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コロナ禍で進んだ授業のオンライン化

• コロナ以前では、「多様なメディアを利⽤した遠隔授業を実施する⼤学」は28.1％
（2017年度）であり、しかもその内容は「学習管理システムを利⽤した事前・事後
学習の推進」等、あくまで対⾯授業の補完としての位置づけが主たるものであった。
コロナ以後の2020年6⽉1⽇時点では、授業を実施している⼤学の94.4％が遠隔授業
を実施していた。これは同時期の専⾨学校の49.9％に⽐しても遥かに⾼い数字である。
コロナ前後で遠隔授業の実施率は6割以上も上昇したことになる。

• この状況は、初等・中等教育機関が、教科書や紙の教材を活⽤したり、臨時休業中に
登校⽇を設けたりして、対⾯授業を前提に授業を実施したのとは対照的である。⽂部
科学省は、学校でオンライン授業が展開しない状況に対して、危機感のない教育委員
や学校管理職を批判し、「使えるものは何でも使って」「できることからできる⼈か
ら」「既存のルールにとらわれず臨機応変に」、ICT・オンライン授業に取り組むこ
とを強く訴える異例の説明会を実施したが、⼤学教育については、⽂部科学⼤⾂が
「⼩学校や中学校でもですね、様々な⼯夫をしながら学校にみんな来ているわけです
から、⼤学だけが完全にキャンパスを閉じているというのはいかがなものか」と発⾔
し、むしろ対⾯授業の導⼊を促す動きも⾒られた。

2



史上最⼤規模のFDの進展

• 学内研修にしろ、同僚との実践の共有・⽀援にしろ、SNSでの情報収集にしろ、「使
えるものは何でも使って」、⼤学教員は授業オンライン化に対応した。つまり、当の
⼤学教員⾃⾝が⾃覚しているかどうかは別にして、この数カ⽉間に史上最⼤規模の
FDが、⽇本全国ならびに世界中の⼤学において進展したのである。

• この間、授業⽅法や評価のあり⽅を考え、同僚とともに議論し、修正を⾏ったという
⾏為はFDそのものであった。

• 注⽬すべきは、「授業のオンライン化」よりも、①「授業およびカリキュラムのメタ
認知化」と②「学習への焦点化」

• 「画⾯の向こうのオンラインで学⽣は本当に学んでいるのか？」→「そもそも対⾯授
業で学⽣は本当に学んでいたのか？」→「対⾯の⽅が双⽅向性が⾼いとは本当か？」
→「学習を促す最適な授業のあり⽅は？」。

• 真の意味での「From Teaching to Learning」（Barr and Tagg 1995）というパラダ
イムシフトが起きつつある。
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2020年秋学期以降の15のシナリオ

1. 通常への回帰モデル（Back to Normal）
2. 授業開始延期モデル（A Late Start）
3. 来年度春学期移⾏モデル（Moving Fall to Spring）
4. 1年⽣限定モデル（First-Year Intensive）
5. ⼤学院⽣限定モデル（Graduate Students Only）
6. ⼤規模ギャップイヤーモデル（Structured Gap 
Year）
7. 絞られたカリキュラムモデル（Targeted 
Curriculum）
8. 分割カリキュラムモデル（Split Curriculum）
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9. ブロック・プラン（A Block Plan）
10. モジュール制（Modularity）
11. キャンパス滞在＋バーチャル学習モデル（Students in 
Residence, Learning Virtually）
12. 低滞在時間モデル（A Low-Residency Model）
13. ハイフレックス・モデル（A HyFlex Model）
14. 修正版チュートリアル・モデル（A Modified Tutorial 
Model）
15. 完全な遠隔教育モデル（Fully Remote）
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2021年はFD担当者にとって試⾦⽯

• 2020年は、新型コロナウィルスへの応急措置対策に追われた1年であった。

• しかしながら、授業のオンライン化、学内の教学活動の制限ならびに制限解除、ハイブ
リッド・ハイフレックス型授業の運営、「課題多過ぎ問題」などを通して⾒えてきたのは、
まさに教学マネジメントのあり⽅そのもの（佐藤2020a、佐藤2020b）。授業を個⼈任せ・
カリキュラムを部局任せにしてきた⼤学、FDやIRが機能していない⼤学（専⾨家を配置し
ていない等）、教学上の意思決定システム（特に⾮常時）が機能していない⼤学は対応が
遅れた。

• コロナ禍は教学マネジメントを進める上でのチャンス。授業やカリキュラムを個⼈・部局
任せにしない、FDやIRの価値を⾼め機能的に動けるような組織への再編（専⾨家の配置
等）、教学上の意思決定システムの機能化を検討しやすい時期。

• FD担当者は、通常の回帰モデル（Back to normal）を避けるように、2021年にどう動くの
かが問われているのではないか。
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ＦＤの基本を理解する
－ＦＤの意義、類型、方法、体制－

中井俊樹（愛媛大学）

中井俊樹
 三重県松阪市出身
 愛媛大学教育・学生支援機構教

育企画室（教職員能力開発拠
点）

 大学教育論、人材開発論
 日本高等教育開発協会副会長、

大学教育学会理事、大学教育イ
ノベーション日本代表

 「シリーズ大学の教授法」「看護
実践教育シリーズ」「大学ＳＤ講
座」のシリーズ書籍の編者



本セッションの目的

 大学にＦＤはなぜ必要なのでしょうか。ＦＤ
にはどのような類型と方法があるのでしょ
うか。大学としてＦＤの体制をどのように構
築したらよいのでしょうか。本セッションで
は、所属大学のＦＤの意義、類型、方法、
体制について考える機会を提供します。

セッションの構成

 愛媛大学の新任教員だったら

 なぜＦＤが重要なのか

 ＦＤにはどのような類型と方法があるのか

 大学としてＦＤの体制をどのように構築する
のか



12月5日 採用が決まった

 愛媛大学に4月からの採用が決まった。愛
媛大学は、テニュア教員育成制度を取り入
れているようだ。多くの教員は3年後もしくは
５年後の審査で終身雇用になれているよう
だ。その間、特別の研究費が支援され、１００
時間の研修を受けることになるようだ。無事、
終身雇用になれるようにがんばるぞ。

4月3日 新任教職員研修

 今日から２日間は、新任教職員研修。学長
や理事などから愛媛大学の概略と戦略を聞
く。学生とのキャンパスツアー、食事会、ワー
クショップもあり、愛媛大学の雰囲気がよく
わかった。また、教員と職員が２日間同じ場
所にいることで、同期の意識が芽生えた気
がする。



5月17日 アクティブラーニング

 今日の研修は、「アクティブラーニング入門
セミナー」。アクティブラーニングは、説明、発
問、指示の組み合わせで考えたらよいという
のが納得。シンク・ペア・シェアという技法は、
多人数の授業にも使えそう。講師の中井先
生は優しく丁寧に教えてくれ好感が持てた。
これで100時間のうちの２時間が終了。

6月30日 温泉旅館で宿泊研修

 今日から今治の温泉旅館で１泊２日の「授
業デザインワークショップ」。18時間分なの
でしっかりと受講したい。この研修では、シラ
バスの書き方と模擬授業の実践が目標だ。
シラバスを書くには、ディプロマポリシーや愛
大学生コンピテンシーとの関連性の明示や
授業時間外の課題の設定など、昔の大学で
は考慮していなかったことも重要なんだな。



8月5日 オンラインでの受講

 夏休みは時間に余裕があるので、オリエン
テーションで紹介されたオンラインでの研修
を受講してみた。愛媛大学が作成したコンテ
ンツもあるが、立命館大学が作成したコンテ
ンツも利用ができるようだ。いつでも受講で
きる研修があるのは便利だ。最後にレポート
をまとめて事務室に提出。

8月29日 ＳＰＯＤフォーラム

 今日から３日間はＳＰＯＤフォーラム。ＳＰＯＤ
は四国地区の大学間ネットワークだ。40以
上の研修プログラムが開催されている。
100時間の中に認定されるプログラムもあ
る。「大人数講義のコツ」と「ルーブリック評
価入門」を受講した。話の合う他大学の教
員と知り合いになった点もよかった。



3年後の4月1日 新たな始まり

 ３年間の実績が評価され、今日から終身雇
用。着任当初はいろいろなことが不安だった
が、100時間の研修を通して実践的なこと
を学べたし、学内外のネットワークができた
こともよかった。また、若手の段階では研究
費が獲得しにくいので、研究を進める上で
財政支援は助かった。愛媛大学の制度は私
のキャリアとって重要なものだった。これから
は責任が重くなるが、がんばっていきたい。

課題 愛媛大学の新任教員

 愛媛大学の新任教員は恵まれていると考え
ますか。それとも余計なお世話でかわいそう
と考えますか。



愛媛大学の新任教員

セッションの構成

 愛媛大学の新任教員だったら

 なぜＦＤが重要なのか

 ＦＤにはどのような類型と方法があるのか

 大学としてＦＤの体制をどのように構築する
のか



課題 ＦＤの意義を伝える

 教員にＦＤの意義をどのように伝えたらよい
でしょうか。

ＦＤの意義を伝える



アメリカにおけるＦＤの起源

 1970年代にＦＤの概念と活動が発展したと言われる
• 1962年 ミシガン大学学習教授センターの設置
• 1976年 ＦＤの専門職協会であるＰＯＤが設立

 1970年代のアメリカの大学
• 学生運動による教育改革への要望
• 学生数の減少、教員ポストの縮小
• テニュアの獲得の困難性
• 学生の質的低下と多様性
• 新しい教育方法の登場
• 教育内容の学際化
• 財政削減
• アカウンタビリティの要請

日本のＦＤの歴史

1985年 一般教育学会（現在の大学教育学会）の課題研究の対象としてＦＤが

取り上げられる

1991年 大学審議会答申「大学教育の改善について」でＦＤという用語が使用さ

れる

1999年 大学設置基準によるＦＤの努力義務化

2004年 国立大学の法人化、認証評価制度の開始

2003年 特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）の開始

2006年 教育基本法に教員の研究と修養に関する規定

2007年 大学院設置基準によるＦＤの義務化

2008年 大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準によるＦＤ

の義務化

2009年 日本高等教育開発協会の設立

2009年 教育関係共同利用拠点制度の施行

2017年 大学設置基準によるＳＤの義務化



大学設置基準におけるＦＤ

 「大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善
を図るための組織的な研修及び研究を実施するも
のとする」

（大学設置基準第25条の3）
 特徴

• ＦＤや義務という用語はない
• 実施の主体は大学
• 授業の内容及び方法の改善
• 組織的な活動
• 研修及び研究

大学設置基準におけるＳＤ

 「大学は、その教育研究活動等の適切かつ効果的
な運営を図るため、職員を対象とした、必要な知識
及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を
向上させるための研修の機会を設けるほか、必要な
取組を行うものとする。」

（大学設置基準第42条の3）
 特徴

• ＳＤや義務という用語はない
• 実施の主体は大学
• 職員には、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術

職員等も含まれる



教員から見たＦＤの阻害要因

 他者から指示されることは本能的に嫌い
• 学問の自由を希求する主体的立場に由来するのか、

単なるエゴなのかの区別は難しい（絹川、2004）

 研究優先主義が強い
 教育活動が十分に評価されない
 担当授業が多すぎて授業改善は困難
 組織がバックアップしていない
 質の高いＦＤを受講したことがない

教員にとってのＦＤの意義

 教授法について学ばずに教員になる場合が多い
• １０年間は不安を感じながら授業を行っているという調

査結果
• より満足ができやりがいのある楽しい授業にしたい

 機関からの期待は高まる方向に
• 「ＰＢＬをしてほしい」
• 「ルーブリックで評価してほしい」
• 「英語で授業をしてほしい」



セッションの構成

 愛媛大学の新任教員だったら

 なぜＦＤが重要なのか

 ＦＤにはどのような類型と方法があるのか

 大学としてＦＤの体制をどのように構築する
のか

能力開発の3つの方法



組織に雇用される専門職

 ２つのコミットメント
• 専門的な能力や技術を発揮するという、専門職

へのコミットメント
• 組織の一員であることを大切にし、組織に対し

て忠誠心をもつという、職場へのコミットメント

 ２つの能力開発
• 「教育学を専門とする専門職」としての能力開

発
• 「愛媛大学の教員の一人」としての能力開発

専門職の２つの能力開発

 技術的熟達者
• 理論や技法で能力を高めていく
• はじめての人のためのジグソー法研修

 省察的実践家
• 実践と省察で能力を高めていく
• ポートフォリオ作成研修

中井・服部編（2018）



授業をする上で持つべき知識

吉崎（1988）

教育方法に
ついての知識

教育内容に
ついての知識

学生について
の知識

対象別の研修

 教員全体対象
• 教員全体に関わる内容の研修に適している（ＧＰＡ導入、授業時震

災対応、入試改革の動向）、主催者はテーマの選定が難しい場合
も

 部局やその下位の単位の教員対象
• 議論しやすい規模で教育内容にまで踏み込んだ研修が可能、実践

事例の紹介もやりやすい、教授会前後に実施する場合も

 キャリア段階別
• 新任教員などキャリア段階別の研修、毎年別の教員を対象に実施

するので内容は標準化可能

 個別ニーズ別
• 個別のニーズに対応した研修、「クリッカーを授業で活用したい」、

「英語で教えたい」や「障害をもった学生の対応を知りたい」、任意
参加であれば集中的なワークショップも可



ＦＤ≠集合研修

 集合研修（講演会、ワークショップ）
 研究会
 授業公開・授業見学
 授業評価アンケート
 個々の教員への支援（コンサルテーション、授

業の録画サービス、メンタリングプログラム）
 ｅラーニング教材の視聴
 ＦＤ教材の開発と活用
 自己啓発支援（研修支援、サバティカル）

ミクロ・ミドル・マクロ

レベル 具体的な活動内容

授業・教授法
（ミクロレベル）

講演会・ワークショップ（例：新任教員研修、シラバス作成法、アクティ
ブラーニングを促す教育技法、多人数講義法、学習評価法）、公開授
業、授業参観、同僚評価（ピア・レビュー）、ティーム・ティーチング、授業
コンサルテーション、eラーニング、教材・教科書作成、論文執筆、学会
発表、教育業績記録作成、メンタリング

