとこれから：東海地域の事例から」
（ゲスト・スピーカー
サント

田村太郎氏（ダイバーシティ研究所所長）
、司会

金敬黙氏

ディスカッ

渋谷努氏、三浦綾希子氏。6 月 17 日、16：40～18：10）
。

（2）教員相互の経験交流会を、教育推進センター委員会後援のもとに実施した。内容は「大学外か
らの刺激をどう活用するか」をテーマとしたパネルディスカッション。風間孝氏、東弘子氏（愛
知県立大学教授）をパネリストとし、司会をましこひでのり氏が担当した。11 月 4 日、16：40～
18：10。
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（3）卒業生アンケートの実施。提出率 100 ％であり、分析作業を行なっている。報告は国際教養学部
イントラネットに掲載する。
（4）授業改善については、演習改革をめぐって、
「将来計画委員会」
「学部固有科目運営委員会」で
検討し、クラス数・受講者数について改善案を検討、教授会で承認を得た。また、選択言語の指
定を外すことを可能にする方向での議論もなされ、ほぼ了承される運びとなっている。
（5）演習の所属変更願いへの対応について、学生の希望を考慮しながらよりよい対応をするという
課題について「学部固有科目運営委員会」で議論が進んだ。
（6）留学費用支援の問題は「将来計画委員会」の議論の中でその重要性が確認された。
（7）留学生向けの個人差に応じた日本語教育の充実について、担当者を中心とした検討を行ったが、
大学の国際化の方針がまず重要という認識がなされ、継続課題となった。
（8）「自校教育」を、全学委員会との議論・調整を踏まえて 2017 年度より開講することとなった。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
（1）「演習」を含め、継続的なカリキュラムの検討。さらには学部全体の教育のあり方の見直し。
（2）授業をはじめとする教育改善（要支援学生への対応を含む）のための教員研修と、教育評価の
あり方の検討。
（3）学生の外国語習得意欲の開発。
（4）留学費用支援。
（5）学生の学年間交流のシステムの工夫。
（6）外国人留学生向け日本語教育の改善。

