
高等教育開発センター主催平成 24 年度第 2回 FD フォーラムアンケートまとめ 

高等教育開発センター 

 

１．「FD ネットワーク」の取組みに対するご感想やご意見・ご要望をお教え下さい。 

 

○他学部における FDの取組みをお聞きして参考にさせて頂ける事項も数々あったと思いま 

す。 

○このような機会を設けていただきありがとうございます。 

○キャンパスを越えて、情報を共有できることは、今後の FD 活動において重要であり、良 

い取組みであると思う。FD ネットワークのコアメンバーが各キャンパスに集まるような 

形で、そのキャンパスの教員も参加すると言った具合に、キャンパスをまわって実施す

るとよいのではないかと思う。 

○教育・学習を ICT で支援する立場として、非常に有益なネットワークと思います。今後

の拡大に期待します。 

○とても有意義であった。各キャンパスの取組みの実例を色々と知れて良かった。 

○他のキャンパスの取組みを知る機会が、今まで個々には行われていたものもあったかも

知れないが、本日のように全学的に行われたことは無かったと思うので、非常に意義の

あるものであった。今後も定期的に開催し、横のつながりを強めていければ良いと思う。 

○他キャンパスでの取組みは、教育目的・目標や内容・手法も異なっているが、事例報告

や課題・今後の取組み等の情報交換することは新鮮で意義があると思う。 

更に分科会のようなものを設けて、グループディスカッションやグループワークをやっ

てみたらどうかと思った。 

○帝京大学としての、FD の方向性を探究する上では、有意義な情報交換になったのではな

いか。このようなフォーラム及び各キャンパス発行の冊子等の作成のみならず、総括（基

盤の確認）した、全学的なものがあれば良いのではと考える。（反省も含め、他キャンパ

スと取組みに興味を持たなかった） 

○他キャンパスとの情報交換というのは、考えてみれば初めてです。私は八王子だけにい

たので、自分でも自己改善すべきですね。 

○さまざまな取組みが聞けてとてもよい。 

○本学において、より質の高い教育を提供するためには、まずは現状の問題点を挙げるこ

と、それらを解決するための方略を知ることが必須なので、この取組みは大変重要と考

えています。次の段階として、より多くの教員にこれらの情報を周知することですので、

トップダウンで実践していただきたいと思っております。 

○各キャンパスの動向を知る機会は１つの意義がある。情報として得たいものである。帝

京大の教員として学生への教育をどのように考えるのか、どんな学生を育てるのかとい

う意味から、4 キャンパス全体でのワークショップの開催も考えてもよいのではと思って



いる。(教員が知り合う）全体の FD の方向性の共有化ということにもつながっていると

思います。 

○今回、各キャンパスの取組みを知って、おぼろげながらも大学全体の FD のことがつかめ 

た。 

○キャンパスを横断した FD の活動の共有は有意義なものと思います。ただ、学部により、

求められるものがかなり異なり、個々の学習目標・内容に応じた取組みが（も）大事だ

と再認識させられました。 

○他キャンパスの取組みを知り、情報を共有することはとても有意義であると思いました。 

各先生方の新しい取組みが勉強できましたので、今後の授業に活用していきたいと思い

ました。（特にワークショップ方式、KJ 法等） 

○それぞれ授業改善に向けて勢力的に取り組んでおられることがよくわかって、自分たち

もやらなければという気持ちにさせられた。 

○まだイメージが湧きませんが、既存の枠組み～「FD 年報」や教育力研修、フォーラムな

ど～と有機的結合がはかれるものになってほしいと願います。（データベース化など） 

○各キャンパスでの取組みと今後のネットワークづくりについて、細かい報告がなされ、