カリキュラム
（ミドルレベル）

講演会・ワークショップ、各部局における委員会やワーキンググループ
での作業（例：3つのポリシーの策定・一貫性構築の取組み、カリキュ
ラム改訂、教育系外部資金獲得のための申請書の作成）、他大学の視
察

制度・規則・組織
（マクロレベル）

講演会・ワークショップ、全学的な委員会やワーキンググループでの作
業（例：教員表彰制度導入、GPA・キャップ制導入、学期制改革、学生
からの意見聴取、授業アンケート改革）、他大学の視察

佐藤ほか編（2016）



個々の教員が活用できる教材

 個々の教員が活用できる教材は多い
• 公開されているＦＤ動画
• 公開されているFDサイト
• 刊行されているFD書籍

 活用方法
• 希望する時間と場所での自己啓発支援
• 研修の事前課題

https://www.youtube.com/watch?v=CeV5OZBTMSs



https://www.youtube.com/watch?v=GbnjwPIrSNw



セッションの構成

 愛媛大学の新任教員だったら

 なぜＦＤが重要なのか

 ＦＤにはどのような類型と方法があるのか

 大学としてＦＤの体制をどのように構築する
のか



専門家の活用状況

文部科学省（2020）

大学教員の職責と評価

「教育者として雇用されているのに研究者とし
て評価される」

「教科書や新書を書く暇があれば、論文を書
きなさい」



大学教員の役割と評価

 発見の学識（scholarship of discover)
• 「何を発見したのか？」

 統合の学識（scholarship of integration)
• 「研究成果はどのような意味をもつか」

 応用の学識（scholarship of application)
• 「知識をどのように応用できるか」

 教育の学識（scholarship of teaching)
• 「知識をどのように継承するか」

ボイヤー（1996)

人事権とキャリア権

 人事権に基づく能力開発
• 大学の目標達成のための能力開発
• One for All（組織のための個人）

 キャリア権に基づく能力開発
• 個人の自己実現のための能力開発
• All for One（個人のための組織）

 「個人のための組織」であるからこそ、構成
員は「組織のための個人」の役割を受け入
れる？



キャリア段階とＦＤ

Pre FD Initial FD Continuing FD

実施時期 入職前期 入職直後期／仮雇用期 生涯職業期

投資効果 中 高 中

参加者動機 高 中 低

参加者確保 難／易※ 易 難

国 米国等 欧州諸国、米国等 日本等

佐藤（2012）

テニュア教員育成制度

 雇用形態、能力開発、財政的支援の連動
• 任期を定めて採用し、審査によって終身雇用
• １００時間の能力開発プログラムの受講
• 研究費の財政的支援



大学間連携によるFD

大学教育イノベーション日本
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FD担当者としてのキャリアを考える

－FDerのキャリア、アイデンティティ、悩み、魅力、
そしてこれからの大学の姿－

立命館大学 沖 裕貴

13th, Mar., 2021
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自己紹介

• 名古屋大学理学部数学科卒業、京都教育大学大学院教育学研究科修
了。

• 京都経済短期大学、山口大学を経て、2006年度より立命館大学教
育開発推進機構教授。

• 専門は高等教育論、教育工学。

• 教育・学修支援センター長（～2015）、同副センター長（201８
～）

• 日本高等教育開発協会：理事・会長、大学教育学会：代議員・理事
、日本教育情報学会：理事・副会長、日本私立大学連盟教育研究委
員会委員、同FD推進ワークショップ運営委員会委員長、中央教育審
議会教学マネジメント特別委員会委員、日本学術振興会「知識集約
者型社会を支える人材育成事業委員会」委員等を歴任。
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Faculty developerって何？

佐藤会長が日本に導入し、普及させた用語。

確かにどこでも通用するようになったし、教学マネ
ジメント指針にも載っています！

でも、海外ではあまり聞かなくなったのも事実。そ
もそもICEDやJAEDですら、Educational 
Developerって言っていますし。。。

FDの定義、意義、課題については中井副会長のお話
にお任せします。

また、JAEDの中にはFDer養成に関わっておられる
方が多数います（佐藤、中井、榊原、吉田、西野
etc.）。詳しくはそちらにも振ってください。

3
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PODによる定義

POD（The Professional and Organizational 
Development Network in Higher Education）

 FDの目的は「機関の既存のリソース（教職員、コー
スやプログラム）や構造を、創造的な見方や利用の
仕方をすることによって、その潜在的な力を発揮さ
せること」（POD, 2008）。

① 大学教員の資質開発
（Faculty Development）

② コースやカリキュラムを対象とする

教授開発（Instructional Development）

③ 組織を対象とする組織開発
（Organizational Development）

4

職能開発
Professional 
Development
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JAEDによる定義（高等教育開発）

ミクロレベル
個々の教員が取り組む授業・教授法の改善・開発

（Faculty Development）

ミドルレベル
教務委員等が取り組むカリキュラムやプログラムの

改善・開発（Instructional Development）

マクロレベル
管理者が取り組む組織開発（Organizational 

Development）
5
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国内FDセンター等の業務内容
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学内外におけるFD情報等の収集、調査、分析、発信

学生が参画するFD活動の企画・実施

SA、TAの活用

教職員に対する研修会・講習会及び講演会等の開催

新任教員に対する研修会等の実施

授業改善のための全学的な基本方針の策定

学生による授業評価の全学的な推進

教員を対象とした教育に関する調査の実施

成績評価（単位の実質化、GPA等）に係る基本方針…

全学的な共通教育に係る企画・実施

全学的な初年次教育に係る企画・実施

高大連携や高大接続に係る企画・実施

自校教育に係る企画・実施

キャリア教育に係る企画・実施

学部等におけるカリキュラム開発・改革に係る提言等

学生に対する学習支援

教員の教育業績評価に係る企画・実施

高等教育に関する研究

SDに係る企画・実施等

その他

％

N=64大学、辻他「FD等教育開発推進関連組織に関する実態調査－調査対象大学の実態
と課題－」『日本大学FD研究』、第1号、2013年。 6
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FD担当者とFDer

FD担当者とは、学内の業務分担の中で（一
時的に）FDを担当することになった教（職
）員

FDerとは、FD担当者の中でも専任でFDを
担う専門家。「集合研修の講師、個別教員に
対する授業コンサルテーション、カリキュラ
ム開発等の業務を行い、FDセンター（
Center for Teaching and Learning）等
の組織に所属していることが多い。

二宮祐他「高等教育機関における新しい「専門職」」『大学教育研究ジャーナル』第14号、2017。
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FDerへの入職パターン

1. 大学院を修了して大学教育センター等の教員に採
用されるパターン

 教育学、心理学を専門とすることが多い。

 若手が多く、当初は大学全体に不案内なことが多い。

2. 学部教員からセンター教員へ所属を変更するパタ
ーン

 組織や大学教員の業務を熟知し、学内における調整業務に長
ける。

3. 事務職員からセンターの教員に転職するパターン
 職員として業務に携わりながら修士、博士の学位を取得。

 異動の多い一般の事務職員に比べ、一貫して専門的な業務に
専念できることが魅力。

二宮祐他「高等教育機関における新しい「専門職」」『大学教育研究ジャーナル』第14号、2017。
8
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「専門家モデル」と「同僚モデル」

専門家モデル：FDの専門家（①大学教員とは異

なる専門職、②大学教員としてFDを担当してい

る専門家）

同僚モデル：個々の教員が反省的実践家であり、

FDの担い手

必要なのは「同僚であって、かつ、大学教育改善

の全体を考えるポジションにあるべき専門家」

実際のセンター等では、専門家モデルと同僚モデ

ルの双方を実践している。

二宮祐他「高等教育機関における新しい「専門職」」『大学教育研究ジャーナル』第14号、2017。
9

Japan Association for Educational Development in Higher Education 日本高等教育開発協会

FDerの活用状況

自大学常勤教職員を専門家として活用

2011年：23.6%（国立45校、公立16校、私立118校）

2013年：26.9%（国立50校、公立16校、私立139校）

2015年：25.2%（国立51校、公立14校、私立129校）

外部の専門家を必要に応じて活用

2011年：53.5%（国立59校、公立57校、私立290校）

2013年：57.1%（国立64校、公立48校、私立323校）

2015年：60.2%（国立66校、公立53校、私立344校）

文部科学省高等教育局「大学における教育内容等の改革状況について（概要）」。
10
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FDer（FD担当者）の悩み
 FDerは所属する大学において様々な境界線上をうまく歩き続けなければな

らない（Carew et al,, 2008）。

 大学教員は、FDerが自分と同じだということが一度理解できれば、大学教
員とFDerの間の交流は良いものになる（Harland and Staniforth, 
2003）。

 対立する考えの間のクッションとかサンドイッチの具のようだ（同上）。

 FDerは他の大学教員の支援をすると同時に、社会や政府に対する大学の説
明責任をFD活動の実績によって満たさなければならないため（Brew, 
2002）、FD活動に関する個人の信念と大学組織としての意向に違いがあ
った場合にどちらを優先させるのか、難しい選択を迫られる（Gosling, 
2009）。

 FDerはまるで「大学管理運営側の歩兵」（Manathunga, 2007）。

 もともと帰属していた学問分野から切り離された移民労働者の感覚（同上
）。

佐藤万知「FD担当者の専門性、役割、アイデンティティに関する知見の考察」『国立教育政策研究
所紀要』第139巻、2010年

11
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FDerのアイデンティティ
 FDerは、大学教員とは異なる専門職であり、適切なトレーニングと資

格が必要だ（Carew et al,, 2008）。

 FDerが大学教員として同僚、つまり他の教員に認知されるためには、
FDerが専門とする学問分野を持っている必要がある。すなわちFDが
disciplineの一つとして成立することが重要（Macdonald, 2002）。

 FDerは（専門家か教員か）という二者択一の議論ではなく、排他的で
はなく、オープンであること、協働すること（inclusive profession）
を流儀とすべきだ（Harland and Staniforth, 2003）。

 国内においては、FDerはバックグラウンドを問われないものの「同僚
性」が重視されるために、多くの場合教員であることが望まれる（小島
佐恵子『高等教育機関における新しい「専門職」』、2017）。

 国や文化、文脈が異なるにも関わらず、私たちが違いや多様性について
考えることで多くのことを学ぶことができるのは、私たちは世界的に
FDerであることの喜びと挑戦を共有しているからである（Brew, 
2009）。
佐藤万知「FD担当者の専門性、役割、アイデンティティに関する知見の考察」『国立教育政策研究
所紀要』第139巻、2010年 12
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教学マネジメントを支える基盤
教学マネジメント特別委員会（2018.12～2019.12）

＜大学レベル＞各大学では組織的かつ体系的なＦＤ・ＳＤを学内で継続的に
実施するため、教職員の能力開発を担当する組織の構築・運用や、ＦＤの企
画・立案・実施に必要な能力を身に付けた教職員（ファカルティ・ディベロ
ッパー）（以下「ＦＤｅｒ」という。）のような専門人材の確保・育成を進
めることが期待される。学内において専門人材を確保・育成できない場合に
おいても、先進的な取組を行う大学やＦＤ・ＳＤに関する教育関係共同利用
拠点との連携、コンソーシアムへの参加等、自学の教職員に対し同方針を踏
まえたＦＤ・ＳＤの機会を提供できる環境づくりに努める必要がある。

＜学位プログラムレベル＞教員としての経験が少ない新任の教員や実務経験
のある教員の採用のタイミングで、大学教員に一般的に求められる基礎的な
知識・技能や学位プログラムを担う教員として望ましい資質・能力を身に付
けさせるためのＦＤ・ＳＤは確実に実施されることが必要である。

＜授業科目レベル＞「卒業認定・学位授与の方針」に即した最適な教育を提
供する上では、学位プログラムにおける個々の授業科目を担当する個々の教
員が、同方針そのもののや個々の授業科目との関係を理解・認識することや
、個々の教員に対し大学の教員に一般に求められる基礎的な知識・技能及び
学位プログラムを担う教員として望ましい資質・能力を身に付けさせるため
のＦＤ・ＳＤが確実に実施されることが必要である。 13
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高度専門職の安定的な採用・育成
– 高度専門職については、たとえば「アカデミック・アドバイザ」「リ

サーチ・アドミニストレーター（URA）やインスティテューショナル
・リサーチャー（IRer）」、「産学官連携コーディネーター」、「ア
ドミッション・オフィサーやカリキュラム・コーディネーター」、「
弁護士・弁理士等の資格保有者、広報人材、翻訳者」等

– 定義や身分・処遇（裁量労働制）、雇用形態・キャリアパスが検討さ
れる必要がある。

事務職員の高度化による教職協働の実現
– 各大学による一層の改革が求められる中、事務職員が教員と対等な立

場での「教職協働」によって大学運営に参画することが重要。

– URAやアドミッション・オフィサー、カリキュラム・コーディネータ
ーをはじめとする、高度の専門性を有する職種や、事務職員等の軽々
△能力を向上させるため、大学が組織的な研修・研究（SD）を実施す
る必要がある。

14

大学職員の職能開発の課題

中央教育審議会大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について」、2014年
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アメリカの職員の一部はジェネラリストではなくプロフェッショナ
ルとして存在し､位置付けられている。

プロフェッショナルは専門職として大学間移動が前提である。

研究・教員職ポストの削減を受けて、大学職員市場がPh.D.取得者
の就職市場として浮上した。

職員Ph.D.取得者は、①現職キャリアアップとして学位を取得する
ケース、②大学院生が直接専門職として入職するケースがある。

専門職が多い部門・領域は、IR、アセスメント、学生支援、学習支
援、エンロール・マネジメント等である。

専門職の育成・支援するシステムとして、学会、専門職団体、大学
院が大きな役割を果たす。

専門性を身につけた職員と教員がチームを組み、プロジェクトや部
門を運営することが日常化している。

専門職としての大学職員の潮流（米国）

15
山田礼子、2010
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Job Title：Education, Assessment, and 

Evaluation Specialist（コロンビア大学）

応募する際に最低限満たされていなければならない

条件（minimum requirements）

8年間の関連実務経験 等

学歴・資格（qualifications）

最低限の学歴・資格として教育心理学、教育設計、ある

いは成人学習の専門分野における修士号

望ましい資格として、これら専門分野におけるPh.D.

