
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．１日目午前中の部 

・会場校代表あいさつ 

神田 雄一 （東洋大学副学長・ＦＤ推進センター長） 

・実行委員長あいさつ 

 椎根 由佳里（東洋大学経済学部） 

・事務局長より趣旨説明 

 曽根 健吾 （東洋大学大学院） 

・学生ＦＤ概論Ⅰ 

・今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介 



 



会場校代表あいさつ 
東洋大学副学長・FD 推進センター長 

神田 雄一（理工学部） 

 

皆様おはようございます。ただいまご紹介をいただきました神田でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

さて，このような大会を開催できますことは，私どもにとりましても大変名誉なことでございますし，

大変うれしい限りでございます。これも皆様方のご支援とご協力の賜物であると理解しておりますし，

改めまして感謝を申し上げる次第でございます。先ほど司会の方からも紹介があったように，関東で，

東日本で初の学生 FD サミットでございますけれども，まもなく未曾有の大震災であります 3・11 から

3 年を迎えようとしています。そのような中で，本来関東で初めての開催は実は法政大学が担う予定で

あったのですが，3・11のために開催できなかったという経緯がございます。そういう経緯をふまえて，

今回は実行委員の皆さん方が本当に法政大学の最初の会を超えまして，実に多くの学生諸君と教職員の

皆様方が団結して，それこそチームとして一丸となって頑張ってくれたものでございます。 

Faculty Developmentと申しますと堅苦しく，またどちらかというと最初は教員主体の活動と思うわけ

なのですが，考えてみると当然のことで，授業 1つとっても教員 1人でやれるものではないわけで，主

役である学生諸君，教員，それからそれを支える職員の方といった三位一体となってできるものである

と考えているところでございます。そういう意味で今回のテーマが「あなたがつくる大学最高大作戦－

めざせ意識改革－」ということでございまして，いろいろな意識改革を教員もふくめてやらなければな

らないという大きな時代に差し掛かっている，あるいは過ぎているのかもしれませんが，そういう時代

であると認識しているところでございます。 

関東初の，こういった大会でございますけれども，学生諸君，実行委員会の皆さんが一生懸命準備を

してくれているところでございますので，たぶん関東流のおもてなしができるのだろうと思っておりま

す。この大会が成果の多い大会になりますよう祈念するとともに，ぜひ 2日間楽しんでこの大会にご参

加いただければと思います。 

最後になりますが，実行委員会の教職員の皆様には自分の学校で開催するかのようにご尽力いただき

ましたし，本当にこの 1週間は実行委員の皆さんは寝てないのではないか思うくらい，夜中にいろいろ

なメールが飛び交いまして，そういう状況でございました。そういう状況中でご尽力いただいた学生実

行委員の皆さん，教職員の皆さんに御礼申し上げるとともに，この大会がぜひ実りの多い大会となりま

すようご協力をいただければと思っております。簡単ではございますが，会場校を代表して一言ごあい

さつをさせていただきます。今後とも，どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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実行委員長あいさつ 

 学生 FDサミット 2014 春実行委員長 

椎根 由佳里（東洋大学経済学部） 

 

皆さんおはようございます。実行委員長を務めさせていただいております，東洋大学経済学部の

椎根由佳里と申します。本日，最近はすごく寒いと思うのですが，今朝も起きるのが大変だったと

いう方いませんか。私は今日ちょっと起きられなくて，遅刻をしてしまったのですが，今日皆さん

はちゃんと起きられましたか。 

 さて，学生 FDサミット 2014春ですが，初の関東での開催です。それにも関わらず，北は北海道

から東は九州にかけてと，遠方からもご参加いただき本当にありがとうございます。この場で皆さ

んにお会いできることを本当に嬉しく思っております。 

 私たち実行委員会は，去年の夏から本冊子に掲載しております実行委員のメンバーでがんばって

きました。至らない点も多々あるとは思いますが，皆さんと一緒にサミットを楽しみたいと思って

おりますので，2日間よろしくお願いします。 
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趣 旨 説 明 
 学生 FD サミット 2014春実行委員会事務局長 

曽根 健吾（東洋大学大学院教育学専攻） 

 

 改めまして，皆様おはようございます。遠路はるばる東洋大学にお越しいただき，ありがとうござい

ます。先ほど神田副学長からもお話がありました通り，本来ならば 3年前，2011年の春に法政大学にお

いて学生 FD サミット 2011 春を開催する予定でした。自分はその時スタッフだったのですが，皆様ご存

知の通り，東日本大震災が開催直前に発生したため開催できず，3 年間かかりましたが立命館大学の木

野先生をはじめ多くの方々のお気遣いとご協力をいただきまして，今回東洋大学において学生 FD サミ

ットを開催させていただくことになりました。半年間準備をしてきましたが，至らない点も多々あると

思います。暖かく応援いただければ幸いです。簡単ではありますが，私の方から学生 FD サミット 2014

春の流れと趣旨を説明させていただきます。今回お手元には，資料として本冊子と分科祭の部案内冊子

の 2冊を配布しております。あとでゆっくりご覧いただければと思います。 

 はじめに，改めまして本当に今回多くの皆様のお力添えをいただいて，学生 FD サミット 2014春を開

催できますことを心から御礼申し上げます。 

 今回の学生 FD サミット 2014 春の全体テーマとしましては，本冊子の表紙にもありますが，「あなた

がつくる大学最高大作戦－めざせ意識改革－」というテーマを実行委員会で話し合いまして，全体テー

マとして掲げテーマに沿ったプログラムを構成してきました。でも，大学最高大作戦とは一体どういう

ことだろう，意識改革とは具体的にどういうことだろうといった疑問を持たれる方も多いかと思います。 

 大学最高大作戦とは，学びの主役である学生が中心の大学教育をめざして学生，教員，職員がそれぞ

れの立場から意見を出し合い，主役である学生が第 1ですが「最高の大学」とは何かを考え合うことで

す。みんなにとっての最高の大学をめざして，その実現に向けて方策を練るということを大きなサミッ

トの目的としております。そして，そのためにはまず学生も教員も職員も意識を変えていくことが必要

なのではないだろうかということが実行委員会での話し合いで何度も出てまいりました。それは難しい

ことであると思いますが，現状維持では何も変わりません。最高の大学をめざし，実現していくために

はそれぞれの立場で，それぞれの立場のことを思いやり意識を変えていくことが不可欠なのではないだ

ろうかということで，全体テーマのサブタイトルがめざせ意識改革となっております。 

 本サミットのねらいは，実行委員会で検討しまして，まず参加者の皆さんが自分の知りたい情報を効

率的に収集する場をつくることとしました。そして，先ほど述べたように学生，教員，職員それぞれの

意識改革の場とすること。そして学生 FD 活動の取り組みを，今まで多くの取り組みが各大学で行われ

ておりますがそれを分析，分類すること。今回の学生 FD サミット 2014春への参加を通して，自分たち

のネットワークを広げ，各大学で用いる方法をお持ち帰りいただく，おみやげをぜひ提供したい。また，

１日目 午前中の部（オープニング）
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今までしゃべり場がサミットで何度も行われておりますが，新たな形でのしゃべり場を通して，ぜひ参

