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開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）

中島　　徹
（法学部教授）

　皆さん、こんにちは。本日は、ただ今司会からご案内がありまし

たＦＤ・ＳＤシンポジウムに、春学期の定期試験も近づき、大変ご

多忙中のところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。

　今回は、ＦＤ・ＳＤシンポジウムと銘打っておりますように、職

員研修委員会の全面的なご協力をいただきまして、ＳＤ（スタッフ・

ディベロップメント）の研修も兼ねて開催いたします。従来から職員の皆さん方には積極的にご参加い

ただいているのですが、今回も多数お集まりいただいております。本日はさらに学生の皆さんにもお集

まりいただきました。

　「教員が教室で講義をして、職員が事務的な面で教員を支える」という、昔からの構図は大きく変わ

りつつあると考えられます。入試の多様化やインターン制度など、これまでの枠組みを超えた授業以外

の教育実践において、教員、職員にこれまで以上に多様な資質とスキルが要求されるようになりました。

　本日は、この副題にもありますように、「ＦＤ活動への学生の取り込み」という視点で、これまで先

進的な取り組みをしてこられた金沢大学の杉森公一（すぎもり・きみかず）先生、横浜国立大学から長

谷川紀幸（はせがわ・のりゆき）先生、曽根健吾（そね・けんご）先生においでいただきまして、教員

と職員の連携を通して、学生をどのように参画させ、これを授業改善に結び付けてこられたという点に

ついて、経験豊富な先生方からお話をいただきたいと思っております。

　本日のメーンテーマであります、「大学教育の質的転換と新たな教職協働」というのは、平成 20（2008）

年 12 月の中央教育審議会答申、「学士課程教育の構築に向けて」にその淵源があります。この答申を受

けて、文部科学省は、教員の専門性の明確化と評価体制の確立、大学職員の職能開発などを実施した大

学に財政支援を進めています。

　また、一方で、認証評価機関は、自己点検報告書の基準項目等にこの答申の要素を加えており、各大

学の自主的な質の保証の機能、これを高めていこうとしております。

　そしてこの答申には、教職員の協働関係の確立という観点から、ＦＤ・ＳＤの機能を、これはＦＤだ

とか、これはＳＤだとか、そういう区別する必要はない、目的に応じて柔軟に取り組んでいくことが望

ましいと書かれております。そのような意味で、本日のこのシンポジウムは、大変本学にとって意義あ

るものと考えております。

　今日のこのシンポジウムが有意義なものとして今後の国士舘のＦＤ・ＳＤの展開に大いに役立つこと

を祈念いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。
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挨　拶

学長

三浦　信行

　こんにちは。今日は春期の定期試験を間近に控えまして、ご多用

中のところ教職員の先生方にお集まりいただきましたことを、まず、

御礼申し上げます。

　さて本日は、司会者と中島先生からご案内もありましたように、

「大学教育の質的転換と新たな教職協働」と題しまして、金沢大学

の杉森先生、それから横浜国立大学の長谷川先生、曽根先生におい

でいただいております。大変お忙しい中、ご講演賜り感謝申し上げます。また、副題に「ＦＤ活動への

学生の取り込み」とありますように、学生参画のこの新しいＦＤへのアプローチにも触れていただきた

いと思います。

　平成 20（2008）年４月から大学の「教育力」を高めるため、改訂大学設置基準には「大学は、授業

の内容及び方法の改善を図るため組織的な研修及び研究を実施するものとする」と規定され「ＦＤの義

務化」が盛り込まれましたことは、皆さんご承知のことと思います。その内容は、「研修に限らず広く

教育の改善、研究活動、社会貢献、管理運営に関する教員団（ＦＤ）の活動の全般を示すもの」と明言

されております。

　「教育力」を高めるということは、ＦＤ活動を最適に機能させるために、スタッフ・ディベロップメ

ント（ＳＤ）の協働が不可欠であると言われ、多様化する学生支援へのＳＤの関わり方が注目されてま

いりました。

　今回は、さらにＦＤ活動に「学生を取り込む」先進事例について、今回お招きしましたこの実情に明

るい先生方にご紹介をいただきたいと思います。本学でもＴＡ（ティーチング・アシスタント）制度を

設けまして、教員のサポートを行ってきております。アクティブ・ラーニングの新しい手法として、ピ

ア・サポーター、学生ＦＤスタッフ等の位置づけを整理していただきながら、考えていきたいと思って

おります。

　今回は本学のＳＤ活動の一環として位置づけて、国士舘大学ＦＤ委員会、国士舘大学職員研修委員会

との共同で開催しております。また、学生の皆さん方にもお集まりいただいております。

　本日は、パネルディスカッション並びに研修が皆さんにとりまして実りあるものであることを祈念い

たしまして、学長としての挨拶に代えさせていただきます。
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◆趣旨説明

ＦＤ委員会副委員長・ＦＤｅｒ

加藤　直隆
（法学部教授）

　

　今回のシンポジウムのテーマは、本学のさらなる教育の質的転換

に向けて、他大学の取り組み事例を活用し、ＦＤ活動推進を支援す

るための職員の職能開発、ＳＤ及び教職協働の強化を図ることを視

野に、大学教育の質的転換と新たな教職協働、そしてＦＤ活動への

学生の取り込みにあります。

　第１部は、大学が取り組む実態や今後の課題について学外から３

人のパネリスト及び本学における現状について２人のパネリストに紹介いただきます。第２部は、第１

部を受けたグループ討議となっております。

　それでは、今回どのようにしてこのシンポジウムを企画したか、その背景について、少しお話をさせ

ていただきます。

　きっかけは３年前の平成 25（2013）年 10 月に遡ります。わたくしはファカルティ・ディベロッパー

養成講座 in 京都に参加させていただきました。そこには、本学ＦＤシンポジウムでもご講演いただい

た愛媛大学の小林直人（こばやし・なおと）先生並びに愛媛大学の山田剛史（やまだ・つよし）先生、

佐藤浩章（さとう・ひろあき）先生、そして、帝京大学の井上史子（いのうえ・ふみこ）先生ら総勢

17 人の講師陣からなっていました。

　その研修は、ちょうど今日のようなグループディスカッションのスタイルでした。本日のファシリテー

ターを務めていただいております杉森公一先生と同席となり、その時「国士舘大学のＦＤシンポジウム

には是非講師として来てください」とお願いしたのでした。愛媛大学の山田先生は今年からは京都大学

に、愛媛大学の佐藤先生は大阪大学にそれぞれ異動になられました。今日の３人のパネリストとわたく

しはＦＤｅｒ（ファカルティ・ディベロッパー）の同期生ということでありＦＤｅｒの称号をお持ちで

あります。　　　

　また、ファカルティ・ディベロッパー養成講座 in 京都の同期で京都文教大学教務課長を務めておら

れる村山孝道（むらやま・たかみち）先生にもお声を掛けたのですが、日程の都合がつかず、またの機

会にお願いすることとなりました。

　講師の曽根先生は、東洋大学在学中に学生ＦＤを牽引されてこられた方です。現在、横浜国立大学で

特任教員をされておられます。そして、先の村山先生を含めて４人の先生方は、皆さんそれぞれ大学教

育学会をはじめとしたＦＤの分野での新進気鋭の論客として活躍されています。

　本日のシンポジウムの中身については、キーワードだけお話させていただきます。

　まず、主要なキーワードは、協働・共生そして学びの「越境（transition）」がテーマです。それから

もう一つは、「ＦＤ定義の変容」です。ＦＤという言葉の意味は、ファカルティ・ディベロップメントで、

ファカルティを構成する教員メンバーがお互いに研修、研鑽してディベロップメントを図るというとこ

ろがＦＤです。そして、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）は、スタッフ（職員）の職能開発です。
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そして今、学生ＦＤは学生を中心として、教員、職員が協働して、大学のディベロップメントを図るこ

とを意味します。それらを合わせてユニバーシティ・ディベロップメント、ＵＤと言うべきであるとい

うのが杉森先生のお考えのようでもあります。

　ＦＤの定義が変貌を遂げているというのは、教育の質の変容が背景にあるからと思っております。も

ちろん《教育の質的転換》という「ティーチングからラーニングへ」、あるいは「レクチャーから学びへ」

という核心に依ろうかと思います。

　そして、大学という知の共同体、探求の共同体が学修する組織へと変貌を遂げる中で、いま《大学の

かたち》をどのように考えるのか。学生を中心として教員、職員、その三者を束ねる大学の新しいかた

ちを求めて第２部のグループディスカッションは進めていきたいというのが、杉森先生のお考えのよう

です。

　という意味で、皆さんには「越境」という言葉を念頭に議論に参画していただきたいと思います。「越

境」は自らの積極的な存在を指します。学習が「習う」から「修める」へ。人間として生きるための「学

修」へ転換するところも越境だと言われます。また、教員、職員がそれぞれの職域を超え、協働し、結

びつきを図るというときに、それは職域を分担するだけでなくて、職域を越えて人間存在（people）と

してそのような関わりをすること＝越境が、自分の生き方ともマッチしていると実感することではなか

ろうかというのが私の理解です。
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第 1 部

講　演

「大学教育の質的転換と新たな教職協働」

～ＦＤ活動への学生の取り込み～

コーディネーター　…

… 　　　　　　　ＦＤ委員会副委員長・FDer… 加藤　　直隆

パネリスト

… 金沢大学　大学教育開発支援センター教育支援システム研究部門
　… … 准教授・FDer　杉森　　公一　氏

… 横浜国立大学　理工学部数理・電子情報系学科
… … 技術専門職員・FDer　長谷川　紀幸　氏

… 横浜国立大学　大学教育総合センター　　　特任教員…
… 学生 FDサミット 2014　春実行委員会事務局長… 曽根　　健吾　氏

… 国士舘大学　ＦＤ委員会第３ワーキンググループ座長… 川島　　耕司

… 国士舘大学　職員研修委員会委員長・教務部教務課長… 美納　　清美
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◆大学教育に光を

講師　杉森　公一　氏

（金沢大学…　大学教育開発支援センター教育支援システム研究部門・准教授）

　皆さまこんにちは、金沢大学の杉森と申します。先ほどから、三

浦学長、中島ＦＤ委員長、そして加藤先生から過分なご紹介をいた

だき恐縮しております。

　また、このような貴重な機会をいただいたことに感謝申し上げます。

大学教育に光を　
　私の演題は「大学教育に光を」です。このテーマでここ１年、２

年は続けてやってきています。副題は「教師としての大学教員、教

育支援者としての大学職員、学びの主体としての学生、３者の協同

と越境」です。

　教師、職員、学生の３者協同で生み出されるものがあるはずです。

「光」は、どこに向かうかというと、今日もたくさん来ていらっしゃ

います学生さんに光が当たるわけです。その学生たちが社会に出て何をなすか。それが社会をより善い

ものにしていく、そういった成果として現われてくるのではないかと考えるところです。

　今日は、前半部分のレクチャーは「アクティブ」ではなくて「パッシブ」になってしまいますが、前

半部分は、私が物語るところとパネリストとの対談を少し試みたいと思います。皆さまから質問をたく

さん受け付けたいところではあるのですが、後半のグループワークで思いの丈を語っていただくという

形でいきたいと考えています。

自己紹介
　まず、私のプロフィールを話す前に、この場がどんな場になるかなということの話だけをしておきた

いと思います。私がまず何者かというお話をさせていただきます。そして、この場は、一応お互い見知っ

た仲間が集まってきています。安全、安心な場であるということをどうか心の中に留めておいてくださ

い。どちらかというとパネリストとして招かれている我々が他からやってきている異分子になってしま

うのですが、それでも、グループワークにも混ぜていただけたらと思います。

　（スライドの）この漫画では手にクリッカーというリモコンを持っていまして、押すとグラフが現わ

れます。前職の私立大学にいた時に、同僚の漫画の先生に描いてもらったもので、これは私自身です。

このクリッカーのグラフに合わせて私がどんな歩みをしてきたかということを円グラフに重ねたように

表すのですが、もともとは筑波大学で化学を学び、修士課程は理科教育に進みます。

　富山県出身ですが、縁あって博士課程は金沢大学に拾っていただいて、計算科学へ。その後、地元の

私立大学の職員として３年、助手・助教として３年過ごしました。コンピュータ室の職員として障害学

生支援、福祉工学の研究や業務にあたっていました。３年前からは、金沢大学にいて、大学教育開発と

いう新しい分野に飛び込むことになります。

　私自身は大学職員を経験して大学教育にあたっているということ、決して怪しい者ではないというこ
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とをどうかわかっていただきたくて、これまでの足跡をご覧いただきました。

本シンポジウムの導入に代えて　
　「大学教育の質的転換と新たな教職協働」というテーマをいただいていますが、そこで、先ほどからＦ

Ｄ（ファカルティ・ディベロップメント）、またはＦＤｅｒ（ファカルティ・ディベロッパー）という言

葉が出てきました。そもそもファカルティ・ディベロップメントとは何なのかということは、もう三浦学

長をはじめ十分お話しいただきましたので、私から改めて解説をする必要はないとは思うのですが、金沢

大学に移って、私の職業はと問われれば、授業を担当する義務はありませんし、何も授業はしなくていい

と言われています。変ですよね。私は何者か、自分の子供たちに説明するときに困ります。「大学の先生

の先生なんだよ」って、苦し紛れに言うのです。私のことを「ファカルティ・ディベロッパー」と言いま

す。大学の教育開発、教授能力向上のために雇用される専任のスタッフです。金沢大学には５人の専任の

スタッフがいるセンターに所属しています。アメリカでは 200人に１人のファカルティ・ディベロッパー

が必要だと言われていますので、金沢大学は 1,000 人の教職員で、ちょうどいい規模かなと思います。

　その５人は何をやっているかを表現するのに、もう大学改革という語は使いたくないのです。私たち

は、何も特別なことはしていません。なぜかと言いますと、毎年大学生は入ってきて卒業していく日常

に教育力の向上は当たり前のことだからです。大学改革の言葉としてはＦＤが登場するのですが、この

ファカルティ・ディベロップメントのファカルティは教員集団、スタッフは職員のことを指す言葉です。

大学教育開発（Higher　Education  Development）
　私は大学教育開発のセンターにおります。エデュケーショナル・ディベロップメントといいます。私

