
学生ＦＤサミット２０１４春 

3月 8日(土) 東洋大学 

１日目 分科祭の部 案内冊子 

分科祭の部教室配置図  2～3P 

まわり方ガイド  4P 

ＦＤ学び場企画紹介  5〜6P 

プレゼンセッション企画紹介 7〜8P 

ディベート(仮)  9P 

学生・教職員だけ座談会   10P 

ポスター企画紹介  11〜13P 

会場校企画 14P 
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分科祭の部 教室配置図（１号館） 

１階（エントランス） 

４階 

新企画座談会 

プレゼンセッション 

メイン会場 

クローク 

・セッション① 

・セッション② 

・セッション③ 

・学生だけ座談会 

・教職員だけ座談会 

会場校企画 
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５階 

６階 

ポスターコーナー 

ディベート(仮) 

FD学び場 

・追手門学院大学 

・日本大学文理学部 

・岡山大学 

・北陸先端科学技術 

大学院大学/他 

・京都産業大学 

・山口大学 

・東洋大学 

・筑波大学 

・岡山理科大学 

・広島経済大学 

・明星大学 

・嘉悦大学 

・学生 FD戦略論 A 

・学生 FD戦略論 B 

・アクティブ・ラーニング 
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「分科祭の部」まわりかたガイド 

今回の学生 FDサミット 2014春の分科祭では、参加者のみなさんが興味をもった企画を自由にくみあ

わせて参加するというかたちになっています。中高生のとき、学校の文化祭をまわったことを思い出し

てください。あのときのようにどきどきわくわくしながら、分科祭の部をたのしみ、学んでいただけた

らと思います。 

たとえばこんなプランで分科祭をまわることも可能です★ 

例① 

例② 

企画と企画の間にポスターコーナーで他大学の学生 FD活動の取り組みを研究するのもよし◎ 

さぁ、あなたはどんなプランで分科祭を満喫しますか♪？ 

学生FD活動について詳しく知りたい
あなたは・・・ 

・FD学び場A 

・プレゼンセッション 

・・・がオススメ★ 

大学教育について考えたいあなた
は・・・ 

・会場校企画 

・FD学び場B 

・ディベート(仮) 

・・・へGO★ 

他大学の学生FD活動について知りた
いあなたは・・・ 

・ポスターコーナー 

・FD学び場A  

・・・へ行ってみよう★ 

学生FDサミット史上斬新な企画が気
になっちゃうあなたは・・・ 

・新企画座談会 

・ディベート(仮) 

・・・に参加しちゃおう★ 

会場校企
画 

ポスター
コーナー 

プレゼンセ
ッション② 

ディベート
(仮) 