加者の皆さんが自分たちしゃべりたいことをしゃべりあえる場をつくること。そして得られた成果を一

緒に持ち帰るという形をねらいとしておりまして，最終的に私たちは今回のサミットで何が得られたの

かをしっかりとまとめ，皆さんに共有させていただきたいと考えております。 

 そのねらいをもとに，プログラムの骨子としてこのような流れで構成をしております。 

流れとしましては，現在のオープニングから始まり，今日の午前中には学生 FD 概論Ⅰ，学生 FD 活

動取り組み紹介としまして，関東初ということで初参加の方も多くいらっしゃいますので，学生 FD 活

動とはどういうものなのだろうか，どういう取り組みが行われているのだろうかを，関東アレンジで紹

介させていただきます。午後は分科祭の部ということで，参加者の皆さんが自分の聞きたい，学びたい

というテーマにそれぞれ参加いただく場になっております。夕方からは懇親会を予定しております。 

 2 日目には，今回新たな試みですが，テーマ別しゃべり場ということで，参加者の皆様に事前にご希

望いただいたテーマでしゃべり場に参加いただき，午後には参加大学ごとで大学最高大作戦を考えるグ

ループワークがあります。最後にファイナルセッションとして，結局学生 FD 活動というのは一体何な

のだろうか，私たちは今後どのように捉えていけばよいのだろうかを総括としてまとめたいと考えてい

ます。 

 ということで，本日の１日目は午前中に先ほど説明させていただいたプログラムを通して参加者の皆

様のウォームアップ，自分たちの大学の振り返りを行います。午後には，自由な学びの場としての分科

祭の部を行います。懇親会では，参加者の皆様同士が知り合い，繋がる場としてアトラクションも用意

しております。2日目は，テーマ別しゃべり場では自分自身を見つめなおし，自分の大学を再考します。

午後にはそれをもとにして，最高の大学をつくるための作戦を考えます。最後のファイナルセッション

を通して学生 FD 活動の次なるステージを皆様と一緒に構築したいと思います。 

 説明が堅苦しくなってしまいましたが，ぜひ大学の主役である学生の学びの充実に向けて，どうして

も学生 FD サミットでは関西の方々はすごく元気ですねと言われるのですが，関東の皆さんも負けない

ように，忌憚なく意見を言い合い新しい最高の大学の形をつくっていく場としたいと考えております。 

 そして大事なのは，これまでの学生 FD サミットでも言われてきましたが参加した後です。今，主体

的に学ばない学生が多いと言われ，主体的な学びの確立が求められています。そういう時だからこそ，

自分たちの大学で学生主体の活動，学生と教職員の協働，FD 活動の活性化がこれからもっと重要にな

ってくるのではないかと思っております。ぜひ本サミットへの参加を通して得られた知見を，皆様方の

今後の活動，取り組みに活かしていただければ主催者としてとても嬉しく思います。 

 2 日間の長丁場になりますが，私どもも精一杯頑張ってまいりますので，わからないことなどござい

ましたらお近くのスタッフに遠慮なくお声をおかけください。2 日間よろしくお願いします。どうもあ

りがとうございました。 

１日目 午前中の部（オープニング）
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2014/03/08学生ＦＤサミット２０１４春 

 

1 曽根 健吾（実行委員会事務局長・東洋大学）  

 

はじめに 

★ 御 礼 

 多くの皆さまのお力添えや応援をい
ただき，本日学生ＦＤサミット２０１
４春開催に至ったことを，心よりお礼
申し上げます。 

2 

今回の全体テーマは・・・ 
 

「あなたがつくる，大学最高大作戦 

          ～めざせ意識改革～」 

 

 

3 

 

    ・・・大学最高大作戦？？ 

    ・・・意識改革？？ 

 

大学最高大作戦とは？ 

4 

学びの主役である学生が 

    中心の大学教育をめざして 

・学生，教員，職員それぞれの立場から 

 意見を出し合い，「最高の大学」とは  

 何かを考え合う。 

・最高の大学をめざして，その実現に向  

 けた方策を練る！ 

そのためにはまず・・・ 

5 

学生も教員も職員も， 

 みんな意識改革が必要なのでは？ 

       

・現状維持では何も変わらない。 

・最高の大学をめざし，それに向けて努  

 力していくためには，それぞれの意識  

 の改革が不可欠ではないだろうか。 

本サミットのねらい 

• 効率的な情報収集 

• 学生，教員，職員それぞれの意識改革 

• 学生ＦＤ活動の取り組みを分析・分類 

• ネットワークや各大学で用いる方法を自
大学へもってかえること(おみやげづくり) 

• しゃべり場最前線の構築(成果物づくり) 

• サミット開催の成果の数値化 

 6 

１日目 午前中の部（オープニング：趣旨説明）
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学生ＦＤサミット２０１４春 
プログラムの骨子 

7 

 

１日目は・・・ 

午前→ウォームアップ 

    自大学の振り返り 

午後→分科祭の部 

   ･･･自由な学びの場 

懇親会→知り合う，繋がる 

 

8 

２日目は・・・ 

しゃべり場→自分自身， 
      大学を再考 
午後→最高大作戦の完成 

   ･･･次の自分を創る 
ﾌｧｲﾅﾙ→学生ＦＤ活動の 

      次のステージへ 

 

9 

参加者の皆さまへのお願い 

学生の学びの充実に向けて 

自由に楽しく，また忌憚な
い意見を言い合いましょう 

みんなでつくる，新しい大学のカタチ！ 

10 

大事なのは，サミット参加後
です 

主体的な学びの確立が求められる今
こそ，学生・教職員の協働，ＦＤ活
動の活性化が重要では！ 

 

11 

サミットで得られた知見を今
後に活かしていただけたら幸
いです！ 

２日間 

 よろしくお願いします！ 

12 

わからないことがありまし
たら， 
お近くのスタッフまで遠慮
なく声をおかけください！ 

１日目 午前中の部（オープニング：趣旨説明）
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学生ＦＤ概論Ⅰ 

1 日目（3 月 8 日(土)）10：20～10：50 

進 行：椎根 由佳里（実行委員長・東洋大学経済学部） 

    上野 誠也 （実行委員会教職員応援隊・横浜国立大学環境情報研究院） 

 

椎根： 

学生 FD 概論Ⅰと今が旬！学生 FD 活動取り組み紹介を始めたいと思います。私は先ほどもここでし

ゃべりましたけど，学生 FD サミット 2014春実行委員会の実行委員長，東洋大学の椎根由佳里，通称ゆ

かりんです。 

上野： 

皆さんおはようございます。教職員応援隊の横浜国立大学の上野です。じいさんなのですがよろしく

お願いします。 

椎根： 

 ところでみなさん，今回の学生FDサミット2014春はどのくらいの大学が参加していると思いますか。

実は参加校が 65校，参加者数は 310人なのです。 

上野： 

 参加校数は世界新記録を樹立いたしました。皆さんおめでとうございます。皆さんがワールドレコー

ダーです。ところでゆかりん，学生 FD とは何ですか。 

椎根： 

 そうですね。この学生 FD 活動取り組み紹介冊子を見てみると，授業改善の提案，授業紹介冊子の発

行，学生生活の充実などを行う団体みたいですね。 

上野： 

 確かにそりゃあそうなのだけど，これは例を挙げているだけで，ほ乳類はイヌやネコだと答えている

のと同じですね。学生 FD とはひとことでいうと何なのでしょうか。 

椎根： 

FD は Faculty Development って言いますし，よく「教育改善」と訳されますね。 

上野： 

 なるほどなるほど。Facultyを「教育」と訳しましたね。では質問です。Faculty Developmentとは英語

の単語でどういう意味か知っていますか？ 

椎根： 

 「教育」というのは知っているので，「先生方」とかですね。 

上野： 

でももっといっぱい意味があるのではないでしょうか。先生のファカルティークラブというのはよく

先生方が使っているんだけどね。 

椎根： 

他はですね，学部，能力，機能などがでてきました。 
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上野： 