たち（ファカルティとスタッフ）が持つ力を掘り起こす。それが教育開発の原点になるのです。

　この開発と教育を逆さにした言葉があります。「開発教育」と言いまして、途上国の教育や経済、そ

ういうものを開発するための手段として開発教育があります。いろいろな場で、病院でも学校でも様々

な場でこの教育開発が求められておりますので、最近では、高校へのアクティブ・ラーニングの導入で、

講演依頼が舞い込んでいるところです。

　そこで、お題をいただきましたが、パネリストの教員として、職員として、学生としての足跡という

か、我々が今考えていることをまずお伝えします。そこからの３者の視点から第１部では、それを述べ

ていきたいと思います。

　そして、私の講演では、教員としての足跡をお伝えし、少し突っ込んだ提案を入れます。常設のＦＤ

センターが、または教育開発センターが国士舘大学には無いというふうにお聞きしていますので、これ

からどのようなステップで３者協同をなし

ていけばいいのかなというところを考えて

みたいと思います。

　それから、ＦＤという語ももう忘れたいと

いうところもあります。ＦＤを越えてという

のが、私の今年のテーマなのですが、その視

点から始まる大学の形づくりです。大学とは

何だろうか。皆さん、なぜここに集まってこ

られているのでしょうか。学生さんはなぜ今

学んでいるのでしょうか。職員の方は、今ど
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のような気持ちでここに参加されているのでしょうか。大学を形づくっていらっしゃる方がいるから大

学なんですね。大学があるから我々がいるのではない。大学の枠や、学生という役割や職員、教員とい

う役割があるから我々がいるという側面はあるのでしょうが、その役割を「乗り越えたい」と思うので

す。その「越境」の部分についてもお話したいと思います。

　第１部では、私たちの物語を語り、対話します。私の物語からはじめて、職員と教師、学生と教師、

それから教師と教師、この３番目の部分は、国士舘大学のお二人の教員、職員の方との語りと合わせて

対談をしたいと思います。講演 20 分に対して対話 10 分という形での第１部を重ねていきまして、お手

元の資料の下から２枚目に、A4判横のワークシートが付いています。「教・職・学、三者協同のフレー

ムワーク」というものです。

　最後に示しますが、教員の立場からどのような大学づくりができるのだろうか。また、職員の立場か

ら（どのようなのか）、学生の立場から（どのようなのか）。今、皆さんの役割があると思いますので、

講演を聞きながら、ワークシートにメモをとるとか、今どのようなことを話しているのかなというこの

フレームの中で少し整理をしながら、聞いていただけたらと思います。

私のＦＤとの関わり
　私は博士課程を修了した後に、先輩の伝手（つて）を頼って金城大学のコンピュータ室の職員として

働きながら、リメディアル教育という生物や化学の補習授業のため、ミニッツペーパーと呼ばれるコメ

ントシートを使って自分なりの教育改善にあたっていました。

　その後、職員から助手に身分変更して、授業評価アンケートの担当となります。大学コンソーシアム

石川の共同ＦＤ研修会で青野透さんという金沢大学の将来の上司になる方と出会って、ＦＤとは何なの

かということを少し気にするようになりました。この大学コンソーシアム石川というのは、石川県には

20 大学・短大・高専がありますが、その大学連合です。そこでの研修会に毎月出席するうちに常連になっ

てＦＤに深く関わるようになっていきました。

　クリッカーという先ほどボタンを押したらパッと円グラフが表示されるという地デジのようなもので

すね。地デジってわかりますか。赤色、青色、黄色、緑色のボタンがあるものです。それを使って、毎

回授業を理解できたかどうかという形成的な授業評価を始めていきます。そのことがきっかけとなって

今も、職員の方、教員の方は特に、私立大学等改革総合事業では大変苦労されていると思いますが、そ

の前身の私立大学特別教育研究活性化事業に採択されて、アクティブ・ラーニング教室やクリッカー

400 台、iPad40 台の整備を獲得することに成功します。

　先ほど見た漫画はその申請のときに描いてもらったもので、まさに絵空事でした。400 台あれば何で

もできるのではないかと思います。学生がボタンを押せば何かやれるのではないかと思って、漫画を描

いてもらって申請書を書きました。そうしたらうまく通りまして、今度こそ平成 25（2013）年から新

しいアクティブ・ラーニングの教室と、クリッカーを使って「さあ、やるぞ」という時に、私はこの私

立大学を去ることになります。ＦＤ研修会で偶然出会った金沢大学の青野教授の部門に参画することに

なります。

　その中で、狭い意味での教員研修とアクティブ・ラーニング、クリッカーの啓発にあたっていった

わけなのですけれども、この時点で私はＦＤ研修会の講師経験３回にすぎなかったのが、この平成 25

（2013）年には学内外を合わせて 10 回ほど、今日のように呼ばれるような経験をすることになります。

そして、「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）」というがあるのですが、先ほどの私立大学の改革事業

と同じように、年間 2,800 万円の全額補助で教室整備や研修をするというプログラムで、全国で 250 校
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が申請しました。

　理事の直命で、教務の職員と私で申請の準備にあたることになりました。いろんな部局を回って、

URA（リサーチ・アドミニストレーター）を含めた３人で準備を始めていたこの頃の記憶はあまりあ

りません。一生懸命書いて、新しいアクティブ・ラーニングの在り方というものを、各部局の言葉を聞

きながら、ヒヤリングをしながら集約して、この過程で学内だけでも８回ほど講演をすることになりま

す。

採択されたＡＰ（大学教育再生加速プログラム）事業の概要
　昨年の９月に採択されまして、今はこの補助金で雇用された特任助教２人と業務にあたっています。

資料を１枚めくったところに概要があるのですが、第１・第２の柱は、アクティブ・ラーニングをする

教員の学びと学修環境です。上級生のチューター＝アクティブ・ラーニング・アドバイザーと書いてい

ますが、アクティブ・ラーニング型の授業を支援する。これにはディスカッションやディベート、それ

に演習や小テストなど、いろんな形がありますが、そこに２年生とか３年生とか上級生が、１年生の授

業を支援したらスムーズに進むというふうに考えました。このアクティブ・ラーニング・アドバイザー

制度と、新しいアクティブ・ラーニングの教室の整備を始めました。第３の柱は、ＩＲ（インスティテュー

ショナル・リサーチ）と言って、それがどのようにチェックできているのかの評価などの方法なのです

が、このような三本柱で目指すのは、「教師の学び」です。そして、学生の学び、職員の学びが探求的に、

統合的に学びが進んでいくという学びです。大学を一人の人に見立てましょう。大学の組織ではなくて、

大学がたった一人の人物だとしたときに、その人物はいろんな学びをしていかなければいけません。国

がこう言っているから学ぶのではなくて、自分で何かを掴み取ることがこのプログラムの目指すところ

なのです。

　詳細は、ウェブサイトなどを見ていただければと思いますが、採択された後、私自身は化学の研究者

のつもりだったのですが、反転授業やルーブリックといった新しい仕組みについて研究をしながら全国

各地での講演は平成 26（2014）年からの１年間では倍増します。10 回ではなくて 30 回も。また学内か

らも声を掛けていただき、この平成 27（2015）年の４月から９月まで数えただけで 16 回。結局、年間

で多分 40 回を超えると思います。県内の高校や隣の福井県の高校ばかりではなく、各地の大学職員向

けに対象のＳＤ研修なども請け負っており、これらの成果は週刊センターニュース等にも掲載していま

す。

教育・職員研修教育開発ファシリテーション
　異色の経歴だとは思うのですが、このスライドは研修風景です。アドバイザーとして入っている私立

大学では、すべての教員、職員が集合しています。午後の第２部で経験していただきたいのですが、模

造紙を囲んで教員と職員でつくる「新しい大学」を考えてくださいというワークショップをします。今

日は、学生さんがたくさんいらっしゃいますので、この後、曽根先生からは元学生という立場で、既に

教員になられているのですが、どのように大学に関わってきたのかの事例がお話されますので、大学職

員の長谷川さんからの話を合わせて、３者の協同というふうになるのです。

相互の学び：若手授業研究会
　それから、教員自身も若手が集って月１回、スライドのような授業研究会を行ったり、教員同士もこ

ういうふうに学び合いが必要だと思います。
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国士舘大学の教育開発への視点
　教師から学生に伝達をするだけではなくて、学生同士が学び合いをして、学習空間があって、いろん

な評価方法があって、最終的に学位が保証されます。これが今の大学教育に求められる能動的な学び方、

アクティブ・ラーニングという学び方になろうかと思います。これが中心になって、いずれ大学入試セ

ンター試験がなくなります。今、学生さん、一斉に反応されましたね。ペーパーテストだけで評価され

て来た入試制度に変わり、いろいろな学び方で高校まで学んできたものが、大学に繋がって多面的に評

価される時代がもうすぐやって来ます。

大学ＦＤ・ＳＤ活動のこれから
　大学ＦＤ・ＳＤ活動は、大学開発、ユニバーシティ・ディベロップメントという言葉に変わるだろう

と思います。そのスタート地点は、我々の、または学生さんの教育哲学がスタートだと思います。建学

の理念から発して、我々自身が何者か。我々はなぜ教え、なぜ学び、なぜここに集まっているのか。そ

のことがしっかり分かっていないと、この先にあるアクティブ・ラーニング導入というのは、すべて絵

空事になります。

　学生さんにも同じことを言いますが、授業で先生から「こんなことしてください」「これがいいこと

ですよ」と言われたものを、ただそのまま鵜呑みにしていただけでは、本当に理解したことにはならな

いのです。あなた自身の言葉で、職員の方も教員の方も自分の言葉でそれをやっているのだということ

を語らなければ、単なるスローガンで終わってしまいます。

求められる大学教職員の能力には
　求められる大学教員、職員の能力、学生さんの能力にもいろんなものがあります。大事なものは「専

門性（profession）」です。プロフェスというのは告白をするとか、宣言をするということですけれども、

プロフェッショナルとは何者なのか。誰が何の専門性を身につけるかが問われる世の中になってきてお

ります。

教師にとって講義とは何か？
　教師にとって講義とは何かということですが、学生にのみうまくいかなかった原因を押しつけるのは

問題であると昭和 60（1985）年ごろから言われています。授業の目標を学生に知らせる。何ができる

ようになれば履修したと言えるのかをできるだけ学生に伝えようとすることです。それが教授者側、職

員側のメッセージです。

社会の情報化の進展によって、学校や教
師に期待される役割とは？
　では、学生は、その中でどんなメッセー

ジを受け取るか。学生のために学校や教師

は何をしなければならないのかという問い

は、一人ひとりの教師が、教育観、人間観

に基づいて答えるべき問いですが、その問

いを受けて学生自身が現実に期待できると
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感じなければ、これは乗り越えることはできません。我々はどのようなメッセージを発していて、そし

てこれからどのような大学づくりに向かうのか。

大学づくりへの提言
　私たちは、学習成果を最大化するアクティブ・ラーニングという道具を、いま身につけようとしてい

ます。でもそれはゴールではありません。学びの場の創造です。大学教育という場で、多様な角度で多

面的に光を当てなければいけません。一方向から光が当たった時には、影ができます。ところが、いろ

いろな色の光、いろいろな光をいろんな方向から当てた時には影が消えるんです。そして、赤、緑、青、

いろんな先生がいますよね。そしていろんな学生がいます。いろんな学生がいろんな先生の光を浴びた

時に、何が起こるか。「色の三原色は真っ黒に塗りつぶされます」が、「光の三原色は白く強く輝きます」。

そういった学生に光を当てるという、そこだけをやはり明確にして、教職員の意識の変化、そして、学

生の意識の変化です。なりたい自分のために、目指すのは皆さんの「主体的な学び」と言えるものなの

ではないでしょうか。

学びは、越境する－教師が学ぶこととは
　かつて、大学では多く学ばなければいけない。就職試験に勝たなければいけない。そのようにひたす

ら自己と葛藤する苦しみだったのではないかと思います。でも、授業や教育はどうです？　感情が揺さ

ぶられて、発見が湧き上がると、喜びが湧き上がる体験が生れる。でもその舞台装置や演者、観客、シ

ナリオというのが組み替えられたら何が起こるのか。たださせられているというのではなくて、組み込

まれるのではなくて、「大学をつくっていく主役になるべきなのではないか」と思います。

　私の授業では、まったく同じことを言うのですが、この後に大学づくりの提案を作ってもらいます。

実は来週２年目になる学生フォーラムを企画しているのですが、１年生の学生が理想の大学を提案しま

す。公開の場で、初年次教育をこのように改善してほしい、高校でこのようなことを学びたいって分かっ

たほうがいい、入試を変えてくださいとか、このような大学の教育プログラムがあってほしいという生

の言葉が湧き上がります。彼らが書いた提案のほうが私たち教員、職員が考えるものよりよほどキラキ

ラ輝いています。そのことをそのまま実行すればいいのではないかと思います。このことが境界・役割

を組み替えるということになるのです。

教育観、学習観、大学観
　教育観は、研究から学修へ。先ほど加藤先生も言われましたが、学修は「修める」というふうに変わっ

ています。そして、学習観も、共にコーポレートする。アソシエートだけではなくてコーポレート＝協

同でやる。そして、対話から一緒に語る。つまり、学生さんたちが社会に出るということは、同じ社会

人として、社会を同じくワークして働き続けるということになります。

教・職・学　３者協同のフレームワーク
　その協同へ向うというときに、教員と職員とそして学生とが、このフレームワークの中で生れる、教

職協同のプロジェクト、職学協同の学生スタッフ、そして教学協同の部分の学生ＦＤ、様々な側面があ

りますが、この中心の部分に新しい大学が生れるのではないかということで、このフレームワークを最

後に提示させていただきまして、次に移りたいと思います。

　ご静聴ありがとうございました。（拍手）
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◆ FD 活動への学生の取り組みと職員の果たす役割