プレゼンセ
ッション① 

新企画座
談会 

ポスターコ
ーナー 

FD学び場 
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ＦＤ学び場企画 

 学 生 Ｆ Ｄ 戦 略 論  
～ 戦略的に学生ＦＤ活動をすすめるために ～ 

学生ＦＤ活動に一生懸命取り組んでいるけどなかなか思うようにいかない・・・学生ＦＤ活動をはじめてみ

たい、大学での授業、学びをよりよくするために行動したいと思っている方ぜひご参加ください。 

学生ＦＤ戦略論では、学生ＦＤ活動に精力的に取り組んでいる大学の方々から、学生ＦＤ活動の取り組みの

進め方などのノウハウをご紹介いただきその取り組みについて参加者の方と一緒に考え合います。 

前半：１３：００～１４：３０ 
学生ＦＤ戦略論Ａ 

（話題提供のあと、座談会形式の意見交換の場があります） 

（１）岡山大学 学生・教職員教育改善専門委員会 

「学生発案型授業ってなに？」 

 学生ＦＤ活動の取り組みとして、多くの大学で取り組まれるようになった「学生発案型授業」。今

回は、その元祖である岡山大学の学生・教職員の方々に、学生発案型授業の概要や実際の授業例、

学生発案型授業開設までの流れ、開講の成果を中心にご紹介いただきます。 

（２）東洋大学 学生ＦＤスタッフ 

「学生ＦＤ活動で，教育と学生の学びの質向上をめざす！～東洋大学の変化から～」 

学生ＦＤ活動で一体大学教育がどう変わるのか。ＦＤ活動にどのような影響を与えるのか。そういっ 

た疑問をもっている方も多いと思います。今回は、東洋大学の学生ＦＤスタッフと教員が、東洋大学の

学生ＦＤ活動の歴史を振り返り、現在の取り組みの進め方、学生ＦＤスタッフの位置づけ、ＦＤ活動へ

の学生参画が教職員のＦＤ・大学にどのような影響を与えたのかなどを紹介します。 

後半：１５：１０～１６：４０ 
学生ＦＤ戦略論Ｂ 

（１）追手門学院大学 

「学生，教職員をたくさん巻き込むための「広報戦略」」

 学生ＦＤ活動は、学生・教職員を巻き込むにあたって広報活動・広報戦略が重要になります。学生Ｆ

Ｄ活動においてなぜ広報活動が大事なのか、追手門学院大学での広報活動に関わる取り組みも含めてお

話いただきます。 

（２）日本大学 文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

「自分の大学をよくしたい！学生ＦＤをはじめたい！～学生から教職員の巻き込み方～」

 学生ＦＤ活動をはじめたい。。。でも教職員の巻き込み方がわからない。。。ゼロからスタートし、教職

員の方々と力を合わせて、ＦＤ委員会直属のワーキンググループとして位置づけを確立させた日本大学

文理学部の方に、学生による教職員の巻き込み方のコツを紹介いただきます。 

1日目：前半 13：00～14：30    

後半 15：10～16：40 
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ＦＤ学び場企画 

「アクティブ・ラーニング」ってなに？ 
～ 能動的な学修者になるために ～ 

最近、大学では「アクティブ・ラーニング」「主体的な学び」という言葉が流行しています。で

すが、アクティブ・ラーニングとは一体どのようなものなのか、あいまいな方も多いと思います。

そこで、今回はアクティブ・ラーニングの専門家の先生をお招きして、アクティブ・ラーニングと

は何かを知り、実際に参加者の方が体験することで、能動的な学修者になるためには何が必要かを

参加者同士で考え合いたいと思います。各大学での学生ＦＤ活動をすすめるにおいても、アクティ

ブ・ラーニングとは何かを知ることは、大いに参考になるはずです！ 

○ 講師の先生の紹介

三浦 真琴 先生（関西大学教育推進部教授） 
  専門は、教育社会学・高等教育論。 

 無類の蕎麦好き。愛車ゲーリーフィッシャーを駆けさせて午前のうちに名店を訪れ、 

泡付きの麦汁もしくは冷製の米汁をキュッとひっかけたあと、店主の丹精を手繰るのが

至福の時。しかし最近は孫ほど年の離れた子どもの相手に忙しく、旨し蕎麦は夢想するばかりです。 

○ セッションの流れ

（１）趣旨説明と講師の先生の紹介 

（２）講義：アクティブ・ラーニングとは？ 

～アクティブ・ラーナーへのいざない～ 

（３）グループでの議論 

Active Learner（主体的な学び手・能動的な学修者）になるために 

① 何をしなければならないのか

② 何をしたいのか

③（①と②をふまえて）今、何をしますか

（４）まとめ

○ 講師の先生より（三浦 真琴先生） 高校とは趣のことなる学びができる、そんな期待に

胸を膨らませて大学の門をくぐったのが 35 年以上も前のこと。そこに待ち受けていたものは教科

書を棒読みし、読んだ内容をそのまま板書する授業であり、授業中に教師が伝えた知識を可能な限

り忠実に再現することを求める試験でした。知的好奇心は刺激されることなく、日々色褪せ、つい

には萎んでしまいました。春秋に富むあなたたちにそんな体験をしてほしくない、させてはならな

い、強くそう願っています。このサミットを大きな一つのきっかけとし、自らが大学の主人公であ

るのだと知り、それを行動に反映させ、確かな歩みを刻んでいってください。 

どんどん意見を言い合いましょう！ 

1 日目：13：０0～14：30    ※前半・後半とも 

15：10～16：40 に同内容です。 
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プレゼンセッション 
場所：1404  