100 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

4-⑷

心理学部・心理学研究科

心理学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
2010 年度に心理学部 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（全学の教育推進センター委員を含む）
。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、領域を跨る内容については全学の教育推進センター委員が中
心となってとりまとめている。学部独自の取り組みだけではなく、たとえば、領域を跨ぐ基礎科目に
ついて、全学の「授業改善のためのアンケート」により得られたデータを経年的に検討して科目担当
者間の調整や新しい試みに反映させる等、全学の取り組みを活用した活動も実施している。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
（ 1 ）心理学部事務室の図書の充実
1 年生から専門分野の具体的なイメージができるよう、学生の利用頻度の高い心理学部事務室内に昨
年度から推薦図書コーナーを設けた。今年度は、心理学部が独自に所蔵している図書を、学生がさら
に利用しやすくする目的で、内容や配置の大幅な見直しに着手する。
（ 2 ）キャリア教育
心理学部での学びを通して、社会で活躍できる人材の育成を目指して、今年度より「キャリア形成」
科目を開講した。基礎から専門へと移行し、ゼミの配属も決まる 2 年生秋学期の第 4 セメスターに設定
した。授業終了時のアンケートにより学生の反応を確認し、次年度以降に反映させる。
（ 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。ここから専門教育が本格化する。基
礎教育から専門教育へのスムーズな移行を目指し、昨年度よりゼミ配属方法を改善した（基準として
GPA を導入、配属までのスケジュールの見直し）
。今年度はさらにゼミ配属の際に生じる希望の偏りを
解消するために、配属方法を見直す。
（ 4 ）シラバスのチェック
全教員のシラバスについて、教育推進センターによる基準に合った記載がされているかのチェック
を検討する。
（ 5 ）カリキュラムの検討
学部改組を念頭に置きながら、カリキュラムの検討を行っていく。特に、カリキュラムマップの作
成と、学習成果の把握のために、卒業時の授業アンケートだけでなく、各学年に授業アンケートの実
施を検討する。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）心理学部事務室の図書の充実
心理学部事務室内の図書については現在の重要文献について選定からやり直し、現状にあった棚も
購入して配置まですべて見直してリニューアルした。また、以前から使い勝手の悪さが指摘されてい
た心理学部図書資料室を学生の往来が多い3号館2階の階段近くに移転した。ここは心理学部資料解析
室の隣でもあるため、必要な資料を見ながら解析することも可能となり、学生にとっての利便性が高
まった。
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（ 2 ）キャリア教育
今年度より「キャリア形成」科目を開講し、順調に終了した。この科目は、心理学部での学びを通
して卒業後のキャリアについて学生が具体的なビジョンを描けるようになることを目的としており、2
年生秋学期の必修科目とした。授業についてアンケートを実施した結果、受講生が成長を実感してい
ることが示され、目指していた効果が確認された。また、
「インターンシップ」を 2、3 年生対象の科目
（2 単位）として立ち上げ、遡って来年度の在学生から認めることとした。
（ 3 ）ゼミ配属方法の見直し
学生のゼミ選択の参考となるよう、GPA による成績上位者の希望を先に締め切って結果を公表し、
他の学生はそれを見て最終的な希望を出せるようにスケジュールを見直した。これにより、希望が 1 つ
のゼミに集中してあまり希望に合わないゼミに配属となるという状況は緩和された。
（ 4 ）シラバスのチェック
心理学部全教員（非常勤講師含む）の 2015 年度シラバスについて、教育推進センターによる基準
に合った記載がされているかチェックを実施した。チェックの結果は教授会で報告し、具体的な注意
事項をまとめて配布した。非常勤講師への配布は教務課に依頼した。その後、全学によるシラバスの
チェックも行われたが、あらかじめ注意事項を指摘して対応を求めていたため、修正作業を軽減する
ことができた。
（ 5 ）カリキュラムの検討
学部内の各領域から代表者を選出してカリキュラム改革ワーキンググループを発足した。科目自体
の大幅な見直しの他、カリキュラムマップ作成を見据えた科目群の設定等について検討してきた。現
在はまだ途中であるが、経過を教授会で報告し、各領域の意見を集約している。また、学生の現状を
把握するために 1～3 年生の学年末に web 調査を実施した（4 年生は教務課による卒業時アンケートが
あるため実施しなかった）
。各学年で全員が履修している授業の終了後に QR コードを記載した調査依
頼書を配布し、手持ちのスマートフォン等の端末によりその場で回答を求めた（回答率 73.56%）
。調査
結果については 2016 年度の教授会で報告し、ワーキンググループの基礎資料とする予定である。
（ 6 ）教科書の出版準備
大学院心理学研究科の方で協定を結んでいる帝塚山大学心理学部（大学院心理科学研究科）と共同
で新しい教科書を出版するための準備を重ねてきた。次年度には出版できる見通しである。
（ 7 ）卒業研究発表会
卒業研究では論文提出以外に口頭試問を課しており、例年どおり各領域において発表会という形で
実施した。受講生は発表するだけでなく、指導教員以外の教員から質疑を受けて答えなければならな
い。また、3 年生も観覧可能とし、次年度の卒業研究に向けて参加を推奨している。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上記 2 に示した 5 つの教育目標は上記 3 のとおりすべて達成した。特にシラバスのチェック及びカリ
キュラム検討のためのアンケートは検討段階までを目標としていたが、実行に移すところまで実現し、
目標以上の達成であった。心理学部の基本的な教育目標である「社会に貢献できる人材の育成」の基
盤となる、基礎から専門へのスムーズな移行及びキャリア発達に向けたビジョンの形成が具体化し始
めたといえる。ただし、今年度から始めたことが多いため、今後はいかにこれを持続していくかが課
題となるであろう。
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5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
今年度まで実行してきたことは、心理学部における教育改革のための基盤づくりであった。ここま
では順調であり、これまで以上の改善が実現したといえる。次年度以降は、全学の方針に沿って学部
としての DP、AP、CP の具体化を目指すこと、また、それに基づいたカリキュラム改革を進めること
が課題となる。カリキュラム改革については、今年度に国会で承認された公認心理師及び日本心理学
会によって新設される予定の認定心理士（心理調査）の資格取得要件も満たす必要がある。そのため、
全学の方針、学部としての方針、資格要件という 3 つを踏まえて改革案を詰めていかなければならな
い。
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心理学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
学部からの連続性が重要であるため、心理学研究科 FD 委員会は全学の教育推進センター委員を中心
として心理学部 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研究科全体の FD 活動を推進していくことが主
な役割となっている。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
（ 1 ）大学院入試（修士課程）の変更
・口頭試問（面接）の採点方式：受講生の志望する領域に属する教員（面接者）の評価を重視する
ように得点に重み付けを行う。
・口頭試問（面接）の内容の改善：受験生の人数が非常に多い場合、質問内容を絞り込み、限られ
た面接時間を有効に利用する。
（ 2 ）「教育研究上の目的」の改訂
・教員の異動や研究分野の変化にともない、研究内容等の記述を現状に合ったものに改める。
（ 3 ）研究科パンフレットの企画
・前回作成時から年月がたっているため、現状に即した内容に改訂する。研究科の紹介や院生募集
PR のためだけでなく、受験生や新入学生に大学院での学修、院生の生活がわかりやすくイメージ
できるようなものを企画する。
（ 4 ）定員充足率の改善
・現在の教員数や最近の就職状況をふまえ、入学定員を現状に即した現実的な数に改める。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）大学院入試（修士課程）の変更
修士課程について、入学後の学生と希望領域のマッチングをより良くすることが課題として挙げら
れていた。そのため、大学院入学試験の口頭試問（面接）において、受験生が志望する当該領域の教
員による評価がより得点に反映されるよう重み付けをする方式を導入した。また、受験生が多い場合
の口頭試問（面接）について、多いと判断する基準及びその際の対応を研究科で明確にした。
（ 2 ）「教育研究上の目的」の改訂
「中京大学大学院の教育研究上の目的に関する規程」に定めている心理学研究科の教育研究上の目的
について、研究科長主導で研究科内の各領域から修正希望を募集した。それを踏まえて現状に合うよ
う文言を修正して研究科委員会で承認した（2016 年 4 月 1 日改正）
。
（ 3 ）研究科パンフレットの企画
研究科委員会での審議には至っていないが、基本的な構想について検討中である。次年度以降に具
体化する計画であり、次年度の予算にパンフレット作成の費用を計上している。
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（ 4 ）定員充足率の改善
定員充足率については、そもそも定員自体がまったく実態に合わない人数になっているという問題
があった。そのため、現在の教員数、この数年で実際に入試に合格した人数、実際に指導が可能な人
数等のデータに基づいて、定員として妥当な人数を算出し、最終的に研究科委員会での承認に至った。
具体的には、実験・応用心理学専攻は博士前期課程を 5 名、博士後期課程 2 名、臨床・発達心理学専攻
は博士前期課程を 15 名、博士後期課程 2 名とし、2018 年度入学生より適用することとした。
（ 5 ）他大学大学院との交流
他大学大学院との交流を目的として、北海道大学大学院文学研究科と特別研究学生の交流協定を結
んだ。これにより、双方の研究科の院生について指導の委託及び受託ができるようになった。2016 年
4 月より委託第 1 号として本学心理学研究科より博士前期課程の院生 1 名が北海道大学大学院文学研究
科の教員からも指導を受けることとなった。
また、奈良県の帝塚山大学大学院心理科学研究科と定期的に実施してきた教員・院生を交えた研究
会を今年度も開催した。さらに、双方の教員による共同の教科書出版に向けて準備を進めており、次
年度には出版できる見通しとなった。内容は学部生向けであるが、最近の研究も取り上げており、院
生にとっても参考になるよう工夫している。
（ 6 ）院生の実習・研究に係る経済的支援
臨床心理学外実習 A という科目について、実習先への交通費及び宿泊費を補助することを昨年度の
研究科委員会で承認した。今年度はその運用の開始年度である。当該科目の受講生全員（5 名）から申
請があり承認した。また、学生が自らの研究で得た成果を広く発信できるように、昨年度より学生に
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。今年度も引き続き実施し、37 件（国際
学会 2 件、国内学会 35 件）の申請があった。さらに、国際的な学術雑誌への投稿を促すために英文校
閲への助成も昨年度から開始した。こちらは7件の申請があった。中には博士前期課程の院生による申
請もあり、海外への成果の発信が促進されているといえる。
（ 7 ）修士論文口頭試問
心理学研究科では修士論文の口頭試問を公聴会形式で実施している。今年度も 13 名が発表して、そ
れぞれ主査1名、副査2名からの質疑に応じた。副査は必ず領域外の教員を含めることとしているため、
発表者はプレゼンの練習もかなり必要とされる。なお、修士論文提出までの間にも構想発表と中間発
表がある。どちらも 3 日間にわたるポスター発表であるため、発表を見に来た教員と納得がいくまで議
論ができるようになっている。
（ 8 ）学術講演会
海外にも目を向けた取り組みの一環として、今年度はイリノイ州立ノースイースタン大学マサミ・
タカハシ教授を招いて学術講演会を開催した。研究の内容だけではなく、海外で活躍するに至る経緯
についても日本語でわかりやすく講演していただいた。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
ここ数年、いろいろと新しい取り組みを開始してきた。今年度はその中でも特にここ2、3年の間に始
めた取り組みを軌道に乗せるために調整をしてきた。幸いなことに取り組みはすべて成果を上げ、院
生は普段の授業や研究だけでなく学会での発表、参加にも積極的になるなど、明確な進展が見られた。
一方で、当初のままになっていた定員や入試の方法等については現状に合っていないことがこの数年
で明らかになってきていた。この点についても、今年度はここ数年のデータによるシミュレーション
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から現状に合うよう修正した。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
今年度までの間に概ね環境を整えることはできたといえる。次年度以降はその中心に据える DP、
AP、CP の策定に向けて準備を進めていく必要がある。この点については、全学の方針を基本にすると
共に、新設の 2 つの資格について取得要件の公表を待たなければならないため、恐らく複数年に跨る作
業となることが予想される。また、今年度は構想段階で終わったパンフレットの作成も DP、CP、AP
の策定と連動することとなり、次年度以降の課題といえる。
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4-⑸