講師　長谷川　紀幸　氏

（横浜国立大学…理工学部数理・電子情報系学科・技術専門職員）

　今ご紹介に預かりました横浜国立大学の技術職員の長谷川と申し

ます。このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうご

ざいます。

　只今、杉森先生の非常に見通しのある発表に続いて、これまで学

生ＦＤの最先端で頑張ってこられた曽根先生の講演の中間的な意味

で聞いていただければ幸いです。

　今日のタイトルは、「ＦＤ活動への学生の取り組みと職員の果す

役割」ということで、私は職員という立場からお話をさせていただ

きます。最初にまず「学生ＦＤとは」、続いて、「職員の役割」。Ｆ

ＤとＳＤに関しては、最後の杉森先生とのトークでお話しできれば

と思います。

ＦＤの概念的定義
　「学生ＦＤとは」ということで、「学生ＦＤ」の定義でありますが、学生「ＦＤ」でありますので、ま

ずＦＤの概念的な定義が必要であると思います。中央教育審議会の平成 17 年１月に出た「我が国の高

等教育の将来像」答申において「ＦＤ」とは「教員が授業内容、方法を改善し、向上させるための組織

的な取り組み」と言われました。通常は「組織的な取り組み」が強調されるのですが、今回は学生ＦＤ

との比較という意味で、「教員が授業を改善し向上する」というところを強調しておきたいと思います。

ＦＤの実践面での定義
　ＦＤの定義の実践面としては、ＦＤは各大学独自の文脈で実施されます。実際にＦＤを各大学で実践

に際しては、各々の大学としてのＦＤというのを定義することが重要になります。このことは第 28 回

の日本教育工学会全国大会での課題研究「高等教育の質保証と教育工学」の中でも強調されておりまし

た。

各大学におけるＦＤの（再）定義
　各大学におけるＦＤの再定義について。中教審の答申とは別にそれぞれの個別の大学で、金沢大、信

州大、愛媛大、徳島大、静岡大、早稲田、立命館、駒沢、桜美林等々では、自分の大学のＦＤを定義し

た上で進めております。いわば、ＦＤの多様化です。

学生ＦＤとは？
　「学生ＦＤ」の定義に関しても、先ほどと同様に概念面と実践面で対比すると概念的には「教員のＦ

Ｄに学生が関わる」と定義する一方で、実践的には多様であると言えます。一つの例として、学生ＦＤ

サミットというのがあります。これは、全国の大学で学生ＦＤを活動している人たちが年に２回集まる
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「学生ＦＤ」のサミットです。ここで強調しておきたいことは「学生」サミットではなく「学生ＦＤ」

サミットである、ということです。このことは最初の「学生ＦＤサミット」を立ち上げた当初から言わ

れております。

大学「教育」への関わり
　特に、この学生ＦＤサミットを立ち上げた立命館大学（大学教育開発・支援センター・教授）の木野茂（き

の・しげる）先生によると、「学生ＦＤサミット」においてこの「ＦＤ」という言葉に非常にこだわりを持っ

たということでありました。それはなぜかと言うと、「大学教育への関わり」を重視しているというこ

とです。学生の「大学生活一般」ではない、つまり、日常的なクラブ活動やサークル活動、そういうも

のとは一線を画する、学生が「大学教育へ関わる」活動であるということです。それが「学生ＦＤサミッ

ト」の「ＦＤ」に込められた「想い」であります。

　しかし、一方、各地の大学へ学生ＦＤが普及すると同時に多様化になっていきました。学生ＦＤサミッ

トの当初は大学教育との関わりを強く押し出していたのですが、普及と同時にそれぞれの大学の文脈、

あるいは学生さんたちが活動を始める動機によっていろいろ変わってきました。

　例えば、学生との意見交流、学生間の学習サポートや学生相談、大学の広報活動等々、それらも学生

ＦＤと称して学生ＦＤサミットに集まるようにもなってきました。このこと自身が悪いとかそういうこ

とではございません。設置形態も、例えば、大学が設置する、学生の自治会組織や自主的サークルで始

めるなど、様々になってきました。

　このことから先ほどの「ＦＤの定義」と同じように、各大学における学生ＦＤの定義も必要かどうか、

考える必要があります。学生ＦＤは、ＦＤ自身が大学の文脈に関わりますので、その大学のＦＤの文脈

との整合性は必要かもしれません。少なくとも大学が学生ＦＤを実施するにあたってはその大学におけ

る学生ＦＤの方針は決める必要があるでしょう。

目指すところは何ですか？
　その上で、今日のＦＤシンポジウムの一つのテーマである、学生ＦＤ。国士舘大学では学生ＦＤによっ

て「目指すところは何ですか？」ということを少し考えていただきたいと思います。先ほど加藤先生が

お話されましたが、例えば、（Ａ）教員に重点を置くとした場合。学生を教員のＦＤ促進剤として使う。

そこでは、学生の成長は副産物的なものと考えられるかもしれません。あるいは（Ｂ）として、学生に

重点を置いた場合どうなるか。学生がＦＤに関わることで、学生が成長するということが目標になりま

す。言い換えれば、教員のＦＤは「副産物」になる、ということもありましょう。

　このように考えた場合、後者の学生を主体とした場合。例えば最近ではサービス・ラーニングなど正

課外教育と同等の位置づけに考えることもできます。学生ＦＤを正課外教育として位置づけることが必

ずしも正しいということではないですが、こういうふうにも考えられるということです。

　しかし、他の正課外教育に比べて非常に強力な正課外教育になる可能性はある、ということは言えま

す。それは、学生がまず、学生をＦＤにするときには、後に曽根先生からお話があると思うので、その

ところで感じていただければと思うのですが、まず一つ目には、学生が大学のＦＤ活動に関わると、ま

ず、「自分の大学について、学生が考える」ことになる、ということ。

　そして、二つ目に、学生が「大学教育、高等教育」について考えること。つまり学生が自分の大学だ

けではなくて、「大学ってそもそも何だろう。大学で学ぶことは何だろう。どうして大学があるのだろう」

と、そういうことについても考えることにも繋がるということです。
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　さらに三つ目には、学生が自分自身について、「なぜ自分は大学に入ったのか。この大学に入ったのか。」

そういうことを考えるきっかけになります。

学生が「学生」になる
　以上のように、目指すところは「学生が学生になる」ということです。この「学生になる」という言

葉は、これが学生ＦＤサミット設立の当初から言われている目的でもありました。「学生が学生になる」

ということは学生が大学に入学することで「学生になる」ことが当たり前かと思われるかもしれません

が、実は最近「学生と生徒の違い」ということを学生自身があまり認識しておりません。例えば「学生

さんが自分たちのことを『生徒』と言ってしまう」ということです。これは、学生ＦＤサミットに参加

する、学生ＦＤに関わっている学生さん自身でも結構多いことが現状です。

　先生方にとっては学生と生徒の違いについてはもうよくご存知かと思いますが、「学生」と「生徒」

の間には「学びの質的な差」があるということ、「学ぶ」と「教わる」という単に勉強に対する姿勢や

積極性の違いではなく質的な差であります。つまり、学生が学生ＦＤに関わることによって「学生にな

る」ということは、これまで受けてきた初等、中等教育における「受け身ではなく積極的に学ぶ」とは

異なる「大学での学び」が「目的意識的を持った主体的な学び」であるということを自身で気づいてい

く、ということであります。学生に重点を置く学生ＦＤにはそのような効果があるということです。学

生がＦＤ活動に関わるということにはこういう効果があるということを、これまで学生ＦＤサミットで

年２回会う学生が会う度に成長・変化する様をみてきたものとしては、そうした効果を非常に肌で感じ

ております。

職員の役割
　そこで次に、「職員の役割」はどういうものについて若干お話しさせていただきたいと思います。最近、

いろいろなところで大学職員の専門性ということが言われると思います。そこでは期待される像として、

「高い専門性を持つ」ジェネラリストということが一つ言えると思います。

　専門性というのはどういうことかと言えば、これは先生方にとっては当然でしょうし、職員の方もこ

れはもうよくわかっていると思います。つまり、大学職員は専門職です。例えば、一つの例として、追

手門学院大学の実践例が、高大接続の教科書の審議の中で説明されております。そこでは、職員はアサー

ティブ・オフィサーという位置づけをしています。追手門学院大学では、大学職員も教育者であるべき

と位置づけをしています。つまり、

大学職員も教育者であるべきとい

うことを追手門学院大学では職員

に対してこのようなことを言って

いるということです。

　例えば、アサーティブ・オフィ

サーというのはどういうことなの

かというと、これは「Between」

の平成 27（2015）、この６・７月

号から引用したものです。追手門

学院大学が実施した高校生に対す

るアサーティブ・プログラムで、
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参加する高校生を職員が面倒をみるアサーティブ・オフィサーの職員に対する研修の時に「親戚の子供

の相談に乗るつもりで対応してください」ということを言っております。

　つまりこれは、アサーティブ・プログラムとは、高校生が大学で学ぶ意味や自分の将来を真剣に考え

主張できるように育てることが目的なので、プログラムに参加した高校生に対して自分に合った大学へ

の進路を見つけ出すことが出来さえすれば、追手門学院大学に入らなくてもいいということまで言って

いるのです。まさにそれは、自分の大学に入れるために職員が教育者としてあるのではなく、広くその

プログラムを受講してきた高校生が、将来自分で大学を選び、自分で将来真剣に考えるということをま

さに親戚の子供の相談に乗るように行うということが、実際に行われているのです。

職員の専門性と越境
　次に、杉森先生のところであまり越境の話が出なかったのですが、教員、職員、学生の越境につい

て、私の理解では、自分の足場から他者に越境するということ。自分の足場というのが、例えば専門職

（Profession）の場合、研修が必要となってきますが、日本では四国に大学の専門職の研修として SPOD

（Shikoku…Professional…and…Organizational…Development の略）という組織があります。これは四国に

おける全高等教育、大学、高専、短大を含めた高等教育機関が参加しているそれぞれのＦＤ、ＳＤをす

るために、大学の職を専門職として捉えて、その職能にそれぞれ必要なプログラムがあるだろうという

ことで立ち上げたものです。

　基本的には、ＦＤ、ＳＤのテーマに垣根はないということです。例えば、ＦＤのプログラムを職員が

受けてもいいのです。職員のプログラムは非常に事務職員的なものが強いので、あまり教員の方が受け

ることはないのですが、しかし、例えば、国際戦略とか研究資料とかを職員がどういうふうにサポート

したらいいのかということに関しても、教員が受ける可能性があるものがプログラムとしてあります。

そこでは、教員・職員が、自分の専門性を足がかりにお隣のことも理解していくというきっかけになり

ます。

　それは、とりもなおさず、教員・職員がそれぞれの専門性を足がかりに、自分の専門性の幅が広がっ

ていく。これがある意味、今後大学の教員だけでなく職員の専門職としての新しい能力開発の在り方と

して注目されています。そこでは、そうした自分の専門職としての存在理由というのを考えざるを得ま

せん。例えば、教員、職員は大学人として、あるいは、学生は大学生として、存在理由を考えるきっか

けになるということ。これは先ほども加藤先生もおっしゃいました、３者は、教員、職員、学生の学

習する共同体に大学がなっていくし、

なっていけるということの芽だと思い

ます。

　ここからは私の職員としての越境の

話をさせていただきたいと思います。

私は、技術職員ということで、日常的

には工学部のコンピューターの演習の

授業において学生をサポートする職員

です。平成 17（2005）年、ちょうど

国立大学の法人化の前の年に、情報系

でもあるので、ＦＤは最初のころ、情

報技術、授業方法の改善が情報技術と
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非常に密接に関わっていたので、その関係で私もこのＦＤに関わるきっかけとなりました。ここから全

国のＦＤ講演会、大学のマネジメント講演会に興味があり、いろんなところに行ってきました。

　その結果、ＦＤに関わることで、大学職員として自大学のことや大学教育全体のことが見えてきまし

た。それが現在では、大学教育全体を理解した上で授業をどのようにサポートしていったらいいのか。

単に演習でわからない学生をその時に教えるということではなく、もう少し広い視点からの授業の組み

立てや設計、そして演習の準備を進めるようになっております。

　その関係で職員ではありますが授業の研究も行ことで科学研究費の獲得もできました。つまり、大学

職員が自ら外部資金を調達するということです。この科学研究費奨励研究は職員でも応募できます。私

は技術系の職員ですから割と研究のところにも近かったので科学研究費を獲得する職員は多いのです

が、私立大学の事務職員でも学生研究、学生調査などで科学研究費を獲得している職員がいらっしゃい

ます。科学研究費の奨励研究は、一人で行う研究の研究費として応募するものですので、是非職員の方

は挑戦してみてください。

　つまり、昔に比べて職員に大きな可能性の時代が来たということです。これは非常に強く感じており

ます。昔では、単に学生の授業の時の演習の時のサポートであったのが、今このようなことも話せるよ

うになったということは、大学の職員でも自ら望むことをいろいろできる可能性が広がった時代になっ

たということです。

　ご静聴ありがとうございます。（拍手）
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◆杉森先生・長谷川先生　対談

