
 

 

 

 

 

 
 

 

５．２日目 
ファイナルセッション 

問題提起 

 今宮 加奈未 氏（日本大学文理学部４年） 

意見表明 

 沖 裕貴 氏  （立命館大学教育開発推進機構教授） 

モデレーター 

 曽根 健吾  （実行委員会事務局長・東洋大学） 

 川上 忠重  （実行委員会教職員応援隊・法政大学） 



 



ファイナルセッション「学生ＦＤ活動の方向性を問う」 

２日目（3月 9 日(日)）14：30～15：35 

問 題 提 起 ：今宮 加奈未 氏（日本大学文理学部４年・文理学部学生ＦＤワーキンググループ） 

意 見 表 明 ：沖 裕貴 氏  （立命館大学教育開発推進機構教授） 

モデレーター：曽根 健吾   （実行委員会事務局長・東洋大学大学院教育学専攻） 

       川上 忠重   （実行委員会教職員応援隊・法政大学理工学部） 

 

曽根： 

 それではお待たせしました。いよいよ学生 FD サミット 2014春の最後のまとめを行いたいと思いま

す。本日の最後，ファイナルセッションのテーマは，「学生 FD 活動の方向性を問う」ということでい

ろいろと考えた末にこのテーマでセッションを行わせていただくことになりました。 

 最初にモデレーターの紹介をさせていただきたいと思います。もう知っている方もいらっしゃると

思いますが私は事務局長の曽根 健吾です。一緒にモデレーターを務めるのが， 

川上： 

 曽根健吾のサポーターを一生懸命やらせていただいている，教員応援隊の川上でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

曽根： 

 よろしくお願いします。では簡単に流れを説明させていただきます。今回のファイナルセッション

の趣旨は，学生 FD 活動を実効性のあるものにするために，そして学生の思いや力をもっと大学教育

の改善に反映させるためにはどうすることが必要かを考えることです。そのために，おこがましいテ

ーマだと思いましたが，学生 FD 活動の方向性を問うというテーマとしました。やっぱり先生，ちょ

っとおこがましいですね。 

川上： 

 とっても冗談に，不満踏まえた最後の講義だと思います。 

曽根： 

 ありがとうございます。このセッションで考えたいことは，結局学生 FD 活動の課題と意義は一体

何なのだろうかということを，初参加の方も多いと思いますので，少し一緒に確認をさせていただき

たいと思います。そして学生の力を活かして大学教育，学びをよりよいものにしていくためには，ど

うしていくことが重要なのか。そして学生 FD 活動とは結局どのように定義づけられるのだろうか。

私たちは聞かれてもうまく答えることができない人が多いかと思います。でもどう定義づけることが

できるのかというのを，ここではっきりさせたいと思います。 

 セッションの流れは，最初に学生の方から問題提起として，「私が思う学生 FD 活動の意義と課題」

をお話しいただきます。そして問題提起を受けてのペアワークを会場の皆さんと一緒に行います。そ

の後にまたペアワークを行いまして，最後に，教員の方から学生 FD 活動をどう定義するのかについ

て意見表明をしていただきます。そして最後に全体での議論の場を設けて，このセッションを終了さ

せていただきたいと思います。 

 最後の全体議論では，学生優先とさせていただきますが，遠慮なく意見やコメントを発信していた

だきたいと思っておりますので，最後ではありますが，どうぞよろしくお願いいたします。 

 始めに問題提起といたしまして，「私が思う学生 FD 活動の意義と課題」を，日本大学文理学部 4 年
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で，文理学部学生 FD ワーキンググループのリーダーを務めていらっしゃる今宮 加奈未さんより，私

との対談形式で一緒に紹介をさせていただきたいと思います。では，今宮さんよろしくお願いします。 

今宮： 

 ただいまご紹介にあずかりました，日本大学の文理学部というところで学生 FD ワーキンググルー

プ，現在のリーダーを務めさせていただいている今宮と申します。もう代替わりの時期なので，この

セッションが最後の活動の機会になるかなというところで，今日は精一杯取り組ませていただきます。 

 私は 2 年生の頃に，学生 FD 活動というものを初めて知りまして，それから約 2 年間，学生 FD 活

動に取り組んで参りました。どういった経緯で学生 FD 活動を始めたのかということですが，全学の

授業には概ね満足していました。その中で学生 FD 活動というのは，新たな学生参画のフィールドが

広がる機会と考えたわけです。そういった意味で学生が何か改善するということにおいて，新しい活

動の幅を広げる機会として学生 FD 活動を魅力的な活動ととらえ，活動してきたという背景がありま

す。よろしくお願いします。 

曽根： 

 よろしくお願いします。ではこれからは対談形式で今宮さんと一緒に話しを進めていきます。 

はじめに私からの質問ですが，今宮さんはゼロから日本大学文理学部で，学生 FD 活動を始めたと

聞いています。簡単で構わないので，どういうきっかけがあったのかを教えてください。 

今宮： 

 学生 FD 活動を始めたきっかけですね。そもそものきっかけなのですが，文理学部で開催された FD

講演会に出席したことがきっかけでした。 

詳しく話しますと，私が所属する文理学部では，FD に対する知識を深めようと毎年 1回 FD 講演会

というものが FD 委員会主催で開かれているのですが，平成 23 年 10 月のゲストが立命館大学の木野

先生でした。木野先生は学生とすすめる FD といったところを，講演会の内容としていらっしゃいま

した。その FD 講演会にたまたま学科の先生に誘われて聞きに行ったことが，学生 FD を知るきっか

けになったのですね。様々な学生 FD 活動によってもたらされた授業への影響というものを紹介され

ていらしたのですけども，こういった活動ができるならというところで希望をもって学生 FD 活動を

やってみようとなりました。 

曽根： 

ありがとうございます。大学の中であるイベント，FD 講演会がきっかけで，自分もやってみたい

と思ったわけですね。 

今宮： 

そうですね，すごく衝撃を受けたわけです。 

曽根： 

ありがとうございます。では 2つ目の質問ですが，今宮さんが取り組み始めて，例えば日大文理学

部で学生 FD 活動を始めて，文理学部であったり，また日大全体が何か変わったとか，少し自分がや

ってみてちょっと改善されたとか，そういったことがあったら教えてください。 

今宮： 

 2年の浅い活動なので，何か変わったかというと大きなそういったことは言えないのですけれども，

例えば私の所属学部では，FD 専門委員会という委員会がありまして，学生 FD 活動を全面的にバック

アップする体制が整っていきました。また日大全体としては，昨日もご紹介させていただきましたよ
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うに，日本大学本部教育推進課を主催として学生 FD 活動を全学部で実施しようという啓蒙イベント