現代社会学部・社会学研究科

現代社会学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
4 専攻制の導入とカリキュラム改訂の初年度であり、その円滑な実施を重視したため、FD 活動に専念
する委員会は、今年度は設置していない。ただし、カリキュラムの実質化、特に、2017 年度から開始さ
れる「社会構想学」の内容検討を主たる任務とする「将来構想委員会」
、および、新カリキュラムの 1 つ
の核であるキャリア教育の初年次における授業「キャリア構想レクチャー」の実施のための「キャリア
構想運営委員会」が、実質的に本学部の FD 活動についての議論を行ってきた。FD 一般についての活動
内容の審議と合意形成は、学部教授会において行われた。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
本学部の教育上の目的は、
「現代社会に生起する諸課題に果敢に挑戦し、その克服のために尽力する人
材の養成」である。本年度については、前項で述べたように、新カリキュラムの着実な実施、特に、従
来から重点的に実施しているフィールドワークの充実と、今年度から開始したキャリア教育の立ち上げ
に重点をおいた。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）カリキュラムマップの作成
昨年度から継続して準備に取り組んできたカリキュラムマップと履修モデルを専攻ごとに作成し、
ウェブサイトに公開した。専攻ごとに「目的・理念・目標」の詳細の記述についての議論が積み重ねら
れたこと、特に、専攻ごとに履修の体系化を追求したことにより、各教員の教育内容・方法の改善に寄
与するところが大きいと考えられる。
（ 2 ）キャリア教育の取り組み（外部委託科目に関する意見交換）
「キャリア構想運営委員会」が、ほぼ月1 回の会合を積み重ね、内容の実質化、ゲスト・スピーカーの
依頼、授業内容の検討と実施を行った。1 年次の学生が補講も含めてほぼ 100 ％出席し、グループワーク
を含む「アクティブ・ラーニング」の実践として成功裡に終えることができた。
また、従来の「コミュニケーション・スキルⅠ」の授業から内容を変更した外部委託科目「キャリア
デザイン」については、委託先との意見交換を開始前と終了後に綿密に行った。
（ 3 ）社会調査インカレ
特に、コミュニティ学専攻を中心として、複数開講している「社会調査実習」の充実を図るため、東
海地区の複数大学が合同して開催してきた「社会調査インカレ」には、従来からいくつかのゼミが参加
してきたが、今年度は、本学部が主催校となり、豊田キャンパス 21 号館において 10 月 24 日（土）に実施
した。10 大学から約 30 名の教員、300 名の学生が参加、37 件の発表が行われた。本学部からも 4 つのゼ
ミから 8 件の発表がなされた。他大学の同種の取り組みから、学ぶとことが大きかったが、本学の学生
の発表が他大学に与えたインパクトもリアクションペーパーから確認できた。
（ 4 ）卒業時アンケートの継続
いわゆる自己成長アンケートを実施した。徐々に実施率は向上してきているが、今年度は 18 ゼミ中 16
ゼミで実施することができた。データ入力要員の不足（記名式アンケートのため、学生アルバイト等で
は行えない）ため、ここ 2 年間、分析作業が滞っていたが、幸い、今年度は就労体験の障害者を受け入
れたことによって、ほぼ入力は終了した。次年度において、分析が行われ、問題点が議論されることに
なろう。
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（ 5 ）海外研修の実施
「国際文化」専攻においては、2016 年 2 月末から 3 月初めにかけて、海外研修を 1 年次の学生を対象に
マレーシアにおいて実施した。クアラルンプールの大学で、英語の研修を受け、現地の大学生と交流を深
めたほか、近郊の農村で、2 泊 3日の民宿を経験し、現地の高校生と交流した。なお、海外研修に先立っ
て 2 セメに「国際フィールドワークⅠ」を置き、専攻生全員に研修の準備を行わせた。本学部においてこ
うした取組みは初めてであり、その担当経験は、大きな FD 効果をもったと思われる。
（ 6 ）東洋大学との意見交換
東洋大学社会学部は、わが国における社会学を専門領域とする最大規模の学部であるが、その教職員
9 名が 2016 年 2 月19 日（金）
、同学部の FD 活動の一環として本学部を訪問、施設見学、カリキュラム調
査等を行うとともに、本学部教職員 6 名と意見交換を行った。この種の交流からは、多くの情報が得られ
るが、他大学の FD の取り組み方を知るという点でも意義が大きい。
（ 7 ）授業評価アンケート
最後に全学的な取組みである授業評価アンケートに触れておく。昨年度と今年度の本学部の数値を全
学と比較したものが下の表である。
授業評価アンケート実施結果
2014 年度
全学

2015 年度

現代社会学部

全学

現代社会学部

a

対象科目

1,589

106

1,575

103

b

実施科目

1.535

104

1,533

99

c

実施率（b ／ a）

96.6 ％

98.1 ％

97.3 ％

96.1 ％

d

コメント入稿数

1,119

56

1,233

70

e

コメント入稿率（d ／ b）

72.9 ％

53.8 ％

80.4 ％

70.7 ％

実施率は、昨年度は全学を上回っていたが、今年度は若干低下した結果、全学の値を下回ることになっ
た。コメント入稿率は大幅に向上したものの、全学のレベルには到達していない。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
なによりも、新カリキュラムの円滑な実施のために忙殺された 1 年間であったが、多くの教員の尽力に
より、1 年目は無事に乗り切ることができた。次年度以降への準備も着実になされている。近年、大学教
育へのアクティブ・ラーニングの導入に関する議論が高まりつつあるが、そうした概念が導入される以前
から、本学部では、演習、社会調査実習等を通じて、特にフィールドワークを中心とする多数の取組み
がなされてきた。たとえば、社会福祉士課程の学生による豊田市社会福祉協議会での研究発表など、学
生による実社会への直接的な情報発信の例も多く、それらは、通常の授業や学会発表などとは異なった
態度やスキルを教員に要求するものであり、FD の効果は大きいと考える。また、他大学との合同ゼミと
いった実践も開始されている。授業評価アンケートについては、表に示したような表面的数値だけで評
価することには、疑念も感じるが、数値自体の改善にはそれほどの努力を必要とするものでないだけに、
反省の余地はあろう。
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5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
新カリキュラムの完成年度までの確実な実施が、まずは最優先課題である。特に、目標とした、①学
生の体系的な学びの実現、② 4 年間一貫したキャリア教育の取組み、については、常に適切な評価を行
いながら、努力を継続する必要がある。また、停滞していた卒業時アンケートの分析・評価も今年度の
目標である。この点は、本学部が持続的に取り組んできた「アクティブ・ラーニング」の成果の可視化
とともに、長期的な検討課題としていきたい。また、授業評価アンケートの数値など、比較的容易に改
善が可能なものについては、効果的な対応を考えていく。
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社会学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
現代社会学部の FD 委員が、大学院の FD 活動も担っている。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。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
前年度の活動を継続し、研究教育体制の改善を図る。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）半期ごとのアンケート
半期が終わるごとに、全院生に、自由記述形式のアンケートを実施している。院生が少数であるた
め、回答は、研究科長と研究科主任のみが読むこととし、教員組織で検討すべき点があれば、研究科
委員会でとりあげる。
（ 2 ）『社会学論集』の執筆・編集・発行（2016 年 1 月 25 日に院生と教員合同の編集委員会開催）
院生論集に相当する『社会学論集』を年に 1 回発行している。これは、日頃の研究成果をまとめるだ
けでなく、2014 年度から「書評研究会」
（2015 年度は 11 月 14 日）を開催しその成果を掲載している。
（ 3 ）メンタリング研究会
2014 年度から、修士論文や博士論文を執筆中の院生を対象に、博士号を取得して間もない社会学者
から、経験を聞き、助言を受ける研究会を開催している。
（2015 年度は 3 月 22 日に開催）
（ 4 ）院生への研究倫理教育
教員が受ける研究倫理教育に準じて 2015 年 6 月に実施した。
（ 5 ）研究報告会
半年ごとに、全院生が、研究成果を報告し、公表しあう。2015 年は 7 月 17 日、12 月 14 日、1 月 14 日
に実施した。
（ 6 ）福祉社会学会との共同研究会
2016 年 2 月 22 日に、八事キャンパスで共同研究会を開催した。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
本研究科の研究教育能力を向上させ、内外にアピールする事業を実施してきた。残念ながら新たな
入学生の獲得にはむずびつかなかったが、この方向で、FD 活動を継続する。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
これから 2、3 年のうちに、博士論文を提出する院生が数名いる。すぐれた論文となるよう、FD 活動
の面でも、努力したい。
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4-⑹