 はい，そうですね。Facultyというのは 1つの単語でもたくさんの意味があります。学生 FD という中

での「F」，これは一体何なのかということをみなさんに考えてもらいたいと思います。 

ワークショップの時間に入りましょう。あなたにとって FD の“F”は何ですか，という質問について考

えます。特に，ここでは誰の何を Faculty Developmentですから「改善」したいのかというようなことを

皆さんで議論してもらいたいと思います。誰と言っても，別にこれは人でなくても「大学の」でも良い

です。そういうことでディスカッションの時間，ワークショップの時間に入りたいと思います。 

それではどのような形で進めていくのかということなのですが，今座っている座席の横に座っている

方で 2人から 4名くらいでグループを作ってください。そしてはじめは今回このサミットに来たことに

対して，何を改善することを目的にしているのかなといったものを 1人 30秒で紹介してください。そ

の後に皆さんで議論を進めていきます。ということで，全部で 5分間くらい時間を取りたいと思います。   

それでは各自自由に議論を進めてください。 

参加者： 

 ワークショップ中 

上野： 

 それでは今の議論の中でマイクをお渡ししますので，紹介してほしいと思います。 

芝浦工業大学学生： 

 学生 FD よりかは授業改善をしようと思って活動してきました。みなさんが授業に関してどう思って

いるのかを，他大学の取り組みの情報を知ろうと思って今回来ました。 

上野： 

 ありがとうございました。 

北海道医療大学学生： 

 自分たちのグループは，近くの大学が北海道情報大学の方で，医療系のところと理系のところで結構

目指す“F“が違うのではないかかというところまで話しがまとまりました。 

椎根： 

はい，ありがとうございました。 

上野： 

 お願いします。 

京都光華女子大学短期大学部学生 

 私たちが考えたのは，普段からいろんなことを感じて最後に良い形にできるように一歩踏み出すとい

う“F“です。考えたのが Feel，Finish，Flau，Fumidasu という“F“です。 

上野： 

ありがとうございました。他に手を挙げたい方はいますか。あっ，いました。 

岡山理科大学学生： 

 新入生の頃って新鮮な，フレッシュな感じで入ってくると思うのですが，その状態をずっと維持して

「大学って楽しいな」と感じてほしいので，そういうことを改善していきたいと思います。フレッシュ

さを保っていくために，レタス，そう新入生は「レタス」なんですね。フレッシュなレタスな感じで入

ってくるので，そういう新鮮な感じを保ってほしいので僕たちはその新鮮さを保つ冷蔵庫にしていきた

いなと思います。 

１日目 午前中の部（学生ＦＤ概論Ⅰ）
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椎根： 

 ありがとうございます。 

上野： 

はい，ありがとうございます。そうですね，もうお一方いますか。 

学生： 

 僕の大学でかねがね話していることは，理想の大学教育には「授業」と「交流」と「共有」があるべ

きだと，その 3要素を満たすための大学の全てのこと，言ってしまえば大学の教育環境と言うことにな

るのですが，それを総称して一番近いのは「能力」という意味だと思います。それが僕たちがめざすべ

き真の“F“なのではないかと思いました。 

椎根： 

 ありがとうございました。 

上野： 

時間になってしまったので，ここでいったん切ります。それでは，先に進めたいと思います。 

椎根： 

 いろいろな改善すべき“F”があることは分かりましたが，もちろん教員の方はもちろん“F“の意味を知

っているとは思いますが，それをちゃんとやっているでしょうか。 

上野： 

 笑っている人がいます。やってないっている人がいるみたいです。ちょっと厳しいことを伝えますが，

意味は知っているんです。やってないだけです。ここはちょっとやばいので，話を変えます。 

ところでゆかりんは学生 FD の歴史を知っていますか？ 

椎根： 

 ゆかりんは若いので歴史は知らないですね。 

上野： 

 それではちょっと説明しましょう。2000年頃に，教員の方の FD の努力義務がスタートしたので，そ

のときに学生参画型の FD をやってみようということでいろいろな大学で始まったのですが，これがな

かなか続かなかった大学がいくつかありました。この理由は分かりますか。 

椎根： 

 分からないです。教えてください。 

上野： 

 そのときは教員の FD も何をやってよいのかが分からない，とりあえずこんな感じかなみたいなイメ

ージを持っていました。どういう感じかな。 

椎根： 

何か教員の FD の中にぽつんと学生 FD があって，何か教員の FD のお手伝いさんみたいな感じですよ

ね。 

上野： 

それではなかなか成長しない時期もあったのですが，その後，今日来られている立命館大学の方で学

生 FD といった流れが広がり，皆さんが今日来ているサミットの第１回が 2009年に開かれまして，ここ

からは爆発的に学生 FD が全国展開しました。どうしてなのかという話しですが，このときに新しくで

１日目 午前中の部（学生ＦＤ概論Ⅰ）
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きた学生 FD のイメージは教員 FD の横のイメージだったのです。特に参加している中央の人が横に働

いている点です。一番大切なのは皆さんから見て右側の流れがあるということです。やっている学生が

学生に対して FD をやっていくんだというようなことで活発な動きができる。この流れが非常に良い流

れとして見えてきました。  

椎根： 

やる前とは教員がやっている FD のお手伝いさんだけではなく，今では教育とのかかわりも持てて，

学生にもアプローチできて，そんな素敵な形になってきましたね。これは学生にしかできない学生 FD

だと思います。 

上野： 

先ほども学生 FD とはいろいろな取り組みがあると説明しましたが，今回のサミットではそれをそれ

ぞれ皆さんが必要なものを発見できるように分科祭の部を用意しました。皆さん，おみやげ冊子を出し

てください。そして１枚目にはお買い物リストというのが入っています。そちらのシートの右に白い枠

があるのですが，その左にサミットでは私たちがめざすこと，そしてお買い物リストとして，学生 FD

について知る，他大学での取り組みを聞く，とにかく楽しむなどの説明が書いてあります。 

それらを踏まえて今自分がほしいものをぜひ自分の言葉で書いてほしいです。ではワークショップに

入りたいと思います。多様化する学生 FD の中で，自分たちは一体何がほしいのかについて考えてほし

いと思います。それぞれ違うとは思うのですが考えてほしいと思います。まずは近くにいる 2人か 4人

の方とお互いに「あなたがほしいお買い物」を紹介してください。だいたい 1人 30秒ほどでお願いし

ます。その後あなたのお買い物をお買い物冊子の右の枠に自分の言葉で記入してください。では，始め

てください。試験です。 

参加者： 

 ワークショップタイム 

椎根： 

 ではワーク終了です。ペンを置いてください。 

上野： 

書き込みは終わりましたでしょうか。それでは学生 FD 概論Ⅰを終わるにあたり，振り返りをしたい

と思います。学生 FD はすごく多様化しています。皆さんいろんな目的があってここに来られていると

思いますので，その目的にあったものをしっかりつかんでこの 2日間を有意義に過ごしてください。有

意義に過ごすためには，「何がほしいか」ということをまずはっきり決めて下さい。そうでないとあや

ふやなまま 2日間を過ごしてしまいますので，今日はこれを買っていこうということを決めたなら，明

日の夕方までには買い取ってください。というようなことで，それから今日の午後は分科祭の部が用意

されております。分科祭の部ではどこに向かうかということを決めないと買い物ができませんので，こ

れは宿題ですのでしっかりと続けて下さいね。長い時間どうもありがとうございました。学生 FD 概論

Ⅰをこれで締めさせていただきます。 

１日目 午前中の部（学生ＦＤ概論Ⅰ）
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学生FD概論Ⅰ 
＆ 

 今が旬！  
  学生ＦＤ活動取り組み紹介  

  
学生FDサミット2014春 実行委員長 
東洋大学 椎根由佳里（ゆかりん） 

 

学生FDサミット2014春 教職員応援隊 
 横浜国立大学 上野誠也（せいじぃ） 

学生FDサミット
2014春 

 
  参加校数 ???校 
  参加者数 ???人 ３１０人 

６５校（世界新）  

Q ．学生FDって何？ 

・学生生活の充実 

・後輩への学修相談 

・学園祭や体育祭の実施 

・授業紹介冊子の発行 

・授業改善への提案 

Q ．学生FDって何？ 

ひとことで言うと 

ＦＤ：Faculty Development 

教育改善 

Q．Facultyって何？ 

（１）先生方 

（２）学部 

（３）能力、機能 

ワークショップ タイム 

Q．あなたにとって 
 FDの“F”って何？ 

Ｑ．あなたは誰の何を

改善するの? 

