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本プロジェクトは、アメリカのFD組織であるPODネットワーク
（The Professional and Organizational Development 
Network in Higher Education, USA）と帝京大学高等教育開
発センターによる、FD活動の国際化とネットワーク化を推進する
共同プロジェクトです。
本プロジェクトではPODネットワーク関係者を招聘し、2つのワー
クショップと国際シンポジウムを予定しております。
多くの大学等関係者の皆様のご参加をお待ちしております。

■プログラム概要
教育から学習への転換（パラダイム転換）が大学教育を根本から
見直す契機となったことは、アメリカも日本も同じです。パラダイム
転換の提唱者の一人、John Taggは1995年の論文のなかで「大
学とは学習（ラーニング）を生み出すために存在する機関である。
この転換がすべてを変える」と述べています。それから20年、何が
どう変わったのか考えてみる必要があります。
本国際シンポジウムでは、パラダイム転換の未来（さき）にあるもの
について、教授、学習、大学組織を通して広く語ることを企画して
います。講演者および指定討論者として、アメリカ最大のFDに関
する専門家組織であるPODネットワークから現会長および会長
経験者、さらに文部科学省、読売新聞社、帝京大学からは理事長・
学長、高等教育開発センター長など、多彩なメンバーに登壇いた
だき、熱い議論を展開したいと考えております。

■講演者
　冲永 佳史（帝京大学 理事長・学長）
　合田 哲雄（文部科学省教育課程課長）
　Dr. Michele DiPietro 
　Dr. Deandra Little
■指定討論者
　松本 美奈（読売新聞社専門委員）
　土持ゲーリー法一
　（帝京大学高等教育開発センター長）
　Dr. Kathryn M. Plank  
　Dr. Michael Palmer 
■総合司会
　井上 史子
　（帝京大学高等教育開発センター） 

9/12 SAT

国際シンポジウム
パラダイム転換の未来（さき）にあるもの
～21世紀の教授、学習、大学組織を語ろう～ 

テーマ

冲永 佳史
帝京大学 理事長・学長

合田 哲雄
文部科学省教育課程課長

松本 美奈
読売新聞社専門委員

土持ゲーリー法一
帝京大学高等教育
開発センター長

同時通訳あり

14：00~17：00

帝京大学八王子キャンパス
SORATIO SQUARE
［ソラティオ スクエア］
東京都八王子市大塚359

■スケジュール

共催●PODネットワーク・帝京大学高等教育開発センター

お
問
合
せ

帝京大学高等教育開発センター　
TEL●042-678-3976
Mail●ctl@main.teikyo-u.ac.jp
URL●https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/~ctl/

SORATIO SQUARE（ソラティオ スクエア）

9/11FRI12SAT13SUN

国際シンポジウム     
＆ワークショップ①②開催

同時通訳あり

日　時 プログラム

ワークショップ①
　大学教員のための学習者中心のコースデザイン 
ワークショップ②
　新任FD担当者のための基礎能力開発 

9/11（金）
14：00

～

17：00

ワークショップ①
　大学教員のための学習者中心のコースデザイン 
ワークショップ②
　新任FD担当者のための基礎能力開発 

国際シンポジウム
　『パラダイム転換の未来（さき）にあるもの
　～21世紀の教授、学習、大学組織を語ろう～ 』

9/12（土）
  9：00

～

12：00

ワークショップ①
　大学教員のための学習者中心のコースデザイン 
ワークショップ②
　新任FD担当者のための基礎能力開発 

9/13（日）
  9：00

～

16：30

14：00

～

17：00

参加費
無料
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■講座概要（主に大学等でFDを担当する教職員対象）
本ワークショップでは、FD担当者としてのキャリアを始めるにあ
たって必要な、FDに関する基礎的知識やスキル、態度についての
講義・演習、意見交換の場を提供します。受講者は、研修を通じて相
互に教え学び合うネットワークを構築することができ、その繋がり
は自身がFD活動を企画、運営、評価する際に貴重な手助けとなる
でしょう。3日間のワークショップをすべて受講した場合、POD／
帝京大学より修了証が授与されます。
■POD講師
　Dr. Michele DiPietro 　　Dr. Kathryn M. Plank 
■ファシリテーター
　井上 史子、上岡 真紀子（帝京大学高等教育開発センター）
■プログラム

9/11FRI -13SUN

ワークショップ②
新任FD担当者のための基礎能力開発 

■講座概要（主に教員対象）
本ワークショップでは、意義のある長期的な学習を促進するコース
設計のためのフレームワークを適用します。そのフレームワークは、
コースデザインや真正の評価、アクティブラーニング、学生の意欲、そ
して学習科学の研究に基づいています。そのフレームワークは、学生
に学ばせたい知識・技術の型や、学生が知識・技術を真正な文脈で適
用し、統合する方法について考えるための手引をも提供します。
3日間のワークショップをすべて受講した場合、POD／帝京大学より
修了証が授与されます。
■POD講師
　Dr. Deandra Little 　　Dr. Michael Palmer 
■ファシリテーター
　土持ゲーリー法一、森 玲奈（帝京大学高等教育開発センター）
■プログラム

9/11FRI -13SUN

ワークショップ①
学習者中心のコースデザイン

英語講座 通訳なし 英語講座 通訳なし

学習者中心のコースデザインの方法を学ぶ FD活動の企画および運営について学ぶ 

日　時 内　容
《セッション1》FDの変遷や国によってバラエティに富ん
だFD活動、アメリカで重視されているFD活動について紐
解きます。FDが対象とする個人のコンサルテーションから
ワークショップ、全学での研修会といったFDプログラムの
背後にある理念について検討します。また、FDをどのよう
に大学のミッションや戦略の中に埋め込むかという判断
についても議論します。