法学部・法学研究科

法学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
法学部では、全学の教育推進センター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。委
員会は、学部選出の教育推進センター委員を議長とし、8 領域（パート）代表の教員で構成される。この
ほか、学部教授会の場でも、適宜、関連する議論を行っている。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
法学部の教育目標（学習成果）は、以下の 4 点で構成される。
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。
上記の教育目標を意図しつつ、2014 年度から開始した新カリキュラムのもと、具体的には、以下の 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（2015 年
度は 5 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に関する具体的な組織的取り組み
法学部 FD 推進委員会は、年4回の定例委員会と教授会の諮問その他臨時の諸課題を検討するための不
定期の臨時委員会を開催している。本年度の具体的な審議内容は、以下の通りである。
（ 1 ）2015 年 5 月 20 日（水）2015 年度 5 月（定例）法学部 FD 推進委員会
① 2014 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 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。
（ 2 ）2015 年 6 月 3 日（水）2015 年度 6 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。
（ 3 ）2015 年 9 月 16 日（水）2015 年度 9 月（定例）法学部 FD 推進委員会
2015 年度春学期に実施した授業アンケートの結果を詳細に分析し、幅広い意見交換を行った。これら
のアンケート結果の分析および意見交換を踏まえ、今後の授業内容・授業方法の改善、ならびに今後の
検証作業の進め方などについて確認した。
（ 4 ）2015 年 9 月 30 日（水）2015 年度 9 月（臨時）法学部 FD 推進委員会
法学部教授会の諮問を受け、現行のカリキュラムが有する問題点につき、全体的視点および各パート
の視点から幅広く意見交換を行い、今後のカリキュラム変更の方向性について確認した。
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（ 5 ）2016 年 1 月 20 日（水）2015 年度 1 月（定例）法学部 FD 推進委員会
① 来年度シラバスに対し、きめ細かな分析と検討、幅広い意見交換を行い、今後の授業内容・授業
方法の改善、今後の検証作業の進め方などを確認し、必要に応じ来年度シラバスの修正を決定した。
② 卒業時アンケートの回収・集計の整理方法につき意見交換を行い、今後の方針を決定した。
（ 6 ）2016 年 3 月 4 日（金）2015 年度 3 月（定例）法学部 FD 推進委員会
2015 年度秋学期に実施した授業アンケートの結果を詳細に分析し、この分析に基づく幅広い意見交換
を行ったうえで、今後の授業内容・授業方法の改善・今後の検証作業の進め方につき確認した。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（ 1 ）授業改善のためのアンケート
2015 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は、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
全学の教育推進センター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
本年度は、全学の教育推進センター委員会の方針に基づき、シラバス入稿内容の点検・確認作業を行っ
た。法学部では、領域（パート）毎に、すべての教員が領域内における常勤・非常勤教員を含む全科目
のシラバスを相互に点検・確認した。この際、①誤字・脱字・ナンバリングミス等の指摘のほか、②シ
ラバス点検シートの各項目に即した入念な点検・確認作業を行い、学部長・副学部長の確認を経て、教
育推進センター委員が取りまとめた。
（ 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 3 回「法学部ゼミ対抗プレゼン大会」を 2016 年 1 月13日に清明ホールにて開催した。
・ゼミ代表者会議
学
 生の率直かつ多様な意見を聞くために、
「ゼミ代表者会議」を 2015 年 12 月18 日に実施した。
・高大連携
高
 大一貫教育の観点から、2014 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や活動目標
次年度以降、引き続き、法学部 FD 推進委員会で、FD に関する諸課題の解決に向け、定期的な課題検
討を行い、具体的な解決策を考える。特に、以下の 4 点を重点項目として掲げる。
・2015 年度 9 月（臨時）法学部 FD 推進委員会からの教授会答申に基づき設置されたカリキュラム改
正に関する専門委員会（
「法学部将来構想検討委員会」および「同委員会の諮問機関たる『ワーキン
グ・グループ』
」
）とも緊密な連携をとりつつ、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・検証を踏まえ、抜本的なカリキュラム改正へ向けた本格的な検討に入る。
・上記とも関連しつつ、法学部 FD 推進委員会におけるさらなる議論の充実化を目指す。
・法学部ゼミ対抗プレゼン大会のいっそうの拡充を図り、学生の学習意欲と達成感の向上を目指す。
・ゼミ代表者会議の充実を図り、学生ニーズに即した、さらなる教育環境の整備・向上を目指す。
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法学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
法学研究科では、組織的に FD 活動を推進するために、法学研究科 FD 推進委員会（以下、FD 推進
委）を設置している。FD 推進委は、研究科選出の教育推進センター委員を委員長とし、民法・刑法な
どの各領域（パート）代表の教員からなる。定期的に会議を開催するとともに、研究科委員会からの
諮問を受けた事項について臨時に協議し、答申する役割を担っている。
FD 推進委の沿革は以下の通りである。法学研究科では、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 FD 推進委を組織し、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、同委員会は解散）
。また、2015 年 2 月の
研究科委員会において、FD 推進委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 FD 推進委に移管することを決定した（これに伴い、同委員会は解
散）。これにより、FD 推進委の機能がなおいっそう強化され、現在に至っている。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
2015 年度、法学研究科は以下 2 つの事項に取り組むことを FD 活動関連の目標として設定した。
（ 1 ）授業内容・方法および論文指導方法の改善
7 月と 11 月頃に開催される院生論文報告会、3 月頃に開催される院生との意見交換会、および、シラ
バス検証の結果を踏まえ、FD 推進委において幅広く意見交換を行い、今後の授業内容・方法および論
文指導方法の改善について検討する。
（ 2 ）カリキュラムの検証
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、FD 推進委において幅広く意見交換を行
うことを通じ、カリキュラムの検証を行う。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）授業内容・方法および論文指導方法の改善に関する具体的取り組み
1．院生論文報告会
論文指導に関して、院生論文報告会を年 2 回開催し、指導教員以外の専任教員による指導が行わ
れている。今年度は 7 月 15 日と 11 月 25 日に開催した。
2．院生との意見交換会
授業改善のためのアンケートに替えて院生からの意見を聴取するために、法学研究科では、年度
末に、院生との意見交換会を実施している。今年度は 3 月 4 日に開催し、履修登録関係の制度の整
備と研究環境の改善に関する要望を受けた。
3．シラバスの検証
2015 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、11 月 25 日に開催
された定例の FD 推進委においてシラバスの書式・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。
4．法学研究科 FD 推進委員会における意見交換
以上を踏まえ、3 月 4 日に開催された定例の FD 推進委において、授業内容・方法および論文指導
方法の改善について幅広く意見交換を行い、現時点では特段の問題点が見当たらないことを確認し
た。
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（ 2 ）カリキュラムの検証に関する具体的取り組み
定例の FD 推進委においてカリキュラムに関する検証を行うこととしている。
今年度は、6 月 3 日に開催された臨時の FD 推進委において、モニタリングシート課題として指摘さ
れた「リサーチワークにコースワークを適切に組み合わせたカリキュラム」に適合するよう、博士後
期課程のカリキュラム改正の検討を進めることと合わせて、2014 年度の院生との意見交換会で要望が
提出された、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カリ
キュラムの改正について検討すべきことを研究科委員会に提言することを決定した。しかしながら、
研究科委員会において、この問題については先端共同研究機構における取り組みと密接に関係するた
め、その動向を見ながら慎重に検討を進めていくべきことが確認され、継続審議となっている。
（ 3 ）その他
将来の研究者及び高度専門職業人を育成すべく、成果発表等に関する検討を行った。2011 年の「『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、昨年度から NEXT 10 の取組事業として「『中
京法学』査読制度強化プロジェクト」が採択されて検討が進められた結果、3 月 4 日開催の法学部教授
会において関係規程が整備された。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
実質的に今年度から、FD 推進委が定例開催となり、授業内容・方法および論文指導方法やカリキュ
ラムについて組織的かつ定期的に検討を行う制度が整った。これは組織的な FD 活動が法学研究科の
ルーティンワークとして確立したことを意味し、今後取り組むべき課題を早期に発見することにつな
がっていくものとして評価できよう。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
次年度も引き続き、定例の FD 推進委において FD に関する課題についての定期的な検討を行い、必
要に応じて解決策を検討する予定である。
現時点で具体的にあがっている課題と対応の方向性は以下の通りである。
（1）博士後期課程のカリキュラムの改正：次年度以降、関係する動向をみながら検討を進め、しか
るべき時期に改正を実施する予定である。
（2）履修登録制度に関する整備：秋学期開始時点での履修修正が可能となるよう、制度の整備を検
討する予定である。
（3）TA 制度のあり方に関する検討：教育推進センター委員会に対してしかるべき時期に提言を行う
予定である。