１日目 午前中の部（学生ＦＤ概論Ⅰ）

- 27 -



ワークショップ タイム 

１．２～４人のグループになって下さい。 
２．グループの中で、あなたの“F”を 

理由と一緒に紹介して下さい。 
     (３０秒／１人) 
３．あなたの大学で改善が必要な“F”を

話し合ってください。（5分） 

Ｑ．あなたは誰の何を

改善するの? 

ワークショップ タイム 

４．あなたの大学で改善が必要な“F”を 
 紹介してください。 

Ｑ．あなたは誰の何を

改善するの? 

学生FDの歴史 
2000年頃 教員FDの義務努力 
  学生参画型FD立ち上がるが続かず。 
 

教員のFD 

学生FD 

こんなのでは 
成長しない！ 

学生FDの歴史 

 

  立命館大で「学生FD」立ち上がる。 
2008年 教員FDの義務化 
 

2009年 学生FDサミットの開催 
  爆発的に学生FDが全国展開する。 

2000年頃 教員FDの義務努力 
  学生参画型FD立ち上がるが続かず。 

教員のFD 学生FD 

学生にしかできない
学生FDがある。 
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学生FDサミット2014春 

 ～お買い物リスト～ 
 

★学生FDについて知る 
★他大学のことを知る 
★自大学で使える取り組みを学ぶ 
★実際の体験を通して深く学ぶ 
★友達をたくさんつくる 
★とにかく楽しむ！ 
★その他もろもろ… 

ワークショップ タイム 

Q．多様化する学生FDの
中で、自分達は何が 
欲しいの？ 

１．お互いにあなたが欲しい“お買い物”を
紹介して下さい。(３０秒／１人) 

２．あなたの“お買い物”をおみやげ冊子に
理由と一緒に記入して下さい。 

ワークショップ タイム 

Q．多様化する学生FDの
中で、自分達は何が 
欲しいの？ 

おみやげ冊子の記入は終わり
ましたか？ あと３分です！ 

学生FD概論Ⅰのおわりに 

・学生FDは多様化している 
・サミットを有意義に過ごすに
は、自分の欲しいおみやげを
決めることが必要 

午後の分科祭に向けて 
予習しよう！[宿題だよ] 

 

 今が旬！  
  
 学生ＦＤ活動取り組み紹介 

（日本大学、筑波大学） 
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今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介 

1日目（3月 8日(土)）10：50～11：35 

発表校：日本大学（文理学部学生 FDワーキンググループ・本部学務部教育推進課）  

    筑波大学（全学学類・専門学群代表者会議教育環境委員会） 

進 行：椎根 由佳里（実行委員長・東洋大学）上野 誠也（実行委員会教職員応援隊・横浜国立大学） 

 

椎根（進行）： 

最初に，日本大学文理学部学生 FD ワーキンググループの前川さん，石堂さんと後藤さん，発表を

お願いします。 

前川： 

皆さんこんにちは。登壇の機会をいただきまして誠にありがとうございます。私たちは日本大学文

理学部学生 FD ワーキンググループの前川，石堂，こちらは日本大学本部学務部教育推進課の後藤さ

んです。本日は共同で発表をさせていただきます。よろしくお願い致します。 

本日お話するのは，先日 2月 26日に日本大学法学部で行われたオール日大イベント，「日本大学学

生 FD CHAmmiT 2013」についてです。これは日本大学全体のイベントでありまして，私たち文理学

部のイベントでないことをご了承ください。まず，CHAmmiT 当日の構成について事前知識としてお

話しておきます。当日の構成は 2本立てになっておりまして，共同企画とオール日大ミーティングの

2 本立てとなっておりました。学生 FD について紹介する共同企画と日大版しゃべり場のようなオー

ル日大ミーティングの 2です。当日の様子について動画を用意させていただきました。説明も合わせ

てご覧いただきたいと思います。当日の様子について石堂くんの方から説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

石堂： 

日本大学文理学部学生 FD ワーキンググループ 1 年の石堂です。CHAmmiT の様子について説明さ

せていただきたいと思います。 

（動画スタート）CHAmmiT が始まりまして日大の法学部で行ったのですが，参加人数が 126 名いま

した。事前に作成した資料などを読んでもらっています。2 人が当日の司会進行です。これは商学部

の教授が最初のスピーチを担当しています。文理学部学生 FD ワーキンググループと岡山大学教育開

発センターの天野先生と共に共同企画ということで行いました。日常的な授業風景を寸劇にしながら，

学生 FD とは何だろうかということで考えながらストーリーを進めています。左でしゃべっているの

は文理学部学生 FDワーキンググループリーダーの今宮さんで，右が先ほど申し上げた天野先生です。

対話形式で行いました。この中で更に動画が流れているのですが，事前に我々が作成したもので FD

活動の一例で学生発案型授業をテーマで中ではお話をしています。先生も大喜びと。それで，実際に

ワークをやっていただきました。青と赤のパネルで，チェック項目がありまして，二択になっていま

す。これはどっちかなということで札を上げてもらっています。参加者が札をあげています。最後に

天野先生にまとめを頂きました。ちょっとお聞きください。 

（天野先生の言葉） 

学生の視点を活かした授業，教育をよくする取り組みである。一言で言ってしまえばそうなります。

まず一言で言ってしまいますと，教員だけによる FD の限界に尽きると思います。まずもって，授業

の改善を 1つとっても学生からのフィードバックがなければ適切な改善ができないと思います。まず，

教職員不在にしない。そして自己目的化しない。最後，FD 症候群にならない。最初にですが，教職

員不在にしない。学生 FD だ，学生が主体的に関与するんだということで学生あるいは学生の主体性

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介）
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ということにこだわるあまり，教職員の方がひいてしまう。そうすると，教職員が不在になってしま