などが実現いたしました。 

曽根： 

 どうもありがとうございます。 

今宮： 

 もう少し詳しくお話しさせていただきます。日本大学文理学部では，例えば学生 FD 活動を始めた

いといったときに様々な支援をいただくようになったりとか，全体広報の企画支援していただいたり，

しゃべり場に近い形式の会に学生が参加するようになったり，先程も紹介した FD 講演会にも積極的

に学生が参加する形になりました。学部で一番大きい変化として，学生発案型授業が今のところ 2科

目ですが毎年開講されるようになりました。 

次に日本大学全体としてはどういった変化があったかということです。FD ガイドブック，FD ニュ

ースレターなどが発行されているのですが，学生 FD 活動を取り上げていただいたり，紹介させてい

ただいたりといった機会がありました。一番大きいものが，学生 FD サミットです。これを受けて，

全学的に今日本大学では学生 FD 活動に取り組もうとしています。 

曽根： 

 元々は学部で始まったことが，今やっと大学全体に広がりつつあるということですね。ありがとう

ございます。では次の質問ですが，今宮さんが学生 FD 活動に取り組んで良かったと思う時はどんな

時でしょうか。また学生が FD 活動や大学をよくする教育改善に携わる意義とか，そういったことに

ついてどのように感じているかを教えてください。 

今宮： 

 はい，これは皆様いろいろな意義を持っていらっしゃると思うので，本当に私の中での個人的な意

義についてお話させていただきます。学生 FD 活動に取り組む意義の 1 つは，自分の大学の再発見を

することにあると私は思います。詳しくお話しますと，例えば，私の大学，学部では学生発案型授業，

また「学生 FD CHAmmiT」の開催といった活動がありました。学生発案型授業を通して，シラバスの

作成や授業の進行に実際に携わりました。それを通して，教員の方が授業改善に臨む上で学生のため

に積極的に関わるということがありました。「学生 FD CHAmmiT」は同様にして，大学法人として学

生 FD 活動を推進するための業務というものを垣間見る機会になりました。そして，大学の教育を学

生外の視点から知る機会になりえるのではないかと私の中では結論付けています。 

曽根： 

 学生とは違う視点から大学を見ることによって，新たに大学のことを知ることができたり，発見が

できるということですね。ありがとうございます。では次の質問ですが，今宮さんは 2年生の時から

学生 FD 活動に取り組まれていますが，ゼロから活動されてきて学生 FD 活動の課題とは何だと思い

ますか。少し教えてください。 

今宮： 

 課題というのも，またそれぞれあるかと思うのですが，私の中で学生の視点から言わせていただき

ますと，大学生というのは在学期間は短いです。「育ててきた野菜」を食べられなくても満足できるか

どうかというように書いたのが，学生 FD 活動というのは長期的な活動だと思います。その企画に携

わったとしても，その効果を享受できるかどうかというのはまた別の話になりまして，それは学生と

しての課題だと思います。Faculty Developmentは 1日にしてならずと大きめに書いてみましたが，具

体的に言いますと，私たちの大学で受け継いできた学生発案型授業，こういったポスターも先日紹介

２日目 ファイナルセッション「学生ＦＤ活動の方向性を問う」

- 178 -



させていただきましてこれは 1年かけて企画しました。開講が決定したのが昨年，でも私は来年卒業

です。開講してもこの授業を受けることはできません。またもう 1 つ問題がありまして，学生 FD 活

動に取り組むために，あまりに熱中するあまり，単位を落としたということでは本末転倒なわけです。

その点も，学生としての課題ではないかと思います。 

曽根： 

 きっとここにいる一生懸命頑張っている学生さんはそのような人は決していませんよね。皆さん大

丈夫ですよね。 

今宮： 

 きっと皆さん優秀なので，このようなことはないとは思います。 

曽根： 

では次の質問ですが，今挙げられた，学生は頑張っても 1年をかけたり，何年間かけて取り組んで

も結局自分たちのところに返ってくるということが少なく，そんなにすぐに返ってくるとは限らない

ということでしたが，そういった課題を解決するためにはどのようなことが必要だと思いますか。 

今宮： 

 これもまた難しいテーマだと思います。私の中でいろいろと考えまして，何のために学生 FD 活動

をするのかということを，今一度しっかり見つめる必要があるのだと思います。多面的に見つめる視

野と書かせていただきました。何のために学生 FD 活動をするのか，学生 FD 活動を通じて何をした

いのかというのを，私たちは根本に立ち返って考える必要があるのではないかと思います。 

 これは一例なのですが，例えば対話形式の授業に参加したいといったような要望があるとします。

それについては，直接的な解決法はそのような授業に携わるだとか，受講するといったことだと思い

ます。でも，もしかしたらそれはこういった意図があってやりたい活動かもしれません。学問，研究

について教員，学生間でより深い対話の機会をもちたい。そうであれば，これは授業を開講するとい

うのは長期的な計画で，さっきも言ったように自分で企画しても出されないというがあるかもしれま

せん。そうであれば，交流会を企画する。これは短期的にもしかしたら実現可能なことかもしれませ

ん。こういったことで多面期に自分の学生 FD 活動を通じて実現したいことを見つめていく必要もあ

るのではないかと考えました。 

曽根： 

 なるほど。やはり学生が自分のアイデンティティをちゃんと持って，学生 FD 活動に取り組むとい

うことが今すごく求められている課題ではないかということですね。 

今宮： 

 はい，そう思いますね。 

曽根： 

 ありがとうございます。ではもう最後の質問になってしまいますが，学生の思いをそして私たちの

声を私たちの学びに充実につなげるために，今ここで一生懸命頑張っている方たちに，今宮さんから，

これまでの 4年間を振り返って，これで最後だと思いますのでメッセージの方をお願いします。 

今宮： 

 すごく抽象的な個人的な意見になってしまいますが，学生 FD を知った日，そのときに考えた気持

ちを大切にと書かせていただきました。今この会場には 300人の教員，職員，学生の皆さんがいらっ

しゃいます。学生の皆さんは様々な思いを持って学生 FD 活動に取り組まれていると思います。それ
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ぞれに違った動機や目的があって推進していますよね。その日，なぜ学生 FD 活動を始めようと思っ

たのかということを，実は立ち返る必要があるといったことが学生 FD 活動の意義を考える上では大

事なのではないかということで，メッセージに代えさせていただきます。 

曽根： 

 はい，どうもありがとうございました。少し簡単ではありましたが，今宮さんの方からお話いただ

きました。3年間本当にゼロからだったのですよね，最初は学部からのスタートで。 

今宮： 

 そうですね。サークルを立ち上げようとしたら，却下されちゃってという紆余曲折の連続でした。 

曽根： 

 サークルで始めようとしたのだけれどもサークルが却下されて，でもいろいろと交渉を頑張った末

に教職員の方々と話し合ってしっかりと今位置づけが固まっているということですね。 

今宮： 

 そうですね。そういった意味でも今回，自大学の再発見，自分の学部や大学との関わりといったも

のを前面に考えスライドをつくらせていただきました。 

曽根： 

 今宮さん，どうもありがとうございました。 

これから少し会場の皆さんと一緒に議論をしたいと思います。今話したテーマについて，ほとんど

同じですが皆さんの中で学生 FD 活動の意義，つまり学生が大学教育の改善に携わる意義について，

一方でどのような課題があるだろうといったことを，今日始めて参加された方もこの 2日間を振り返

りながら，少しお隣同士の方と遠慮のない議論をしていただきたいと思います。では前後お隣左右の

方向き合っていただけますでしょうか。できれば知らない方の方がよいのですが，よろしいでしょう

か。では 3分間時間を取らせていただきますので，お隣の方と議論をお願いいたします。 

 

参加者： 

 ペアワーク中 

曽根： 

 ではよろしいでしょうか。お話が盛り上がっているところ恐縮ですが，少しフロアの皆さんからも

ご発言いただきたいと思います。では今マイクを持ったスタッフが回りますので，ぜひ学生の方優先

で申し訳ありませんが，どのようなことを話し合われたかというのを紹介していただきたいのですが，

どなたかご紹介していただける方いらっしゃいますでしょうか。 

北陸先端科学技術大学大学院院生： 

 学生 FD 活動というのを授業改善と大学の教育改善だけに特化して考えました。そう考えた時に，

学生が教育改善や授業改善に関わる意味って私は思いつかないです。ただ，私は学生 FD 活動を進め

たいですしやっていますのでその意義をそれっぽく言うのですけれども，どうも自分を納得させられ

ない。なので，その意義というものをぜひ納得いく形でどなたか出た話をシェアしていただければあ

りがたいということを話しておりました。 
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曽根： 

 それは活動をしているのだけれども，中々出てこなかったということですね。ありがとうございま

した。どうでしょうか，その点について，私のところではこういうのが出たというのを教えてもらい

たいです。ではスタッフがマイクをもっていきますので教えてください。 

明星大学学生： 

 学生 FD の活動で 1 つ僕が感じたことです。僕は FD に思いっきり参加はしていなくて，ホームペ

ージで FD の活動を見たときに，1 つの役割として教員と職員の方々が授業をよくしようと話してい

る時に，学生の目線がもっとあるともっと授業がよくなるよね，だから学生の方も一緒に参加しよう

ということで，学生と職員の人が対等の立場であると思っていたのです。そしてここに来ると，実は

FD という活動はそういう部分もありながら，このようにいろんな学生と会えるから人脈作りにもな

るよねとか，こういうところで発言するからよい経験になるよねという，教育の一環みたいなことも

あると思いました。FD の最もな意見がある一方で，何でしょう，こういう言い方は悪いかもしれな

いです。サークル活動ではないですが，もう 1つの側面を持っていると思います。そして，その関わ

る意図は何でしょうといったときに，自分たちで授業改善をしている取り組みの目的というよりは取

り組む過程に対して学生が自分の頭を使って考えるようになるとか，こうした方がよいよね，そのと

きに他の人とつながってみようみたいな過程の部分にきっと意義があるのではないかと思いました。 

曽根： 

 ありがとうございます。関わる中で学生が成長したり学んだり何か視野が広がるなど，そういった

側面があるということですね。 

では時間もありますので，次のワークにいきたいと思います。では，今のことを踏まえまして，学

生の声や力を大学教育や学びの改善に活かすためには，教員，職員，学生のそれぞれの立場があると

思いますが，それぞれの立場で今後どうしていくことが必要なのだろう，どうしていくことが重要な

のだろうという，原理的なテーマになりますが，せっかくこういった場ですので，少しまた思うとこ

ろを話し合っていただければと思います。ちょっと難しいテーマかもしれませんが，本当にそれぞれ

の視点，思うところで大丈夫ですのでお話いただければなと思います。ではまたお隣の方と 3分間こ

のテーマについて少しお話をお願いいたします。 

 

参加者： 

 ペアワーク中 

曽根： 

お話を打ち切って大変申し訳ありませんが，すごく根本的なテーマですので，また会場の皆様にご

発言いただきたいと思います。早速手が挙がりました。お願いします。 

 

大阪大学学生： 

 学生の声や力を大学教育，学びの改善に活かすにはということで，僕は 2 年間学生 FD の活動をや

ってきたのですが，その結果は今年の終わりくらい，あとは昨日の懇親会あたりでたくさんの先生方

とお話しさせていただいて，結局僕が至った結論は学生の声や力はそんな簡単に大学に行けやしませ

ん。絶対教職員の力を借りないと何も僕たちはできないということを昨日もしゃべっていたような気

がします。では僕たちが学びの改善に活かすためには何をしないといけないかというと，それを自覚

することだと思います。結局最終的には教員，職員の方に何かしてもらえるし何かご声援がある。だ

からこそ学生が授業作るときに，学生が担ってもよいはずなのにそこにいないといけない理由がある
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とすれば，何かできないけど何かしゃべるとしたら僕たちが不満を持っているという雰囲気をちょっ