114 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

4-⑺

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 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
学部独自の FD 活動等を進める常設の組織として授業改善委員会を本学部開設時から設置している。
正副学部長、前・元学部長、教務委員、入試委員、キャリア教育・支援委員等が委員として加わり、合
計 9 名のメンバーで構成されている。ほぼ月に 2 回のペースで委員会を開催しており、委員会で取りま
とめた事項を教授会に報告または審議する仕組みとなっている。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
本学部の DP に基づいて、2014 年度は実践系科目（アカデミック・スキルズ A、ロジカル・シンキ
ング、キャリア・イングリッシュ）を中心としてカリキュラムの見直しを行ったが、2015 年度はカリ
キュラムの体系性や履修系統図等を再検討することにより、2018 年度より実施予定の新カリキュラム
の内容や体系性等について検討を進めた。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）カリキュラムの体系性や履修系統図の再検討
学部固有科目について、必修科目の配置年次・セメスターを検討し、あわせて選択必修科目の再検
討と配置年次・セメスターの検討を行った。
（ 2 ）初年時から系統的に問題発見・問題解決能力を育成する新規プログラムの検討
公共政策・ビジネス戦略・融合領域を視野に入れた総合的な問題発見・問題解決能力を育成する系
統的な新プログラムの開発について検討を行った。
（ 3 ）プロジェクト研究報告会の評価方法等
独自の学部教育のひとつの柱であるプロジェクト研究報告会（3 年次秋セメスターに実施）について、
とりわけ評価方法について検討を行った。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（1）カリキュラムの体系性や履修系統図の再検討については、授業改善委員会での検討を踏まえて、
年度内の教授会で決定を見た。（2）初年次から系統的に問題発見・問題解決能力を育成する新規プロ
グラムの検討については、授業改善委員会の主要なメンバーが 2016 年度の科研費および本学の特定研
究Ａに応募し、特定研究Ａについては採択されたことから、これを研究面で支える財政的な基盤を確
保することができた。また年度内の教授会において基本方針が認められている。
（3）プロジェクト研
究報告会の評価方法等については、12月に実施した第2次予選会では学内審査委員から厳しい意見が寄
せられたが、2016 年 1 月に実施した本選では、学外審査員から高い評価を得ることができた。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
（1）初年時から系統的に問題発見・問題解決能力を育成する新規プログラムの検討については、実
践的なプログラムの開発を進めるとともに、新カリキュラムの体系性や履修系統図の整合性をさらに
精度の高いものにして行く。これにより、2016 年度中に新カリキュラムを教授会決定し、全学委員会
に諮ることにする。
（2）学部の AP、DP、CP の見直しについは、全学的な課題であるので文部科学省
や教育構想会議等での検討の進捗状況に合わせながら、学部独自としても、さらに精度の高い内容と
なるように検討を進める。
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経済学研究科総合政策学専攻
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
論文作成指導のためのアドバイザー制度を設けている。インフォーマルセミナーと称して修士2年に
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
関わることにより、修士論文の水準の引き上げに大きく貢献している。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
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ィングに関する理論的
知識や実践能力、研究能力を身につけた高度な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。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）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 FD 活動に取り組んでいる。
（2）毎年 4 月の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報告
会を開催している。この構想報告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
生が緊張感をもって報告することにより、研究への意識を高めていくことにも貢献している。な
お、報告会終了後には、報告者への慰労も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果もあろうかと思われる。
（3）都度院生に対してアンケート調査を実施し、その回答を専攻委員で共有することにより、FD 活
動の推進に努めている。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（1）例年同様、上記研究構想報告会を実施した。
（2）2016 年 2 月に院生からのアンケートを実施した。個別的に対応可能な点はすぐに改善しつつも、
それ以外のものに関しても適宜改善すべく検討作業を行っている。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
2016 年度には 2015 年度に行ったカリキュラム改革の目玉であるソーシャルビジネス領域的な科目群
を受講する院生が初めて入学してくる。そのため、これまでの公共政策領域・ビジネス戦略領域にお
ける教育とは違ったかたちでの教育によって生じる課題・問題を解決していくことが当初の検討課題
になるであろう。また、それらの院生の意見を積極的に聴取することにより FD 活動を推進していくこ
とが第一の活動目標になると考えられる。
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4-⑻

経済学部・経済学研究科経済学専攻

経済学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
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：近藤健児教授、教育推進センター委員 2 名：釜田公良教授、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。経済研究科経済学専攻の FD 委員として、白井正敏教授、
山田光男教授とも連携・協力しつつ FD 活動を進めている。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
（ 1 ） 1 年生に対する演習科目の導入について
1 年次配当の経済学部の基幹科目（必修科目 ) であるマクロ経済学入門・ミクロ経済学入門の科目は
100 人を超える大人数の講義として行われており、重要科目でありながら、学生一人一人の理解度に合
わせた教育を実施することが難しい状況にある。この改善のため 1 教員あたり 40 名程度の演習科目を
追加し、学生の理解度に合わせて演習問題を解く形態の授業を、2016 年度以降に導入することを検討
する。
（ 2 ）カリキュラムマップにおける学習効果と科目内容の精査・検討
カリキュラムマップにおける科目の学習効果を意識したシラバスの表記方法を検討し、シラバスの
更新を起点として授業内容の変更、カリキュラムの修正について検討する。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 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、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、現在の履修者の特徴が総括的に把握できるようにしてい
る。
（ 3 ）ゼミナール履修者選抜
当該学部では、学生の就職活動に対する不安を軽減し、主体的なキャリア形成に向けた行動を引き
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ている。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。
（ 4 ）英語による経済学教育の検討
本年度は、英語による経済学教育を実施している日本大学の経済学部の実情を調査するために近藤
健児学部長、内田俊博准教授、増田淳矢准教授のメンバーを派遣し、日本大学のご厚意を得て、授業
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の視察及びヒアリングを実施した。その成果とこれまでの小委員会での数年に渡る議論の内容をもと
に、当該学部における英語による経済学教育の方向性について教授会報告がなされた。
（ 5 ）卒業研究優秀賞の設立
当該学部では、学生の主体的な学びを促す取り組みの一環として、ゼミナールでの学修を重視すべ
く、卒業研究優秀賞を設立し、ゼミナールごとに最も優秀な卒業研究をした学生を表彰することを決
め、本年度から実施した。
（ 6 ）公開授業と座談会の実施
参加者は少なかったものの今年度も公開授業を実施した。座談会では、学部教育の中心的な科目で
あるマクロ経済学のような1週間に2回授業を行う集中的な授業形式の有効性について主として意見交
換がなされた。
（ 7 ）シラバスの修正
2 月に実施された全学的なシラバスの点検・修正に合わせて、本学部でも学部内 FD 委員を中心とし
て、シラバスの点検と情報収集を行った。各担当者は、割り当てられたシラバスを点検・評価し、修
正事項を抽出するとともに、優れた記述やコメントなどを収集した。修正が明らかに必要なシラバス
については、教務課担当者を通じて科目担当者に修正を依頼した。
（ 8 ）FD 研修会
本年度は「経済学部の教育に関連する諸要因の検討」というタイトルで、近い将来に学部運営に影
響を及ぼすと思われる要因についてスタッフ間で情報や意見を共有することを目的として、釜田公良
教授、鈴木崇児教授、増田淳矢准教授から、それぞれ「3 つの方針の見直しについて」
「学修到達目標
とそれらを達成する教育方法」
、
「高大連携型講義を活用した AO 入試の事例について」と出した話題提
供を受け、スタッフを専門分野ごとに分けグループディスカッションを行った。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上記の（1）（2）
（3）の内容については、例年通りの枠組みで実施されており、これまで通り学部教
育を進める上で有効に機能していると考えている。今後も工夫を加えながら実施していく予定である。
（4）については、他大学の例を本学の状況に照らして考えると、さまざまな困難が生じることが予
想されるため、改めて後述する学部プロジェクトとして他の取り組みと合わせて計画を再検討するこ
とになった。新たに検討・実施した（5）については、学生、教員両者のポジティブな反応が得られた
ことから、ゼミナールを中心に能動的学修を重視した教育を推進する取り組みとしては一定以上の成
果が得られたと考えている。
（6）については、次年度以降に導入が検討されている 1 年生向けの演習科
目のあり方にも議論が及び意義のある座談会となった。また、公開授業についても、授業公開教員が
実施日を指定する方式を導入する提案がなされ、次年度に実施することにした。
（7）については、内
容の修正にまで踏み込むためには、十分な検討と作業時間を要することが改めて認識され、次年度以
降の継続課題として残った。（8）については、有用な議論がなされ、スタッフの間に問題に対する共
通理解が深まったと思われる。この議論の内容については、次年度の学部プロジェクトおよび学部内
FD 委員会への活動に引き継がれることになっており、今回の意思疎通は今後の議論をすすめるための
基盤として機能するであろう。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
現時点では暫定的であるが、学部の教育に関する取り組みとして、3 つの学部プロジェクトを含め、
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以下の 5 項目を検討している。
（1）学修到達目標の設定とそれらを実現する授業方法の推進
（2）能動的学修を目指した学修環境の整備
（3）英語による学部教育の充実
（4）体験型の集中講義を前提とした AO 入試の導入
（5）キャリア教育の有効性の向上
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経済学研究科経済学専攻
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
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。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
・倫理教育の実施：研究に対する倫理が強く求められる昨今、学内においても、昨年より「人を対象
とする研究に関する倫理審査委員会」がたちあげられ、将来的には学生にも倫理教育を実施する
方向にある。経済学専攻では全学の流れに先駆け、研究に関する倫理教育を実施する。特に、研
究不正防止に焦点をあてた啓蒙活動を継続的に実施することを目標とする。
・キャリアパスの整備：近く、全学でもキャリアパスの整備に向けた取り組みが予定されているが、
一足早く、経済学専攻では校友会の協力を得、着手する予定である。経済学専攻では、従来、税
理士を多数輩出しているため、研究者、会計士・税理士、その他という三つの分類で整理してい
きたい。
・博士課程カリキュラムの見直し：経済学専攻では、博士課程のカリキュラムはリサーチワークのみ
から構成されている。今後は、経済学を体系化したコースワークをたちあげ、コースワーク、リ
サーチワークのバランスのとれたカリキュラムの構築を目指す。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）教学に関する在学生へのヒアリング調査
（2）カリキュラムの整備：2016 年度における「経済学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」の新設
（3）前述のコースワーク・リサーチワークの検討
（4）修士論文の中間報告会・最終報告会実施に関する検討
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
在学生にヒアリング調査を行い、要望や問題点などをインタビューし、学習指導内容等の点検を行っ
た。結果としては、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 2016 年度に配慮することにしている。
また、2016 年度から「経済学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を設置することを決定した。これは、論文の読み方、
書き方、検索方法、プレゼンテーション技法など、修士論文の作成を円滑に行う能力の習得を目的と
するものである。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
2012 年度に博士前期課程、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、研究指導
の内容を広く周知できるようにしたが、それが実際にうまく機能しているかについてチェックを行う。
そして、必要が認められれば、改善に取り組む。また、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、博士課程におけるコースワーク・リサーチワークの導入についても継続して検討を進める。
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4-⑼