い結局活動の質が高まらないという場合がよくあります。次に，自己目的化しない。岡山大学でもこ

ういうフォーラムをやっています。これは，自戒をこめてこのスライドを書きましたが，学生 FD 関

係のイベント，フォーラムはいろいろなところで行われています。さきほど村田先生からもありまし

たけれども，京都の立命館大学で開催されている学生 FD サミット，そして我々岡山大学で開催して

いる学生フォーラムなどがございます。そのフォーラム，イベント，それをすること自体が目的にな

ってしまっていると思えるようなケースがあります。FD 症候群というのは，悪い点ばかり見る症状

です。逆に，良い事例を見つけてそれを広める，共有する。それも非常に良い活動になると思います。

ですから，いろいろな大学でもうすでにやっておりますけれどもベストレクチャー，ベストティーチ

ャーですね。そういうものを見つけてその良い事例を共有する。そういうことをぜひ考えていただき

たいと思います。 

石堂： 

これは CHAmmiTで大きな 2つの柱をたてて，オール日大ミーティングというものと「ちゃみっと

ーーく！」の説明です。教職員と学生が三位一体であるということで，右が教員，真ん中が学生，左

が後藤さんでここにいらしてますが，3人でやっています。これは学生スタッフです。全 15学部から

１名ずつを代表してコアメンバーと呼んでいますが，プラス文理学部学生 FD ワーキンググループで

事前準備をして運営をしました。このような感じで CHAmmiTを行いました。 

前川： 

石堂君ありがとうございました。当日のオール日大ミーティングについてのご紹介をしたいと思い

ます。しゃべり場ということで初参加の方は明日やっていただくことになると思うのですが，グルー

プでの盛んな話し合いと言いますか，ざっくばらんは話し合いということで，オール日大ミーティン

グで 2つしゃべり場の機会がありました。 

1 つは学部ミーティングです。日大はご存じのとおりかどうかわかりませんが，学部がたくさんあ

りますので，学部内，同じ学部の教職員，学生同士で話しあう学部ミーティング。もう 1つ，学部も

ばらけて話し合う「ちゃみっとーーく！」。どこかで聞いたことのあるような響きでございますが，全

学部ごちゃまぜ，6，7名ぐらいの小グループで話し合いしゃべり場ということをしました。プログラ

ムの最後に学部 FD 報告書ということで，各学部にまとまってもらって持ち帰りたいものとか，みん

なに伝えたいことをまとめて発表しました。次に CHAmmiTのねらい目的，今後について後藤さんか

らお話をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

後藤： 

皆さんこんにちは。私は日本大学の本部学務部教育推進課で FD 等の仕事とサポートをしておりま

す。本日は機会を頂きまして誠にありがとうございます。私の方からは経緯とかねらい，CHAmmiT

開催を受けての今後の展望などをお話したいと思います。私も実は FD は，こちらに移ってきたのが

昨年の 6 月ということで，FD 経験値でいうと 1 ということになります。よろしくお願いします。そ

れでは，CHAmmiT をなんで実施したかというとですが，前提条件としまして日本大学 FD 推進セン

ターにおける FD の定義というものがあります。下の方に教員が職員と協働し，学生の参画を得なが

ら組織的に取り組む諸活動等に学生 FD というものも視野には入っているということです。もう 1つ

中期計画を掲げておりまして，平成 25年度，今年度から平成 27年度の 3ヵ年計画ということで，主

に 2本立てのうちの１本に，学生参画型 FD 活動の整備，強化ということをうたっております。日本

大学における学生 FD の現状が，皆さんご存じの通り非常に大きな大学で学生数 7万人以上を有して

いる大学なのですが，14学部，通信教育部，短期大学 3校舎，合計 18の学部等があります。学生 FD
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組織は，実は文理学部の 1学部しか存在していないという現状がございます。ある時転機が訪れます。

それが昨年の夏です。2013年の夏に立命館大学で行われました「学生 FDサミット 2013夏」，それか

ら岡山大学の「i*See」などにも参加させていただきまして，そこで私自身強い衝撃を受けました。FD

ということは前から知っていましたが，学生 FD という言葉とかそういった言葉についてはそこで初

めて知ったということです。関西を中心にこんな様々な取り組みがあるということを初めて知りまし

て，その一方で東日本ではまだ限定的なんだなということを認識しました。その後サミットで衝撃を

受けて，同じ教育推進課の課員 3人で帰りの新幹線の中でこんな感じでちょっと考えてみました。ど

うしていったら良いのだろう。やはり日本大学は日本一の学科数です，約 90学科，学生数日本一を抱

えるスクールメリットを活かさない手はないだろうという話しになりました。せっかくでしたら日大

版サミットのようなことをやってみたら，きっと楽しいことになっちゃうのではないかという妄想を

新幹線の中で持ってしまったわけです。先ほど申し上げましたように，中期計画では，学生 FD 活動

に関してはまだ検討中ということなのですが，ひとまずやってみて試行錯誤しながら改善を試みた方

がきっと良いのではないかというところまで話しがまとまりかけたところで東京駅に到着してしまっ

たという状況でございます。 

結局のところ，実施とか経緯というものはやはり教職員の心という部分も大きいと思います。使命

感，それから勢いですね。これはもうやった方が良いだろうとサミットで感じましたので，そういっ

た勢いというのも非常に大きいと思います。目的とかねらいということも大きいのですが，やはりこ

ういったものが一番の原動力ではないかというところでございます。勢いで始めてしまったものです

から，予算もないところに「CHAmmiT」をはじめて，当然のことながら目的は後付けとなってしま

いました。そこで一生懸命ねらいを考えたわけです。どうしたら良いだろうか。まず 2つの現状をお

さえました。日本大学は実は大きい大学といっても分散型キャンパスです。そのために具体的活動と

いうのは各学部の教育内容に合ったものを展開してもらう方が本学のニーズに合っているという現状

をまず認識しました。もう 1点，18学部，短大 3校舎含みますけれども，多くのキャンパスが存在し

ているということを考慮しました。この 2点を考慮しまして「日本大学学生 FD CHAmmiT 2013」，こ

ちらでは学生 FD サミットで行うような具体的な事例紹介的な内容は含めないようにしまして，とに

かく学生 FD を知ってもらう機会ということに徹しました。ということで，ねらいとしましてはとに

かく学生 FD を広く啓蒙する，この一言に絞って実施することにいたしました。絞ったことがよかっ

たのかどうか良くわかりませんが，第 1回の学生 FD CHAmmiT はとりあえず成功したようだという

ところです。実際は２月 26日で終わってまだ 10日ぐらいでして，アンケートもまだしっかり集計し

きれていませんが，大雑把には赤字で書いてある通り約 85％の参加者が「非常に楽しめた」「楽しめ

た」と回答，約 83％の参加者が「今後何かしらの学生 FD活動を起こしていきたい」と回答してもら

えました。これは実施側としては非常にうれしい結果だったと思います。しかしながら一方で，教職

員とスタッフを含めて 167名の参加がありましたが，約 7万人を分母とすると 1％には遠く及ばない

という現状がございます。そういったことがやはり少なくとも 2，3年くらいはやはり学生 FDを広め

ていく，知ってもらうということが主な目的となっていくのではないかと思っております。 

最後に今後の展望です。成果と期待ということでまとめさせてもらいます。普通ですと学生への効

果という方に注目しがちでありますが，実はこれをやってみて，教職員への効果もアンケート結果を

ちらっと見たところ大きかったです。やはりこれは非常に大きいと思います。今回の CHAmmiTの実

施もそうなのですが，何かやっていこう，組織化しよう，なにか実行しようという時にやはり教職員

の動機とかそういったものも必要になってきますので，こういった成果は非常に大きかったのではな

いかと思います。それからもう 1 点，CHAmmiT を通じて，学生 FD に対して興味を持ってくれた学

生が少なからず出てきたということです。それから 3つ目として，これは期待ですけれども，教職員

の支援です。学生 FD という組織が少しずつ各学部に広がっていくことに期待が持てそうな感じを受
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けました。 