杉森先生　皆さんから質問を受けたいとい

うところなのですが、長谷川先生とインタ

ビュー形式で、一問一答したいと思います。

長谷川先生　よろしくお願いします。

杉森先生　今お聞きしていたら、学生ＦＤ

の役割とか職員の役割とか、非常にクリア

にお話しいただいたのですが、まず事実確

認から先にお聞きしたいのは、ＦＤの概念

的定義として「教員が（授業を改善し）向

上させる」とか、ＦＤの実践面の定義とし

て「各大学独自の文脈で行う」というように、概念面と実践面に分けられていたことです。概念面はよ

くわかるのですが、「独自の文脈というところに学生ＦＤまで入ってきてしまって、これは整理が難し

いな」というふうにいつも思うのです。この実践面の多様性というのは、もう少しどんな状況なのかと

いう検証していただければ有り難いです。

長谷川先生　それは一番いいのが、逆に言うと金沢大学の例ではないかと（笑）。金沢大学での定義は

いかがでしょうか？

杉森先生　はい、金沢大学での定義は、組織的に行うこと、ということですね。教員が個別に行うのを

ＦＤとは呼ばず、組織的にプログラムが変わるというところまで行って、質が保証されるというところ

まで見ています。

長谷川先生　はい、ありがとうございます。

　後、例えば、非常に特徴的なところでいうと、愛媛大学に関しては、ＦＤ、ＳＤ、そして、ＴＡＤ、

つまり、ＴＡの教育に関わる学生のディベロップメント、それを含めた形として三位一体でＦＤを推進

していくと、そのような形をとっているわけなのです。

杉森先生　ありがとうございます。そのＴＡ向けのＴＡＤハンドブックを私も見たことがあって大変充

実していて、これは教員にそのまま使えるのではないかなと思うのです。そこはまさしく越境が起こっ

ているところで、教員向けもＴＡ向けもまったく区別がないように私には見えるという意味では、愛媛

大学は一つの高みにいるように思うのです。今、そういった意味で、学生の教え方が、ＴＡとしても教

員の近いことをやるということがあったわけですが、その後で目指すところは何かというところでは、

教員が重視されるか、学生が重視されるかということで、副産物という言い方で二つ言われていたと思

いますが、そのＡ、Ｂに分かれてしまっている。実際に学生ＦＤというのは日本独自だというふうに私

は理解しているのですが、このどちらか一方がなされているのか？それとこの区別を皆さんは自覚をさ

れてやっているのですか？

長谷川先生　言い換えれば、学生ＦＤも多様化してきていると考えています。学生同士の意見交流、学

生間のサポート、こちらではＥＳ（エデュケーショナル・サポーター：成績優秀な学部上級生によるサ

ポート）とおっしゃっていると思います。そうしたいわゆるピア・サポートですね。あるいは学生の相

談に乗るとか大学の業務を手伝うという意味でのサポートです。この後、曽根先生からこれらは整理さ

れますが、大学の広報活動もすべて学生ＦＤでやるということまで明示的に言っていることではないの
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ですが、半ばそうした意識もがあるので、学生ＦＤサミットに集まっているのではないかと思われます。

杉森先生　このあたりは学内ワークとか、それから学内でのインターンシップ、それにサービス・ラー

ニングというお話があります。サービス・ラーニングについては、地域で学ぶとか、企業で学ぶという

こととこれはすごく似ているタイプかなと思うんですね。そうすると教員のＦＤが副産物になる。その

学生がＦＤに関わることで、教員のＦＤが副産物として生成されるというようなところが、非常に面

白い見方だなと思うのですがも、副産物でいいのでしょうか？目的と手段が逆転してないのかなぁと

ちょっとそのあたり気になるところですが、いかがなものでしょうかね。

長谷川先生　スライドの画面が変わってしまいましたけれど、実際に学生さんがいるので、学生ＦＤが

体験できるところまで、少しやってみましょうか。まず、先ほど言いました、Ａのほうですね。学生を

教員のＦＤ促進剤として、「大学が学生を利用する」。つまりこれはどういうことかと言うと、学生にとっ

て、日本のＦＤは教員がなかなか協力してくれないということで、ＦＤを大学がやろうとしてもなかな

か進まないという現状が一方であります。そこに学生さんがこう言うのだからといったら、先生方もあ

る意味聞いたりするのですね。そういうことである意味、言葉は語弊がありますが、学生を教育改革の

道具として使うということについてどう思われますか。

　つまり自分が大学の道具として使われるということ。「いやもう全くOK、OK、早く私を大学の道具

として使ってください」と思うか、「えー、しかもそれ無償で？　単位がないのに？」。それは学生ＦＤ

のところでという時に、そういうふうに「やってください」と言われたら。今日がそうなのかな（笑）。

率直な感想でいいです。今日、先生方がみんなこんな見ているところで、「やりたくない」とは率直に

言えないかもしれないですけど。

学生Ａ　僕は嫌ですね。どうしてかと言うと、やはり学生は、僕らは学校に学びに来ているので、道具

として使われたくありません。

長谷川先生　そうですね。それは今のように学生さんにしてみれば、自分たちは授業料を払って大学に

学びに来ているにもかかわらず、なぜ自分たちが教育改善の道具にならなきゃいけないの？　ではＢと

は、それをやったら、いろんなこと学べますよ。例えばサービス・ラーニングと先ほど言いましたが、

他の学生では学べないようなことまで学べますよ。大学の仕組みや単位の仕組みであるとか。授業の単

位ってなんで出るか知っていますか？授業で出てくる１単位とか２単位の「単位」ですね。あれの根拠

を知っていますか？

　というところで、こちらの方であれば「まあ学んでもいいかな」。だけれど、例えばこれで、大学と

して必要で、これをすることで、

もし大学の授業が変わって、もし

君たちは直接その恩恵にあずか

れないかもしれないけれど、自

分の後輩たちが良くなった授業を

受けられるかもしれないと言わ

れたら、やってもいいかなと思う

（笑）？

　つまり、学生ＦＤというのは、

一般的な何も考えない状態である

と自分は大学の道具として使われ

てしまうということは、拒否反応
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があるけれど、大学がなぜそれをやるのかということの理由がわかると、ああ、そうなのか、ではやっ

てみよう、と考えたりするようになります。その活動を行っていく中で、逆に言うと副産物としての学

生の成長があってもいいというか、逆に言うとそれが、最初、自分はそういう副産物は考えなかったの

ですけれど、最終的には自分にも還ってくるというところがＡとＢと結果的には同じかもしれないです。

アプローチの違いがあったとしても、学生がそういう意味で意識が変わるというきっかけがあれば学生

ＦＤであると言えると思います。

杉森先生　ありがとうございます。長谷川先生は、職員の立場からそういうふうにいろいろ分析をされ

て、これも明確になってきた問題点かなということで、このような問いはまた曽根先生に受け渡される

という課題になりまして、ハードルを上げちゃいますけれど、越境について最後に、職員として自費で

ＦＤ研修会に参加されているということです。そのことによって大学教育がわかるというのはまさに意

識が変わってきたということでしょうか。

　長谷川さんとは本当にいろんなところで遇うのです。不思議なくらいあらゆるところで遇います。科

研費の奨励研究も獲得されていました。私も奨励研究を獲得した時代がありました。もし、SPOD も

含めてですが、SPOD の「ＰＯＤ」とは、ＦＤ・ＳＤじゃなくて、Professional…and…Organizational…

Development ですが、研究畑に進まなかったら、今はどのようなことをされていたと思いますか？

長谷川先生　多分、もともと、私は大型コンピューターの「部品」として今の横浜国大に採用されてい

たので、最初は文部科学省から大型計算機の「部品」というポストでずっと位置づけられていたのです。

ですから、多分今、「部品」をやっていると思います。

杉森先生　ありがとうございます。でも、今、長谷川先生は「部品」ではないということを私は十分わ

かっておるところでございます。

　それでは、もう一度長谷川先生に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。（拍手）
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◆学生とともに取り組むＦＤ活動

講師　曽根　健吾　氏

（横浜国立大学　大学教育総合センター特任教員）

（学生 FDサミット 2014 春実行委員会事務局長）

　　　

　皆さま、こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました横浜国立

大学の曽根と申します。すごくハードルが上がってかなり緊張して

います。国士舘大学では、学生と一緒にＦＤ活動を進めていきたい

というお話をいただきました。皆さまにとりまして今回の話しが、

今後取り組まれていく上で少しでも有益になればいいなと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

　僭越ながらまず自己紹介をさせていただいてから、学生と取り組

むＦＤ活動について概要などを紹介させていただいてから、実践例

があると理解を深まると思いますので、自分が取り組んできた経験

をお話させていただき、その後学生と一緒にＦＤ活動を推進してい

く上で何が大事なのかということを、私見になりますがご紹介させ

ていただきたいと思っています。

　私は、もともとは東洋大学という首都圏にある大規模な私立大学の出身です。そこで学生の立場から

ＦＤ活動に取り組んでまいりました。いろいろなご縁があり横浜国立大学に採用していただき、現在横

浜国立大学で教員職としてＦＤ活動を推進する立場にいます。

大学の授業「あるある」　
　そもそも、なぜＦＤに学生の分際で深く関わることになったかと申しますと、平成 21（2009）年の

大学入学当時の授業への印象はこのようなものでした。教員が授業で、「僕はこういう研究をしている

んだ」とシラバスを無視して自分の研究内容を延々と自慢げに語り続けるような先生がいたり、中間か

ら期末にかけてレポートを一生懸命書いて提出したのに、返却がされないから何が良くて何がダメだっ

たのかというのが分からない。「大学って、こんなものなのか」と思っていました。

　また、大規模な私立大学でよくある話しだと思うのですが、ゼミ以外はほとんど大人数な講義ばかり

で、「ボーッ」として眠くなってしまうというような経験も多々ありました。あとは、マイクを使う講

義で教員の鼻息がうるさくて全然聞こえないこともあったり、教室の後ろのほうでは学生が固まって寝

ているか、うつぶせになっているか、スマホをいじっているという学生が多かったり、学生の私語がう

るさくて集中できないこともありました。自分の中で、大学の授業に対して入学前と入学後のギャップ

が大きかったです。

　300 ～ 400 人収容可能な大教室では、机や椅子は固定されていて、教室に窓もないし、このような環

境に 90 分間 400 人が閉じ込められたら息が苦しくてしょうがなかったです。「大学って、まあこんなも

のなのか」とあきらめの気持ちもありました。自分がＦＤ活動をちょっとやってみようというスタート

は、そういった大学での学びに対して少し問題意識があったというところが大きかったと思います。

　その後いろいろと縁があって、学生が取り組むＦＤ活動の存在を知り、周囲の学生と一緒に何かやっ
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てみようと思ったことがＦＤに取り組み始めた出発点です。このように言うと、「東洋大学が本当に好

きなのですね」とよく言われるのですが、実は第一志望は横浜国立大学でした。その横浜国立大学でＦ

Ｄ活動をしているのは不思議な縁だなあと思います。

学生のＦＤ活動への取り込み
　今回のテーマは「ＦＤへの学生の取り込み」ということですが、立命館大学（教育開発推進機構教授）

の沖裕貴（おき・ひろたか）先生のモデルによると大きく次のように分類されるのではないかと思いま

す。主にＦＤに取り組む学生スタッフというように全部総称していますが、その中にＦＤに特化した学

生ＦＤスタッフ、そして大学からこういうことをやってくれと委託される学生業務スタッフ、スチュー

デント・アシスタント、エデュケーショナル・サポーター、学修支援スタッフといったようなピア・サ

ポーターというように、ＦＤへの学生の取り組みと考えたときに、大きくこの三つに分類ができると思

います。

　その中で学生業務スタッフとピア・サポーターは多くの場合は、報酬があります。ただし、学生ＦＤ

スタッフで報酬があるという大学は、おそらく今のところないのではないかと思います。その中で私が

取り組んできたのは学生ＦＤスタッフということで、ＦＤに学生が参加をするということに、大学の２

年生の時から取り組んでまいりました。

ＦＤ活動への学生参加の取り組みは多様
　全国の大学でいろいろな取り組みがされております。ざっと整理しただけでもこれだけの取り組みが、

ＦＤへの学生参加ということで挙げられます。例えば、学生が主体となって学生が授業に対して生の声

を集めて、学生目線で面白い授業を提案するという活動であったり、教職員と助け合いながら教員や職

員に学生の目線で意見発表をするといった取り組みもあります。

　最近注目されているのは、学生発案型授業といって学生がシラバスを作成して、教員と一緒に授業を

作るといった取り組みです。また、これも最近注目しているのが、学生と教職員が一緒になって学生と

教職員の意識改革を図る取り組みです。例えば、学生が学生目線でよいと思った授業をまとめたシラバ

スを発行するといった取り組みもあります。いわゆる楽単情報を掲載しているのではなく、学生が本当

によいと思い後輩にすすめたくなる授業の情報です。学生目線で学生が選ぶベストティーチャー賞を行

うという取り組みもあります。

　その他には、学生ＦＤスタッフがピア・サポーター的な役割を担う活動もあります。例えば全学的に

履修相談会を４月に開催して、２～４年生が１年生の履修相談にのるなど、学生が主体となって学生の

学びの充実に繋がるようなイベントを開催するといったようなことも多くの大学で実際に行われていま

す。立命館大学の沖先生によると、この緑色（④）がピア・サポーターの主な役割で、学生ＦＤスタッ

フは、この赤色（①～④）で記したほぼ大半のことが学生ＦＤスタッフが、大学によって活動は様々で

すが取り組んでいるということになるかと思います。

学生ＦＤスタッフを定義すると
　いろいろと定義について議論はあるのですが、学生ＦＤスタッフというのはどのような存在なのかと

いうと、ここでは沖先生の定義を引用しました。沖先生の定義にあるように、大学運営やＦＤ活動その

ものへ教職員と協働して参画する存在だと捉えています。私の考える定義は簡単なものですが、やはり

ＦＤ活動であり、学生の大学生活の中心である授業、それに関わる教育システムを、教員、職員、学生
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が三位一体となって協働しながら、改善、向上させようとする取り組みを行う学生として学生ＦＤスタッ