採用後に要求される職務義務（responsibilities）

Job Discription（米国職務記述書内容例）

16渡邉聡、2010
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閑話休題

これからの大学は、専門職
の劇的な増加だけでなく、大学
教員自体の位置づけや定義（教
育専念教員、研究専念教員）も
変わっていきそうです。

17
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2020年度の18歳人口は117万人。

2030年には105万人に減少する。

さらに2037年には86.4万人まで減少する。

2016年度において、四年制の私立大学は577

校で、そのうち入学定員未充足校は、全体で

257校、44.5%にのぼる（80%～100%：

24.3%、50%～80%：18.0%、50%未満：

2.3%）。

18歳人口の今後の推移と
私立大学の入学定員充足率

18
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18歳人口が減るということは？

19

 18歳人口のうち60%が大学・短大に進学すると仮定する。

 2019年度は、18歳人口約120万人×0.6＝72万人が大学・短大に進学する。
 偏差値60の大学Ａとは、ざっくり上位約16%が入る大学で、約11.4万人が対象。
 2037年度は、18歳人口約90万人×0.6＝54万人が大学・短大に進学する。
 上位11.4万人は、上位約21%に相当し、大学Ａの偏差値は58まで下がる。

 偏差値55の大学ならば、2037年度は偏差値51に、2040年代初めには50を
下回る。

 私立大学は受験偏差値と入学偏差値が
大きく異なるため、さらに入学者の偏差
値は下がる。

 また、120万人が90万人に減ると、
そもそも上位の成績を修める受験生が
大幅に減るため、偏差値が意味する
レベルも同じではなくなる。

 私立大学では、感覚的に、2019年度の
偏差値60→2037年度の入学者の
偏差値50程度か！ 偏差値の差

2019年度
大学・短大

進学者

2037年度
大学・短大

進学者

Japan Association for Educational Development in Higher Education 日本高等教育開発協会

各国の「学士課程」における社会人入学者の割合は
、イスラエル（33%）＞アイスランド（30%）＞
＞日本（2%）で、OECD平均（17%）に比べかな
り低い。同様に「修士課程」でも、日本（14%）、
OECD平均（29%）、「博士課程」でも、日本（
30%）、OECD平均（46%）とかなり低い。

「学士課程」における留学生が占める割合は、日本
（2.5%）、OECD平均（4.9%）。「修士課程」で
は、日本（7.6%）、OECD平均（12.4%）、「博
士課程」では日本（19.1%）、OECD平均（
27.4%）に過ぎない。

社会人学生、留学生の割合

20
（OECD Educational at a Glance,2016）
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なぜ、社会人学生は増えないのか？

① 費用が高すぎる。

② 勤務時間が長くて十分な時間がない。

③ 職場の理解が得られない（職場が修学を認

めていない）。

④ 処遇の面で評価されない。

⑤ 自分の要求に適合した教育課程がない（大

学院：事例研究やケーススタディよりも研

究者養成を重視）。

21

（出典）大学教育に関する職業人調査（平成21年東京大学＜科研費調査研究＞、無作為
抽出した事業所の大卒社員25,203名に対するアンケート。2017年度大学教育学会ラウン
ドテーブル資料（山田礼子・杉本和弘・渡辺達雄・夏目達也）から引用。

Japan Association for Educational Development in Higher Education 日本高等教育開発協会

日本の大学は、国内の18歳人口に依拠しており、すでに
44.5%の私立大学が定員を充足していない。また、それ
らの大学では、ほぼ入学者選抜の機能を失っており、志
願者全員を受け入れている状況にある。さらに今後の人
口減少に伴い、社会人入学者や留学生の獲得ができなけ
れば、多くの大学が存立の危機に瀕することになる。

一つの処方箋は、今後の社会人、留学生を迎え入れるた
めに、あるいは多様な学力や学習意欲を持つ学生が入学
してくることを踏まえて、教育機関として、学生に社会
に出て役立つ学習成果を身につけさせること。それを実
現するためには、教学マネジメント＝教育における内部
質保証システムの構築が欠かせない。

現状を打破するには

22
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実務家教員の拡大
• 「Society5.0に対応した高度技術人材育成事業」では、「持

続的な産学共同人材育成システム構築事業～リカレント教育
等の実践的教育の推進のための実務家教員養成・活用システ
ムの全国展開～」が謳われている（2019年度新規事業）。

– 実務家教員の質・量の充実のため、実務家教員を養成する
ための研修プログラムを開発・実施

– 研修プログラム修了者を実務家教員の候補者として大学等
に推薦

– 実務家教員のマッチングを行う人材エージェントの仕組を
構築

– 専門職大学の発足（2019年～）

– 産学連携教育イノベーター育成コンソーシアム（東北大拠
点校・熊本大・大阪府立大・立教大）において実務家教員
育成プログラムの提供開始（2020年～）

23
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国家学位資格枠組と実務家教員

• 「国家学位資格枠組（NQF: National Qualification Framework
）」の世界的展開と日本における導入可能性の検討）

– 2015年段階で150ヶ国以上、国連加盟国で4分の3以上がNQF
の開発・導入・展開を進め、国内すべての学位（称号と呼ばれる
ものを含む）や資格等を、複数段階のレベルという縦軸と学習に
おける志向性の特色等による横軸によって区分されたマトリクス
に位置づける制度を持つ。

– 教育と職業の接続がユニバーサル化する高等教育においてより大
きくなり、各国の教育訓練制度においてリカレント教育を通した
キャリアアップやキャリアの転換に結びつけられている。

– NQFのアプローチの基本要素として、職業能力（職業コンピテ
ンシー＝ボローニャ・プロセスでチューニングを行う際のキーと
なる考え方の一つ）と対応付けた学習成果アプローチが注目され
ている。

24
吉本圭一「平成29年度専修学校による地域産業中核的人材育成事業」成果報告書、vol.17、九州大学、2019年。
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TSFの拡大

TSF（Teaching-Stream Faculty）：

those individuals holding a full-
time faculty appointment as 
teaching only, teaching-track, etc. 
and for whom responsibilities are 
limited to teaching, teaching-
related activities, teaching-related 
research and service

25

Vajoczki, S., Fenton, N., Menard, K. & Pollon, D.. “Teaching-Stream Faculty in Ontario 
Universities”. Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario, pp.13-16, 2011.
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TSFのテニュア資格と昇進規準
（UBC、2014）

26

規準 講師への任用 上級講師への昇任・任用とテニュ
ア資格

教育専念教授への任用・昇
任

教育 ・通常、学歴に関する資格
を満たし、教育に関する
能力と関与の証拠を示
すこと

・主として教育の実演によ
り判断される

・優れた教育の証拠を示すこと

・テニュア資格は、これまで規準に
合致した高い基準の（教育、教育
的リーダーシップおよび管理運
営・社会的貢献）を維持しており、
引き続き同等の努力を続けること
が見込まれること

・教育における顕著な業績の
証拠を示すこと

・教授・学習の分野に顕著な
業績を示すこと

教育的リー
ダーシップ

・通常、教育的リーダー
シップを発揮することが
見込まれる証拠を示すこ
と

・教育的リーダーシップが発揮され
た事例を示すこと

・カリキュラム開発・改革と他の教
授・学習に関する先進的な取組
への参加の証拠を示すこと

・各自の専門分野と教授・学習に
おける新たな開発の動向に常に
気を配り遅れないこと

・教育的リーダーシップにお
ける顕著な業績の証拠を示
すこと

・大学が教授・学習に対する
（州の）要求に卓越して応え
るための、カリキュラム開発、
コース設計、他の先進的な
取組への持続的かつ革新
的な貢献の証拠を示すこと

管理運営・
社会貢献

・職務、大学ならびに社会
への貢献は考慮される
が、教育における不足を
相殺するものではない

・職務、大学ならびに社会への貢
献は考慮されるが、教育におけ
る不足を相殺するものではない

・職務、大学ならびに社会へ
の貢献は考慮されるが、教
育における不足を相殺する
ものではない
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各国のTSF導入の経過と現状

27

かつての
タイプ

国名 例示国 経過 現状

統合型
（フンボル
ト型）

イタリ
ア、
オース
トリア

オースト
ラリア

・1990年代初期の国家競争政策
（the National Competition 
Policy）の導入により、高等教育

セクターに市場の差異化。伝統
的な大学と研究重点大学、教
育重点大学の差別化。

・教育に関する強制研修と資格
化

・教育と研究双方の機能を持つ大学
教員の任命の減少。

・教員の研究と教育（のバランス）に
関しては結論を出さなかったが、自
ら区分を指図するためにむしろ個人
的なキャリアプランを出させる傾向。

機関差異
化型

イギリ
ス

イギリス ・1990年、ポリテクの廃止と大学
への統合

・公的研究資金の研究大学への
重点化

・2000年以降、教育専念教員の確立
（医学部、生物医科学が端緒）

・TSF、教育重点大学の増加と有期雇

用の研究専念教員の増加（全体の
約半数）

教育と研
究の分離
型

アメリ
カ

アメリカ ・アメリカの4339大学のうち、277
大学が博士号を授与し、200以

下の大学が研究重点大学とし
て認知

・全体としての研究志向の強さ
37%でかなり低い。

・リーディング・ユニバーシティ（研究
重点大学）は、研究活動と大学院生
の教育に大きく集中

・70%かそれ以上の、テニュアもしくは

テニュア・トラックにいる教員の主要
な機能は教育（teaching）。

・12%～15%の教員は研究が主要な

役割※Vajoczki et al, 2011をもとに筆者がまとめたもの
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各国のTSF導入の経過と現状
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かつての
タイプ

国名 例示国 経過 現状

分離研究
機関型

フラン
ス等
西、北
ヨー
ロッパ
の
国々

フランス ・一部の小規模エリート機関
の大学への統合

・同じ価値の共有
・教員個人の差異化

・個人ごとに労働負担比率の柔軟化ドイツ、
オランダ

・すべての大学の予算モデ
ルや教員条件の調整で、将
来、エリート機関の大規模
大学への統合の可能性

スカンジ
ナビア、
ベル
ギー、オ
ランダ

・新たな職業ランキング（job ranking）の仕

組みを開始した。個人の発展計画
（individual development plans）は垂直的

にも（キャリア・ステージを通して）水平的
にも（同時にキャリア・ステージにおいて）
も異なる大学教員の役割を認める

ドイツ ・ドイツ科学委員会（The 
German Science Council）に

よる個人の業績と将来の
キャリアプラン双方の査定
に基づく教育と研究（比率）
の多様化の提唱

・教員は教育か研究のどちらにより多く従
事する職務に応募するかを自分で決める。
教育活動には教育、カリキュラム開発、プ
ロジェクト・グループ、そして評価の4つの

特定業務に分類され、研究活動は調整、
研究契約の獲得、研究ワーキンググルー
プや委員会への参加から成る。

※Vajoczki et al, 2011をもとに筆者がまとめたもの
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米ブランドマン大学の発展

2014年設立された私立大学。カリフォルニア州とワ
シントン州に28キャンパスを擁し、オンラインプログ
ラムとキャンパス型プログラムの履修学生は12,000
人。

成人及び非伝統型学生を対象に低コスト（1学期の学費
：教材含めて2,700ドル、5学期で修了の場合は
13,500ドル）での学士課程段階のビジネス・マネジ
メント分野を提供。

教員（専門職）はnon-tenureで、コンピテンシー枠
組の定義、コンピテンシー評価方法の開発、カリキュ
ラム開発、チュートリアル、アカデミックコーチ、ア
セスメントを担当。

29
2017年度大学教育学会課題研究集会（濱名篤・山田礼子）インタラクティブセッション資料より引用。
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立命館大学Web授業の振り返り

春学期のWeb授業の総合受講満足度（春

学期末授業アンケート：n=131,023）

「満足した」：33.0%

「ある程度満足した」：39.0%

「どちらとも言えない」：16.4%

「あまり満足ではなかった」：6.9%

「満足しなかった」：4.7%

30

72.0%

11.6%



Japan Association for Educational Development in Higher Education 日本高等教育開発協会

立命館大学Web授業の振り返り

今後のWeb授業の希望比率（秋学期中盤学生
アンケート：n=4,035）

講義科目
対面80%以上：13.6%

Web80%以上：43.4%

外国語科目
対面80%以上：18.2%

Web80%以上：47.1%

演習・実習・実験科目
対面80%以上：41.6%

Web80%以上：24.0%

31
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議論
 これからの大学は18歳人口の急減期を迎え、入学