最後にまとめといたしまして，学内に学生 FD 活動，組織化等が広がってきたところで，「学生 FD

サミット」等で様々な事例を学びながら，日本大学の学生 FD 活動の更なる発展，そして，最終的に

は教育改善につなげていきたいというところでまとめさせていただきます。これは一人言ですけれど

も，始めはとにかくサミットみたいなことをやってみたいという強い気持ちから始まりました。実際

にやってみたら，「CHAmmiT」と「サミット」は似ているようでやはり少し違うものかなと感じまし

た。それと先ほど述べた通り，「サミット」はどちらかというといろんな大学のいろんな取り組みを紹

介してもらってそれを学ぶところで，「CHAmmiT」というのはそういったものを実際に大学学部で実

際にどのように落とし込んでいくか，改善を図っていくかという成果に結びつきやすいものであるか

なというところで違いを感じました。日本大学にとってはどちらの活動もこれは欠かせない活動であ

るということを感じました。ご清聴いただきありがとうございました。 

椎根（進行） 

ありがとうございました。続いて筑波大学全学学類・専門学群代表者会議教育環境委員会の発表を

お願いします。 

長城： 

こんにちは。筑波大学から来ました筑波大学全学学類・専門学群代表者会議環境委員会の委員長を

しております長城と申します。グループ名が長いので，教育環境委員会とだけ覚えていただければ大

丈夫です。私からは私たちが作成している「BRIDGE」というものについて紹介させていただきます。

まず，「BRIDGE」とはなんぞやということです。「BRIDGE」とは教育環境委員会が 2010年度から作

成している筑波大学にある学類，専門学類のおすすめ授業をまとめている冊子となっています。学類

ってなんぞやという感じですよね，皆さん。筑波大学は，他の大学の真似をするのは嫌いと学長が言

っていて，学部に相当するものです。英訳は Collegeとなっているらしいです。2011年度からはWeb

ページでの公開も行っています。アクセスしてみてください。QR コードでアクセスができます。パ

ソコンサイトとなっておりますので，見ずらいかなという感じですがぜひ見てみて下さい。 

次に行きます。なんでそんなものを作っているのかです。筑波大学は先ほどの日本大学さんも非常

に多くの学部があるとおっしゃっていましたが，筑波大学も非常に多くの学部，学類専門学類があり

ます。特徴的なのが 1つのキャンパスにこれだけ多くの学部がそろっているということです。そのよ

うな総合大学であります。特徴的なのが，これらの学類が開いている授業を自由にとることができま

す。ちなみに，卒業に必要な単位に履修した授業を組み込むこともできます。お見せしているのは，

履修要覧に卒業に必要な単位ですよという資料があって，その中にも他学群，または他学類の授業項

目という箇所が載っています。例えば，私は情報科学類に所属しているのですが，芸術専門学類にい

って油絵を描いて単位をとるというのも可能です。実際，私は後期の授業では医学の授業をとってさ

んざん医学生に笑われてきたという歴史をもちます。そういうことが自由にできます。しかし，授業

が非常に多いのです。これだけの学部があると。たとえば私の所属している学部だけで，今年度開講

された授業は 145授業ありました。×25だと 3000ぐらいはあります。というわけで，どの授業を受

ければよいかわからないという声が聞こえます。そこで「BRIDGE」というものを作成します。「BRIDGE」

冊子版を，本日何冊か持ってきていますがこのような冊子を作っています。冊子には先ほど言いまし

たが各学部からおすすめの授業を 3つから 5つ挙げてもらい，それらをまとめました。中身としては

こんな形にして授業を紹介してあります。基本的にどんな授業，先生，どこの学部が開講しているか，

あと，火曜の 6 限にありますよとかそういう基本的な情報も載っていますし，特徴的なのはここの 2

つです。シラバスに載っていない学生目線での雰囲気を載せています。先生が熱意満々だとか話しが

聞き取りやすいとか，授業外の負担が大きい，宿題をいっぱい出されますよとか，そういったシラバ
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スには絶対先生からは教えてもらえないような情報を載せています。逆に先生からのメッセ―ジも 1

人 1人から頂いています。この授業をとったらこんなように成長できますよというように，自分の授

業を自画自賛しています。まとめますと，多くの学生が筑波大学の特色を活かし，様々な分野に興味

をもってほしいという思いで私たちは「BRIDGE」を作成しております。 

成果についてです。K 君によると「BRIDGE」を作ることで様々な学類の授業に興味を持ち，いろ

いろな学類の授業を受けています。実際，月から金までの曜日で 6時間授業なのですが，その 30時間

のうち 10くらいは他の学類の授業をとっているらしく，自分の専門がやばいらしいです。無事進級で

きるという報告をうけました。特徴的なのは先生方に好評ということです。今年度の立命館大学さん

で行われた学生 FDサミットでも「BRIDGE」の紹介をさせていただいたのですが，そこで出たのが先

生方からの反対は受けないのかという質問をよくされます。逆に，先生方から学生の生の声を聞ける

よい機会だというということで非常に好評となっております。これからは，「BRIDGE」は 2010 年度

から作成しているのですが，まだまだ学生に対しての広報が足りていないという状況なのです。来年

度の入学生に対しては「BRIDGE mini」ということで簡易版，簡単な「BRIDGE」を全員に配布する

予定です。この様にして広報改善を行っていきたいと思っております。これからもよりよい「BRIDGE」

を作成できるよう努力していきます。ご清聴ありがとうございました。 

椎根（進行）： 

ありがとうございました。 

では，発表に対する質問や意見あると思うので，グループで議論してください。時間は 5分間です。 

 

（グループワーク中） 

 

椎根（進行）： 

はい，議論を止めてください。 

上野（進行）： 

それでは皆さんの質問を受け付けていろいろ聞きたいと思いますが，代表質問ということで私の方

から 1つ先に質問したいと思います。いろいろとやっていく中で苦労したことを聞きたいと思います。

まず日大さんは後藤さんの方から苦労した話をいろいろお聞きしたので，学生さんの方から苦労した

話をちょっとおきかせ下さい。 

前川： 

ごくごく個人的な私の感想です。学生側の苦労ですね。運営メンバーが日大の 15学部から 1人ずつ

選ばれたと先ほど石堂くんから説明がありましたが，キャンパスが，三島やら郡山やらで結構ばらけ

ています。そうすると顔を合わせるのも一苦労というか，お金もかかるし距離もあるし時間も限られ

ているということで，実際会ったのが多くて 4回ということで，こういうイベントの為には本来はた

くさん顔をあわせて話し合いをする機会が必要なのですが，それがなかなか難しかったというのが一

番の苦労かと思います。 

 

石堂： 

学部が違ったり学科が違ったり別々なのでチームワークを組む，チームワークを構築するというこ

とが難しかったです。さっき前川さんもおっしゃいましたが，会議，打ち合わせが数回しかできない

ので，その中でどのくらいやったとして，本当に 1人の人に負担をかけすぎてしまったりするという

のもあったので，チームワークよくもっとできたらよかったなと思います。 
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上野（進行）： 