フは定義されると思います。

学生とともにＦＤをすすめることの意義とは
　では、学生と一緒にＦＤに取り組むことの意義をどのように考えるのか、多分これは人によって考え

方は様々だと思います。これは私見なのですが、欧米では学生は教育の質保証におけるアクターだと言

われています。日本ではまだ学生をそのように、パートナー（一員）のように見る向きはわずかだと思

います。その理由は、おそらく 1960 年代、1970 年代に学生がヘルメットをかぶって大学粉砕と叫んだ

ことが今でも尾を引いているところがあるのではないかと思っています。

　学生自治会がない、ピア・サポーターの全学的なシステムもない大学においては、ＦＤに取り組む学

生スタッフは、教職員と一緒に大学の教育をより良くするために行動する本当に貴重な存在です。大規

模な東洋大学においても学生ＦＤスタッフしかいないと思います。

　自分はこれが一番だと思うのですが、大学に多様化した学生が入ってきて、みんな目的や意欲もバラ

バラという中で、教職員だけではなくて学生と一緒に意見を持ち合って一緒にやりましょうとなること

が、学生の目線に立った教育改善に繋がりそれが結果として教員自身が授業を行うときに、学生の目が

輝く授業になれるのではないかなということで、私はこのように学生と取り組むＦＤを進めることの意

義を捉えています。

　これはベネッセの調査結果ですが、授業に関心を持てない学生が約半数近くいるというこの現実を見

なくてはいけません。せっかく大学に入学して４年間勉強をする時間が与えられているのに、それでも

大学に入って授業に興味や関心を持てない学生が多くいます。それは人文科学、社会科学でも自然科学

でも、分野を問わずどの領域でも均等にいます。それはすごくもったいないと思うのです。大学にせっ

かく入学したのに４年間授業に関心を持てないまま過してしまうというのは、もったいない。私は周り

の友達を見ていてもったいないなとずっと感じていました。

　アルバイトやサークル活動も楽しいけれど、学生にとって１日の大半を占めるというのはやはり授業

であると思います。もちろんアルバイトやサークル活動を通していろんな人と携わって成長ができるか

もしれないです。ですが大学での学びを通して成長できる、国士舘大学なら国士舘大学、横浜国立大学

だったら横浜国立大学というところで学んでよかった、そこで成長できたということが絶対卒業した後

に繋がっていくと思います。学生とＦＤに取り組むことを通して、一人でも多くの学生が大学で学ぶ意

欲を高めるということに繋げてい

くことが大事であると私は考えて

います。

ＦＤに取り組むと、取り組む学
生も成長する
　先ほどのお話にもありました

し、自分もそうですがＦＤに取り

組んでいくと本当に学生は成長し

ていくと感じます。取り組み始め

た時はいろいろと分からないこと

が多いけれども、教職員の方と一
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緒に議論をしたりいろいろな学生と交流したり、いろいろな企画を考えたり作っていく中で、すごく自

分自身が成長していくと思います。周りの学生のために頑張っていくということは、周囲の学生の成長

を促せる可能性もありますし、それを通して自分も成長する。そうすると大学コミュニティの学生みん

なが成長できると私は捉えています。

実践例の紹介（東洋大学）
　ここで実践例を紹介させていただきます。どういうことをしてきたかということです。ご存知の方も

いると思いますが、東洋大学は箱根駅伝で有名な大学です。学生数は約３万人、専任教員が約 700 人、

10 学部 44 学科あります。今度、SGU（スーパーグローバル大学創成事業）に採択されたのでさらに増

えるそうです。関東圏内に四つのキャンパスがあるという大規模な私立大学でした。

東洋大学におけるＦＤ活動への学生参加
　私が学生によるＦＤ活動を始めた時は、教職員からやってくれといわれて始めたわけではありません

でした。学生が主体となって始めた活動だったので、もともとは教職員と深い結びつきがあって始めた

わけではなかったですし、もちろんこういった活動をしている学生に代表性は全くありませんでした。

後ほど説明しますが、後に教職員と連携を強化していきました。現在では５年経ちましたが、東洋大学

では全学ＦＤ推進センター直属の学生チームとして位置づけられております。最近では学部で取り組ん

でいるＦＤ活動に学生を参加させようというところまできました。

学生主体からの取り組みスタート
　もともとはいまお話した通り学生が主体となってＦＤ活動に取り組み始めました。最初にも言いまし

たが、学生自治会も全学的なピア・サポーターのシステムもない大学でしたので、何ができるかという

のは手探りの連続でした。まずは学生の声を集めてみようじゃないかということで、「授業とか大学の

学びについてどう思っていますか？」という学生の生の声を「しゃべり場」という企画を通して集めて

きたり、あとは、学生が教員の研究室を訪問して教員の意見を聞いて、ニュースレターのようなものを

作ったり、学生が面白いなと思った授業を紹介する取り組みなどをしてきました。しかし、教職員と深

い連携がないと、活動の内容は学生だけでできる域を出ず最初の１年間は手探りでやってきました。

　ここからは写真で紹介します。これは教員の研究室に学生が訪問して、いろいろインタビューをして

いる様子です。後で編集したニュースレターを学生に配っていくといったようなことをします。もう１

枚の写真をご覧下さい。これは、学生の生の声を集める「しゃべり場」というのを開催した時のもので

す。学生と教職員が車座になり、一つのテーマについて議論を深めます。ＦＤに取り組む学生が話し合

われた内容を整理して、教職員の研修会で発表するといったこともしました。しゃべり場には、全学の

教務部長が参加した時もあります。先生にもできるだけ来てもらいたいと思ったので、重点的に声をか

けるようにはしていました。

でも学生主体にはちょっと限界が
　でも学生主体の取り組みには限界がありました。学生主体でできることの域を出ないということがそ

の理由です。なかなか改善の成果が出にくかったということがありました。教職員と連携を深めると、

活動のための予算も付きやすくなります。また新任教員研修会に学生スタッフが参加して、学生の立場

から意見発表をしたり、大学が発行する全学のＦＤニュース等で学生スタッフの活動が紹介されたりし
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て少しずつ大学としての活動ということで進展してきたのです。

　最近ではこの写真のように、授業アンケートを担当する先生と学生ＦＤスタッフが一緒になって、学

生へのアンケート結果の公開のあり方などを模造紙に付箋を貼りながら議論をして、この内容先生が全

学の委員会で持って行き、学生の声を伝えてくれるという形での参加もしてきました。

全学レベルでの活動が拡大した
　現在ではＦＤ活動への学生参加が拡大して、大学の公的な学生チームとして位置づけられてきており

ます。ＦＤに取り組む学生が大学の組織の中に位置づけられてどういうことができたかと言うと、履修

登録制度というまさに教務の一番根幹だと思うのですが、その履修登録という全学の制度に対して、履

修登録の期間が短いなどの問題意識をもとに改善提案を学生スタッフが全学の学生にアンケートを採

り、作成、提出して、そのことで教務部の教職員とディスカッションをするなどができました。先ほど

紹介したような全学の授業評価アンケートといったことについても担当教員と意見交換をできるといっ

たように、大学の中で組織的にこういう活動を位置づけられると、活動の幅も広がるといったことが大

きいのではないかなと思います。

　今では、東洋大学においてはこのように全学のＦＤ推進センターに、学生ＦＤチームというのが組織

図の中に位置づけられております。かなり大きな進歩にはなりました。ちなみに横浜国立大学でもこの

ようにＦＤを担うセンターの中で、学生ＦＤグループというのがあるのですが、それをＦＤ推進部門の

下部組織に位置づけられることによって、活動のための予算も付いていますし、担当教職員と学生スタッ

フが定期的に意見交換をしていますし、教育担当の副学長と話し合うこともあります。やはり組織の中

でＦＤに取り組む学生の位置づけを明確にしておくということがかなり大事になってきます。

　あとは全学だけではなくて、学生にとって学業の取り組みというのがやはり一番身近なところは学部

だと思います。学部におけるＦＤ活動に学生が参加していくと、学生自身が受けている身近な教育につ

いて教職員と意見交換ができますので、身近なテーマについて、特に学部ごとでＦＤ活動において学生

と教職員が共に議論ができるとさらに改善へ繋がってくるのではないかと思っています。これは一つの

ポイントとして挙げておきたいと思います。

学生と取り組むＦＤ活動の推進のために
　こういったところでまとめといたしまして、学生と共にＦＤ活動を推進するためにということで４点

を挙げておきたいと思います。

　まず一つ目は、学生の主体性と

教職学の協働ということで、学生

をＦＤに取り込むということが

テーマですが、ＦＤに学生を取り

込むということの基盤はあくまで

学生が自分の大学を良くしたい、

自分の学びを良くしたいという主

体性というか大学を愛する気持

ちというのが根幹にあると思いま

す。ただ、ＦＤの対象は授業や学

び、カリキュラムといった大学の
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教育である以上、関わる学生の主体性に教職員が依存し過ぎるのは絶対にいけないと思います。

　よく、学生が取り組むのだから、学生がどんどんやりなさい、主体的にどんどん頑張りなさいと言っ

ている例もあります。そうすると学生は結局どのようにして提案を届けていけばよいのか、どのように

したら自分たちが改善をできるか、道標が何もないまま、「はい、学生さんどうぞ」と丸投げされても、

全然改善には結びつかないのです。結果的に、学生への任せきり、依存というのは、結果として取り組

む学生のモチベーションも失っていくことに繋がりかねないものであります。教職員が、こうしたらあ

なたたちの提案は届きますよとか、こういうふうなアプローチをしたらいいではないですか、という道

標というか、アドバイスをしてあげることが必要です。そういう関係であるということは絶対に不可欠

だと思いますし、そう考えたときにやはり学生と取り組むＦＤ活動というのは、学生と教員と職員の協

働なくしては進まないということを強くここで主張させていただきたいと思います。

　二つ目にこういった学生参加を進めていくときには絶対に大学としても体制整備は不可欠です。学生

は４年間の在学期間です。特に学生スタッフになりたいといっても、３年生か４年生でなっても１年か

２年で卒業します。そして、学生参加の取り組みには予算もいろいろ必要になってくると思います。な

おかつ、学生と教職員が一緒に取り組むというのはすごく大事ですが、ただ教職員にとって今私も実感

していることですが、結構負担になるし労力もやはり必要なことです。そういう面では学生参加を円滑

に進めるためのコーディネーター的な存在も必要になってくるというふうに考えられるのかなと思って

います。

　あとはこれは特に大事なのですが、学生をＦＤに取り込むということによってどういう活動をしたい

のか。何を一緒に改善したいのかという、ビジョンなり目標をちゃんと定めないと、絶対に活動という

のは続かないと思います。例えば東洋大学は、このように「東洋大生がより主体的に学び、行動し東洋

大生であることに誇りを持てる大学をめざして」という理念を定めました。横浜国立大学でも今年度、

学生が主体となって学生ＦＤグループの理念というのを定めました。そういうように目標とするところ、

めざすところというのはしっかり設定しておかないといけません。学生を巻き込む、取り込むことだけ

が先行するというのは、結果として教員、職員、学生がバラバラなベクトルを向いてしまって仲たがい

しかねないと思います。同じように目的や目標を共有しておくということが大前提になると思います。

　今回のまとめです。こういったＦＤへの学生を取り込み、それはやはりこの大学で学んでよかったと

一人でも多くの学生が思える大学をめざすためにこういう活動があると思っています。うまくいけば、

学生と取り組むＦＤ活動は大学教育改革の起爆剤になり得ると思います。学生の力は無限大にあります。

たくさんの学生もいます。想いや力、考えの違う学生がたくさんいます。そういった様々な力を、学生

と教職員と一緒に協働して活用し楽しく一緒に頑張るということが、よい意味でＦＤの発想を変えて大

学教育を学生の視点でより良いものすることに繋げ、学びを充実させることになります。そのような方

向に持っていけるのではないかということをまとめとして、私の話題提供とさせていただきたいと思い

ます。ご静聴ありがとうございました。（拍手）
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◆杉森先生・曽根先生　対談

杉森先生　対談の二つ目ということで、曽

根先生とは、大学評価・学位授与機構が主

催した学生の大学経営への関わりに関する

フォーラム（平成 25（2013）年 7 月 22 日「学

生からのまなざし―高等教育質保証と学生

の役割」）の一つの分科会でお会いしたの

が初めてだったのですが、いくつか質問を

させていただきたいと思います。

　はじめに、東洋大学に入学された時の

ショックというのがありました。大学の「授

業あるある」がありましたね。スマホをこのように触っている学生、私は「静かな学級崩壊」と呼んで

います。頭が活性化してないのではなくて、興味関心が外れてしまった時というのは、まったく座って

いるだけですよね。そういった学生側の責任についてその当時から、または今ここまで来られた時もそ

うですが、責任を醸成するというと、その点はどのように思われていましたか？

曽根先生　学生の責任というよりも、私はこういっては語弊がありますが、学ぶ目的がない学生が大学

に入れるシステムそのものがいけないのではないかと実は思っています。大学で学びたいこともやりた

いこともないのだったらわざわざ大学に来て高い授業料を払って来ること自体が人生の 4年間の無駄に

なってしまうのではないかということをかなり 1年生の頃には、今では浅はかな考えだったかなと思っ

ているのですけれども思ったことがあります。

　ただ、教員に言わせればこういう活動をしていると「俺たちが一生懸命やったって学生は聞いてくれ

ないじゃないか」と言われることもあります。だからそのためにどうしたら学生の責任というか、学生

の意欲が高まるかというとそれは学生同士の意識改革をしたいなと思ったのです。教員が学生にいろい

ろと言うことも大事だけれど、学生から学生への意識改革というのはＦＤを通してできないかというこ

とを考えながらやってきたんですけれど、いかんせん学生数があまりにも多すぎて、志半ばにして出て

いってしまったというところが大きいです。

杉森先生　ありがとうございます。その、責任というところで、教員または職員が誤解をするところと

いうふうに私は思います。教授の過誤、教授のエラーという表現があります。「去年教えたよね」とか、「こ

れ、先週言ったよね」って、伝えたことでことが終わりで、身に付けたことについて何にも振り返りが

ないとか、注目してないとそういうことは往々にしてあります。これは、多分何千年も前からあるのだ

ろうなと思います。近頃の学生も同じだと思うのです。ということで、始めの取っかかりというのは非

常に面白いなぁというか、正直な、本当にそうだなぁと思うのです。だから、ＦＤって教職員の開発で

すけれども、学生自身の開発ということへの展開はどうなのでしょうか？

曽根先生　はい。それについてはあまり触れなかったのですが、学生自身がグループワークを授業です

ると、グループワークが円滑に進まないことも多い。そういう経験が少なかったり、ファシリテーショ

ンの知識とかがなかったりするから、いざグループワークに入ってもぎこちなく進んだりするというこ

とがありました。なので、ベーシックな初年次でやるようなスキルを学生が主催してやるセミナーの開

催もしたことがあったのですが、なかなか学生が興味を持ってくれなくて参加者も少なくてどうしたら
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いいのだろうと悩んだことがありました。