時間：13：00～13：50

14：40～15：30 

15：50～16：40 

学生 FD 活動をがんばっている人、学生 FD 活動を始めたい人必見！ 

プレゼンセッションでは 1 つのテーマにつき 2 大学の方にプレゼンをしていただき、そ

の後に会場を交えてのディスカッションを行う企画となっています。1 つのテーマについて

別の視点からの発表を聞くことで、様々な視点を得られ、学生 FD 活動についてさらに考え

を深めていただくことができると思います。より対立軸をはっきりさせるため、テーマ①

③に関しては発表を 3 つのトピックに分け、その都度会場を交えてのディスカッションを

行います。 

＜開催時間＞ 

13：00～13：50…テーマ①先輩後輩の学生 FD 活動（1404 会場） 

トピック 1…これまでの活動 

トピック 2…先輩（後輩）へのメッセージ 

トピック 3…先輩：社会から見た学生 FD 活動 

後輩：これからの抱負 

14：40～15：30…テーマ②学生 FD 活動は、教員・学生を変えられるか（1404 会場） 

15：50～16：40…テーマ③僕の私の学生 FD 活動 （1404 会場） 

トピック 1…これまでの活動 

トピック 2…昔の自分に言いたいこと 

トピック 3…これからの活動 
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＜テーマおよび発表者＞ 

テーマ① 先輩後輩の学生 FD活動 

～世代を超える学生 FD～ 

発表者：追手門大学・嘉悦大学 OG今西美由紀氏 

このテーマでは“学年”にスポットライトを当てて、１年生の方と学生時代に学生 FD活

動をなさった OGの方にご登壇いただきます。どのような活動をなさった、またはしているの

か、どうして学生 FD活動をしてきたのか、また OGの方には社会から見た学生 FD活動につい

てもお話していただきます。 

テーマ② 学生 FD活動は，教員・学生を変えられるか 

～大学教育を変える学生 FD活動～ 

発表者：大阪大学若林魁人氏・横浜国立大学上野誠也氏 

大学教育を変える学生 FD活動とはいっても、やり方は様々です。大学のシステムを変えたり、

学生の意識を変えたり…。このテーマでは大学教育を教員から改めるのか、学生から改めるのか、

2つの視点を持って、それぞれで働きかけていらっしゃる方にプレゼンセッションをしていただ

きます。 

テーマ③ 僕の私の学生 FD活動 

～これから大学をよりよくしたいあなたへ～ 

発表者：立命館大学加藤雄一郎氏・筑波大学 

あなたの大学ではどのような活動をなさっていますか？これまでの活動、これからの活動を発

表していただき、今後の学生 FD活動の参考にしていただきたいと考えています。 

他大学の活動が 

知れる学べる！ 
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ディベート（仮）！！ 
場所：１号館６階１６０１教室 