とずつ作っていくことだと思います。そうしたら僕たち，例えば今学生だから何も変えられないとし

てもこれから先に何年かして，例えば教員になったり，そうでなくても社会に出て行ったあとに，力

を持った上でその時に大学に不満を持った時に学生 FD の活動がそうやって雰囲気を作っていたとし

たら，その時に何か変えられるかもしれない。そういう意味で本来では口を出すはずではないような

大学教育に学生 FD として携わっている意義があるのではないかなと思います。一言に言うと僕たち

は何が重要かというと，これからこのような大きい場所に来ていると，大きい場所に来ているだけで

何かしているような気になってしまいます。けれども，ちゃんと学生に過ぎないこと，その中で何を

議論していくのかをちゃんと分かっていることが重要なのではないかなと思います。もちろんこうい

う活動には非常にいいなと思います。その上で機能していけばよいのではないかなと思います。あと

はやっぱりそうやって変えていく上でも，僕たち自身が成長することというのもその瞬間には教育は

変わらないけど，自分が勝手に成長することはある。そうやって何年か経ったあとに大きくなって帰

ってきたときに，自分が変えるとしたら僕たち自身が今目の前で自分自身が生き残るためにこの活動

を通して能力をつけること。それも長い目で見れば教育改革に繋がっていくのではないかなと思いま

す。長々と失礼しました，以上です。 

曽根： 

 ありがとうございました。もうお一方くらい，いかがでしょうか。できれば学生の方でどなたかお

話を教えてほしいのですけれども。どなたかいらっしゃいますか。 

学生： 

 私はこの 3人で話したのですが，同じようにはいかないけれど，やっぱり先ほどの方がおっしゃっ

たように，大学の協力が絶対必要だよねというのを話していました。では大学の中で学生団体の中で

どこが 1番権力を持っているのかという話しを 3人でしていて，そういうところと協力していけたら

よいねという話になりました。以上です。 

曽根： 

 他の団体とも連携していかなければならないのではないかということですね。ありがとうございま

した。たくさんご発言いただきありがとうございます。 

では次に，意見表明をお願いしたいと思います。テーマは，「学生 FD 活動をどのように定義するか」

ということで，立命館大学教育開発推進機構教育開発支援センター長の沖 裕貴先生に今回お話をいた

だきます。では川上先生，沖先生のご紹介をお願いします。 

川上： 

 いきなりのふりをありがとうございます。沖先生は FD 活動，大学教育学会の重鎮の先生でござい

ます。今，連携という言葉が出たのですが，日本には私立大学 FD 連携フォーラムというものがござ

います。その中で，私も含めて「困ったときの沖先生」というあだ名がついています。書類がないと

次の日朝，沖先生の名前で何気なくホームページにアップされています。そのくらい仕事が早くて，

とても一生懸命 FD に対して取り組んでいらっしゃる先生だと思っております。以上です。 

曽根： 

 ありがとうございます。資料についてはハンドアウトをお配りしていますのでそちらも合わせてご

覧ください。では沖先生よろしくお願いいたします。 
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沖： 

 皆さんこんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました，立命館の沖でございます。来たのが今日の 12

時前くらいで申し訳ございません。昨日の様子と今日の午前中の様子は，あまりよく分かっていませ

ん。昨日は名古屋で大学教育改革フォーラムがありまして，そちらの方に出席をしておりました。た

だ今ご紹介にあずかりましたけれどもこちら東洋大学様，それから実行委員の皆さん，本当にお疲れ

様でした。非常によいセッションができたのではないかなと思っております。65大学ですか，大した

ものですね。申し上げますけれど，この学生 FD というのは，恐らく日本発祥なのです。他の国でも

中々見当たりませんし，説明もつかないところがあります。その説明がつかないところはあとで説明

します。そういう意味でここまで広がった，この考え方は今後ますます広がっていくであろうという

ことを考えたときに，先人の皆様には大変失礼なのですが，こちらにいらっしゃる木野先生や橋本先

生，この先生方のご尽力というのは大変なものがあっただろうと思います。ただ，今日ちょっと最後

の方に，今の話もそうなのですが，しゃべり場テーマ B の振り返りみたいなところに出させていただ

いたのですが，学生さんが言っておられたまとめとして，学生 FD は疲れるというお話がありました。

もう疲れたと言っておられたんです。それで何が疲れるかというと，今日言われていたように，意義，

定義，立ち位置がよく分からない。学生さんも集まらない。何をやっても認めてもらえない。そうい

うような不満といいますか嘆きが聞かれました。 

今日私が申し上げるのは 1つの考え方です。これをもとに議論をしていただいたら良いと思います。

1 つはピア・サポーターというのと学生 FD スタッフというものがあります。その定義を明確にして

おきたいのです。ただピア・サポーターは明確になっています。ここに書きましたように，レイ・カ

ーという人が考えました。同じ学生同士が専門性を持つ教職員，Supervision のもとで，仲間同士で学

び合う，業務に従事する学生です。ここで大事なのは業務だということと，それから教職員専門家の

指導がいることです。この 2つが大きな定義です。これは踏まえておいていただきたいです。 

何でピア・サポーターの話しをしたかというと，例えばこの学生 FD サミットに参加しておられる

方というのは，おそらくは 3 分の 2 はピア・サポーターなのです。学生 FD スタッフではない。この

業務もこの業務で大事です。けれども，どうも一色単になってしまいます。これはやっぱり明確に分

けておく必要があります。ピア・サポーターについては，多めに言ったら 1960 年代から始まっていま

す。国内においては廣中レポートが 2000年に出ています。この後タケノコのように始まっています。

ここに書いたように，高等教育機関で学ぶ学生の増加への対応ということで，学生同士，ピア同士の

インストラクションといいますか，支援が教職員からというよりもはるかに効果的に効くのです。学

生同士の学び合いによって学んだ学習というのは，教職員から教えられたよりもはるかに身につくの

です。それははっきりしています。それも，制度として大学の中にあります。海外に行ったらもうい

っぱいありますし，日本でも初等中等でピア・サポーターが活躍しています。ただ名前が，海外と国

内でめちゃくちゃです，まだ一般名詞ではありません。私はピア・サポーターという言葉を使ってい

ますが，例えばピア・サポートワーカー，ピア・ヘルパー，ピア・ファシリテーター，ピア・カウン

セラーといろいろな言葉が使われていますのでまだはっきりした言い方がないということも知ってお

いていただいたらよいと思います。ちょっと有名なところではアメリカでピア・リーダーシップがあ

ります。これは初年次教育に入り込む先輩学生です。1960年代からあります。ものすごく頼りにされ

ていますし，コミュニティー・カレッジを中心にしてものすごい成長です。このピア・リーダーを巡

って，ピア・リーダーになりたいという状況が続きました。すごい競争です。同じようにピア・チュ

ートリアルというものがあって，ピア・チューターというアカデミックサポートセンターとかライテ

ィングセンターに常駐する，論文の書き方，レポートの書き方を指導する，ピア・サポーターです。

彼らは CRAKというプログラムの認証した，そういうプログラムを受けていて，レベルも 3段階あり

ます。一番上のレベルにならないと報酬がつきません。それくらいきちっとした仕組みであります。
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もう驚くでしょ，学生さんがレポートの指導をしているのです。論文の書き方を指導できるのです。