杉森先生　そのあたりが、ミクロレベルからミドルレベルへの転換のところで現われてくるかなと思い

ます。おさらいをしますとミクロとは、教員個人がやる授業の改善です。ミドルとは、学科レベルで行

うプログラムや教育体制の改革、改善になります。そのミドルレベルで、システムとかシラバスレベル

と言われているのですが、例えばそういったセミナーを拝聴するとか、プログラムの中に学生ＦＤをど

ういうふうに配置させて、それがもっとあればうまくいくのか。東洋大学ではやはりそれは機能したこ

とで非常に良かったのかどうか、付け加えていただいて。

曽根先生　それについては大規模な大学ですので、かなりシステム的な手当ても学部ごとにカリキュラ

ムも違いますし、初年次のそういったやり方も違いますし、そこについてやはりこう全学の活動でなか

なか学部のあれにちょっと浸透できなかったと。ミドルへという話はしたのですけれども、本当に大学

全体のシステムについてのことは、大学の組織の中にあること、全学の組織にあることは言えたのです

けれども、学部ごとに、例えば初年のカリキュラムのことについてまで提案を入れた議論、教職員との

議論というところまで発展しなかったというのが、やはり大規模な大学とか学生数の多い大学で行うと

ころの難しさなのかなというふうなのは感じています。

杉森先生　ありがとうございます。オンライン大学の登場によって、力のある学生は大学に通わずとも

単位の取れる時代が、すぐそこに迫っています。オープンカリキュラムと言いまして、学生がこれを学

びたい大学でいろんなものを取っていくと。そうなったときに、こんなふうに機能していなければ、大

学システムが古いままだと学生がそっぽをとっくに向いているという状況ですね。開成学園などから、

すでにハーバード大学等に進学していくという話は報道等であると思うんですけれども、そこでは、ス

タート時点、学生ＦＤの関わりから連携の体制、そして協働の体制というふうに判定されたということ

があります。この先に、学生が経営やシステムづくりにメンバーとして参画する道というのは開けるで

しょうか。学生理事というところです。

曽根先生　展望としては思うのですけれど、やはりまだＦＤに学生が参加してからの歴史も浅いです。

最近よく言われるのが、ＦＤに学生が取り組んだことについて成果は何ですかと。よく最近成果、成果

指標とよく言われ、いろいろ聞かれるのですがなかなか簡単に成果が出るものではないので説明が難し

いです。だからそういうところに持っていくためには、いろいろなより多くの教職員と学生が一緒に協

働しながら活動することで、これだけの成果が出ましたということの蓄積がもう少し出てきて、それが

当たり前というか普通の流れになってくるとエビデンスとなって、次なるそういった運営への参画とか、

そういったところまで持っていける可能性もあるのかなといったところです。

杉森先生　ありがとうございます。（曽根先生という実物の）成果というのを私は目の前にしている、

というふうに私は思うのです。これはセールストークじゃなくて、初めて出会った大学院生の時代から、

今日のこの講演も聞き、特に感銘を受けたのは、システムづくりや大学設計への視点というのが明確に

盛り込まれておられるのです。単位システムの罠、それから主体性の罠というのを私たちは持っていま

す。学生の主体性の点ですね。

　一つは、曽根先生が今主体的に大学づくりに関わっておられて、この国士舘で今インパクトを与えて

います。この講演は多分他で聴けないと思います。すごく貴重な声だと思うのです。もう一つは、教員

の非主体化について話をされました。責任の押し付け合いということを言われたのですけれども、私は

感じたのですが、学生ＦＤが存在すること自体が、教員から主体性を奪うことにならないかという罠と

いうのですか、そのあたり、時間が経ったようですね。難しい問いなのですが、学生ＦＤは、我々をい

いものにしてくれるのか。教員から何かを奪いはしないか、職員から奪いはしないのでしょうか。
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曽根先生　奪いはしないかというよりも、最近ＦＤの学生の取り組み自体が、教職員にとってある意味

「うちはこれだけやっているぞ、すごいだろう」と、すごくアピールしています。特に私立でこういう

活動をしている大学が「ほら、すごいでしょう。うちの学生はこれだけ自分の大学のことを考えて活動

しています」というように、広報にまで利用している大学さえ最近あります。でもそれは一部の上層部

がやっているだけで、結局一般の先生たちは、「ふーん、学生が使われてしまっているだけなのだ」と

いうふうに思っている大学もどうやらあるようです。

　それこそ先ほども話がありましたが、利用されている存在になりかねない。だからこそ私は、なかな

か学生が自分から教員や職員のもとに行って一緒に活動しませんかというのは、今はすごくハードルが

高いと思うのです。だからこういうことに関心を持ってくれた先生たちが学生に「こういう活動がある

のだけれど一緒にやってみない？」というふうに興味を持って呼びかけ周知してくれることが、学生を

巻き込みながら、教員からの押しつけにもならないという一つの糸口にもなるのではないかなというこ

とを考えています。

杉森先生　ありがとうございます。非常に明確な一つの可能性を示されたかと思います。もう一度曽根

先生に拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）
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◆本学における教育の質的転換と学生 FD

講師　川島　耕司

（国士舘大学ＦＤ委員会第３ワーキング・グループ座長・政治学研究科教授）

　ＦＤ委員会第３ワーキング・グループの座長をやっ

ております政治学研究科ＦＤ委員の川島と申します。

　第３ワーキング・グループでは、「学生のＦＤへの取

り込み」ということで、いろいろ調べて提案ができれ

ばいいと考えております。今日は「本学における教育

の質的転換と学生ＦＤ」というテーマで簡単にお話し

たいと思います。

教育の質的転換
　教育の質的転換ということはもう皆さんご存知のと

おりですが、一方向型の知識伝達型の授業には限界が

ある。ですから「双方向授業への転換」、あるいは「学

生同士の学び合い」を促進すべきであるという考え方ですね。「teaching から learning」、「教員が何を

教えたかではなく、学生が何を学んだか」への注目と言ってもいいかもしれません。今大学教育が一つ

の大きなパラダイムの転換期にあるということでもあります。

中央教育審議会の答申
　この質的転換についての説明は中央教育審議会の平成 24（2012）年 3 月の報告書にもあります。そ

のなかでは「生涯学び続け、どんな環境においても答えのない問題に最善解を導くことができる能力」

でありますとか、「チームで特定の課題に取り組む経験をさせる」とか、「理論に加えて実社会とのつな

がりを意識した教育」をするとか、「論理的に文章を書く力」、「人に分かりやすく話す力」を育てるこ

との必要性が説かれています。そして、そうしたことは一方向の知識伝達型の授業では困難であるとさ

れています。「生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生から見て受動的

な教育の場では育成することができない」というように明言しているわけです。私もこうした見解に基

本的に賛同しております。ＦＤに魅力を感じるのはそういうところにあります。

アクティブ・ラーニング
　こうしたなかでアクティブ・ラーニングへの転換ということが今言われています。これも、皆さんご

存知のとおりですが、中教審の報告書には、「従来のような知識伝達を中心とした授業から、教員と学

生が意思疎通をはかり、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、

学生が主体的に問題を発見し、解決していくというようなものが必要である」とも書かれています。

本学創設者の理念とアクティブ・ラーニング
　ところで、本学創立者の理念には今日的な教育の質的転換に関わる理念と非常に似たものがあるよう
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に思います。たとえば「国士舘設立の趣旨」というものがあります。これは、大正 6（1917）年、今か

らほぼ 100 年前に柴田德次郎を含む人々によって書かれたものなんですが、その一部をちょっと読ませ

ていただきます。

　「ノート式の講果（講義）は畢竟（ひっきょう）死學のみ、其説く處高遠深邃なるが如きも、遂に之

れ形式範疇のみ、何等の情熱なく、信念なし、人を化するの力なし、形式、規則、規律、試験、之れ今

日の所謂敎育なるものなり」と書かれています。この「ノート式の講義」という言葉にはいろいろ解釈

はあるかと思いますが、基本的にノート中心の知識伝達型の一方向の授業ということだとみていいと思

います。それは人を化する力なし、つまり真に育てる力がないということを言っているのではないでしょ

うか。さらに、「我が道場の期する處は、心學なり活學なり」ともあります。「信念の交感」は双方向の

授業が前提となっていると思いますし、「活學」という言葉も、今日的に言うならば「実践知」とか「活

用知」ということになると思います。

建学の理念とＦＤ
　また、建学の理念として、「誠意・勤労・見識・気魄」の四徳目を涵養するということがよく言われますが、

こういう資質を一方向型の知識伝達型授業で育てることは、私はきわめて困難だと思います。非常に高

い能力を持った先生であれば、知識伝達型の授業だけでも可能かもしれませんが、一般の教員には多分

とても難しいだろうと思います。

　たとえば、「誠意」というものは、ただ嘘をつかないとかそういうことではなくて、人のために私心

なく何かができるということだと思います。これを一方向の授業で教えられるだろうかと思います。そ

ういうものは、教えられて身につけるというよりも、むしろ学生が人との交わりなどを通じて主体的に

学びとることではないでしょうか。教員ができることは、そうした場を提供することだと思います。立

命館大学の木野茂先生がおっしゃっているように、「教員と学生がともに作る学びの場」を提供してい

くことが、建学の理念とも合致するのではないかと私は思います。

本学の現状
　そういう素晴らしい教育理念を持ってつくられた大学なのですが、本学では、一方向の知識伝達型授

業が非常に多いというのが現状です。外部の方がいらっしゃるので「非常に」という形容詞を使うのは

やめておこうと思ったのですが、やはり非常に多いような感じがします。一般にアクティブ・ラーニン

グへの関心はやはり低く、ＦＤ委員会による授業公開とか、学習支援システムmanaba の講習会とか、

PBL（Problem-Based…Learning:…問題発見解決型学修）のワークショップとかが行われているんですけ

れども、積極的に取り組んでくださる先生もいらっしゃいますが、やはり参加者は限られています。た

だ、各学部や教員個人、先ほどミクロレベルという言葉を教えていただいたんですけれども、そういっ

たミクロレベルで質的転換に向かっての取り組みはあることは事実です。しかし他学部とか他の教員と

それが共有されることがほとんどないというのが現実です。それゆえ、柴田德次郎先生の理想にはまだ

遠いと言えるのではないかと思います。

質的転換と学生ＦＤ
　そういう状況において学生ＦＤに何が期待できるのでしょうか。なぜ学生の視点や提案に注目するこ

とが重要なのでしょうか。この点に関して、私の全くの素人考えで、無い知恵を絞って考えたことです

が、述べさせていただきたいと思います。
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　まず１番目として、学生は授業

の当事者であるにもかかわらず、

その声をくみ取る機会が十分でな

い、というかほとんどないという

現状には問題があるということで

す。そもそも学生は何を考えて授

業を受けているのか、どんな授業

を望んでいるのか、そういうこと

を知る機会がほとんどありませ

ん。当事者である学生の声や提案

を聞きとり、生かす機会があるべ

きだということです。まずその点

において学生ＦＤの存在意義があるということです。

　もちろん授業評価アンケートというものはあります。これは、授業のテクニカルな部分に関する改善

という点では一定の効果があるのかもしれません。たとえば、ゆっくり話すとか、板書をきれいにする

とか、そういうことではある程度は効果があるとは思います。しかし、質的転換に向かうような大きな

方向性がなかなか見えにくいという問題があるように思います。

学生は「授業研究」という点では教員よりもはるかに多くの情報を得ている
　次に、授業研究という点では、学生は教員よりもはるかに多くの情報を得ているという点を指摘した

いと思います。学生たちは日々授業を受けることで、教育方法に関する比較研究を行っている「授業を

受ける専門家」だと言えるのではないでしょうか。少なくとも教員は、他の教員がどういう教え方をし

ているかをほとんど知りません。もちろん分析することもありません。

　学生たちは出席を管理されてその場にいなければいけないわけですから、やはりいろんなことを考え

ると思うのです。そういう「授業を受ける専門家」としての学生たちの声を聞くということは非常に有

益なことだと私は思います。教員や職員が思ってもみなかったような視点が得られるということもある

かと思います。これは教員や職員にとって非常に重要なものになってくると思うのです。このように学

生たちの意見は貴重で有益なものでありうるというのが第 2点です。

学生自身の変容への期待
　第 3点は、学生自身の変容への期待ということです。今までは一方向授業の単なる受け手であるとい

うなかで、「いかに楽をして良い点数を取るか」が、もちろんすべてではありませんが、多くの学生の

関心事であったことは否めません。授業の中で自ら成長しようとするような意識を欠いた学生も多いと

いうか、非常に多いようにも思います。こうしたなかで、学生たちとともにＦＤ活動を進めることで、

学生たち自身も成長していってくれるのではないか。そういうふうに成長した学生たちがほかの学生に

も影響を与えてくれるということ、そういうことが起こり得るのではないかということです。

　意識の高い学生には、学生ＦＤサミット－今度は来年３月に日本大学で開催されますが－に出ていた

だけないかと思っています。こうした場で、他大学学生との交流を通して成長していっていただけない

かと思います。それは、学生自身の成長にもなりますし、そうすることで大学の教育環境の改善にもつ

ながるのだと思います。
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まとめ
　学生ＦＤというものをやっていく中で、いろんな面で本学の学生の貴重な声を積極的に把握し、本学

の授業や教育環境を改善する必要があることは間違いないと思います。教員と職員と学生がともに切磋

琢磨し、皆が成長できるような大学であるべきではないかということです。それは、ノート式講義を疑

問視し、信念の交感を目指した創立者の理想の実現でもあり得るのではないかと思います。以上です。

どうもありがとうございました。（拍手）
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◆大学教育の質的転換と望まれる職員の能力開発