者獲得に四苦八苦しそうです。また、たとえ伝統型

学生以外の学生を獲得できたとしても、彼らの学習

を保障するためにますますFDが重視されます。

 このような大学を支えるスタッフとして、専門職を

はじめ、（実質的な）教育専念、研究専念の教員の

劇的な増加が予想されます。

 FDerは、多様化する大学とそのスタッフの中で、

それらをつなぎ合わせるハブとしての役割を担いな

がら、自分たちの成長を支える仕事に「喜びと誇り

」をもって取り組んでいきたいものです（独白）。

32
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FDerの仕事をして嬉しかったこと１

 FDセミナーの内容や授業づくりの助言を実際に活用して、成果も得
られたと他の先生から喜びの言葉を得られたこと。

 授業コンサルテーションや研修等で関わった先生方から、後日コン
サルでお話したことや研修内容が実際の授業で役立ったという報告
をいただいたとき。

 自分が立ち上げにかかわった研修や制度が長く続くものになり、か
かわらなくなって以降も発展し続けていることがわかったとき。

 FDerの仕事は、前に誰も歩いていない部分を進む感覚が確かにある
のだが、既にある知見を咀嚼して統合し、それを研修に再構築する
楽しみがある。その研修を受けた教職員の方々が、学んだことに喜
びや楽しさを感じている様子を見るのは、何よりの幸せなこと。

 授業で困っているときや疑問がある時に個人的な相談をしてくれた
り、「おもしろいことやっているので、授業を見に来ないか」など
と声をかけられること。

JAED会員へのアンケート、2021
33
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FDerの仕事をして嬉しかったこと２

 キャンパスで他の先生から声をかけられ私の話を「活用している」
と言われた時。

 全く面識のない教職員や学生達とも、FD・SD・学生FDについて、
一緒に明るく＆熱く＆楽しく議論できること（した時）。

 関わった教員や学生の変容を目の当たりにしたり、彼らから彼ら自
身の驚きや喜びのフィードバックをもらったこと。特に、全学FDに
関わってくれた学生が卒業する際に、この大学へ来てよかった、と
のメッセージをもらったことはとても嬉しい思い出。

 １．教育に関心をあまり持っていない大学教職員が関心を持ち、行
動変容をしていく姿を見たとき。２．効果的な学習を進められてい
なかった大学生・大学院生が自らの学習に責任を持つことに関心を
持ち、行動変容をしていく姿を見たとき。３．組織全体が教育・学
習を中心とする文化に変容していくとき。

 自分の活動に対する幅広い大学教職員からフィードバックを得られ
るところ。

JAED会員へのアンケート、2021
34
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FDerの仕事をして嬉しかったこと３

 学内で、教育について語る機会が増えたこと（それぞれの実践、
アプローチの交換）。ディプロマポリシーの見直しなどを在校生
、卒業生の学修成果を基にFDを通して見なおしたことなどを通
じて、それぞれが自身の授業を検討するに際しても、教育プログ
ラムレベルのデータを参照し プログラムレベルと自身の授業の
レべルを往復しながらの議論が増えてきたこと。

 これまでのキャリアを振り返ると、若いうちから理事など大学中
枢と仕事ができ、狭い専門にいてはわからない広く大学を見る視
点を持てたり、大きく大学を動かすことに関われたこと。

 FDerとしてのキャリアパスが未整備なので、一面の雪景色に足
跡をつけるような新鮮さやワクワク感を味わえたという点。

JAED会員へのアンケート、2021
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FDerの魅力１

 研究者や教育者としてではなく、教育開発支援者という第三の立
場として学部や学科、教員や職員の壁を越えて学生のために貢献
できること。

 若手のうちから、全学的な教育に影響を与える活動に寄与できる
ところ。

 長年新任教員研修を担当していると、修了生の先生と、FD委員
会やミドルFDの場などで一緒に仕事をすることになり、かつて
の新任教員研修の縁のお陰で協力体制を築きやすいように思うこ
と。

 学部や大学を超えて教育に関心のある教員や学生と知り合い、協
働できたこと。また、関連の調査研究を通じて海外の、魅力的な
ディベロッパーの友人もできた。仕事は前例のないことばかりで
、特に官僚的な組織では苦労もあったが、初めてのことを新しい
人の繋がりで実行できたことは、自分にとって楽しみでもあり自
信にもつながった。 JAED会員へのアンケート、2021
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FDerの魅力２

 １．大学がかかえる困難と可能性について、FDer の国際的なつ
ながりのなかで、各国の状況との関係で見る可能性が開けたこと
。２．自分の背景にある研究トピックと関係するが、知の生産の
場としての困難と可能性について歴史的により連続して考えられ
るようになったこと。

 自組織を一歩引いて俯瞰できる立場であること。困難なことや新
しいことに挑戦できること。

 FDerをやった後どうするかというキャリアパスは、今でも整備
されているわけではない。専門職としてのFDerを究めるのか、
普通の大学教員に戻るのか、教学マネジメントの方向に行くのか
。先の見えないスリルが、既存の学問分野と比較したときの魅力
と言える。

 自分が執行部側の思考に染まっていく懸念も感じ、自己批判の目
を忘れず、現場の視点と管理者の視点のバランスを取りながらさ
まざまな仕事に取り組みたい。 JAED会員へのアンケート、2021
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１．書籍 

〔１〕 ＦＤについて理解する 

1-1．『大学のＦＤ Ｑ＆Ａ』 

 

1-2．『ＦＤガイドブック』 

 

1-3．『大学自らの総合力』 

 

1-4．『A Guide to Faculty Development 2nd Edition』 

 

■佐藤浩章、中井俊樹、小島佐恵子、城間祥子、杉谷祐美子（編） 

■玉川大学出版部 

■2016年 

■FD（Faculty Development）の効果的な進め方について、教員、職員に向け、

具体的なノウハウを紹介しています。実践現場のリアリティを反映した

100 の疑問に対し、多彩な経験をもつ執筆者らが、研究の知見を基盤に明

解に回答しています。 

■ケイ・J. ガレスピー、ダグラス・L. ロバートソン (著) 

羽田 貴史（監訳） 

■玉川大学出版部 

■2014年 

■教育開発担当者に求められる役割、知識・スキル、部局や教員との関係づ

くり、大学の種類に対応した取り組み、教員を支援するプログラムの具体

例を詳しく解説しています。 

■Kay J. Gillespie 、 Douglas L. Robertson（編） 

■Jossey-Bass 

■2010年 

■アメリカの FDネットワーク POD（The Professional and Organizational 

Development Network in Higher Education）のメンバーが中心に執筆し

た書籍で、FDに関する基本的な理解や実践事例を紹介しています。 

■寺崎昌男（著） 

■東信堂 

■2010年 

■FD は教員の授業能力向上、SD は職員の事務能力改善だけを意味するもの

ではありません。日本の大学教員が「研究か、教育か」ではなく、「研究も

教育も」行うためにはどうすればよいのか諸外国の事例をもとにまとめら

れており、その示唆を得ることができます。 
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〔２〕 大学・大学運営について理解する 

 

2-1．『大学の組織と運営 ＜大学の SD 講座 1＞』 

 

2-2．『大学教職員のための大学組織論入門』 

 

2-3．『大学事典』 

 

2-4．『大学とは何か』 

 

■吉見俊哉（著） 

■岩波書店 

■2011年 

■大学の理念の再定義を試みる論考です。大学教育改革を行う際に一度は熟

考し「大学とは何か」を思案してから議論を進めると良い書です。 

■中井俊樹 (編) 

■玉川大学出版部 

■2019年 

■大学に関する制度や法規など大学職員に必要な知識を体系的にまとめ、

個々の業務と全体の活動とのつながりや、ステークホルダーとの関わり方

などを現場の職員の視点で具体的に提示しています。巻末には高等教育関

連年表、用語集などを付しています。 

■児玉善仁（編） 

■平凡社 

■2018年 

■大学の歴史と現状、組織と機能、社会との関係を多角的かつ詳細に解説す

る書です。 

■中島英博（著） 

■ナカニシヤ出版 

■2019年 

■大学組織を複数の視点から理解し、問題を発見し、マネジメントするため

に必要な最新の理論と現場の課題について、ケーススタディを取り入れて

紹介されています。 
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2-5．『イギリスの大学・ニッポンの大学』 

 

2-6．『大学経営論』 

 

2-7．『大学改革を成功に導くキーワード 30』 

 

2-8．『大学改革の迷走』 

 

 

 

 

■苅谷剛彦（著） 

■中央公論新社 

■2012年 

■オックスフォードにあって日本の東大に欠けるものとは何かについて、両

大学で教えた経験のある著者が、社会的・思想的な違いを基に日本の大学

の課題を検証しています。日本の大学改革のゆくえを探りたい人におすす

めです。 

■福島一政 (編) 

■日本エディタースクール出版部 

■2010年 

■大学の経営や運営に悩んでいる大学教職員におすすめの書です。著者の地

方大学での職員としての経験と蓄積は、今日の大学経営には必要不可欠で

あるだけでなく、大学の理念の再構築を問うものになっています。 

■濱名篤、川嶋太津夫、山田礼子、小笠原正明(編) 

■学事出版 

■2013年 

■現在、中教審答申や文部科学省の施策において進められている教育改革に

関する重要なキーワードを解説しています。 

■佐藤郁哉（著） 

■筑摩書房 

■2019年 

■大学改革の何が本当に問題なのかについて、1980 年以降の改革案から遡

り、それらの理不尽、不可解な政策がなぜまかりとおったのか、そして大

学側はなぜそれを受け入れたのかを詳細に分析しています。これからの大

学改革を考えるうえでも参考になる書籍です。 
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〔３〕 大学教員・大学職員の仕事を理解する 

 

3-1．『大学教員準備講座』 

 

3-2．『もっと知りたい大学教員の仕事』 

 

3-3．『ベストプロフェッサー』 

 

3-4．『科学者という仕事 －独創性はどのように生まれるか』 

 

■夏目達也、近田政博、中井俊樹、齋藤芳子（著） 

■玉川大学出版部 

■2012年 

■大学教員の職務について前もって知っておくべき知識や技能など、大学か

ら求められることを体系的にまとめたテキストです。大学教員を志す大学

院生、研究員、非常勤講師や若手教員には必見の書です。 

■羽田貴史（著） 

■ナカニシヤ出版 

■2015年 

■暗黙知につつまれた大学教員の職について具体的に解説しています。大学

のカリキュラム、授業設計、ゼミの運営方法、研究倫理等についての欠か

せない知識を網羅的に紹介しています。 

■ケン ベイン（著）、高橋靖直（訳） 

■玉川大学出版部 

■2008年 

■ベストプロフェッサー63人の授業の進め方と学生への接し方を分析し、学

生のやる気を起こし効果的な学習環境を創造する方法を紹介しています。

教師にとって大切なことは何なのか、教育理念の本質を考えるために重要

な書籍です。 

■酒井邦嘉（著） 

■中央公論新社 

■2006年 

■偉人たちのエピソードを基に、科学者という職業について述べられていま

す。研究者を志す人だけでなく、研究機関に携わるあらゆる人が読むべき

本です。科学研究の本質がわかります。 



5 
 

3-5．『大学教授職と FD－アメリカと日本』 

 

3-6．『まんがで知る教師の学び』 

 

3-7．『大学の教務Ｑ&Ａ』 

 

3-8．『大学業務の実践方法 ＜大学の SD 講座 3＞』 

 

 

 

 

■有本章（著） 

■東信堂 

■2006年 

■米国の事例を鑑みながら、ＦＤの制度化・活性化を目指すための論考です。

大学全入時代の学生に対する学力の質的保障や、多様化する学生への教育

対応について具体的事例をもとに掲載されています。 

■前田康裕（著） 

■さくら社 

■2016年 

■教師に今求められる資質・能力と必要な知識が、主人公・吉良良介先生の

言葉と奮闘する仲間のストーリーをまんがで紹介しています。『まんがで知

る教師の学び』など現在５巻刊行中です。 

■中井俊樹、上西浩司（著） 

■玉川大学出版部 

■2012年 

■大学の教務に必要な知識を Q＆A形式で学べます。現場で蓄積された知識、

関連法規をもとに実践的指針、具体的な対応策を提示しています。教務経

験の少ない職員や、難しいと感じる事例を抱えている職員におすすめです。 

■中井俊樹、宮林常崇（編） 

■玉川大学出版部 

■2019年 

■大学職員の具体的な業務の実践方法に焦点を当て、業務に向かう姿勢や効

率的な文書の作成と管理の方法、コミュニケーションの方法などを現場の

職員の視点で体系的にまとめ、わかりやすく解説しています。大学職員を

はじめ広く大学構成員に役立つテキストです。 
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〔４〕 ＩＲについて理解する 

 

4-1．『大学 IR スタンダード指標集 ―教育質保証から財務まで―』 

 

4-2．『大学の IR Q&A』 

 

4-3．『大学の IR－意思決定支援のための情報収集と分析』 

 

4-4．『ＩＲ実践ハンドブック』 

 

■中井俊樹、鳥居朋子、藤井都百（編） 

■玉川大学出版部 

■2013年 

■教育活動や経営活動の改善、外部評価への対応など、大学の重要な意思決

定を支援するＩＲの業務を解説しています。また、データの収集や分析・

活用の方法、報告・提案の留意点など、有用な情報の発信に役立つ実践的

な知識・技能を紹介しています。 

■小林雅之、山田礼子（編） 

■慶應義塾大学出版会 

■2016年 

■エビデンスに基づく意思決定と全学的合意形成のために、大学改革の本丸

ともいうべき IR とは何かについて、その理論と実践を分かりやすく解説

しています。 

■リチャード・D・ハワード（編）、大学評価・学位授与機構ＩＲ研究会（訳） 

■玉川大学出版部 

■2012年 

■ＩR 担当者が心得ておくべきツールやデータ分析の手法、学内への貢献の

仕方を解説しています。大学の説明責任を果たし、意思決定、戦略形成に

寄与するノウハウを網羅しています。 

■松田岳士、森雅生、相生芳晴、姉川恭子（編） 

■玉川大学出版部 

■2017年 

■IRに関する 139の指標を取り上げ、活用例、算出方法、必要なデータなど

を示しています。どの指標がどんな活動で参照できるか、指標を使った業

務改善のあり方などが具体的に理解できます。IR 担当者は必携です。 
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〔５〕 教授法・授業設計の基本を理解する 