彼らはすごい競争率で，これになるのは中々大変そうですがメリットがあります。進路にものすごく

有利なのです。彼らの多くは就職するときに，高校の先生になったりあるいは大学の教職員になった

りと引く手あまたです。そういうメリットがあります。ピア・リーダーもそうなのです。今申し上げ

たことはかなり今後のお話の中で大事なことです。あと国内では SCV で有名な愛媛大学があります。

最初に成功した大学です。あるいはキャリア・ファシリテーター，全部成功しています。そしてピア・

サポーターの位置付けを，この図で説明しておきたいと思います。これは 4つの象限です。右側が業

務，左側が自主的自発的，上は専門性を持ったもの，下はピア，同等と思ってください。そうします

と，ピア・サポーターというのはこの第 4象限に入るものだということがお分かりになると思います。

先程言いましたように業務であって，お互いに対等なのが，ピアです。そういう意味でちょっと考え

ました。TAとか，GSIというのは Graduate Student Instructorという大学院生で，授業を持っている，

そういう院生がいます。彼らはピア・サポーターとはいえない。一方当然のことながら，学生自治会

やボランティア組織というのもピア・サポーターではないです。分かりますよね，業務をやっている

のがピアです。面白いことを書きました。ピア・サポーター制度，ピア・サポートプログラムはメリ

ットがある。1つ目は，支援される側の学生が成長する，喜ぶというのです。これは分かりますよね。

図書館だったら図書館で支援する。支援された側が喜ぶし成長するということが分かります。2つ目，

これが大事です。支援する側，ピア・サポーター側も，成長して喜びます。これだったら，息も切ら

さず学生さんが次々ピア・サポーターになりたいとなります。立命館大学の場合でも，全部で 3000

人ほどいますが，例えば私の授業で ES というピア・サポーターがいます。ES が入った授業でやりま

すと，必ず次の年，私にやらせてくれという学生が何人もいます。そのくらいメリットがあります。

メリットがあるというよりも，そこにいた ES さんが格好いいのです。成長モデルなのです。あんな

ふうになりたい。それです。そして 3つ目です。教職員の喜びと業務の改善です。ES を初めとしてピ

ア・サポーターが入ってくれたら，当然のことながら，業務が改善されます。授業でいえば，自分ら

で決めてもらえば一番よいです。それはやっぱり教職員は本当に嬉しいわけです。この 3つのメリッ

トは本当に捨てがたいということで，先程も申しあげたように立命館ではこんなに沢山あります。全

部で 24 種類，3000 人以上です。全学生の約 1 割の学生が何らかの形でピア・サポーターです。先程

もどなたかおっしゃられましたけれど，立命館の中でピア・サポーターの集まりをやったのですが，

この表を見せながら説明していたら，ある学生さんが僕はあの中で 5つぐらいやっているという学生

さんがいました。それは君やりすぎやと。本業の勉強を，学問をおろそかにしたら何の意味もありま

せん。例えば報酬が出たとしても，それ以上の仕事と責任を担うことが多いのです。だからこそ成長

するのです。そういう意味で，あまり沢山やるものではないと。このような形で，24 種 3000 人くら

いいます。 

そこで，すごく大事なことがあります。それは，ピア・サポーターは，もちろん対等な立場，ピア

なのですが，彼らがきちっと仕事をするためにはそれなりの専門性が必要です。そのための研修が絶

対に必要です。先ほど申し上げたアメリカのピア・チューターには，レギュラーレベル，アドバンス

トレベル，マスターレベルの 3つのレベルがあります。ちゃんとアメリカの協会が認証済みのトレー

ニングプログラムを受けなければなりません。ちょっと細かいところに入ると，レギュラーレベルの

証明書取得の条件です。これだけのことをしないとピア・チューターになれません。これはどうです

か，皆さん方が大学でピア・サポーターになるのにこれだけの準備，これだけの研修を受けないとな

れないというところがありますか。僕の知っている限り，日本の大学ではほとんどないのです。スポ

ーツで，例えば APUという立命館アジア太平洋大学があります。昨日ちょうど，三重大学の先生の発

表を聞いたのですけれども，三重大学も結構よいプログラムを作っています。ピア・サポーターの養

成です。そういうことをやっぱりしていかないといけないということが 1つです。もう 1つ，先ほど
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5 つもピアをやっているという学生の話しをしましたが，もう 1 個大事なことは法政大学でやってい

るようなピア・サポーターも含めた全体を統括する組織が必要です。これは立命館にはないのです。

24 個もあって各部局はいっぱい持っているのですが，お互いの連携がなくてこの間初めて連携のアセ

ンブリーというのをやったのですが，色んな意見が出て面白かったです。例えば，連携のメリットで

す。業務の分担ができるのですね。オリターというような初年次に関わるピア・サポーターがいます

が，オリターに新入生が留学について質問したのです。そしたら，留学アドバイザーとか周りにいる

ピア・サポーターのグループがあります。そこに飛ばせばよいのです。そういった業務の分担ができ

ます。それから部局ごと，部署ごとに研修をやっていたのですが，共通の研修というのも可能です。

先ほど言ったように研修は絶対に必要なのですが，全部のところを 1個 1個やるのは大変です。共通

でできたらよいのです。面白い話が出たのが，入試広報学生スタッフというピア・サポーターがいた

のですが，あまりモチベーションが上がらないそうです。そこで，学生ボランティアコーディネータ

ーと取り組みそのものに入ってみたらものすごくモチベーションが上がる。あとは，情報の共有です。

お互いのグッド・プラクティス，お互いのグッド・マネジメントを共有する。こういったメリットが

ありますので，今後ピア・サポーターを作って発展させるという，そういうときにはぜひ連携という

ことを考えられたらということです。 

では続いて，学生 FD スタッフです。ピア・サポーターとは，全然違う種類だと思ってください。

これは私の作った定義です。ちょっと読んでみますね。学生 FD スタッフとは，その分野における専

門性を持ち，教職員と共同して大学運営や FD 活動そのものへの参画や意見の表明等を行う学生。母

体は学生自治会に所属するのも結構ですし，ボランティアでもよいし大学の正式な委員会に所属する

場合も結構です。ただ重要なのは専門性ということ。もう 1つは教職員と協働ということ。先程何回

も出ましたね。日本大が成功しているのはなぜかというと，教職員との協働を最初から前提としてつ

くってあるからです。先程阪大もおっしゃった。伝わらないのは教職員と協働できないからです。こ

こは大きなところですね。1 つ考えておかなければいけないのは，実は日本の大学の全てではないの

ですが，いくつかのところでは伝統的な学生団体による教員改善活動が昔からやられています。それ

は学生自治会なのです。ただし，不幸な 60年代 70 年代初頭の紛争がありましたので，大学自治会と

いうものが危険な過激な団体という認識もまだまだ残っていますし，現実に今争っているというとこ

ろもあります。こういう自治会がないところ，もしくは自治会と協働がとれないところというのも多

いと思います。でも，ちゃんとやっているところはやっている。ここは，今日のしゃべり場でも今の

ところでも出たように，授業の改善，学生だから意見がどんどん出せます。どんどん吹き出てくるも

のがあります。本当すごいです。こういうところはこれで実は FD 活動ですよね。学生 FD と呼んで

もよいですよね。現に，北九州市立大学はまさにこの形がありまして，創価大学もそうです。欧州高

等教育質保証協会という会があって欧州の認証評価を得る時に必ず学生自治会の存在を聞かれます。

学生自治会があって，学生が大学の質保証に関わるアクターとしての役割を果たすというのがガイド

ラインに書いてあります。そういう意味では自治会というのは非常に重要なのです。ただ，今それが

ないところに対しては学生 FD スタッフという学生が出てきたのですね。学生 FD スタッフは大きく

分けて，この 3種類あるかと思います。1つは立命館や法政や他にもたくさんあるような，1つのサー

クル，ボランティアといった団体です。もう 1つは先ほど言っていた北九州市立大学のカリキュラム

を考える会とか，学生自治会の一部なのだが，一定に独立して学部あるいは大学と連携がとれるとい

う種類です。もう 1つは岡山大学についてです。学生教職員教育改善委員会，これもきちっとした位

置づけを保証されているイメージです。こういう位置付けが保証されている事例でないと，いくら一

生懸命教育に対して改善要求をしたって伝わりません。それがもどかしさになるだけに疲れます。お

かげさまでこれは昨年の夏の学生 FD サミットですが，参加者 450人，参加大学が 50大学です。そう

いう形でした。今回は 65大学ですね。このような活動は日本だけですので，ぜひとも伸ばしていきた
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いと思います。ただ，ちょっとこれを見てください。もう 1回確認しておきましょう。ピア・サポー