講師　美納　清美

（国士舘大学職員研修委員会委員長・教務部教務課長）

　皆さん、こんにちは。国士舘大学教務課長の美納でございます。

そして、職員研修委員会委員長もしております。ただ今、先生方の

お話を伺いまして、これから国士舘の職員研修をどのようにしたら

よいかを脳裏に浮かべながら先生方のお話を拝聴しておりました。

大学の質的転換　
　私が日頃感じているところをお話させていただきます。まず、大

学教育の質的転換と、望まれる職員の能力開発ということから始め

たいと思います。

　先ほどから、私たち職員は、なぜ大学職員になったのか。なぜ国

士舘大学の職員になったのか。そもそも職員の役割は、どういうも

のなのだろうということになりますと、大学教員の担当する教育、

研究を支援する立場にあり、書類作成等の主に事務的な作業を担当するのが、これまでの大学職員の姿

であると理解されていました。

　そして、大学職員の法的な位置づけとしては、学校教育法第 92 条及び文部科学省令の大学設置基準

第 41 条に、「専任の職員を置かなければならない」との規定があります。

　いまや、大学を取り巻く環境は変動の最中にあり、大学職員やその業務の在り方について、大きな変

革に呼応するように大改革が求められているのが現状だろうと思います。職場を見回してみても、特に

若い職員が徐々に増えていますが、そういう職員の方々の肩に、大学の将来の命運がかかっているといっ

ても過言ではありません。

　ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント：職員の意識改革）は今後ますます重要となり、大学のミッショ

ンを遂行し職責を全うしなければなりません。そのためにも高度な専門性と幅広い視野を持った人材育

成が喫緊の課題となっております。

　中央教育審議会（以下「中教審」）の答申や審議のまとめで示された平成 19（2007）年３月の「大学

における学生生活の充実方策について」では、学生の立場に立った大学づくりを目指すこと、平成 20

（2008）年の 12 月の「学士課程教育の構築に向けて」では、教員のＦＤと並んで、大学職員向けのＳＤ

の重要性が答申に盛り込まれました。そして、平成 24（2012）年の中教審、「新たな未来を築くための

大学教員の質的転換に向けて」ということで、将来、生涯学び続けて主体的に考える力を育成する大学

に向けて、教員だけではなく職員の専門スタッフの育成と教育課程の形成、編成への組織的参画が必要

だと言われ、平成 25（2013）年の中教審の大学のガバナンス改革の推進については、学長の補佐体系

の強化の中に、今後各大学におけ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、教職

協働によって大学運営に参画することが重要であると明言されました。
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大学設置基準
　どうしても教職協働というところだけについ目を奪われがちですが、今日の先生方のご講演の中で、

学生目線の協働作業、こちらのほうに向けてもＳＤ研修を進めていかなければいけないなということを

感じた次第です。それに加えまして大学設置基準が平成 20（2008）年４月に改正され、人材育成の目標、

ディプロマポリシー、シラバスの義務化、個々の事業目標の明確化、事業内容、方法、到達目標の妥当

性、有効性の検証、厳格な成績評価の実施、ＦＤ活動が義務化されました。

　先ほどから、先生方がおっしゃっていますが、職員の質的向上が求められた背景には、進学率の向上

とともに、多様な学生が入学し、それに伴い大学の業務も拡大したことも一因であると考えられます。

そして、俯瞰して大学の管理・運営や教育研究活動の支援に対して、職員の資質と能力に負うところが

大きいこともよくわかりました。本学でもいろいろな職能研修をしているわけですが、これまでの業務

知識とスキル向上に留まらず、職場に山積する問題発見解決型研修を推進せねばならないことに大いに

刺激を受けました。

　そして、教員と職員がどのように協働すれば、本学の教育の質保証や教育改善に資するのか。そして

それを持続的に学び続ける大学職員をどのように育てていくのかというようなところも考えながら、職

員研修、ＳＤ等を進めていきたいと思います。

望まれる職員の能力開発（ＳＤ）
　望まれる教育の職員の能力開発では、山本眞一先生（当時：広島大学高等教育研究開発センター長）が、

アルカディア学報第 2463 号（教育学術新聞・平成 23（2011）年 11 月 23 日掲載）に寄稿されていると

ころによれば、教職員の能力開発の中心課題の一つは教職協働であり、それは、「教員と職員が目標を

共有しつつ協働して業務を遂行すること」と定義されまして、目標の重要性を喚起し、目標共有を前提

とした実質的な教職協働を行うには、職員がその案件について教員と同等の知識や見識を持つことが望

ましく、そのためには企画力や構想力を含め、格段の研鑽が求められると示唆されています。

教職協働の動機・目標
　教職協働の動機、目標。教員と職員との目標を共有いたしまして、業務に対するものを進めていこう

とするときに、その目標を共有するだけではなく、業務に対する動機付けを高く持つことも必要ではな

いか。それが、教職協働を有効に機能される重要な要素となるのではないかというふうに思うわけでご

ざいます。

　教員と職員とが積極的に関わりあって課題解決に当たるための教職協働の一つの事例として、教職課

程の認定の業務について私の経験から報告させていただきたいと思います。

　教職協働を有効に働かせるためには、教員と私たち職員との目標が共有され、教職課程認定を無事に

受けるということになります。教職課程認定を無事に受けられるか否かは、当該学部学科に付加価値を

もたらすかどうかを決定づけるものが先生方の動機でありました。したがって、教職課程の申請業務へ

の参画には、一定の動機づけが存在すると思います。

　職員にとり申請業務をするということは、大きな一つの経験となり、チャンスともなります。そして、

その参画には一定の動機づけがあります。動機づけにより学生が将来教員として教壇に立てるように、

目標に向って業務を遂行するというようなことになります。
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教職協働の事例
　文部科学省へ課程認定申請をするときも教職協働が伴います。教職課程の理念と構想の作成に関して、

先生方が認定を受けようとするところの全学的な理念と構想を基礎として、その上に当該学部学科の理

念と構想が並立構想となるよう表現の調整を職員が行うことになります。教職関連カリキュラムの作成

の教職課程及びその履修方法については、課程認定基準に準拠し、当該学部の学びと体系的に関連付け

られたカリキュラムを先生方と一緒に検討いたします。

　そして、３番目に、担当の先生方の履歴書、教育研究業績書、シラバスの作成になります。単に先生

方に書いていただいたものを誤字や脱字等の形式的事項を確認するだけでなく、文部科学省の担当官や

他大学からの情報を入手し、担当教員に情報を職員が提供いたします。このように、一つの教職課程の

申請をし、無事に申請が受理された時の達成感は、私たち職員にも教員にも、そして、学生にも共有し

たいと思っております。

　教員と職員と目標を共有し、それぞれの役割を果たしていくことを「教職協働」であると信じます。

職員に求められる基本事項
　職員に求められる基本的な事項として、よく「学ぶ」があります。法令の理解であったり、文部科学

省の答申、施策の理解、そして、他大学や関係者への情報の収集、そして先生方との情報の共有、これ

をまず挙げたいと思います。

　業務を遂行する上で大切なものにスケジュールの管理があります。例えば、どんな業務にも締め切り

があります。期日に間に合わなければどんな提案も水泡に帰してしまいます。　　　　

　次に、コミュニケーション能力があります。

アイディアを周りの方に説明する時に、十分な

説明が出来ないままに、しっかりとした理解を

得られずに、廃案に終わってしまうこともあり

ます。職員はコミュニケーション能力向上に研

鑽し、「国士舘を出て良かった」と学生が思える

ような大学にするために、これからも精進して

いくつもりでございます。（拍手）
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加藤副委員長（司会）　ありがとうございました。杉森先生、一言コメントをいただければと思います。

杉森先生　はい。川島先生と美納さんから国士舘大学がどのようにＦＤ・ＳＤを進めていくかというこ

との展望と現在の課題をまとめていただきました。

　川島先生には、一方向型の知識伝達型授業が多い現状についてお話しいただいたうえで、創立者柴田

德次郎先生の理想からの乖離を嘆きとして受け取ったように私は思ったのですが。嘆きを行動に変える

というように。例えば「講義で学生は行動が変わりますか？　明日から講義で受けた刺激を持って、明

日新しい自分になろうと思いますか？」と質問を投げかけたときに、あまり思えないと。研究でもう

30 ～ 40 年前にとうに分かっていて、「講義は情報伝達には力があるけれども、行動を変える効果につ

いてはその証拠がない」とうの昔に分かっていまして、それではどうすればいいか。講義の力はありま

す。研究者としての教員にも力はありますが、インプットだけではなくて、得た知識をどこかで活用し

て、授業の外でずっと学び続けるような環境をやはり持つべきだということなのですね。職場カタリス

トとして学生ＦＤというのはおそらくは機能するのではないかと思っています。

　それから美納さんからは、動機づけと目標共有が必要であると。職員に求められるのは、社会と学生

さんとの接点を抱えながら冷静な目でマネジメントしていくということが一つ大きいと思います。私が

今仕事しているのは、情熱的な職員さんとの出会いで私は突き動かされています。学生が困っている時

やこれから大学が変わっていかなければいけないという時、情熱や熱意を伝えてくれたのは職員です。

私自身が職員出身ということもあるのですが、もう一人いるのです。二人三脚でいろんな事業を今も進

めている。異動先でもデータを根拠にいろんな提案をしてくれるような職員の存在が、大学を変える可

能性があります。学生についてもこれはまったく同じことです。ついては、職員の存在は非常に重要な

ことはおっしゃったとおりで、私もＳＤ研修にはすごく力が入っています。

　いま、８人掛けのテーブルが並んでおりますが、４人ずつに今からテーブルとテーブルの間を離して

休憩をとっていただき 10 分後に集合していただいた時は、各テーブルの定員が４人になるようにそれ

ぞれもう一回座り直していただきます。その４人は新しい学習のグループになります。今の前半部分で

受け取ったいろいろな刺激を「ワールド・カフェ」という技法を使ってシェアをしてあげる。インプッ

トをシェア、そしてアウトプットというのはアクティブ・ラーニングの基本になります。

　第１部のパネリストの皆さまにもう一度拍手をして終わりたいと思います。（拍手）
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第２部

ワーク

理想の学びをつくる明日の大学とは

金沢大学　大学教育開発支援センター教育支援システム研究部門
　… … 准教授・FDer　杉森　　公一　氏





41

杉森先生　なるべく学生さん、職員さんは分散して座っていただい

ていますでしょうか。

　空いているお席には長谷川先生と曽根先生にも加わっていただき

ます。

　それでは、模造紙を机いっぱいに広げていただけますでしょうか。

そして、広げたグループから自己紹介を早速始めてください。

（作業中）

杉森先生　四人目の方まで回ってないグループは、必ず四人目まで

回していただけますでしょうか。バトンの色分けの話をします。お

手元に三色のバトンがあると思います。「赤色は教員」・「緑色は職

員」・「青色は学生」を表します。

　今から各グループでの役割を決めていただきます。学生さんがいらっしゃるところは「青色のバトン」

を選びます。職員の方がいらっしゃるところもあると思うので、その場合は「緑色のバトン」。それから、

教員の方だけの場合は「赤色のバトン」しか選べないのですが、なるべくバラバラになるように今から

話をしていただいて、このグループは、教員になったつもりで、学生になったつもりで、職員になった

つもりで、今から話しを作ろうというところで少し工夫をしたいと思うのです。バトンを決めるという

ことが、ワークの目的ではありません。

　前方のスクリーンに注目いただき「ワールドカフェ」という手法について解説いたします。グランド

ルールがあります。テーマの問いに集中して話しましょう。問いに外れすぎないということですね。

　二つ目です。このバトンを「トーキング・オブジェクト」といいます。そのバトンを持っている人が

「話す人」になります。例えば、このバトンは緑色なので職員グループだとしましょう。このバトンを持っ

た人は自分が職員になったつもりで話します。これを持つ、オブジェクトを持つのは 1分程度です。話

し終わったらバトンを離します。

　そして、三番目。「他の人の意見を否定せずに肯定的に聴くこと」が原則です。この場は安心安全な

場です。教員、職員、学生、それぞれ立場は違えども、職階・職域は違えども同じ仲間です。

　模造紙にはテーマに関わること

でさえあれば何を書いても構いま

せん。一人一色ずつマーカーを

持って、できるだけ模造紙の真ん

中から、思ったこと、書いたこと、

聞いたこと、話したこと、何でも

いいです。思ったことを書きなが

ら話します。書きながら聞きます。

なるべく模造紙の真ん中から放射

線状に書いてください。まとめよ

うとしないでください。「ブレイ

ンストーミング」の一種です。

　よろしいでしょうか。とにかく
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書く、とにかく話す、とにかくバトンを離す、持つ、離す、持つ、書く、話す、書く、話すです。四つ