 

5-1．『授業設計 ＜シリーズ大学の教授法 1＞』 

 

5-2．『講義法 ＜シリーズ大学の教授法 2＞』 

 

5-3．『授業の道具箱』 

 

5-4．『授業設計マニュアル Ver.2』 

 

■佐藤浩章（編） 

■玉川大学出版部 

■2017年 

■授業事例を多く取り入れると同時に、心理学、脳科学、教育学、インスト

ラクショナルデザイン（教育設計）、コミュニケーション学などの知見を紹

介しています。はじめて授業を担当する教員や院生の基本的な手引きとな

るほか、経験豊富な教員の振り返りに活用できます。 

■バーバラ・グロス デイビス（著）、香取草之助（監訳） 

■東海大学出版会 

■2002年 

■授業の準備や学習環境を整える際のさまざまな場面での戦略、アイデア、

ヒントに関する技法が紹介されています。ちょっとした自身の困りごとに

ついて、辞書のようにして解決策を抽出できます。実用的な情報が掲載さ

れた資料集です。 

■中島英博（編） 

■玉川大学出版部 

■2016年 

■授業設計に関する実践的な指針と技法をわかりやすく提供しています。意

欲や態度を育てる授業、複数教員での授業などの設計方法を示すほか、教

材やシラバス例、評価のための基準なども多数掲載しています。授業経験

が浅い教員から豊かな教員まで広く活用できる書籍です。 

■稲垣忠、鈴木克明（著） 

■北大路書房 

■2015年 

■目標の設定、教材分析、指導案の書き方から評価の仕方まで、一連のプロ

セスを「授業パッケージ」とし、「よい授業」をするための必須を解説して

います。インストラクショナルデザインについても学ぶことができます。 
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5-5．『インストラクショナルデザインの道具箱 101』 

 

5-6．『インタラクティブ・ティーチング』 

 

5-7．『大学教員のための授業方法とデザイン』 

 

5-8．『成長するティップス先生―授業デザインのための秘訣集』 

 

 

 

 

■池田輝政、戸田山和久、近田政博、中井俊樹（著） 

■玉川大学出版部 

■2002年 

■大学教員のための授業の秘訣集（ティーチング・ティップス）です。教員

が日ごろの教育活動の中でしばしば出会う、困ったことや悩みを解決する

ためのちょっとしたヒントが満載されています。 

■鈴木克明（著・監修）、市川尚、根本淳子（著） 

■北大路書房 

■2016年 

■いわゆる KKD(経験と勘と度胸)や MD(自己流)から脱却し、ID(学習科学に

基づいた教える技術)の道へと誘うアイデア集です。「学びたさ」「学びやす

さ」「わかりやすさ」「ムダのなさ」などを改善するための 101 の道具を厳

選して紹介しています。 

■栗田佳代子、日本教育研究イノベーションセンター （編) 

■河合出版 

■2017年 

■東京大学の大学教員準備プログラムから生まれたオンライン講座「インタ

ラクティブ・ティーチング」の内容をもとに構成された書籍です。「アクテ

ィブラーニングを学習活動にいかに組み込めばよいのか」という課題に対

応した内容で構成されています。 

■佐藤浩章（編） 

■玉川大学出版部 

■2010年 

■授業のデザイン（学習内容をどのように構成・配置するか）と教育方法（ど

のように教えるか）に関する基本的な事項について、実践事例をもとに解

説しています。この本 1 冊で大学教育におけるシラバスの書き方、評価、

改善までをマスターすることができます。 
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5-9．『学習経験をつくる大学授業法』 

 

5-10．『学生の理解を重視する大学授業』 

 

5-11．『授業方法の基礎 (看護教育実践シリーズ 3)』 

 

5-12．『A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education (4th)』 

 

 

 

 

■L. ディー・フィンク (著)、 土持ゲーリー法一 (訳) 

■玉川大学出版部 

■2011年 

■学生が能動的な学習方法を獲得できるようにするためには「授業方法をど

う変えればよいのか」について書かれています。意義のある学習経験をつ

くる総合的なコースデザインの考え方・事例、学習目標を効果的に達成す

るツールが提示されています。 

■ノエル・エントウィスル (著)、 山口栄一 (訳) 

■玉川大学出版部 

■2010年 

■専門や教科を深く理解するだけでなく、自分自身で批判的に考え、新しい

状況にも柔軟に対応できる知的な技能は、どのように育成すればよいので

しょうか。教科の論理・体系によって異なる教授法の具体例と留意点をも

とに解説しています。 

■中井俊樹、小林忠資（編） 

■医学書院 

■2017年 

■看護教育において授業を計画する際に、効果的な学びをもたらすためには

どのように授業設計すればよいのか。さまざまある教材をどのように活用

すればよいのかについて紹介しています。看護教育以外にも共通する考え

方も紹介しています。 

■Heather Fry（編） 

■Routledge 

■2014年 

■高等教育で成功している多くの教師の実践事例とアイデアが掲載されてい

ます。学生にとってよりよい学習を実現するために必要な教育設計につい

て、さまざまな分野（芸術、人文科学、社会科学、医学、歯学等）の事例

をもとに解説しています。 
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〔６〕 アクティブラーニングを取り入れる 

 

6-1．『講義法 ＜シリーズ大学の教授法 3＞』 

 

6-2．『協同学習の技法』 

 

6-3．『アクティブラーニング型授業としての反転授業[実践編]』 

 

6-4．『アクティブラーニングの活用 (看護教育実践シリーズ 4)』 

 

■中井俊樹（編） 

■玉川大学出版部 

■2015年 

■「アクティブラーニング」について、定義や背景、具体的な教授法等、実

践で陥りがちな課題と解決策も含め、網羅的に解説されています。明日の

授業からすぐに実践できる小技が満載されています。 

■エリザベス・バークレイほか（著）、安永悟（訳） 

■ナカニシヤ出版 

■2009年 

■協同学習は単なるグループ学習ではありません。協同学習の条件を満たす

ことで、学び合いを促進させることができます。グループ活動の場を設け

ても議論が活性化しない、学びの深まりがみられないと悩んでいる人にお

すすめの書です。 

■森朋子、溝上慎一（編） 

■ナカニシヤ出版 

■2017年 

■日本の大学で導入が試みられている反転授業に関するさまざまな取組を具

体的な調査を通してまとめ、その有効性を検討し合いながらアクティブラ

ーニング型授業の新たな発展型の一つとして位置づける理論的作業を加え

た書籍です。 

■小林忠資、 鈴木玲子（編） 

■医学書院 

■2018年 

■看護教育におけるアクティブラーニングの基本的な考え方や、活用方法に

ついて具体的な手法を紹介しています。また、これまでの授業方法を少し

変えるだけで学生の学習活動への関与を大いに促すことはできることを紹

介しています。看護教育以外にも共通する考え方も紹介しています。 
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〔７〕 学習を評価する 

 

7-1．『学習評価 ＜シリーズ大学の教授法 4＞』 

 

7-2．『大学教員のためのルーブリック評価入門』 

 

7-3．『はじめての教育効果測定』 

 

7-4．『学生の学びを測る』 

 

■中島英博（編） 

■玉川大学出版部 

■2018年 

■レポート課題の評価、実技や実習の評価、ルーブリック評価、ポートフォ

リオ評価など、学生の学習活動を把握し、設定した学習目標に到達したか

を、根拠を用いて可視化する方法を具体的に提示しています。多くの教員

が難しいと考える「評価」を理解することができる書籍です。 

■ダネル スティーブンス、アントニア レビ(著)、佐藤浩章ほか（訳） 

■玉川大学出版部 

■2014年 

■パフォーマンス評価としてのルーブリックの機能だけでなく、効果的なフ

ィードバックの機会として、学生の学習を促すツールとして、様々なルー

ブリックの作り方、使い方が掲載されています。ルーブリックを使いこな

せると評価の概念も変わることがわかる一冊です。 

■堤 宇一、久保田享、 青山征彦（著） 

■日科技連出版社 

■2007年 

■企業での教育を想定して書かれていますが、大学教育にも応用可能です。

人材育成の仕方を教育工学の視点から解説しているため、理論に基づいた

人材育成ができるようになります。 

■リンダ・サスキー（著）、齋藤聖子（訳） 

■玉川大学出版部 

■2015年 

■学生の学びの質を保証するにはどのように学習目標を立て、アセスメント

を行えばいいのか。アセスメントの計画策定から、ルーブリックやテスト

などのツールの使い方と結果の分析・活用法まで、アセスメントを大学文

化として根付かせる方法を詳しく解説しています。 
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〔８〕 ファシリテーションを理解する 

 

8-1．『学び合う場のつくり方』 

 

8-2．『ワークショップ・デザイン』 

 

8-3．『ファシリテーターの道具箱』 

 

8-4．『ザ・ファシリテーター』 

 

■中野民夫（著） 

■岩波書店 

■2017年 

■著者は日本におけるワークショップの第一人者です。大学での参加型授業

の事例紹介とファシリテーションの基本の解説が参考になります。 

■堀公俊、加藤彰（著） 

■日本経済新聞社 

■2008年 

■コミュニケーション環境を整え、メンバーの協働意欲を高める技法や状況

別対応法など、具体的ノウハウを満載したリーダーのための実践テキスト

です。ただ集まっているだけの「グループ」を、相乗効果を生み出す「チ

ーム」に変える手法が解説されています。 

■森時彦、ファシリテーターの道具研究会（著） 

■ダイヤモンド社 

■2008年 

■本書は、ファシリテーションの様々な局面で使える 49 個の「道具」を紹介

しています。49個の道具立ての中から「使えそうなもの」を選び、実際に

ファシリテーションの場で使ってみることで、自分の血肉となる道具を増

やしていくことができるはずです。 

■森時彦（著） 

■ダイヤモンド社 

■2004年 

■自分が変わるためのファシリテーションスキルとマインドが確実に身に付

く一冊です。自分が変わることで、人と組織を動かすことができます。実

践で起こりうる様々な問題場面について、どのようにファシリテートして

進めるとのよいのかが、ストーリー仕立てで説明されています。 
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8-5．『相互理解を深めるコミュニケーション実践学（改訂版）』 

 

8-6．『イノベーション・ファシリテーター』 

 

8-7．『「会議ファシリテーション」の基本がイチから身につく本』 

 

8-8．『人と人の「つながり」に投資する企業』 

 

 

 

 

■沖裕貴、林徳治（編） 

■ぎょうせい 

■2010年 

■研修に即活用できる演習プログラムが多数掲載されています。理論ではな

く、演習問題からグループ内でどのようにコミュニケーションを促せばよ

いのかについて勉強したい人におすすめです。 

■野村恭彦（著） 

■プレジデント社 

■2015年 

■本書では「イノベーションを生み出すための対話の場」をフューチャーセ

ッションと名付け、その思想と方法論について、実例も交えて丁寧に解説

しています。 

■釘山健一（著） 

■すばる舎 

■2008年 

■本書は、チームメンバーに「考えさせる」ために「誰でもすぐに使える技

術」が数多く紹介されているのが特徴です。 

■ドン コーエン、ローレンス プルサック（著）、沢崎冬日（訳） 

■ダイヤモンド社 

■2003年 

■ソーシャル・キャピタルは、人々のあいだの積極的なつながりの蓄積によ

って構成されるといわれています。協力行動を可能にするような信頼、相

互理解、共通の価値観をどのように構成していくのかについて、コミュニ

ケーションの本質が書かれています。 
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〔９〕 学生を理解する 

 

9-1．『キャリア教育のウソ』 

 

9-2．『ノンエリートのためのキャリア教育論』 

 

9-3．『絶対役立つ教育心理学―実践の理論、理論を実践』 

 

9-4．『どんな高校生が大学、社会で成長するのか』 

 

■児美川孝一郎（著） 

■ちくま書房 

■2013年 

■常識に振り回されずに自らの進路を切り開く突破口を伝授する一冊です。

正社員になれればＯＫとしか考えない学生に対し、やりたいことをやるた

めのキャリアプランもあることを気づかせることができる一冊です。 

■居神浩（著） 

■法律文化社 

■2015年 

■良い学校・良い会社へのルートに乗れなかった「ノンエリート」な人への

教育支援の在り方が述べられています。教育の論理を超えた課題を抱えて

いる学生への支援について、真剣に考えたい人におすすめです。 

■藤田哲也（著） 

■ミネルヴァ書房 

■2007年 

■現場の実践で教育心理学の基本的な理論や知見をどのように活用できるの

かを、わかりやすく解説したテキストです。学校教育場面以外の社会や家

庭での教育活動にも応用可能です。 

■溝上慎一（編） 

■学事出版 

■2015年 

■高校 2 年生を 10 年間に渡って追跡調査した結果をもとに、大学や社会で

伸びていく高校生のタイプを解明しています。自分の頭で考え、自ら進ん

で行動し、現代社会を生き抜くタフな若者を育てるためにはどうしたらい

いのか、教育は何をすればいいのかを紹介しています。 
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〔１０〕 学生にアドバイスをする・研究室を運営する 

 

10-1．『アカデミック・アドバイジング』 

 

10-2．『思考し表現する学生を育てるライティング指導のヒント』 

 

10-3．『研究指導 ＜シリーズ大学の教授法 5＞』 

 