ターと学生 FD スタッフの区別です。学生さん対象に学生さんがやっている，授業の内，外関係なし

に，これがピア・サポーターです。一方，学生 FD スタッフとは何かと言うと，教職員を対象に行っ

ている改善活動です。対象が違います。今，学生 FD サミットでピア・サポーターが入ろうと何しよ

うと構わないのですが，区別をつけておく必要はあります。もう 1つ厳しいことを言います。先程か

らもその意見はいっぱいが出ていますが，先ほど言った私の定義は，その分野における専門性を持つ

ということと教職員と協働して，教職員と協働した時に何が起こるかです。自治会は完璧に自立的，

自主的，主体的であります。場合によっては対立することもある。それを権利として持っています。

でも，皆さん方学生 FD スタッフがもしも完璧に主体性や，自主性や，いやもうサークル活動としま

す。では大学には教職員がいますが，教職員と協働できますか。それを考えたときにどう考えても学

生 FD スタッフというのは，教職員と協働するということは，業務に近いです。そうじゃなかったら，

大学は聞く耳をもちません。そして，1 つ大事なのが専門性です。これは，こういう話しです。学生

FD スタッフは学生自治会のような「代表性」はありません。あなた方は何の学生の代表でもないの

です。ではそれを補うものは何かと言ったら専門性なのです。専門性をつけなかったら誰が聞きます

かその意見を。学生目線でみてくれることをものすごく尊重しますが，専門的に言ってくれなければ

ただ一部の学生が言っているだけという対応にしかなりません。そこが重要なのです。だから，専門

性を磨くというようなことを，何とか自分たちの活動に入れてほしいのです。その 1つの事例として，

帝京大学に SCOT というのがあります。これはアメリカの大学の一例なのですが，SCOT トレーニン

グはこれだけのことをやっています。明日明後日，帝京大学にアメリカのユタバレー大学の学生が来

ますがもうすごい連中です。本当にたじたじとするくらいの専門家です。そういうトレーニングがや

はりいるのです。ピア・サポーターもいるのですが，あなたたち学生 FD スタッフとして活動するた

めに，専門性がなかったら大学の執行部，大学の先生に話し，提案はできません。 

それともう 1つ，ちょっと言い過ぎかもしれないですが次の提案もしたいと思います。立命館の中

に，D-PLUSという団体があります。新しくできた団体で，3つの仕事をしています。1つは，マネジ

メントチームといって，学部への施設改善提案をします。PCラウンジのレイアウト変更へとか使用に

関する提案，プリンターの増設など，利用する学生方の提案ということで，これは学生 FD としての

よい活動だと思います。こういう学生 FD スタッフ的な機能と，彼らは時にコンピューターソフトや

映像編集のプロなのだけれどもすごい技術を持っています。それを，学生向けに映像編集講座とかを

開いているのです。大盛況でいっぱい受講生がいます。これはピア・サポーターですね。もう 1つ，

クリエイティブチームというものがあって，事務室からの依頼を受けて，キャリア探偵団や学生の授

業課題である映像編集のサポートを行っているチームです。学部の事務室が仕事を依頼する，そうい

う仕事もしています。ではこれは学生 FD スタッフでしょうか。いや，ピア・サポーターでしょうか。

全部一緒なのです。それを考えたときに，もう FD をとってしまえばどうかと思うのです。皆さん方

は，FD の呪縛に引っかかっています。FD は授業改善，教育改善と思っているから，手も足も出なく

なっていくのです。ちょっと考えればよいのではないかなと，このように思っているのです。ピア・

サポーターはさっき言いましたが学部やら，大学当局からいっぱい依頼があります。皆さんにやって

ほしいことがたくさんあります。例えば，PCラウンジのレイアウト変更とか，学生目線から提案しれ

くれ，うちは留学生と日本人学生がいつも離れているけれど一緒にするにはどうしたらよいのか提案

をしてくれなど，いっぱいあります。そういうものを，学生目線からきっちと調査して分析してくれ

る学生がいたらのどから手がでるほどほしいです。そういう学生たちが必要です。業務スタッフとい

う言い方はあまり好きではないのですが，こういう仕事はいっぱいあります。これはどちらかという

とかつての学生 FD スタッフの仕事に近いのです。FD だけに特化したのが学生 FD スタッフですね。

岡山大学の事例なども，半分は業務スタッフですよね。自転車置き場の整備とか。我々にはいろいろ
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なニーズが大学の中にあります。力を求めているところはいっぱいあります。それも含めて，もう学

生スタッフと呼んでしまえばよいのではないでしょうか。ただしその時に大事なのは，専門性と教職

員との協働ということです。これがなかったら，一緒にはできません。そういう意味で，皆さんの今

後の活動を期待しております。もう，FD の呪縛から離れたらどうでしょうか。 

どうもありがとうございました。 

曽根： 

 沖先生，どうもありがとうございました。もう学生 FD から FD をとってしまおうというのは，驚

きのご主張でしたが，川上先生はいかがでしたか。 

川上： 

 とっても怖いふりをありがとうございます。沖先生がおっしゃるように，学生 FD の範囲が広範囲

にわたっているというのは，今日のしゃべり場やここ数年の学生 FD サミットでもいろいろと意見が

出ているところだと思います。これ自体の答えは，学生さん自身に考えていただいて，今後の学生 FD

サミットに繋げればよいと思います。 

曽根： 

 ありがとうございます。時間がおしてしまっているのですが，最後に簡単ですがまとめとして議論

をしたいと思います。今までの今宮さん，沖先生のお話やペアワークを含めて，今後の展望などにつ

いて皆さんがどう考えていらっしゃるかを聞いて，それを整理することでまとめに代えさせていただ

きたいと思います。どなたか，いろいろと提案がありましたが学生の方でご意見ありますでしょうか。 

嘉悦大学学生： 

 私の知り合いで留学生がいるのですが，FD のことを最近知り話したところ，私の地域でもできな

いかということで，国際的にみてどう発展させていくべきなのでしょうか。 

曽根： 

 日本の外でということですか。 

嘉悦大学学生： 

 はい。このような場で留学生の方は少ないので，外からの意見が入ればいいかなと思いまして，ど

うなのだろうかと思いました。 

曽根： 

 どなたかこの中で，留学生の方はいっらっしゃらないでしょうか。いないようですね。 

海外からの視点も必要ということですね，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

明星大学学生： 

 学生が専門性をもち，教職員と学生が協働してつくっていくという沖先生のご意見は，とてもよい

と思いました。1 つだけお聞きしたいことがあります。今までは FD スタッフではない人たちも，サ

ークルの方であれ FD を担っていてここにいる方も多いと思います。その時に主体性をもっているか

ら，もしくは反対の意見を持っているから，教職員の方とは協働できないということについて，でき

ないのかなと思ってしまいまして，少しお聞きしたいなと思ったのですがよいでしょうか。 

曽根： 

 では，沖先生いかがでしょうか。 
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沖： 

 ありがとうございます。協働はできますよね。反対の意見は，どんどん言われたらよいと思います。

反対意見とかもっていないと，提案なんてできません。だから，反対の意見は大いに結構です。ただ，

何かを実現する，改善する過程において，FD ではなくてもよいです。施設のことでもよい，授業ア

ンケートの中身でもよい，何でもよいです。FD，FD といわなくてよいです。何かを改善するときに，

自分自身の考えを持っていないと，改善はできませんよね。それには専門性が必要ですし，当面反対

の意見でもそれはすごく貴重ですからそういう意味で大丈夫だと思います。 

曽根： 

 ありがとうございます。それでは時間になりましたので，最後に 1点だけお受けしたいと思います。

最後，どなたかいらっしゃいますでしょうか。全体的な感想でも結構です。では，お願いします。 

北海道情報大学学生： 

 感想みたいな形になるのですが，北海道情報大学の学生 FD としての活動はこれから行うという状

況で，これから活動を考えていこうと思っていました。今日参加していろいろと考えている中で，学

生 FD ということを，FD にとらわれないという話しもありましたが，こうなってはいけないと感じた

ことがあります。それは，FD 活動を行うということが目的になっては絶対にいけないということで

す。活動することが目的になるのではなくて，先にある具体的にどういった目的を持つかということ

がすごく重要だと思いました。活動することが目的にならない活動をしていきたいと思いました。こ

れが 2日間の感想です。ありがとうございました。 

曽根： 

 すばらしいご意見をありがとうございました。やはりそれは自分も思うことで，私たちは決して FD

活動に取り組むためだけに大学にいるわけではありません。この活動を通して，自分たちの学びをど

のように変えていきたいか，授業や大学をどのようによくしていきたいかということを考えて活動し

ていく必要があります。その時に，学生は一方的に意見をぶつけるだけではなく，しっかりと教職員

の方々と話し合い，協働していくことも大事です。そして，学生も努力しなくてはいけないですね。

難しいことを避けて，自分たちが言いたいことを言うのではなくて，先ほど沖先生からもお話があっ

たとおり学生もしっかりと研鑽を積みながら学生の声が届くように努力を続けていく。そのような姿

勢がないと，学生の視点，力を活かした大学教育の改善はできないのではないかということで今回の

まとめとさせていただきたいと思います。 

長時間になりましたが，どうもありがとうございました。 
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2014/03/09学生ＦＤサミット２０１４春 

 

1 １４：３０～１５：３５  

 

モデレーターの紹介 

2 

曽根 健吾 川上 忠重 
法政大学 東洋大学 

おなじみの2人？ですが，よろしくお願いします。 

3 

学生ＦＤ活動を，実効性の
あるものにするために 

学生の思いや力を，大学を
よりよくする力に！ 

学生ＦＤ活動の今後の方向
性を問う！ 

このセッションで考えたいこと 

4 

・学生ＦＤ活動の意義と課題は何 

 だろうか？ 

・学生の力を活かして，大学教育，  

  学びを改善するためには何が重要な  

  のか？ 

・「学生ＦＤ活動」とはどのように  

 定義づけられるのだろうか？ 

 

ファイナルセッションの流れ ① 

5 

・問題提起（学生より） 

「私が思う学生ＦＤ活動の意義と課題」 
 

・問題提起を受けてのペアワーク 

「学生ＦＤ活動の意義と課題は何だろ
う？」 
 初参加の方々も，2日間のプログラムで学
んだことを参考に，話し合ってみてください。 

 

ファイナルセッションの流れ ② 

6 

・意見表明（教員より） 

「学生ＦＤ活動をどのように定義するか」 
 

・意見表明前のペアワーク 

「学生の声や力を大学教育，学びの改善 
に活かすには，何が重要だろうか？」 
そのために，私たちは今後どのように行
動すべきか？ 
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ファイナルセッションの流れ ③ 

7 

・最後に 

モデレーター，実行委員長よりまとめ 

・全体議論 

～遠慮なく意見を発信してください～ 
会場からの意見表明 
登壇者の方からのコメント 

問題提起 

8 

テーマ： 

「私が思う学生ＦＤ活動の意義と課題」 

今宮 加奈未 氏 
日本大学文理学部４年 
文理学部学生ＦＤ 
ワーキンググループリーダー 

今宮 加奈未氏 紹介 

9 

・文理学部学生ＦＤワーキンググループ 

 リーダー 

・２年生の時より，学生ＦＤ活動に取り組 

 み始め，代表を務める。 

・自大学の授業には満足していたが，「学
生ＦＤ」活動の魅力を知って活動開始。 

・好きなお酒は梅酒。 

２日目 ファイナルセッション「学生ＦＤ活動の方向性を問う」趣旨説明

- 190 -



「私が思う学生ＦＤ活動 
      の意義と課題」 

聞き手：曽根 健吾 

1 

ファイナルセッション問題提起 

Ｑ１ 今宮さんは，なぜゼロから学
生ＦＤ活動を始めたのでしょうか？ 

Ａ 

そもそものきっかけは、 
文理学部主催「ＦＤ講演会」
に出席したことでした！ 

2 

木野茂先生との出会い 

3 

学科の授業に出席中、 
ＦＤ講演会に誘われる 

“学生ＦＤ”やってみよう！ 

相談してみよう！ 

こんな授業がもし 
文理学部で開講 
されていたら… 

Ｑ２ 学生ＦＤ活動を始めて，文理
学部，日大はどう変わりましたか？ 

Ａ 
学部：ＦＤ専門委員会が学生ＦＤ
活動をバックアップ 
日大：全学部で「学生ＦＤ」を推
進するための啓蒙イベントが実現 
 

4 

学部、大学との歩み 

日本大学文理学部 
・「学生ＦＤ活動」に係る 

さまざまな支援 

 資材費 

 サミット出張費 

 ニューズレター発行費 

・ＦＤ報告書記事掲載 

・「ＦＤカフェ」 

・「ＦＤ講演会」 

・学生発案型授業 

日本大学 
• ＦＤ推進センター 

（本部学務部教育推進課）に
よる支援 

 ＦＤガイドブック 

 ＦＤ ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ 

 座談会 

 学生ＦＤ ＣＨＡｍｍｉＴ 

 