のラウンドで構成いたします。

　１．ラウンド１は問題ではないです。グループ討論。

　２．ラウンド２は旅に出ます。一つのグループで一人ホスト役が残って、あとの三人は別々のグルー

プ、島へ旅立ってください。そこでラウンド２のスタートです。

　３．ラウンド３。戻ってきます。それぞれのグループで何が起こったのかを持ち帰ってください。だ

からワールドカフェなのです。ワールドカフェは飲み食い自由です。

　そして最後の四番目はハーベスト（刈取り）です。たとえば一つのグループには四つのグループのア

イデアが集まっております。そして旅に来た人のアイデアを置いてくれますので、全部で７グループの

アイデアが集まることになります。

　さて、刈取り（共有と振り返り）の仕方は二枚目の模造紙に、われわれは〇〇として、大学職員とし

て、大学教師として、大学学生として、こんな大学になりたい、作りたいという提案をみんなでかき集

める最後の 10 分としたいと思います。

　このラウンドの構成、よろしいでしょうか。それではラウンド１、今自己紹介が終わりましたので、

理想の学びに向けて、テーマは「理想の学びを作る」、資料の一部を変えました。「明日の大学」と変え

ました。そして明日の未来を、明日からの未来を作りたいと思います。

　それではラウンド１のために、教員・職員・学生の立場になる必要がありますので、学生がいるグルー

プはなるべく「青色のバトン」をお選びください。で、教員・職員だけの場合は赤色と青色のバトンを

選ぶのですが、少し話をして、このグループはこの立場でいこう、というふうに少し打ち合わせをして、

決まったらバトンを高く上に掲げてください。それからどの役割かを決めずに 2分ほど取りましょう。

それではよろしいでしょうか。

（作業中）

杉森先生　少し調整をします。教職員だけのグループは緑色にしてもらってもいいでしょうか。スター

トはこのロールで行きましょう。学生になりきっているグループも結構あります。

　赤色が教員として、青色が学生として、そして緑色が職員として、それぞれの目線でお願いします。

理想の大学についてそれぞれの立

場から、このような理想の大学に

すべきではないかということを皆

さんで話し合ってください。

　それぞれの立場から大学教育を

考えるということのラウンド１を

始めたいと思います。このような

大学になったほうがいいとか、そ

れから第一部の講演を受けて、私

はこう思ったとか、このように感

じたという質問や疑問も含めて

20 分を取りたいと思います。

　トーキング・オブジェクトは一
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つに絞っていただきました。使わないトーキング・オブジェクトは横に置いておいてください。バトン

を持った人が初めの話者です。そしてその他の方は聞きながら、思ったことをどんどん書いていってく

ださい。　

　それではラウンド１。それぞれの立場で大学を考えてみてください。ラウンド１、スタートです。20

分間です。

（作業中）

…

杉森先生　それでは、伝え役の方いらっしゃいますね、はい、手を降ろしてください。今から他三人の

ゲストが違うグループに旅に出ます。異なるグループに旅に出てください。各島の定員は四人です。ホ

ストを含めて四人です。それではよろしいでしょうか。

（作業中）

杉森先生　それでは、違う色の、そこに書いてある違う色のマーカー持ってください。ゲスト役の方も

書くことができます。ゲストの方もマーカーで書くことができますので、違う色のマーカー、そこに書

いてある違う色のマーカーを一本持ってください。ルールは変わりません。それでは、また手順をお話

しします。ホスト役の方がそのグループであった議論を紹介ください。ゲスト役の方は、自分のところ

であった議論してください。そして、質疑応答を繰り返しながら、どんどん書いていってください。

　それではラウンド２のカウントを開始したいと思います。まずはバトンをまた持って自己紹介を始め

るというところからお願いします。ラウンド２、スタート。

（ベル音）

（作業中）

杉森先生　それでは、時間となりました。ゲスト役の方と、もてなしてくれたホスト役の方はありがと

うございました。それでは、自分の島にお戻りください。元いた自分のグループに戻ってください。残

りのラウンドを２つ残しておりま

すので、少しだけ短縮いたしまし

た。

　通常は、これを３回、４回とし

ていくと、全員の意見がもっと集

まるんですけれども、今日のセッ

ションでは、ミニワールドカフェ

という形になっています。小旅行

を楽しまれたゲストの皆さま、い

かがだったでしょうか。

　それでは、ホスト役は、どのよ

うな議論がなされたか、加えられ

たかということを１回ご説明くだ
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さい。ゲスト役もどんな話を聞いてきたかということをまた１人１分程度かかるかもしれませんが、バ

トン（トーキングオブジェクト）を持って、今度はホスト役からその話を膨らませて、ゲスト役は、こ

んな話になりましたと言ってください。

　ラウンド３では、「明日の大学」を創っていただきますので、今の議論を、こんな授業がいいとか、

こんなシステムがいい、こんな何々がいいという、いろんなミクロからマクロまで、制度面とか出てき

ていると思うのです。いろんな立場、いろんな階層があると、視点があると思いますが、それぞれのお

立場から、そのグループの立場から、明日の大学を創るためにどんなことがという議論に昇華させてい

くラウンド３が 15 分です。それでは、準備よろしいでしょうか。ラウンド３、スタートです。

（作業中）

杉森先生　ラウンド３終了です。それでは、残り 10 分間をかけて、これまでの共有と振り返りに向か

いたいと思います。まわりのグループのほうを見回していただくと、始まっているグループが出て来ま

すが、どのような仕方でも構いません。模造紙の２枚目に、私たちの明日、明日というのを、未来にあ

る国士舘大学を描いてください。それぞれの立場から、今、提案がいろいろなことが出て来ています。

授業でも、シラバス、カリキュラムでも、それから、全体の制度が出て来ますね。それらのこと、今、

出てきたものすべてを最後の１枚に提案を書いてください。明日の、からの未来が今から描かれます。

それでは、10 分間の刈取りを始めます。ラウンド４です。始めてください。

（作業中）

杉森先生　それでは、そろそろ時間になりますので、まだ書いている方は切りあげて、提案された２枚

目の模造紙の余白にお名前やニックネームをお書きください。今日の記念としますので。

　「明日からの未来を描く」というワークショップいかがだったでしょうか。ワールドカフェ、または、

ジグソー法という技法でした。

　最後に私から、この研修が終わった後、我々が変わらなくてはいけない。スリーファイブルールにな

ります。５日後、５週間後、５カ月後に私たちの行動が変わり、私たちの学校、大学の未来が決まって

なければ、今日のこの時間はすべ

て無駄になってしまいます。行動

が変わり、皆さんの行動が変わり、

それとキャッチアップする組織で

すね、特に大切な方々がいらっ

しゃいます。部課長、それから学

科長・学長、そういった声を１つ

のプロジェクトとして形作ってい

く。私たちがいるから、その大学

があると。逆ですね。逆というの

は、大学があるから私たちがある

というのではなくて、私たちはこ

の学び、この明日からの未来のプ
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ロジェクトが、皆さまの明日からの国士舘大学を創られることを祈念いたしております。

　それでは、本日グループが一緒になった、偶然グループが一緒になった、この大切な仲間たち、そし

て、そのグループに加わって頂きました長谷川先生、曽根先生への感謝を込めて拍手で終わりたいと思

います。どうもありがとうございました。（拍手）

司会　ＦＤｅｒ（ファカルティ・ディベロッパー）の同期生が集まって、非常に実りあるハーベスト（刈

取り）を得て帰ることができます。杉森先生には本当に感謝の言葉を捧げたいと思います。杉森先生、

本当にありがとうございました。（拍手）

　第二部の「理想の学びをつくる明日の大学とは」ということで、今の大学教育を語り、それぞれ教員、

職員、学生の領域を越えて、グループワーク、ディスカッションをして、そして、旅に出て、明日の大

学像を議論し、そして、実りある収穫として、そうしたものを背負って、明日からまた１歩前進した自

分として、それぞれの立場で、そして、今日の越境、この心の高まり、熱き想いというものを、１人の

人間として、これから１歩１歩前進していきたいと思います。

　このような素晴らしい１日は、おそらく国士舘始まって以来のＦＤ活動だと思います。教員と職員が、

その職域を越えて語り合い、そこに何と学生諸君まで参加してくれました。

　今日の参加数は、教員36人、職員22人、学生諸君11人でした。この後、模造紙を囲んでのポスターセッ

ションは場所を変えてやりたいと思います。われわれのＦＤ活動は、フード（Ｆ）・アンド・ドリンク（Ｄ）

も忘れていません。第３部では、皆でもう１度グループが１つとなって振り返っていただきます。明日

には変身した自分を発見され、きっとシンポジウムの成果として「明日の国士舘」を築いておられるこ

とを念じています。

　今日は本当に皆さん、どうもありがとうございました。それでは、閉会のことばを職員の能力開発担

当で、常任理事でもある山田愼吾（やまだ・しんご）法人事務局長から賜ります。（拍手）
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閉会のことば

常任理事（職員人事・能力開発担当）
山田　愼吾
（法人事務局長）

　法人事務局長をしております山田です。職員の人事担当理事の立
場から、最後にひとこと御礼を申し上げます。今回のＦＤ・ＳＤシ
ンポジウムを周到に準備されましたスタッフの皆さん、講師の先生
方、大変感謝を申し上げたいと思います。そして、積極的に参加い
ただきました教職員、学生の皆さんに、私は敬意を表したいと思っ
ております。折角の機会ですので、関連して情報提供をさせていた
だきます。
　先週、認証評価の説明会（平成 27 年度評価充実協議会　主催：

日本高等教育評価機構）がございました。日本学術振興会の安西祐一郎（あんざい・ゆういちろう）理
事長が「高等教育の現状と課題－高大接続を中心に－」と題して講演をされました。内容は教育改革で
す。漢学から洋学への転換した「明治」、米国的教育を導入した「戦後」、そしてグローバル化・多極化
した教育を模索する「現在」の３度の日本の教育転換期を紹介されました。　　　　　　　
　おそらく近々に、本日ここで話し合っているよりも、もっと大きな教育改革のうねりが迫り来るのだ
ろうと感じました。
　会議には 300 人近くの大学の理事長、学長らが参加していました。新しい切り口の説明でしたので、
大学を取り巻く環境がさらに大きく変わりつつあることが私にも理解できました。新しい時代の教育改
革には、今日ここに、積極的に参加されている方たちが、担っていくことになると思います。これが、
第１点です。第２点目は、特に今日はＳＤにもスポットを当てていますので、職員の能力開発の視点で
申し上げますと、私どもの先輩の時は、職員というのは、クラブの関係で、スポーツクラブの支援のた
めに母校に残ったりして非常に評価が低かったです。ところが今や、大学職員は、先ほど出ました高度
専門職を求めてられているのです。それは近々文部科学省も義務化すると言っていますので、逆に言え
ば、そういうスタッフをそろえないと大学運営ができない時代になってきたわけです。それを目指して、
いろんな研修もやりますし、やってまいります。新採用の職員は毎年 10 人程度いますが、毎回言って
いることがあります。職員はスタッフではありますが、私は、「ブレーン」を目指して欲しいと切望し
ます。まさしく「頭脳」ですね。全員にそれを求めませんけれども、まあ、1割、10 人入ったら一人。
200 人体制を目指していますので、20 人ぐらいのブレーンを大学の中に配置していく中で、これからの
時代の職員方の、大学の先生方を含めた支援の体制を作っていきたいと思っています。
　３番目、この協働の部分ですが、協働の部分については、いろんなテーマがあります。ただ今、事務
組織の改編ということで、今年中に完成させなければいけないですけれども、その中の一部に機能とし
て、授業支援、学習支援の機能をぜひ入れたいと思っていまして、形だけではなくて専門の課も置きた
いと思っております。学生さんの力も借りて、ＴＡ、ＳＡを配置しながら大学全体の活性を考えていか
なければいけないと思っています。初めから充実は難しいと思いますけれども、このような勉強会で出
たような内容を、何かしらの仕掛けを作っていくことが、私の仕事だろうと思っています。ぜひ、残り
の半年間で実現させ。国士舘の次の 100 年先も見据えたものを作っていきますので、皆さんにもこうい
う勉強会を通してご協力いただいて頑張っていきたいと思います。
　本当に今日は皆さま、最後までご参加いただきまして、ありがとうございました。講師の先生方、本
当にありがとうございました。（拍手）
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第３部

意見交換会
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開会挨拶

教務部長

岸本　　健
（理工学部教授）

　皆さん、本日はご参加いただきましてたいへんありがとうござい

ました。それにも増して杉森先生、長谷川先生、曽根先生、本当に

ありがとうございました。

　講師の先生方には、豊富な知見をもって、いろいろなことを教示

していただいて、参加者の闘志に火が付いたというところもあると

思います。本当に感謝に堪えません。

　国士舘大学は日本一面倒見のいい、学生の面倒見のいい大学にな

ろうとしています。その「面倒見のいい」というのはなかなか定義しづらくて「自律した学生を育てる

ために面倒を見る」というところすっかり欠落しているように思えます。

　面倒見がいいのは何かと、いろいろな先生に聞いてみてもわからない。学生との接触時間を長くすれ

ば面倒見がいいのだろうという単純な発想もあるのですが、そうではないということは明白です。今日

のテーマのように FDに学生が参画する、また究極のかたちとして学生が大学の経営まで参画してくれ

るというような空気は、実をいうと本学には全くありません。学生の才能を発掘する努力をあまりして

こなかったことを猛省しなければなりません。その意味で、今日ここで示した頂いたことというのは、

本学にとって本当に貴重な、喫緊の課題解決のスタートになることに感謝しております。

　すでにこの会場にワークの成果の模造紙が貼ってありますけれど、これから模造紙を囲んでプレゼン

テーションが始まるのでしょうか。そういうことを通してもう１度、学生の参画の重さを考えていただ

きたい。学生はそのようなアプローチすることで、学生に自覚が生まれて本当の意味の面倒見がいい大

学に脱皮していけるのではないかと感じております。

　教務課題がやはり解決されていないものが山積みで責任をひしひしと感じております。さらに大学を

よくしていくために、教務部長としてのリーダーシップを発揮していきたいと思っておりますので、よ

ろしくご協力をいただきたいと思います。

　あと２年で創立 100 周年を迎えます。ますます学生が輝く大学にしたいということをみなさんの決意

とともに、これからも精進して参りたいと思います。

　本日は、どうもありがとうございました。
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閉会挨拶

職員研修委員会委員長

美納　清美
（教務部教務課長）

　みなさん、本日は長時間にわたりありがとうございました。本当

に勉強になりました。先生方のお話は、本学の SD研修の指針を示

していただきました。また、このたびは学生さんから自由闊達なご

意見を伺う機会を得たことは、何よりの収穫でございました。　　

　

　今後も、大所高所から学生さんを支えていく決意を新たにしたと

ころです。学生も元気、職員も元気に、先生も元気に、みんなで元

気になって、「人と社会を支える国士舘」ブランドを社会に発信していきましょう。本日は本当にあり

がとうございました。
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意見交換会風景
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資　　 料
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講演資料（杉森）
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講演資料（長谷川）



59



60



61



62



63



64

講演資料（曽根）
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講演資料（川島）
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講演資料（美納）
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ワーク成果表
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