経営学部・経営学研究科

経営学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
自己点検・評価委員会（全教員によって FD や学部の問題について情報共有・意見交換を行う）
将来検討委員会（学部の中・長期的方向性を検討する）
カリキュラム委員会（カリキュラムを中心とした具体的内容について検討する）
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
経営学部では、複雑化・国際化が加速する現代社会に即した経営理念とその実践への応用を備えた
ビジネス・パーソンすなわち経営者、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。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
上記の教育目標のために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、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目的としているため、理論科目の体系化・
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（「海外ビジネス研修」、
「アドバンスト・ビジネス・イングリッシュ（ABE）
」
）、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、書く力）
（
「学びのリテラシー」、
「ゼミリテラシー」
）
、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。
ゼミナールの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、③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。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
経営学部では、FD 活動の一環として教授会後に年数回にわたって意見交換会（自己点検・評価委員
会等）を開催している。
授業改善、授業公開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。
本年度は、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、現行カリキュ
ラム体制の再検討を行うとともに、ゼミナールのあり方についても審議された。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できると考
えられる。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
基本的には今年度の FD 活動を継続していく予定であるが、経営学部の教員像、教員組織編成方針の
内容について検討を継続し、経営学部学生の履修・学習アドバイスに関する措置の必要性、その対応
策についても今後審議していく必要がある。
ABE 等本学部の特徴を外部に周知するために学部の広報委員会を設けることや卒業時アンケートの
データの電子化等に関しても今後検討すべき課題である。
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経営学研究科
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
自己点検・評価委員会（全教員によって FD や研究科の問題について情報共有・意見交換を行う）
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
博士前期課程（修士課程）では、経営学および隣接諸科学の専門知識を深く広く修得し、企業およ
びさまざまな組織における諸現象・諸問題を分析し、洞察する能力を持った人材を育成する。そのた
めの理論・実践・国際化を 3 つの柱としたカリキュラムを編成している。
博士後期課程では、経営学の専門知識職、思考方法、問題解決方法を習得し、学術研究者、教育者
あるいは高度専門実務者となる人材を育成する。
3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
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
であるが、そのため博士前期課程において、6 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
報告会（修士論文予備審査）を開催している。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、大学院紀要に年 1 回の投稿を義務づけている。
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。
留学生の論文作成能力を高めるために「日本語論文作成法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」という講座も引き続き
維持されている。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
経営学研究科では、FD 活動の一環として、研究科委員会後に年数回にわたって意見交換会（自己点
検・評価委員会）を開催している。
今年度は、経営学研究科に設置された修士課程と博士課程のカリキュラム体系を検討した。
より充実した研究指導体制の構築をはかるため、2017 年度入学生から入学定員を 10 名から 7 名に減
少させ、収客人員を 14 名にすることを審議し、決定した。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
基本的には今年度の FD 活動を継続しながら、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ており、今後実施する方向で検討している。
2016 年度から定年退職者を対象とした社会人選抜（有験者特別選抜）制度を導入する予定である。
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4-⑽

工学部・情報科学研究科

工学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
工学部は学部内 FD・自己点検委員会を、各学科から 1 名の教員 4 名（機械システム工学科
人、電気電子工学科

須田潤、情報工学科

山田雅之、メディア工学科

石原彰

瀧剛志）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。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
① 学部申請時に設定したカリキュラムの実行時における問題点を把握し、時間割構成上の不具合
（再履修者の過年次科目と正規年次科目との重複など）への対応を行う。
② 本学部の教育の特色として掲げている実験・実習科目が今年度で出揃うため、円滑な実施を目
指す。
③ 今年度のゼミ配属が、完成年度における各ゼミ学生の構成を満たす選考となるため、昨年度の
選考における課題を解決する。
④

シラバスに基づいた授業展開の検証を進めて、完成年度後の修正課題を把握する。

3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ） 教育目標にあげた取り組み
①

カリキュラム実行時における問題点の把握と時間割構成上の不具合への対応

②

実験・実習科目の円滑な実施

③

ゼミ配属の選考に関する課題の解決

④

シラバスに基づいた授業展開に関する検証

（ 2 ） アクティブラーニングに関する取り組み
① 工学部の学生が主体的に実施するプロジェクトの支援（学部内でプロジェクトを公募し、審査
結果に応じた助成を行うプロジェクト助成制度の実施）
② 工学部の教員が独自に行っているアクティブラーニングに関する取り組みの把握と周知（教育
推進センターが主催する FD シンポジウムにおいて発表）
（ 3 ） 研究指導上の工夫
① 卒業研究発表会の実施と複数教員による卒業研究の新規性・信頼性・有用性の評価および指導
（再発表や論文修正を指示し、卒業研究の質を高める）
（ 4 ） リメディアル教育（初年次教育）
①

初年次教育の効果の検証（2014 年度より中京大学 Next10 のプロジェクト研究課題）

（ 5 ） シラバス点検
②

学部内 FD・自己点検委員による点検と担当教員へのフィードバック

4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上記 3 にあげた取り組みを実施し、課題の把握を行った。また、上記に加え、授業改善アンケートな
ど全学的な FD 活動についても、教育推進センターの方針に従い実施した。
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5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
次年度、工学部は完成年度を迎えることから、卒業する学生へのアンケートなどを実施するととも
に、現行のカリキュラム構成の教育効果を検証し、完成年度以降のカリキュラムや教育研究環境の改
善へつなげていく必要がある。特に、工学系の基礎科目、実験・実習科目、ゼミ科目に関する組織的
な FD 活動を推進していく必要がある。

124 For Doing our best!!

FD は大学のすべての者の《幸せ》のため

情報科学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
情報科学研究科の FD・自己点検委員会は教員 4 名（情報科学専攻
ディア科学専攻