• 日本大学新聞社による広報
支援 

 
5 

Ｑ３ 学生ＦＤ活動に取り組んでよかっ
たと思うときはどんな時でしょうか？ま
た意義についてどう考えますか？ 

Ａ 
 
自大学の「再発見」は、 
学生ＦＤ活動の大きな収穫の一つ 

6 
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学部、大学との関わりのなかで 

• 学生発案型授業 

シラバスの作成や、授業の進行に携わった
ことで授業改善の大変さを知る 

 

• 学生ＦＤＣＨＡｍｍｉＴ 

大学法人として学生ＦＤ活動を推進するた
めの業務・運営を垣間みる 

 

大学の教育を「学生」外の視点から知る 

 
7 

Ｑ４ ３年間活動されてきて，学生ＦＤ
活動の「課題」は何だと思いますか？ 

Ａ 
大学生は短命。 
「育ててきた野菜」を食べられな
くても満足できるかどうか？ 

8 

学生ＦＤは長期的な活動 

• Faculty Development 

 は一日にしてならず 

 

学生発案型授業 

→１年かけて企画した 

→開講が決定した！ 

卒業だ… 

 

・学生ＦＤにかまけて 

学修がおろそかになってい
るようでは本末転倒！ 

9 

Ｑ5 今挙げた課題を解決するためには，
何が必要だと思いますか？ 

Ａ 
 
何のために学生ＦＤ活動をするの
か？を多面的に見つめる視野 
 
 

10 

何のために学生ＦＤをするのか？ 

• 「学生ＦＤ活動を通じて何をしたいの
か」を多面的にとらえておく 

 

 

 

 

11 

対話形式の授業に参加したい 

学問・研究について教授、学生間で
より深い対話の機会を持ちたい 

交流会への参加 

Ｑ6 学生の声や思いを私たちの学びの
充実に繋げるために，これまでの活動を
振り返ってメッセージを 

Ａ 
「学生ＦＤ」を知った日、 
そのときに考えた気持ちを大切に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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学生FDサミット2014春 
ファイナルセッション 

 

学生FD活動を 
どのように定義するか 

立命館大学 教育開発推進機構 

沖 裕貴 

9th, Mar., 2014 

学生FDスタッフ 
    

ピア・サポーター 
同じ学生同士（peer）が、 
専門性を持つ教職員の指導
（supervision）のもと、仲間同士で 
援助し、学び合う業務に従事する学生。多
くは授業内外で活動するが、その業務に対
する報酬や単位のあるなしには関係がない。
（参考：レイ・カー、1981） 

大学の教学、運営に学生自らが関わる制度 
－学生参画－ 

ピア・サポート・プログラムの隆盛の背景と用語の混乱 

 各国におけるピア・サポート・プログラムの隆盛の背景（1960～） 

 高等教育で学ぶ学生の劇的な増加と多様化への対応 

 不慣れな大学文化、学習習慣を効率的に習得させるための手段として同年代の「仲間（peer）」の

影響を利用する（トレバー・コール、2003）。 

 日本国内でピア・サポートの注目のきっかけ：『大学における学生生活の充実方策について－学生

の立場に立った大学づくりを目指して－』（文部科学省、通称「廣中レポート、2000） 

 用語の混乱 

 カナダ・ナショナル・ピア・ネットワーク（Canadian National Peer Network）に所属する

1,200人の活動家への調査（レイ・カー、1993） 

 ピア・ヘルパー（peer helper）：38%以上、ピア・カウンセラー（peer counsellor）：

35%、ピア・サポート・ワーカー（peer support worker）：12%、ピア・ファシリテータ

ー（peer facilitator）：2% 

 日本国内 

 ピア・サポーター（peer supporter）、ピア・メンター（peer mentor）、ピア・カウンセ

ラー 

 ピア・サポート、ピア・メンタリング、ピア・カウンセリング、ピア・ファシリテーション（

peer facilitation）、ピア・エデュケーション（peer education） 

 ピア・エデュケーションはおもに健康分野、たとえばエイズや薬物防止、禁煙教育，性教育といっ

た分野のピア・サポートに用いられることが多い。 
 

 

 

 

海外のピア・サポート・プログラム例 
Peer Leadership （アメリカ） 

 ピア・リーダーとは、学生に対して教育サービスを提供するために選ば
れ、訓練された学生で、全米の多くの大学の初年次教育プログラムの一
環として1960年代より機能するもの（山田、2005）。 

 ピア・リーダーの活動場面（一般授業には入らない） 

オリエンテーション・プログラム 

リメディアル授業 

アカデミック・アドバイジング 

寮生活における新入生対象プログラム 

その他（マイノリティ学生や留学生対象のプログラム等） 

 

Peer Tutorial（アメリカ） 
 ピア・テューターとは、アカデミック・サポート・センターなどで学生
のライティング支援に従事する（多くが）ボランティアのピア・サポー
ター（薄井、2012）。 

 CRLA（College Reading and Learning Association）からプログラム認証
されたトレーニングの受講を示す証明書が発行される。 

国内の大学のピア・サポート・プログラム例 

 SCV（Student Campus Volunteer）：愛媛大 
 教職員の支援を得ながら、学生が自分たちの問題を自分たちで解決していく、愛媛

大学公認のボランティア・スタッフ。 
 ピア＠カフェを活動拠点として、後輩、仲間、留学生、障害を持った学生、そして

将来愛媛大学を目指す高校生の支援活動を実施。 

 キャリア・ファシリテーター（Carrier Facilitator）：京都産
業大学（森・中西、2012） 
 キャリア科目担当学生ファシリテーター 

 募集 
 元受講生 
 学内全学部の学部生 

 ファシリテーターの活動 
 担当クラスを固定し、教員と協働しながら授業運営 
 定期的なキャリファシの集いで、情報共有および自らの体験を振り返り 

 ピア・ネット：法政大学 
 ピア・サポート・コミュニティ（ＰＳＣ）を全学的に発展させ、学生

のピア・サポート活動や学生スタッフが参加する各種プログラムの充
実と連携を図るための組織。 

 学生センター、キャリアセンター、環境センター、図書館、学務部教
育支援課、入学センターが連携し合いながら市ケ谷、多摩、小金井の
３キャンパス体制で活動を展開。 
 

 

 

自主的・自発的 業務的 

対等的・同等的 

専門的・指導的 

ＴＡ 

ＥＳ 

ピア・リーダー（米） 

オリター・エンター 

レインボー・スタッフ 

プレースメント・リーダー 

ジュニア・アドバイザー 

（善意のボランティア・自治会活動等） （学内インターンシップ・業務等） 

ライブラリィ・スタッフ 

ピア・サポート制度の 
３つのメリット 

 １．支援される側の学生の喜びと成長 
 ２．支援する側の学生の喜びと成長 
 ３．教職員の喜びと業務の改善 

（大学院生・ポスドク・専門スタッフ等） 

（学生） 

GSI（米） 

学生広報スタッフ 

ピア・サポーター 

ピア・サポーターの位置付け（沖、2007）  

TISA 
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支援対象 制度・団体名 担当部局 活動規模 謝礼 概要 

学習支援 

エデュケーショナ
ル・サポーター
（ES） 

教育開発推
進機構 

600～650名程
度 

有 
正課授業において学生が学生を支援する制度。学習支援，授業改善，

ES自身の成長の3つの機能を持ち，教育活動の一環としての位置付
け。 

サポート・スタッフ 
障害学習支
援室 

約90名 有 
授業支援（ノートテイクなど），論文作成支援（文献のテキストデータ化
など），支援スキル養成講座・啓発イベントの企画・実施。 

学部講師 
理工学部事
務室 23名 有 BKCのピアラ（物理駆け込み寺）で学生の学習支援に従事。 

新入生 
支援 

アカデミック・アド
バイザー(AA) 

スポーツ健康
科学部事務
室 

約12名 有 スポーツ健康科学部新入生の学習支援。 

オリター・エンター 学生オフィス 約730名 
(補助
有) 

クラス懇談会、基礎演習、サブゼミ、新歓祭典、FLC（フレッシュマン
リーダーズキャンプ）、オリエンテーション企画における上回生が新入
生の大学生活への導入を支援する制度。 