10-4．『アット・ザ・ヘルム』 

 

■清水栄子（著） 

■東信堂 

■2015年 

■学生の進路や将来の目標をともに考え、その実現に向けた学習支援を行う

アカデミック・アドバイジングが日本の大学で喫緊の課題となっています。

アメリカで確立したこの制度の全体像とともに、アドバイジングの根幹を

なす専任アドバイザーの専門性と実践を詳論しています。 

■近田政博（著） 

■玉川大学出版部 

■2018年 

■研究者をめざさない学生が大半を占める学士課程教育において、卒論指導

などの研究指導をすることの意義や難しさとは何かを明らかにするための

本です。集団指導の具体的ノウハウなどが提示されています。 

■Kathy Baker（著）、濱口道成（訳） 

■メディカルサイエンスインターナショナル 

■2011年 

■“自立した研究者のための応援本”をコンセプトに、Science 誌、Nature 

Medicine 誌が絶賛する世界的ベストセラーの日本語版．初めてラボをもつ

研究者の指針となる書です。 

■関西地区 FD連絡協議会、京都大学高等教育研究開発推進センター（編） 

■ミネルヴァ書房 

■2013年 

■本書ではアカデミック・ライティングの指導において、「何を、どう書かせ

るのか」、「それをどう指導するのか(カリキュラム、指導技術、評価法、組

織体制など)」についてのヒントを紹介しています。 
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〔11〕 人材を育成する 

 

11-1．『企業内人材育成入門』 

 

11-2．『職場が生きる人が育つ「経験学習」入門』 

 

11-3．『部下の強みを引き出す「経験学習」リーダーシップ』 

 

11-4．『大学職員の能力開発 ＜大学の SD 講座 4＞』 

 

■中原淳、荒木淳子、北村朗、長岡健、橋本諭（著） 

■ダイヤモンド社 

■2006年 

■経験に基づいた「私の教育論」から脱却し、人材教育に関する様々な知恵

や理論を俯瞰的に学び、実践することができるようになります。人が学び、

人が育つ理論に関して、より深い理解を得ることができます。 

■松尾陸（著） 

■ダイヤモンド社 

■2011年 

■成長する人材は「経験から学ぶ力」が違います。経験したことに満足して

しまい、内省的な振り返りができていない人に必見です。自分のためにも

部下のためにも、効果的に経験を活かせるようになります。 

■松尾陸（著） 

■ダイヤモンド社 

■2019年 

■部下の経験学習を効果的に支援する「3 つの指導法」と「2 つの補完スキ

ル」を解説しています。社会人の育成のみならず、若手教員の育成や研究

室の学生指導においても新たな視座を提示しています。 

■竹中喜一、中井俊樹（編） 

■玉川大学出版部 

■2021年 

■大学職員が業務および業務外で能力開発を効果的に行うために必要な情報

が掲載されています。能力開発の意義や学習原理の解説、研修の設計や能

力開発の制度、組織づくりの方法などを具体的に紹介しています。巻末に

は研修実施要項や研修評価アンケートの例、用語集を収録しています。 
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〔12〕 教育活動を省察する・記録する 

 

12-1．『大学教育を変える教育実績記録』 

 

12-2．『アカデミック・ポートフォリオ』 

 

12-3．『実践 ティーチング・ポートフォリオ スターターブック』 

 

12-4．『教師のための「なりたい教師」になれる本!』 

 

■P.セルディン（著）、川口照彦（監修）、栗田佳代子（訳） 

■玉川大学出版部 

■2007年 

■教育業績の評価と教育活動の改善のために教育業績記録（ティーチング・

ポートフォリオ）が役に立ちます。教員自身が「何を、なぜ、そのように

教えるのか」を整理する際におすすめです。この本では、学問領域別の実

例を踏まえて詳しく解説しています。 

■P.セルディン、J.エリザベス ミラー、 川口昭彦、栗田佳代子（訳） 

■玉川大学出版部 

■2009年 

■教育・研究はもちろんのこと、大学の管理運営や社会貢献などのサービス

活動の意義や背景を省察して、業績記録を作成する方法が述べられていま

す。自らの業績を詳しく説明しなければいけないとき、自らの教育・研究

を振り返る際に参考となる書です。 

■大阪府立大学高専ティーチング・ポートフォリオ研究会（編） 

■株式会社エヌ・ティー・エス 

■2011年 

■ティーチング・ポートフォリオ（TP）を作成、あるいは所属機関に導入し

たい人のための入門書です。TPを作成するワークショップへの参加、ある

いは導入方法について解説しています。巻末の付録では、実際に大阪府立

大学高専開催のワークショップで使用した資料を収めています。 

■栗田佳代子、吉田塁、大野智久 (著) 

■学陽書房 

■2018年 

■たった 1 枚の TP シートを書くだけで、教師として自分が本当にやりたい

こと、すべきことがはっきりわかります。 授業改善で成果を上げている全

国の教師のあいだで話題の方法を、わかりやすく、一人からでも取り組め

るようまとめた書籍です。 
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〔13〕 その他 

 

13-1．『大学生の主体的学びを促すカリキュラム・デザイン』 

 

13-2．『大学論を組み替える』 

 

13-3．『大学教員のための教室英語表現 300』 

 

13-4．『図書館に訊け！』 

 

■中井俊樹（著） 

■アルク 

■2008年 

■はじめて自分の専門分野を英語で教える人に必見です。英語で効果的な授

業をするための 5 つのポイントと、授業中によく使うフレーズがまとめら

れており、英語が苦手な教員にとってはとても重宝する一冊です。 

■井上真琴（著） 

■筑摩書房 

■2004年 

■図書館で何をどこまで調べられるのか、基本から「奥の手」まで、探索力

上達の秘訣を大学図書館に勤務する著者が伝授してくれます。はじめてレ

ポートを書く学生から、「いまさら聞けない」と悩んでいる研究・調査業務

の人々まで、「調べ、書く」必要のあるすべての人におすすめです。 

■佐藤浩章、山田剛史、樋口健ほか（編） 

■ナカニシヤ出版 

■2016年 

■アクティブラーニングの取り組みを授業レベルだけで考えるのではなく、

カリキュラムの中に、理念的にも制度的にも明確かつ適切に位置づけて組

織的に展開することを紹介しています。 

■広田照幸（編） 

■名古屋大学出版会 

■2019年 

■近年の大学改革について、教育の質、評価、学問の自由など具体的なトピ

ックについて、大学の価値や理念や規範をめぐる議論を通して、よい改革

論とダメな改革論について解説しています。これからの大学改革を考える

うえで参考にすることができます。 
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２．雑誌 

 

〔１〕 『IDE-現代の高等教育』 

大学を中心とする日本の高等教育の諸問題を広く扱う月刊誌です。会員向けの「研究会やセミ

ナー」が開催されています。 

参考 URL  https://ide-web.net/newpublication/blog.cgi?category=001 

 

〔2〕 『教育学術新聞』 

日本私立大学協会の機関紙です。私立大学の特色発揮と教育・研究の充実に向けて発行されて

います。私立大学に対する正しい認識を確立するための紙面が充実しています。 

参考 URL  https://www.shidaikyo.or.jp/newspaper/info/index.html 

 

〔3〕 『Between』 （2015 年 10-11 月号より「VIEW 21 大学版」と統合） 

大学改革に役立つ高等教育情報誌です。（株）ベネッセコーポレーション・（株）ベネッセ i-キ

ャリア・（株）進研アドが 2 か月に１回、発刊しています。高等教育機関の現状課題や将来展望に

ついて、最新の話題で特集を組み掲載しています。 

参考 URL https://berd.benesse.jp/magazine/dai/ 

 

〔4〕 『大学時報』 

私立大学を中心に、大学の先進的な取り組みや高等教育に関する情報を掲載しています。他大

学の取り組み実践について興味のある人におすすめです。 

参考 URL https://daigakujihou.shidairen.or.jp/ 

 

〔5〕 『カレッジマネジメント』 

全国の大学、短大、専門学校など、高等教育機関の経営層向けにリクルートが発行している高

等教育の専門誌です。「高等教育経営のサポート誌」としてタイムリーなテーマを発信しています。 

参考 URL http://souken.shingakunet.com/college_m/ 

 

〔6〕 『文部科学 教育通信』 

各大学の特色や重点事業内容を学長にインタビューし発信しています。これまでのインタビュ

ー総数はのべ 500 人を超え、その時々の話題の中からトップの個性が、垣間見られると好評です。 

参考 URL https://www.kyoikushinsha.co.jp/book/7901/info.html 
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〔7〕 『文部科学白書』 

文部科学省が、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化芸術における施策の新しい動きについ

て毎年発行しています。教育界の動向を確認することができます。 

参考 URL http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/ 

html/monbu.htm 

 

〔8〕 『切抜き速報 教育版』 

全国紙（朝日・産経・日経・毎日・読売）を含む、北海道から九州・沖縄までのブロック紙・地

方紙・専門紙、85 紙から教育分野の記事をまとめた月刊誌です。一か月の報道から主要な教育に

関する話題を網羅しておきたい人におすすめです。 

参考 URL  https://www.nihon-mic.co.jp/kirinuki/kyoiku.html 
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３．Web サイト 
 

〔１〕 国内 FD・SD 情報まとめ （芝浦工業大学 教育イノベーションセンター） 

国内で開催される FD、SD に関するイベントの情報を集約し、掲載したサイトです。研修やセ

ミナーの情報を収集したい方にお勧めです。 

参考 URL  http://edudvp.shibaura-it.ac.jp/fdsdcal/ 

 

〔2〕 オンライン授業実践ガイド （大阪大学全学教育推進機構） 

 オンライン授業を実践するために必要な情報が、資料や動画で紹介されています。授業の準備、

実施、評価のそれぞれにおいて実践方法や tipsが紹介さ入れています。 

参考 URL  https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/onlinelecture/ 

 

〔3〕 大学教職員のための 32 冊 （愛媛大学 教育企画室） 

授業設計やアクティブラーニングなど、高等教育のミクロレベルの FD に関する書籍に加え、

大学運営などマクロレベルの FD に関する書籍の情報がまとまったリーフレットです。 

参考 URL https://web.opar.ehime-u.ac.jp/books/大学教職員のための 32冊/ 

 

〔4〕 FD 担当者必携マニュアル （愛媛大学 教育企画室） 

FD 担当者としての業務や心構え、FD を企画する際のノウハウを紹介した冊子で、第 1 巻～第

4 巻まで pdf で掲載されています。 

参考 URL  https://web.opar.ehime-u.ac.jp/books_cat/fd-must/ 

 

〔5〕 大学教育イノベーション日本 

大学教職員の能力開発、カリキュラムや教育方法の開発、教育マネジメント・組織開発などを

促進し、日本の大学教育のイノベーションに寄与することを目的とした団体のウェブサイトです。 

参考 URL  https://www.heij.jp/ 

 

〔6〕 国立高等専門学校機構 

全国にある 51 の国立高等専門学校の取組を情報発信しています。高専におけるアクティブラー

ニングの展開、グローバル化を進める取組などが閲覧できます。 

参考 URL  https://www.kosen-k.go.jp/ 
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〔7〕 Teaching Excellence & Educational Innovation 

全米の FD 担当者が参考にしているウェブサイトです。Carnegie Mellon Universityの Eberly Center

が提供する Teaching Excellence & Educational Innovation は、大学教員に必須の教授法が体系的に整

理してまとめられており、FD 担当者にとって参考になるだけでなく新任教員に紹介するウェブサ

イトとしても優れています。 

参考 URL  https://www.cmu.edu/teaching/principles/teaching.html 

 

〔8〕 ティップス先生のカリキュラムデザイン （名古屋大学 高等教育研究センター） 

名古屋大学の学部や研究科を中心に、カリキュラムデザインの要点や方法をわかりやすく解説

しています。大学組織にある諸条件を加味し最上のカリキュラムをデザインすることを目指すに

はどうすればよいのか。はじめてカリキュラムの改訂を担当することになった人におすすめです。 

参考 URL  http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/file/curriculum_design.pdf 
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４．動画 
 

〔１〕 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム  

（国立情報学研究所） 

遠隔授業等の準備状況に関する情報を共有することを目的に、オンラインでの授業や学会開催

のための参考情報を掲載しています。2020 年 4 月より実施しているシンポジウムのアーカイブが

掲載されています。 

参考 URL  https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/ 

 

〔2〕 シリーズ大学の授業を極める （関西 FD 連絡協議会） 

ＦＤの動画コンテンツです。悩みを抱える大学教員に対して、専門家がアドバイスをする対話

型で展開されています。FD 研修の事前学習用の動画として活用することもできます。 

参考 URL  http://www.kansai-fd.org/resource/videos/video-material.html 

 

〔3〕 日本高等教育開発協会（JAED） Youtube チャンネル 

 日本高等教育開発協会が実施した FDに関する動画を掲載しています。 

参考 URL  https://www.youtube.com/channel/UCeU4fYEvTnNF0TDeMpmI0Uw 

 

〔4〕 PDP オンライン （東北大学 大学教育支援センター） 

アクティブラーニングなど大学教育に関する講演やセミナーの動画が多数収められている Web

サイトです。キーワードで検索して動画を閲覧することができます。 

参考 URL  http://www.ihe.tohoku.ac.jp/CPD/PDPonline/ 

 

〔5〕 匠の技 （岩手大学 教育推進機構） 

全国の大学の先生方の授業と授業後のインタビューを組み合わせて開発した映像コンテンツで

す。１本あたり１５分以内に編集しており、お気軽に視聴することができます。 

参考 URL  http://takumi.iwate-u.ac.jp/takumi.html 

 