9/11（金）

14：00～
　　17：00

《セッション2》FDにおいて基盤となる活動である「授業コ
ンサルティング」と「授業観察」の2つの活動に焦点を当て
ます。コンサルテーションのねらいや様々なコンサルテー
ションモデルとその理念、授業分析のためのデータ収集の
過程やその情報源について検討します。さらに、傾聴や効
果的な質問などコンサルテーションに必要なスキルにつ
いての演習も行います。

9/12（土）

9：00～
　　12：00

《セッション3》「FD企画」に焦点を当てます。さまざまな
FD企画の目的について検討するとともに、FD企画を設計
するための「逆向き設計（backward design process）」の
考え方について紹介します。さらに、各種FD企画や受講者
相互によるコミュニティの構築などについても紹介しま
す。とくにFD企画に教員を参加させるための動機づけや、
その成果の評価についても議論します。

9/13（日）

9：00～
　　12：00

《セッション4》FD活動の効果の「評価」について検討しま
す。現代は大学教育に対して説明責任が求められる一方、
FDに活用できる資源も制約があります。その中で、FD担
当者は全学的あるいは特定のFD企画に関する活動を記
録し、成果を明示する必要があります。FD活動の評価の目
的と大学のステークホルダーを説得するための証拠資料
のあり方についても議論します。

13：00～
　　16：00

クロージング・セッション　修了証などの授与16：00～
　　16：30

クロージング・セッション　修了証などの授与16：00～
　　16：30

日　時 内　容
《セッション1》モチベーションと学習者中心デザインの原則
学習者中心の指導と学生のモチベーションという側面を探
求した後、変革を促すための体系的なデザイン戦略を紹介
します。また、意義のある学習目標の種類を定義し、説明し、
分類します。

《セッション4》全てのピースを統合する
最終日は、引き続きコースをリデザインし、リデザインしたプ
ランにフィードバックと、分からないところを質問するワー
クセッションとなるでしょう。

《セッション3》アクティブラーニングの戦略
私たちは、アクティブラーニングの利点を検討し、学習目標
と評価とが整合した異なる型の教育的な戦略や教室活動を
探求します。私たちはエビデンスに基づいた教育と、意義が
あり、真正で、反省的で、挑戦的な活動に注意を焦点化しま
す。また、学習サイクル、ペーシング、スキャフォールディング
といった概念も紹介します。

《セッション2》学生の学習を評価する
このセッションにおいて、私達は、あなたが学習目標を具体
的で測定可能な目標に具体的に置き換えることを助けま
す。そして、私達は、何をどのように学生が学んでいるか、彼
らの学習がコースの目標と合っているかを測定するため、た
くさんの方法を探求します。教育的で真正の評価における
最新の理論を用いて、私達は、あなたのコースに、測定だけ
でなく、学生の学習を向上させる、学生にとってのリスクが
異なる評価をどのように含めるかを探求します。

9/11（金）
14：00～
　　17：00

9/12（土）

9：00～
　　12：00

9/13（日）

9：00～
　　12：00

13：00～
　　16：00

2013年11月7日、アメリカ最大のFD専門家組織である
PODネットワークのコアメンバー会議にて、PODとの共同
プロジェクトを帝京大学で開催することを提案して以来、
高等教育開発センターを中心に関係者との交渉を重ね、
遂にこの度、「POD/Teikyo Collaboration Project 
2015」として実現することができました。ご尽力いただいた
日米双方の関係者に心よりお礼を申し上げます。今回のプ
ロジェクトでは、国際シンポジウムと２つのワークショップを企
画するにあたり、とくに日本の大学改革の課題を踏まえた
テーマとした点に特徴があります。

また、国際シンポジウムには、歴代POD会長に加え、文部科学省教育課程課長 合
田哲雄様、読売新聞社『大学の実力』担当者である専門委員 松本美奈様をお
迎えすることができました。
本共同プロジェクトは、新棟「ソラティオスクエア」で開催される最初のイベントでもあり、
50周年を迎える本学にとりましても記念すべき事業であると言えます。ご参加の皆様を
歓迎いたしますとともに、実りある3日間となることを願っております。

冲永  佳史
帝京大学 
理事長・学長

Leslie Ortquist-
Ahrens
Past President, 
POD Network

Deandra Little

帝京大学理事長・学長の冲永佳史
氏と、PODネットワーク長年のメン
バーである土持ゲーリー法一氏が、
2013年11月開催されたPODネット
ワークの理事会で、ファカルティ・ディ
ベロップメントのワークショップを共同
開催することを提案してから2年、この
ようなかたちでその努力は実を結びま
した。「POD/Teikyo Collaboration 
Project 2015」では、「学習者中心

のコースデザイン」と「ファカルティ・ディベロップメントの根幹」という重要な課題を
共に探求することで、PODネットワークから知識と経験をシェアするだけでなく帝京大
学関係者から学ぶこともまた指導者にとって素晴らしい機会となります。PODはこのよう
なかたちで日本の大学教育関係者と共にこの場に来られることを喜ばしく思っていま
す。そして私達はこの経験が皆様にとって豊かで実り多きものになることを祈念します。

高等教育の分野で活動するPODネットワークの会長として、帝京大学との記念す
べき共同プロジェクトをここに実現できたことを心より嬉しく思っています。 
「POD/Teikyo Collaboration Project 2015」は、アメリカと日本の大学関係者
が、大学授業と学生の学習を改善し続けるという重要な取組について共に関心を
持って考える素晴らしい機会となることでしょう。PODネットワークは、このように国際的
で先進的な取組において、帝京大学のパートナーになれたことを光栄に思います。

L. Dee Fink
Former President, 
POD Network

President，POD Network

ごあいさつ
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