キャリア 
支援 

プレースメント・
リーダー（PL） 

キャリアオ
フィス 

衣笠・BKC 計
約200名 

無 各ゼミから選ばれる就職活動のリーダー。 

ジュニア・アドバイ
ザー（JA） 

キャリアオ
フィス 

約400名 
一部
有 

就活を終えた4回生・修士2回生による低回生に対する懇談会や就職
活動体験報告会開催などの就職活動支援。 

留学生 
支援 

留学アドバイザー 海外留学課 約200名 有 
過年度派遣学生による留学に関する情報提供，説明会，留学支援企
画等実施。 

留学生支援スタッ
フ（TISA）、バディ 

留学生課 
衣笠・BKC 計
約80名 

無 留学生の正課外を中心とした支援の実施。 

留学支援 

グローバル・ゲー
トウェイ・プログラ
ム「まいる」 

国際教育推
進機構 

約10名 無 
前年度GGPで海外に留学した先輩が後輩を支援。留学準備や被支援
者の留学を通じた将来設計の支援 

ボランティア
支援 

学生コーディネー
タ 

共通教育課 
衣笠・BKC 計
約35名 

無 学内外のボランティア活動と学生との連携。 

図書館 
利用支援 

ライブラリー・ス
タッフ 

図書館サー
ビス課 

衣笠・BKC 計
約150名 

有 
利用者の配架業務等の基本業務に加え，図書館利用促進を目
的としたポスター作成，検索ガイダンスなどのプロジェクトの実
施。 

立命館大学で活動するピア・サポーター （参考）2010 年度立命館大学
職員共同研修報告書 

7 

研修、指導助言、効
果検証は、「教職協
働」を基盤にして、
職員によって行われ
ることが基本。 

支援対象 制度・団体名 担当部局 活動規模 謝礼 概要 

情報システ
ム利用支援 

レインボー・スタッ
フ 

情報基盤課 
衣笠・BKC 計
約100名 

有 
マルチ・メディア・ルームやサービス・カウンターでの利用者支援を柱
に，情報教室の機器管理やプロジェクト活動の実施。 

Aスタッフ 情報基盤課 BKC5～10人 有 「UNIXガイド」の執筆・編集やシステムリプレースに伴う環境整備。 

国際平和 
ミュージアム
支援 

ミュージアム・ス
タッフ 

教育文化事
業課 

約60名 有 ミュージアム利用者サービス・援助業務の補助，資料整理。 

広報支援 学生広報スタッフ 広報課 
衣笠・BKC 計
約70名 

一部
有 

学内の情報を分かりやすく楽しく知ってもらえるよう学生の視点による
企画立案や情報の発信。 

入試支援 
入試広報学生ス
タッフ 

入試課 ？ 有 
オープンキャンパスなど、受験生に本学をよりよく知ってもらうことを目
的とした企画・運営などを担当。 

キャンパス
案内 
支援 

キャンパス・ナビ
ゲーター 

入試広報課 
衣笠・BKC 計
約200名 

有 来校者向けキャンパス・ツアーの実施。 

附属校キャンパ
ス・ナビゲーター 

一貫教育課 
衣笠・BKC 計
約60名 

有 学内推薦進学者を対象としたキャンパス案内の実施。 

インテグレーショ
ン・コアナビゲー
ター 

スポーツ健康
科学事務室 

約10名 有 スポーツ健康分野関連施設見学者への説明・案内。 

オープンキャンパ
ス・スタッフ 

入試広報課 
衣笠・BKC 計
約200名 

有 
受験生に立命館大学をよりよく知ってもらうことを目的とした企画の実
施。 

学部独自の
取組 

薬学部ファーマ・
アシスタント 

薬学部事務
室 

約35名（2012
年度前期） 

有 
薬学部5・6回生による4回生以下に配当されている実習・演習，必修
科目に対する教育補佐・援助。 

アドバンスト・コー
チング（実習）プロ
グラム） 

スポーツ健康
科学部事務
室 

5名 無 
「スポーツ方法実習」に実習生として参加し，実践を通して指導力の
向上と学びの深化を目指す活動。 

D-staff（D-

PLUS） 

産業社会学
部 

20名 有 

施設改善提案や学生向けのコンピュータソフト講習などのD-PLUS企
画を行うマネジメントチームと広報ムービー作成などの事務室からの
依頼業務を行うクリエイティブチームから構成。 

立命館大学で活動するピア・サポーター （参考）2010 年度立命館大学
職員共同研修報告書 

• ピア・テューター（アメリカ） 

– CRLA（College Reading and Learning Association）：テューター・トレーニ
ング証明書の発行許可を与えるアメリカの協会で、トレーニング・プログラムの認
証を行う。 

– レギュラー・レベル、アドバンスド・レベル、マスター・レベルの３つのレベルの
証明書。 

– 証明書取得の条件例（レギュラー・レベル） 

A) クォーター、セメスター、もしくは年間の（認証された）テューター・トレーニング・
プログラムを受講していること。 

B) テューター・トレーニングは最低６時間あり、テューター・トレーナーが指導するとと
もに双方向型であり、かつ実際的なものであること。 

C) テューター・トレーニングの分野やトピックスは、①テュータリングの定義とテュータ
ーの責任、②「テューターのすること／してはいけないこと」などの基本的なテュータ
ー・ガイドライン、③テューター・セッションをうまく始め、終わらせる技術、④学習
理論、学習形態、⑤難しい学生の扱い方、⑥（テューターの）ロール・モデル、⑦目標
設定と計画立案、⑧コミュニケーション・スキル、⑨アクティブ・ラーニング、⑩文献
参照技術、⑪学習技術、⑫批判的思考技術、⑬倫理規定遵守、セクハラ防止、剽窃防止
、⑭問題解決、⑮その他のうち最低８つが含まれていること。 

D) 25時間の実際のテュータリングを経験していること。 

E) テューターの選抜基準は、①インタビューと指導者の推薦書があり、②自らがテュータ
リングを受けた科目の成績がAもしくはBであること 

F) テューターの評価基準は、①評価プロセスが適切であること、②評価が規定に基づいて
行われていること、③評価の方法や過程が公にされていること。 
 

 

ピア・サポーターの研修 

http://www.crla.net/ittpc/certification_requirements.htm 

•連携のメリット 

業務の分担 
「オリター」に尋ねられた「留学」に関する質問を「留学アド
バイザ」や「まいる」（GGP留学支援スタッフへ）につなぐ。 

共通の研修 
「入試広報学生スタッフ」のモチベーションをあげるために、
「学生ボランティアコーディネーター」の取組に参加する。 

ピア・サポートに共通するコミュニケーションやファシリテー
ションに関する研修を共同実施する。 

情報の共有 

互いのgood practiceを共有する。 

互いのgood managementを共有する。 
 

 

 

ピア・サポーターの連携 

学生FDスタッフ 
学生FDスタッフとは、その分野におけ
る専門性を持ち、教職員と協働して大学
運営やFD活動そのものへの参画や意見 
 の表明等を行う学生、あるいはそれに 
  伴う学生主体の企画、事業の実施な 
   どに従事する学生。学生自治会に 
     所属する場合もあれば、ボラ  
       ンティアや大学の正式な 
         委員会に所属する場 
           合もある。 
             （沖、2013）    

ピア・サポーター 

大学の教学、運営に学生自らが関わる制度 
－学生参画－ 

伝統的な学生団体による教育改善活動 

◆学生自治会（立命館大、創価大） 

 全学協議会（立命館大）：立命館大学では、よりよい教学改革・学生生活支援策の創造をめざ
して、1948年に先駆的な学生参加の試みとして常任理事会、学友会、大学院生協議会、教職
員組合および生活協同組合（オブザーバー）の代表者で構成する協議の場として全学協議会を
スタートした。 

 学部執行部と学生や院生あるいは留学生や社会人学生との定期的な懇談会を全学部で毎年実施
し、教学に対する学生の要望、意見を聴取、改善に反映（立命館大）。 

 全学協議会（創価大）：創立者からの指針により、学生参加の原則を実現するため、1974年
より理事会、教員、職員、学生の代表により、教学体制、学生生活、大学経営に関わる事項に
ついて、月1回開催される。なお、全学協議会には意志決定権はない。学生の声を反映させる
ための意見聴取の場であり、理事会や各学部教授会は提案事項を尊重することが求められてい
る（関田・小林、2012）。 

 
◆学生自治会（ENQA） 

 欧州高等教育質保証協会（ENQA）の『欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライ
ン』（第3 版）における「第1部：高等教育機関の内部質保証に関する欧州基準とガイドライ
ン」（2009）で内部質保証システムの要件が7 点挙げられ、その第1点目に「質保証の方針
と手続：高等教育機関は、自らの教育プログラムと学位の質と水準を保証するための方針、手
続を有するべきであり、その正式な位置付けに学生やその他のステークホルダーの役割を含む
べきである」と明記されている。 

 学生は大学の質保証に関わるアクターとしての役割を果たす（鳥居、2010）。 
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学生FDスタッフの活動例 

◆学生FDスタッフ（立命大、法政大学他） 

   大学の授業におけるさまざまな問題の改善や授業の質の向上などを目
的とした学生団体。 学生FDサミットの開催、山形大学との学生交流企画
の実施、教育改善学生交流 i*See2013への参加等。 