ネットワークの重要性を再確認させられました。 

○専門性の異なる他キャンパスの活動事例は参考になりました。 

○興味深い話が多かったです。 

○各キャンパス、特に医学系、理工系の FD 活動を初めて知ることが可能となった。 

○他キャンパスの取組みを知る機会を持てるこのようなネットワークの取組みは、学部が

違い教育内容・スタイルの違いがありそのまま参考にできる部分は限られるものの、取

組みの姿勢については大いに参考になると思います。 

○認識を共有、情報交換をすることはよいことだと思いますが、結局のところ何を共有す

るのかということを、もう少し、具体的に（理念的ではなく）提示していただければと

思いました。 

○ネットワーク化により、各キャンパスの所在学部の特色・課題の相違がみえて興味深い

内容であった。（①医系学部は国家試験対策、②医学部は臨床、③文系学部は自習時間、

内容の確保）文系学部に所属する身としては、まず③の中でのネットワーク化が重要と

感じた。 

○全学で利用できる LMS の活用促進を教職員が連携して使用していくための説明資料があ

れば、こういった場で配布しても良いのではないかと思った。FD フォーラムに参加して、

多面的な取組みを知ることが出来る良い機会であった。今後も参加していきたいと思い

ます。 

○教員が常に、自らの講義、授業・運営方法について、その向上を考えることは必要と思

うし、そのためにこうしたフォーラムにおいて、まず FD 委員だけでも様々な方式を学習

し認識することは良い機会であると思う。 



○e-ラーニングの活用等 

○今まで同じ大学に居ながら、ほとんど何も知らず、学部内での対応が中心でした。幸い

薬学部は大学間の交流が多く、FD についても刺激を受けてきました。今後は大学内の立

場のちがう先生方ともコミュニケーションをとってゆきたいと思いました。我々からも

発信できるよう、努力したいと思います。 

○自分の専門外の分野であっても、授業運営という点で、非常に参考になったと思います。 

○有用であると思う。細かな Feed back は多人数クラス（例えば 200 人）では困難。こん

な大人数クラスの授業をよくする FD についても知りたいと思う。 

○FD イベントに参加を重ねるうちに、プレゼンテーションの内容がより｢身近に」感じるよ

うになっています。FD 活動は継続が重要であると認識しました。共通テーマを設定して、

各キャンパスの報告がなされるようにできないでしょうか？（例えば「授業外学習」に

ついての取組みとか）" 

○FD 情報・認識の共有化は必要だと感じます。が、フォーラムなどでも教職員の参加率は

あまり大きくないのではないでしょうか。八王子キャンパスについては教員会議のない

月5限に原則教員全員参加で実施しては？まだ初歩的な理解の普及が必要な気がします。 

学長×フィンク博士の FD 対談が動画アップされるそうですが、評価の高い授業や優れた

発表などを続々動画で利用できるようにしてほしいと思います。 

○八王子キャンパス以外の取組みを聞けたことは良かった。学部学科の違いはあってもい

ろいろな情報を得る事ができた。 

○大変参考になりました。 

 

 

２．本フォーラムで発表された各キャンパスのFDの取組みに対するご感想をお教え下さい。 

 

○ティーチング・ポートフォリオ作成にあたり、メンターとの対話が重要であったという

点が印象深かったです。 

○医学部は独特の条件があるように感じた。 

○八王子、宇都宮は直面している課題が大きく変わらないような気がする。FD 活動のアプ

ローチを同じにできるかもしれないと思った。福岡の場合も、目標が国家試験というこ

とで明確化されているのは、八王子、宇都宮と異なる。その目標に向って実質的に活動

しているのはすばらしいと感じた。" 