石原彰人、須田潤、瀧剛志、メ

山田雅之）で構成し、研究科における FD 活動の推進や、とりまとめを行った。

2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
①

学部生に対する大学院進学説明会および進学アンケートの実施

②

大学院入試科目の見直し

③

研究科・研究所交流会の実施（院生の研究中間発表会を含む）

④

学外機関・企業との連携

⑤

院生の研究発表に対する経済的支援

3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 1 ）教育目標にあげた取り組み
①

学部生に対する大学院進学説明会および進学アンケートの実施
 工学部 3 年生全員を対象に新設予定の工学研究科に対する進学アンケートを実施し、進学希望者
数、進学に対する学生の考え方などを把握

②

大学院入試科目の見直し
入試科目数を英語、数学を含む 4 から 7 科目の基幹科目に限定

③

研究科・研究所交流会の実施
 人工知能高等研究所と合同で研究交流会を開催し、研究科所属学生全員参加のもと修士 2 年生お
よび博士 1・2 年生以上による研究発表会を実施

④

学外機関・企業との連携
 希望する院生に人工知能高等研究所の準研究員資格を付与し、企業等との共同研究への参画を
推進。名古屋市科学館との連携市民講座の共同開催等

⑤

院生の研究発表に対する経済的支援
 国内外の学会・展覧会等で研究発表や制作発表を行う院生を経済支援する制度を設け、部門還
元費による旅費の補助制度、研究科予算による旅費および参加費の補助制度を運用

（ 2 ）工学研究科の設置準備
① 情報科学研究のカリキュラム、シラバス、授業方法、研究指導方法、教育研究環境などに関す
る課題の把握および新設予定の工学研究科のカリキュラム・シラバスの検討
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上記 3 にあげた取り組みを実施した。また、上記以外にも、学生の研究活動が活発になるように、学
会・展覧会での成果発表や外部機関との共同研究などを各指導教員の下で積極的に推進した。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
これまで行ってきた個々の組織的 FD 活動を継続的に行っていく一方で、個々の科目の授業方法の改
善や学修到達度調査等に関する FD 活動も進めていく必要がある。また、2017 年度 4 月の工学研究科開
設に向け、現行のカリキュラム、シラバス、授業方法、研究指導方法、教育研究環境について検証し、
工学研究科へのスムーズな移行につながる FD 活動を検討していく必要がある。
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4-⑾ スポーツ科学部・体育学研究科
スポーツ科学部
1 ．学部（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
学部内に「FD 委員会」を置き、3 学科から選出された計 6 名の委員によって学部教員と学生に対す
る FD 活動の推進・点検などを行った。また委員長を中心に学生 FD 委員と密に連携し、学生とともに
FD 活動の活発化に努めた。
2 ．2015 年度の学部の教育目標（FD 活動関連）
学部の 3 つのミッション（人間活動の理論的解明・世界レベルの競技力の向上・スポーツ専門人材の
育成）を達成するために、次の教育目標を定めた。
①

世界のスポーツアカデミズムをリードする専門家になるための教育を展開する。

②

理論と実技力を持ち合わせた体育・スポーツの指導者になるための教育を展開する。

③

科学的素養と社会的適応力を持ち合わせた社会人になるための教育を展開する。

3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）学部内の「教務委員会」の協力のもと、カリキュラムの体系や履修方法などの適正化を図った。
（2）学部独自の海外研修を展開し、世界のスポーツアカデミズムに接する機会を学生に提供した。
（3）関連分野の教員たちにより授業内容や方法などについて意見交換を行い、授業の改善に努めた。
（4）3 名一組になりシラバスを点検し、改良点などを該当教員に伝え、シラバスの質向上に努めた。
（5）学部主催の講演会や学会などを通して、他大学の FD 活動について情報を収集した。
（6）新入生の学部ガイダンスにおいて、学生 FD 委員が新入生に FD 活動を紹介した。
（7）実技教員は、理論に基づいた実技教育ができるよう研究活動を活発に行い、論文の発表に努め
た。
（8）提出された卒業論文の抄録集を作成し、論文の成果を学生と教員で共有した。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
（1）学生の授業アンケートの結果への対応は担当教員に一任したため、対応内容を適切に評価する
ことはできなかった。
（2）シラバスを複数の教員で点検することを本年度からとり入れ、学生らが理解しやすい表記に統
一できた。
（3）卒業論文の抄録集を作成しているが、卒業論文発表会を行う教員の数は限られていた。
（4）学生の教育に直接反映する教員自身の研究活動は活発になってきた。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
（1）学生の授業アンケートの結果を全教員で共有し、学生の意見を授業改善に活用できるように努
める。
（2）教員同士の授業評価を活発にする。
（3）学生の研究能力を高める一環として学部主催の卒業論文発表会を行う。
（4）受講科目の決定などにシラバスを積極的に活用する大切さを学生に広める。
（5）FD 活動の意義について学生および教員に普及させる。
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体育学研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
研究科には FD 委員会を設置せず、授業などの機会に学生の意見を聞き、検討が必要な内容について
は研究科運営委員会や研究科委員会などで審議し研究・教育に反映させた。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
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標に、次のような教育目標を
置いている。
①

博士前期課程では、体育学・健康科学の領域における専門知識を修得させる。

②

博士後期課程では、体育学研究を自立的に遂行できる能力を培う。

3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（1）体育学研究科は 5 つの系で構成されている。それぞれの系で、毎週 1 回、セミナーを開講してい
る。このセミナーには各系の全教員と受講学生が参加し、学生の研究能力を育成した。
（2）博士前期課程では年 1 回、修士論文中間報告会を開催した。この報告会は、1 日をかけて行われ
た。学生は口頭とポスターによって研究経過を報告した。全教員が参加し、分野に関わらず学生
の指導に当たった。この報告会には、発表学生以外の学生参加も認めた。
（3）博士後期課程では、博士論文計画報告会、博士論文経過報告会などを適時、開催した。この報
告会には全教員が参加し、分野に関わらず学生の指導に当たった。この報告会には、発表学生以
外の学生参加も認めた。
（4）学会参加学生には参加内容（発表あり、あるいは参加のみ）に応じて必要経費の一部を援助す
ることで、学生の研究活動を促した。
（5）新入生歓迎会、修了生謝恩会を学生らが積極的に開催し、学生と教員の交流を深めることに貢
献した。
（6）倫理など研究者として欠かせない素養を養うための授業を設け、学生が研究者として自立する
能力を高める教育を展開した。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
体育学研究科では、中京大学全体で FD 活動を展開する以前から、FD に相当する活動を展開し続け
て現在に至っている。その間、さまざまな試行錯誤を繰り返し、その年度に実行できる最良の活動を
展開してきた。今年度の FD 活動も、同様に、いま実行できる最良の活動であったと考えている。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
体育学研究科としては、原則、本年度に準じた FD 活動を展開する予定である。
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4-⑿ ビジネス・イノベーション研究科
1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
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。
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 2015 年早々に 2015 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。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
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。
したがって、2015 年度も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
目標のもと、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に関する具体的な組織的取り組み
（ 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 ）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、2015 年度も
実施するとともに、教員側のコメント・改善策などのフィードバックを記載するようにしている。
（ 3 ）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
れ、2015 年度（10 月 31 日土曜日に実施）も、概ね企図された効果を得ることができたと思われる。
（ 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、2014 年度より教員「茶話会」を行っている。本年度は 2 月の研究委員会後の 1 時間程度、専任教
員 1 名が当研究科での自らの講義を通した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
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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 ）意見箱の設置（学生）
2015 年度より新たに研究科学生自習室に、研究科の運営、設備、講義等、様々な意見を敷居が低い
形で募集するための意見箱を設置した。設置後現在までに数件の意見が寄せられ、今後の運営への反
映、学生へのフィードバックを通して、教育環境の改善へとつなげている。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
上述の教育目標を実現するために（1）～（5）の FD 活動に取り組んできたが、それぞれの活動につ
いて（1）～（4）については取組みから数年が経過し軌道に乗ってきている。また（5）についても新
たな取組みであるが教育環境の改善へのつながりが確認され、いずれの活動も一定の目的を達成して
いると思われる。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
①

上記 3 で述べた（1）～（5）の取り組みは、継続的に実施していく。

②

2016 年度は、2017 年度のカリキュラム再編に向けて検討し新カリキュラムを決定する。
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4-⒀