時間：テーマ①１３：２０～１４：３０ 

 テーマ②１５：３０～１６：４０ 

ディベート（仮）とは・・・ 

ディベートと言えば、難しい、下調べが必要、かたいなどのイメージがあると思います。このディベ

ート（仮）というコンテンツは完全にはディベートではないものの、ディベートの形式のように２チー

ムに分かれ、互いが主張し、火花を散らし合うものとなっております。みなさんが普段思っている疑問

や思いのたけを主張する時間もありますよ。なんだかしゃべり場も飽きてきたなと思っている方、自分

の意見を主張したいという方、よくわからずにサミットに来てみたけど来たからには学び、楽しみたい

という方、是非お越しを。 

テーマ 

①：アクラ―vsパシラー

テーマ①では、今話題のアクティブラーニングか、いやいやパッシブラーニング、すなわち講義形式

がいいのか。皆様にジャッジしていただく企画です。アクティブラーニングこそ神だわと思っている

君！講義形式が楽だしーって思っているあなた！ジャッジのお時間です。 

②：学生 FD活動は授業改善のみを目的とするものか否か？！

テーマ②では、学生 FD活動の本質に迫ります。学生 FD活動とは本来授業改善を目的としてきまし

たよね。しかし！現在学生 FD活動の活動内容は多岐にわたっているとか。そこで！今回どっちらが学

生 FDの活動として相応しいのか審判しましょう。まさに FD裁判！！お楽しみに。 

流れ 

ジャッジメントですの

の！！

チーム A主張 

↓ 

チーム B主張 

↓ 

討論 

↓ 

ジャッジ 
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新企画 学生だけ教職員だけの座談会

時間：1日目 13：55～15：45 

  場所：1406・1407教室 

本企画は、各教室に学生のみもしくは教員・職員のみが参加出来るという座談会です。

「学生から見て教員・職員はここが変」「教員・職員から見て学生はここを改めて欲しい」

「そもそも学生 FD 活動は不要？」などを学生は教職員を気ににせず、また、教員・職員

は学生に聞かれたくない？情報も含めて有意義にピア（学生は学生、教員・職員は教員・

職員）同士で、楽しく情報交換が出来る場となると思います。 

プログラム 

1． 概要説明 13：55～14：00 

2． 座談会ファースト・セッション     14：00～14：45 

3． 休憩＆ポスター・タイム 14：45～14：55 

4． 概要説明 2回目   14：55～15：00 

5． 座談会セカンド・セッション   15：00～15：45 

※注意事項 

・学生の方と教員・職員の方で部屋が異なります。 

・学生の方は、1406教室で、教員・職員の方は、1407教室です。 

・本座談会は、入退場は自由となっています。 

・座談会はしゃべり場ではないということを予めご了承下さい。 
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ポスターコーナー 企画紹介 
※最後にポスターコーナーの詳しい説明があります！ 

1503教室（1号館 5 階） 

        

追手門学院学生ＦＤパレット 

日本大学文理学部学生ＦＤＷＧ 

（日本大学文理学部） 

学生発案型授業 

プロジェクト教育科目開講の道すじ 

～オムニバス授業で、繋げ学科の輪！～ 

岡山大学 北陸先端科学技術大学院大学/他 

金沢大学、富山大学、福井大学、北陸先端科学技

術大学院大学による大学間連携の取り組みです。 

私たちは、「大学共創フォーラム」を開催してい

ます。本フォーラムは、教職員、学生のみならず、

地域の方を交えたグループワークを通して、より良

い大学（大学教育）について熱い議論と発表をして

います。さらに、年度報告書を作成しています。 

京都産業大学 

追手門学院大学 日本大学文理学部 

京都産業大学 学生 FDスタッフ燦（SAN） 

燦マスコットキャラクター 

「SUN ちゃん」 

 「思い」に着目したワーク 

のポイントをお伝えします！ 
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1504教室(1号館 5 階) 

山口大学 東洋大学 

 

筑波大学 全学学類・専門学群代表者会議 

教育環境委員会 

What is BRIDGE!? 

学生の学生による学生のためのおススメ授業冊子 

その詳細について、教えちゃいます！ 

筑波大学 岡山理科大学 

岡山理科大学 イベント企画サークル とり.OUS 

▼団体概要 

「もっと面白い理大、もっと学生が輝けるところへ」を掲げ、対外

的なイベントの企画を主として活動している。 

▼ポスター掲載内容 

2013年末に本学では初となるしゃべり場を実施。その経緯、結果、

そして私たち「イベント企画サークル」にしかできない独自性につ

いても触れています！ 

東洋大学 学生ＦＤスタッフ 
イチオシはコレだ！ 

≪東洋授業への声コンクール(東
とう

コン)≫ 

山口大学「山大・学生 FD」のグループです。 

本学の教育理念である“共育（共にはぐくむ）”

というコンセプトを大切にし、教員、職員、学生

みんな一緒になって大学教育を創り上げること

を目指しています。『廣中レポート』で知られる

廣中平祐元学長が種を撒いた学生中心の大学づ

くりを“かたち”にするために頑張っています。 

広島経済大学 

自分たちは大学の授業を面白くし、学生に学ぶこと

の楽しさを分かってもらうために活動をしていま

す。その目的を達成するために、新科目設立や、今

回ポスターコーナーに取り上げた教員研究室リレ

ーという活動をしています。 

韻文部門×散文部門 

両部門から 

熱い『声』が集まった！ 
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1505教室(1号館 5 階) 