〔6〕 インタラクティブ・ティーチング （東京大学 東大 TV） 

教員と学習者が双方向的に授業を進める方法を学ぶことができます。学習科学の理論や授業計

画、学習者を巻き込む授業方法などの知見を得ることができます。 

参考 URL  https://todai.tv/contents-list/2014FY/course2014 
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〔7〕 オンデマンド講義 （立命館大学 教育開発推進機構） 

教員が自身の授業設計、実施、評価に関して、学部・研究科等の教育目標と関連づけ、その適

切性、有効性を振り返り、改善できる能力の修得を目的としています。また、学生像を知り、コ

ミュニケーションが取れる能力を、体系的かつ実践的に身につけることができます。動画を視聴

するためには登録が必要になります。 

参考 URL  http://www.ritsumei.ac.jp/itl/fd/campus.html/ 

 

〔8〕 Find！アクティブラーナー 

アクティブラーニングを導入した授業の動画や教員のインタビューなど、教育に関連する様々

な動画を配信しています。 

参考 URL  https://find-activelearning.com/ 

 

〔9〕 ALO （Active Learning Online） （徳島大学 高等教育研究センター） 

文部科学省の大学教育再生加速プログラム テーマ I「アクティブ・ラーニング」に採択された

全国の 9 つの大学が、連携して情報や成果の発信を行うポータルサイトです。 

参考 URL  https://al-online.jp/ 
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５．研修 
 

〔１〕 SPOD フォーラム （四国地区大学教職員能力開発ネットワーク） 

大学教職員の能力開発のために役立つ多種多様な FD・SD のプログラムを実施しています。3 日

間で約 40 のセミナーを実施し、組織を超えた持続的な相互交流・関係づくりの場を提供します。

職場ですぐに使える実践的なノウハウを持ち帰ることができます。 

参考 URL  https://www.spod.ehime-u.ac.jp/forum/ 

 

〔2〕 理工系教員能力開発プログラム （芝浦工業大学） 

理工学系に特化した特色あるＦＤワークショップが数多く準備されており、内容も充実してい

ます。担当授業の振り返りや新規の取組み等を計画する際、適宜、利用すれば有用な情報を数多

く得ることができます。 

参考 URL  http://edudvp.shibaura-it.ac.jp/pd_program/ 

 

〔3〕 すぐ使える 90 分セミナー （徳島大学） 

アクティブラーニングや新しい教育技術、教育ツールについて、参加者が自身の業務の中で活

用できる具体的な情報を提供するＦＤセミナーです。 

参考 URL  https://www.tokushima-u.ac.jp/highedu/reform/fd/docs/24547.html 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年度の SPOD フォーラムは 

8 月 25 日-27 日にオンラインで開催予定です。 
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６．学会・研究会 
 

 大学教育学会（http://daigakukyoiku-gakkai.org/） 

大学教育に関するパイオニア的学会です。「大学教育研究」の開拓を志向し、かつ広範な大学

教員が参加する「大学教員としての自己研究」活動（FD 型研究活動）に主眼をおいて活動し

ています。 

 

 日本高等教育学会（http://www.gakkai.ne.jp/jaher/） 

社会科学や人文科学、さらには自然科学など、学問領域の違いをこえた研究者等の結集と交

流が行われています。研究の理論的、方法的基礎を強化し、研究の一層の深化発展と、その

研究成果の普及、政策的課題の解決に寄与することを目的に活動を行っています。 

 

 日本教育工学会（https://www.jset.gr.jp/） 

「教育工学」は人文社会系と理工系、ならびに人間に関する学問分野を融合した学際的な学

問です。教育をシステム的にとらえようとすることに特徴があり、教育実践の効果・効率・

魅力を高めるインストラクショナルデザインや、e-Learning 教材に関するテーマを扱ってい

ます。 

 

 初年次教育学会（http://www.jafye.org/） 

初年次教育のもつ重要性を日本の高等教育界に定着させていくことを目的に設立されました。

高校から大学への移行、専門教育との接続といった「移行」に関する研究、キャリア教育、

サービスラーニング等の初年次教育と隣接するテーマも扱っています。 

 

 日本リメディアル教育学会（http://www.jade-web.org/） 

リメディアル教育に関する、具体的な成功事例の研究、啓蒙活動報告や社会への提言などを

行うことを目的に設立された学会です。 

 

 日本工学教育協会（https://www.jsee.or.jp/） 

工学教育に関する調査研究とその成果の普及・推進に関する事業を行っています。教育士（工

学・技術）資格認定制度も行っています。 

 

 大学行政管理学会（https://juam.jp/wp/im/juam/） 

大学行政、管理に関する多様な領域を理論的かつ実践的に研究することを通して、全国の大

学横断的な「職員」相互の啓発と研鑽を深めるための活動を行っています。 

 

 高等教育質保証学会（http://jaquahe.org/） 

内部・外部質保証について、システムの構築、学内的に行われている教員評価や能力開発の

ためのプログラムや体制、実施後の効果測定等のテーマを扱っています。 
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 日本高等教育開発協会（https://www.jaedweb.org/rinen） 

日本高等教育開発協会は、高等教育開発者同士の連帯を図りつつ、 高等教育開発に関する活

動を実践することを通して、日本の高等教育機関の教育と学習の質の向上に貢献することを

理念としています。あわせて高等教育開発者としての実践の質を高め、学術研究に裏付けら

れた専門性を向上させる場となることを目的とします。 

 

 日本数学教育学会（https://www.sme.or.jp/about/overview/） 

数学教育に関する学理および応用についての研究発表の場として、幼・小・中・高・高専・大

学の数学教育に関する研究の進歩普及をはかることを目的に活動を行っています。 

 

 日本理科教育学会（https://www.sjst.jp/about/provision/） 

理科教育に関する研究を行い、理科教育の振興普及に寄与することを目的に活動を行ってい

ます。 

 

 ICED：international consortium for educational development（https://icedonline.net/） 

国際的な高等教育の質を向上させることを目的に、実践に関するアイデアを交換し、教育開

発の理論を拡張するために、世界中の高等教育の学術/教育開発者向けの国際フォーラムを実

施しています。 

 

 ISSoTL：International Society for the Scholarship of Teaching and Learning（https://www.issotl.com/） 

教育、学習に関する学術研究を支援するために、世界の教育研究者、教育実践者の情報共有、

協働の機会を提供しています。 

 

 POD Network：Professional and Organizational Development Network in Higher Education 

（https://podnetwork.org/） 

北米の高等教育開発コミュニティです。教育開発に携わる研究者や実務家に対し、専門的な

開発と実践のコミュニティを提供し、高等教育における課題解決や発展に寄与しています。 

 

 SEDA：staff and educational development association（https://www.seda.ac.uk/） 

英国における教育開発者のための専門家協会であり、高等教育開発に関する研究と実践を推

進しています。また、英国だけでなく国際的な分野でも、教育開発者のための支援や活動を

行っています。 
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７．メーリングリスト 
 

 京都大学高等教育研究開発推進センター あさがおメーリングリスト 

（http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/asagao/） 

高等教育に関するイベントや教員採用に関わる最新の情報をお知らせするためのメーリング

リストです。登録者が情報を投稿することができます。 

 

 芝浦工業大学 理工学教育共同利用拠点メーリングリスト（http://edudvp.shibaura-it.ac.jp/ml/） 

芝浦工業大学は大学の教員・職員の組織的な研修等の実施機関に認定されており、芝浦工業

大学が開催する研修プログラムに関するお知らせを配信してくれるサービスです。 

 

 名古屋大学高等教育センター 情報配信サービス（http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/service/info/） 

名古屋大学高等教育研究センターで開催される各種セミナーや新刊紹介などの情報を、メー

ルでお知らせするサービスです。 

 

 広島大学高等教育研究開発センター 新着情報自動通知サービス 

（https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/2017/03/3-1/） 

広島大学高等教育研究開発センターのホームページにお知らせが掲載された際に、登録され

ている人のメールアドレスへ自動でお知らせが配信されるサービスです。 

 

 サイエンス・コミュニケーション・ニュース（https://www.mag2.com/m/0000116394.html） 

科学技術政策や科学技術コミュニケーションの動向をウォッチするメールマガジンで、毎週

月曜配信されます。大学に関する政策や改革の取り組みがよくわかります。 

 

 

 

 
 



FD担当者フォーラム

最新版お役立ち情報を知る
（2021年3月14日；配付用 スライド一部抜粋）

徳島大学 高等教育研究センター

吉田 博



セッションの内容

1. FD企画に役立つ情報

1.1  「情報リスト」＆おすすめ

1.2  コロナ禍の現状＆ポストコロナを考える

1.3  オンライン授業に関する学生の意識（徳島大学版）

2. オンラインでFDを企画する（徳島大学の事例をもとに）

2.1  1回のセミナー（90分〜2時間）

2.2  新任教員研修ワークショップ（2日間、模擬授業実施）

2.3  教育カンファレンス（研究発表、WS、講演）

3.質疑応答

2



「FD担当者のための“役に立つ”情報リスト」

1.書籍

2.雑誌

3.Webサイト

4.動画

5.研修

6.学会・研究会

7.メーリングリスト

1-1.情報リスト

※「情報リスト」に掲載しているURLは、2021年3月3日現在
のものです。
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特におすすめ（書籍編）

「シリーズ大学の教授法」（玉川大学出版部）
 大学における教授法の知識と技能について、具体例をも
とに解説

 実践に役立つ
 体系的である
 読みやすい

『大学教職員の基礎知識-2020コロナ版-』
（学校経理研究会）

 大学教職員として必要な基礎的な知識を網羅
した入門書。教育制度の歴史、関連法令、
現在の政策、大学の財務、国の財政支援、
コロナ禍における政策についても掲載

1-1.情報リスト 4



特におすすめ（webサイト編）

国内FD・SDイベント情報カレンダー
（芝浦工業大学 教育イノベーションセンター）

国内FD・SDのイベント情報がほぼ網羅されている

日時・場所・内容・実施方法・参加費など

オンライン授業実践ガイド（大阪大学）

オンライン授業の設計（準備、実施、評価）に必要な
情報が資料とともに動画でも紹介されている

具体的な方法、ポイント、事例、リンク集など

1-1.情報リスト

https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/onlinelecture/top.html（2021.3.4）

http://edudvp.shibaura-it.ac.jp/fdsdcal/（2021.3.2）
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http://edudvp.shibaura-it.ac.jp/fdsdcal/ （2021.3.2）

国内FD・SD情報カレンダー （芝浦工業大学 教育イノベーションセンターHP）

カレンダー上の
セミナー名を
クリックすると
詳細が表示される。
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オンライン授業実践ガイド （大阪大学 全学教育推進機構教育学習支援部HP）

https://www.tlsc.osaka-
u.ac.jp/project/onlinelecture/top.html

（2021.3.4）
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コロナ禍・ポストコロナを考える

1-2.コロナ禍・ポストコロナ

現代思想2020年10月号
特集＝コロナ時代の大学

コロナ禍の大学、学生、授業、入試などの実態
ポストコロナにおける大学の在り方
大学改革の課題

中央公論2021年2月号
特集 これでいいのか? 日本の大学

ポストコロナの教育、オンライン授業、留学
大学入試改革の課題とこれから
現役学生が経験したこと

8



コロナ禍・ポストコロナを考える

『コロナ後の教育へ』 刈谷剛彦 著
（中央新書クレラ）2020年

現在の大学教育改革の現状・課題
海外（主にイギリス）との比較
コロナ後の大学教育を考える参考に

『ポストコロナの学校を描く』
（教育開発研究所）2020年

学校の存在意義や学ぶことの意味
コロナ禍での学校の現状、課題
初等・中等教育が中心→大学も参考に

1-2.コロナ禍・ポストコロナ 9



コロナ禍のFD

FD研修・情報・ツール等を共有するチャンス
オンライン研修を学外に公開・共有

事例、作成したツールを公開・共有

FDのアーカイブ化→あとからでも視聴可能に

公開されているFDを利用する

学内での存在意義を高めるチャンス
執行部との連携強化を図る
「うちの大学のポストコロナの姿を考えませんか？」

授業で困っている先生のサポートする
「オンライン授業の支援しますよ！」

1-2.コロナ禍・ポストコロナ 10



オンライン授業に関する学生の意見

「オンライン授業」に関するアンケート
徳島大学の教育について考え提案する学生チーム
「徳大教育ラボ」がwebでアンケート調査を実施

対象者：徳島大学の学生

実施期間：2020年6月15日
〜7月13日

有効回答：473名
54%36%

7% 3%

0%

１年 ２年 ３年 ４年 その他

回答者の内訳

1-3.学生の意識

c.f. 工藤ほか（2021）「徳島大学生のオンライン授業に関する今後への提言」

※徳島大学では、2020年6月1日より
対面授業が可能になった。

11



1. オンライン授業の学ぶ上で改善してほしい点

2. 新型コロナウイルスによる感染終息後の、
理想だと思う授業形態とその理由

3. オンライン講義が実施されるようになったことによる、
学生自身の学び方の変化と理由（2年生以上）

1-3.学生の意識

（一部抜粋）

12

徳大教育ラボ「オンライン授業に関するアンケート」



オンライン授業を受講していて、学ぶ上で改善してほしい点があ
ればお書きください。

n=156 （33%）

1-3.学生の意識

学生が学ぶ上で改善してほしいと考える点 記述数

課題の負担が大きい
資料を（事前に）提供してほしい
資料を示し課題を出すだけで解説がない
スピードが速い（間がない、次々進む、余談がない）
授業の動画（アーカイブ）を残してほしい
動画・資料の公開期間を長くしてほしい
質問ができない（しにくい）・教員に連絡がつきにくい
資料・教材・板書が分かりにくい
動画が長い
その他（授業設計関連）