では筑波大学の苦労したところをお願い致します。 

長城： 

そうですね。BRIDGEを作成するにあたって一番苦労した点は，おすすめ授業を選んでもらう時に

各学類の代表者さんに自分たちはこういう冊子を作っていて，授業を選んでもらえないかみたいな説

明をするのですが，コンセプトとか，またどういう授業を選ぶべきかというのを実際に活動していな

い人に伝える，伝えてわかってもらって賛同してもらうということが一番苦労しました。 

上野（進行）： 

ありがとうございました。苦労話はもっと懇親会で聞いてください。それではマイクを司会の方に

回します，どうぞ。 

椎根（進行）： 

質問のある方は手を挙げてくださればマイクランナーが向かいます。たくさんいますね。では真ん

中の眼鏡の男性に走っていってください。 

龍谷大学学生： 

貴重な発表をありがとうございます。私は龍谷大学から来た学生です。日本大学さんの方にお聞き

したいのですが，今回 2月に行われた「学生 FD CHAmmiT 2013」ですが，準備期間と先ほど参加率

が 1％だったとお聞きしましたが，広報手段というのはどのようなことをしたのかお聞かせ願いませ

んか。お願いします。 

後藤： 

私のほうから説明させていただきます。先ほど，期間については夏の学生 FD サミットの後からと

いうことで 10 月から正式な委員会に通した関係で，それまでに要項を作り上げて，大枠を作り実は

10月からスタートしました。ですから準備期間は 5か月くらいでしょうか。なので，かなり大変でし

た。ただ募集方法ですが，これちょっと悩みもあったのですが，実際日本大学全体で FD 組織を立ち

上げるべきなのか，もしくは今回やったように CHAmmiTを開催するための一時的な組織をつくろう

か，これを迷いました。それで，後者をとりましたがそういった中で実際の準備としては各学部から

集まってもらい，実際に学生のコアメンバーという中心スタッフを組織しまして，各学部からの代表

15名ずつ，プラス文理学部の取り組みが進んでおりますので文理学部の皆さん 5名の 20名で組織し

まして，事前に 3 回のミーティング，ファシリテーションの練習，こういったものをいろいろと第 1

回なので試行錯誤しながら，文理学部の今宮さんなどは経験が豊富でしたのでフォローしていただい

たり，他のむしろ 15学部の学生というのは本当にほぼ素人という状況でしたので，そこは本当にたっ

た 3回の中でなんとか準備したというのが経緯でございます。後の質問は募集方法のことでしたでし

ょうか。 

龍谷大学学生： 

はい，そうです。 

後藤： 

募集の方法ですが，今回に関しましてはいきなり公募で募集しても難しいということもありますし，

やはり日本大学約 90学科あるというメリットを活かすためにも，今回に関しては，1学科 1名ずつ出

していただけるように各学部に文書を通じて参加者を募りました。なので，ほぼ学科数の 98％くらい

の学科から参加者がありまして，ほぼ全学的に実施ができたということです。 
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椎根（進行）： 

他に質問のある方いらっしゃいますか。白い服を来た女性の方に。 

東洋大学学生： 

筑波大学さんの BRIDGEの取り組みについて質問です。その学生のコメントが載っているというこ

とで，授業に参加した学生はどのように選んでいるのかちょっと教えていただきたいです。 

長城： 

はい，おすすめ授業を先ほどおすすめ授業を選ぶ際に各学類の代表者さんにお願いすると言いまし

たが，その時に一緒にどの授業をお勧めするか，おすすめする理由も書いてくださいという形で代表

者さんにお願いをしています。代表者の選び方ですが，このあたりは口頭で説明するのが非常に難し

くて，ポスターセッションのほうに図を用意しておりますのでぜひポスターのほうをご覧いただけれ

ばと思います。すみません，ちょっとこういう説明になってしまいました。 

東洋大学学生： 

はい、では後ほど。 

長城： 

ありがとうございます。 

椎根（進行）： 

他に質問ある方いらっしゃいますか。 

法政大学職員： 

法政大学の客と申します。筑波大学さんにちょっと教えて頂きたいのですが，どうやって授業の中

の，授業をもつ教員からの，兼任と専任二種類いらっしゃるかと思うのですが，兼任の先生の授業は

長くても 2年かで先生が変わってしまいまして，今回「BRIDGE」に関しては専任の先生でしょうか。 

長城： 

はい，ありがとうございます。私のミスでしたらごめんなさい。筑波大学はおそらく，専任の先生

がほとんどを占めていまして，非常勤，兼任の先生は外国語とか特徴的なものにいらっしゃるという

形なのでほとんどが専任の先生の授業です。 

法政大学職員： 

ありがとうございます。非常勤の先生からの授業を聞くときに規範とかはありましたでしょうか。 

長城： 

そうですね。非常勤の先生に限らず，先生の移動や交代などは専任の先生でもあるので，それに関

してはおすすめされた授業に対して先生へ連絡を取る時に，そのようなことはありますかというのを

お聞きして，例えば異動するから来年から先生変わるんだけどみたいな先生の時は，注意書きでかっ

こして来年から先生が変わりますとの旨を記載するなどの工夫をしております。 

法政大学職員： 

ありがとうございました。 

椎根（進行）： 

最後 1人，我こそは絶対発表したいという人ピーンと手を挙げてください。はい，では一番真っ直

ぐ手を挙げている方に。 
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神奈川大学学生： 

ありがとうございます。非常に筑波大学さんの BRIDGEに非常に興味をもっておりまして，この活

動に近い活動をやろうとしたときに色んな問題があって難しいなと神奈川大学では判断しました。そ

の際（問題が）2 つあってそれをどう解決したのかを聞きたいです。まず 1 つ目は予算というのをど

うするかという問題があり，大学の冊子って結構お金がかかるじゃないですか，それで大学の助成が

あったりするのかというのが１つ目。2つ目が仮に助成がある場合って極端な場合，この先生はよい，

悪いというのを判断してしまうので，それって先生側から文句があるのではないかというのが神奈川

大学で出て，後々トラブルになりそうだなっていうので断念したのですが，それについてお伺いした

いです。 

長城： 

はい，ありがとうございます。いろいろ学生 FD サミット等で話していてよく予算のことは聞かれ

ます。実際にかかっております正式冊子の方は，実は閲覧しか用意してなくて，実は図書館と各学生

支援室の 10か所，12か所に置く冊子を作るので約 2万円です，お金の話になるのですが。それで，

簡易版，さっき新入生全員に配ると私言いましたが，新入生って１学年 2000 人いるのに作るお金が

105000円だったかかかります。そのお金はどこから出てくるんやっていう質問を非常によくされます。

筑波大学の私たちの委員会だからできるって答えてしまったら本当に申し訳ないんですけど，筑波大

学の私が活動している，さっきの長ったらしい名前の組織はですね，筑波大学公認の学生組織であっ

てそこで補助金，予算的なものをもらっているんです。その予算の使い方はその組織で決めてくださ

いっていう形なので，そこでの予算をいくらかちょっと多く使って作成しています。あとそういった

大学公認のお金をそのようなものに使っているという風に教員から批判を受けたことは今のところは

ないですね。逆に副学長先生とかにもお見せした時にこれはいい活動だねと逆に賞賛されるというこ

との方が多いです。よろしいでしょうか。 

椎根（進行）： 

では司会の私から 1点よいですか。日本大学さんが先ほどちょろっと学生発案型授業に取り組んで

いると書いてあったのですが，そちらをちょっと詳しく聞きたいと思います。 

前川： 

おそらく尺の都合もあると思いますので，この後のポスターセッションでとってもきれいを作って

きましたので是非見に来てください。 

椎根（進行）： 

ということなので皆さんポスター見に行ってくださいね。では日本大学文理学部学生 FD ワーキン

ググループ，筑波大学全学学類・専門学群代表者会議環境委員会の皆さん，ありがとうございました。 

ではこれにて今が旬！学生 FD取組紹介を終わりにします。 
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日本大学取り組み紹介 
「日本大学 学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ２０１３」 

 

＊日本大学文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

  前川貴恵（３年） 石堂浩暉（１年） 

＊日本大学本部学務部教育推進課 

  後藤裕哉氏 

 

 

CHAmmiT当日の構成 

「共同企画」 

学生ＦＤの紹介・説明 

「オール日大ミーティング」 

日大版しゃべり場 

「共同企画」動画を上映 

オール日大ミーティング 

全学部 

ごちゃまぜ！！ 

学部ＦＤ報告書 
(14学部+短期大学部+通信教育部) 

＊後藤さん、よろしくお願いします！ 
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①日本大学（ＦＤ推進センター）におけるＦＤの定義 

 日本大学におけるＦＤは、「自主創造の理念の下に日本大学を
取り巻く外的諸要因をも分析して、学問領域単位（学科・専攻等）
での教育プログラムを常に見直し、それを実行するため、教員が

職員と協働し、学生の参画を得ながら組織的に取り組む
諸活動」と定義しています。 

 

 