法務研究科（法科大学院）

1 ．研究科（または学部・研究科共通）独自の FD 活動組織とその概要
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。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。
2 ．2015 年度の研究科の教育目標（FD 活動関連）
（ 1 ）法務研究科の掲げる教育目標
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

（ 2 ）今年度の教育目標
①

カリキュラム・ポリシーの策定〔5 月教授会にて決定済み〕

②

教育課程の適切性の検証の組織的な取組の体制の整備

③

授業参観の実施〈各学期に実施、参観者による参観所見と被参観者による実施報告書の提出〉

④

授業参観実施検討会の実施〈各学期に実施、授業改善に向けた意見集約〉

⑤

学生による授業アンケートの実施〈各学期に実施、アンケート結果の通知と教員による共有〉

⑥

授業実施報告書の作成・提出〈各学期に実施、担当科目につきアンケート結果に基づき作成〉

⑦

授業実施検討会の実施〈各学期に実施、授業改善に向けた意見集約〉

⑧

FD 研修の実施〈教員の教育能力向上のための後援会・シンポへの参加と教授会報告〉

⑨

指導教員制度に基づく学生指導〈専任教員による学生への個別指導・学習相談・教育指導〉

⑩

FD 委員会による学生との懇談や学生の要望の集約〈FD 懇談会・ひとこと意見質問箱の活用〉

3 ．FDに関する具体的な組織的取り組み
（ 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。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 ）教育課程の適切性の検証の組織的な取組の体制
教育課程の適切性の検証の組織的な取組の体制の整備の一環として、シラバス作成ガイドラインに
基づくシラバスの点検や、定期試験等出題ガイドラインに基づき、定期試験等問題の点検、さらには、
授業方法ガイドラインに基づく司法試験過去問使用状況の点検について、教務委員会と連携しながら、
実施している。
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（ 3 ）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。
（ 4 ）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
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。
（ 5 ）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。
（ 6 ）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。
（ 7 ）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。
）
（ 8 ）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。
（ 9 ）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
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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。
（10）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
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。
（11）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。
4 ．今年度実行した FD 活動の振り返り
・授業評価に関しても院生全員による評価の提出がなされており、またその評価結果を踏まえた実
施検討会においても有意義な意見交換がなされた。
・教務委員会と連携しながら、シラバスの点検や、定期試験等問題の点検、司法試験過去問使用状
況の点検を行い、教育課程の適切性について確認している。
・授業参観は、毎学期ごと全教科を対象に約 1ヶ月間設定し、参観所見をもとに実施検討会を開催し
た。
・指導教員制については、毎学期ごとに指導報告書の提出を求めており、実施検討会等において院
生の状況を確認している。
・FD 懇談会は、原則として学期中においては毎月実施しており、学生の日頃の生活状況などについ
ても意見交換をしている。
・ひとこと意見・質問箱については、寄せらせた意見・質問について FD 委員会で検討の上、回答・
実施した。
・成績異議申立制度の利用はみられなかった。
・到達度判定テストに関しては、今年度から「共通到達度確認試験試行試験」
（全国の法科大学院を
対象として参加は任意）に移行した。
・学生相談員制度について院生男女 1 名ずつを指定し、新入生の相談に応じてもらった。
・オフィスアワーについては、全専任教員が設定するとともに、TKC を通じた質問にも応じる体制
となっている。
・FD 研修プログラムの指定については、教授会において参加教員から報告書の提出並びに報告を受
けている。
5 ．次年度以降の検討課題や活動目標
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、法科大学院の募集停
止に伴い、院生及び研修生に対してよりきめ細やかな対応に配慮した FD 活動を実践していきたいと考
えている。
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5．アンケート結果データ

5

5-⑴

授業改善のためのアンケート（回答用紙）
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6．中京大学教育推進センター
規程

6

中京大学教育推進センター規程


2015 年 4 月1日制定

（設置）
第 1 条 中京大学（以下「本学」という。
）の教育理念及び目的を実現し、教育活動の質向上を果たすこ
とを目的として、中京大学教育推進センター（以下「センター」という。
）を設置する。
（事業）
第 2 条 センターは、次に掲げる事業を行う。
（1） 教育施策の企画及び実施
（2） ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」という。
）活動の支援
（3） その他センターの目的達成に必要な事業
（センター長）
第 3 条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターを代表し、センターの事業を総括する。
3 センター長は、本学の専任教育職員のうちから、学長の推薦により、理事長が任命する。
4 センター長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
（センター員）
第 4 条 センターの事業を推進するために、センターに若干名のセンター員を置くことができる。
2 センター員は、専任の教職員のうち、教育活動の質向上に関する知識を有する者とし、センター長の
推薦により、学長が任命する。
3 センター員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター員は、センター長がその職を辞した場合には、同時にセンター員の任を解かれるものとする。
（委員会）
第 5 条 センターに教育推進センター委員会（以下「委員会」という。
）を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
（1） 第 2 条に規定する事業
（2） 学長の諮問事項
（3） その他委員会が必要と認めた事項
（委員会の構成）
第 6 条 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
（1） センター長
（2） センター員のうち、センター長が指名する者

2 人以内

（3） 各学部から選出された教育職員（以下「学部委員」という。
） 各1人
（4） 各研究科から選出された教育職員（以下「研究科委員」という。
） 各1人
（5） 教学部事務部長及び教育企画課長
2 センター長は、委員会の委員長となり、議長となる。
3 センター員は、学部委員及び研究科委員を兼任することができる。
4 学部委員は、研究科委員を兼任することができる。
5 委員会は、委員の代理出席を認めることができる。
6 委員長は、必要と認めた場合、委員会の審議を経て、委員以外の者を出席させ、その意見を求めるこ
とができる。
7 第 1 項第 3 号及び第 4 号の委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
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（委員会の招集）
第 7 条 委員会は、センター長が招集する。
（委員会の成立及び議決）
第 8 条 委員会は、委員総数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
（専門部会）
第 9 条 委員会は、教育活動の質向上に関して具体的に企画及び検討するために、その下部組織として
専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会長は、委員のうちからセンター長が指名する。
3 専門部会の構成員は、委員のうちからセンター長が指名する。
4 センター長及び部会長は、必要と認めた場合、委員以外の者を専門部会に加えることができる。
（事務）
第 10 条 センターの運営及び委員会の事務は、教学部教育企画課が担当する。
2 前項の規定にかかわらず、第 2 条に規定する事業を推進するに当たり、必要に応じて関連する事務部
署が連携して実施するものとする。
（議事録等の取扱い）
第 11 条 委員会の議事録等の取扱いは、中京大学会議文書取扱いに関する規程（以下「規程」という。
）
に基づき、次に掲げるとおりとする。
（1） 議事録は、委員会の承認を得ることとする。
（2） 議事録には、委員会の日時、場所、出席者、議事進行等の過程、審議内容及び決定事項を記録
するものとし、議長の押印又は議長及び書記双方の押印がなければならない。
（3） 教育企画課長を議事録管理責任者とし、議事録及びその資料（配付、回覧、回収資料等）の管
理を行う。
（4） 議事録及びその資料の原本は、紙媒体とし、必要に応じて、取扱注意、部外秘又は秘を明示し
て、規程に従って管理を行う。
（5） 議事録の原本を作成したときは、その謄本又は抄本を、学長へ直ちに送付しなければならない。
（6） 議事録及びその資料の原本の保存場所は教学部教育企画課とし、保存期間は中京大学文書管理
規程に定めるとおりとする。
（7） 保存期間を経過した資料は、廃棄するものとする。
（8） 原本、謄本又は抄本を問わず、議事録及びその資料の閲覧、複写、開示等の際は、委員長の許
可を得るものとする。
（9） 管理部署名称変更、統廃合等で議事録管理責任者が変更となる場合は、速やかに移管を行う。
（10）その他議事録及びその資料に関する取扱いは、規程に従うものとする。
（規程の改廃）
第 12 条 この規程の改廃は、委員会及び教学審議会の審議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、2015 年 4 月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、中京大学 FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会規程及び FD 小委
員会に関する内規は、廃止する。
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