24
15
14
12
9
8
6
6
2
9

音のズレ・ハウリングが生じる・画質が荒い・回線が悪い
LMS・オンラインツールを統一してほしい
オンライン授業と対面授業のどちらかに統一してほしい
アクティブラーニングができない
その他（オンライン環境関連）

22
9
6
2
5

その他 7

13



新型コロナウイルスによる感染が終息し、通常通りの授業が実
施できるようになって以降の授業形態について、あなたが理想だ
と思う授業の実施形態として、次の選択肢の中で最も当ては
まるものを１つ選択してください。

1-3.学生の意識

134,

29%

43%

116, 

25%

14, 

3%

すべて対面授業で実施してほしいと思う（従来の授業実施形態）

板書やスライドなどを活用して先生が解説するだけの授業はオンラインでよいと思う

ほとんどの授業はオンラインで実施してほしいと思う（実習、実験、フィールドワークなどを除いて）

その他

204,

（n=468）

14



新型コロナウイルスによる感染が終息し、通常通りの授業が実
施できるようになって以降の授業形態について、あなたが理想
だと思う授業の実施形態として、選択肢した理由。

1-3.学生の意識

回答 回答数 理由 記述数

1
134
（29％）

対面授業の方が集中できる・オンラインは集中できない 31

対面授業の方が教員とコミュニケーションがとりやすい・オンラインはとりにくい 15

対面授業の方が理解できる・オンラインは理解できない 11

友達と会える・友達と学習できる 11

大学で授業を受けたい・学生生活がしたい 10

移動が大変 10

オンライン授業ではトラブルが発生する 6

その他 11

未記入 29

2
204
（43％）

オンラインの方が学習効率・理解がよい 36

時間の有効活用・自分のぺースで学習できる 11

移動・通学時間を省略できる、家で受講できる 22

感染対策できる 13

オンラインで十分だと感じる 52

その他 20

未記入 50

3
116
（25％）

オンラインの方が学習効率・理解がよい 16

時間の有効活用・自分のぺースで学習できる 9

移動・通学時間を省略できる、家で受講できる 18

感染対策できる 13

オンラインで十分だと感じる 22

移動が大変 7

その他 14

未記入 17

4 14 （3％）
移動が大変 4

その他・未記入 10

（n=468）

すべて対面で

一方向授業は
オンラインで

実験・実習以外は
オンラインで

15



＜２年生以上のみ回答＞
オンライン講義が実施されるようになって、大学での自分の学び方に
どのような変化がありましたか？

1-3.学生の意識

114, 

52.5%
86, 

39.6%

17, 

7.8%

変化あり 変化なし 無回答

（n=217）

このうち
◆ポジティブな内容

67.5％
◆ネガティブな内容

15.8％

16



＜２年生以上のみ回答＞
オンライン講義が実施されるようになって、大学での自分の学び方に
どのような変化がありましたか？

＜変化した内容の内訳＞

1-3.学生の意識

ポジティブな変化 （n=77） ネガティブな変化 （n=18）

◆授業外学習時間が増加した
◆集中して授業を受けるようになった
◆自分で調べて学習するようになった
◆友人に頼ることがなくなった
◆時間を有効的に活用するようになった
◆通学時間を学習に当てられるようになった
◆自分のペースで学習できるようになった
◆繰り返し学習するようになり内容の理解が
深まった

◆ リラックスして授業を受けられるので理解で
きるようになった

◆先生に質問するようになった

◆課題に追われるようになった
◆ 90分集中することが苦痛になった
◆授業に対するモチベーションが下がった

◆ だらだらするようになった

◆生活リズムが崩れるようになった
◆授業が理解できなくなった

◆学生が主張する機会が減った

17



まとめ

約70％の学生は、オンライン授業を望んでおり、特に
教員が解説するだけの授業はオンラインを望む学生が
多い。

オンライン授業が導入されたことにより、全体の約40%
の学生は自分の学びにポジティブな変化があったと感
じている。（2年生以上に限り）

オンライン授業を行う際には、学生の理解や学習への
動機づけを支援するための取り組みが必要になる。

オンラインでやる意味、対面でやる意味を考える必要
がある。そのためには、授業の目的、目標、位置づけを
再確認する必要がある。

1-3.学生の意識 18



1回のセミナー
（すぐ使える90分セミナー）

教育現場のニーズに合わせて
設定したテーマに関する知識
やスキルの習得

90分間（１年に10回実施）

2-1.FDセミナー

2020年度当初に計画していたセミナー2019年度のセミナーの様子

19



オンラインFDセミナー

Zoomによる同期型のセミナー

四国地区の高等教育機関に配信

事前申し込み制→アカウント送付

資料を事前、またはセミナー中にデータで送付

Zoomの登録機能で参加受付

Web版アンケートフォームを参加者に送付

コメント、チャットなどでの双方向性確保

ブレイクアウトルームで参加者間の共有

Miro、Jamboardなどを活用したワークショップ

2-1.FDセミナー 20



オンラインFDセミナー

2-1.FDセミナー 21



参加者数増加（147名→274名；10回累計参加者数）

参加者の質問が増加し、双方向のやり取りが活発
になった

参加者の満足度はほぼ同じ（97％→95％;10回累計）

容易に録画できるため、参加できなかった人への映
像提供等のフォローができるようになった
（YouTubeの限定公開で映像を提供する）

申込者の約20％は参加しない
他の仕事しながら参加する参加者が多数いる

2021年度は、昼休みに気楽に参加できるFD「ランチ
セミナー」として実施し、アーカイブサイトを作る予定。

2-1.FDセミナー

オンライン化による変化
（数値は2019年度と2020年度の比較）

22



2-1.FDセミナー

2020年度「第7回すぐ使える90分セミナー（2020.11.19開催）」より

23



2-1.FDセミナー

2020年度「第4回すぐ使える90分セミナー（2020.7.30開催）」より

24



新任教員研修ワークショップ
（授業設計ワークショップ）

授業設計に関する基本的な知識・スキルの修得

参加者全員が模擬授業、授業検討会を行う

通いの2日間の日程

対象者は参加することが義務（毎年20名程度が参加）

事前課題（ビデオ講義の視聴、授業計画の作成）

2-2.ワークショップ

授業検討会グループワーク講義・ワーク

25



2020年度当初に計画していたワークショップ

時 刻 内 容

12：30-12：50 受付

12：50-13：30

（１）オリエンテーション
・はじめに（副学長より挨拶）

・大学教育改革の流れ

・教育の内部質保証方針

・研修のねらいと意義

13：30-13：50 （２）アイスブレイク「課題・目標設定」
・参加者自己紹介・交流

13：50-14：00 休憩

14：00-15：00

（３）ワーク「授業設計の基本」
・アクティブ・ラーニングの理論と効果

・成績評価の意義・方法

・学生の学習を促す授業方法

15：00-15：10 休憩

15：10-16：10 （４）ワーク「自身の教育理念」
・授業で大切にしていること

16：10-16：20 休憩

16：20-17：45

（５）講義・ワーク「授業計画」
・シラバス・授業計画書の書き方
・シラバス・授業計画書の修正
・2日目の模擬授業の進め方について

18：00-20：00 情報交換会（任意参加）

時 刻 内 容

9：00-9：30
・集合、模擬授業準備
（教材印刷が必要な場合は9:00集合）

9：30-12：00

（６）模擬授業実施（グループで実施）

・FD委員紹介、流れの確認

【模擬授業の流れ】（1人30分×4人（休憩適宜））

・シラバス・授業計画書等の紹介（5分）

・模擬授業の実施（15分）

・授業検討会（10分）

→チェックリストをもとによかった点、改善点等を検討

12：00-13：00 休憩 各自で昼食

13：00-13：40
（７）模擬授業の振り返り
・模擬授業検討会を受けて授業の改善点
・今後のアクションプラン

13：40-14：10
（８）教育力開発コース概要
・教育力開発コースの意義・内容

14：10-14：40

（９）プログラムのまとめ
・講評
・修了証書授与
・アンケート
・おわりの言葉

★2日目★1日目

2-2.ワークショップ 26



オンラインFDワークショップ

事前課題は従来通り実施
（ビデオ講義の視聴、授業計画の作成）

オンラインツールの活用経験・頻度を事前に確認

資料の事前送付（しおり、スライド、ワークシート、付箋）

コメント、チャットなどでの双方向性確保

ブレイクアウトルームを活用したグループワーク

模擬授業はグループごとにアカウントを設定
Zoom：4グループ、Teams:2グループ

1グループ：参加者4名＋FD委員＋コンサルタント＋運営係

情報交換会は中止

2-2.ワークショップ 27



学内便で参加者
に事前送付

事例カードファイル

教材

WSのしおり

ワークシート

配布資料類

28



オンラインFDワークショップ

2-2.ワークショップ

グループのアカウントに分かれて
模擬授業・授業検討会を実施

休憩時間に質問を
コメント機能を使って
記入してもらう

29



オンライン化による変化

参加者は資料の事前配付により、事前にWS内容を
ある程度把握でき、参加する意義がわかる

グループワークのための時間が足りない
個人ワークの進捗の把握、サポートができない
満足度はやや低下している
参加者との関係構築ができない（参加者同士も同様）
その後のFDにも影響している。つまり、受講が義務化され
ているFDにおけるやり取りが形式的に感じる

2021年度は、事前に参加者の授業実施状況を把握
し、実態に合わせて対面とオンラインの併用実施、模
擬授業の実施方法の確認をすることも検討。

2-2.ワークショップ 30



参加者アンケートの比較
R01；2019年度参加者（N=12）、R02；2020年度（N=23）

2-2.ワークショップ 31



参加者アンケートの比較
R01；2019年度参加者（N=12）、R02；2020年度（N=23）

2-2.ワークショップ 32



教育実践研究の学術的発表のイベント

口頭発表、ポスター発表、ワークショップ、特別講演

教育カンファレンス
（大学教育カンファレンスin徳島）

特別講演 情報交換会

ポスター発表

ワークショップ

口頭発表

2-3.カンファレンス 33



第16回大学教育カンファレンスin徳島 スケジュール

時 刻 内 容

8：30- 受付開始
9：00-9：10 学長挨拶

9：15-10：15 口頭発表Ⅰ （３会場）

10：30-12：00 ワークショップ （２会場）

13：00-14：00 ポスター発表 （１４ポスター）

14：15-15：35 口頭発表Ⅱ （２会場）

15：45-17：45 特別講演 （１講演）

2-3.カンファレンス 34



オンラインFDカンファレンス

セッションごとにブレイクアウトルームを使い分ける
口頭発表：ブレイクアウトルームで発表会場

ポスター発表：HPでポスター掲載し、ブレイクアウトルームで参
加者との質疑応答など

ワークショップ：事前申込者限定でWSごとにアカウントを設定

特別講演：メインアカウントで実施

控室、相談室を設置する

会場内の掲示を作成

研究発表者、参加者に対して、ホームページで案内する
アクセス方法、発表手順、バージョンアップの仕方

事前申し込み制→アカウント送付

情報交換会は中止

2-3.カンファレンス 35



アカウント内の構成（時系列）
8：30〜10：20

受付→挨拶→口頭発表
10：30〜12：30

WS→昼休み
12：30〜14：05
昼休み→ポスター発表

14：10〜15：30
口頭発表

15：40以降
特別講演

メイン
ルーム

ブレイク
アウト
ルーム

2-3.カンファレンス 36



ホストが参加者を移動させる
（参加者は一回控室を経由する

運営スタッフが承認

カンファレンスアカウントにアクセス

会場B

会場A

参加者が自分で移動する

37



オンラインFDカンファレンス
2-3.カンファレンス

特別講演

ワークショップ口頭発表

運営の現場

38



オンライン化による変化

参加者の増加
167名、昨年度比＋43名；主に学外からの参加が増加

参加満足度は例年と同程度
参加者間の交流ができない
口頭発表の質問が出にくい
アンケートの回収率、記述が増加
発表が聞きやすい・理解しやすい・参加しやすいという意見
Zoomの操作が思うようにできない
カンファレンスの運営に対する意見、要望も多数
→カメラのon-offマナー、音声、発表方法、連絡先など

2021年度（第17回）は、現段階では
2022年1月7日に開催予定である。

2-3.カンファレンス 39



参加者アンケートの比較（2018-2020）

2018（n=37）
2019（n=42）
2020（n=72）

■ そう思う

■ どちらかといえばそう思う

■ どちらかといえばそう思わない

■ そう思わない

■ 無回答

2-3.カンファレンス 40



まとめ（これからのFD）

知識提供型のセミナー
オンライン化する、オンデマンド教材にする、共有する
他大学、公開されているものを利用する
気軽に参加できるセミナーも手段の1つとして有効か!?

対面で研修を行う意義が必要
新任教員研修 ex.授業実践・検討、コミュニティ形成
教務担当者研修 ex.具体的なプログラム評価の設計

学内ニーズに対するコンサルティング
教員のニーズ（困っていること、悩んでいること）など
学部・学科の教育プログラムにおける評価・改善など
大学全体、執行部の教育課題など

41



ご意見・ご質問投稿フォーム

内容や資料についてお気づきの点やご質問があれ
ば、「ご意見・ご質問投稿フォーム」にて受け付けし
ます。遠慮なくご意見、ご質問をお知らせください。

2021年3月31日まで投稿が可能です。

フォーム投稿に関するご注意

本セッションに関するものに限る

匿名で投稿が可能

質問への回答など、返信が必要な
場合のみ氏名と連絡先を記載

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMNxhjhF9keHFxah1rD
KmPrCmisVRvxNtMrWUv7kAJZUMlhQWkZFMTVLRjlIUUdTOTVRUFVCUUE0My4u
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ありがとうございました

ご挨拶させていただくのが
遅くなりました。 m(_ _)m
今後ともよろしくお願い致します。
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Memo
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