○それぞれのキャンパスの取組みが分かって参考になりました。 

○２泊３日型の教育を大学の学部授業としてどのように行うのか考えてみたいと思いまし

た。｢組織としての教育力」が学科に欠如していることを痛感している。単位認定の形骸

化にも共感を覚えた。 

○LMS の導入は宇都宮キャンパス以外でも役立つものとなると思われるので、広めていくべ



きである。 

○八王子キャンパスの授業や、FD 活動にも取り入れられるものもあると思った。福岡キャ

ンパスの全ての教員で取組むという全員野球という考え方を八王子キャンパスの各学

部・学科でも取り入れられたらよいと思った。八王子の各部・学科によってはかなり冷

めているような感じがしている。 

○医学部の取組みは、教育学部の FD 及び自己の取組みの参考になるものが多かったように

思われる。ティーチング・ポートフォリオ／LMS などは個人の振り返りの方法等は円滑な

授業実践に有益だと思われるが、教員団（ファカルティ）が学生を育てるために様々な

取組みをされている学部の実践を具体的に知ることができて良かったと感じています。

（医学部、福岡医療技術学部等、学生の目標、教育目標が明確だからでしょうか） 

○もう少し具体例をあげてほしい。 

○大変参考になりました。本学部ではこれから取り組まなければならない事が多くあると

感じました。 

○各内容がキャンパスの特徴があらわれていて、刺激的なものであった。学部に何をどの

ように取り入れられるのか、持ち帰って検討していきたい。 

○医療系の学部は試験対策という課題が明確になっていて、それが文系の学部との違いだ

と再確認した。個人的にはポートフォリオの体験談が参考になった。自分のポートフォ

リオ作成に反映できると思う。" 

○LMS は潜在的に有効な授業補助手段となりうると感じます。講演会に参加し、ぜひ活用し

てみたい。 

○医学部の秋山先生がお話しされた、医学教育における Six Micro-skills について社会学

科のゼミや実習などに生かしたいと思いました。ラーニングテクノロジー開発室の紀要

に報告論文を掲載していただきましたが、今後は LMS の利活用を行い、成果を発表した

いと思いました。" 

○学生が能動的に参加し、知識定着率が高い形式（医学部、WS 形式）が求められていると

思いますので、これをライフデザイン、基礎演習に導入していきます。 

○所属する学科でもティーチング・ポートフォリオを作成することに組織的に取り組んで

みたい。短期間で成果が出るとは思えないが、成功体験を積み重ねていきたい。 

○ティーチング・ポートフォリオ作成についての報告が参考になりました。実際のポート

フォリオを見てみたいと思いました.(回していただくとよりわかりやすいかと思いま

す） 

○ティーチング・ポートフォリオの具体的な例を拝見できればもうちょっと深く議論でき

るかと思います。・LMS の使い方がわからない学生はどれだけありますか。・WS 形式を演

習の授業で実施しておりますが、講義は３００人以上なのでムリですね。・３つの不幸「し

たくないことをする」｢分からないことを教えられる」｢学んだことが役に立たない」→

アドミッションポリシーに原因があるのでは？ 



○医学部の WS の説明、大変参考になりました。LMS を活用できればと考えています。" 