◆学部執行部と学生代表との懇談会 
  （北九州市立大学） 

   「カリキュラムを考える会」のメンバーが教務部・教務課と懇談会を
実施。 

◆学生・教職員教育改善委員会の活動（岡
山大） 

  平成13年発足、学生・教職員50名の委員会。委員長は学生、教育開

発センター所属の委員会で他の委員会と同格の位置付け。シンポジウム
の実施、i*Seeの開催の他、学生交流WG、システム改善WG、授業改善
WGなどを運営。 

 

 

学生FDサミット 
2013夏の参加大学 
（於立命館大学） 

しゃべり場の様子 

オープニング会場の様子 

学生ＦＤサミット 2013 夏 
配付資料 p.7 

ピア・サポーターと学生FDスタッフの区別 
（沖、2011) 

授業内業務 授業外業務 

学生対象 

ES（立命大） 
LA（関西大） 
SA（日本全国） 
オリター・エンター（立命大） 
クラスサポーター（龍谷大） 
ピア・ネット（法政大） 
TISA（立命大） 
ピア・リーダー（米） 

レインボー・スタッフ（立命大） 
学生広報スタッフ（立命大） 
ライブラリィ・スタッフ（立命大） 
ジュニア・アドバイザー（立命大） 
キャリア・ファシリテーター（京産
大） 
TISA（立命大） 
ピア・ネット（法政大） 
SCV（愛媛大） 

教職員対象 

（ES－授業モニター）（立命
大） 
SCOT（米） 
 
 

学生FDスタッフ（立命大他多数） 
学生・教職員教育改善委員会（岡山
大） 
カリキュラムを考える会（北九州
大） 
 

ピア・サポーターと学生FDスタッフの区別 
（沖、2011) 

授業内業務 授業外業務 

学生対象 

ES（立命大） 
LA（関西大） 
SA（日本全国） 
オリター・エンター（立命大） 
クラスサポーター（龍谷大） 
ピア・ネット（法政大） 
TISA（立命大） 
ピア・リーダー（米） 

レインボー・スタッフ（立命大） 
学生広報スタッフ（立命大） 
ライブラリィ・スタッフ（立命大） 
ジュニア・アドバイザー（立命大） 
キャリア・ファシリテーター（京産
大） 
TISA（立命大） 
ピア・ネット（法政大） 
SCV（愛媛大） 

教職員対象 

（ES－授業モニター）（立命
大） 
SCOT（米） 
 
 

学生FDスタッフ（立命大他多数） 
学生・教職員教育改善委員会（岡山
大） 
カリキュラムを考える会（北九州
大） 
 

ピアーサポーター 

ピア・サポーターと学生FDスタッフの区別 
（沖、2011) 

授業内業務 授業外業務 

学生対象 

ES（立命大） 
LA（関西大） 
SA（日本全国） 
オリター・エンター（立命大） 
クラスサポーター（龍谷大） 
ピア・ネット（法政大） 
TISA（立命大） 
ピア・リーダー（米） 

レインボー・スタッフ（立命大） 
学生広報スタッフ（立命大） 
ライブラリィ・スタッフ（立命大） 
ジュニア・アドバイザー（立命大） 
キャリア・ファシリテーター（京産
大） 
TISA（立命大） 
ピア・ネット（法政大） 
SCV（愛媛大） 

教職員対象 

（ES－授業モニター）（立命
大） 
SCOT（米） 
 
 

学生FDスタッフ（立命大他多数） 
学生・教職員教育改善委員会（岡山
大） 
カリキュラムを考える会（北九州
大） 
 学生FDスタッフ 

自主的・自発的 業務的 

対等的・同等的 

専門的・指導的 

（善意のボランティア・自治会活動等） （学内インターンシップ・業務等） 

（大学院生・ポスドク・専門スタッフ等） 

（学生） 

        

 

   ピア・サポーター 

学生FDスタッフの位置付け  

学生FDスタッフ 
 

 

学生FDスタッフとは、そ
の分野における専門性を持
ち、教職員と協働して大学
運営やFD活動そのものへ
の参画や意見の表明等を行
う学生。 

学生の主体性、
自主性に基づく
サークル活動で

はない。 
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•学生FDスタッフには、学生自治会のような
「代表性」はない。それを補うためには、「
専門性」、すなわち、学生でありながらその
分野に関してより深い研鑽を積み、理解力や
提案力を持っている必要がある。 

•学生FDスタッフは、その「専門性」をもと
にして、大学執行部や教職員に、教育改善に
関する提案を行うことができる。 

•今後、彼らの活動をより効果的にし、認知度
を上げていくためには十分な専門性訓練が必
要となる。 

学生FDスタッフの専門性 

【トレーニングの概要】トレーニングは、「①所属大学に関すること」「②高等教育に関すること」「③大学授業に関す
ること」「④コミュニケーションに関すること」「⑤調査・研究に関すること」の5つの領域と「インターンシップ（模擬コン
サルティング）」とで構成され、トレーニング期間は6ヶ月。 

回 テーマ 内容 

１ オリエンテーション ・SCOTとは ・トレーニング受講のために ・SCOTポートフォリオの説明 

２ 高等教育について知る① ・日本の高等教育制度 ・先輩SCOTに学ぶ（帝京大学での学び） 

３ 高等教育について知る② ・世界と日本の高等教育の動向 ・能動的な学びとは（アクティブ・ラーニング） 

４ 大学授業について知る ・学習者中心のシラバスとは ・観点別到達目標と授業設計 

５ コミュニケーション・トレーニン
グ① 

・情報を読み取り、まとめる力－フォトランゲージ－、－授業観察レポートの書
き方－ 

６ コミュニケーション・トレーニン
グ② 

柔軟に対応する力－アサーション・トレーニング－ 

７ 調査・研究・発表、総括 

 
・グループで選択したテーマについて、調査・研究、発表、意見交換まで学生
主体で行います。また、トレーニング総括も行います。 

【SCOTの認定】トレーニング成果（SCOTポートフォリオ、トレーニングでの活動状況等）をもとに高等教育開発セ
ンターが認定します。認定には以下の2種類があります。①SCOTシニア（正式なSCOTとして、授業コンサルティン
グを担当します。SCOTトレーニングも支援者として協力します。）、②SCOTトレーニー（訓練生としてトレーニング
に参加します。授業コンサルティング以外のSCOTの活動にも協力します。活動状況により、随時、SCOTシニアに
認定されます。） 

【SCOTポートフォリオ】トレーニーは、トレーニングの成果として、SCOTポートフォリオを作成します。SCOTポート
フォリオとは、トレーニングでの取組や成果について自己省察したものです。 

学生FDスタッフの専門性訓練例 
（「帝京大学のSCOTトレーニング」、井上史子他、2012） 

ピア・サポーターと学生FDスタッフの
融合：新しい「学生スタッフ」 

「D-PLUS」（産業社会学部）の「D-staff」 

 2010.4結成（約20名、2013） 

３つの業務に従事 

1. マネジメントチーム（学生FDスタッフ的機能） 

学部への施設改善提案（PCラウンジレイアウト変更や使用に関する提案、
Creative Labリニューアル、プリンター増設等、利用する学生の視点から
の数々の提案） 

2. D-PLUS企画（ピア・サポーター機能） 

学生向けのAdobe講座、映像編集講座などを実施 

3. クリエイティブチーム（混合機能） 

事務室からの依頼を受け、「キャリア探偵団」映像編集サポートや学生の
授業課題である映像編集のサポートなど。 

 事務室（職員マネージャ）によるスーパーバイズと職員、先
輩から後輩への系統的な研修、業務ごとの効果検証と振り返
り 

「学生スタッフ」 

大学において、学生が教職員と協働し、専門的に関わる活動なら
ば、特に「FD」の範疇にとどめなくてもいいのではないか。 

学生スタッフとは、その分野における専門性を持ち、教職員と協
働して大学のさまざまな業務に従事する学生。ピア・サポーター
（仲間同士の学び合いの支援）と学生FDスタッフ（FDに特化し
た学生スタッフ）の上位概念。 

「D-PLUS」からは「学生業務スタッフ」という活動も考えられ
る。 
 大学や学部からの委託業務（例：ビデオ撮影・編集） 

 大学や学部からの委託調査研究（例：学生目線での施設・設備改善提案） 

 キャンパス整備プロジェクト（立命大）は「学生業務スタッフ」と呼べるのでは？ 

学生自治会は、自律的、自治的組織であり、そのものを学生スタ
ッフに含めることはできない。ただし、自治会に所属する一部の
組織で「専門性」があり、「教職員と協働して」業務に取り組む
場合は、学生スタッフの範疇に入る。 

 

 

 

 

「学生スタッフ」 

学生スタッフ 
学生FDスタッフ 

学生業務スタッフ 

ピア・サポーター 

その分野における専
門性を持ち、教職員
と協働して大学のさ
まざまな業務に従事
する学生。 

FDに特化した学生ス
タッフ 

大学や学部から委託さ
れた業務や調査研究を
行う学生スタッフ 
（例：D-PLUSの一部、
学生カメラスタッフ、
レインボー・スタッフ、
キャンパス整備プロ
ジェクト） 

同じ学生同士
（peer）が、専門性
を持つ教職員の指導の
もと、仲間同士で援助
し、学び合う業務に従
事する学生スタッフ 
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お疲れさまでした。 
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