１.実施までの経緯① 

日本大学ＦＤ推進センター 

②中期計画〔平成２５年度～平成２７年度〕（３ヵ年計画） 
１．日本大学におけるファカルティ・ディベロッパーの在り方の検討 

２．学生参画型ＦＤ活動の整備・強化 

 

前提条件 

１.実施までの経緯② 

日本大学ＦＤ推進センター 

日本大学における学生ＦＤの現状： 
学生数７万人以上を擁する日本大学には，１４学部と通信教

育部，短期大学部３校舎の合計１８の学部等があるのに，
「学生ＦＤ（組織）」は文理学部にしか存在していない。 

転機：2013年夏 

関西を中心にこんなにも様々な取り組みが進んでいるということ
を知る。  →  しかしながら東日本では限定的のようだ・・・！ 

「学生ＦＤサミット２０１３夏」や岡山大学の「i*See」等に参加し，
強い衝撃を受ける。（私自身，「学生ＦＤ」を知らなかった。） 
 

１.実施までの経緯③ 

日本大学ＦＤ推進センター 

日本一？の学科数（約９０学科）と学生数を抱える 

日本大学のメリットを生かさない手はない。 

サミット後，帰りの新幹線で教育推進課職員３名で少し考えてみた・・・。 

→日本大学版サミットのようなことをやってみたら，
「きっと楽しいことになる」という妄想を持ってしまう・・・。 

中期計画では，学生ＦＤ活動について検討中である
ものの，ひとまずやってみて試行錯誤しながら改善を
試みた方がきっとよいだろう。・・・・・という話に。 

 ・・・・・東京駅に到着。 

１.実施までの経緯④ 

日本大学ＦＤ推進センター 

予算もない中，「使命感」と「勢い」で始めてしまった 

「日本大学学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ（チャミット）」 
当然，目的は後付けとなってしまったが・・・。 
「2.ねらい」へ・・・ 

結局のところ，「使命感」と「勢い」 

２.ねらい 

日本大学ＦＤ推進センター 

②１８学部等（短大３校舎を含む）の多くのキャンパス 

 の存在を考慮 

ねらい → 《広く啓蒙する》ことに絞った。 

①日本大学は分散型キャンパスであり，具体的活動 

 は各学部の教育内容に合ったものを展開してもらう 

 ことが本学のニーズに合っているという現状を考慮 

→ 「日本大学学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ2013」は，「学生ＦＤサ

ミット」で行うような具体的な事例紹介的な内容は原則含め

ず，学生ＦＤを知ってもらう機会に徹した。 

３.実施結果 

日本大学ＦＤ推進センター 

教職員やスタッフを含め167名の参加があったが，７万人を
分母とすると１％に遠く及ばない。 

→今後２～３年は啓蒙が主目的となる見込み。 

第１回目の「学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ」は，とりあえず 

成功したようである。（アンケートの暫定結果より） 
※約８５％の参加者が「非常に楽しめた」「楽しめた」と回答 

※約８３％の参加者が「今後何かしら行動を起こしたい」と回答 

そのためかどうなのかはわからないが・・・・・ 

しかしながら， 

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介（日本大学））
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4.今後の展望① 

日本大学ＦＤ推進センター 

①学生への効果に注目しがちであるが，実は教職員 

 への効果も大きかった。 → 実効性につながる。 

②「ＣＨＡｍｍｉＴ」を通じて学生ＦＤに興味を持ってくれ 

 た学生が少なからずいた。 

成果と期待 

③教職員の支援で，「学生ＦＤ組織」が少しずつ各学 

 部に広がっていくことに期待が持てそう。 

4.今後の展望② 

日本大学ＦＤ推進センター 

学内に学生ＦＤ活動（組織化等）が広がってきたところで，「学
生ＦＤサミット」等で様々な事例を学びながら，日本大学の学
生ＦＤ活動の更なる発展，そして教育改善につなげていきたい。 

ひとり言。 

始めはサミットみたいなことをやってみたいというとこ
ろから始まったけど，「ＣＨＡｍｍｉＴ」は「サミット」とは
似ているようで少し異なるものであると感じた。 

まとめ 

日本大学にとってはどちらの活動もなくてはならない
ものである。 

学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ2013 大・成・功！ 

日本大学ＦＤ推進センター 

ご清聴いただき，ありがとうございました。 

みなさんの大学でも是非「ＣＨＡｍｍｉＴ」を開催
しましょう！！！（手ごたえあるよ～） 

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介（日本大学））
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BRIDGE 

~他学類・専門学群の授業を 

 受けてみよう~  

筑波大学 全学学類・専門学群代表者会議 

教育環境委員会 委員長 長城 沙樹 

WHAT IS “BRIDGE”？ 

教育環境委員会が2010年度から作成している、
各学類・専門学群のおすすめ授業をまとめた冊子。 

2011年度からWebページでも公開しています！ 

BRIDGEの目的 

筑波大学は、25学類・専門学群がある総合大学 

人文学類 

比較文化学類 

日本語・日本文化学類 

社会学類 

国際総合学類 

教育学類 

心理学類 

障害科学類 

生物学類 

生物資源学類 

地球学類 

数学類 

物理学類 

化学類 

応用理工学類 

工学システム学類 

社会工学類 

情報科学類 

情報メディア創成学類 

知識情報・図書館学類 

 

 

医学類 

看護学類 

医療化学類 

体育専門学群 

芸術専門学群 

 

 

  

BRIDGEの目的 

筑波大学では、これらの学類が開設する授業を
自由に履修することができます！ 

卒業に必要な単位に
組み込むことも可能！ 

他学群または 
他学類の授業科目 

BRIDGEの目的 

筑波大学は、25学類・専門学群がある総合大学 

人文学類 

比較文化学類 

日本語・日本文化学類 

社会学類 

国際総合学類 

教育学類 

心理学類 

障害科学類 

生物学類 

生物資源学類 

地球学類 

数学類 

物理学類 

化学類 

応用理工学類 

工学システム学類 

社会工学類 

情報科学類 

情報メディア創成学類 

知識情報・図書館学類 

 

 

医学類 

看護学類 

医療化学類 

体育専門学群 

芸術専門学群 

 

 

  

BRIDGEの目的 

筑波大学で開講されている授業は、非常に多い！ 

 例: 情報科学類が開講している授業は145授業！ 

どの授業を受ければいいか
わからない… 

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介（筑波大学））
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BRIDGEの目的 

そこで、 

各学類から 

おススメの授業
を3~5個挙げて
もらい、それらを
まとめました！ 

“BRIDGE”の中身 

“BRIDGE”の中身 

シラバスには載っていない学生目線からの授業の
雰囲気を載せています！ 

 先生の熱意 

 話の聞き取りやすさ 

 質問のしやすさ 

 授業外の負担 

 専門性 

先生からのメッセージも一人ひとりから頂いていま
す！ 

 

多くの学生が筑波大学の特色
を活かし、さまざまな分野に 

興味を持ってほしい！ 

そのような思いで、 

BRIDGEを作成しています。 

成果・反響 

BRIDGEを作ることで、 

さまざまな学類の授業に興味を
持ち、いろいろな学類の授業を
受けています。 

（自分の専門がやばいです笑） 

また、先生方にも好評！ 

(工学システム学類 3年 K.K) 

これから 

 「BRIDGE～他学類・専門学群の授業を受けてみよう～」
は2010年度から作成しておりますが、 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ広報が足りていない 

来年度入学生全員に、 

『BRIDGE mini』を配布予定 

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介（筑波大学））
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これからもよりよい
BRIDGEを作成できるよう
努力していきます！ 

ご清聴ありがとうございました。 

１日目 午前中の部（今が旬！学生ＦＤ活動取り組み紹介（筑波大学））
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