 

ポスターコーナーとは 

 各大学のイチオシの取り組みを紹介するコーナーです。他大学の取り組みを参考に、自

大学の学生 FD 活動を今以上に盛り上げてまいりましょう！ 

コアタイムとは 

この時間はポスターコーナーに人が集まります。14:30～15:00 の 30 分間です。各校の

代表者が一人はいますので、ポスターに掲載されている取り組みについての詳しい話を聞

くことができます。興味を持った大学の方と懇親会で再開なんてことも……!? 

ポストコーナーとは 

 各校のポスターを見て、意見や感想などがあれば残せるように、このコーナーを設けま

した。長机の上にクリアファイルと A4用紙とペンがあります。ファイルに皆様の声を残し

てください。参加される大学の方は、ポスターコーナー終了後にクリアファイルごと持ち

帰っていただいて構いません。 

資料コーナーとは 

 参加校の活動をさらに詳しく紹介するために、ポストコーナーの横の関連資料を置くス

ペースを設けました。参加校の方はご自由にお使いください。 

 また、1号館 5階の廊下に各校の資料設置スペースを設けますので、自大学の取り組み

を紹介していただけるようでしたら、こちらを取り組み紹介の場としてお使いください。 

この他にも、ワーク②自大学分類の結果掲示や学生 FD 取り組み分類など、他大学を知る

ことができるコンテンツがいっぱい！一度は来なきゃ損ですよ！ 

明星大学 

明星大学 

～みんなの応援団～夢咲かせ隊 

真面目に、楽しい大学を創りたい！！ 

【主な活動内容】 

・学生・教職員の意見交換会 

・学生の声を反映した企画の実施 

嘉悦大学 

嘉悦大学の特色「働ける大学」を支える 

人材バンクHRC(ヒューマンリソースセンター) 

2013 年の 4月より、組織再構築され、パワーアッ

プしたHRCは、学内アルバイトを通して、学生の

スキルアップや学内活性化に貢献しています！！ 
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①１３：００～１３：０５ 趣旨説明

②１３：０５～１３：１５ 大学における「認証評価（第３者評価）」とは？

認証評価の目的，背景，概要，状況，今後を中心にお話いただきます 

③１３：１５～１３：２７ 認証評価機関の紹介

④１３：２７～１３：４５ 大学評価・高等教育の質保証における，学生参加の状況と背景

～日本の海外との比較から～ 

⑤１３：４５～１４：０５ 全体セッション①（参加者全員での座談会形式）

「学生がもの申す！～第３者評価に対する学生の意見とは～」 

⑥１４：０５～１４：２０ 全体セッション②

  「大学での認証評価への学生参加は，大学教育の改善を促せるか」 

⑦１４：２５～１４：３０ まとめと，各機関講演者の皆さまからのコメント

ゲスト講演者 

・独立行政法人大学評価・学位授与機構 

 評価事業部長 児島 昌樹 （こじま まさき）氏 

・公益財団法人大学基準協会 

 大学評価・研究部審査評価係主幹 土居 希久（どい きく） 氏 

・公益財団法人日本高等教育評価機構 

評価事業部次長 陸 鐘旻 （ロー ツォンミン）氏 

１３：００ 
～１４：３０ 

１号館４階 

１４０３教室 

大学は第３者の評価を受けなければならないということをご存じでしょうか？大学には，学外者（第３

者）による評価とその報告書というものがあり，その報告書を活用することで，学生・教職員は自分の大

学の課題や，教育の質について知り理解を深められます。そもそも第 3者評価は，大学の経費（つまり学

生の学費）で行われているものであり，先進国では学生の参加が趨勢となっていますが日本ではその機運

は皆無です。そこで，今回は学生にはあまりなじみのないテーマをあえて取り上げて，学生視点で日本の

制度におもいっきり意見を言い合う場を設けました。興味・関心のある方はぜひご参加下さい！海外と日

本で，教育改善における学生の位置づけがどのように違うのかも知ることができますよ。 
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