○中田先生のお話は興味深いものでしたが、さらに具体的に知りたいと思いました。 

○医学部の WS について参考になりました。 

○特に LMS に興味を持ったので、講習会に参加しようと思った。 

○ティーチング･ポートフォリオの報告が最も個人的には関心がありました。ただ、ティー

チング･ポートフォリオ自体がなかったので、報告の内容が正直わかりにくく、参考にで

きませんでした。次回は資料(サンプルも可）を添付して頂ければ幸いです。 

○各キャンパス、各教育単位で工夫された教育をされていると感じました。 

○宇都宮キャンパスが先行して取り組んできた LMS を上手く授業に取り込みたいと感じた。

同時に Face to Face の場である授業の重要性も再確認した。LMS は今後有効な教育手段

になると考えるが、高齢の先生方には技術面よりも感情面で導入に否定的な傾向にある

と考える。 

○発表時間の関係もあるが、実際の取組みをもう少し具体的に説明してほしかった。 

○宿泊によるワークショップ形式など、中に興味深いものが多かった。しかしそうした形

式に多くの教員が参加することは各々の事情もあって実態的に難しいのではないか。如

何に各人の参加を確保することが問題と考える。 

○現在、Web Class を使っているが、LMS についても検討したい。 

○教員の教育が最重要と思いました。学生に変化を求める前に教員が変わることが大切と

思います。国試、実務を合わせ持つ学部は、教育の負担はかなり重いものとなりますが、

社会のニーズに合った立派な学生を教育する思いは同じと感じました。 

○宇都宮キャンパスで活用されている、LMS に大いに興味を持ちました。単なる教材配信の

手段としてだけでなく、学生のレベルに応じた、きめの細かなフォローが可能になりそ

うだという点で、来年度、積極的に活用したいと思います。 

○キャンパスの学部に応じて、多様な FD 手法があり、参考になる点があった。 

○福岡キャンパスの報告において、教育上直面している問題について明確に言及されたこ

とが印象に残りました。 

○現在の医学教育の一端を知ることができました。 

○ティーチング・ポートフォリオについての知識がなかったため、中田先生の体験発表を

きき、ある程度のイメージがもて、興味が喚起されました。渡辺先生の LMS の発表も同

様です。何人かの先生から学生の授業外学習の確保の重要性が指摘されました。eラーニ

ング、LMS 等の活用がのぞまれます。日常的に PC での学習習慣を持つ学生はまだ少ない

気がしています。全学的な体制強化を期待しています。 

○学生の現状をふまえて、Remedial Education を行うことから始めて学生を試験合格に向

けて、1年生～4年生の段階的な指導をされている点に感心した。LMS の活用を考えてみ

たいと思った。アウトカム基盤型教育へむけた WS の様々な工夫が参考になった。 

○多様な取組みが、学部の特色をもちながらなされているのに、感動しました。できるこ



とから見習いたいと思います。 

 

 

３．その他（高等教育開発センターへの要望や期待等、自由にお書き下さい） 

 

○このような会がこれからも継続されることを願っております。 

○各発表者の内容はよかった。もう少し意見交換の時間がほしかった。 

○この FD フォーラムや FD ネットワークに関する告知をもっと広範囲、あるいは多くの教

員に伝わるような方法を考えるべきでは。 

○八王子キャンパスの FD 活動にも WS 等を取り入れてもよいのではないか。 

○今後とも情報の提供等いただきます様よろしくお願い致します。 

○他キャンパスへも支援や情報提供を今後もしていただけたらと思っています。 

○SCOT について、もっと知ってもらう機会があればと思います。 

○「スコット」とは何ですか？ 

○この様な素晴らしいフォーラムをより多くの先生方に受講してもらうべきと切望します。 

よくやっておられると思います。時間はかかるでしょうが、間違いなく効果が現れると

思います。 

○当、日本語予備教育課程は、一般の学部・学科とは全く異なり、その目的・方法につい

ては自明であって、FD への対応もその必要度において、特殊な位置にあります。しかし

一般の学科なみに（科長である私はともかく）実質わずか２名の専任教員がさまざまな

行政コスト（さまざまな書類の作成と実質的に無関係な議題での会合への参加）を負担

しております。書類(報告)については、若干の御配慮をいただいていますが、今後とも

形式のみにとらわれずに、柔軟な対応をお願いします。 

○いつも楽しみにしております。なかなか都合がつかず、欠席がちですみません。学生の

声を聞いてみたいです。（SCOT からみた教員） 

○ティーチング・ポートフォリオの実物を確認してみたいと思います。 

○FD 委員としてお世話になっております。よろしくお願い致します。 

○今年度はティーチング・ポートフォリオの作成で大変お世話になりました。定期的に改

善してゆきたいと思います。 

○これからもネットワークの１つに入れて頂き、情報の交換の機会をお願いします。 

○各報告をもう少し短くして、対話を中心にした構成でもよかった。授業をした後での、

フォーラムだったので少しきつかったので、週末などに開催してもらいたい。 

○学生への教授方法について、たくさんの情報をこれまで提供して下さり、とても勉強に

なっています。カリキュラム・プランニング、コーチング、チュートリアル、成人教育

理論などの実践について今後も勉強機会を設けて下さるとありがたいです。 

以上 


